５．教員の養成に係る授業科目【短期大学部

幼児教育保育学科】

●幼稚園二種
免許法施行規則に定める科目区分等
教職の意義等

・教職の意義及び教員の役割

に関する科目

・教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む。
）

本学の開設科目
教職論

・進路選択に資する各種の機会の提供等
教育の基礎理

・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教育原理

論に関する科

・幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障

発達心理学

害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過

教育心理学

目

程を含む。
）

教育課程及び

教
職
に
関
す
る
科
目

・教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

教育社会論

・教育課程の意義及び編成の方法

教育課程総論

指導法に関す

人間関係指導法

る科目

環境指導法
言語指導法
・保育内容の指導法

健康指導法
表現指導法
保育内容総論
保育指導論

・教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。
） 教育方法の理論と実践
生徒指導、教

・幼児理解の理論及び方法

育相談及び進

・教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含

路指導等に関
する科目
教育実習

教育相談

む。
）の理論及び方法

教育実習指導
教育実習

教職実践演習

保育・教職実践演習（幼稚園）

国語

言語表現
国語

教
科
に
関
す
る
科
目

生活

生活
音楽表現１

音楽

器楽Ａ
器楽Ｂ
音楽表現２

図画工作

造形表現

体育

身体表現

免許法施行規則に定める科目区分等

本学の開設科目

66 条の 6 に定

日本国憲法

日本国憲法

める科目

体育

スポーツ実技
身体表現

外国語コミュニケーション

英語１
英語２
中国語１
中国語２

情報機器の操作

基礎情報学

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
教職に関する科目（幼稚園二種）
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

教職論
廣田 佳彦
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
1
学期
後期
教師や保育者の役割と専門性についての理解を深めることができることめざす。具体的には、その職
務内容と特性について考えることができる。また、現在社会において求められる保育者の資質につい
ても検討することができる。さらに、道徳性を育てる教師や保育者のあり方について考えていくこと
ができることをめざす。
教師・保育者としての姿勢について、職業観・生きがい感・信念をてがかりに考えていく。具体的に
は、保育者の子ども観、保育者の子どもへの信頼感、保育者としての使命感について、ともに考えて
いきたい。さらに、幼児期における道徳教育の基本的なあり方についても検討していく。
第 1 回 教師・保育者とは
役割とあり方
第 2 回 教師・保育者に求められること
姿勢
第 3 回 教師・保育者の専門性
子どもの最善の利益
第 4 回 教師・保育者の職務
職業人
第 5 回 教師・保育者の資質
子ども観
第 6 回 教師・保育者の実践
評価
第 7 回 教師・保育者と専門職員との共通理解
教師・保育者と専門職員間での連携
第 8 回 教師・保育者としての保護者への対応
保護者との相互理解と協力
第 9 回 教師・保育者と外部専門機関との連携
子育て支援と特別支援教育
第 10 回 教師・保育者と地域社会との連携
地域の教育・保育資源の活用
第 11 回 教育・保育者の研修
相互啓発
第 12 回 教師・保育者の資質向上
職業能力の形成
第 13 回 教師・保育者と道徳 1
幼児期における道徳教育の基本的な考え方
第 14 回 教師・保育者と道徳 2
道徳性の発達理論
第 15 回 教師・保育者と道徳 3
道徳性を育てる教師・保育者のあり方
講義を中心に、与えられたテーマについて自らの考えをまとめることをすすめる。
レポートの提出を求める
プリント資料
適宜紹介する
平常評価；筆記試験 70％、レポート 30％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
科目名
到達目標
授業概要
授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

越智 貢
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
1
学期
前期
教育原理
１．教育の意義と目的を正しく理解できる。
２．教育に関する基礎的理念や理論について理解できる。
講義を通して、受講者が教育とは何かを自ら考え、それをもとに、現代社会における教育をめぐる諸
問題に関して自ら批判的に考察しうる姿勢を養う。
第 1 回 オリエンテーション（講義の狙いと進め方）
第 2 回 教えるとはどのようなことか
第 3 回 人間と教育との関係
第 4 回 人間と動物
第 5 回 教育の種々相（学校教育と家庭教育）
第 6 回 早期教育か自然教育か
第 7 回 学校教育とその目的
第 8 回 教育制度と教育法規
第 9 回 憲法、教育基本法、学校教育法の狙い
第 10 回 学習指導要領とは何か
第 11 回 専門職としての教師
第 12 回 今日における教育改革の動向
第 13 回 学校ジャーゴン
第 14 回 言葉と教育
第 15 回 講義の総括毎回、講義内容に基づく ShortQuestion を実施する。
期末試験
パソコンによるスライドを用いた講義形式。
講義はその都度の既習の知識を前提として進むため、毎回の講義内容を復習し、次の講義に備えるこ
と。
教科書は使用しない。適宜、資料を提示する。
越智貢編『岩波応用倫理学講義（７）教育』
（岩波書店 2005）
期末試験 60%、講義中の ShortAnswer40%。ShortAnswer は確認後返却する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

発達心理学
田島 真知子
週間授業
週１回
1

授業形態
単位数
学期

演習
1
後期

１．人間の成長・発達について、生涯発達の観点から発達のプロセスや初期経験の重要性を理解できる。
２．子どもの発達や保育実践にかかわる心理学の知識を修得し、子どもへの理解を深めることができる。
３．子どもが人との相互的かかわりを通して発達していくことを具体的に理解できる。
４．子どもの発達・成長にとって必要な支援や保育・教育の役割について理解できる。

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

人は生涯をかけて成長発達してゆく存在であり、各発達段階を充分に経験することが重要である。そ
のなかでも乳幼児期とは、人の発達の基礎を形成する時期である。 本講義の目的は、子どもたちの
心身の健やかな育ちを保障するために、子どもの発達の特性とその道筋を十分に理解し、一人ひとり
の発達過程や学習の過程に応じて、見通しをもって保育を実践することの重要性について学ぶことで
ある。
１．オリエンテーション 保育、幼児教育と心理学、発達を理解することの意義
２．子ども観と保育観 さまざまな保育観、現代社会における子ども
３．発達の基本原理 発達とは、初期経験の重要性、愛着理論と基本的信頼感
４．発達の基本理論 ハヴィガーストの発達課題、エリクソン、フロイトなどの発達理論
５．生涯発達の過程 1 胎児期、乳児期
６．生涯発達の過程 2 乳児期、幼児期前期
７．生涯発達の過程 3 幼児期後期
８．生涯発達の過程 4 児童期、青年期、中年期、老年期
９．身体、運動の発達と保育
１０．言葉の発達と保育
１１．感情、情緒の発達と保育、子どもの気質・性格の発達と教育
１２．認知の発達
１３．言葉の発達と保育
１４．遊びの発達と保育
１５．気になるこども、発達障がい児の理解と保育 まとめ
講義形式で進め、配布する資料に記入しながら重要用語について学習する。また、事例検討やグルー
プディスカッションなども予定している。
毎回の授業に該当する参考資料を読んで復習してください。また、レポートなどの課題は指定された
期日までに完成させて提出してください。
指定なし 適宜、資料を配布
本郷一夫『シートブック保育の心理学Ⅰ Ⅱ』建帛社、2011
復習テスト 50% 授業への参加度(積極的な受講態度、主体的な学習状況、小テスト)25% 提出課題 25%
小テストは採点後、返却する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

教育心理学
田島 真知子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
2
2
学期
前期
1.より効果的な保育実践や幼児教育を展開するために、教育心理学の基本的事項について修得し、生
活と遊びを通して学ぶ子どもの体験、経験の過程を理解できる。
2.生涯発達的観点により、子ども一人ひとりの発達に応じた教育的対応について理解できる。
3.子育て支援の一環として、保育における教育的効果を理解し、心身の発達に関する相談に対応でき
る力を身につけることができる。
今日、子どもたちが生きる環境そのもの、また教育環境は大きく変化している。教育者や保育者は、
子どもたちを取り巻く現状を的確に捉え理解したうえで、教育・保育活動に携わることが求められて
いる。本講義の目的は、発達と教育のつながりを明確に理解し、子どもの発達過程をしっかりと学習
することを通して、教育者・保育者を志す者が、現場において、その学びを生かしながら、教育や支
援に取り組めるようになることである。 子どもの 「生きる力」や「学ぶ心（意欲）
」を育む教育者・
保育者となるための大切な心構えや配慮、及びそ具体的方法や工夫について学習する。さらには、現
場で起こりうるさまざまな問題や課題に対しての対応のひとつとして、教育心理学的なアプローチを
学ぶ。
１．オリエンテーション、保育・幼児教育現場における教育心理学を学ぶ意義
２．発達と教育 発達を規定するもの、発達段階と発達課題
３．学習の原理① 学習とは、条件づけ学習と保育・教育への応用
４．学習の原理② 知能、記憶とは何か
５．学習の原理③ 子どもならではの思考
６．学ぶ心を育む① 動機づけとは、内発的動機づけと外発的動機づけ
７．学ぶ心を育む② 原因帰属と動機づけ、コンピデンス、自己効力感
８．学ぶ心を育む③ 「やる気」
「意欲」を引き出すために
９．学びの援助 教育方法を学ぶ、子どもたちの学びを支援するために
１０．子どもの能力の理解 保育・幼児教育の現場における教育評価
１１．クラス運営 クラス(集団)の理解と発達の援助
１２．子どもの個性の理解 パーソナリティと適応、心の柔軟性
１３．子どもの理解と支援 配慮が必要なこども、障がいの理解と援助、教育的配慮
１４．現場で起こる課題への対応①
１５．現場で起こる課題への対応②、まとめ
講義形式で進め、配布する資料に記入しながら重要用語について学習する。また、事例検討やグルー
プディスカッションなども予定している。
毎回の授業に該当する参考資料を読んで復習してください。また、レポートなどの課題は指定された
期日までに完成させて提出してください。
髙村和代・安藤史高・小平英志 『保育のためのやさしい教育心理学』 ナカニシヤ出版,2009 年
適宜紹介
復習テスト 50% 授業への参加度(積極的な受講態度、主体的な学習状況、小テスト)25% 提出課題 25%
小テストは採点後に返却する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

