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 履修・登録上の注意 要件１対応修正版（案） 

  

選択科目 受講登録上の注意 
 

⚫ 選択科目は、受講登録をした上で履修します。登録しなかった科目は、履修できません。受講

登録は、別紙の「受講登録票」で行います。 

⚫ 卒業に必要な選択科目の単位は、２年間で 教養科目５科目のうち３科目以上６単位以上、 

 専門科目３科目のうち２科目以上３単位以上です。 

⚫ 配当されている回生以外の科目は、原則として登録（受講）できません。 

１回生が２回生配当科目を登録することは原則できません。 

⚫ 講義概要をよく読んで、登録する科目を決定して下さい。一旦登録した科目の変更はできません。 

⚫ 選択科目の講義概要は、教養科目が２～４ページに、専門科目が 2２～2３ページにあります。 

⚫ 「受講登録票」は、ペンで（控）・（提出用）の両方に必ず記入し、（控）と（提出用）は切

り取らずに事務窓口に提出して下さい。 

⚫ 「受講登録票」の書き方は、記入要領に従って下さい。 

⚫ 大学に２年以上在学した者、または大学（短期大学を含む）を卒業した者は、願い出により教

科目（教養科目のみ）の履修を一部免除することがあります。該当者は、別途「履修免除願」

により願い出て下さい。なお、履修免除を受けようとする科目は、必ず登録して下さい。 

 

記入要領（1 回生） 
 １回生配当科目のみについて、登録する科目の［登録］欄に［○］をつけて下さい。 

 １回生配当科目で、登録しない科目の［登録］欄に、斜線［／］を引いて下さい。 

 １回生時に修得する予定の科目数と単位数を［計①］と［計③］に記入して下さい。 

 ２回生配当科目については空欄にしておいて下さい。 

 修得する予定の選択科目の総科目数と総単位数を、基礎科目・専門科目とも［合計］の欄に記

入して下さい。 

 

 

記入要領（２回生） 
 １回生配当科目について、既に単位を取得した科目には［登録］欄に［済］と記入して下さい。 

 １回生配当科目で、単位が未修得の科目（登録しなかった科目を含む）には［登録］欄に斜線

［／］を引いて下さい。 

 １回生時に修得した科目数と単位数を［計①］と［計③］に記入して下さい（学業成績通知書

で必ず確認して下さい）。 

 ２回生配当科目について、登録する科目の［登録］欄に［○］をつけて下さい。 

 ２回生配当科目で登録しない科目の［登録］欄に、斜線［／］を引いて下さい。 

 今年度修得する予定の科目数と単位数を［計②］と［計④］に記入して下さい。 

 修得する予定の選択科目の総科目数と総単位数を、基礎科目・専門科目とも［合計］の欄に記

入して下さい。 

 

 



[宗教]                   必修  

 － 1 － 

科目名 5010 1010 担当者 

宗教 池田 奈緒実 他 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 

２回生 
２年間通年 演習・必修 ２ 

テーマ 

★本学院のキリスト教精神を理解する。 

★ひとりひとりの命の大切さ、尊さ、重さを理解する。 

★キリスト教における“愛”の理解と実践。 

講義内容 

≪チャペルアワーより≫ 

☆京都近郊のキリスト教会の牧師、キリスト教会福祉

事業の分野で活躍している方々を中心に講師を招

き、その方々の実践活動のお話を伺う。加えて、視

聴覚教材（DVD・絵本など）を通して学ぶ機会も取

り入れる。 

☆「お話」から様々な人の生き方に出会い、また

人と共に歩む者として大切となる考え方を知

る。 

☆自分自身に向き合い、自分の長所、短所、神様

からいただいた賜物、また自身の弱さを知りそ

の上で自分を好きになる。 

また、対人援助者（保育奉仕者）として人と向

きあう姿勢、心構えを学ぶ。 

☆聖書から、イエス・キリストの歩みを知る。 

（旧約聖書・新約聖書） 

☆讃美歌を歌う事を通して祈る。 

☆キリスト教に関する行事を知る。 

（イースター・ペンテコステ・クリスマスｅｔｃ．） 

≪行事≫ 

①新入生研修会（１回生）・交流会（１回生＋２回生） 

②クリスマス特別授業（１回生＋２回生） 

③クリスマス施設訪問（１回生＋２回生） 

④クリスマス特別礼拝（１回生＋２回生） 

⑤卒業特別礼拝（２回生） など 

評価 ①定められたチャペルアワー、行事に全出席す

る。 

②指定したレポートを期日を守って提出する。 

テキスト ①聖書（新共同訳）」 日本聖書協会 

②「讃美歌 21」 日本基督教団出版局 

その他：チャペルアワー（毎週水曜日）の出席について 

・半期ごとに配布される予定表を参考に、各自指定さ

れた回数以上を出席する。 

・11 時 10 分以降の入室は認めない。 

・持参するもの：聖書、讃美歌、筆記用具、チャペル

アワー用ファイル（各自でＡ４ファイルを用意） 

・遅刻・欠席・早退の場合、担当教員に連絡、相談の

上、補いなどその後の対応を確実に行うこと。 

実務経験 有り 

お招きする講師は、キリスト教会の牧師、キリスト教社

会福祉実践者を中心としている。その方々の実践経験を伺

うことで、キリスト教の“愛”を学び、社会福祉の実践者

としての心構えを築く。 



［教養科目］ 選択（3 教科 6 単位以上を選択）  

 

 － 2 － 

 

科目名 5012  担当者 

リトミック（ﾍﾞｰｼｯｸ） 山岡 紀美子 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・選択 １ 

テーマ 

講義内容 

第１回    リトミック研究センターと指導資格の紹介  

          指導書、教具の使い方、即時反応 

第２回    基礎的な動き①  基礎リズム①（２拍子）  

          強弱・テンポ・空間・アクセント①  

第３回    基礎的な動き②  基礎リズム②（２拍子）  

拍子①  

第４回    リズムの演奏法（３歳児指導法：１学期）  

第５回    ３歳児指導法（１学期）  

第６回    リズムの演奏法（３歳児指導法：２学期）  

第７回    ３歳児指導法（２学期）  

第８回    基礎リズム③（２拍子）  拍子②  

第９回    ３歳児指導法（３学期）  

第 10 回    リズムの演奏法（３歳児指導法：３学期）  

第 11 回    基礎リズム④（３拍子・４拍子） 拍子③  

第 12 回    ３歳児指導法総括  －１～３学期    

第 13 回    リズムカノン①の導入  リズムフレーズ

①（２拍子・３拍子）  

第 14 回    リズムの演奏法（３歳児指導法  －１～

３学期）  

第 15 回    認定試験 

評価 

評価はリトミック研究センターによる幼稚園・保育園のた

めの指導資格認定試験審査基準に従って行う。  

平常点 40％、実技試験 60％とする。 

テキスト 

『幼稚園・保育園のためのリトミック  ３歳児用』  

（リトミック研究センター出版、1990 年）    

教具として、「カラーボード（４色４枚）・スティック・

CD（幼稚園・保育園のための指導資格リズム課題練習用

１・２級）」（リトミック研究センター）を使用する 

その他 動きやすい服装（パンツスタイル）にて参加する

こと。必ず上靴着用のこと。 

実務経験  リトミック研究センター教員養成校講師

（2020 年～現在）、リトミック研究センター研究室研究

員（2011 年～現在）、奈良第一支局指導スタッフ、全国

にて保育園連盟、幼稚園連盟、他春期、夏期などの保育者、

音楽指導者向けの研修会を行う。 

 

 

科目名 5020 担当者 

法律学 古田 洋之 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・選択 ２ 

テーマ 

 

私たちは子どもを守る拠り所として、多くの法をも

っています。「子どもを守る」ということは、子ども

の権利を守るということになります。そこで、子ども

の諸権利を概観し、どのようにして子どもの権利は守

られるのか、そこにはどのような課題があるのかを考

察します。 

 

講義内容 

 

１．隣人訴訟にみる法の役割と地域福祉のあり方 

２．ドメスティックバイオレンスと法 

３．離婚訴訟における養育責任 

４．生殖補助医療と幸福追求権 

５．児童虐待に関する法制度 

６．子育てという権利と世話の社会化 

７．家族の多様化とワークライフバランス 

８．働き方の変化と労働法 

９．子育てと環境権 

10．安全配慮義務と事故の法的責任（権利救済法） 

11．プライバシー、個人情報の保護 

12．少年司法 

13．保育士の冤罪事件にみる人身の自由と適正手続 

14．国民の司法参加 

15．試験 

 

