
【1C1B101】教育原理
1年後期

2単位

矢田貝　真一

必修

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 幼免･保資必修

中学校教諭･20年実務家教員

わが国の教育は、現在多くの課題を抱え、その解決が求められています。課題の解決や教育･保育の実践に
は、｢教育とは何か｣という問いに対する知識や理解にもとづく自分なりの確かな考え方を持つことが重要
となります。授業では、教育についての基本的な概念とともに、教育の目的･内容･方法･行政も含む制度な
どの基礎的事項を確実に理解し、教育の思想や歴史の基礎的内容も把握して、｢教育とは何か｣を考え、教
育課題についても考えられるようになることをめざして学びます。

授業内容

講義を中心としますが、グループ活動やそれにもとづく発表も取り入れながら進めます。知識を身につけ
るだけでなく、教育や保育に対する自分なりのとらえ方や考え方の形成をめざして展開していきます。授業方法

到達目標

教育に関する基本概念･理念･歴史や思想、それらの変遷、現代の制度、基準と
教育課程、カリキュラム･マネジメントなどの基礎的な知識を身につけることで
、教育の目的･内容･方法･行政を含む制度･思想･歴史などの基本的事項を理解す
ることができる。

知識・理解 ◎

教育に関する知識と理解を活用して、教育をめぐる諸課題をあげ、その解決に
ついて考えられるとともに、｢教育とは何か｣という基本的な問いに自分なりに
答えることができる。

思考・判断・表現 ○

教育に関する基本的な知識や理解と結びつけながら、保育者に必要な指導や支
援の技能について考えることができる。技能 △

教育･保育に興味や関心を持ち、積極的に学修に取り組むことができる。関心・意欲・態度 ○

◎･〇･△の記号は幼児教育学科のDP及び到達指標との結びつきの強さを示す。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

筆記試験 50

レポート･発表

自己評価

受講態度

10 - - 60

10 5 - 5 20

- - 5 5 10

- 5 - 5 10

60 20 5 15 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

自己評価は学修成果に対する自己の評価、受講態度は学修取組･発表･提出等の状況とします。評価の特記事項

ありません。テキスト

『幼稚園教育要領』文部科学省,『幼保連携型認定こども園教育･保育要領』内閣府他,『保育所保育指針』
厚生労働省,いずれも平成29年。『幼稚園教育要領解説』文部科学省,『幼保連携型認定こども園教育･保育
要領解説』内閣府他,『保育所保育指針解説』厚生労働省,いずれも平成30年。『小学校学習指導要領』文
部科学省,平成29年。菱田隆昭 編『幼児教育の原理[2版]』みらい,2009。山口意友『教育の原理とは何か
[改訂版]日本の教育理念を問う』ナカニシヤ出版,2017。他に必要な資料は配付します。

参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 ガイダンス　(この授業での学ぶ目標や内容、学び方や学ぶ心構えなどについて理解する)　[課題(復習･発
展)]免許･資格と結びつけながら、この授業で学ぶ内容を調べてまとめる(3～5h)

2 教育とは何か　(教育と環境の関係、学校教育･社会教育･家庭教育などについて知識を深め、教育というも
のについて考える)　[課題(予習)]｢教育｣がどのようにととらえられているのかを調べてまとめる(2～4h)

3
教育の本質と要素　(授業外の課題で調べてきた課題も活用しながら、ヒトに教育がなぜ必要か、教育の本
質、教育の要素と相互関係などについて知識を得て理解を深める)　[課題(予習)]教育基本法での｢教育の
目的｣と学校教育法での｢幼稚園教育の目的｣を調べてまとめる(3～5h)

4
教育の目的や目標　(授業外の課題で調べてきた課題も活用しながら、教育基本法の理念、わが国の学校教
育の目的と構造、幼児教育の目的と目標について理解を深める)　[課題(予習)]わが国の現在の学校教育制
度について調べ、そのかかえる課題もあわせてまとめる(3～5h)

5
わが国の教育制度　(授業外の課題で調べてきた課題も活用しながら、公教育の考え方、教育法規･教育制
度の変遷としくみ、教育制度を支える教育行政について理解を深める)　[課題(復習･発展)]教育制度をめ
ぐる課題をひとつ取り上げてまとめ、自分の考えや意見をのべる(2～4h)

6
諸外国の教育制度　(制度やしくみのちがい、考え方の相違点と共通点について知識を得て理解を深め、授
業外の課題で調べてきた内容も活用しながら、教育制度をめぐる課題について考える)　[課題(予習)]これ
までの学びや経験から、教育(保育)者に何が求められていると考えるかをまとめる(3～5h)

7 教育者に必要なもの　(教員養成の変遷について理解し、調べてきた課題も活用しながら、教育する者に必
要な資質と能力について理解を深める)　[課題(復習)]前半の学修内容を振り返ってまとめる(4～6h)

8
中間のまとめ　(授業外の課題でこれまで調べてきたことも活用しながら、第1回～第7回に学んだ内容を復
習する)　[課題(予習)]教育に関する思想(コメニウス、ルソー、ペスタロッチ、ヘルバルト、デューイ、
カントなどの教育のとらえ方)について調べてまとめる(4～6h)

9
教育の歴史と思想(１)　(諸外国の教育観や子供観の変化･教育の歴史･近代教育制度の成立と展開･教育に
関する思想について知識を深め、授業外の課題で調べてきた内容も活用しながら理解を深める)　[課題(復
習･発展)]学んだ教育観を参考に、最もふさわしい教育者のあり方について考えてまとめる(3～5h)

10

教育の歴史と思想(２)　(わが国の子供観や社会観･近代教育制度の成立と展開･教育に関する思想について
知識を深め、これまで授業外の課題で調べてきたことも活用しながら教育課題について考える)　[課題(予
習)]｢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｣のこれまでの変遷をまと
める･平成29年改訂の主な趣旨を調べてまとめる(3～5h)

11
教育や保育の基準　(教育要領や学習指導要領等の性格と位置づけを理解し、授業外の課題で調べてきた内
容も活用しながら、過去の改訂の変遷や改訂主旨と背景について理解を深める)　[課題(予習)]｢教育課程｣
の意味について調べてまとめる(3～5h)

12
教育課程と指導計画　(授業外の課題で調べてきた内容も活用しながら、教育課程の役割や原理と編成の方
法などについて、基本的な知識を得て理解を深める)　[課題(予習)]｢カリキュラム･マネジメント｣につい
て用語の意味を調べてまとめる(3～5h)

13
カリキュラム･マネジメントと評価　(授業外の課題で調べてきた内容も活用しながら、カリキュラム･マネ
ジメントや評価などについて理解を深め、保育における事例について考える)　[課題(復習･発展)]｢教育と
は何か｣という問いへの考えをまとめ、わが国の教育の特長や課題も調べてまとめる(4～6h)



内容
実施回 授業内容・目標

14
わが国の教育の特長や課題を考える　(授業外の課題で調べてきた内容も活用しながら、具体的な特長や課
題について考えてグループで話し合ってまとめ、発表できるよう準備する)　[課題(準備)]教育に対する自
分の考えと、教育の特長や課題に関するレポートを発表できるように準備する(3～5h)

15
教育の特長や課題についての発表と全体のまとめ　(授業外の課題で調べてきた内容も活用しながら、これ
まで授業で学んだことをもとに、わが国の教育の特長や課題をまとめ、その概要を発表し、これからの幼
児教育と保育のあり方についても考える)　[課題(復習)]配付資料に基づいて全体を復習する(4～6h)

[課題]は、授業の到達目標達成に必要となりますので、(  )の標準学修時間をめどに、確実に学修を進め
ましょう。【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：62時間】時間外での学修

授業ではグループ発表する活動もあるので、資料活用･表現などの力も身につけるよう努力しましょう。オ
フィスアワーはA305(A号館3F)で毎週木曜日の16：00から17：00です。質問等があれば、どうぞ。

受講学生への
メッセージ



【1C1B103】社会福祉
1年後期

2単位

堀江　法夫

選択

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 保資必修
実務家教員

少子高齢化の社会にあって社会福祉は全ての人にとって大切なテーマです。限られたマンパワーや財源と
いう社会資源の中で高齢者や子どもたちの命がまもられていくにはどうしたらいいのか。社会福祉のこれ
までと現在の課題を学んでいきます。

授業内容

講義を中心として基礎的知識を学び、その上で出来る限りみなで考えを深めていきます。
最終の２回程度の講義では、一人４分程度発表してもらいます。授業方法

到達目標

１．〔知識・理解〕社会福祉の歴史と実践について基本的な知識と理解を深め
るようになる。知識・理解 ◎

２．〔思考・判断・表現〕社会が激変していく中で生活のしづらさを思考、判
断、表現できるようになる。思考・判断・表現 ○

３．〔技能〕福祉の実践の場でアプローチしていく専門的な技能を深めるよう
になる。技能 ○

４．〔関心・意欲・態度〕共通の福祉課題に積極的に関心を持ち取り組むこと
ができるようになる。関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

筆記試験 30

発表・レポート

自己評価

受講態度

10 20 - 60

- 5 5 10 20

5 - - 5 10

- - - 10 10

35 15 25 25 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

方法:筆記試験１回・レポート発表１回・自己評価毎回
その他:３分の１以上欠席した者には単位を与えない。評価の特記事項

テキストはありませんテキスト

必要な教材資料は配付します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 社会福祉を学ぶにあたって：これまでの社会の変遷と現代の生活課題について考えよう。
〔課題(準備)〕社会福祉は私たちの生活の中でどのような関係があるのかを考えておこう。（３ｈ）

2 社会福祉の考え方と役割：保育を含む社会福祉の視点と目的を考えよう。
〔課題(準備)〕社会福祉の考えはどのようにして生まれてきたのかを考えておこう。　（３ｈ）

3 社会福祉の歴史：欧米と日本の福祉についてこれまでのあゆみを理解しておこう。
〔課題(準備)〕特に資本主義社会の発展との関係で考えておこう。（３～６ｈ）

4 社会保障とは何か：社会保険や生活保護について理解しておこう。
〔課題(準備)〕社会保険の種類と生活保護の考えを調べておこう。（３ｈ）

5 社会福祉のしくみ：高齢者福祉と障害者福祉のしくみと法制度について理解しておこう。
〔課題(準備)〕介護保険法と障害者総合福祉法について調べておこう。（３ｈ）

6
社会福祉の実施機関と行財政：福祉事務所と社会福祉法人について理解しておこう。
〔課題(準備)〕児童相談所、福祉事務所、社会福祉協議会、社会福祉法人について調べておこう。
（３ｈ）

7 社会福祉施設：社会福祉施設の種類や運営の基準について理解しておこう。
〔課題(準備)〕社会福祉施設の種類や利用方法について調べておこう。（３ｈ）

8 子どもの福祉：子どもの人権と児童家庭福祉について考えよう。
〔課題(準備)〕子供の福祉と向き合うにはどのような視点が必要か考えてみよう。（３ｈ）

9 社会福祉の専門職：社会福祉専門職の専門性と倫理について考えよう。
〔課題(準備)〕社会福祉の専門職としての資格はなぜ必要か考えてみよう。（３ｈ）

10
相談援助の意味と方法：ソーシャルワークの視点と展開過程について考えよう。
〔課題(準備)〕保育士等のソーシャルワークの実際はどのようにして行くのか考えてみよう。
（３～６ｈ）

11 福祉サービスの利用支援：契約制度と適切な利用支援について理解しておこう。
〔課題(準備)〕その人にマッチした支援とは何かを考えてみよう。（３ｈ）

12 権利擁護と苦情解決：権利擁護の意味と苦情解決のしくみについて理解しておこう。
〔課題(準備)〕権利擁護と苦情解決はなぜ必要になってきたのかを考えてみよう。（３ｈ）

13 地域福祉の推進：地域福祉の理念と推進の方法について考えよう。
〔課題(準備)〕地域福祉が必要になってきた過程について考えてみよう。（３ｈ）

14 これまで学んできた中で大切だと思ったことを一人3～4分発表してもらいます。
〔課題(準備)〕事前に要点をまとめ提出する。（３～６ｈ）

15 これまで学んできた中で大切だと思ったことを一人3～4分発表してもらいます。
〔課題(準備)〕事前に要点をまとめ提出する。（３～６ｈ）

社会福祉の専門職は保育士や介護福祉士等があります。共通点と相違点を考えてみよう。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間:45時間】時間外での学修

子育て環境は変化し、専門職として社会福祉の基礎的理解が不可欠です。一緒に考えていきましょう。
オフィスアワーは毎週火曜日、１２:１０から１２:３０です。

受講学生への
メッセージ



【1C1B105】子ども家庭福祉
1年前期

2単位

松村　齋

選択

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 保資必修

学校教員20年実務家教員

今後、我が国は大規模な人口減少と超高齢社会となることが予想され、子ども達の生活も大きな転換期に
きていると言えます。授業では、福祉職としての保育士が身につけたい、子どもを愛し、子どもを尊重し
、子どもの権利を護ることの大切さを、児童家庭福祉の理念と概念を基本から学び、福祉現場で自分らし
く実践するための基礎的な力を養います。

授業内容

講義形式　授業のテーマに沿った小課題を毎時行います。一部「グループディスカッション」「ビデオ視
聴」なども取り入れる予定です。【課題】あらかじめ、学生ポータルや資料等で課題が明確になるよう周
知を行ないます。必要に応じてオンラインによる双方向の授業も行います。

授業方法

到達目標

児童家庭福祉の理念と概念を理解し、高度な知識と技能を身につけることがで
きる。知識・理解 ◎

児童に関する具体的な事例を通じて、自分なりの保育者観を持って問題や課題
に向き合うことができる。思考・判断・表現 ○

児童一人ひとりの考え方・学び方などの多様性を理解し、支援方法を具体的に
示すことができる。技能 ◎

児童を取り巻く関係機関との連携のあり方を知り、様々なケースに対応できる
柔軟さとコミュニケーション能力を身につけることができる。関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

筆記試験 30

発表・レポート

自己評価

受講態度

10 20 - 60

- 5 10 5 20

5 - 5 - 10

- - - 10 10

35 15 35 15 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

3分の1以上欠席した学生には定期テスト受験資格がありません。評価の特記事項

授業時にプリント配付します。テキスト

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　　　　　　　　　　　　　　
成清美治 吉弘淳一『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』学文社
吉田眞理『児童家庭福祉』青踏社　他　その他、授業時に適宜紹介します。

参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1

オリエンテーション　進め方、評価方法などの説明。授業の概要を知る
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

2

児童家庭福祉の理念と概念について　児童家庭福祉とは　児童の権利保障について学ぶ
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出
情報機器を活用して資料を読み取り、客観的な視点を養う
[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

3

児童・家庭の生活実態について　少子化問題の現状と課題　家庭における育児の現状と課題について学ぶ
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

4

児童家庭福祉と保育について　児童家庭福祉の一分野としての保育　児童の人権擁護について学ぶ
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

5

児童家庭福祉に関する法制度について　制度と法体系　行財政と実施機関　児童福祉施設等について学ぶ
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

6

児童家庭福祉制度の専門職の役割と実際(1)
保育士の役割　保育士とは　保育士の業務　保育士の課題について学ぶ
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

7

児童家庭福祉制度の専門職の役割と実際(2)
教師の役割について学ぶ（幼稚園教諭　小・中・高等学校の教諭　特別支援学校の教諭）
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

8

児童家庭福祉制度の専門職の役割と実際(3)
医師・保健師の役割について学ぶ（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士　等）
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出
情報機器を活用して資料を読み取り、客観的な視点を養う
[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

9

児童家庭福祉制度における連携と実際(1)　医療関係者との連携　労働機関との連携について学ぶ
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)



内容
実施回 授業内容・目標

10

児童家庭福祉制度における連携と実際(2)
教育機関との連携について学ぶ（教員、特別支援教育コーディネーター　等）
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

11

児童相談所の役割と実際について　設立の意義・目的　組織体系　連携　活動の実際について学ぶ
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

12

児童家庭福祉の現状と課題(1)　事例検討：少子化と子育て支援サービスにおける事例より考察する
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

13

児童家庭福祉の現状と課題(2)　事例検討：保健所と保健センターにおける事例より考察する
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

14

児童家庭福祉の現状と課題(3)　事例検討：児童虐待防止と社会的養護の動向における事例より考察する
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