教育社会論
柴 恭史
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
2
学期
後期
教育に関わるさまざまなデータの意味を理解できるようになる。教育に関わる事象について、教育社
会学の理論にもとづいて理論的に理解することができる。教育と社会全とが深く関わっていることを
把握する。日本で実際に注目されている教育問題について把握し、その現状を理解できる。保育士や
教員という職業がどのようなものであるか把握する。
教育に関するデータについて分析し、現代の日本の教育についての理解を深める。たとえば、今日の
日本が学歴社会というのは本当に正しいのだろうか。親が子育てに対して最大の責任を持つという考
え方はいつでも常識だったのだろうか。データをもとに、現在一般的に信じられている考え方が必ず
しも常に真実とは限らないことを学ぶ。また、教育が教室内の実践だけでなく、教室外の実社会の影
響を強く受けることを認識し、教育を通じて日本の社会全体の問題を把握していく。この講義では全
体を通して、基礎的な社会学の理論を理解するとともに、現実のさまざまな教育問題のデータを代表
的な理論をもちいて検討し、その意味を考えていく。
第 1 回 教育社会学とは何か
第 2 回 教育と社会の関わり
第 3 回 家庭教育と幼児教育（１）教育と家族
第 4 回 家庭教育と幼児教育（２）少子化と教育
第 5 回 家庭教育と幼児教育（３）幼児教育
第 6 回 教育社会学の理論（１）社会と教育の関わり
第 7 回 学歴社会と教育の格差（１）メリトクラシーと学歴社会
第 8 回 学歴社会と教育の格差（２）学歴社会の実態と格差
第 9 回 学歴社会と教育の格差（３）能力の測定
第 10 回 教育社会学の理論（２）社会化と文化的再生産
第 11 回 現代の教育問題―不登校（１）不登校をどう捉えるか
第 12 回 現代の教育問題―不登校（２）不登校への対応
第 13 回 現代の教育問題―いじめ（１）いじめ問題の変遷
第 14 回 現代の教育問題―いじめ（２）いじめと社会
第 15 回 教師の役割と実態
初回以外の各回は事前に指示したテーマについて予習を行ってもらう。講義はその予習したテーマに
もとづいて進める。
各回の事前の予習はテーマを指示するので、その指示にしたがって行うこと。また新聞・テレビ・イ
ンターネットなどのニュースについても普段から目を通すことが望ましい。
特に指定しない。授業内で資料を配布する。
授業の各回に関連する書籍を紹介する。
学期末の試験（50％）
、授業時のレポート提出（30％）および授業内での議論への参加度（20％）によ
り評価する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

教育課程総論
明神 規子
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
2
学期
後期
1. 幼児教育・保育の特徴を知る
2. 幼児教育・保育の目的と目標、内容について理解を深める。
3. 幼児教育・保育課程の編成及び指導計画の作成について理解を深める。
4. これからの幼児教育・保育のあり方について考えを深める。
「保育所保育指針」と「幼稚園教育要領」は、現在保育所と幼稚園が保育や教育を行う上で参考にす
べき公的な教育課程として位置づけられている。幼児教育課程をどのように編成するかは幼児養育や
保育において重要な課題であり、保育者をめざす学生にとって把握しなければならない基本的な知識
でもある。本授業は幼児教育や保育の課程をどのように編成していくのか、保育現場でさまざまな子
どもがいる中で、保育者としてどのように働きかけていくのか、その計画の原理・内容・方法を提示
することをテーマとする。そのために、日本の幼児教育・保育の現状とともに、近年の世界の幼児教
育・保育の改革の動向も取り入れる。
1.保育・教育課程とは
2. カリキュラム編成における保育者の選択と課題
3. 諸外国における就学前教育の現状（中国、韓国）
4. 諸外国における就学前教育の現状（シンガポール、マレーシア）
5. 諸外国における就学前教育の現状（フランス、イギリス）
6. 諸外国における就学前教育の現状（フィンランド、スエーデン,）
7. 海外の幼児教育カリキュラムの思想と歴史(アメリカ、ニュージーランド）
8. 日本の幼児教育カリキュラムの思想と歴史
9. 幼稚園と保育所におけるカリキュラム編成における観点
10. 教育課程作成の背景①子どもの発達過程に応じた教育課程の内容
11. 教育課程作成の背景②子どもの遊びから見た保育士、教師の役割
12 .教育要領作成の背景③保育所保育指針・幼稚園教育要領との関連
13. 保育・教育評価の意義と方法
14. 保育・指導計画の作成と展開
15. まとめ
進行具合によっては、授業計画を変更することがある。
講義（視聴覚教材をを含む）を中心に、個人ワークやグループワークも取り入れる。
教材について予習を求める場合がある。また課題レポートの提出を求める。
適宜、資料を配布する。
適宜紹介する。
提出物等 50％、授業への参加態度 50％を基準に総合的に評価する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

人間関係指導法
明神 規子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
前期
1. 「保育内容」とは、保育所において保育の目標を達成するために展開される全ての内容を意味する
もので あることを理解できる。
2. 領域別（健康・人間関係・環境・言葉・表現）の教科の学びと共に、それらを総合的にとらえる視
点を養い、保育の全体構造の理解に基づいて、子ども理解や保育方法を習得できる。
3. 保育士として発達過程に則して子どもを理解することと、総合的に指導・援助が行えるよう実践的
な力を習得できる。
人間関係という視点から子どもを見つめ、保育のあり方を考える。子ども同士や子どもと大人との人
間関係という環境の中で、子どもがどのように発達するのかを理解し、保育の役割と援助を実践的に
習得する。まず「人とのかかわりの発達」を 0 歳児、1 歳児〜2 歳児、3 歳児,4 歳児〜5 歳児に区分し
て講義する。次に、人とのかかわりを育てる保育の実践はどうあるべきかを、
「保育所保育指針」
「幼
稚園教育要領」を基本にして学習する。そして保育者の役割と援助のあり方を考える。さらに子ども
の生活と、人とのかかわりを家庭、地域、保育所・幼稚園生活の各次元において総合的に把握する。
1. 人間関係で何を学ぶのかー保育所保育指針と幼稚園教育要領の「人間関係」
2. 年齢による発達の特徴（人とのかかわりの発達：母親、父親、兄弟、仲間）
3. 子どもの生活と遊び
4. 人とのかかわりの発達（保育所、幼稚園における保育者と仲間）
5. 子どもの人間関係における保育者の役割
6. 遊びを通したルールの学習
7. 遊びの欠如と早期教育の問題
8. 母子密着とその長期的影響
9. 子ども相互の交わり（かかわりの動機・発展）
10. 子ども相互の交わり（かかわりの感情体験）豊かなコミュニケーションのあり方
11. 遊びを中心とする集団
12. 遊びにおける子ども相互のかかわり
13. 遊びにおける保育者とのかかわりー子どものかかわりを観察する視点
14. 絵本紹介
15. 事例研究と今後の課題
保育現場における観察学習を講義と織り交ぜ、実践的な視点を理論と交差させて立体的に学ぶ。
の授業に該当する参考資料を読んで復習してください。授業内で取り組めなかった課題は指定された
期日までに完成させて提出してください。
幼稚園教育要領解説
文部科学省
保育所保育指針解説書 厚生労働省編
森上史朗監修「最新保育資料集 2014」
、ミネルヴヴァ書房 他適宜紹介する。
復習テスト 50％、提出物や授業への参加態度等 50％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

環境指導法
大内田 真理
週間授業
週１回
1

授業形態
単位数
学期

演習
1
前期

・幼稚園教育要領や保育所保育指針の中での領域「環境」の位置づけを理解し、そのねら
いと内容及び、保育現場で実践するための指導の方法を学ぶ。同時に、指導計画における環境構成
の在り方について、具体的な理解ができる。

授業概要

授業計画

・子どもにとっての身近な自然環境、とくに植物・動物とのふれ合いの大切さへの理解を深めると共
に、子どもを取り巻く様々な環境について考え、生活や遊びに取り入れていく力を養う。
・保育者自身が、子どもにとって最も影響力の大きい環境であることを自覚し、望ましい環境を作っ
ていく実践力を付けることを目標とする。
身近な環境（動植物・自然・物や道具・社会環境等）にかかわり、体験する生活や遊びについて実践
例を通して学び取る。更に、保育における環境の意味、体験を通した環境の重要性を理解すると共に、
人的環境となる保育者の姿・援助の在り方についても学ぶ。
第 1 回 保育における領域「環境」 保育所保育指針の理念
第 2 回 領域「環境」と保育者の役割

第 3 回 領域「環境」のねらい
第 4 回 3 歳未満児の育ちと環境①
第 5 回 3 歳未満児の育ちと環境②

第 6 回 身近な自然にしたしみ、植物や生き物に触れる
第 7 回 領域「環境」という観点からの指導案の書き方①

授業方法
授業外学習
教科書
参考書

評価方法

既修条件

第 8 回 領域「環境」という観点からの指導案の書き方②
第 9 回 自然科学への扉（シャボン玉・科学あそび）
第 10 回 ものや道具にかかわって遊ぶ①
第 11 回 ものや道具にかかわって遊ぶ②
第 12 回 文字や標識、数量や図形に関心をもつ
第 13 回 日本の文化や様々な文化に触れる
第 14 回 安心・安全な環境
第 15 回 保育の現代的課題と領域「環境」について
講義・演習
事前にテキストをよく読んでおくこと。日常的に、社会事象、天体、身近な自然事象、生き物、人と
のかかわりにおいても、よく観察し、保育の眼を養う努力をすること。
無藤隆監修『事例で学ぶ保育内容 領域 環境』萌文書林
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館
厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館
文部科学省、厚生労働省『幼稚園教育要領・保育所保育指針』チャイルド本社
・授業内活動への取り組み 30％
・課題・レポート
40％
・試験もしくはレポート
30％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

言語指導法
西村 直子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・子どもが言葉を獲得する過程や、一人一人の発達に応じた適切な援助を理解すると共に、言葉によ
る自己表現を豊かにしていくための保育者の役割を理解し実践力を身に付けることを目標とする。
・領域「言葉」の意義、ねらい及び内容について理解でき、指導計画を書く力となる。
・保育の実践に重要な児童文化財について知識を深めることができる。
言葉は人とのコミュニケーション手段であり人間のもつ基本的な能力の一つである。言葉により人間
は思考し、思想、文化、芸術を創造し伝達継承する。特に乳幼児期は、言葉の力が著しく育つ時期で
あり、言葉は人や物とのかかわりの深まりや広がりのなかで育っていくものである。授業では、言葉
の発達の筋道を理解し、最も重要な時期である乳幼児期の環境や保育者のかかわり・援助について、
事例を通して学ぶ。また、乳幼児が言葉をどのように獲得していくかを思考しながら、乳幼児期に言
葉が豊かに育ち、心豊かに生活できるよう援助する力を養う。
第 1 回 「言葉」の領域 幼稚園教育要領、保育所保育指針の保育目標、ねらい及び内容
第 2 回 乳幼児の言葉の獲得 (他領域との関連)
第 3 回 乳幼児期の言葉の発達と保育者の役割
第 4 回 「言葉」の育つ道筋（誕生・0 歳児）
第 5 回 「言葉」の育つ道筋（1 歳児・2 歳児）
第 6 回 「言葉」の育つ道筋（3 歳児）
第 7 回 「言葉」の育つ道筋（4 歳児・5 歳児）
第 8 回 言葉を育てる遊び～児童文化財にふれる（絵本・創作童話・紙芝居）
第 9 回 言葉を育てる遊び～児童文化財にふれる（手遊び・童歌・言葉遊び)
第 10 回 言葉を育てる遊び～教材研究・実践
(ペープサート・シアター)
第 11 回 言葉を育てる遊び～教材研究・実践
（模擬授業）
第 12 回 言葉が広げる子どもの世界
第 13 回 感情体験と言葉 (言葉にならない言葉)
第 14 回 指導計画と言葉 (年齢別にふさわしい言葉)
第 15 回 メディアと言葉
「期末試験」
講義・演習
教科書の事例と幼稚園教育要領、保育所保育指針の領域「言葉」の内容が重なり合うよう、発達の理
解に努めること。また、多くの絵本等に親しみ、自らの言葉を豊かにしていく努力をすること。
柴崎正行・秋田喜代美・戸田雅美(編) 保育内容「言葉」(最新保育講座)ミネルヴァ書房
文部科学省『幼稚園教育要領解説』フレーベル館
厚生労働省編『保育所保育指針解説書』フレーベル館
期末試験 40％
課題・レポート 40％
授業への参加度 20％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書