評価 

レポートの実施状況、試験により評価する 

 

テキスト 

六法 

 

その他 

 

実務経験 

 なし  

 



［教養科目］ 選択（3 教科 6 単位以上を選択）  

 

 － 3 － 

科目名 5030 担当者 

生物学 奥山 永 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 講義・選択 ２ 

テーマ 

生物学的な知識を持つことは、子供たちの質問や好奇

心に答えていくためには欠かせない事柄の１つであ

り、野外における活動を企画・実行する際にも大いに

役立つ。本講義では、基礎的な生物学の知識を得ると

ともに、生命活動に関する知識や、生物と環境あるい

は人間生活との関わりを学ぶ。 

 

講義内容 

1～3.  生物学の基礎知識（動植物の行動や構造につい

て） 

4.      生命活動と生理生態的特性 

5～6.  生物間相互作用（共生、捕食、寄生など） 

7～8.  野外実習 

9～10. 生殖・発生 

11.    生態系と生物多様性 

12.    地球環境問題 

13.    進化 

14.    農業 

15.    試験 

 

評価 

試験・野外観察に関するレポートにより評価 

 

テキスト 

なし 

 

その他 

・野外実習を一度行う予定です。実習時は活動しやす

い服装で来てください。第 7・8 回に行う予定になっ

ていますが、その他の講義や行事などとの関係から実

習日程はずれることがあります。 

 

 

実務経験  

 なし 

 

 

 

 

 

  

科目名 5040 担当者 

心理学 姜 娜 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 講義・選択 ２ 

テーマ 

人間の行動の基礎にある心理を理解する。 

本講義では、自己理解を深め、他人の心理を理解す

ることを学ぶ。研究結果と事例などを紹介し、心理学

のおもしろさにふれながら、より良く生きるためのヒ

ントを学んでいく。 

講義内容 

１．授業ガイダンス・導入心理学の理論と方法 

２．感覚と知覚 

３．記憶と学習 

４．知能 

５．情動 

６．気質と性格 

７．社会心理学 

８．対人関係 

９．集団と個人 

10．発達－乳幼児期から老年期まで 

11．発達－遺伝と環境 

12．発達障害と精神障害 

13．臨床心理学の構造とアセスメントの実際 

14．臨床心理学理論と介入の技法 

15．試験 

評価 

出席状況・授業態度・意欲・試験 

 

テキスト 

なし。 

授業時に参考資料を適宜示す。 

その他 

配布資料とスライドを用いて講義を進めます。 

専用のファイルを用意することが望ましい。 

実務経験  

 都内小学校の子どもと親の相談員、公立中学校のカウ

ンセラーなどを経験し、子どもだけではなく、その家

族への支援も行ってきた。学校現場で教育相談のチー

ムワークに携わり、子どもへの理解と援助について検

討し実践してきた。乳幼児をもつ保護者へのインタビ

ュー及び家庭行動観察を行っている。これらを授業に

活かしたい。 

 



［教養科目］ 選択（3 教科 6 単位以上を選択）  

 

 － 4 － 

 

科目名 5050 担当者 

英語 花岡 貴史 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 通年 演習・選択 ２ 

テーマ 

前期は英語に親しむことを目的とし、歌やゲーム、

英語の絵本などを取り入れた授業を行う。 

後期は外国人児童と関わる際に必要な英単語や表現

を中心に学習する。 

講義内容 

前期 

①英語の子どもの歌や有名なポップスから学ぶ 

②欧米で遊ばれるゲームや遊びから学ぶ 

③英語の絵本から学ぶ 

④動物や日用品に関する単語を学ぶ 

⑤世界地図など地理を英語で学ぶ 

⑥英語でクイズ 

後期 

 ①ワークシート「外国人児童との出会い」 

 ②ワークシート「遊びや遊具」 

 ③ワークシート「病気やケガの場合」 

 ④ワークシート「宗教、文化、風習の違い」 

 ⑤ワークシート「色々な施設や建物」 

 ⑥クリスマスの英語 

 ⑦ワークシート「ケンカをしたとき」 

 

 前期後期とも各項ごとにプリントを配布し、２～３

回に分けて行う 

評価 

出席、提出物、準備など 

 

テキスト 

使用しないが、各自英和・和英辞書（電子辞書可）

を必携とする 

 

その他 

 

実務経験 有り 

英会話・英語の個別指導、英訳・翻訳業務の経験を

通して実践的な使える英会話・英語文法表現を学ぶ。

インターナショナルスクール出身 

  



［教養科目］ 必修  

 － 5 － 

  

科目名 5060 担当者 

体育講義 北野 剛教 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 通年 講義・必修 １ 

テーマ 

 

 体育とスポーツは同義語でしょうか？ 

 この講座は「体育」と称していますが、今一度みんなで考

えてみましょう。このことが体育スポーツを生涯にわたって

自分のものにする原点となるでしょう。「する」「見る」「支

える」の視点で学習することにします。 

 

講義内容 

下記の内容について、講義する。 

●体育・スポーツの考え方 

●その歴史からみた体育・スポーツ 

●現代社会におけるスポーツとは 

●トレーニングと体力 (健康) づくり 

●運動処方の仕方 

●運動の強度・時間・頻度 

●運動の心身に及ぼす影響 

●生涯スポーツ 

●日常生活の中での体力・運動能力の保持・増進 

●体育・スポーツの各人の人生における関わり方と、

その存在価値を考える。 

評価 

定期試験  30％ 

授業内発表 30％ 

授業出席  30％ 

態度    10％ 

テキスト 

 枡岡義明・山口孝治・西村 誠 

「新 体育あそびアラカルト」 昭和堂 

また、必要なことについてはコピー配布します。 

その他 

 レジュメを配布することも多いので、専用のファイ

ルを準備すること。 

実務経験 

 高校現場でのスポーツ指導経験を活かして、体育、

スポーツを「する」、「見る」、「支える」の視点で

学習し、障害にわたって自分のものにできるように学

びを深めていく。  

 

科目名 5070 担当者 

体育実技 北野 剛教 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 通年 実技・必修 １ 

テーマ 

 

まずからだを動かすことの楽しさを実感します。そ

の実感が日常生活に積極的に反映されれば、スポーツ

心を備えた豊かさにつながります。キーワードは楽し

くスポーツしようです。 

 

講義内容 

 

学内および学外にて行います。 

●オリエンテーション 

 体育とスポーツの関係 ～各自のスポーツの関わり方～ 

●体力とスポーツの関係 ～体力とトレーニング～ 

●トレーニング処方と具備条件  ～サーキットトレーニングとその方法～ 

●スポーツ心でアイスブレーキング 

●ポイントオリエンテーリング 

●コンディショニング運動・ゲーム 

●フィットネス・ゲーム①② 

●ウォーキング 

●チャレンジ・ザ・ゲーム①～③ 

●まとめ 

 

評価 

定期試験  30％ 

授業内発表 30％ 

授業出席  30％ 

態度    10％ 

 

テキスト 

 枡岡義明・山口孝治・西村 誠 

「新 体育あそびアラカルト」 昭和堂 

また、必要なことについてはコピー配布する。 

 

その他 

 

 実技を行うので、体育のできる（運動できる）服装

（ジャージ上下）・上靴を必ず持参すること。 

実務経験  

 高校現場でのスポーツ指導の経験を活かして、から

だを動かすことの楽しさを実感し、生涯にわたってス

ポーツを続けていく姿勢を身につけていく。 



［専門科目］ 必修  

 － 6 － 

 
 

科目名 5080 担当者 

保育原理Ⅰ 中江 潤 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

 保育についての基本的な知識や考え方を総合的に学ぶ中

で保育者になるための学びを深めていく。 

 

講義内容 

 

１．保育とは 

（１）保育のはじまり、人間形成の基礎を培う営み 

（２）乳幼児期の独自性を尊重する営み 

（３）保育についての法と制度 

２．乳幼児期の発達  発達とは 

３．乳幼児の遊び  遊びの意義 

４．保育の内容 

（１）保育所保育指針と基本原則 

（２）養護と教育 

（３）領域とねらい及び内容 

（４）幼児教育 

（５）保育の内容変換 

５．保育の方法とは 保育の方法 

６．保育を支えた人々諸外国 

（１）保育を支えた人々諸外国 

（２）日本の保育を築いた人々 

７．日本における現代的課題 

評価 

定期試験、レポート、授業態度及び保育者になろう

とする姿勢 

テキスト 

 