15

特別な支援が必要な児童への対応について
事例検討：発達障がいを有する子どもたちにおける事例より考察する
討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す　課題に対して小レポートの提出

[課題（準備）]配付された資料をもとに復習し、必ず、関連する文献に触れること(3～6h)

児童家庭福祉、児童虐待、障がい児（者）施設、特別支援教育に関わる当事者の手記を最低一冊は読んで
おいてください。そこから、自らの体験を通じて感じとることも大切な学修のひとつです。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：60時間】

時間外での学修

児童家庭福祉の問題は私たちの身近なところで起っています。未来の保育者として、常に日々の出来事や
感じたことを相手の立場で考えられる習慣を身につけましょう。
オフィスアワーは、Ｈ号館Ｈ207号室　木曜日16時10分からです。

受講学生への
メッセージ



【1C1B106】保育原理
1年前期

2単位

名和　孝浩

選択

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 保資必修
実務家教員

国が「保育」や「保育所」をどのように定め、何を求めているのかを学び、保育者が自信をもって実践に
取り組むため、子どもの権利を明らかにして保育の本質を学ぶ。授業内容

講義形式で保育の本質に関して学びを深める。ICTを活用したコメントの共有により、自分の意見を深めつ
つ、他者の様々な視点から学びを深める。授業方法

到達目標

保育の意義とその内容についての基礎理論を理解する。知識・理解 ◎

保育所保育指針などのガイドラインを基盤として思考・判断できる。思考・判断・表現 ○

一人ひとりの子ども理解に応じた援助や環境構成ができる。技能 ○

保育者として社会に貢献する意識を育てることができる。関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

筆記試験 30

レポート

20 20 - 70

- - - 30 30

30 20 20 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

レポートは毎回の小レポートを含める。受講態度は、学修への取組状況、グループワークの参加度、発表
や提出物の状況などから総合的に評価します。評価の特記事項

テキスト
『保育所保育指針解説書（厚生労働省版）』フレーベル館
『教育要領と保育指針 幼稚園教育要領解説 (文部科学省版) 』フレーベル館
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（内閣府版）』フレーベル館

参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1
①オリエンテーション
②保育所の法的位置づけと施設の理解
〔課題（予習）〕なぜ保育原理を学ぶのかを考える（2～4h）

2 ①保育所保育指針を基盤とした保育の理念と意義
〔課題（予習）〕保育所保育指針を読み込む（2～4h）

3 ①保育所保育指針の改訂を基盤としたねらい・内容
〔課題（予習）〕保育所保育指針を読み込む（2～4h）

4
①保育・子育て支援制度から見た保育の現状と課題
②遠隔授業中の課題確認
〔課題（予習）〕子ども・子育て支援新制度について調べる（2～4h）

5

①保育の基盤としての子ども観
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕保育現場での実践事例について調べる（2～4h）

6

①子ども理解と保育者に求められる専門性
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕保育現場での実践事例について調べる（2～4h）

7

①子どもが育つ環境の理解
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕保育現場での環境構成について調べる（2～4h）

8

①保育者の言葉かけから見る保育の実践
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕「叱る」と「怒る」の違いについて調べる（2～4h）

9

①子どものいざこざから見る保育内容の理解
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕子どものいざこざと発達について調べる（2～4h）

10

①園での生活の流れから見る保育内容の理解
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕保育所における1日の流れについて調べる（2～4h）

11

①保育の計画と実践の理解
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕保育課程とねらい・内容について調べてまとめる（2～4h）

12

①保育の思想と歴史的変遷
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕日本や諸外国の保育思想家や歴史的変遷について調べる（2～4h）

13

①保育者が語る現場の保育
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕自分が目指す保育者像について考える（2～4h）

14 DVD視聴による保育実践の理解
〔課題（予習）〕認定こども園について配慮すべき事項についてまとめる（2～4h）



内容
実施回 授業内容・目標

15

①総括
②課題の確認
③ICTを活用したコメントの共有と質疑応答
〔課題（予習）〕これまでのレジメや授業内容をまとめる（2～4h）

保育を取り巻く制度や政治、時事問題などに関心をもち、情報や資料を収集する。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：60時間】時間外での学修

子ども・保育をめぐる諸問題を扱うため、日頃から最新の情報をキャッチできるよう意識をしておいてく
ださい。「子どもについて知りたい」「子どものよりよい環境をつくりたい」「保育の歴史について知り
たい」など、自分なりの興味・関心を深めていきましょう。疑問や授業に対する意見などはオフィスアワ
ー（名和研究室、月曜日15：00～16：00）を活用してください。

受講学生への
メッセージ



【1C2B101】発達心理学
1年前期

2単位

茂木　七香

必修

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 幼免･保資必修

病院臨床心理士・6年、学生相談室臨床心理士・8年実務家教員

生まれてから現在まであなたの心と身体は様々な面で発達してきましたが、この後どうなるのでしょう
？発達というと赤ちゃんから大人までの期間のみがクローズアップされがちですが、その後も人は死ぬま
で発達します。この授業では私たちの人生を「生涯発達心理学」の視点で捉え、各発達段階の特徴や個体
としての変化、他者や社会との関わりなどを心理的側面から理解していきます。これまでの人生を振り返
り、これから先、人生の終わりが来るまでの人の発達を概観しておきましょう。

授業内容

基本的には講義形式ですが、課題に取り組み自分自身について振り返って記述する、クラウドサービス「
Slido」に意見を入力するなど、受講生が能動的に学ぶ手法（アクティブラーニング）を取り入れて授業を
行います。

授業方法

到達目標

全ての年齢の人を対象として捉え、その人の背景にある発達段階や発達課題に
関する基礎的な知識を理解することができる。知識・理解 ○

目の前の対象の行為や表出を相手の発達段階や理解度を考慮して多角的に分析
し、判断する視点を持つことができる。思考・判断・表現 ◎

対象を理解し、相手の特性に合ったコミュニケーションを行うための知識や技
能を身につける。技能 ○

新たに得た知識をもとに自らの学びを深め、自己理解や他者理解に努める。関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

授業時間内課題 5

授業時間外課題

レポート

受講態度

10 10 5 30

10 10 5 5 30

10 10 - - 20

- - - 20 20

25 30 15 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

レポート課題はルーブリック(評価基準）とともに提示します。授業時間内課題とは、授業中に記入し、提
出するワークシートやミニッツペーパーのことです。受講態度は授業への取組みの様子で評価します。全
授業の3分の1以上欠席の場合、最終試験（筆記試験）の受験資格はありません。

評価の特記事項

『やさしく学ぶ発達心理学』浜崎隆司、田村隆宏　ナカニシヤ出版(2,500円)ISBN:978-4779503887
補足資料を授業時に配付します。テキスト

保育所保育指針　幼稚園教育要項　幼保連携型認定こども園教育・保育要領　　　
その他、参考図書などは授業中に適宜紹介します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 生涯発達とは：生涯発達心理学の概念　各発達段階における発達課題　発達心理学研究の方法　(遠隔授業
）　　[課題(復習)]教科書の第1章（P1～P22）を読んで復習する（2～4h）

2 胎児期　乳児期①：胎児の身体発達　赤ちゃんの能力　（遠隔授業）
[課題(復習)]教科書の第2章1節（P23～P35）を読んで復習する（2～4h）

3 乳児期②：乳児期の人間関係　（遠隔授業）
[課題(復習)]教科書の第2章2節（P36～P49）を読んで復習する（2～4h）

4 1～4回目の授業の復習と補足：　生涯発達心理学の視点について　（これ以降、対面授業）
[課題(復習)]教科書の第1章～第2章（P1～P49）を読んで復習する（2～4h）

5 幼児期①：認知の発達　表象機能、情動の発達
[課題(復習)]教科書の第3章1～2節（P51～P79）を読む（2～4h）

6 幼児期②：人間関係　親・友だち・きょうだい
[課題(復習)]教科書の第3章3節（P79～P94）を読む（2～4h）

7 児童期①：学習の発達　情動の発達　認知の発達
[課題(復習)]　教科書の第4章1節（P95～P110）を読む（2～4h）

8 児童期②：仲間関係の発達過程　[課題(復習)]　教科書の第4章2節（P110～P122）を読む（2～4h）

9 青年期①：自己と他者　青年期の諸問題　
[課題(復習)]教科書の第5章1節（P123～P133）を読む（2～4h）

10 青年期②：友だち関係　恋愛
[課題(復習)]教科書の第5章2節（P133～P144）を読む（2～4h）

11 成人期：社会的責任　職業　結婚　家庭　職場の人間関係
[課題(復習)]教科書の第6章（P145～P166）を読む（2～4h）

12 中年期：人生の折り返し地点　中年期の危機　子どもの自立　
[課題(復習)]教科書の第7章（P167～P185）を読む（2～4h）

13 老年期：人生の完成期　人生との別れと死　　
[課題(復習)]教科書の第8章（P187～P209）を読む（2～4h）

14
まとめ：生涯発達心理学の視点から、各発達段階を振り返る
[課題(復習)]授業中に作成した発達心理学一覧表を完成させる。テーマに基づいてレポート課題を作成す
る。（6～8h）

15
レポート課題を用いた反転授業：他の人のレポートを読んで概要をまとめ、感想を書く。ルーブリック
（評価基準）に基づいて評価を行う。
[課題(復習)]授業で取り組んだ内容の復習をする（2～4h）

毎回の授業時間外課題や小レポートにしっかり取り組んでください。次回授業で用いることもあります(反
転授業）。日常生活では、あなたも周りの人も、これまでに様々な側面での発達を経て今ここに居て、こ
の瞬間にもまだ発達しているのだということを意識し、世の中を新たな視点で捉え直してみてください。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：60時間】

時間外での学修

発達心理学は、あなたが今まさに生きている人生の過程についての学問です。当事者として楽しむ視点と
学問として学ぶ視点の両方を持って受講すると、より深く学ぶことができます。　オフィスアワーは毎週
火曜日の10時～12時、それ以外の時間でも、A306(A号館3階）に気軽に来てください。

受講学生への
メッセージ



【1C2B106】子どもの保健
1年前期

2単位

杉本　陽子

選択

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 保資必修

看護師・１８年　実務家教員

「子どもの保健」は、子どもの心と体の健康について考え、子どもの健康を守り、健やかな育ちを支える
ことについて学ぶ科目です。取り巻く環境からの影響を受けながら成長する子どもたちの特徴を理解する
とともに、子どもの身体的成長や機能的発達、病気の子どもと家族、母子保健活動と施策について学びま
す。

授業内容

テキストと配付資料等の教材を用いた講義が中心ですが、受講生の考えや意見を求めながら双方向で進め
ていきます。また、授業で提示する課題の提出を求めます。授業方法

到達目標

子どもの成長・発達、病気の子どもと家族、母子保健活動と施策について、基
本的な知識を理解できる。知識・理解 ◎

子どもの成長・発達と母子保健活動・施策の関連性を考え、子どもの心と体の
健康を守るための取り組みと課題について考えを述べることができる。思考・判断・表現 ○

関連する資料から子どもの保健に関する現状や課題について説明できる。技能 ○

子どもの成長・発達と母子保健施活動・施策について関心を持ち、積極的・主
体的に学修に取り組むことができる。関心・意欲・態度 △

◎・〇・△は、ＤＰ・到達目標との結びつきの強さを示します。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

筆記試験 55

課題提出

自己評価

受講態度

10 10 - 75

5 5 5 - 15

- - - 5 5

- - - 5 5

60 15 15 10 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

自己評価および受講態度は、毎回の出席カード内容から評価します。評価の特記事項

『新基本保育シリーズ１１　子どもの保健』松田博雄・金森三枝：編集　中央法規出版(2,200円
)ISBN:978-4-8058-5791-5テキスト

必要な資料は授業で配付します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1
ガイダンス、子どもの健康と保育（授業内容や提出課題について理解し、子どもとは、おとなとは、養護
と教育、保育における活動の場について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第1講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

2
子どもの保健衛生統計（健康の概念、出生、子どもの死亡、子どもの疾病・異常、子どもの貧困について
学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第2講・第3講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

3 子どもの健康と母子保健施策（母子保健法、児童福祉法とその活動・施策について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第3講・第8講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

4
地域保健活動と児童虐待防止（地域における保健活動、児童虐待の防止等に関する法律とその活動・施策
について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第4講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

5
成長と発達、子どもの身体的成長～身長・体重・運動機能～（成長・発達の原則、身長・体重の変化や運
動機能について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第5講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

6 子どもの身体的成長～頭部・胸部・歯・骨～（頭部・胸部・歯・骨の変化、成長評価ついて学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第5講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

7
子どもの機能的発達～生理機能、水分代謝、基本的生活習慣～（子どもの体温・循環・呼吸、水分代謝、
食事・排泄・清潔・衣服・睡眠について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第6講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

8
子どもの機能的発達～消化、腎・泌尿器、中枢神経、血液、免疫、言語～（子どもの消化機能、腎・泌尿
器機能、中枢神経機能、血液機能、免疫機能、言語機能について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第6講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

9
子どもの健康状態と病気（子どもの病気の理解と反応、病気が子どもに及ぼす影響、子どもの病気が家族
に及ぼす影響、病気により良く対応するための関わりについて学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第9講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

10
急性期にある子どもと家族（急性期とは、子どもに特有の、子どもによくある急性症状・急性疾患につい
て学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第7講・第14講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

11 慢性期にある子どもと家族（慢性期とは、子どもに特有の、子どもによくある慢性疾患について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第11講・第12講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

12 ハイリスク新生児と家族（低出生体重児の特徴、新生児期特有の疾患をもつ子どもと家族について学ぶ
）［課題（予習）］テキスト第10講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

13 先天異常をもつ子どもと家族（先天異常の原因と種類、先天性疾患をもつ子どもと家族について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第10講・第11講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

14 予後不良の子どもと家族（予後とは、小児がんの子どもと家族について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第13講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

15 子どもの疾病予防と予防接種（予防接種法とその施策について学ぶ）
［課題（予習）］テキスト第15講を通読する(1h)［課題（復習）］学びを振り返りまとめる(1h)

［課題（予習）（復習）］は授業の到達目標達成に必要となる内容であり、確実な理解につなげるためで
す。（　）の標準学修時間をめどにして、授業外で確実に学修しましょう。【この科目で求める望ましい
授業外での総学修時間：30時間】

時間外での学修

日頃から子どもに関するニュースや出来事に関心を持ち、日常生活で接する子どもの様子を意識的に観察
してみてください。

受講学生への
メッセージ



【1C3S202】保育内容「人間関係」の指導法
1年後期

1単位

川村　弘子

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 幼免･保資必修

幼稚園教諭：38年実務家教員

領域「人間関係」のねらい及び内容について、子どもの姿と保育実践とを関連させて理解を深める。その
上で､子どもの発達にふさわしい主体的・対話的で深い学びを実現する保育を具体的に構築し、実践する方
法を身につける。

授業内容

講義を中心に、小グループでの討議や発表など演習形式も取り入れて、子ども理解を深める。様々な事例
を通して子どもの発達や実態を理解した上で、具体的な指導案作成・模擬保育・ロールプレイ・振り返り
・評価等を行いながら指導法を身につけられるようにする。

授業方法

到達目標

領域「人間関係」のねらい及び内容を踏まえ、子どもの自立心を育て、人と関
わる力を養うために必要な経験や指導上の留意点を理解することができる。知識・理解 ◎

様々な事例から子どもの実態を知り、それらを分析・判断して、実践に活かそ
うとすることができる。思考・判断・表現 ○

子どもの心情、認識、思考及び動き等を踏まえた教材研究や環境の重要性を理
解し、保育構想に活用することができる。技能 ○

近年の子どもを取り巻く環境の変化等に関心をもち、子どもの望ましい成長に
新たな方法や手立てを考え、実践しようとすることができる。関心・意欲・態度 ○

◎・○・△の記号は、DP・到達指標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

受講態度 -

課題・演習内容

授業ごとの振り返り

最終レポート

10 - 10 20

15 - 15 - 30

- 10 - 10 20

30 - - - 30

45 20 15 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

授業ごとに振り返りを行ない、疑問に思うことや確認したいことは積極的に質問したり、自分で調べたり
することができる。課題は期日までにまとめて次の学修に生かすことができる。受講態度は、学修への取
組み状況、グループワークや発表等も含めて評価します。3分の1以上欠席した学生は単位不認定です。