評価方法
既修条件

健康指導法
辻 富士子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・養護と教育にかかわる保育の内容が、それぞれに関連性を持ち、総合的に保育を展開していくため
の知識、技術、判断力を習得することができる。
・子どもの発達を「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の５領域の観点からとらえ、子ども理解を
深めながら、保育内容としての「健康」が実践的に活用できる。
・
「健康」について広く学び、領域「健康」のねらいと内容を理解して具体的な環境構成、指導、援助
ができる。
健康についての概念を明らかにし、幼児期の健康について「幼稚園教育要領」
「保育所保育指針」の健
康領域に基づき、基礎的知識や指導・援助の実際について講義する。生活習慣や生活リズムを確立す
るための指導方法や家庭との連携、体を十分に動かし楽しみながら心身の発達を促す遊びの指導、環
境づくりなどについて実践的に演習する。子ども自らが健康で安全な生活をつくりだすための、食育、
安全教育、健康教育の方法について体験的な事例研究およびグループワーク等を通してで理解を深め、
実践に活用できるようにする。
第 1 回 健康の定義、幼児期における健康の意義
第 2 回 「幼稚園教育要領」
「保育所保育指針」における健康領域の目指すもの
第 3 回 子どもの健康をめぐる現状と課題
第 4 回 幼児の心身の発達・発育の特徴
第 5 回 幼児の運動機能・精神機能の発達
第 6 回 健康な心と体を育てる ①生活リズム
第 7 回 健康な心と体を育てる ②生活習慣
第 8 回 健康な心と体を育てる ③食育
第 9 回 楽しく体を動かす遊び ①わらべ歌遊び
第 10 回 楽しく体を動かす遊び ②集団遊び
第 11 回 健康で安全な生活をつくり出す ①リスクマネジメント
第 12 回 健康で安全な生活をつくり出す ②健康かるたづくり
第 13 回 健康で安全な生活をつくり出す ③健康かるた遊び
第 14 回 指導計画の作成と意義(養護と教育)
第 15 回 家庭・地域・諸機関(小学校・幼稚園・保育所・保健センター)との連携
講義・演習・事例研究・グループワーク
次回授業のための予習レポートや教材づくりの課題を与える。定期的に小テストを行うので必ず復習
しておくこと。
『保育内容 健康[新版]』民秋 言 穐丸 武臣 編著 北大路書房
『保育内容 健康』 河邉貴子・柴崎正行・杉原 隆 編 ミネルヴァ書房『事例で学ぶ保育内容 健
康』 無籐 隆 監修 倉持清美 編者代表 萌林書林『保育と幼児期の運動あそび』 岩崎洋子 編
吉田伊都美 朴 淳香 鈴木康弘
萌林書林『保育内容 健康』 民秋 言 穐丸武臣 編著 北
大路書房『0 歳～6 歳子どもの発達と保育の本』監修・執筆 河原紀子 執筆 港区保育を学ぶ会 Ｇ
ａＫＫｅｎ
授業中に行う小テスト 60 ％、レポートや教材などの課題 20 ％、授業への参加度 20％の割合で評価す
る。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

表現指導法
髙間 準
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・色、かたち、感性など、五感を働かせ、表現に関する造形感覚を高めながら、子どもの指導・援助
者としての資質を獲得できる。
・子どもの特性を踏まえ、発達に必要な表現を指導・援助できる知識・技能を養うとともに、実践的
に習得できる。
・表現における総合的な能力を得て、多様なプログラムを立案できる能力が身につく。
まず第一に、子どもたちの主体的な活動をめざした表現の指導に関する具体的な内容や技法について、
作品制作を通して体得できるよう、概説する。次に、さまざまな技法は表現の意味や内容に深く結び
ついていることを説明し、素材の扱いや環境との関連についても解説する。また、子ども自身が表現
しようとする意欲を高められるよう、声がけの方法や安全に配慮した用具や素材の精選など、表現す
る過程を大切にできる指導・援助についても解説する。さらに、毎回の講義の中で、鑑賞に関する内
容についてもテーマごとに作品例をあげて解説する。
第１回 観察して描く（１）
第２回 観察して描く（２）
第３回 物語を絵にする（１）
第４回 物語を絵にする（２）
第５回 体験を絵にする（１）
第６回 体験を絵にする（２）
第７回 レッジョ・エミリアの表現指導（１）
第８回 レッジョ・エミリアの表現指導（２）
第９回 ボックス・アート（立体）の試み（１）
第 10 回 ボックス・アート（立体）の試み（２）
第 11 回 立体造形の工夫（１）
第 12 回 立体造形の工夫（２）
第 13 回 立体造形の工夫（３）
第 14 回 造形遊びについて
第 15 回 まとめ
演習方式として、授業ごとに課題を与え、その作品制作や活動記録をポートフォリオ（スケッチブッ
ク）に保管してまとめておく。
講義の中でテーマとして示した内容について、実際の幼稚園や保育園ではどのような試みがされてい
るかなど、図書館や学外にて積極的に調べ、表現を指導することに関する興味・関心を高めること。
教科書はなし。ただし、ポートフォリオとして使用するスケッチブックやその他の画材・素材などは、
購入の方法を別途指示する。
授業中に適宜紹介する。
演習にて制作した作品について、ポートフォリオとしてのまとめ方・内容など 50％
授業への興味・関心、積極性・態度などの参加度 50％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

保育内容総論
明神 規子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
1.保育所保育指針における「保育の目標」
、
「子どもの発達」
、 「保育内容」を関連付けて保育内容を理
解するとともに、保育所保育指針の各章のつながりを読み取り、保育の全体的な構造を理解する。
2. 保育内容の歴史的変遷について学び、保育内容について理解する。
3. 子どもや子ども集団の発達の特性や発達過程を踏まえ、観察や記録の観点を習得し、保育内容と子
ども理解とのかかわりについて学ぶ。
4.子どもの生活全体を通して、養護（生命の保持、情緒の安定）と教育（健康・人間関係・環境・言葉・
表現）が一体的に展開することを具体的な保育実践につなげて理解する。
5.保育の多様な展開について具体的に学ぶ。
5 領域の保育内容各論を総合的・有機的に関連付けて理解することが目的である。保育とは何かという
ことを理解し、総合的な指導ができるように「保育所保育指針」に基づいて考察する。子どもの生活
及び発達段階を踏まえて、保育園や幼稚園での子どもの生活と遊びなどさまざまな経験を全体的に理
解しながら、子どもの生きる力の育ちにとって意味ある生活とは何かを考えたい。5 領域を全体として
関連付けて知り、指導計画案の作成演習と検討を通して、保育者の役割を学ぶ。また子どもの興味や
意欲に共感できる感性を養うことを目指したい。小学校との連携についても触れる。
1. 保育の基本
2. 保育の基本と内容・方法
3. 全体構造の中で保育内容をとらえる
4. 保育内容の歴史的変遷
5. 子どもの発達の捉え方と保育内容
6. 保育所保育指針・幼稚園教育要領の発達観
7. 保育所保育指針・幼稚園教育要領での保育内容の構成
8. ねらい・内容
9. 5 領域とは ①健康 ②人間関係 ③環境 ④言葉 ⑤表現、基礎的事項
10. 養護と教育の一体性、保育の方法
11. 子どもの活動の捉え方と環境
12. 保育の環境とは・環境構成とは、保育者の援助とは
13. 遊びを通しての総合的指導とは
14. 子どもの主体性と保育の計画性、保育の展開と評価
15. 保育内容の課題
(1) 多様な保育ニーズへの対応と保育内容
(2) 保育園、幼稚園、小学校との連携
(3) 保育内容の研究のあり方
毎回の授業に該当する参考資料を読んで復習してください。授業内で取り組めなかった課題は指定さ
れた期日までに完成させて提出してください。
毎回の授業に該当する参考資料を読んで復習してください。授業内で取り組めなかった課題は指定さ
れた期日までに完成させて提出してください。
保育所保育指針解説書（厚生労働省編）
、幼稚園教育要領解説（文部科学省）
森上史朗監修「最新保育資料集 2014」ミネルヴァ書房
復習テスト 50％、授業への参加度、提出物等 50％を基準に総合的に評価する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

保育指導論
辻 富士子
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
2
学期
前期
・保育・幼児教育の思想の歴史から現在の保育実践とを関係づけて理解し、保育者の役割や保育課題
を示すことができる。
・幼児期の保育の基本を学び、子ども理解に基づいた保育内容の環境構成・指導・援助方法を実践的
に活用することができる。
・様々な視点から保育をとらえ展開していくための、基礎的な理論や知識や技能を習得し、計画にも
とづき実践 することができる。
幼児期の保育の基本について「幼稚園教育要領」
「保育所保育指針」に則り概説する。次に、保育の思
想の歴史的展開や現在の子どもを取り巻く状況などから保育実践の現状と課題を整理する。また子ど
もの発達と子ども理解について学び、子どもの主体性を育む指導・援助方法を具体的に論ずる。子育
て支援、小学校や地域・保護者との連携、国際化時代の保育、障がいのある子どもへの保育など様々
な視点から保育を捉え多様な展開について事例をもとに学習を進める。
第 01 回 幼児教育・保育の基本「幼稚園教育要領・保育所保育指針」
第 02 回 幼児教育・保育の現状と課題「子どもを取り巻く環境」
第 03 回 幼児教育・保育の思想と歴史①世界
第 04 回 幼児教育・保育の思想と歴史②日本
第 05 回 子どもの発達過程と子ども理解(エピソード記述から)
第 06 回 障がいのある子どもへの保育
第 07 回 国際化時代と保育「外国の保育方法」
第 08 回 保育形態と指導方法
第 09 回 保育おける環境と遊びの援助
第 10 回 保育指導の実際
①保育指導案の作成
第 11 回 保育指導の実際
②保育の実践
第 12 回 保育指導の実際 ③保育実践の評価
第 13 回 クラス運営と保育者の役割
第 14 回 保護者・地域の子育て支援
第 15 回 小学校や諸機関との連携
講義形式を中心とし、グループ研究および発表も行う。
定期的に復習小テストを行うので、復習しておくこと。次回授業の予習レポート課題を与える。
自作プリント
授業中に適宜紹介する。
授業中に行う小テスト 60％、レポートなどの課題 20％、授業への参加度 20％の割合で評価する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