柏原栄子他編著「新現代保育原理」 建帛社 

 

その他 

 

実務経験 有り 

 保育園・認定こども園の副園長・園長を２８年勤め、

園の運営、保育者の保育の指導、保護者の子育ての支

援に携わて来た。これらを活かし、現場の視点から保

育についての学びを深めていく。 

科目名 5160 担当者 

保育者論 中江 潤 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 講義・必修 ２ 

テーマ 

保育者になるための学習として、保育についての実践

的な知識や考え方を総合的に学び、保育者となるため

の資質の基礎を培う 

講義内容 

１．保育者の役割と倫理 

（１）役割・職務内容 

（２）倫理 

２．保育士の制度的位置付け 

（１）児童福祉法における保育士の定義 

（２）資格・要件 

（３）欠格事由、信用失墜行為及び秘密保持義務等 

３．保育士の専門性 

（１）保育士の資質・能力 

（２）養護及び教育の一体的展開 

（３）家庭との連携と保護者に対する支援 

（４）計画に基づく保育の実践と省察・評価 

（５）保育の質の向上 

４．保育者の連携・協働 

（１）保育における職員間の連携・協働 

（２）専門職間及び専門機関との連携・協働 

（３）地域における関係機関等との連携・協働 

５．保育者の資質向上とキャリア形成 

（１）資質向上に関する組織的取組 

（２）保育者の専門性の向上とキャリア形成の意義 

（３）組織とリーダーシップ 

 

評価 

定期試験、レポート、授業態度及び保育者になろう

とする姿勢 

 

テキスト 

柏原栄子他編著「新現代保育原理」 建帛社 

その他 

 「保育原理Ⅰ」「保育者論」における基礎の把握と

「保育所実習」における実践学習を、自覚を持って

結び付け整理する姿勢を期待する。 

実務経験 有り 

 保育園・認定こども園の副園長・園長を２８年勤め、

園の運営、保育者の保育の指導、保護者の子育ての支

援に携わて来た。これらを活かし、現場の視点から保

育者のあり方についての学びを深めていく。 



［専門科目］ 必修  

 － 7 － 

  

科目名 5090 担当者 

保育原理Ⅱ 入 順子 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

 建学の精神を理解するため、聖書を通して、多様な

価値観、人間観を学びます。その中で、保育にかかわ

る人のあり方、キリスト教保育の方向性などを探って

いきたいと願っています。 

 

講義内容 

１．オリエンテーション「ぶどうの木」 

２．聖書概説 

３．保育とキリスト教―日本の保育史との関連で 

４．保育とキリスト教―欧米の保育史との関連で 

５．天地創造とフレーベル 

６．命の始まり  

７．命を尊ぶ イエスと子ども  

８．隣人愛の実践 

９．平等とは  

10．援助者として 

11．障がい児保育 

12．ジェンダーと保育  

13．教会暦 クリスマスとイースター 

14．子ども礼拝の実際  

15．試験 

評価 

 試験・課題・コメントシート・出席状況等で評価す

る 

テキスト 

●新共同訳聖書 

 

その他 

課題：教会礼拝出席のレポートを 1 回提出すること。 

 

実務経験 

 長年、キリスト教会牧師職にあり、教会学校教師や

子どもの教会のスタッフとして、子どもたちの成長を

見守ってきた。また、付属の児童館では運営委員会、

職員の聖書研究会などを担当してきた。これらのこと

から、建学の精神に基づいた保育者のあり方をともに

考えていきたい。  

 

科目名 5100 担当者 

教育原理 内藤 壽 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

人は生涯にわたり発達を遂げるものとされ、教育は

発達に大きな影響力を持ってます。 

教育に関する学びを通して、望ましい支援者に必要

なことを考える機会としてください。 

講義内容 

第 1 回 ヒントとなるビデオ鑑賞 

第 2 回 教育の目的について考える 

第 ３回 子どもの権利としての教育 

第 ４回 学校の成立と教育 

第 ５回 学校教育の移り変わりと課題 

第 ６回 子どもの発達的理解と教育 

第 7 回 諸外国の教育観と子ども観 

第 8 回 日本の教育観と子ども観の変化 

第 9 回 幼児教育を取り巻く制度と変遷 

第 10 回 教育の実践 対象者をとらえる 

第 11 回 教育の実践 教材研究の重要性 

第 12 回 教育の実践 教育課程の編成 

第 13 回 対象者の把握、評価と反省 

第 14 回 よりよい教師とは 

      教育者に求められるもの 

第 15 回 試験 

評価 

 

随時のレポートと試験 

 

テキスト 

随時資料を配ります。 

Ａ４用紙を綴じるファイルを用意してください。 

 

その他 
必要に応じ資料を配ります。Ａ４用紙を綴じるバインダーを

用意してください。子どもが喜ぶおもちゃ・教材なども紹介し 

興味深く学習を進めたいと考えています。近年自発的・創造的

な学びがいわれます。積極的な参加で共に学びましょう!! 

 

実務経験  

 言及なし 

 



［専門科目］ 必修  

 － 8 － 

科目名 5110 担当者 

子ども家庭福祉 花岡 貴史 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 講義・必修 ２ 

テーマ 

 

保育士はほとんどの児童福祉施設で採用される対人

援助職であり、児童家庭福祉行政、法制度、サービス、

対象についての基礎知識を獲得することを目的とす

る。 

講義内容 

１．授業ガイダンス 

    授業のルール、進め方及び、「児童家庭福祉」

への導入 

２．児童家庭福祉の意義 

３．子どもの権利とその歴史的変遷１ 

４．子どもの権利とその歴史的変遷２ 

５．保育に必要な児童家庭福祉の考え方 

６．児童家庭福祉に関する制度と実践体系の現状１ 

７．児童家庭福祉に関する制度と実践体系の現状２ 

８．児童家庭福祉と援助者１ 

９．児童家庭福祉と援助者２ 

10．少子社会と子どもの発達保障 

11．子どもの健全育成と課題 

12．子育てと社会的養護 

13．児童家庭福祉の動向とこれから 

14．諸外国の子育て事情 

15．試験 

 

評価 

平常点（出席・授業態度等）、期末試験 

テキスト 

芝野松次郎他「子ども家庭福祉入門」ミネルヴァ書房 

 

 

その他 

実務経験 無し 

 

 

科目名 5120 担当者 

社会福祉 花岡 貴史 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 
テーマ 

 

社会福祉の概念には多面性があるが、この授業では

いわゆる“小さな社会福祉”の歴史、各制度やサービ

スの現状等について学びたい。 

 

講義内容 

１．オリエンテーション・導入 

    “社会福祉”って何？ 

２．社会福祉の概念／社会福祉援助技術の概念 

３．子ども家庭支援と社会福祉 

４．欧米の社会福祉の歴史的変遷と現状 

５．日本の社会福祉の歴史的変遷 

６．社会福祉の法制度 

７．社会福祉の実施機関と施設 

８．社会福祉サービス提供主体と在宅福祉・地域福祉 

９．共生社会の実現と障害者施策 

10．社会福祉専門職 

11．ソーシャルワークの定義・原則・要素 

12．ソーシャルワークの過程 

13．ソーシャルワークの方法と技術 

14．まとめ 

15．定期試験 

評価 

 

平常点（出席・授業態度等）、期末試験 

テキスト 

新川泰弘・宮野安治「子どもと社会の未来を拓く社会

福祉」青鞜社 

 

その他 

 

実務経験 有り 

居宅介護支援事業所における高齢者の地域生活に関

わる業務経験、社会福祉法人における評議員活動、当

学院における一般家庭からの子育て相談への対応、ボ

ランティアコーディネートなどの経験を活かして社会

福祉の歴史や制度の学びを深めていく。 

 



［専門科目］ 必修  

 － 9 － 

  

 

科目名 1236 担当者 

相談援助 石塚 正志 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 演習・必修 １ 
テーマ：「保育ソーシャルワーカーとしての心と技の 