評価の特記事項

授業中に適宜、資料を配付する。テキスト

文部科学省『幼稚園教育要領』厚生労働省『保育所保育指針』内閣府『幼保連携型認定こども園教育・保
育要領』、徳安敦・坂上節子編著『保育内容「人間関係」』青踏社、田村美由紀・室井佑美著『領域　人
間関係ワークブック』萌文書林

参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 幼稚園教育要領及び保育所保育指針における「人間関係」の全体像をつかむ　―これからの社会を生き抜
く人を育てるために［課題(準備)］幼稚園教育要領、保育所保育指針を熟読する（2h～4h）

2
保育者との信頼関係と園生活における安定感を形成する援助のあり方　―個々への丁寧なかかわりと集団
保育の展開［課題(準備)］自身の幼少期における人とのかかわりについて、心に残るエピソードをまとめ
る（2h～4h）

3 自立心を育む援助　―子どもの育ちの姿に沿った必要な援助と環境構成を考える［課題(準備)］学修した
内容を復習し､次への授業に繋げる（2h～4h）

4 友達との遊びを楽しむ中で多様な感情を経験し、自他の気持ちに気付く援助のあり方　―いざこざと保育
者の援助［課題(準備)］事例を通して子どもの気持ちや保育者の願いを考えてまとめる（2h～4h）

5 自他の気持ちの違いに気付き、自分の気持ちを調整する力を育む援助のあり方　―折り合いがつかない事
例を考える［課題(準備)］事例について考えをまとめておく（2h～4h）

6 きまりをめぐる様々な子どもの葛藤と援助　―家庭生活・園生活・社会生活のきまりと子どもに経験させ
たい内容を考える［課題(準備)］家庭、園、社会生活のきまりについて情報を収集する（2h～4h）

7 ルールのある遊びと援助　―葛藤しながら自分たちにとって意味のあるきまりをつくる
［課題(準備)］ルールのある遊びの指導案を作成する（2h～4h）

8 個と集団の育ちを考える　―子ども同士のかかわり合いを生かす間接的援助のあり方（模擬保育）
［課題(準備)］指導案をもとにグループ毎に模擬保育の準備をする(2h～4h)

9 協同的な遊びの中で育ち合う長期的な保育展開を考える　―見通しや振り返りの工夫を意識して　
［課題(準備)］模擬保育の振り返りと評価を考える(2h～4h）

10 子どもにとって意味のある行事のねらいと活動内容を考える　―協同的な活動の1か月の展開を考える
［課題(準備)］行事を踏まえた保育計画を作成する（2h～4h）

11 幼小の交流活動を考える　―相互主体的で互恵的な活動の工夫と展開
［課題(準備)］幼小の交流活動について情報を収集する（2h～4h）

12 小学校以降の生活や学習で生かされる力　―「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を軸に幼小接続期
を考える［課題(準備)］「幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿」について理解を深める（2h～4h）

13 地域の中の幼稚園・保育所　―様々な人とのかかわりにある特徴を捉えて、乳幼児期に経験させたい地域
の人とのかかわりを考える［課題(準備)］乳幼児と地域の人との交流について情報を収集する(2h～4h）

14
多様な人、多様な子ども達とのかかわりの中で豊かに生きる子ども　―子どもの経験を育ちへ根付かせる
長期的な計画と保育者の援助を考える［課題(準備)］多様な人とのかかわりについての事例を考える
（2h～4h）

15 領域「人間関係」をめぐる現代的諸問題・まとめ　
［課題(準備)］人間関係について様々な問題をまとめる（2h～4h）

学んだ内容について各自、様々な事例を収集し、より子ども理解を深めていくことが大切です。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：60時間】時間外での学修

「人間関係」に関わる活動は広範囲にわたります。新聞やテレビの報道、特集番組、社会事象など子ども
に関する内容に目を向け、多くの関心を持って授業に臨んで欲しいと思います。オフィスアワーは授業後
に教室で行います。気軽に声を掛けてください。

受講学生への
メッセージ



【1C3S204】保育内容「言葉」の指導法
1年後期

1単位

今村　民子

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 幼免･保資必修

小学校、幼稚園教諭9年実務家教員

幼児の言葉に関する現状や課題を踏まえた上で、幼稚園教育要領に示された領域「言葉」のねらい及び内
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ます。その上で、幼児の発達に即して、主体的・
対話的で深い学びが実現する過程をふまえて、具体的な指導場面を想定して保育を構想する方法を身につ
ます。

授業内容

講義と演習。グループワークをして発表する内容もあります。授業方法

到達目標

幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域「言葉」のねらい及び内容を
理解している知識・理解 ◎

幼児の心情、認識、思考及び動き等を視野に入れた保育構想の重要性を理解し
ている思考・判断・表現 ◎

領域「言葉」の特性及び幼児の体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活
用法を理解し、保育構想に活用することができる技能 ○

具体的な保育を想定した指導案の作成や、模擬保育の振り返りを通して保育を
改善する視点を身につけることができる関心・意欲・態度 △

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

期末試験 40

レポート

演習への姿勢

受講態度

- - - 40

- 30 - - 30

- - 20 - 20

- - - 10 10

40 30 20 10 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

レポートは、テーマに沿って授業の中で作成します。学んだことをまとめることができ、さらに自分の体
験や感想が加わることが望ましい。演習への姿勢は、ことば遊びなどの内容に興味関心を持って積極的に
取り組むことができるとよい。　

評価の特記事項

『新訂　事例で学ぶ保育内容　領域言葉』無藤 隆 監修／宮里暁美編者代表　株式会社萌文書林(2,160円
)ISBN:978-4-89347-259-5テキスト

『幼稚園教育要領』フレーベル館　『保育所保育指針』フレーベル館　『幼保連携型認定こども園教育保
育要領』フレーベル館　その他授業で紹介します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1
授業内容のオリエンテーション
保育における「言葉」とは？－幼稚園教育の基本と領域「言葉」のねらいと内容　
[課題（復習）]今日の内容を振り返って、テキストを読む(1h)

2 子どもの言葉の発達過程（１）－言葉を生む基盤と話し言葉の発達の道筋　
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認をする。次回のテキストを読む(1h)

3 子どもの言葉の発達過程（２）－書き言葉の発達の道筋と小学校における書き言葉
[課題（復習）]今日の内容をを振り返りノートを確認する。次回のテキストを読む(1h)

4 感情体験とことば（１）－感情体験と快・不快の感情
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。次回のテキストを読む(1h)

5 感情体験とことば（２）－自分の思いや気持を主張し、気持ちを整える
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。次回のテキストを読む(1h)　

6 感情体験とことば（３）－仲間の意見を調整しながら話し合う
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。次回のテキストを読む(1h)

7 言葉を豊かにする環境構成と援助（１）－ことばにならない表現を受け止める
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。次回のテキストを読む(1h)　

8 言葉を豊かにする環境構成と援助（２）－生活体験を共有する。イメージ、感覚を共有する。
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。次回のテキストを読む(1h)

9
言葉を豊かにする環境構成と援助（３）－事例からレポートを作成し、グループワークをする。グループ
ごとに討議を行う。いままでの課題を基にミニレポートを作成する。
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。次回のテキストを読む(1h)

10
子どもの言葉を豊かにする教材：児童文化財－絵本・紙芝居・シアターなどの実際と保育の中での活かし
方
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。児童文化財を調べる。(1h)

11 子どもの言葉を育む保育の実際－保育実践もしくは模擬保育に向けての教材研究
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。教材を準備する。(1h)

12 子どもの言葉を育む構想－領域「言葉」に関する具体的な保育場面を想定した指導案の作成
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。(1h)

13 子どもの言葉を育む保育の実践－グループに分かれて模擬保育の実施　
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。(1h)

14 子どもの言葉を育む保育の評価と改善－模擬保育の振り返り
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。(1h)

15
まとめ：幼児教育の現代的課題と領域「言葉」－幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を基に考える。課
題をまとめてミニレポートにする。
[課題（復習）]今日の内容を振り返りノートを確認する。全体のまとめをし試験の準備をする(1h)

予習としてテキストを読んで来てください。事例を中心にして学んだことを復習するようにしましょう。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：15時間】時間外での学修

前期「幼児と言葉」で行った言葉遊び、絵本や紙芝居などの内容に引き続き関心を持って、幼児の言葉の
世界を楽しめる授業にしたいと思っています。オフィスアワー：H204研究室月曜16:20～17:00　

受講学生への
メッセージ



【1C3B108】乳児保育Ⅰ
1年前期

2単位

今村　民子

選択必修

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 保資必修
実務家教員

人の一生の中で著しい成長発達を遂げる３歳未満児の体と心の発達について、月齢ごとの特徴を学んで保
育者としてどのように接すればよいかを理解します。また、３歳未満児の保育内容と方法を理解して、保
育に必要な知識や技術を身につけられるようにします。近年注目されている家庭にいる３歳未満児に求め
られている保育（子育て支援）についても学んでいきます。

授業内容

講義が中心ですが、グループワーク、調査や発表の演習も行います。授業方法

到達目標

子どもの年齢による発達特性や成長のようす、育児で留意することについて理
解する知識・理解 ◎

保護者とともに子育てしていく姿勢を持って、子どもの行為の意味に気づき、
それらを分析・判断し実践に活かそうとすることができる思考・判断・表現 ◎

子どもの成長発達に応じた生活の課題や遊びについて、保育技術を活用した指
導や支援ができる技能 ○

保育者として必要な専門的知識を活かしたコニュニケーション能力を身につけ
る関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

期末筆記試験 30

レポート

演習の姿勢

受講の態度

- - - 30

- 30 - - 30

- - 20 - 20

- - - 20 20

30 30 20 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

レポートは、毎時間の内容を振り返り自分の考えや感想をまとめること。
演習への姿勢は、模擬保育に興味関心を深く持ち技術を習得しようと努力する姿を評価する。評価の特記事項

『やさしい乳児保育第10版』神蔵　幸子他編著　 青鞜社ISBN:978-4-902636-17-8テキスト

河原佐公・古橋紗人子『シードブック乳児保育科学的観察力と優しい心』建帛社　
田中真介『発達がわかれば　子供が見える』ぎょうせい　
『保育所保育指針』フレーベル館　　
『幼保連携型認定こども園教育保育要領』フレーベル館

参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 オリエンテーション：進め方、評価方法などの説明。授業の概要を知る。
[課題（復習）]今日の資料を整理し、授業概要について理解を深める(4h)

2 乳幼児保育について１：乳児保育の概念、乳児保育の意義について学ぶ。
[課題（復習）]資料を整理して理解を深め、身近なニュースに関心を持つ(4h)

3 乳児保育の意義　乳児保育の変遷について学ぶ
［課題（復習）］資料を整理して理解を深め、家族が子ども時代を送った頃の話をきいてまとめる（4ｈ）

4
家庭における養育の現状：前回の課題を確認する。子どもの発達を規定する要因やその特徴、母親のメン
タルヘルスについて理解を深める。
[課題（復習）]資料を整理し、子育てする母親に関する記事に関心を持つ(4h）

5 子育てをする親の状況：家庭で子育てをする親の実情や育児参加する父について考える。
[課題（復習）]資料を整理する。父親の子育て参加について自分の考えを持つ(4h)

6 乳児と保育園の一日：乳児が保育園で１日過ごす内容について。
[課題（復習）]資料を整理し、乳児の保育園での生活スケジュールを確認する(4h)

7 乳児保育（3歳未満児保育）の保育内容について
[課題（復習）]資料を整理し、をまとめる。(4h)3歳未満児の保育の内容についてまとめる（4ｈ）

8 おおむね６か月未満の保育:０～３カ月の発達のようすと関わり方について。
[課題（復習）]資料を整理し、０～３カ月の乳児の姿をまとめる。(4h)

9 ６か月未満の保育:４～６カ月の発達のようすと関わり方について。
[課題（復習）]資料を整理し、４～６カ月の乳児の姿をまとめる。(4h)

10 満1歳未満児の保育１　出生から６カ月未満のころ: 発達のようすと特徴。
[課題（復習）]資料を整理し、出生から６カ月未満の乳児の姿をまとめる。(4h)

11 満1歳未満児の保育２　おおむね６カ月から1歳未満のころ: 関わり方の配慮、生活や遊びの援助。
[課題（復習）]資料を整理し、６カ月から１歳未満の乳児の姿をまとめる。(4h)

12 1歳児の保育１: 発育・発達の特徴について。
[課題（復習）]資料を整理し、１歳児の姿についてまとめる。(4h)

13 1歳児の保育２　: 生活や遊びの援助について
[課題（復習）]今日の資料を整理し、１歳児の生活や遊びの様子についてまとめる。(4h)

14 ２歳児の保育１　: 発育・発達の特徴について。
[課題（復習）]今日の資料を整理し、２歳児の姿についてまとめる。(4h)

15 ２歳児の保育２　:生活や遊びの援助について。
[課題（復習）]今日の資料を整理し、２歳児の生活や遊びの様子についてまとめる。(4h)

保育者になる者という立場に立って、自分自身の成長の様子を振り返ってみたり、自分を育てていただい
た方々に、おなかにいた時のことや生まれた時のこと、小さい頃どのように育てられたかなどを聞いてき
てみましょう。「母子手帳」は必ず使いますので自分の手元に用意をしましょう。そうした機会を利用し
ておうちの人に養育の様子を聞かせてもらいましょう。【この科目で求める望ましい授業外での総学修時
間：60時間】

時間外での学修

講義では知識を身につけ、演習では乳児にどのように接すればいいのか体験を通して学んでいきます。
発達を知って保育を見通す力がつくようにしましょう。オフィスアワー：H204研究室金曜16:20～17:00

受講学生への
メッセージ



【1C3S209】乳児保育Ⅱ
1年後期

1単位

今村　民子

選択必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 保資必修
実務家教員

人の一生の中で著しい成長発達を遂げる３歳未満児の体と心の発達について、月齢ごとの特徴を学んで保
育者としてどのように接すればよいかを理解します。３歳未満児の保育内容と方法について理解して、保
育に必要な知識や技術を身につけられるようにします。前期に学んだことを基礎にしてさらに実践に役立
つ演習をおこないます。また子育て支援についても地域の現状を学んでいきます。

授業内容

講義と演習。演習ではグループでの討議や発表を行います。授業方法

到達目標

子どもの年齢による発達特性や成長のようす、育児に留意することについて理
解する知識・理解 ◎

保護者とともに子育てしていく姿勢を持って、適切な保育や相談支援ができる思考・判断・表現 ◎

子どもの成長発達に応じた生活の課題や遊びについて、保育技術を活用した指
導や支援ができる技能 ○

保育者として必要な専門的知識を活かしたコミュニケーション能力を身につけ
る関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

期末筆記試験 30

レポート

演習への姿勢

受講の態度

- - - 30

- 30 - - 30

- - 20 - 20

- - - 20 20

30 30 20 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

レポート は、毎回の内容を振り返り、自分の考えや感想をまとめること。
演習への姿勢は、保育技術の習得に興味関心をもって意欲的に努力すること。評価の特記事項

『やさしい乳児保育第10班』神蔵　幸子 他著　青鞜社ISBN:978-4-902636-17-8テキスト

『保育所保育指針』フレーベル館　　
『幼保連携型認定こども園教育保育要領』フレーベル館　　　
乳児保育研究会『乳児の保育新時代』ひとなる書房　

参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 授業内容のオリエンテーション、乳児保育の体験を振り返る。ボランティア実習で出会った乳児保育の感
想を伝えあう。[課題（復習）]ボランティア実習の感想交流をして感じたことをまとめる。(1h)

2
乳児保育の環境：乳児の視点でとらえる環境の重要性を知り、基本的な環境や保育指針に示された環境に
ついて知る。課題のについて振り返る。
[課題（復習）]資料を整理する。乳児保育の環境の重要性についてまとめる。(1h)

3 乳児保育における保健活動：よくみられる疾患の症状を知り、保育者として留意すべき点について学ぶ。
課題の確認する。[課題（復習）]資料を整理する。疾患の症状、留意点について表を作成する。(1h)

4
乳児の集団保育と安全：キーワードの振り返り確認。予防、健診、予防接種等について理解を深める。乳
児に多い症状の観察と看護、注意事項を知る。課題の確認をする。
[課題（復習）]資料を整理する。乳児に多い症状を表にまとめる。(1h)