教育方法の理論と実践
湯峯 裕
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
2
学期
後期
教育方法の基礎理論の習得をめざす。そして、教育方法の実践として、そもそもの目的をふまえたあ
りようをともに考えていく。また、ICT に関して、教育における情報機器の活用の視点より、情報機器
そのもののありようや具体的な教育方法の実践について検討する。
教育方法は、人間の成長・発達のための実践の学である。したがって、人間の成長・発達は、教育方
法および教育課程のありようによって大きく影響を受けることになる。この教育方法の本質について、
単なる技術論に終始することなく、教育の哲学・思想をふまえた考察をすすめていく。
第１回 教育方法の概念 1
教育方法の意義
第２回 教育方法の概念 2
学ぶこと、教えること
第３回 教授・学習の課程 1
教授・学習の基本原理
第４回 教授・学習の課程 2
教授・学習の構造
第５回 教授・学習理論の展開
問題解決学習
第６回 教授・学習理論の展開
発見学習
第７回 教授・学習の形態
一斉・個別・共同
第８回 教授・学習の様式
講義・展示・問答・討議・観察
第９回 教材の活用
教材の用い方
第 10 回 教育評価 1
教育の評価とは
第 11 回 教育評価 2
絶対評価・相対評価
第 12 回 教育と ICT
情報教育と e-learning
第 13 回 教育方法の実践 1
教育方法における自明の再考を試みる
第 14 回 教育方法の実践 2
教育方法における普通の再考を試みる
第 15 回 教育方法の実践 3
教育方法における自らの課題を検討する
期末試験
講述とともに、与えられたテーマについて自らの考えをまとめることをすすめる。
教科書を事前・事後に読むことを求める。また、レポートの提出を求める。
廣田佳彦『教育方法の本質』
、関西学院大学出版会、2012 年、およびプリント資料
適宜紹介する。
平常評価；筆記試験 60％、レポート 30％、小作文 10％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

教育相談
田島 真知子
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
2
学期
後期
１．教育相談・保育相談の基本原理や意義について理解できる。
２．保育者としてカウンセリングを行う際の基本的姿勢について理解できる。
３．保育現場における教育相談・保育相談の技法及びその活用の仕方について理解できる。
４．ロールプレイなどを通して教育相談・保育相談の技法を修得し、現場での保護者・子ども支援に
活かすことができる。
保育者や教育者が、基本的なカウンセリングの理論や技法についての理解を通して、子どもや保護
者をより深く理解し、必要に応じて適切に対応できる実践力を身につけることを目指す。さらに、専
門機関との円滑な連携のあり方について学ぶ。 また、一人ひとりの豊かな内面を理解し、その発達
の課題や特性に応じた保育を進めるために、カウンセリングマインドを活かした子ども・保護者支援
についても理解する。
１．オリエンテーション、教育相談・保育相談を学ぶ意義
２．教育相談・保育相談とは何か
３．カウンセリングの理論と技法Ⅰ
４．カウンセリングの理論と技法Ⅱ
５．教育相談・保育相談の基礎―聴くこと・受容すること―
６．教育相談・保育相談の技法Ⅰ
７．教育相談・保育相談の技法Ⅱ
８．乳幼児の発達と保育相談
９．保護者の理解と対応Ⅰ―子育ての視点から―
１０．保護者の理解と対応Ⅱ―保護者の要望・悩みとどう向き合うか―
１１．気になる子どもと保護者への対応
１２．発達障害のみられる子どもと保護者への対応
１３．園・地域における専門家との連携による相談・支援
１４．保育者の専門性と相談活動
１５．まとめ
講義形式で進め、配布する資料に記入しながら重要用語について学習する。また、事例検討やグルー
プディスカッションなども予定している。
毎回の授業に該当する参考資料を読んで復習してください。また、レポートなどの課題は指定された
期日までに完成させて提出してください。
指定なし 適時、資料を配布
小田豊・秋田喜代美『子どもの理解と保育・教育相談』みらい,2008 年
期末試験 50% 授業への参加度(積極的な受講態度、主体的な学習状況、小テスト)25% 提出課題 25%小
テストは採点後、返却する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

教育実習指導
明神 規子、西村 直子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
2
学期
前期
幼稚園の教育実習についての心構えや姿勢、準備など基本的なことを理解する。教育実習における目
的や内容、方法など、幼稚園教育の特質を実際的に理解することができるようになることや、現場で
の実習を振り返り、自己の保育。教育観の形成に役立たせる。
幼児教育を目指す心構えを養い、幼稚園における学外指導を行う。また実習前の準備や、実習後の反
省に関する振り返りを行う。実習においては、幼稚園の現場を経験し、園児や教職員と直に接し、子
どもを指導するための心構えや様々な仕事の内容を体験し理解する。大学で学んだ理論や技術に加え、
実際の教育番場における体験を通して、自己の子ども観や教育観を深めてい行く。
1. 教育実習の概要と事前事後指導の流れについて
2. 実習先事前訪問（オリエンテーションについて）
3. 教育実習の心得
4. 保育観察記録の記入方法
5. 幼稚園の一日の生活の流れ①
6. 幼稚園の一日の生活の流れ②
7. 指導計画の作成と保育展開①
8. 指導計画の作成と保育展開②(課題作成・提出）
9. 教育実習の目標設定と計画①
10. 教育実習の目標設定と計画②
11. 教育実習の目標設定と計画③及びテスト
12. 教育実習の振り返り（課題作成・提出）
13. 自己評価と今後の課題①
14. 自己評価と今後の課題②
15. まとめ
講義・演習・グループワークなどの参加型で進める。児童文化財の活用など実習に行かせる行事につ
いての取り組み内容について発表する。
予習：次回の授業内容を確認し、持ち物や提出物を整える復習：課題を完成させ、期日内に提出でき
るように自主的に準備を進める。
文部科学省「幼稚園教育要領解説」(フレーベル館）松本峰雄編「教育・保育・施設実習の手引き」(建
帛社）
適宜紹介、配布
指導案、日誌・レポートなどの課題 50％、保育実技 30％、授業参加度 20％の割合で評価する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習

教科書
参考書
評価方法
既修条件

保育・教職実践演習（幼稚園）
寺田 恭子、髙間 準、藪 一裕
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
2
2
学期
後期
・保育・教職に関する教科の履修や保育・教育活動等を通して獲得した知識・技能が有機的に統合さ
れ、現場で応用、活用される実践力に高めることができる。
・子どもが育つ保育環境、教育環境の現代的課題について現状分析、考察を行い、解決の方法を検討
することができる。
・自らの学びを振り返り、保育士、教諭として必要な自己の知識や技能などの専門性、指導力を客観
的に把握することができる。
・保育士、教諭に求められる課題を確認した上で、自己の課題を明らかにし、必要に応じて不足して
いる知識や技能等を補い、その定着を図ることができる。
保育者（保育士、教諭）になる上で、これまで学修してきた内容を振りかえる。さらに保育者（保育
士、教諭）に求められる課題を確認し、現在の自分が修得している知識や技能、専門性、指導力など
を把握する。そのために、グループワークやグループ発表、相互評価、ロールプレイ、クラス調査な
どを取り入れ、より体験的に客観的に自己を把握する。以下の保育者（保育士、教諭）に求められる
６つの指標にそって、自らの課題を明らかにし、行動計画をたてる。
・子どもへの尊敬と愛情のまなざし ・多様性によりそう専門性
・保護者と子育てを共有する関係性 ・子どもの権利と福祉を護る社会的意識
・子どもの力を伸ばす専門性と指導力 ・子どもを理解し、社会化へと導く専門性
第 01 回 本授業の目的と意義(ガイダンス）
第 02 回 これまでの学修をふり返る
第 03 回 今日的な保育・教育課題を考える①(少子化、子育て支援、虐待、家庭との連携等)
第 04 回 今日的な保育・教育課題を考える②(保・幼・小の連携、長時間保育と子どもの発達等)
第 05 回 今日的な保育・教育課題を考える③(特別支援、あそびと子どもの体力、地域との連携等)
第 06 回 グループ発表と相互評価
第 07 回 保育者（幼稚園教諭・保育士・保育教諭）に求められる課題①（使命感や責任感、子どもへ
の愛情と尊敬）
第 08 回 保育者（幼稚園教諭・保育士・保育教諭）に求められる課題②（社会性や対人関係、こども
理解とクラス経営）
第 09 回 保育者（幼稚園教諭・保育士・保育教諭）に求められる課題③（子どもの力を伸ばす専門性
と指導力）
第 10 回 保育者（幼稚園教諭・保育士・保育教諭）に求められる課題④（多様性によりそい、子ども
の福祉と権利をまもる社会的意識）
第 11 回 「保育者に求められる課題」のまとめと発表
第 12 回 保育者としての自己を把握する（グループワーク：アンケート調査の作成）
第 13 回 保育者としての自己を把握する（グループワーク：アンケート調査の集約）
第 14 回 保育者としての自己の課題を明らかにする（レポート提出）
第 15 回 保育者としての自己の課題を明らかにする（レポート返却とまとめ）
ロールプレイング、グループワーク、グループ発表, 相互評価、クラス調査など
・新聞や文献,インターネット等で今日的保育
・教育課題についての現状把握と考察を深める。
・グループ発表に向けてパワーポイントを作成する。
・自己の課題と行動計画について、アンケート調査結果をもとにレポートを作成する。
寺田恭子、榊原志保、高橋一夫編著『保育・教職実践演習』ミネルヴア書房（２０１7 年８月発行予定）
最新保育資料集等 その他適宜紹介する。
授業への参加度（主体的な受講態度など）
（３０％）
、 グループワーク討議と発表（３０％）
、課題の
提出状況及びその内容（４０％）
、レポートは評価語、返却する。
原則として「保育実習１」を履修済み、または「教育実習」を履修中または修得見込みであること。