活用をめざして」 

 保育士は、保育園で子どもの保育に携わるだけでは

なく、家族への相談助言、育児指導、福祉マンパワー

の育成、地域との連携等、その業務は多岐にわたって

いる。授業では講義・演習を通して保育ソーシャルワ

ーカーとしての視点から、相談援助の倫理観・技術に

磨きをかけていくものとする。 

講義内容 

１．講義:授業ガイダンス:ソーシャルワークについて 

２．講義：相談援助のためのコミュニケーション 

３．講義：個人情報の保護について 

４．講義・演習：ケースワークについて 

５．講義・演習：グループワークについて 

６．演習：ミクロ的視点・マクロ的視点  

７．演習：ソーシャルワークについて 

８．演習：リフレーミングについて 

９．演習：電話相談について 

１０．演習：事例検討 

１１．講義：ネットワーキングについて 

１２．演習：フィッシュボーンで分析力を磨く 

１３．演習：スーパービジョンについて 

１４．まとめ：福祉の仕事に就くあなた達に向けて 

１５．試験 

評価 

授業のレポート、出席・授業態度、定期試験の総合

で評価する。 

テキスト 

 使用しない 

その他 

 資料なども配布しますので、科目専用のファイルを

用意しておいてください。 

 

実務経験 有り 

担当者は、障がい者福祉施設、児童福祉施設等にて、

主任（支援員）として、利用者、利用者のご家族への

相談援助、職員へのスーパービジョン、また地域福祉

として学校や福祉公社等での講習会を行っており、こ

の経験を授業に活用していきたい。 

 

科目名 5140 担当者 

社会的養護Ⅰ 石塚 正志 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ：「世の光」である子どもたちを護り育む社会

的養護について考える。 

 現在、虐待、死別、貧困など様々な理由により、在

宅にて家族と暮らせない子どもたちが沢山いる。この

ような施設で生活する子どもたちの暮らしを支援する

職員や在宅での里親の働きを垣間見ながら、社会的養

護の理解と必要な支援のあり方について学びを深めて

いきたい。 

講義内容 

１．授業ガイダンス 

２．コミュニケーションについて 

３．笑顔の効用について（演習） 

４．子どもたちの人権擁護と社会的養護 

５．現代社会における社会的養護の意義と歴史的変換 

６．社会的養護の対象・形態・専門職 

７．「あなたならどうする？」施設事例より考える 

８．児童虐待と愛着障害について① 

９．児童虐待と愛着障害について② 

10．施設内虐待とストレスコーピングについて 

11．緊急時の支援 ～震災事例から考える～ 

12．保育士のリスクマネジメントについて 

13．福祉従事者としてできること 

   － 地域での実践事例より － 

14．これからの社会的養護について：授業のまとめ 

15．試験 

評価 

授業のレポート、出席・授業態度、定期試験の総合

で評価する。 

テキスト 

櫻井奈津子編著 「社会的養護の原理」 青踏社 

その他 

資料なども配布しますので、科目専用のファイルを

用意しておいてください。 

実務経験 有り 

担当者は親からの虐待事例等もある児童福祉施設

（福祉型障がい児入所施設）にて主任として子供たち

のケア、親の相談支援、職員のスーパービジョン等に

努めてきた。その経験を授業に活用していく。 

 

 



［専門科目］ 必修  

 － 10 － 

  

科目名 5170 担当者 

国語Ⅰ 薄雲 鈴代 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 演習・必修 １ 
テーマ 

美しい日本語は、人の心を豊かに育む。 

古今の名著（童話・詩・随筆）をテキストに、日常 

なにげなく使っていたことばの一つ一つに着目する。 

また、自分の気持ちを相手に的確に伝達できるよう、 

教育実習でよく使う言葉を集中的に学ぶ。 

 
講義内容 
1. ガイダンス/ことばを学ぶ意義について 

―相手に自分の気持ちを伝える術 

2. 日誌の書き方 ―しゃべりことば・書きことば  

3. お便りの書き方（4 月編）メモの取り方① 

4. 状況に応じた敬語、丁寧語 

5. 教育現場で使うことば、禁句について 

6. お便りの書き方（5 月編）メモの取り方② 

7. 観察と記録のとり方 

8. 5 月と『となりのトトロ』の関係性 

9. 映画鑑賞―家族の関係性を学ぶ 

10. お便りの書き方（6 月編）暑中見舞いを書く 

11. 名作音読 新見南吉 

12. おばけと妖怪と物の怪の違い 

13. お便りの書き方（7・8 月編） 

14. 絵本で学ぶ田島征彦の『祇園祭』 

15. 試験 

評価 

 出席重視。 

 期末試験（70％）と、毎時間行う小プリント、課題

の取り組み方（30％）で、評価、単位認定する。 

テキスト 

『保育のこくご』前期（授業ノート） 

「保育の基本用語」通年（わかば社刊） 

その他 

ていねいな文字が書けるように、毎時間書き取りの

練習をする。（テキストは季節のことば） 

評価の際、重要視するので、真剣に取り組むこと。 

実務経験 有り  

高校の国語科教師、大学受験予備校（古典・現代文・

小論文）講師を経て、新聞・雑誌に記事を執筆。文筆

業に従事する中で、社会の現場で‘伝える’ことの重

要性を説く。 

 

科目名 5180 担当者 

国語Ⅱ 薄雲 鈴代 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・必修 １ 
テーマ 

美しい日本語は、人の心を豊かに育む。 

古今の名著（神話・詩・随筆）をテキストに、日常

なにげなく使っていたことばの一つ一つに着目する。 

また、自分の気持ちを相手に的確に伝達できるよう、

メモの取り方、手紙の書き方を伝授。 

講義内容 

1. ガイダンス/ことばを学ぶ意義を再確認 

―相手に自分の気持ちを伝える術 

2. お便りの書き方（10 月編）メモの取り方① 

3. 天神さんは雷さま 日本民俗学 

4. 教育実習先への礼状、手紙の書き方 

5. 『千と千尋の神隠し』顔なしの存在意義 

6. お便りの書き方（11 月編）メモの取り方② 

7. 志賀直哉『清兵衛と瓢箪』を考える 

8. 映画鑑賞―主題をつかむ 

9. 短歌・俳句・川柳 

10. お便りの書き方（12 月編）年賀状ことば 

11. 『笠地蔵』の重要性 年中行事の意味 

12. 正月行事の意味 

13. 映画鑑賞―主題をつかむ 

14. ことばの重要性 

15. 試験 

評価 

 出席重視。 

 期末試験（70％）と、毎時間行う小プリント、課題

小論文提出で、評価、単位認定する。 

テキスト 

『保育のこくご』後期（授業ノート） 

長島和代編 「保育の基本用語」通年（わかば社刊）  

その他 

ていねいな文字が書けるように、毎時間書き取りの

練習をする。（テキストは『きいろいばけつ』） 

評価の際、重要視するので、真剣に取り組むこと。 

実務経験 有り  

高校の国語科教師、大学受験予備校（古典・現代文・

小論文）講師を経て、新聞・雑誌に記事を執筆。文筆

業に従事する中で、社会の現場で‘伝える’ことの重

要性を説く。 

 

 



［専門科目］ 必修  

 － 11 － 

 

科目名 5210 担当者 

子どもの理解と援助 姜 娜 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 演習・必修 １ 

テーマ 

子どもの発達と専門性、子どもを理解する視点及び保

育における発達援助について学んでいきます。保育実践

に結びつく考え方や対応を学び身につけることを目指

します。 

 

講義内容 

 

１．ガイダンス 

  生きる力の基礎と多様な経験 

２．子ども理解における発達の把握 

３．保育の観察と記録、保育を振り返る、保育の専門性 

４．保育者と子どもとの関わり  

５．子どもの仲間関係と遊び 

６．自己主張と自己抑制 

７．集団での活動と環境 

８．基本的生活習慣の獲得と主体性  

９．発達の課題に応じた援助や協働 

10．発達と学びの連続性と就学支援 

11．乳幼児をもつ家族の現状  

12．子どもの発達に影響する要因  

13．幼稚園・保育所における子育て支援 

  14．親子を支えるカウンセリング  

15．試験 

評価 

出席状況・授業態度・意欲・試験 

 

テキスト 
無藤隆等編著『子どもの理解と援助』光生館 

その他 

配布資料とスライドを適宜用いて講義を進めます。 

専用のファイルを用意することが望ましい。 

実務経験 有り 

都内小学校の子どもと親の相談員、公立中学校のカウ

ンセラーなどを経験し、子どもだけではなく、その家族

への支援も行ってきた。学校現場で教育相談のチームワ

ークに携わり、子どもへの理解と援助について検討し実

践してきた。乳幼児をもつ保護者へのインタビュー及び

家庭行動観察を行っている。これらを授業に活かした

い。 

 