5 保育の記録と計画(1)記録について：保育記録の意義やとり方について学ぶ。課題の確認をする。
[課題（復習）]資料を整理する。記録の大切さについて考えをまとめる。(1h)

6 保育の記録と計画(2)計画について：保育計画について具体的な例をみながら知識をもつ。課題の確認をす
る。[課題（復習）]資料を整理する。保育計画の具体例を資料から探す。(1h)

7 乳児のあそびと環境　あそびのあり方：あそびの重要性を知ってかかわり方を考える。課題の確認をする
。[課題（復習）]資料を整理する。あそびについての考えを持ちレポートする。(1h)

8
乳児の発達を考えたあそび：年齢別に遊びの特徴と内容を知って、遊びのレパートリーを増やしていく。
０歳児むけの簡単なおもちゃをつくる。課題の確認をする。
[課題（準備）]おもちゃづくりに必要な持ち物を確認する。(1h)

9
乳児の発達に即したおもちゃを手作りしよう：参考資料をもとにして、未満児向けのおもちゃを自分たち
でつくる計画を立てる（図書館などを利用する）。課題の確認をする。
[課題（復習）]資料を整理する。あそびの必要性を考えた計画書の見直し。(1h)

10 未満児の発達に即した手作りおもちゃの作成：作成に必要な廃材を準備して作りきり、発表できるように
する。課題の確認をする。[課題（復習）]手作りおもちゃ作成の準備をする。(1h)

11 作成した手作りおもちゃを見合う：作ったおもちゃを発表して評価しあう。
[課題（復習）]作成した手作りおもちゃの発表原稿の見直しをする。(1h)

12 あそびと文化１　絵本やわらべうたというあそび文化や伝承あそびについて学ぶ。課題の確認をする。
[課題（復習）]資料を整理し、絵本やわらべうたを自分のものにする。(1h)

13 あそびと文化２　未満児向けの手作り絵本を考えて作ってみる。課題の確認をする。
[課題（復習）]資料を整理し、絵本の題材を考えてくる。(1h)

14 子育て支援事業について：親が子育てを楽しみ、希望がもてる支援について。課題の確認をする。
[課題（復習）]今日の資料を整理し、身近にある子育て支援事業を探す。(1h)

15 保育者の配慮と心構え：保育現場で子どもや親と接する心構えや職員間の配慮について学ぶ。課題の確認
をする。[課題（復習）]今日の資料を整理し、全体内容の振り返りをする。(1h)

日頃から赤ちゃんや１、２歳の子ども、親子に関心を持って観察してみましょう。また、あなたの住んで
いる地域ではどのような子育て支援をしているのか関心を高めることも必要です。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：15時間】

時間外での学修

講義で知識を身につけ、演習では乳児にどのように接すればいいのか体験を通して学んでいきます。発達
を知って保育できる力を身につけましょう。
オフィスアワー：H204研究室毎週木曜16:20～17:00

受講学生への
メッセージ



【1C3S210】子どもの健康と安全
1年後期

1単位

清水　美恵・鍬原　直美・遠渡　絹代

選択必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 保資必修

清水美恵：病院看護師10年以上、鍬原直美：病院看護師10年以上、遠渡絹代：病院看護師10年以上実務家教員

保育における保健的観点を踏まえた保育環境や子どもの健康および安全管理の実施体制について理解する
。保育者として子どもが健康的な生活を送るための支援を理解するとともに、慢性疾患を含む個別の対応
が必要な子どもの適切な援助方法や子どもを取り巻く多機関との連携について学ぶ。

授業内容

グループワークや演習を行い授業を展開する。授業方法

到達目標

子どもの健康と保育環境について理解できる。
保育における健康及び安全管理について理解できる。
家庭、専門機関、地域との連携など、健康及び安全の管理体制について理解で
きる。

知識・理解 ◎

個別的な配慮を必要とする子どもや障害のある子どもの支援を保健的観点から
考えることができる。思考・判断・表現 ◎

グループ討議や発表、演習から、子どもの健康や安全について説明できる。
子どもの観察に必要な技法を習得することができる。技能 ◎

子どもの心身の健康と安全、専門機関や地域との連携に関心をもち、積極的・
主体的に学修に取り組むことができる。関心・意欲・態度 △

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

レポート 30

発表・演習

自己評価

受講態度

15 - - 45

- 15 30 - 45

- - - 5 5

- - - 5 5

30 30 30 10 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

自己評価および受講態度は、毎回の受講レポート内容から評価する。評価の特記事項

『子どもの健康と安全』中央法規出版会社(2,200円)ISBN:978-4-8058-5796-0　C3036テキスト

必要時、授業で提示します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1　清水
ガイダンス、保健的観点を踏まえた保育環境及び援助（授業内容について理解し、子どもの健康と保育環
境について関心を高める）
[課題（予習）]テキスト第1講、第2講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

2　清水
保育における保健的対応の基本的な考え方（保健的対応が必要な場合の保護者とのかかわりと、対応のた
めの体制整備について討議し、理解を深める）
[課題（予習）]テキスト第9講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

3　清水
3歳未満児への対応（3歳未満児の成長発達の特徴を理解し、愛着形成の観点から保育における役割につい
てグループ討議、発表から自己の考えをまとめる）
[課題（予習）]テキスト第10講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

4　清水
個別的な配慮を必要とする子どもへの対応（慢性疾患について理解し、子どもの成長発達を支える援助に
ついて自己の考えをまとめる）
[課題（予習）]テキスト第11講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

5　清水 障害のある子どもへの対応（発達障害のある子どもを理解し、実際の保育を考えまとめる）
[課題（予習）]テキスト第12講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

6　鍬原
体調不良や傷害が発生した場合の対応（子どもの形態的特徴・機能的特徴を理解し、子どもによくみられ
る症状の観察を学ぶ）
[課題（予習）]テキスト第6講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

7　鍬原
子どもの全身状態の観察方法（子どもの身体計測およびバイタルサイン測定についてモデル人形を用いて
演習を行い、正しい観察方法と評価方法についてまとめる）
[課題（予習）]テキスト第6講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

8　鍬原
救急処置および救急蘇生法の実際（子どもの救急蘇生法についてモデル人形を用いて演習を行い、救急時
の子どもの対応についてまとめる）
[課題（予習）]テキスト第7講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

9　鍬原
衛生管理、感染症の集団発生の予防（子どもによくみられる感染症を理解し、集団発生の予防方法や対応
策についてまとめる）
[課題（予習）]テキスト第3講、第8講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

10　鍬原
感染症発生時と罹患後の対応（保育現場での感染症発生時とその対応について討議し、発表から自己の考
えをまとめる）
[課題（予習）]テキスト第78講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

11　遠渡 事故防止及び安全対策（子どもに多い事故の原因と対応について討議し、安全対策を考える）
[課題（予習）]テキスト第4講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

12　遠渡 災害への備えと危機管理（災害に対して関心を高め、危機管理体制についてまとめる）
[課題（予習）]テキスト第5講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

13　遠渡
職員間の連携・協働と組織的取り組み（子どもの健康と安全を支える上で、職員間の連携・協働が重要で
あることを理解し、自己の考えをまとめる）
[課題（予習）]テキスト第13講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

14　遠渡 保育における保健計画および評価（保育における保健計画や評価の必要性を理解する）
[課題（予習）]テキスト第14講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

15　遠渡
子どもを中心とした家庭・専門機関・地域との連携（医療的ケアを必要とする子どもの支援のあり方につ
いて考え、まとめる）
[課題（予習）]テキスト第15講を通読する（1h）[課題（復習）]学びを振り返りまとめる(1h)

[課題（予習）（復習）]は、授業の到達目標達成に必要となる内容ですので、（　）の標準学修時間をめ
どにして、授業外で確実に学修しましょう。【この科目で求める望ましい授業外での学修時間：30時間】時間外での学修



慢性疾患や障害をもちながらも生活している子どもにとって、子どもらしく成長発達していくためにどの
ような支援が必要なのか考えてみましょう。
オフィスアワーは、担当教員研究室　木曜日16：30～17：30

受講学生への
メッセージ



【1C3B211】障がい児保育Ⅰ
1年後期

1単位

上杉　晴美

選択必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 保資必修

「幼稚園教諭23年」「ことばの教室14年」実務家教員

障がい児保育は「保育の原点である」という観点から
（１） 障がいを持つ子どもの保育の意義と必要性、
（２） 障がいを持つ子どもの心身の発達、
（３） それぞれの障がいの基礎的な知識と保育での配慮
について学びます。

授業内容

講義を中心として障がいに対する認識を深め、ワークシートやグループワークなどを活用し、学生たちが
主体的に考えたことを発表する活動などを含めて授業を展開していきます。授業方法

到達目標

障がいについての基礎的な知識について理解する。知識・理解 ◎

障がい特性や支援についてまとめたり、発表したりする事ができる。思考・判断・表現 ◎

障がいを持つ子どもの援助について考えることができる。技能 ○

積極的に資料を調べたり、考えをまとめたりする事ができる。関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

筆記試験 30

レポート・自己評価

受講態度

- 15 - 45

- 30 - 5 35

- 5 - 15 20

30 35 15 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

受講態度は、学修への取り組み状況、レポートや提出物の状況などから総合的に評価します。
３分の１以上欠席した学生には単位を与えません。評価の特記事項

『特別支援　教育・保育概論　－特別な配慮を要する子どもの理解と支援』尾野明美　小湊真衣　奥田倫
子　編著　萌文書林(2,000円)ISBN:978-4-89347-320-2 C3037テキスト

保育所保育指針、幼保連携型認定子ども園教育保育要領参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1
オリエンテーション（この講義で大切にしたいこと、授業の進め方、学修評価等について）
障がい児保育を支える理念（１）[障がい」の捉え方や障がい児保育の歴史について学ぶ
［課題(予習)］あなたが知っている障がいを持っている人々について、まとめておきましょう。(1-2h)

2
障がい児保育を支える理念（２）障がい者差別解消法とその考え方や取り組みについて学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

3
障がい児の理解と保育（１）肢体不自由児の理解と支援について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

4
障がい児の理解と保育（２）知的障がいの子どもの理解と支援について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

5
障がい児の理解と保育（３）視覚障がい・聴覚障がいの子どもの理解と支援について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

6
障がい児の理解と保育（４）言語障がい児等の子どもの理解と支援について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

7

障がい児の理解と保育（５）発達障がい児の理解と援助①
注意欠如・多動性障がい（ADHD）の子どもの理解と支援について学ぶ
 [課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

8

障がい児の理解と保育（６）発達障がい児の理解と援助②
自閉症スペクトラム（ASD)等の子どもの理解と支援について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

9

障がい児の理解と保育（７）発達障がい児の理解と援助③
学習障がい（LD）の子どもの理解と支援について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

10
障がい児の理解と保育（８）重症心身障がい児、医療的ケア児の子どもの理解と支援について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

11

障がい児、その他の特別な配慮を要する子どもの保育の実際（１）
「個別の指導計画」及び「個別の教育支援計画」の作成意義と方法について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

12

障がい児、その他の特別な配慮を要する子どもの保育の実際（２）（３）
「個々の発達を促す生活や遊びの環境」「子ども同士の関わりと育ち合い」
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

13

障がい児、その他の特別な配慮を要する子どもの保育の実際（４）（５）
「障がい児保育における子どもの健康と安全」「職員間の連携・協働」について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)



内容
実施回 授業内容・目標

14

家庭及び自治体・関係機関との連携
「保護者・家族支援」「小学校等との連携」「自治体や関係機関との連携」について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

15

障がい児、その他の特別な配慮を要する子どもの保育にかかわる現状と課題
「保健・医療」「福祉・教育」における現状と課題について学ぶ
［課題(予習)］事前にテキストを読み自分なりの考えをまとめたり、わからない用語について調べたりし
ておきましょう。(1-2h)

事前にテキストを読み、自分なりの考えをまとめておきましょう。また、参考となる本や雑誌など進んで
読むようにしましょう。また、保育の場で、子ども達とどのように関わるのかをイメージしてみましょう
。【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間:15時間】

時間外での学修

子ども達は遊ぶ中で、関わりが深まり互いに成長していきます。ひとり一人の子どもの育ちに目を向けな
がら、子ども達がのびのびと充実した生活が送ることができる保育をめざしましよう。
オフィスアワーは、講義後教室にて行います。

受講学生への
メッセージ



【1C3B218】保育入門演習
1年前期

1単位

名和　孝浩・大橋　淳子

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 特になし
実務家教員

保育所・幼稚園の集団生活の実際を知り、生活では欠かせない保育技術の活用方法を体験を通して学ぶ。
保育技術の基礎的内容を学修し、基本的な手遊び・絵本・保育技術の発表を行えるようになる。授業内容

保育技術の基本的な概要と保育技術表現の基礎的内容を学修する。個別での保育教材の作成と発表を行い
、基本的な表現技術を学修する。授業方法

到達目標

子どもの実態を理解し、子どもの発達に合った保育教材や保育技術を理解する
。知識・理解 ○

子どもの育ちを引き出す保育教材や保育技術の展開について考えることができ
る。思考・判断・表現 ○

子どもの育ちを引き出す保育教材や保育者の表現を習得できる。技能 ◎

発表や表現活動を通して、保育者らしく演じる態度や、実践への意欲を高める
。関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

パネルシアター制作 -

発表（実技試験）

絵本・手遊び・すばなし

- 20 10 30

10 10 10 20 50

15 5 - - 20

25 15 30 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

評価の特記事項
テキスト
参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1～15

第1週　オリエンテーション　
・授業ガイダンス、現場見学の留意点・マナーについて確認
　[課題(復習)]現場見学の視点や特に知りたいことなどをまとめておく。(2h)

[手遊び]
・手遊びの意義と効果について考える。
　[課題(復習)]手遊びの意義について記録にまとめる。(1h)

[読み聞かせ]
・子どもにとって絵本とは何かを考える。
・子どもの頃に読んでもらった経験の中から読み聞かせのもつ意味を考える。
・話し方や表情、演じ方のポイントを修得する。
　[課題(準備)]読み聞かせの中で育てたいもの別に分類しそれぞれ代表的な絵本を２冊ずつ選ぶ。
           　絵本の基本的な構え方の写真を撮影し、読み聞かせの練習を繰り返しする。(2h)

[すばなし]
・すばなしの意義、心をつかむすばなし実践のポイントを習得する。
・すばなしを発表し、自分の課題や改善点に気付き、すばなしの技術について再確認をする。
［課題（準備）］大勢の前で発表でるように文章化し、効果的な話し方を練習する。（1h）

[パネルシアター]
・絵本型パネルシアターを制作し、発表する。
・子どもの発達に合わせたパネルシアターを考える。
・子どもの興味関心に合わせたパネルシアターを考える。
　[課題(準備)]ペープサートの制作に必要なものを準備する（6h）

※「手遊び」「すばなし」はそれぞれ交替で受講する。

子どもの姿に応じた手遊びや読み聞かせなどが行えるようにすること。学修した保育技術等を自分のもの
にし、人前で演じることができるように、各自復習しておくこと。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：30時間】

時間外での学修

積極的に参加し、子どもの実態の把握と、豊かな表情、自分なりの表現力を身につけてください。
質問等は名和（Ｈ211）・大橋（Ｈ205）のオフィスアワーを活用してください。

受講学生への
メッセージ



【1C3S219】保育技術演習
1年後期

1単位

名和　孝浩・大橋　淳子・立崎　博則

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 特になし
実務家教員

保育所・幼稚園等の集団生活では欠かせない「すばなし」「スケッチブックシアター」「ペープサート」
等の活用方法を学びます。それと同時に、遊びを通して社会性を高めたり、保育入門で学んだノウハウを
生かし、さまざまな活動を自然な流れで演じるお話の技術もマスターし、保育者としての感性や資質の向
上を図ります。

授業内容

この授業は、1「すばなし」、2「スケッチブックシアター」、3「ペープサート」の3つを、5コマずつ体験
します。
「すばなし」は、年齢や発達段階に添った語りの基礎を学びます。「スケッチブックシアター」は、制作
と同時にその演じ方について学びます。「ペープサート」は、幼児に向けて演じる楽しさを味わい、遊び
の進め方を学びます。