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

言語表現
西尾 宣明
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
2
学期
前期
１、言語を媒介とする児童文化に対する認識を深め、それを幼児に伝達する技能を習得できる。
２、絵本や児童文学を読解し、その本質を理解するとともに、紙芝居の作成を通じて自ら児童文化の
担い手として、子供たちに情報発信する能力を身につけることができる。
３、子供の発達段階に応じたストーリーテリングに関する知識と技術を習得し、主体的に児童文化に
ついて考えることができる。
児童文化としての絵本、紙芝居、ストーリーテリング、アニメーションについての知識と技能を高め
る。そして、子供たちがそのような児童文化に親しめる環境設定を考える。その中で、文芸作品とし
ての児童文学をどのように読解し、その内容をどのように子供たちに伝達するか、その方法を理解す
る。児童文学を鑑賞する能力を養成すると同時に、子供たちへの有効な伝達方法を学び、さらに、子
供たちの経験やさまざまな表現活動と、児童文化を結びつける方法を考える。
第１回
言語を媒介とする児童文化について
児童文学の概念や子供を対象とする言語表現について概説する。
第２回
戦後派作家の児童文芸（１）
第３回
戦後派作家の児童文芸（２）
阿川弘之『きかんしゃ やえもん』を読解し、そのテーマ考える。
第４回
現在の児童文芸
第５回
アニメーションと言語
矢玉四郎『はれときどきぶた』を読解し、画像とストーリーとの関係性を考察する。
第６回
絵本の特質
第７回
紙芝居の方法
宮沢賢治『注文の多い料理店』のいくつかの絵本作品を比較し、物語の紙芝居化について
理解する。
第８回
紙芝居の創作（１）
第９回
紙芝居の創作（２）
第１０回 紙芝居の創作（３）
第１１回 紙芝居の創作（４）
グループに分かれ、紙芝居を創作する。
第１２回 紙芝居の読み聞かせ演習
捜索した紙芝居で読み聞かせの演習を行う。
第１３回 児童文化とアニメーション
第１４回 アニメーションの読解
手塚治虫『ジャングル大帝』を鑑賞し、その内容とアニメーション文化について講義する。
第１５回 児童文化の歴史と展開
第７回までは講義中心に授業を進める。それ以降は、紙芝居創作や読み聞かせなどのアクテイブラー
ニングも行う。
１、教材とする児童文学の読解２、紙芝居創作の準備３、課題レポートの作成
『きかんしゃ やえもん』阿川弘之（著）
、岩波書店、1956 年 12 月『はれときどきぶた』矢玉四郎（著）
、
岩崎書店、1980 年 9 月 ほかに、プリントを配布する。
j 授業中に適宜紹介する。
課題レポート５０％、紙芝居創作と読み聞かせ３０％、授業への参加度２０％（ミニッツペーパーな
ど）
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
●教科に関する科目（幼稚園二種）
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

国語
西尾 宣明
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
2
学期
前期
１、国語全般について知識を広げると同時に、特に幼児教育の現場での教育技能を習得することがで
きる。
２、国語表現についての認識と幼児をふくめた対人コミュニケーション能力を身につけることができ
る。
３、日本の伝統的言語文化や現在の児童文化についての知識を深めることができる。
日本語をもちいての「話す」能力、文章を正しく「読む」能力、そして、幼児教育の現場でさまざま
な事柄を日本語によって「伝える」能力を養成する。具体的には、社会的コミュニケーションの基本
としての敬語の習得と、児童文学やアニメーションの読解、そして、教育現場における通信文の作成
などを行う。正しい日本語の用法を学ぶことで、国語全般にわたる認識を広げ、深める。
第１回
国語とは
国語の学習範囲と幼児教育現場での実際についての講義
第２回
待遇表現
社会生活における「話す」技法について
第３回
日常生活と言葉づかい
第４回
社会生活における敬語（１）
第５回
社会生活における敬語（２）
第６回
社会生活における敬語（３）
第７回
教育・保育現場における言葉づかい 働く現場や教育現場におけるコミュニケーションツ
ールとしての日本語の用法を習得する。
第８回
通信文の表現と形式
第９回
通信文の作成
教育現場における通信文の基礎的知識を学び、作成の演習も行う。
」
第１０回 日本の伝統的言語文化
日本の神話や古典作品などを学ぶ。
第１１回 文芸作品の読解（１）
第１２回 文芸作品の読解（２）
志賀直哉『清兵衛と瓢箪』を読解し、作品に描かれている子供の気持ちを考える。
第１３回 アニメーションと国語（１）
第１４回 アニメーションと国語（２）
アニメーションを鑑賞し、子供の文化と国語表現について考える。
第１５回 教育現場における国語教育とは
講義による説明と、それに関連する演習とを毎時間行う。
１、教科書の演習問題の習得２、伝達文などの作成準備３、課題レポートの作成
『新版 日本語表現法 「書く」
「話す」
「伝える」ための技法』
、西尾宣明（編）
、樹村房、2013 年 1
月 ほかに、プリントなどを配布する。
j 授業中に適宜紹介する。
課題レポート５０％、講義中に作成する通信文３０％、授業への参加度（ミニッツペーパーなど）２
０％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習

教科書
参考書
評価方法
既修条件

生活
田中 あき子
集中授業

授業形態
講義
単位数
2
2
学期
後期
・保育指針・幼稚園教育要領「環境」と小学校指導要領解説「
「清 ks 津」を理解し、相互の連携を考
える。
・身の回りの自然（草花、水や土、昆虫等）について理解を深め、子どもが自然に興味を抱くよう指
導できる。
・生活範囲内にある施設やその他社会資源の位置関係や役割を理解する。
保育指針・幼稚園教育要領「環境」と小学校学習指導要領解説「生活」に準拠して、児童の身の回
りの環境生活空間の理解に応じて「自分と身近な人びとおよび様々な場所、公共物とのかかわり」
「身
近な動植物等の自然とのかかわり」
「自分自身と生活」を体験的に学ぶ方法を考える。具体的には、学
校内での施設や人びととのかかわり、身近な自然に主体的にかかわる活動、季節の変化と生活等の活
動を通して、意義や目的を学ぶ。また、幼稚園・保育所と小学校の連携のあり方を学ぶ。
１． 生活科の目標、内容
２． 生活科の基礎基本テクニック ①
３． 生活科の基礎基本テクニック ②
４． 新しい環境への順応 －クラスの仲間と仲良くなれるアイディア
５． 学校探検を楽しく実施する方法
６． 学校探検後のまとめのしかた
７． 家庭での自分の役割を考えさせる方法
８． 公共物や公共施設に目を向けさせる方法
９． 身近な自然に目を向けさせる方法 （秋の学校探検）
10・ 身近な自然を使って曽部方法
11． 身近な物を使って遊ぶ方法
12. 自分自身の成長を振り返らせる方法 （すごろくづくり）
13． すごろくや伝承遊びでの活動のさせ方
14． 自然の不思議さやおもしろさに気づく方法
15． まとめ
講義と演習講義の後、各自課題に対してレポートを書き提出する。
授業は学生を中心に進行していくため、予習で事前にどのように活動したいか、また、制作物は何を
作るのか、材料はどうするのか等事前ン位考えておくこと。授業中の課題は必ず、指定期日までに行
い、提出すること。
なし
適宜紹介する。また、必要に応じて資料を配布する。
授業中および課外の課題提出７０％
レポート３０％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

音楽表現１
作野 理恵
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
前期
・幼児歌唱指導に必要な発声法、初見視唱技術、簡易伴奏法、音楽理論が理解できる。
・保育・幼児教育現場で活用できるリトミックを初め、リズム、音楽教育法を習得できる。
・子どもに適した音楽作品を鑑賞し、同時に重唱、合唱の楽しさを体験し、その技能、音楽性が習得
できる。
子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術を身につける。また、身近な自然や物の音色、人の声や
音楽等に親しむ経験と保育環境について具体的実例を挙げて演習する。音楽表現と子どもの経験や表
現活動を結びつける遊びや歌唱の展開について演習する。ピアノ簡易伴奏法（和音付け、リズム・ア
レンジ）等も学習する。
1．オリエンテーションとヴォイストレーニング
2．リトミックの導入と発声練習
3．リトミック実践①とソルフェージュ学習
4．リトミック実践②とソルフェージュ学習
5．ソルフェージュ学習と幼児歌曲歌唱
6．ソルフェージュ学習と世界の名曲歌唱
7．日本、世界歌曲歌唱と音楽理論（楽典）学習
8．重唱、合唱曲学習と楽典学習
9．楽典学習、並びに簡易伴奏付け学習
10．簡易伴奏付け学習
11．簡易伴奏付け学習、並びにグループ別アンサンブル練習
12．簡易伴奏付け実技試験、並びにアンサンブル練習
13．アンサンブル曲と合唱曲練習
14．独唱曲実技試験
15．楽典筆記試験、アンサンブル、合唱の授業内発表（試験も兼ねる）
基本的にクラス全体での授業であるが、伴奏付け練習・指導は個人で実施し、グループ合唱はｸﾞﾙｰﾌﾟ
単位で練習・発表する。
発声練習は日々たゆまなく努力し、ピアノや音楽に触れる機会を常に持っておく.。
『きれいにうたいましょう ソルフェージュ 1』yamaha music media corporation『はじめての楽典ブ
ック ミッキーといっしょ』yamaha music media corporation
下田正幸著『わかりやすい発声法』音楽之友社
各実技試験(ソルフェージュ、声楽、伴奏付け、重唱、合唱）40%、学期末音楽理論筆記試験 50%、授業
への参加度（授業態度）10%で評価する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法

授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

器楽Ａ
作野 理恵、内海 由美子、岡田 陽子、川村 公重、三浦 槙子、山本 夏実
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
前期
・幅広く音楽を体得しながら、保育者、幼児教育者として必要な演奏技能、及び音楽基礎知識が習得
できる。
・音楽的資質・感性が養われ、子どもたちに音楽の豊かさを伝えることが出来るようになる。
初心者レヴェルのコースで、初心者と経験者とに分ける。初心者は『バイエル』の前半、経験者は後
半以降が対象となる。授業形態は各自の進度に応じた個人指導で、テキストは就職採用試験を念頭に
置き、基本的に『バイエル』を使用する。同時に、各人のレヴェルに応じた幼児歌曲の弾き歌い数曲、
マーチ曲も習得する。二度の技能習得度チェック（実技）試験により、各自のレヴェル・アップを図
る。この試験では、技術向上のみを追うのではなく、保育者、幼児教育者として必要な音楽性、感性
の具備も求められる。
1．
各自の演奏技能の確認と次週課題提示。
2．
各自の進度に応じた『バイエル』他教則本課題曲の練習。
3．
『バイエル』他教則本課題曲の完成と新たな課題曲練習。
4．
各自の進度に応じた幼児歌曲数曲の伴奏部練習。
5．
幼児歌曲の弾き歌い練習。
6．
幼児歌曲試験課題曲の弾き歌い完成。
7．
幼児歌曲弾き歌い試験クラス内リハーサル。
8．
第１回技能習得度確認及び昇級実技試験。
9．
新たな『バイエル』他教則本課題曲の練習。
10． 『バイエル』他教則本課題曲の完成。
11． 『バイエル』他教則本試験課題曲の練習、及びリズム課題曲の練習。
12． 『バイエル』他教則本課題曲、及びリズム課題曲の完成。
13． 『バイエル』他教則本課題曲、及びリズム課題曲の暗譜。
14． 『バイエル』他教則本試験課題曲、及びリズム課題曲クラス内リハーサル。
15． 第 2 回技能習得度確認及び昇級実技試験。
基本的にはマン・ツー・マンの個人指導形態を採るが、実技試験前はクラス全体でリハーサル授業を
行う。初心者クラスではあるが、個人の進度に応じた高難度曲を使用しての授業も、個々に実施する。
個人の必要に応じて、補習も随時実施する。
授業毎に提示される課題曲を、毎日必ず 30 分間は練習する。
小林美実編 『こどものうた 200』 『続こどものうた 200』 チャイルド本社一宮道子編 『マーチ
集』 全音楽譜出版社
個人の進度に応じ、随時紹介する。
二度の実技試験結果７０％、授業参加度（受講姿勢）３０％の割合で評価する。毎回の授業へ向けた
練習姿勢を評価するゆえ、毎日の弛まぬ努力と意欲を求める。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標
授業概要