科目名 5190 担当者 

保育の心理学 柴田 直峰 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

 

人の発達は、人が人との間で生まれ生活することに

よって起こる。胎児期～学童期までを中心に、人間の

社会的な発達を中心にさまざまな領域の発達を概観

する。 

講義内容 

１．ガイダンス／発達とは？ 

２．発達の原理・発達の理論 

３．子どもの発達と社会的環境 

４．胎児期／有能な新生児 

５．乳児が世界を知る仕組み 

６．愛着の形成 

７．愛着の測定 

８．ことば以前のコミュニケーション 

９．ことばの獲得とことばの機能 

10．遊びの発達となかま関係 

11．情緒の発達 

12．自己の発達と自己制御 

13．他者の心を知る 

14．模倣と想像力 

15．まとめ 

評価 

平常評価（50％）と期末試験（50％）とで評価、

単位認定する。 

テキスト 

「保育の心理学」みらい 

 

その他 

毎回レジュメを配布するので専用のファイルを用

意することが望ましい。 

 

実務経験 有り 

保育所巡回相談員、児童相談所心理判定員等の心理職

を経て、児童発達支援事業所の施設長の職歴あり。臨

床発達心理士として発達支援を行っている経験から、

保育に関連する心理学的な基礎を後進に伝えていく。 

 



［専門科目］ 必修  

 － 12 － 

科目名 5220 担当者 

子どもの保健 藤原 寛 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

 

本講義は、小児疾患の発症要因や病態に関する基

礎的知識と適切な支援を提供するための最新の治療

予防対策などを学修し、保育実践に必要とされる小

児疾患の知識を修得することにある。 

 
 

講義内容 

１．子どもの健康問題の現状と保健活動の意義  

２．子どもの発育・発達と保健指導 

３．子どもの疾病と遺伝要因 

（慢性疾患・遺伝子病・代謝疾患） 

４．小児期に多い疾患Ⅰ（感染症・アレルギー疾患） 

５．小児期に多い疾患Ⅱ（循環器系・呼吸器系・消化器系） 

６．小児期に多い疾患Ⅲ（排泄系・内分泌系・免疫系） 

７．小児期に多い疾患Ⅳ（神経疾患・運動器疾患） 

８．小児期に多い疾患Ⅴ（悪性新生物・腎疾患） 

９．小児期に多い疾患Ⅵ（感覚器系疾患） 

10．小児期の血液・免疫疾患 

11．子どもの日常的な不定愁訴と養育環境 

12．障害児の理解と養育環境の意義 

13．子どもの疾病予防と支援や連携 

14．子どもの将来的健康と環境問題  

15．筆記試験 

 

評価 

小テスト・提出物（30％）、小論文（20%）、

単位認定試験（50％） 

 

テキスト 

毎時、資料を配布します。 

 

その他 

現在の小児医療は、日常的な症状から小児慢性特定

疾患まで様々な病態を呈し、それぞれの疾患の特性

を学修して下さい。 

実務経験  

 京都小児生活習慣病協議会を地域の医師とともに

立ち上げ、運動習慣の定着を目指したフィットネス

クラブの運営を通して、子ども達の発育発達過程の

経験を講義内容に活用していきたい。 

 

 

 

 

 

科目名 1468 担当者 

子どもの保健Ⅰ② 藤原 寛 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

 

本講義は、小児疾患の発症要因や病態に関する基

礎的知識と適切なケアを提供するための最新の治療

や予防対策などを学修し、保育実践に必要とされる

基本的技術を修得することにある。 

 

 

講義内容 

１．健康増進の問題点と今日的課題 

２．肥満・痩せと生活習慣（身体測定法とその評価） 

３．保育における健康観察 

４．感染症予防と公衆衛生（清潔習慣育成プログラム） 

５．健康増進プログラムの作成（目標・指導内容・評価） 

６．生活習慣と健康調査（健康評価の方法） 

７．小児の実態把握の方法（統計学的手法） 

８．保育における生活環境の評価法 

９．小児を対象とした死生観教育の実態 

10．保育における事故の実態とその対策 

11．応急措置法の実際（応急手当・CPR・AED・運搬法） 

12．子どもの安全教育のすすめ方 

13．安全教育の教材作成 

14．子どもの健康を守るために 

15．筆記試験 

 

評価 

小テスト・提出物（30％）、小論文（20%）、

単位認定試験（50％） 

 

テキスト 

毎時、資料を配布します。 

 

その他 

小児期は自己の病態を正確に伝えることが困難であ

り、小児医療に関して保育者は観察力や適切な対応

力を学修して下さい。 

  

実務経験  

京都小児生活習慣病協議会を地域の医師とともに

立ち上げ、運動習慣の定着を目指したフィットネス

クラブの運営を通して、子ども達の発育発達過程の

経験を講義内容に活用していきたい。 



［専門科目］ 必修  

 － 13 － 

   科目名 5230 担当者 

子どもの食と栄養 藤野 美穂子 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 通年 演習・必修 ２ 

テーマ 

乳幼児期の子どもの食事は、体の成長だけでなく

心の発達に大きな役割を担っている。現代において

は、子どもの食環境は複雑化しており、保育の中で

の食育の重要性は、ますます大きくなっている。 

この授業では、栄養学・食品学の基礎を学んだ上

で、子どもの食と栄養の専門的内容を学習し、更に

調理実習による実践を通して理解を深める。 

講義内容 

<前期> 

１．ライフステージの栄養と小児期の特徴 

２．三大栄養素の機能 

３．ビタミン・ミネラル・水について 

４．三大栄養素の消化・吸収 

５．エネルギー代謝 

６．食品の基礎知識 ①主食 

７．食品の基礎知識 ②主菜 

８．食品の基礎知識 ③副菜 

９．乳児期の栄養Ⅰ（乳汁栄養） 

10．11． 

＜調理実習＞７種のミルクの調乳と官能検査 

12．前期の復習 

13．中間試験 

<後期> 

14．乳児期の栄養Ⅱ（離乳食） 

15．16．＜調理実習＞ 離乳食作り 

17．幼児期の栄養 

18．19．＜調理実習＞ 幼児食（１～2 歳児・３～5 歳児） 

20．21．＜調理実習＞偏食・食欲不振の食事 

22．23．＜調理実習＞ 間食と行事食 

24．乳幼児期の食物アレルギー 

25．小児肥満（小児メタボリックシンドローム） 

26．27．＜調理実習＞ アレルギー対応食・小児のダイエット食 

28．簡易的なエネルギー量の見積もり方（１点＝80 ㎉） 

29．後期の復習 

30．後期試験 

評価 

授業態度と提出物、試験による総合評価 

テキスト 

なし   毎回プリント配布 

その他 

提出物：講義で配布する書き込み式プリント 

調理実習のレポート 

実務経験 国立及び府立の大学病院にて、管理栄養

士として小児糖尿病サマーキャンプ、妊産婦教室、

小児肥満外来他での栄養指導及びミルクの調乳を担

当。また、市内の幼稚園にて給食の調理、配膳の補

助経験あり。これらの経験を授業に活かし、保育の

現場役立つ食の知識と調理技術を備えた人材の育成

に努めたい。 

 



［専門科目］ 必修  

 － 14 － 

 

科目名 5130 担当者 

子ども家庭支援論 石塚 正志 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 講義・必修 ２ 

テーマ：「福祉」を担うあなた方ができること 

  〜これからの福祉マンパワーに想いを寄せて〜 

 保育士が向ける対象は誰？と問うと、ためらわず、「子ど

も」という解答が返ってくるだろう。しかし、その子どもに

は家族には家族という近い存在があり、家庭という営みの場

がある。本講義では、子どもだけ断片的に焦点をあてるので

はなく、誕生から終末期に至る福祉のあり方を垣間見なが

ら、改めて子どもやその家庭を支援するという事に繋げて考

えていきたい 

講義内容 

１．授業ガイダンス：現代の家族とは。家庭支援とは。 

２．子どもの誕生を巡って 

３．子育てをめぐる問題 

４．「むかしの常識！今の非常識？」 

５．制約のある子どもとその家族の支援について 

６．働くということ。生きるということ。 

７．虐待・ＤＶ・ハラスメント 

８．多様化する社会の中で支援のあり方を考える 

９．保育士に求められる基本的態度と関係機関との 

連携について  

10．少子高齢社会の中で① 

11．少子高齢社会の中で②  

12．リスクマネジメント・クライシスマネジメント 

13．生命と向きあうということ：『病の語り』より 

14．授業の振り返りとまとめ 

15．試験 

評価 

授業のレポート、出席・授業態度、定期試験の総合で

評価する。 

テキスト 

 