授業方法

到達目標

幼児になったつもりで、「すばなし」「スケッチブックシアター」「ペープサ
ート」等を、仲間と共に楽しむことができる。　知識・理解 ◎

豊かな感性と表現力を養い、理想の保育者像を常に描き、研鑽に努めることが
できる。思考・判断・表現 ○

年齢や発達に応じた指導・援助等の保育技術を身につけることができる。技能 ○

遊びや表現活動を通してコミュニケーション能力を身につけ、誰とでも柔軟に
関わることができる。関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

演習態度 -

達成度

発表内容

レポート

- - 30 30

30 - - - 30

- - 20 - 20

- 20 - - 20

30 20 20 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

この科目は1「すばなし」、2「スケッチブックシアター」、3「ペープサート」を履修した上で合算し、単
位数1単位の評価とします。評価の特記事項

テキスト
必要に応じて資料を配付します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標



内容
実施回 授業内容・目標

1～15

【すばなし】
第１回・オリエンテーション
　　　・すばなしの意義、心をつかむすばなし実践のポイントを習得する。
　　　・住んでいるところのよい点を皆に話をする。
　　　 [課題(準備)]今までの生活の中での「すばなし」の種類を分類してまとめる。
　　　　　　　　　 繰り返しのすばなしを練習をする(1h)
第２回・繰り返しのすばなしを発表する。
　　　・０～２歳児へのすばなし
　　　・１対１の触れ合いを大切にしながら、自分を活かした話し方や接し方を身につける。
       [課題(準備)]０～２歳児に対しての「すばなし」を実践例としてまとめる。
　　　　　　　　　　短いすばなしに練習をする(1h)
第３回・短いすばなしを発表する。
　　　・３～５歳児へのすばなし
　　　・１対１、大勢の前でのそれぞれの話し方や伝えたいこと・育てたいこと等のポイントを習得する
。
　　　 [課題(準備)]３～５歳児に対しての「すばなし」を種類別の実践例としてまとめる。
　　　　　　　　　 語りたいおはなしを決める(1h)
第４回・３～５歳児へのすばなし
　　　・語りたいおはなしを覚える。
　　　・すばなしのポイントを活かしながら楽しく話す。（グループ演習）
　　　 [課題(準備)]３～５歳児に対しての「すばなし」を発表できるように文章化し、効果的な話し方
　　　　　　　　 　を練習する。(2h)
第５回・「すばなし」の個人発表と反省
　　　・すばなしの基礎を理解して、伝えたいことを明確にもちながら楽しく話す。
　　　　（年齢に即した内容、具体的な語り方、表情など）
　　 　[課題(復習)]総合的なまとめの復習。(1h)　

【スケッチブックシアター】
第１回 ・スケッチブックシアターについて調べる、下書き、材料を用意
　　　　　[課題(準備)]様々なアイディアを調べる。(1h)
第２回 ・制作1
　　　　　[課題(準備)]道具や材料を用意し制作環境を充実させる。(1h)
第３回 ・制作2
　　　　　[課題(準備)]道具や材料を用意し制作環境を充実させる。(1h)
第４回 ・制作1
　　　　　[課題(準備)]他者に伝わる発表方法の工夫をまとめ練習する。(1h)
第５回 ・作成したスケッチブックシアターの発表と自己評価
　　　　　[課題(準備)]他者に伝わる発表方法の工夫をまとめ練習する。(1-2h)

【ペープサート】
第１回 ・オリエンテーション（この授業で学ぶこと、心構え、進め方等）
　　　 ・ペープサート制作計画 　　　　　　　
　　　　　[課題(準備)]インターネットや文献からペープサートについて調べる(1h)
第２回・制作①　
　　　　　[課題(準備)] 制作に必要な教材を準備する(1h)
第３回・制作②　　　　
　　　　　[課題(準備)]進捗に合わせて教材を準備する(1h)
第４回・制作③　　　
　　　　　[課題(準備)]進捗に合わせて教材を準備する(1h)
第５回・発表：まとめ　　
　　　　　[課題(準備)]保育教材を完成させ、発表できるようにする(1h)

※「すばなし」「スケッチブックシアター」「ペープサート」の第１回から第５回をそれぞれ交替で受講
し、保育技術演習とする。

「すばなし」は、児童コーナーで行われている「おはなし」の場等を見学し、実践に向けての学びの場を
求めましょう。
「スケッチブックシアター」は、実習やボランティア活動等で繰り返し活用して技術を磨きましょう。
「ペープサート」は、実習や実務研修に利用できるように、遊び方、留意点等を各自ノートに整理してお
きましょう。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間:各分野5時間程度計15時間です。】

時間外での学修

「すばなし」では話をすることを楽しみ、子どもの心に響くお話ができるように努力しましょう。
「スケッチブックシアター」では伝えることを十分に考えしてください。
「ペープサート」は様々な保育技術表現を調べ、自身の表現方法に活用しましょう。
質問等は各教員のオフィスアワーを活用ください。

受講学生への
メッセージ



【1C3B221】音楽Ⅰ
1年前期

1単位

光井　恵子・小川　寿実子・春日　有貴江

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 幼免必修
実務家教員

教育者、保育者になるために必要な音楽を基礎から学び、幅広い音楽性や表現する力を身に付けていきま
す。
クラス授業では教育や保育に必要な音楽理論を学び、ピアノ実技では各自の進度に応じた個人レッスンを
行います。

授業内容

1コマでクラス授業と各自の個人レッスンを受講します。
グループ毎に教室が異なりますので、しっかり確認して受講してください。
クラス授業（光井）
個人レッスン（小川、春日、竹内、日比）

授業方法

到達目標

教育者、保育者になるために必要な音楽基礎知識を理解し、説明することがで
きる。
　　　　　　　　　　　　

知識・理解 ○

音楽の楽しさを表現することができる。思考・判断・表現 ○

保育におけるピアノ演奏技術の基本を身につける。技能 ○

理想の保育者像を常に描きながら積極的に課題に取り組むことができる関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

確認テスト・課題レポート 25

実技試験

達成度

受講態度

10 - - 35

- 10 10 - 20

- - 15 - 15

- - - 30 30

25 20 25 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

クラス授業：確認テスト、課題レポート、受講態度で評価をします。
ピアノ実技：実技試験、達成度、受講態度で評価します。
受講態度は、予習・復習も含めた学修への取り組み状況、提出物などから総合的に評価します。

評価の特記事項

『音楽通論』教育芸術社ISBN:9784877884215
『標準バイエル・教則本』全音楽譜出版社ISBN:9784111010103
『バイエル教則本』終了者は、各自のレベルに合わせた楽譜（各自所有の楽譜等）を持参してください。

テキスト

『ブルクミュラー25の練習曲』『ソナチネアルバム１』等　　必要な資料は授業で配付します。
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参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1

クラス授業：遠隔授業　課題学修（５月１２日）
楽譜の仕組みについて（1）譜表、音名　
［課題(復習)］譜表、音名を覚え、ピアノ練習に活用する
ピアノ実技：遠隔ZOOM（５月２６日）
ピアノ実技：クラス分けとミーティング　各自のレベルに合わせた個人レッスン（選曲と今後の方針）
［課題(予習・復習)］次の授業でのレッスン曲を練習する
（1～2h）

2

クラス授業：遠隔授業　課題学修（５月１９日）
楽譜の仕組みについて（2）音符、休符
［課題(復習)］音符や休符の種類や名前を覚え、ピアノ練習に活用する
ピアノ実技：対面授業（６月２日）
各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

3

クラス授業：遠隔授業　課題学修（５月２６日）
楽譜の仕組みについて（3）拍子、小節　　
［課題(復習)］学修した内容を楽譜から読み取り、ピアノ練習に活用する
ピアノ実技：対面授業（６月９日）
各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

4

クラス授業：対面授業（６月２日）
課題の見直し、音楽の仕組みについて（1）［音程①］単音程　2・3度音程
［課題(復習)］学修した内容を復習し、音程は鍵盤上で確認する
ピアノ実技：対面授業（６月９日　５限）
各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

5

クラス授業：対面授業（６月９日）
音楽の仕組みについて（2）［音程②］単音程　6・7度音程
［課題(復習)］学修した内容を復習し、音程は鍵盤上で確認する
ピアノ実技：対面授業（６月１６日）
各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

6

クラス授業：対面授業（６月１６日）
音楽の仕組みについて（3）［音程③］単音程　1・4・5・8度音程
　　　　　　グループワークをして修得した内容を確認しあう
［課題(復習)］学修した内容を復習し、音程は鍵盤上で確認する
ピアノ実技：対面授業（６月１６日　５限）
各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）



内容
実施回 授業内容・目標

7

クラス授業：対面授業（６月２３日）
音楽の仕組みについて（4）［音程④］派生音を含む音程と複音程
［課題(復習)］学修した内容を復習し、音程は鍵盤上で確認する
ピアノ実技：対面授業（６月２３日）
各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

8

対面授業（５月３０日）
クラス授業：対面授業
音楽の仕組みについて（5）［音階①］長音階（ハ長調・ト長調・二長調・イ長調）
［課題(復習)］学修した内容を復習し、各調の音階を鍵盤上で確認する
ピアノ実技：対面授業
各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

9

対面授業（７月７日）
クラス授業：音楽の仕組みについて（6）［音階②］長音階（へ長調・変ロ長調・変ホ長調）
［課題(復習)］学修した内容を復習し、各調の音階を鍵盤上で確認する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

10

対面授業（７月１４日）
クラス授業：確認テスト①
［課題(復習)］学修した内容を復習し、各調の音階を鍵盤上で確認する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

11

対面授業（７月２１日）
クラス授業：音楽の仕組みについて（7）［音階③］短音階（イ短調の自然的短音階・和声的短音階・旋律
的短音階）
［課題(復習)］学修した内容を復習し、各調の音階を鍵盤上で確認する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

12

対面授業（７月２８日）
クラス授業：音楽の仕組みについて（8）［音階④］短音階（二短調・ホ短調・ト短調・ハ短調）
［課題(復習)］学修した内容を復習し、楽譜から標語や記号を読み取り写譜をする
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み、さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

13

対面授業（８月４日）
クラス授業：
［課題(復習)］学修した内容を復習し、レポートを作成する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（試験に向けて課題曲の練習）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習、試験曲の練習
（1～2h）

14

対面授業（８月１１日）
クラス授業：確認テスト②
［課題(復習)］学修した内容を復習し、レポートを完成させる
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（試験に向けて課題曲の練習）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習、試験曲の練習
（1～2h）

15

クラス授業：前期に修得した内容のまとめ
［課題(復習)］総合的に復習し、前期全体のまとめをする
ピアノ実技：実技試験
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習、試験曲の練習
（2～3h）

教育者、保育者として子どもたちを指導するために必要な音楽の基礎力を身につけていきますので、ピア
ノの練習は毎日行い、積極的に予習・復習に取り組んでください。質問等があれば、研究室（A307：A号館
3F）へきてください。【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間:15時間】

時間外での学修

音楽をしっかり学び、その技術・技能を身につけることは、保育者として指導力に大きく関わります。体
調を常に整えて、遅刻、欠席しないように心がけましょう。爪はしっかり切っておいてください。
オフィスアワーは研究室（A307：A号館3F）で毎週火曜日の12:10～12:50 です。

受講学生への
メッセージ



【1C3B222】音楽Ⅱ
1年後期

1単位

光井　恵子・小川　寿実子・春日　有貴江・竹内　美樹・日比　裕美子

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 幼免必修
実務家教員

クラス授業では前期の基礎知識をもとにして、音楽の実用方法を学び、ピアノ実技では、各自の進度に応
じてさらに演奏技術を高め、表現力を身につけていきます。授業内容

1コマでクラス授業と各自の個人レッスンを受講します。
グループ毎に教室が異なりますので、しっかり確認して受講してください。
クラス授業（光井）
個人レッスン（小川、春日、竹内、日比）

授業方法

到達目標

教育者、保育者になるために必要な音楽基礎知識を理解し、説明することがで
きる。知識・理解 ○

幅広い音楽ジャンルの曲を理解し、音楽の楽しさを表現しそれを人に伝えるこ
とができる。思考・判断・表現 ○

保育におけるピアノ演奏技術を基礎から応用まで身につける。　技能 ○

理想の保育者像を常に描きながら豊かな感性を持ち、積極的に課題に取り組む
ことができる。関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

確認テスト・課題レポート 25

実技試験

達成度

受講態度

10 - - 35

- 10 10 - 20

- - 15 - 15

- - - 30 30

25 20 25 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

クラス授業：確認テスト、課題レポート、受講態度で評価をします。
ピアノ実技：実技試験、達成度、受講態度で評価します。
受講態度は、予習・復習も含めた学修への取り組み状況、提出物などから総合的に評価します。

評価の特記事項

『音楽通論』教育芸術社ISBN:9784877884215
『バイエル教則本、他』全音楽譜出版社ISBN:9784111010103
『バイエル教則本』終了者は、各自のレベルに合わせた楽譜（各自所有の楽譜等）を持参してください。

テキスト

『ブルクミュラー25の練習曲』『ソナチネアルバム1』等　　必要な資料は授業で配付します。
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参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1

クラス授業：前期の復習（音程、音階等）
［課題(復習)］学修した内容を復習し、音程、音階は鍵盤上で確認する
ピアノ実技：休暇中の課題曲の発表とアドヴァイス
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

2

クラス授業：和音の仕組みについて（1）長三和音と短三和音
［課題(復習)］学修した内容を復習し、和音の違いを鍵盤上で確認する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

3

クラス授業：和音の仕組みについて（2）増三和音と減三和音
［課題(復習)］学修した内容を復習し、和音の違いを鍵盤上で確認する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

4

クラス授業：和音の仕組みについて（3）属七の和音と短七の和音
［課題(復習)］学修した内容を復習し、和音の違いを鍵盤上で確認する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

5

クラス授業：和音の仕組みについて（4）減七の和音
［課題(復習)］学修した内容を復習し、和音の違いを鍵盤上で確認する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

6

クラス授業：確認テスト、和音の仕組みについて（5）音階上の三和音とコードネーム
［課題(復習)］学修した内容を復習し、コードネームを鍵盤上で確実に覚える
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

7

クラス授業：和音の仕組みについて（6）音階上の四和音とコードネーム
　　　　　　和音の仕組みについて修得した内容をグループワークで確認しあう
［課題(復習)］学修した内容を復習し、コードネームを鍵盤上で確実に覚える
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

8

クラス授業：コード進行法について（1）主要三和音を用いて
［課題(復習)］ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等
）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）



内容
実施回 授業内容・目標

9

クラス授業：コード進行法について（2）主要三和音と属七の和音を用いて
［課題(復習)］学修した内容を復習し、コードネームを鍵盤上で確認しなが練習する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)]レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

10

クラス授業：コード進行法について（3）主要三和音・属七の和音と副三和音を用いて
［課題(復習)］学修した内容を復習し、コードネームを鍵盤上で確認しながら練習する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

11

クラス授業：キーボードハーモニーについて（1）簡単な子どもの歌の伴奏づけ（Ｃ・Ｇを用いて）をグル
ープワークで行う
［課題(復習)］学修した内容を復習し、ピアノ伴奏の練習を行う
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

12

クラス授業：キーボードハーモニーについて（2）簡単な子どもの歌の伴奏づけ（Ｃ・Ｆ・Ｇを用いて）を
グループワークで行う
［課題(復習)］学修した内容を復習し、ピアノ伴奏の練習を行う
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（正確な譜読み・さまざまな表現法等）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習
（1～2h）

13

クラス授業：キーボードハーモニーについて（3）簡単な子どもの歌の伴奏づけ
　（Ｃ・Ｆ・Ｇ・Ｇ7を用いて）をグループワークで行う
［課題(復習)］学修した内容を復習し、ピアノ伴奏の練習を行う
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（後期試験に向けて課題曲の選曲と練習）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習、試験曲の練習
（1～2h）

14

クラス授業：確認テスト、課題レポートの内容説明と作成に向けて
［課題(復習)］学修した内容を復習し、レポートを作成する
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（後期試験に向けて課題曲の練習）
［課題(予習・復習)］レッスン内容の復習とレッスン曲の予習、試験曲の練習
（1～2h）