授業計画

授業方法

授業外学
習
教科書
参考書
評価方法

既修条件

器楽Ｂ
作野 理恵、内海 由美子、岡田 陽子、川村 公重、三浦 槙子、山本 夏実
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・
「器楽 A」で習得した基礎技術が向上し、保育者としての演奏技能、及び音楽表現力を習得できる。 ・
音楽的感性が更に磨かれ、子どもへの情緒教育指導力を体得できる。
『ブルグミュラー25 の練習曲』
『ソナチネ』レヴェルのコースで、基本的にこの 2 つの教則本を使用す
る。但し、個人のレヴェルに応じた他教則本使用も可能である。同時に保育現場で使用頻度の高い幼児
歌曲集の弾き歌い、マーチ等リズム曲演奏技能も習得していく。独奏曲実技試験では、
『ブルグミュラ
ー』
『ソナチネ』程度のピアノ曲を演奏する。ピアノ技術が進化する本科目では、技術のみではなく、
豊かな音楽性、歌心が求められる。
1．
各自の演奏技能の確認と次週課題提示。
2．
各自の進度に応じた『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本課題曲の練習。
3．
『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本課題曲の完成と新たな課題曲練習。
4．
『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本課題曲の完成と新たな課題曲練習。
5．
初・中級程度の幼児歌曲数曲の伴奏部練習。
6．
幼児歌曲の弾き歌い練習。
7．
幼児歌曲試験課題曲の弾き歌い完成。
8．
幼児歌曲弾き歌い試験クラス内リハーサル。
9．
第 1 回技能習得度確認及び昇級実技試験。
10．
『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本試験課題曲の練習、及びリズム課題曲の
練習。
11．
『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本試験課題曲の練習、及びリズム課題曲の
練習。
12．
『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本課題曲、及びリズム課題曲の完成。
13．
『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本課題曲、及びリズム課題曲の暗譜。
14．
『ブルグミュラー』
『ソナチネ・アルバム』他教則本試験課題曲、及びリズム課題曲クラス内
リハーサル。
15．
第 2 回技能習得度確認及び昇級実技試験。
基本的にはマン・ツー・マンの個人指導形態を採るが、実技試験前はクラス全体でリハーサル授業を行
う。個人の進度に応じた高難度曲を使用しての授業も、個々に展開する。個人の必要に応じ、補習も随
時実施する。
授業毎に提示される課題曲を、毎日必ず練習する。
小林美実編 『こどものうた 200』 『続こどものうた 200』 チャイルド本社一宮道子編 『マーチ
集』 全音楽譜出版社
個人の進度に応じ、随時紹介する。
二度の実技試験結果７０％、授業参加度（受講姿勢）３０％で評価する。毎回の授業へ向けた練習姿勢
が成績において大きな比重を占める上、
「ピアノ演奏」は採用試験のほぼ必須科目である故、毎日の弛
まぬ努力と熱意が求められる。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

音楽表現２
内海 由美子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・音楽の大切な要素である「音」や「リズム」を体で感じることで、音楽の基礎力、感性を高め、
「音
楽を体で感じて表現する」力が身につく。
・保育の現場でリトミック指導をすることができる。
・リズムを中心とした器楽合奏を積極的に取り入れることによって、保育現場での実践力が身につく。
・幼児歌曲における歌唱技術が向上する。
授業概要 古今東西の名曲（クラシック音楽、フォークソング、ポップス、歌謡曲等の流行曲も含む）の中で、
保育現場・小学校低学年で活かせる作品を使っての器楽合奏と歌唱も加えた組み合わせを体得してい
く。授業形態は前半が全員で、後半はグループ毎に分かれての実技演習となる。期間最後のグループ
発表会に向けての取り組みを通して、保育現場・小学校低学年での「表現」の中での「音楽」の役割
を理解していき、その基礎力、実践力、そして音楽における喜びを感じるようにする。
授業計画 １．リズム基礎演習１、リトミック演習１、幼児歌曲歌唱、合奏（ミュージックベル中心）
２．リズム基礎演習２、リトミック演習２、幼児歌曲歌唱、合奏（さまざまな打楽器にふれる）
３．リズム基礎演習３、リトミック演習３、幼児歌曲歌唱、合奏（幼児合奏曲）
４．リズム基礎演習４、リトミック演習４、幼児歌曲歌唱、合奏（ディズニーから）
５．リズム基礎演習５、リトミック演習５、幼児歌曲歌唱、合奏（ディズニーから）
６．リズム基礎演習６、リトミック演習６、幼児歌曲歌唱、合奏（ディズニーから）
７．リズム基礎演習７、リトミック演習７、幼児歌曲歌唱、合奏（ディズニーから）
８．リズム応用演習１、リトミック演習８、幼児歌曲歌唱、合奏（音楽発表会曲）
９．リズム応用演習２、リトミック演習９、幼児歌曲歌唱、合奏（音楽発表会曲）
10．リズム応用演習３、リトミック演習 10、幼児歌曲歌唱、合奏（音楽発表会曲）
11．リズム応用演習４、リトミックまとめ（3 歳児発表の実践）
、幼児歌曲歌唱、合奏（ベル）
12．リズム応用演習５、リトミックまとめ（4 歳児発表の実践）
、幼児歌曲歌唱、器楽合奏
13．リズム応用演習６、リトミックまとめ（5 歳児発表の実践）
、幼児歌曲歌唱、リズム課題
14．リズム応用演習７、アンサンブル試験にむけて練習
15．筆記試験（リズム演習）
、リズムアンサンブルテスト（グループ発表）リズム演習は、毎回「今日
のリズム」として学び、それに関する宿題を出す。毎回リトミックの演習を行い、現場での実践力に
つなげる。現場で大切な要素である歌に関して、多くの子どもの歌に触れることを目的に、歌唱を行
う。合奏はリズム中心のものから、保育現場で実際に使われている曲やクラシック曲まで幅広く取り
上げ、様々な楽器にふれる機会をもつ。
授業方法 保育現場でリトミック（リズムと歌）指導するときに必要な知識と力をつけるため、毎回演習を行う。
リズム課題を毎回行う。
（宿題も課す）幼児歌曲の歌唱を毎回行う。器楽合奏、幼児歌曲の歌唱指導も
順次取り入れていく。リズム演習課題の確認テストを授業の最後に行う。
（3 講時以降）
授業外学習 毎回授業で課すリズム課題を作成し、提出する。
教科書
合奏、リズム課題については自作楽譜を用いる。幼児歌曲については、器楽Ａ～Ｄで使用する教科書、
小林美実編『こどものうた 200』チャイルド本社を用いる。
参考書
石丸由理著『リトミック百科』ひかりのくに石丸由理著「うごきのためのリトミック百科ピアノ曲集」
ひかりのくに
評価方法 リズム課題の宿題（30％）リズム演習の確認テスト（30％）リズムアンサンブル課題テスト（20％）
授業への参加度（20％）
既修条件 なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス

科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

造形表現
髙間 準
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
前期
・子どもの造形・美術に係る表現活動を指導・援助するにあたり、表現の意味やそれに関する基礎的
な知識・技能を獲得できる。
・表現に関して積極的に取り組めるために、美術に関する歴史的な視点を得ることができるとともに、
それに関連した現代的・社会的役割も体得できる
。
・表現における多様な観点や方法を総合的に知り、自ら造形の表現に係るプログラムを立案できる能
力が身につく。
授業概要 まず第一に、造形に係る表現の意味について学び、絵画や製作の方法過程を重視した造形表現の現代
的な方向について概説する。また、子どもの特性について指導者・援助する者としての理解を深める
とともに、造形に関する創造性や感性を高められるよう、美術の基礎的な知識や技能について解説し、
それを制作させる。さらに、毎回の講義の中で、鑑賞に関する内容についても、テーマごとに作品例
をあげて解説する。
授業計画 第１回 主体的に描くこと、描く方法について（１）
第２回 主体的に描くこと、描く方法について（２）
第３回 見ること、見られることやその造形的なプロセスについて（１）
第４回 見ること、見られることやその造形的なプロセスについて（２）
第５回 表現における身体と行為について（１）
第６回 表現における身体と行為について（２）
第７回 五感を働かせて表現することについて（１）
第８回 五感を働かせて表現することについて（２）
第９回 協力して表現することについて（１）
第 10 回 協力して表現することについて（２）
第 11 回 表現の時代性・社会性について（１）
第 12 回 表現の時代性・社会性について（２）
第 13 回 表現における日本的な感覚や視点について（１）
第 14 回 表現における日本的な感覚や視点について（２）
第 15 回 まとめ
授業方法 演習方式として、授業ごとに課題を与え、その作品制作や活動記録をポートフォリオ（スケッチブッ
ク）に保管してまとめておく。
授業外学習 講義の中でテーマとして示した内容について、実際の美術作品ではどのような試みがされているかな
ど、図書館や学外の美術館にて積極的に調べ、表現に関する興味・関心を高めること。
教科書
教科書はなし。ただし、ポートフォリオとして使用するスケッチブックやその他の画材・素材などは、
購入の方法を別途指示する。
参考書
授業中に適宜紹介する。
評価方法 演習にて制作した作品についてのポートフォリオとしてのまとめ方・内容など 50％
授業への興味・関心、積極性・態度などの参加度 50％
既修条件 なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法