その他 

資料を配布することも多いので、専用のファイルを用

意してください。新聞記事や支援事例なども活用しま

す。 

実務経験 有り 

 障がい児・者福祉、児童福祉での経験のほか、子育て

支援員の養成、在宅介護者や障がい児を持つ親の支援等

にも携わってきた。講義では、事例等も活用し学びを深

めていく。 

 

科目名 5260 担当者 

保育内容総論 河北 彬光 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 演習・必修 １ 

テーマ 

 期待される保育士像について理解を深める。また、保育士

として適切な援助の在り方について学び、子どもに主体性を

育むサポートをする能力を身につける。 

新聞発表をもとにした演習課題に取り組み、自分の言葉で表

現できるよう学びを深める。 

 

講義内容 

① オリエンテーション 

② 保育内容総論と保育関連諸科目 

③ 保育者の資質 

④ 保育所における一日の流れ 

⑤ 保育所における主な仕事内容 

⑥ 保育所保育指針が目指す保育内容 

⑦ 領域の考え方と保育形態① 

⑧ 領域の考え方と保育形態② 

⑨ 子どもの発達の捉え方 

⑩ 子どもとことば 

⑪ 「あそび」について① 

⑫ 「あそび」について① 

⑬ 保育者論 

⑭ 保育カウンセリング 

前期末試験 

 

評価 

 出席状況及び態度+資料ファイル+定期試験にて評価を行

う。 

テキスト 

 「最新保育資料集」と「保育所保育指針解説書」その他、

関連資料を配布 

 

その他 

学生主体で乳幼児に関する新聞記事をもとにした発表と質

疑応答を行う。発表資料は専用のファイルに綴じること。 

実務経験 なし 

   

 



［専門科目］ 必修  

 － 15 － 
 

科目名 5250 担当者 

保育の計画と評価 山﨑 恭代 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

乳幼児期に必要な経験を豊かにするため、保育の内容の充

実と質の向上に資する保育の計画及び評価について理解す

る。全体的な計画と指導計画の関係について理解する。子ど

もの理解に基づく保育の過程（計画・実践・評価・改善… 

ＰＤＣＡサイクル）を理解する。また、家庭との連携を視野

に入れた記録の書き方について学ぶ。 

講義内容 

１．オリエンテーション／全体的な計画と指導計画 

２．指導計画の書き方①（作成方法） 

３．指導計画の書き方②（部分の指導計画） 

４．指導計画の書き方③（全日の指導計画） 

５．指導計画の書き方④（園内保育） 

６．指導計画の書き方⑤（園外保育） 

７．指導計画に基づいた園外保育の実践① 

８．指導計画に基づいた園外保育の実践② 

９．保育記録の種類と目的 

10．指導計画の種類 

11．保育の評価 ＰＤＣＡサイクル 

12．連絡帳の書き方 

13．おたよりの書き方① 

14．おたよりの書き方②  

15．試験 

評価 

授業への取り組み姿勢、指導計画の提出、おたよりの

提出５０％、試験５０％で評価する。 

テキスト 

岩﨑淳子・及川留美・粕谷亘正「教育課程・保育の

計画と評価」萌文書林 

「最新保育資料集」 

その他、必要に応じて資料を配布する。 

 

その他 

保育の計画と評価 専用の A４ファイルを準備すること。 

実務経験 有り 

保育所で５年間、乳児・幼児クラスの担任としての現

場経験をもつ。授業は講義が中心であるが、現場経験

を活かし、保育所で行われる遠足（園外保育）を想定

した指導計画の立案→グループワーク→下見の実践→

おたよりの作成、又、連絡帳の書き方等、実践を交え

て行う。 

科目名 5270 担当者 

健康･人間関係･環境① 河北 彬充 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 演習・必修 １ 

テーマ 

乳幼児期は、生涯にわたる心身の健康の基礎を培う

重要な時期である。乳幼児の発達をおさえながら、“取

り巻く環境＋一方通行でない人との関わり”の大切さ

と合わせて、保育内容「健康」について広義に理解す

るとともに、保育現場での援助･方法について学ぶ。 

 

講義内容 

 ①オリエンテーション＋保育者の専門性 

 ②保育者の役割（その１） 

 ③保育者の役割（その２） 

 ④保育所保育指針「健康」のねらいと内容（その１） 

 ⑤保育所保育指針「健康」のねらいと内容（その２） 

 ⑥心の健康と発達 

 ⑦体の健康と発達 

 ⑧生活習慣 

 ⑨運動の意義 

 ⑩安全指導 

 ⑪家庭生活における「健康」 

 ⑫集団生活における「健康」 

 ⑬「あそび」の重要性～健康の側面から～ 

 ⑭指導計画における「健康」 

⑮ 前期末試験 

評価 

出席状況及び態度＋資料ファイル 30%＋定期試験

70%にて評価を行なう。 

テキスト 

「最新保育資料集」と「保育所保育指針解説書」。 

その他、関連資料を配布。 

その他 

 花植えを行い、栽培していく。 

→水やり等、手間のかかる経験を通して、命を育

むことの意味を自覚してほしい。 

 授業内では、「手あそび・指あそび」の指導を学生

主体で行っていく。 

  →専用のファイルにまとめること 

 

実務経験  なし 

 

 

 

 

 

 

 

 



［専門科目］ 必修  

 － 16 － 

 

科目名 5280 担当者 

健康･人間関係･環境② 山本美加 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 演習・必修 １ 

テーマ 

 

乳幼児期は、生涯にわたる心身の健康の基礎を培う

重要な時期である。乳幼児の発達をおさえながら、“取

り巻く環境＋一方通行でない人との関わり”の大切さ

と合わせて、保育内容「健康」について広義に理解す

るとともに、保育現場での援助･方法について学ぶ。 

 

講義内容 

 

 ①授業オリエンテーション 

 ②保育内容領域「健康」について 

 ③子どもの「こころ」と「からだ」の健康について 

 ④遊びの発達と健康 

 ⑤安全管理と計画ある保育 

 ⑥視聴覚教材を使って領域「健康」を考える 

 ⑦子育て支援〜健康の側面から〜 

 ⑧子育て支援〜子どもの発達〜 

 ⑨子育て支援〜保育士視点で考える〜 

 ⑩⑪⑫⑬⑭保育における「健康」の実践例 

        （グループ発表・実践） 

 ⑮試験 

評価 

製作演出（30％）、実践例発表（20％）、 

定期試験（50％）など総合的に評価する。 

 

テキスト 

 

レジュメの配布。 

専用Ａ４ファイルを用意すること。 

その他 

 

実務経験 有り 

幼稚園教諭として 6 年の実務経験を活かして、保育

内容 5 領域「健康」についての理解を深められるよう、

発達をおさえながら、子ども達の生活の基盤になる心

身の健康について、又、子育て支援の視点も考慮し、

多くの具体的な実践例を通して学べる授業を意識して

いる。 

 

 

 

科目名 5290 担当者 

言葉･人間関係･環境① 大森 弘子 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

 