15

クラス授業：課題レポートの作成と後期のまとめ
［課題(復習)］学修した内容を復習し、レポートを完成させる
ピアノ実技：各自のレベルに合わせた個人レッスン（後期試験に向けて課題曲の練習と仕上げ）
［課題(復習)］レッスン内容の復習、試験曲の練習
（2～3h）

教育者、保育者として子どもたちを指導するために必要な音楽の基礎力を身に付けていきますので、ピア
ノの練習は毎日行い、積極的に予習、復習に取り組んでください。
質問等があれば、研究室（A307：A号館3F）へきてください。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間:15時間】

時間外での学修

音楽をしっかり学び、その技能、技術を身に付けることは、保育者として指導力に大きく関わります。体
調を常に整えて、遅刻、欠席をしないように心がけましょう。爪はしっかり切っておいてください。
オフィスアワーは研究室（A307：A号館3F）で毎週火曜日昼休みです。

受講学生への
メッセージ



【1C3B227】図画工作Ⅰ
1年前期

1単位

立崎　博則

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 幼免必修
実務家教員

造形あそびや造形表現について、制作活動を通して基礎的な知識と技能を学ぶ。授業内容

制作活動の体験と、課題となる作品制作を通し、その学びをまとめる。授業方法

到達目標

多様な創作活動を体験し、幼児の造形あそびや表現の位置付けについて説明で
きる。知識・理解 ◎

グループでの制作を通し、他者の考えや表現を受け止め共感し、協力し表現す
る重要性を説明できる。思考・判断・表現 ◎

作ることを積極的に楽しみ、基礎的な知識・技能を用い表現ができる。技能 ◎

予習・復習・準備・片付けを積極的に行う。日々の生活の中で様々な美に対し
て関心を持ち、自らの好きだと感じる物を増やし、表現を楽しむことができる
。

関心・意欲・態度 △

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

創作作品 -

レポート

ポートフォリオ

受講態度

- 30 - 30

30 - - - 30

- 30 - - 30

- - - 10 10

30 30 30 10 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

評価の特記事項
テキスト
参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1

オリエンテーションと心の自画像を描こう（プリントによる課題）遠隔授業
授業の進め方（GoogleForms）
自分の気持ちを表現する。（学生ポータルで画像提出）

 [課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

2

自分を表現する・基本的な道具ついて(プリントにより課題）遠隔授業
・好きなものを使って自分を表現しよう（GoogleForms）
・基本的な道具の準備について

[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

3

色を使った表現と立体を使った制作(プリントにより課題）遠隔授業
・色相環を完成させよう
・色に着目して立体的な作品制作（学生ポータルで画像提出）

[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

4

授業概要の説明と自由に絵を描くについて
・授業概要の説明
・自由に絵を描く（学生ポータルで画像提出）
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

5

身近な素材で遊ぼう
・ソーシャルディスタンスをとった遊び（学生ポータルで画像提出）
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

6

鑑賞しよう
・作品への声がけ（作品サイトを使った鑑賞）（GoogleForms）
（作品サイトとアンケートフォームを使い双方向型の授業を実施します。）
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

7

コミュニケーションと制作
・名札の制作１
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)
[課題（準備）]おりがみ図鑑の制作（0.5～1h)

8

コミュニケーションと制作
・名札の制作２
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

9

コミュニケーションと制作
・名札の制作３
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

10

コミュニケーションと制作
・名札の制作４
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5‾1h)
[課題（準備）]おりがみ図鑑の制作（0.5‾1h)



内容
実施回 授業内容・目標

11

素材で遊ぼう
・身近な素材１（ストロー）
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

12

素材で遊ぼう
・身近な素材２（封筒）
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

13

素材で遊ぼう
・身近な素材３（画用紙）
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

14

素材で遊ぼう
・身近な素材４（おりがみ）
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)
[課題（準備）]おりがみ図鑑の制作（0.5～1h)

15

まとめ
・図画工作Ⅰのまとめ
・提出物に確認
[課題（準備）]日頃より色や形などに注目し、テレビ・雑誌・ネット等のメディアを見て記録しましょう
（0.5～1h)

日々の生活の中で、アートやデザインについて主体的に興味を持って過ごし、自分の造形表現のヒントに
なる気づきをまとめてきてください。
定期的におりがみ課題を実施します。練習しいつでも披露できるよう準備してください。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間:15時間】

時間外での学修

子ども達の「好き」（豊かな感性）を一緒に増やし、子ども達の「やってみたい！」（創造力）を支える
ことができるよう、造形表現について向き合ってください。
オフィスアワーは、研究室（H201）にて金曜日11:00-12:00です。

受講学生への
メッセージ



【1C3B228】図画工作Ⅱ
1年後期

1単位

立崎　博則

必修

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 幼免必修
実務家教員

造形あそびや造形表現について、制作活動を通して基礎的な知識と技能を使い、グループワークや魅せる
（発表する・展示する）ことについて学ぶ。授業内容

制作活動や発表の体験と、課題となる作品制作を通し、その学びをまとめる。授業方法

到達目標

多様な創作活動を体験し、幼児の造形あそびや表現活動について自分の考えを
言える。知識・理解 ◎

発表や鑑賞を通して、共感や感動の表現に対しての重要性を説明できる。思考・判断・表現 ◎

作ることを積極的に楽しみ、様々な道具や素材を使い表現ができる。技能 ◎

予習・復習・準備・片付けを積極的に行う。日々の生活の中で様々な美に対し
て関心を持ち、自らの好きだと感じる物を増やし、表現を楽しむことができる
。

関心・意欲・態度 △

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

創作作品 -

発表

レポート

ポートフォリオ

受講態度

- 20 - 20

- - 10 - 10

30 - - - 30

- 30 - - 30

- - - 10 10

30 30 30 10 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

評価の特記事項
テキスト
参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1

子どもに伝える表現を探求する
・自己紹介のための造形作品
・参考作品を見る
制作概要の説明
[課題(準備)]実習時の自己紹介についてアイディアをまとめる。(1h)

2

子どもに伝える表現を探求する
・自己紹介のための造形作品
制作1
[課題(準備)]実習時の自己紹介の作品について伝える工夫をまとめる。(1h)

3

子どもに伝える表現を探求する
・自己紹介のための造形作品
制作2
[課題(準備)]実習時の自己紹介の作品について伝える工夫をまとめる。(1h)

4

子どもに伝える表現を探求する
・自己紹介のための造形作品
制作3
[課題(準備)]実習時の自己紹介の作品について伝える工夫をまとめる。(1h)

5

子どもに伝える表現を探求する
・自己紹介のための造形作品
発表1
[課題(準備)]実習時の自己紹介の作品について伝える工夫をまとめる。(1h)

6

子どもに伝えるを表現を探求する
・自己紹介のための造形作品
自己評価とレポート
[課題(準備)]実習時の自己紹介の発表ついて伝える工夫をまとめる。(1h)

7

「協力して作る」を探求する
・季節や行事に向けての制作
グループワークを工夫する
制作概要の説明
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

8

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けての制作
グループワークを工夫する
下絵の制作
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

9

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けての制作1
グループワークを工夫する
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

10

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けての制作2
グループワークを工夫する
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

11

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けての制作3
グループワークを工夫する
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)



内容
実施回 授業内容・目標

12

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けての制作4
グループワークを工夫する
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

13

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けての制作5
グループワークを工夫する
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

14

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けての制作6
グループワークを工夫する
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

15

「協力して作る」を探求する
季節や行事に向けて
発表とレポート
[課題(準備)]グループでの表現や制作についてプリント課題に取り組む。(1h)

・子どもに伝えるための工夫について日々の生活の中で考えるようにしましょう。また、グループでの表
現や制作について授業外でもコミュニケーションとることも意識するようにしてください。
・定期的におりがみ課題を実施します。練習しいつでも披露できるよう準備してください。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間:15時間】

時間外での学修

子ども達の「好き」（豊かな感性）を一緒に増やし、子ども達の「やってみたい！」（創造力）を支える
ことができるよう、造形表現の指導法について向き合ってください。
オフィスアワーは、研究室（H201）にて金曜日11:00-12:00です。

受講学生への
メッセージ



【1C3B231】幼児と健康
1年後期

1単位

垣添　忠厚

選択

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 保資必修
実務家教員

幼児期に必要となる健康な心と体を育て、安全な生活を作り出す力を養う領域「健康」の指導の基盤とな
る知識や技能を身につけます。特に幼児の発達運動等において、幼児期の特徴や意義について学び、運動
を実施することで健康に繋がる実践的な取り組みを中心とした演習となります。

授業内容

主に実技を中心とした演習となります。テーマによって、個人・グループ活動を行いながら、授業展開し
ていきます。授業方法

到達目標

乳幼児期の健康（発達・生活習慣等）について理解することができる。知識・理解 ◎

理想の保育者像を常に描き、創造的な身体活動をすることができる。思考・判断・表現 ○

感じたことや考えたことを自分なりに表現し、発表することができる。技能 ◎

豊かな感性をもち、積極的に課題に取り組むことができる。関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

レポート 15

自己評価

発表

受講態度

- - - 15

- - 15 - 15

- 20 20 - 40

15 - - 15 30

30 20 35 15 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

レポートと自己評価は、出席カードに記入する内容を基に評価します。発表は、授業内において設定した
発表の内容を総合的に評価します。受講態度は、取り組み姿勢を主に評価します。評価の特記事項

テキスト
幼稚園教育要領解説、幼児体育、保育内容（健康）、資料は必要に応じて配付します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 乳幼児期の健康課題（乳幼児期の健康について学び、健康体操を実施する）
【課題（復習）】健康体操について調べ、乳幼児期の健康についてまとめる。（1h～2h)

2
乳幼児の発達的特徴（乳幼児期の身体的・生理的機能の発達について学び、発達段階に沿った運動を実施
する）
【課題（復習）】発達段階に沿った運動の内容をまとめる。（1h～2h)

3 乳幼児の安全管理（安全教育と危険について実践的に学ぶ）
【課題（復習）】安全管理についてまとめる。（1h～2h)

4
乳幼児期の応急処置・病気の予防（怪我の特徴と基本的な応急処置を学び、病気の予防になる運動を実施
する）
【課題（復習）】乳幼児期の病気について調べ、応急処置の方法を身につける。（1h～2h)

5 乳幼児期の運動発達（多様な動きについて学び、乳幼児期に必要な運動を実施する）
【課題（復習）】運動発達について調べ、乳幼児期に必要な運動についてまとめる。（1h～2h)

6
日常生活における運動（社会の変化と生活の中の動きの経験等について学び、継続的にできる運動を探る
）
【課題（復習）】継続的にできる運動についてまとめる。（1h～2h)

7 あそびから運動へ　模倣あそび1（まねっこ、リズムに合わせて遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

8 あそびから運動へ　模倣あそび2（身近な物になりきって遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

9 あそびから運動へ　からだあそび1（からだを使って遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

10 あそびから運動へ　からだあそび2（からだを使って遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

11 あそびから運動へ　ロープあそび（ロープを使って遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

12 あそびから運動へ　ロープあそび（ロープを使って遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

13 あそびから運動へ　新聞あそび（新聞を使って遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

14 あそびから運動へ　フープあそび（フープを使って遊ぶことができる運動を実施する）
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

15 あそびから運動へ　ゴムあそび（ゴムを使って遊ぶことができる運動を実施する）、課題の確認
【課題（復習）】配布された資料に実施内容をまとめる。（1h～2h)

普段の生活の中で、健康に関する情報を収集してください。また、子ども（特に乳幼児）の特徴的な身体
活動をまとめておいてください。発表に向けて準備や練習を十分に行ってください。【この科目で求める
望ましい授業外での総学修時間：30時間】

時間外での学修

自分自身が楽しく精一杯に活動ができるように、毎時間の活動に集中してください。
オフィスアワーは研究室（H203:H号館2F)で毎週金曜日12:15～12:45です。

受講学生への
メッセージ



【1C3B134】国語
1年前期

2単位

今井　美都子

必修

幼児教育学科

教員

30時間講義

資格・制限等 特になし
実務家教員

国語の基本である「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」この４つの領域の国語力を向上さ
せる能力を養う。保育現場の当事者の声を確かな国語力で理解し、的確な発信ができるように保育専門家
のエッセイ、コラム等を沢山呼んで子どもたちの真の姿を知る。実践論文、保育関連記事、国語科教材、
文学作品（絵本を含む）等も教材にして、読解力、思考力、言語力を育てる。特に保育者としての資質を
高めることに繋がる作品を意識して幅広く読んで、思慮深く、豊かな表現力を培うことを目指して保育実
践力をつける。

授業内容

講義を中心にしつつ、毎回テーマに沿って様々な作品を読む（音読・黙読）。様々な作品に触れて、深く
読み込むことで「自分を見つめる」作業をし、保育者としての資質を互いに高め合う。毎回、個々のコメ
ントを書くことで文章構成力、表現力を養うことに努める。また課題に沿った個人発表を実施する。

授業方法

到達目標

保育者としての専門知識を修得するために必要な読解力を身に付ける保育の本
質を理解することができることによって、子どもの個々に応じた援助や適切な
環境構成、子育て支援を行うための知識を修得することができる。

知識・理解 ◎

豊かな感性、表現力を養い、保育者としての自覚を持って、子どもの健やかな
成長のために時代のニーズに柔軟に対応した保育実践を行うことができる思考
力、判断力、そして実際に表現する力をつけることによって地域や保護者に適
切な発信ができる。

思考・判断・表現 ○

保育実践に必要な情報を的確に読み解く力を身に付けて、それを保育技術とし
て生かして、子どもとの関係をより良いものとする。さらに職員と協働すると
共に、地域や保護者と連携できるコミュニケーション能力を身に付けることが
できる。

技能 ○

言語による表現力と理解力を身に付けることによって自己を確立し、社会人と
しての幅広いコミュニケーション能力を身に付けることによって、保育と社会
に関する諸現象に関心を寄せ、前向きに対応する意欲と態度を持って、地域や
保護者と連携し様々な課題に対応していこうとすることができる。

関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

筆記試験 40

発表・レポート

自己評価

受講態度

10 10 - 60

5 5 5 5 20

5 5 - - 10

- - - 10 10

50 20 15 15 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

試験は定期試験で行う。発表、レポートは内容評価と同時に取り組み姿勢も重視。受講態度を含めて総合
的に評価。3分の１以上欠席した学生には規定により単位を与えない。評価の特記事項

テキスト
毎回、レジュメ・資料を配付します。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 講義のガイダンス。「話すこと」を実践する。（全員）
〔課題(予習)〕自分自身を見つめる。語る。文章化する。発表する内容を考えて、項目を立てる。（3h）

2
課題と目的を持って図書館に行く。テーマを決めて本を探し、選んだ本について説明文を作成する。
〔課題(復習)〕説明文を完成させる。発表するために話す練習をする。他の人の選書から学んだことをま
とめる。（3～4h）

3 4月の子どもの姿のエッセイを読む。エッセイに関連した絵本、コラム等を読み、思考力を深める。
〔課題(予習)〕授業内で紹介した作品、関連図書について調べる。（3～5h）

4
表現力を培う。様々な分野の本（文章）を読むことを通して表現力を培う。言葉についての具体的な知識
について（「ことばサプリ」を読む）
〔課題(予習)〕授業内で紹介した作品、作家について調べてまとめる。（4h）

5 知識を広げる読み方。「ことば遊び」を楽しむ。
〔課題(予習)〕様々な「ことば遊び」の実例を調べて紹介する。（4h）

6 表現方法の違いを考察する。①絵本と文学の違いについて
〔課題(復習)〕授業内で紹介した作品を調べて、他の実例を探す。（3h）

7 表現方法の違いを考察する。②視点を変えて作品を読む。
〔課題(予習)〕具体例を、図書館で調べてまとめる。（3h）

8 翻訳について考察する。①『ぼくにげちゃうよ』を読む。訳文の違いを読み解く。
〔課題(復習)〕作者について調べてまとめる。（4h）

9 翻訳について考察する。②ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾞﾙｰﾅの作品を読み解く。
〔課題(復習)〕ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾞﾙｰﾅの作品をできるだけ沢山読んで、子どもの発達と心理を考察する。（4h)

10
国語教材を読み解く。①「がまくんとかえるくん」シリーズを読み解く。シリーズの意味について考える
。
〔課題(予習)〕作者アーノルド・ローベルについて調べて、作品の深さを知る。（3h）