授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

身体表現
織田 恵輔
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・子どもの体力・運動能力を理解し、その測定方法と評価方法を検証できる。
・子どもの発育発達に合わせた運動遊びを学習し、その指導法を立案できる。
・様々な運動遊びの知識、技術を学び、模擬授業を通じて健康教育プログラムの立案ができる。
・保育者として環境設定（実技をするための準備）など、仲間と協調性を持って、取り組む。
運動種目の技能は幼児、児童期の運動体験に影響され家庭環境など個人差がみられる。運動習慣は、
一生涯の健康維持や性格形成にも影響を及ぼし、生活習慣病にも繋がることが考えられる。子どもの
身体活動や運動遊びの重要性を理解し、器械運動、移動系、平衡系、操作系運動などを組み合わせた
サーキット遊びを立案し、実践できるよう解説する。子どもの様々な運動遊びを学習し、身体を使っ
て表現する力を身につけることを目的に行う。
第 1 回 オリエンテーション（目標、概要について）
第 2 回 表現あそび 1
第 3 回 表現あそび 2
第 4 回 器械運動 1
第 5 回 器械運動 2
第6回
エクササイズ
第 7 回 移動系種目の実践
第 8 回 平衡系種目の実践
第 9 回 操作系種目の実践
第 10 回 サーキット遊び 1
第 11 回 サーキット遊び 2
第 12 回 模擬授業 1
第 13 回 模擬授業 2
第 14 回 模擬授業 3
第 15 回 まとめ
※1－2 回程度、J,K クラス合同で行う。
実技（体育館、グラウンド、サブアリーナ）運動できる服装（本学指定のトレーニングウェア）
、室内・
室外シューズ、タオル、ドリンク。※実技にふさわしくない服装の学生は、授業の参加を認めず、欠
席扱いとする。
毎回、講義内容を復習する。
なし。必要に応じてプリントを配布する。
適宜授業内で紹介する。
授業への参加度（学習意欲、態度（授業中の身体活動量も含む）
）70%、技術 20%、レポート 10%※詳細
は、第 1 回のオリエンテーションで説明する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

日本国憲法
吉井 武史
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
2
学期
前期
・近代立憲政治の思想と歴史を理解する。
・日本国憲法の三原則(平和主義・基本的人権の尊重・国民主権)につき洞察を深める。
・将来公教育に関わることを前提として、憲法理解を深める。
本来、近代的な憲法・法律は、人を縛る不自由なものというよりは、むしろ国民の権利や安全を守っ
てくれるものである。先人が寄せた憲法への期待、憲法成立過程とともに、憲法が具体的に国民の何
を守ろうとしているのかにつき解説する。社会性、遵法精神とともに、社会への問題意識や参加意識
を持つことも促したい。
第１回 憲法とは何か～イントロダクション～
第２回 日本国憲法の歴史(1)大日本帝国憲法成立まで
第３回 日本国憲法の歴史(2)日本国憲法成立まで
第４回 平和主義(1)その理念
第５回 平和主義(2)社会的現実
第６回 平和主義に関わる主な裁判
第７回 基本的人権の尊重(1)
第８回 基本的人権の尊重(2)新しい人権
第９回 基本的人権に関わる主な裁判
第 10 回 勤労の義務と権利
第 11 回 国民の政治参加(選挙・国会・地方政治)
第 12 回 間接民主制(内閣)
第 13 回 国民と司法の関わり(裁判所と裁判員)
第 14 回 財政と改正
第 15 回 まとめ
期末試験
講義形式とする
頻繁に小テストを実施するので、予習・復習が必須である。
随時，資料を配布する
授業中に適宜紹介する
期末試験 70％、小テスト 30％。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法

授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

スポーツ実技
織田 恵輔
週間授業
授業形態
実技
週１回
単位数
1
1
学期
前期
・運動、スポーツの楽しさを体験する。
・一生涯身体を動かすことを厭わない資質を獲得できる。
・自身の体力の向上を図る。
・保育者として環境設定（実技をするための準備）など、仲間と協調性を持って、取り組む。
運動習慣は、一生涯の健康維持や性格形成にも影響を及ぼし、生活習慣病にも繋がる。よって、本授
業は健康教育を実践することにより一生涯体を動かすことをいとわない資質づくりに励むことを目的
に行う。健康教育のためさらなる専門知識と運動技術の修得の必要性を理解し、体力の向上を促進す
る。
第1回
オリエンテーション（講義目的と評価および授業の進め方について解説）
第2回
新体力テスト①
第3回
新体力テスト②
第4回
テニス：練習
第5回
テニス：ゲーム
第6回
テニス：ゲーム
第7回
バレーボール：練習
第8回
バレーボール：ゲーム
第9回
バレーボール：ゲーム
第 10 回 ダンスエクササイズ
第 11 回 卓球：ゲーム
第 12 回 バドミントン：練習
第 13 回 バドミントン：ゲーム
第 14 回 バドミントン：ゲーム
第 15 回 クラス対抗ゲーム
※1－2 回程度、J,K クラス合同で行う。
実技（体育館、グラウンド、テニスコート、サブアリーナ）運動できる服装（本学指定のトレーニン
グウェア）
、室内・室外シューズ、タオル、ドリンク。
※実技にふさわしくない服装の学生は、授業の参加を認めず、欠席扱いとする。
テニス、バレーボール、卓球、バドミントンのルールを覚えてくる。
なし
適宜授業内で紹介する。
授業への取り組み状況・態度（授業中の身体活動量も含む）80%、各種目の習得状況 20%
※詳細は、第 1 回のオリエンテーションで説明する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法

授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

身体表現
織田 恵輔
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・子どもの体力・運動能力を理解し、その測定方法と評価方法を検証できる。
・子どもの発育発達に合わせた運動遊びを学習し、その指導法を立案できる。
・様々な運動遊びの知識、技術を学び、模擬授業を通じて健康教育プログラムの立案ができる。
・保育者として環境設定（実技をするための準備）など、仲間と協調性を持って、取り組む。
運動種目の技能は幼児、児童期の運動体験に影響され家庭環境など個人差がみられる。運動習慣は、
一生涯の健康維持や性格形成にも影響を及ぼし、生活習慣病にも繋がることが考えられる。子どもの
身体活動や運動遊びの重要性を理解し、器械運動、移動系、平衡系、操作系運動などを組み合わせた
サーキット遊びを立案し、実践できるよう解説する。子どもの様々な運動遊びを学習し、身体を使っ
て表現する力を身につけることを目的に行う。
第 1 回 オリエンテーション（目標、概要について）
第 2 回 表現あそび 1
第 3 回 表現あそび 2
第 4 回 器械運動 1
第 5 回 器械運動 2
第6回
エクササイズ
第 7 回 移動系種目の実践
第 8 回 平衡系種目の実践
第 9 回 操作系種目の実践
第 10 回 サーキット遊び 1
第 11 回 サーキット遊び 2
第 12 回 模擬授業 1
第 13 回 模擬授業 2
第 14 回 模擬授業 3
第 15 回 まとめ
※1－2 回程度、J,K クラス合同で行う。
実技（体育館、グラウンド、サブアリーナ）運動できる服装（本学指定のトレーニングウェア）
、室内・
室外シューズ、タオル、ドリンク。※実技にふさわしくない服装の学生は、授業の参加を認めず、欠
席扱いとする。
毎回、講義内容を復習する。
なし。必要に応じてプリントを配布する。
適宜授業内で紹介する。
授業への参加度（学習意欲、態度（授業中の身体活動量も含む）
）70%、技術 20%、レポート 10%※詳細
は、第 1 回のオリエンテーションで説明する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法

授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

英語１
蔵田 實
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
前期
・英語に苦手意識を持つ履修者であっても初歩的な英語によるコミュニケーションができるようにな
る。
・保育の現場で使用する基本的な英語力が身につき、対処できるようになる。
受講者が英語の基礎となる文法や語句を楽しく学べるように、ゆっくりとステップアップしていきま
す。また教材を保育園や幼稚園の生活で取り扱う内容で構成し、道案内や童謡、カード作成など、ペ
アワークやグループワークなども取り入れます。ゲームやアクティビティを通じて、簡単な英語での
コミュニケーションが出来るように進めます。授業運用は日本語で行います。
１．Orientation；Please Speak More Slowly.
２．Hi, I’m Yuri Tanaka.
３．Where is the Multi-purpose Room?
４．Good Morning. How are you today?
５．What Color Do You Like?
６．There’s a Ladybug on the Leaf.
７．It’s Time to Play Outside.
８．She is Allergic to Eggs.
９．You Should Go to the Bathroom.
１０．We Made Masks Today.
１１．If It Rains, What Happens?
１２．What Shall We Do Today?
１３．I Feel Feverish.
１４．This Is Yuri From Cosmos Day Care Center.
１５．Thank You Very Much for Everything.
１４のユニットを毎時間１ユニットずつ、必要に応じて補助教材も用いながら進めます。各ユニット
は簡単な会話から始まり、語句の確認、文法・語法のポイントを押さえながら、異文化の理解やミニ
知識のコーナーを設け、実践的なタスクを中心に行います。ユニット１から１４まで保育園での出来
事を一定の流れを持ちつつ、日常英会話としても役立つよう取り組みます。
授業の予習およびユニットの内容にかかわる宿題。
土屋麻衣子「Happy English for Childcare―保育のための基礎英語」金星堂、２０１５年
特になし
小テスト５０％
授業参加度３０％
宿題２０％
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法

授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

英語２
Rebecca Anne Arthur
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
Students will be able to use English vocabulary, grammar and communications strategies that
are useful when working in daycare centers, nursery schools or kindergartens.Students will be
able to communicate in simple English about topics that are related to work in daycare centers,
nursery schools or kindergartens.Students will learn simple English songs and games that can
be taught to young children.
Eigo 2 continues to focus on improving communication English skills that are useful when working
in daycare centers, nursery schools or kindergartens. Each unit introduces a specific topic
as well as relevant vocabulary, grammar, and functions through a variety of exercises and
activities. Students work in pairs and small groups to complete various speaking and listening
tasks. Simple English songs and games for children are also introduced. There are weekly quizzes
and two speaking tests. (Key points: 保育の英語コミュニケーションスキルの基礎, スピーキング
テスト)
1.
Start Unit 8: Lunchtime
2.
Finish Unit 8 (Talking about food)
3.
Unit 9: Toilet Dialog
4.
Start Unit 10: Fighting
5.
Finish Unit 10 (Apologizing)
6.
Start Unit 11: Injuries and Illnesses
7.
Finish Unit 11, (Talking about health) Test preparations
8.
Start Unit 12: Telephone Calls (Talking on the phone)
9.
Finish 12, Start Unit 13: Field Trip
10.
UNITS 8-11 TEST
11.
Finish Unit 13 (Talking about plans)
12.
Unit 14: Baby Care (Talking about babies)
13.
Finish Unit 14, Start Unit 15, Test Preparations
14.
Unit 15: Graduation Day (Saying goodbye)
15.
UNIT 12-15 TEST and Conclusion
Each unit introduces a situation that is common when working in daycare centers, nursery schools
or kindergartens. Relevant vocabulary, grammar, and functions are introduced through a wide
variety of exercises and activities. These include all 4 skills: speaking, listening, reading
and writing. Students often work in pairs and small groups to complete the activities and
exercises. Students are expected to actively participate in the class.
Students have weekly homework to review the class lessons. There are also unit quizzes and 2
speaking tests.
Naoko Akamatsu & Yoko Hisatomi, Childcare English, Houbunshorin, 2009.
Japanese-English dictionary
30% Class Participation20% Quizzes20% Homework30% Speaking Tests
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法