 保育の基本と保育内容（言葉）の関係を理解し、様々

な視点で保育の中にある言葉に関心を持つことの必要

性を学ぶ。また、乳幼児期の発達と言葉の獲得過程を理

解し、言葉を発達や遊びと関連づけて学ぶ。 

講義内容 

①オリエンテーション 領域「言葉」 

 ②領域「言葉」のねらい及び保育内容並びに全体構造 

 ③言葉への興味や関心を育てる環境と指導上の留意点 

 ④乳幼児期の言葉の発達と他の領域とのかかわり 

 ⑤乳幼児期の言葉の発達と小学校「国語科」への接続 

 ⑥言葉の獲得 子どもの言葉の理解と信頼関係の形成 

 ⑦子どもの言葉を育てる環境 

⑧話し言葉を育てる環境 中間レポート 

⑨遊びの中での言葉による表現 

⑩書き言葉への興味や関心を育てる環境 

⑪パネルシアター作成と実践 

⑫パネルシアターと指導案の作成 

⑬仲間と共に想像の世界を楽しむ模擬保育 

⑭言葉遊びの指導法及びその振り返り 

⑮定期試験 

評価 

 中間レポート（30％）、定期試験（40％）、授業への

貢献（発表や毎回の講義終了後緒コメントシートを含む）

（30％）を総合的に加味して評価する。 

テキスト 

 民秋言 他（編著）『保育所実習』北大路書房 

その他 

配付資料用 A4 サイズファイル１冊用意すること。 

パネルシアター作成のため、絵の具等を準備すること。 

実務経験 有り 

 中学校（英語）で教員を勤め、生きた言葉の指導を行った。

また、社会福祉法人の３保育園における評議員活動、園での

インターンシップ及び子育て支援に携わってきた。これらの

経験を活かし、理論と実践に整合性のある保育についての授

業を展開していく。 



［専門科目］ 必修  

 － 17 － 

科目名 5300 担当者 

言葉･人間関係･環境② 大森 弘子 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 演習・必修 １ 

テーマ 

乳幼児期の発達と言葉の獲得過程を理解し、言葉の意味

や意図を発達や遊びと関連づけて学ぶ。 

 また、言葉の環境としての児童文化財を通して、言葉

遊びの指導法を実践的に理解する。 

講義内容 
①オリエンテーション 領域「言葉」「人間関係」「環境」 

 ②領域「言葉」と保育 

 ③子どもの発達を基盤とした領域「言葉」 

 ④対話と共感から生まれる保育 

 ⑤乳幼児期の言葉と児童文化財 

 ⑥気になる子どもへの支援１ 

 ⑦気になる子どもへの支援２ 

⑧気になる子どもへの支援３ 中間レポート 

⑨小学校との接続 

⑩「紙芝居」「絵本」のある保育環境 

⑪「言葉」「人間関係」「環境」と模擬保育１ 

⑫「言葉」「人間関係」「環境」と模擬保育２ 

⑬「言葉」「人間関係」「環境」と模擬保育３ 

⑭保育者と子どもが共に創る保育 

⑮定期試験 

評価 

中間レポート（30％）、定期試験（40％）、授業への貢

献（発表や毎回の講義終了後緒コメントシートを含む）

（30％）を総合的に加味して評価する。 

 

 

テキスト 

 

・民秋言『保育者のための自己評価チェックリスト』 

萌文書林 

 

その他 

・配布資料用A4 サイズファィルを1 冊用意すること 

 

実務経験  

中学校（英語）で教員を勤め、生きた言葉の指導を行った。

また、社会福祉法人の３保育園における評議員活動、園での

インターンシップ及び子育て支援に携わってきた。これらの

経験を活かし、理論と実践に整合性のある保育についての授

業を展開していく。 

科目名 5310 担当者 

表現･人間関係･環境 山本 美加 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 通年 演習・必修 ２ 

テーマ 

領域「表現」は、専門領域としてとらえるのではなく、乳

幼児の生活や遊びのなかに見られる「表現活動」としてとら

え、その過程を重視し、豊かな感性を育むための環境構成の

理解を深める。 

また、保育者に求められている受容力、援助と指導につい

て考え、具体的に実践を通じて、保育現場を想定しながら現

場において活用できる教材を作成し実演する。 

講義内容 

 ① 授業オリエンテーション 保育内容領域「表現」とは 

 ② 自己紹介 教材づくり 

 ③ 自己紹介 教材づくり 

 ④ 自己紹介 実践 

 ⑤ 劇あそび グループ決め 計画確認 

 ⑥ 劇あそび 役割分担 道具作り 台本作成 

 ⑦ 劇あそび 道具作り 演出・練習 

 ⑧ 劇あそび 道具作り 演出・練習 

 ⑨ 劇あそび 道具作り 演出・練習 

 ⑩ 劇あそび 道具作り 演出・練習 

 ⑪ 劇あそび リハーサル  

 ⑫ 劇あそび リハーサル ゲネプロ 

 ⑬ 劇あそび 発表会 

 ⑭ 劇あそび 発表会 

 ⑮ 劇あそび 振り返り 

 ⑯ 折り紙の基礎 切り紙の基礎  

 ⑰ 素話とは   

 ⑱ 表現を楽しむ  色彩あそび 

 ⑲ 表現を楽しむ  感触あそび 小麦粉ねんど 

 ⑳ 表現を楽しむ  感触あそび スライム 

 ㉑ 表現を楽しむ  切り絵 

 ㉒ 表現を楽しむ  回転図形 

 ㉓ 表現を楽しむ  壁面構成の考え方 

 ㉔ 折り紙の応用 

 ㉕ 切り紙の応用 

 ㉖ 表現を楽しむ  ミュジックパネルシアター 

 ㉗ 表現を楽しむ  ミュジックパネルシアター 

 ㉘ 表現を楽しむ  ミュジックパネルシアター 

 ㉙ 表現を楽しむ  ミュジックパネルシアター 

 ㉚ スケッチブック 提出 

評価 作品の「出来」と演出力（50％）授業への取り

組み 平常点（50％）など総合的に評価する。 

テキスト 

その他  演習は保育演習室で行う。毎回、スケッチブッ

クを持参すること。 

実務経験 有り 幼稚園教諭として 6 年の実務経験を

活かして、現場において活用できる教材を、実践に繋が

る基礎になるよう具体的に提供し、自らが楽しみながら

自分の感性をも育む授業となるようにする。加えて、人

とのより良い関係が築けるためのコミュニケ―ション

力を養う場とする。 



［専門科目］ 必修  

 － 18 － 

 

科目名 5320 担当者 

乳児保育① 土谷 長子 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

○乳児についての理解を深める 

○乳児保育の実際について学ぶ 

○安全・清潔の環境づくりについて学ぶ 

講義内容 

 １．乳児保育とは 

 ２．乳児の理解 

 ３．乳児の発達 胎児期から出産 

 ４．乳児の発達 身体運動的発達① 

 ５．乳児の発達 身体運動的発達② 

 ６．乳児の発達 言語・認知の発達① 

 ７．乳児の発達 言語・認知の発達② 

 ８．乳児の発達 人間関係の育ち① 

 ９．乳児の発達 人間関係の育ち② 

 10．乳児保育の実際① 

 11．乳児保育の実際② 

 12．乳児保育の実際③ 

 13．乳児保育とカリキュラム① 

 14．乳児保育とカリキュラム② 

 15．まとめ・試験 

講義によって知識を学ぶとともに、ビデオ等によっ

て保育の実際を学ぶ 

評価 

授業への取組み等（小レポートを含む） 50％ 

期末試験 50％ 

参考図書 

厚生労働省「保育所保育指針解説 平成 30 年 3 月」   

フレーベル館 

その他 

 テーマごとにプリントを配布し、それに基づいて授

業を進めていく。プリントをファイリングできるよう、

準備をしておくこと。 

実務経験  

 本務校子育て広場担当者として週 1 回、大学近隣家

庭の子育て支援活動を行っている。子育て相談等の場

ともなっており、保護者や乳児と直接関わっている。

これらの活動経験を紹介しながら学びを深めていく。 

 

科目名 5330 担当者 

乳児保育② 森田 文子 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 演習・必修 １ 

テーマ 

・３歳児未満児の発達をふまえ、援助や関わりを理解する。 

・３歳未満児の子どもの生活や遊び、保育の方法及び環境につ

いて具体的に理解する。 

・乳児保育における配慮を身に付ける。 

講義内容 

 １．オリエンテーション  アンケート実施 

 ２．乳児保育の特徴について 

 ３．個々の子どもに応じた援助、受容的、応答的な関わり 

 ４．実習：だっこ・調乳・授乳・おしめ交換・着脱 

 ５．安心・安定とは 

 ６．離乳食の進め方 

 ７．睡眠のメカニズム 

 ８．排泄・清潔の意義 

 ９．実技：リズムあそび 

 10．運動機能の発達 

 11．言語活動の発達 

 12．環境づくり 

 13．病気のケアについて 

 14．家庭との連携について 

 15．まとめ 

 

評価 

レポート＋小レポート 2 回 

実技 

テキスト 

迫田圭子他 「乳児保育」 萌文書林 

その他 

Ａ４ファイルを用意する。 

実習時、動きやすい服装。 

 

実務経験  

 長年（約 30 年）乳児保育の現場で時代とともに変化

してきた保育の展開を実感して来た。現場の状況を伝

え、現場の視点を活かした保育の展開を学び深めてい

く。 

 

 