11 国語教材を読み解く。②『スイミー』を読む。国語教科書と絵本を比較する。
〔課題(復習)〕作者レオ・レオニの全作品を調べる。作品の意味を考える。（4h）

12 メディアリテラシーについて①メディアを読み解くための基礎知識。
〔課題(復習)〕様々なメディアを比較し、子どもたちとの関係を考察する。（2h）

13 メディアリテラシーについて②様々な新聞記事、コラム等を比較して読む。
〔課題(復習)〕3社以上の新聞記事を選んで比較し、まとめる。（3h）

14 敬語の基礎を知る。手紙の書き方。
〔課題(復習)〕相手を想定して挨拶分を書く。（2h）

15 まとめ。レポート、小論文の書き方と基本ルール。
〔課題(予習)〕総合的なまとめと復習。レポートを実際に書いてみる。（6h）



復習・予習・課題]は授業の到達目標を達成するために必要となる内容ですので（51～54）の標準学修時間
をめどとして、確実に学修しましょう。本校、各自の地元図書館に積極的に行って沢山の本を検索して、
読んで下さい。社会状況に関心を持ち、問題意識を持って生活して下さい。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：51～54時間】

時間外での学修

授業内容に関して、疑問に思ったことは何でもコメント下さい。質問等があれば、授業の後（お昼休み
）来てください。

受講学生への
メッセージ



【1C3B235】幼児と言葉
1年前期

1単位

今村　民子

選択

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 保資必修

小学校、幼稚園教諭9年実務家教員

領域「言葉」の指導の基盤となる、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
必要な基礎的知識を身につけます。具体的には「言葉」の意義や機能についての理解を深めながら、幼児
の言葉を育て、言葉に対する感覚を豊かにする教材や実践に関する知識を身につけます。

授業内容

演習授業方法

到達目標

言葉に対する感覚を豊かにする実践について理解したり、幼児の発達における
児童文化財の意義について理解する知識・理解 ○

言葉の楽しさや美しさ、言葉の感覚を豊かにする実践、児童文化財について、
基礎的な知識を身につける思考・判断・表現 ◎

言葉遊びの種類を豊富にしたり、児童文化財（絵本、紙しばい）の具体的な作
品に多く出合って知識を豊かにすることができる技能 ◎

幼児の言葉に関心を持つ豊かな感性と教養を養い、常に研鑽に努めることがで
きる関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

受講参加態度 -

発表の姿

演習への姿勢

課題レポート

30 - - 30

- - 30 - 30

- - - 20 20

20 - - - 20

20 30 30 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

評価の特記事項
テキスト

「幼稚園教育要領」フレーベル館「保育所保育指針」フレーベル館「幼保連携型認定こども園教育保育要
領」フレーベル館「ことばと表現力を育む児童文化」　川勝泰介他著　萌文書林　参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 授業内容のオリエンテーション。「絵本ノート」の作り方について
[課題（復習）]今日の内容を振り返って、準備するものを確認し次回に備える（1h）

2 絵本を選ぶことの楽しさを理解して本の世界を広げる。好きな絵本を1冊選び「絵本ノート」を作成する。
[課題（復習）]絵本など必要なものを準備する。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

3
本を読み聞かせる意味や意義を学ぶ。子どもの年齢にふさわしい「絵本」について知識を広げる。好きな
絵本を1冊選び「絵本ノート」を作成する。
[課題（復習・準備）]今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

4 「絵本」のジャンルについて知ろう。前回課題の確認をする。好きな絵本を1冊選び「絵本ノート」を作成
する。[課題（復習）］今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

5 本の出版社から絵本を知ろう。前回課題の確認をする。好きな絵本を1冊選び「絵本ノート」を作成する。
[課題（復習）］今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

6
絵本の作者について深くしらべてみよう。「だるまさんが」の作者かがくいひろしについて紹介する。好
きな絵本作家を選んでみよう。前回課題の確認をする。好きな絵本を1冊選び「絵本ノート」を作成する。
[課題（復習）］今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

7
絵本の季節について知ろう。前回課題の確認をする＜ペアワーク＞。ペアの人が好きだろうと思う絵本を
1冊選び「絵本ノート」を作成する。[課題（復習）］今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の
提出をする。（1h）

8
あなたへのプレゼント絵本を紹介しよう。前回課題の確認をする＜ペアワーク＞。好きな絵本を1冊選び「
絵本ノート」を作成する。[課題（復習）］今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の提出をする
。（1h）

9
マイ図書館をさがしてみよう。マイ図書館の発表。前回課題の確認をする＜ペアワーク＞。好きな絵本を
1冊選び「絵本ノート」を作成する。[課題（復習）］今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の
提出をする。（1h）

10
絵本の読み聞かせを実践してみよう。読み聞かせまでの準備や大切にしたいことを学ぶ。前回課題の確認
をする＜ペアワーク＞。好きな絵本を1冊選び「絵本ノート」を作成する。[課題（復習）］今日の内容を
自分のものにする。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

11
おはなし会を開こう１：おはなし会の3人グループを作り、交流をする。前回課題の確認をする＜グループ
ワーク＞。好きな絵本を1冊選び「絵本ノート」を作成する。[課題（復習）］今日の内容を自分のものに
する。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

12
おはなし会を開こう2：前回課題の確認をする＜グループワーク＞。おはなし会に使う絵本を1冊選び「絵
本ノート」を作成する。[課題（復習）］今日の内容を自分のものにする。「絵本ノート」の提出をする。
（1h）

13
おはなし会を開こう3：おはなし会で使う手遊びを覚える。前回課題の確認をする＜グループワーク＞。お
はなし会に使う絵本を確認して「絵本ノート」を作成する。[課題（復習）］今日の内容を自分のものにす
る。「絵本ノート」の提出をする。（1h）

14 おはなし会１：グループごとに発表する。聞く人は評価票を記入してメッセージを渡す。[課題（復習
）］今日の内容を自分のものにする。（1h）

15 おはなし会2：グループごとに発表する。聞く人は評価票を記入してメッセージを渡す。[課題（復習
）］今日の内容を自分のものにする。（1h）

絵本や紙芝居を中心にした児童文化財に関心を持って触れる努力をしましょう。【この科目で求める望ま
しい授業外での総学修時間：15時間】時間外での学修

絵本や紙芝居は子どもにとって心の栄養になるものです。学生のみなさんも自分の心を豊かにするために
たくさん絵本や紙芝居に触れ、子どもへ向けて発信できる保育者に成長できるような授業にしたいと思っ
ています。オフィスアワー：H204研究室金曜16:20～17:00

受講学生への
メッセージ



【1C4A404】保育実習Ⅰa
1年後期

2単位

名和　孝浩・大橋　淳子・立崎　博則

選択

幼児教育学科

教員

90時間実習

資格・制限等 保資必修／GPA並びに既修得科目による制限有り

名和：保育所保育士・9年実務家教員

保育所の生活に参加し、乳幼児への理解を深めるとともに、保育所の機能とそこでの保育士の職務につい
て学ぶ。授業内容

保育実習園でのオリエンテーション及び実習園での保育実習を90時間行います。なお、保育実習を履修す
る際、本学または、実習園で決められた事項を遵守できない場合は、実習を中止することがあります。授業方法

到達目標

保育所の一日の流れを理解すると共に、実習施設や保育内容について学ぶ。知識・理解 ◎

子どもと共に活動しながら観察し、乳幼児理解に努め、その記録を日誌にまと
める。思考・判断・表現 ◎

保育を部分的に担当しながら保育技術を習得する。技能 ○

積極的に保育に参加し、保育士の役割について学ぶ。関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

実習日誌の評価 10

実習園の評価

10 10 - 30

20 20 10 20 70

30 30 20 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

実習園の評価は所定の評価票を基に評価します。評価の特記事項

『保育者になる人のための実習ガイドブック A to Z―実践できる！ 保育所・施設・幼稚園・認定こども
園実習テキスト―』【監修】名須川 知子【編著】田中 卓也・松村　 齋・小島 千恵子・岡野 聡子・中澤
幸子　萌文書林(1,980円)ISBN: 978-4-89347-360-8
なし

テキスト

『実習の手引』
『幼稚園・保育所実習・こども園パーフェクトガイド』わかば社
『保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育保育要領』　フレーベル館

参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

第１回 　　 実習園での オリエンテーション

第２回－第８回  保育所での保育実習 （45時間）　
　　　（１）観察を中心とした実習　　　　　
　　　　　・実習施設の概要を知る。
　　　　　・園児と共に活動しながら観察し、乳幼児理解に努める。
　　　　　・保育所における保育の資料を収集し、記録をとる。
　　　　　・安全に対する配慮、環境整備、清掃の仕方を知る。

第９回－第１５回  保育所で保育実習 （45時間）　
　　　（２）補助的な参加・部分実習を中心とした実習　　　　　
　　　　　・指導職員の補助的役割で保育に参加し、一日の流れを理解する。
　　　　　・保育計画・指導計画を理解する。
　　　　　・保育を部分的に担当しながら保育技術を習得する。　
　　　　　・さまざまな幼児とコミュニケーションをとり、一人ひとりの発達への理解を深める。　　　
　　　　　・部分的な指導計画を作成し、それを実践して反省し、課題をつかむ。
　　　　　・園行事に参加し、行事のあり方について考える。
　　　　　・まとめを行い、今後の課題を見つける。

・様々な保育技術を現場で生かせるように制作物の準備、ピアノの練習等を進めておきましょう。
・実習記録をその日の内に記録・整理し、翌日の計画をたてましょう。
・部分実習の指導案も計画的に作成し、担当の職員の指導を仰ぎましょう。

時間外での学修

実習は体力がいります。日頃から健康に留意し、自己管理を怠りなく、十分体調を整えて意欲的に実習に
取り組みましょう。
質問等は各担当教員のオフィスアワーを活用してください。

受講学生への
メッセージ



【1C4S206】実習指導Ⅰa
1年通年

1単位

名和　孝浩・大橋　淳子・立崎　博則

選択

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 保資必修
実務家教員

保育士資格取得を目指す学生として、保育実習の意義や目的を理解し、保育実習に必要な基本的知識や態
度を学び、課題を持って実習に取り組めるよう学びます。実習日誌、指導案の考え方や教材準備、保育実
技など、実習が充実するよう実習に関連する科目での学びも取り入れて知識や技能を修得します。

授業内容

講義と演習授業方法

到達目標

保育所の一日の流れを理解すると共に、実習施設や保育内容について学ぶ。知識・理解 ○

子どもと共に活動しながら観察し、乳幼児理解に努め、その記録を日誌にまと
める。思考・判断・表現 ○

保育を部分的に担当しながら保育技術を習得する。技能 ◎

積極的に保育に参加し、保育士の役割について学ぶ。関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

レポート 10

小テスト

実技試験

提出物・受講態度

20 - - 30

10 - - - 10

- - 30 - 30

- - - 30 30

20 20 30 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

評価の特記事項
『保育者になる人のための実習ガイドブック A to Z―実践できる！ 保育所・施設・幼稚園・認定こども
園実習テキスト―』【監修】名須川 知子【編著】田中 卓也・松村　 齋・小島 千恵子・岡野 聡子・中澤
幸子　萌文書林(1,980円)ISBN:978-4-89347-360-8

テキスト

厚生労働省『保育所保育指針』
内閣府『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1 オリエンテーション　・実習とは何か　・保育実習までの準備と学び
[課題(予習)]保育実習園について調べる。(1h)

2 実習園を決める　・保育実習の意義について学ぶ　・保育ボランティアに向けての準備
[課題(予習)]保育実習園を決め、連絡をとり、内諾を受ける。(1～2h)

3
保育ボランティアに行こう　・保育ボランティアの心得について学ぶ　
　・保育ボランティアでの視点について学ぶ　・個人情報の保護に関して学ぶ
[課題(復習)]保育ボランティアの依頼と事前オリエンテーションに出向く。(2～3h)

4

保育実習に向けて自身のめあてを決めよう
　・保育ボランティアを振り返り、自身の課題に気づき、目標を立て見通しを持つ
　・保育所の機能と目的についてまとめる
[課題(復習)]保育ボランティアの振り返りをまとめる。(1～2h)

5
保育所保育指針から学ぶ（１）・認定子ども園との相違について知る
　・「総則」「子どもの発達」「保育の内容」について学ぶ
[課題(予習)]保育所保育指針「総則」「子どもの発達」「保育の内容」を事前の読んでおく。(1～2h)

6

保育所保育指針から学ぶ（２）
　・「保育の計画及び評価」「健康及び安全」「保護者に対する支援」について学ぶ
[課題(予習)]保育所保育指針「保育の計画及び評価」「健康及び安全」「保護者に対する支援」を事前に
　　　　　　　読んでおく。(1～2h)

7
小テスト・保育の実際（１）　部分実習の考え方について学ぶ　・指導案の立て方を学ぶ
指導案を立てて、模擬授業をする
[課題(復習)]部分実習の指導案を考えておく。(1～2h)

8 保育の実際（２）　・自己紹介について考え、必要な準備をする
[課題(予習)]必要な準備物を完成させる。(1～2h)

9 実習日誌の書き方について学ぶ　・実習日誌の書き方を学ぶ。デイリープログラムを、日誌に書く
[課題(復習)]デイリープログラムを完成させる。(1h)

10 実技の確かめ　・保育園をイメージして手遊びをする　・実習日誌の正しい書き方について確認をする
[課題(復習)]手遊びの内容を考え、練習をしておく。(1～2h)

11
実習生としての心構え（１）　・園でのオリエンテーションを受ける時の視点を知る
　・実習生としての実習態度、服装･身だしなみの確認をする。
[課題(予習)]事前オリエンテーションを受けるために必要な準備をする。(1～2h)

12 実習生としての心構え（２）　・実習のめあての確認　・事務文書（身上書）の作成
[課題(復習)]身上書を完成させる。(1～2h)

13
実習生としての心構え（３）　・事務文書（訪問担当者への地図）の作成や取り扱いについて確認をする
　・個人情報の保護について確認をする
[課題(予習)]実習日誌や必要な書類の整理をしておく。(1～2h)

14 まとめ　・実習の目的と内容の確認 ・評価について　・事務連絡
[課題(復習)]実習初日の持ち物の確認や自己紹介の練習をしておく。(2H)

15
実習を終えて反省　・実習を振り返り、めあての達成など自己評価をする
　・実習園からのアドバイスなどを元に、今後の実習に向けて課題を明確に持つ
[課題(復習)]実習振り返り票の記入をする。(1h)

実習に向けて、他の科目での学修も生かしながら準備を進めていきましょう。時間外の学修については、
その都度指示をしますから、確実に課題を進めていきましょう。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：15時間】

時間外での学修

実習には体力が必要です。日頃から体調管理に努めると共に、心身の健康について日頃から意識しましょ
う。質問等は各教員のオフィスアワーを活用してください。

受講学生への
メッセージ



【1C4F212】ボランティア実践
1～3年通年

1単位

松村　齋

選択

幼児教育学科

教員

30時間演習

資格・制限等 特になし

学校教員２０年実務家教員

インターンシップ、ボランティア活動の実践授業内容

大学での学びを保育現場で検証・深化させるインターンシップやサービスラーニング、地域・社会のニー
ズに応えるボランティア活動への参加。情報機器を活用して資料を読み取り、客観的な視点を養う。授業方法

到達目標

子どもの遊びや生活を支えるための、環境構成や援助の在り方について必要な
知識を身につけることができる。知識・理解 ○

時代の変化や様々な価値観、地域の特性に対応できる柔軟性を身につける。思考・判断・表現 ◎

保育実践や社会生活で必要なコミュニケーション能力を身につける。技能 ○

社会に貢献する使命感と責任感を持って、様々な課題に対応するため地域と連
携し、積極的に行動することができる。関心・意欲・態度 ◎

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

発表・レポート 20

自己評価

受講態度

提出物

- - - 20

- - 20 - 20

- 30 - - 30

- - - 30 30

20 30 20 30 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

評価の特記事項
ありません。テキスト

学会などの催し、研究会などは案内します。また、日頃から印刷物（新聞、関連誌）を身近な教材にして
ください。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