授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

英語２
佐竹 純子
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・英語に苦手意識を持つ履修者であっても初歩的な英語によるコミュニケーションができるようにな
る。
・保育の現場で使用する基本的な英語力が身につき、対処できるようになる。
英語１で学んだ英語力を基本に、受講者が保育の現場で使用する基本的な英語の単語や語句を楽しく
学びながら、さらにステップアップしていきます。教科書として保育を学ぶ人のためのテキストを使
用します。リスニング、ペアワークやグループワークなども取り入れて、簡単な英語でのコミュニケ
ーションが出来るように進めます。授業運用は日本語で行います。
１．First Step to Childcare English ガイダンス、保育の英会話の第一歩
２．Welcome to Minato Nursery School!外国人の子どもの入園とあいさつ
３．Time and Numbers 時間、数、入園時の所持品
４．Directions 保育園の周辺マップ、道順、案内
５．Davy Meets His Classmate Takashi クラスメイトとの出会い、子どもの遊び
６． Dropping Davy Off and Picking Him Up 登園と降園、天候や感情を表す表現、 時制
７．Jobs at Nursery School 保育者の仕事についての表現
８．Lunchtime 食事、調理法、分量、嗜好などの表現
９．Toilet Dialog 排泄に関する会話、連絡帳、コミュニケーション
１０．Fighting けんか、文房具、体の部位の表現、 命令文
１１．Injuries and Illnesses けがと病気、症状、医療機関、救急処置
１２．Telephone Calls 電話での応対や招待、メッセージの書き方
１３．Field Trip 遠足、交通機関など
１４．Baby Care 赤ちゃんへの言葉かけ、育児用品、赤ちゃんの成長・発達
１５．Graduation Day 卒園 、祝福、感謝の表現、まとめ
１５のユニットを毎時間１ユニットずつ、必要に応じて補助教材も用いながら進めます。各ユニット
は簡単な会話から始まり、語句の確認、文法・語法のポイントを押さえながら、異文化の理解やミニ
知識のコーナーを設け、実践的なタスクを中心に行います。ユニット１から１５まで保育園での出来
事を一定の流れを持ちつつ、日常英会話としても役立つよう取り組みます。
授業の予習およびユニットの内容にかかわる宿題
赤松直子、久富陽子『保育の英会話―Childcare English』萌文書林、２００４年（第２版）
特になし
小テスト５０％ 授業参加度 ３０％ 宿題：２０％小テストは採点後、返却する。
なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

中国語１
左 虹
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
前期
・中国語の発音と文法を習得し、基本的な日常会話ができる。
・さまざまな側面から、現代中国につい
て理解する。
授業概要 中国語を初めて勉強する学生に対して、表現力を中心とした授業を実施する。音声、特に会話力に重
点を置く。正しい発音の基礎、聴く力の向上に努める。もちろん、構造を理解して、会話文を正しく
読解する力を身につけることも心がける。毎回の授業は、発音を練習しながら、自己紹介、家族、趣
味、年齢、日付などを主にした簡単な会話文を中心に進める。また中国の文化、思想、中国人の考え
方、習慣なども紹介する。
授業計画 第１回 オリエンテーション 中国語の紹介
第２回 発音編その 1
第３回 発音編その 2
第４回 発音編その 3
第５回 第 1 課 あなたは中国人ですか①
第６回 第 1 課 あなたは中国人ですか②
第７回 第 1 課 あなたは中国人ですか③
第 2 課 これは何ですか①
第８回 第 2 課 これは何ですか②
第９回 第 2 課 これは何ですか③
第 3 課 どこへ行きますか①
第１０回 第 3 課 どこへ行きますか②
第１１回 第 3 課 どこへ行きますか③
第 4 課 この鞄はおいくらですか①
第１２回 第 4 課 この鞄はおいくらですか②
第１３回 第 4 課 この鞄はおいくらですか③
第 5 課 用事がありますか①
第１４回 第 5 課 用事がありますか②
第１５回 第 5 課 夜用事がありますか③
期末試験
授業方法 ・毎回の授業において、声を出して繰り返し発音する予定。学生の学習能力に合わせて、進度を調整
する。
・指定した教科書の他、ビデオ、カセット、DVD などを通じて、発音を練習し、習った言葉を会話にチ
ャレンジさせる。
授業外学習 習った内容の復習。教科書に付属している CD を聞いて習った発音を確認する。
教科書
[中国語はじめの一歩]尹 景春, 竹島 毅, 竹島 金吾
白水社
参考書
適宜紹介する。
評価方法 期末試験（筆記）の成績 70％と授業への参加度 30%で総合評価する。
授業への参加度：授業への取り組み 15%、提出物 15％の成績。
既修条件 なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

中国語２
左 虹
週間授業
授業形態
演習
週１回
単位数
1
1
学期
後期
・中国語Ⅰで習った語彙と文法を使って、日常会話を話したり、簡単な作文を書いたりすることがで
きる。
・さまざまな側面から、現代中国について理解する。
授業概要 中国語を半年勉強した学生に対して、発音基礎を固めながら、表現力のさらなる向上を目指す。表現
パターン、語彙量を増やしながら、陳述、依頼などの表現を含む簡単な会話を理解し、コミュニケー
ション力をつけていくように授業を進める。また中国の歴史、文化、社会などに関する内容も積極的
に取り入れ、中国語を学習しながら、時事中国についての知識も身につけていきたい。
授業計画 第１回 オリエンテーション
第 6 課 ご飯を食べましたか①
第２回 第 6 課 ご飯を食べましたか②
第３回 第 6 課 ご飯を食べましたか③
第 7 課 あなたは何人家族ですか①
第４回 第 7 課 あなたは何人家族ですか②
第５回 第 7 課 あなたは何人家族ですか③
第 8 課 何時からアルバイトが始まりますか①
第６回 第 8 課 何時からアルバイトが始まりますか②
第７回 第 8 課 何時からアルバイトが始まりますか③
中間テスト
第８回 第 9 課 アメリカに行ったことがありますか①
第９回 第 9 課 アメリカに行ったことがありますか②
第 10 回 第 9 課 アメリカに行ったことがありますか③
第 10 課 あなたは歌えますか①
第 11 回 第 10 課 あなたは歌えますか②
第 12 回 第 10 課 あなたは歌えますか③
第 11 課 何をしていますか①
第 13 回 第 11 課 何をしていますか②
第 14 回 第 11 課 何をしていますか③
第 12 課 楽しい旅を①
第 15 回 第 12 課 楽しい旅を②
期末試験
授業方法 ・毎回の授業において、声を出して繰り返し発音する予定。学生の学習能力に合わせて、進度を調整
する。
・指定した教科書の他、ビデオ、カセット、DVD などを通じて、発音を練習し、習った言葉を会話にチ
ャレンジさせる。
授業外学習 習った内容の復習。教科書に付属している CD を聞いて習った発音を確認する。
教科書
[中国語はじめの一歩]尹 景春, 竹島 毅, 竹島 金吾
白水社
参考書
適宜紹介する。
評価方法 期末試験（筆記）の成績 70％と授業への参加度 30%で総合評価する。授業への参加度：授業への取り
組み 15%、提出物 15％の成績。
既修条件 なし

２０１７年度 幼児教育保育学科教職課程科目シラバス
科目名
教員名
授業種別
開講間隔
履修年次
到達目標

授業概要

授業計画

授業方法
授業外学習
教科書
参考書
評価方法
既修条件

基礎情報学
白松 直樹
週間授業
授業形態
講義
週１回
単位数
2
1
学期
後期
1.幼稚園や保育園現場での実務に役立つ情報技術の活用についの知識を持つ。
2.保育現場で活用できる文書作りの体験を通して、Word,Excel の基本的な操作を習得する。
3.現場に役立つ資料作成と発表の体験を通して PowerPoint の基本的な操作を習得をする。
幼稚園教諭として保育現場での、情報機器活用の理解と利用技術の習得をめざす｡単なる情報機器操作
の How to 教育にとどまらず、プール学院大学付属幼稚園に新しく着任した新人幼稚園教諭になったと
想定して、授業を進める。保育現場で必要な資料を作成し、プレゼンテ一ションを行う。これらを通
じて保育現場での情報機器の効果的な活用を習得する。
1. オリエンテーション：授業方針、授業計画、評価方法などの説明。
2. 自己紹介（Word）
：新任幼稚園教諭としての自己紹介の挨拶文（Word）作成。
3. 自己紹介（Word）
：挨拶文の作成の続きとスピーチ内容の検討（Word による文書作成）
。
4. 自己紹介（Word）
：自己紹介スピーチ（新人幼稚園教諭としての挨拶。
5. 園児管理票（Excel）
：Excel の基本操作。
6. 園児管理票（Excel）
：園児管理票の作成（Excel 応用機能）
。
7. 行事企画（Power Point）
：Power Point 操作法の演習①
8. 行事企画（Power Point）
：Power Point 操作法の演習②
9. 行事企画（情報収集）
：幼稚園行事の企画検討（遠足、運動会、クリスマス会などの企画作成）情
報収集、テーマ検討、グループ分け。
10. 行事企画（Power Point）
：幼稚園行事の企画作成（グループでの資料作成①）情報整理、シナリ
オ、役割分担、資料作り。
11. 行事企画（Power Point）
：幼稚園行事の企画作成（グループでの資料作成②）資料作りの続き（各
自 3 ページ以上の資料作成）
。
12. 行事企画（Power Point）
：幼稚園行事の企画作成（資料作成とプレゼン・リハーサル）プレゼン
に向けての役割分担、アニメーション、リハーサル、不足資料追加作成。
13. 行事企画（Power Point）
：幼稚園行事の企画発表（グループによる行事企画の発表①
14. 行事企画（Power Point）
：幼稚園行事の企画発表（グループによる行事企画の発表②
15. 授業まとめ(Word、Excel、Power Point)
コンピュータ室での講義と演習｡
※1 年前期の情報処理演習の履修が前提です。
・授業時間内に課題を完成できない場合は、課外で完成させ、期限内に提出すること。
・課外において
も、任意課題をできるだけ全て完成させ、期限内に提出すること。
実教出版編修部『30 時間でマスターOffice2010』実教出版その他のプリント類は授業時に配付する。
村上優編『保育の創造を支援するコンピュータ』保育出版社 2006 年
授業への参加度(50%)､課題提出(50%)※履修条件：情報処理演習を受講したかそれと同等の知識を有し
ていること。
なし