※3年間において、下記のいずれかの社会活動に必要な概ね30時間相当以上参加し、そのレポートを随時、
提出することで単位を認定します。

 ＜社会活動の内容＞
 １．県や市町村等の主催するボランティア活動への参加
 ２．各種団体主催のボランティア活動への参加
 ３．地域で行われる行事や活動への参加
 ４．保育施設、幼稚園等での指導や補助
 ５．自主的な清掃活動
 ６．その他のボランティア活動等
（※随時、討論、発表を通じて問題解決型の学修を目指す）　

 ＜報告書の提出＞
活動後、所定の用紙にて2週間以内にレポートをチューターに提出する。さらに、3年間のインターンシッ
プ・ボランティア活動報告書をポートフォリオに綴り、定期的に教員に提出することが必須。

本科目はすべて授業外の時間設定となります。
【この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：60時間】時間外での学修

地域には、若い力を求めるたくさんのニーズがあります。大学で学んだ専門的知識や技能を、社会現場で
活用し、社会的ニーズに積極的に応える人間へと自らを高めていきましょう。
オフィスアワーは各教員の時間帯を参照。質問・相談は教員に随時行ってください。

受講学生への
メッセージ



【1C6F201】ウインドアンサンブル
1年前期

2単位

鈴木　孝育・野々垣　行恵・長尾　洪基

選択必修

幼児教育学科

教員

60時間演習

資格・制限等 特になし
実務家教員

吹奏楽オリジナル作品の他、クラシックアレンジ作品、ポップスに至るまで、様々なジャンルの曲を取り
上げ、各所において、それぞれの役割を理解し、演奏力の向上を目指します。また、授業以外に、各楽器
の個人レッスンがあります。さらに、依頼演奏や定期演奏会で実践力を磨きます。なお、依頼演奏の関係
で授業内容は、変更になることがあります。また、２～３回の小長谷宗一客員教授の特別講義があります
。（コロナウイルス感染症の影響で依頼演奏、特別講義は中止）

授業内容

吹奏楽の合奏レッスンが中心で、そのほかに各楽器のレッスン、場合によってパート別レッスン、セクシ
ョンや分奏のレッスンなどが行われます。授業方法

到達目標

吹奏楽合奏に必要な楽語・用語を理解し、クラシック、ジャズ、ポピュラー等
ジャンルの様式や特徴を理解する。知識・理解 △

吹奏楽で演奏されるジャンルの基本的な知識があり、楽曲に合った演奏表現が
でき、パートや合奏隊の一員としての責任を果たすことができる。思考・判断・表現 △

楽譜通りに演奏できることはもちろん指揮者の音楽性を理解し、要求に合った
演奏ができる。長音階のスケールをすべて演奏できる。保育現場において、子
どもの成長発達に応じた音楽活動について、演奏技術を活用してその指導や支
援ができる。

技能 ◎

個人練習のみならず、パート練習、セクション練習等を積極的に学生同士で練
習方法等を研究し円滑に練習を進めることができる。豊かな感性と表現力を養
い、理想の保育者にむかって、研鑽に努める事ができる。

関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

実技試験 -

受講態度

小テスト・提出物

- 60 - 60

- - - 20 20

10 10 - - 20

10 10 60 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

受講態度は、学修ノートを中心に受講姿勢を含めて総合的に評価します。評価の特記事項

ありませんテキスト

楽譜等その都度配付。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1

遠隔授業（課題提出及び演習）
ガイダンス　授業の進め方、注意事項、授業の目標や学ぶ内容の概要を理解する。パート編成発表。音楽
鑑賞用楽曲（２曲）の練習。　
[課題（準備・予習）]シラバスの熟読。自己の基礎力を確認。課題プリントの実施。定期演奏会用楽曲
①②配布・個人で譜読み（課題）。学修ノート記入。（2h～4h）

2

遠隔授業（課題提出及び演習）
定期演奏会用楽曲①についての研究・調査（課題ＰＰＴ）。Googleフォームによるチェックテスト。定期
演奏会用楽曲①②配付・個人で譜読み。
[課題（復習）] 定期演奏会用楽曲①についての課題復習。定期演奏会用楽曲①②の個人練習（特にテンポ
、表現記号等に注意して楽譜通り吹けるように）。個々に基礎力をチェック。学修ノート記入。
（2h～4h）

3

遠隔授業（課題提出及び演習）
音階についての学修（課題＆演習問題）。定期演奏会用楽曲③配付・個人で譜読み。
[課題（復習）]音階についての課題復習。定期演奏会用楽曲③の個人練習（特に音や、リズムを正確に楽
譜通り吹けるように）。学修ノート記入。　(2h～4h）　

4

これより対面授業
改めて本授業のガイダンス、及びコロナ感染症の影響による変更事項の確認、感染症対策や予防に関する
説明。学生の学修状況及び学修環境状況調査。定期演奏会用楽曲④⑤配布・個人で譜読み。
[課題（復習）]ガイダンス内容復習。定期演奏会用楽曲④⑤個人練習（特に音や、リズムを正確に楽譜通
り吹けるように）、学修ノート記入。（2h～4h）

5

変更合奏会場の設営、感染症対策を考慮した合奏隊形の検討。パート内自己紹介。各自の基礎練習をパー
ト内で討論し、確認し合う。音楽鑑賞用楽曲①配布・個人・パートで譜読み。
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲①の個人練習（特に音や、リズムを正確に楽譜通り吹けるように）。定期
演奏会用楽曲①②個人練習（特にテンポ、表現記号等に注意して楽譜通り吹けるように）。学修ノート記
入。（2h～4h）

6

初見合奏演習。音楽鑑賞用楽曲②配布・譜読み。定期演奏会用楽曲①②の合奏（作曲家、ジャンル、構成
や特徴等）。合奏基礎演習①「音程を正確に取るための考え方」（長音階　B dur）
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲②の個人練習。定期演奏会用楽曲①②の復習。合奏基礎演習①の確認。学
修ノート記入。（2h～4h）

7

初見合奏演習。音楽鑑賞用楽曲③配布・譜読み。定期演奏会用楽曲③の合奏（作曲家、ジャンル、構成や
特徴等）。分奏〔木管・金管・打楽器〕演習（定期演奏会用楽曲①②③）。
[課題（復習）] 音楽鑑賞用楽曲③の個人練習。定期演奏会用楽曲③の復習。分奏演習の復習。学修ノート
記入。（2h～4h）

8

初見合奏演習。音楽鑑賞用楽曲④配布・譜読み。定期演奏会用楽曲④の合奏（作曲家、ジャンル、構成や
特徴等）。合奏基礎演習②「機能和声感を基盤にしたフレージング」（長音階　F dur - Es dur）
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲④の個人練習。定期演奏会用楽曲④の復習。合奏基礎演習②の確認。学修
ノート記入。（2h～4h）

9

初見合奏演習。音楽鑑賞用楽曲⑤配布・譜読み。定期演奏会用楽曲④の合奏（作曲家、ジャンル、構成や
特徴等）。分奏〔木管・金管・打楽器〕演習（定期演奏会用楽曲④）。
[課題（復習）] 音楽鑑賞用楽曲⑤の個人練習。定期演奏会用楽曲④の復習。分奏演習の復習。研究レポー
トの作成。学修ノート記入。（2h～4h）　



内容
実施回 授業内容・目標

10

初見合奏演習。音楽鑑賞用楽曲⑥配布・譜読み。定期演奏会用楽曲④の合奏（作曲家、ジャンル、構成や
特徴等）。分奏〔木管・金管・打楽器〕演習（定期演奏会用楽曲④）。
[課題（復習）] 音楽鑑賞用楽曲⑥の個人練習。定期演奏会用楽曲④の復習。分奏演習の復習。研究レポー
トの作成。学修ノート記入。（2h～4h）

11

初見合奏演習。音楽鑑賞用楽曲⑦配布・譜読み。定期演奏会用楽曲⑤の合奏（作曲家、ジャンル、構成や
特徴等）。分奏〔木管・金管・打楽器〕演習（定期演奏会用楽曲⑤）。「フレーズ・重心プリント」配布
・説明
[課題（復習）] 音楽鑑賞用楽曲⑦の個人練習。定期演奏会用楽曲⑤の復習。分奏演習の復習。「フレーズ
・重心プリント」復習。学修ノート記入。（2h～4h）

12

初見合奏演習。音楽鑑賞用楽曲⑧配布・譜読み、及び合奏（作曲家、ジャンル、構成や特徴等）。合奏基
礎演習③「美しいスケールを楽曲の中に応用する方法」（長音階　G dur）
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲⑧の個人練習・復習。合奏基礎演習③の確認。学修ノート記入。
（2h～4h）　

13

初見合奏演習。音楽学修用楽曲①配布・譜読み、及び合奏（作曲家、ジャンル、構成や特徴等）。合奏基
礎演習④「美しい長音階を踏まえて教会旋法（リディア）を実際の楽曲の中で応用する方法①」（長音階
　A dur- D dur）
[課題（復習）]音楽学修用楽曲①の個人練習・復習。合奏基礎演習④の確認。学修ノート記入。
（2h～4h）　

14

音楽学修用楽曲①合奏（作曲家、ジャンル、構成や特徴等）。定期演奏会用楽曲⑤合奏（作曲家、ジャン
ル、構成や特徴等）。合奏基礎演習⑤「美しい長音階を踏まえて教会旋法（リディア）を実際の楽曲の中
で応用する方法②」（長音階　Des dur - As dur － C dur）
[課題（復習）]音楽学修用楽曲①の復習。定期演奏会用楽曲⑤の復習。合奏基礎演習⑤の確認。学修ノー
ト記入。（2h～4h）

15 定期演奏会用楽曲③④⑤（前期実技試験指定曲合奏）及び筆記試験
[課題（復習）]試験指定曲の個人練習、筆記試験の復習。学修ノート記入。（2h～4h）

授業以外に各楽器のレッスンがあります。必要に応じて個人練習、パート練習、セクション練習等を行っ
てください。［この科目で求める望ましい授業外での総学修時間：３０～６０時間］時間外での学修

まずは、個々が譜面に正確な演奏を心掛けてください。パート内で精密な合わせをし、その上で他パート
の動きなどを理解し、合奏力の向上を目指してください。一人でも欠けるとアンサンブルが成立しません
。無断欠席・遅刻厳禁。
オフィスアワーは、授業終了後、教室で行います。

受講学生への
メッセージ



【1C6F201】ウインドアンサンブル
1年後期

2単位

鈴木　孝育・長尾　洪基・野々垣　行恵

選択必修

幼児教育学科

教員

60時間演習

資格・制限等 特になし
実務家教員

吹奏楽オリジナル作品の他、クラシックアレンジ作品、ポップスに至るまで、様々なジャンルの曲を取り
上げ、各所において、それぞれの役割を理解し、演奏力の向上を目指します。また、授業以外に、各楽器
の個人レッスンがあります。さらに、依頼演奏や定期演奏会で実践力を磨きます。なお、依頼演奏の関係
で授業内容は、変更になることがあります。また、２から３回の小長谷宗一客員教授の特別講義を実施し
ます。

授業内容

吹奏楽の合奏レッスンが中心で、そのほかに各楽器のレッスン、場合によってパート別レッスン、セクシ
ョンや分奏のレッスンなどが行われます。授業方法

到達目標

吹奏楽合奏に必要な楽語・用語を理解し、クラシック、ジャズ、ポピュラー等
ジャンルの様式や特徴を理解する。知識・理解 △

吹奏楽で演奏されるジャンルの基本的な知識があり、楽曲に合った演奏表現が
でき、パートや合奏隊の一員としての責任を果たすことができる。思考・判断・表現 △

楽譜通りに演奏できることはもちろん指揮者の音楽性を理解し、要求に合った
演奏ができる。短音階スケールをすべて演奏できる。保育現場において、子ど
もの成長発達に応じた音楽活動について、演奏技術を活用してその指導や支援
ができる。

技能 ◎

個人練習のみならず、パート練習、セクション練習等を積極的に学生同士で練
習方法等を研究し円滑に練習を進めることができる。豊かな感性と表現力を養
い、理想の保育者にむかって、研鑽に努める事ができる。

関心・意欲・態度 ○

◎･○･△の記号は、DP･到達目標との結びつきの強さを示しています。備考

関心・意欲・
態度技能思考・判断・

表現知識・理解

実技試験 -

受講態度

小テスト・提出物

- 60 - 60

- - - 20 20

10 10 - - 20

10 10 60 20 100

観点別評価

合計(点)

合　計(点)

評価の観点

評価方法

受講態度は、学修ノートを中心に受講姿勢を含めて総合的に評価します。評価の特記事項

ありませんテキスト

楽譜等その都度配付。参考書・教材

内容
実施回 授業内容・目標

1
基礎力向上の為の講座①（短音階スケール①）
及び音楽鑑賞用楽曲①配付・パートで譜読み、合奏
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲①の個人練習、及び短音階スケールの練習、学修ノート記入。（2h～4h）

2
基礎力向上の為の講座②（短音階スケール②）パート内で討論し、確認し合う。
及び音楽鑑賞用楽曲②配付・パートで譜読み、合奏
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲②の個人練習、及び短音階スケールの練習、学修ノート記入。　(2h～4h）

3

基礎力向上の為の講座③（３連符と12/8拍子での音階）
及び音楽鑑賞用楽曲③配付・パートで譜読み、合奏
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲③の個人練習、及び３連符と12/8拍子での音階練習、学修ノート記入。
（2h～4h）

4
基礎力向上の為の講座④（16分音符での音階）
及び音楽鑑賞用楽曲④配付・パートで譜読み、合奏
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲④の個人練習、及び16分音符での音階練習、学修ノート記入。（2h～4h）

5
基礎力向上の為の講座⑤（３度）
及び音楽鑑賞用楽曲⑤配付・パートで譜読み、合奏
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲⑤の個人練習、及び３度の練習、学修ノート記入。（2h～4h）

6

基礎力向上の為の講座⑥（アルペジョ：短調）
及び音楽鑑賞用楽曲⑥配付・パートで譜読み、合奏
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲⑥の個人練習、及びアルペジョ：短調の練習、学修ノート記入。
（2h～4h）

7

基礎力向上の為の講座⑦（短３和音と減７の和音）
及び音楽鑑賞用楽曲⑦配付・パートで譜読み、合奏
[課題（復習）]音楽鑑賞用楽曲⑦の個人練習、及び短３和音と減７の和音の練習、学修ノート記入。
（2h～4h）　

8

基礎力向上の為の講座⑧（グルーピング）
及び定期演奏会に向けての練習１　
[課題（復習）]定期演奏会の研究、個人練習、及びグルーピングについて復習し、理解する。学修ノート
記入。（2h～4h）　

9

基礎力向上の為の講座⑨（重心）
及び定期演奏会に向けての練習２　
[課題（復習）]定期演奏会の研究、個人練習、及び重心について復習し、理解する。学修ノート記入。　
(2h～4h）

10

基礎力向上の為の講座⑩（コントラスト）
及び定期演奏会に向けての練習３　
[課題（復習）]定期演奏会の研究、個人練習、及びコントラストについて復習し、理解する。学修ノート
記入。　(2h～4h）

11 定期演奏会に向けての練習４
[課題（復習）]定期演奏会の個人練習、パート・セクションによる集団練習。学修ノート記入。(2h～4h）

12 定期演奏会に向けての練習５
[課題（復習）]定期演奏会の個人練習、パート・セクションによる集団練習。学修ノート記入。(2h～4h）



内容
実施回 授業内容・目標

13 定期演奏会に向けての練習６
[課題（復習）]定期演奏会の個人練習、パート・セクションによる集団練習。学修ノート記入。(2h～4h）

14
定期演奏会の反省と振り返り、問題点を話し合う。後片付け
[課題（復習）]定期演奏会の反省を、個人、パート、全体で行い、来年度に向けての問題点を列挙する。
学修ノート記入。(2h～4h）　

15 試験指定曲の合奏
[課題（準備）]試験指定曲の研究・個人練習、学修ノート記入。（2h～4h）　

授業以外に各楽器のレッスンがあります。必要に応じて個人練習、パート練習、セクション練習等を行っ
てください。［この科目の求める望ましい授業外での総学修時間：３０～６０時間］時間外での学修

まずは、個々が譜面に正確な演奏を心掛けてください。パート内で精密な合わせをし、その上で他パート
の動きなどを理解し、合奏力の向上を目指してください。一人でも欠けるとアンサンブルが成立しません
。無断欠席・遅刻厳禁。
オフィスアワーは、授業終了後、教室で行います。

受講学生への
メッセージ