［専門科目］ 必修  

 － 19 － 

 
 

科目名 5340 担当者 

子どもの健康と安全 藤原 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

 子供の健康と安全を確保するためには、保育士と地

域の基本行動が連携し前方視的な取り組みにより有効

となり、健康・安全対策に関する最新の知見を学修す

ることにある。 

講義内容 

１．子どもの健康と安全を守るために 

２．子どもの健康と保育環境 

３．個別や集団の健康および安全管理 

４．衛生管理や事故防止の安全対策 

５．日常の危機管理や災害時への対策 

６．子どもの体調不良時の適切な対応Ⅰ 

   （日常的な症状に対する観察と対応） 

７．子どもの体調不良時の適切な対応Ⅱ 

   （緊急を要する症状と応急処置） 

８．感染症の集団発生と予防 

   （感染症対策の基本と発生時の対応） 

９．3 歳児の特徴と保健的対応 

10．配慮を要する児への保健的対応 

11．障害を有する児への保健的対応 

12．健康および安全管理の体制づくり 

13．保健活動計画と地域との連携 

14．保育の質の向上を目指して 

   （地域医療、養育環境） 

15．単位認定試験 

評価 

小テスト・提出物（30%）、小論文（20%）、単位

認定試験（50%） 

 

テキスト 

毎時、資料を配布します 

その他 

配布資料とスライドで講義を展開します。理解すべ

き基本的知識と具体的な方策を保育現場で活用できる

よう修得して下さい。 

実務経験  

京都小児生活習慣病協議会を地域の医師とともに立ち

上げ、運動習慣の定着を目指したフィットネスクラブ

の運営を通して、子ども達の発育発達過程の経験を講

義内容に活用していきたい。 

科目名 5350 担当者 

障がい児保育① 新葉 祥代 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

 

「障害」って？何も知らない、考えたこともない、

そんな方とご一緒に「障害」ということばでは語れな

い制約を持つ人の人生を共有し、２回生からの「統合

保育」の礎を築きたいと考えています。 

 

講義内容 

 １ 「しょうがい児」ってどんな子？ 

 ２ ビデオ① 四肢欠損の青年男性と女性の素敵な人生 

 ３ ビデオ①のディスカッション 

 ４ ビデオ② 姉妹とも筋ジストロフィー 

 ５ ビデオ②のディスカッション 

 ６ ビデオ③ 自閉症の弟 

 ７ ビデオ④ 自閉症の人が見ている世界 

８ ビデオ③④のディスカッション 

９ ビデオ⑤ 発達障害とは 

10 ビデオ⑥ 発達障害と共に生きる 

11 ビデオ⑦ とても敏感な子ども～HSC～ 

12 ビデオ⑤⑥⑦ のディスカッション 

13 ビデオ⑧ ダウン症・出生前診断 

14 ビデオ⑧のディスカッション 

 15 試験 

評価 

 

出席、授業態度、定期試験によって評価する。 

 

テキスト 

 

その他 

 

ビデオ内容やディスカッション内容やキーワードが

試験に出ますので、欠席すると試験が困難になります

ので、頑張って出席して下さい。 

実務経験  

 児童発達支援センターにて 20 年以上制約をもつ子

どもの療育、保護者支援を行っている。また、地域の

保育園、小学校、児童館等に出向き、発達の気掛りな

子どもへの理解や支援について相談業務を行ってい

る。これらの経験を活かして障がいについての知識だ

けでなく、現場の保育者としての制約のある子どもに

対する理解・支援のあり方などの学びを深めていきた

い。 



［専門科目］ 必修  

 － 20 － 

 

 

科目名 5360 担当者 

障がい児保育② 新葉 祥代 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 演習・必修 １ 

テーマ 

 

心身の発達に制約をもつ子どもへの理解を深めるた

め、自分たちで調べ、仲間に伝え、共有することで学

びを深める授業です。この学びが現場で活かせるよう

に現場の話しを織り交ぜて行き、実践的な学びとしま

す。 

講義内容 

 １ １回生の学びの振り返り・オリエンテーション 

 ２ ノーマライゼーションとＩＣＦ 

 ３ 何故障がい児は生まれるのか？ 

   障害受容・親の気持ち 

 ４ 統合保育と分離保育 

   統合保育の色々 

 ５ 遺伝子病・代謝異常 

 ６ 知的障害 

 ７ 聴覚障害・視覚障害 

 ８ コミュニケーション障害 

 ９ 運動障害の色々・脳性麻痺 

10 発達障害（自閉症スペクトラム） 

11 発達障害（ＡＤＨＤ／ＬＤ） 

12 てんかん 

13 ダウン症 

14 前期のまとめ 

15 試験 

評価 

出席、授業態度、宿題、班課題レポート、発表、期

末試験によって評価する。 

テキスト 

独自作成のものを使用 

その他 

他者の発表に耳を傾け、学び、自らも他者が理解で

きるようまとめる力、発表する力をつけます。 

将来に向けて真摯に授業に臨んで下さい。 

実務経験  

児童発達支援センターにて 20 年以上制約をもつ子ど

もの療育、保護者支援を行っている。また、地域の保

育園、小学校、児童館等に出向き、発達の気掛りな子

どもへの理解や支援について相談業務を行っている。

これらの経験を活かして障がいについての知識だけで

なく、現場の保育者としての制約のある子どもに対す

る理解・支援のあり方などの学びを深めていきたい。 

科目名 5370 担当者 

社会的養護Ⅱ 河北 彬充 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

本授業は社会的養護を行っている施設現場の職員か

ら実際に話を聞くことにより日常生活の支援、自立支援

などの施設保育士の在り方を学ぶ。また、児童福祉施設

の現状や課題を知り、子どもを社会的に養護する保育者

としての支援の学びを深める。 

講義内容 

１．授業オリエンテーション 

２．児童養護施設見学① 

３．児童養護施設見学② 

４．児童養護施設について 

５．乳児院について 

６．児童心理治療施設見学① 

７．児童心理治療施設見学② 

８．母子生活支援施設について 

９．里親支援について 

10．障がい児・者支援施設について① 

11．障がい児・者支援施設について② 

 12．児童虐待について  

 13．保育士が勤める福祉施設について 

 14．まとめ 

15．後期試験 

評価 

出席状況及び態度、レポートにて 35％、定期試験にて

65％で評価を行う 

テキスト 

使用しない 

 

その他 

専用のファイルに配布資料をまとめること。 

 

実務経験 有り 

 保育士資格にて児童養護施設で 7 年勤め、職員とし

て小学生から高校生までの担当を担う。 

 

 

 

 



［専門科目］ 必修  

 － 21 － 

科目名 5380 担当者 

子育て支援 石塚 正志  

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

・「子育て等の支援を日々、実践されている福祉現場での体験

を通して、より良い支援のあり方について学びを深めていく」 

・福祉施設における入門的実習を行う中で、福祉施設の機能、

利用者・家族の支援の意義や方法等についての理解に繋げて

いく。 

・福祉施設における記録の重要性を理解して、実習記録を書い

てみる。 

講義内容 

1. 授業ガイダンス 

2. 子育て支援の現状 

3. 子育て支援の実施体制と法・制度・事業 

4. 子育て支援におけるソーシャルワーク 

5. 対人援助活動とバイスティックの 7 原則 

6. ロールプレイから理解を深める 

7. 子育て電話相談のポイント 

8. ケースカンファレンス、コンサルテーション、スー

パービジョン 

9. 子育て支援の実際・関係機関 

10.講義・演習：子ども食堂の取り組みから 

11.出生前診断について考える 

  （障害児を持つ親の会の取り組みから） 

12.講義・演習：発達障がい児への支援現場から 

13.地域における子育て支援の実際より 

14.授業の振り返りとまとめ 

15.試験 

評価 

授業のレポート、出席・授業態度、定期試験の総合で

評価する。 

テキスト 

才村純・芝野松次郎・新川泰弘・宮野安治「子ども家

庭福祉専門職のための子育て支援入門」ミネルヴァ書房 

その他 

資料を配布することが多いので専用のファイルを用意

してください。 

実務経験 有り 

 児童福祉施設、障がい児・者施設での経験の他、子育

て支援専門員の養成、障がい児を持つ親の支援、青少年

健全育成委員の活動、ボランティア養成等にも携わって

きた。 

科目名 5390 担当者 

在宅保育 山﨑 恭代 他 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 講義・必修 ２ 

テーマ 

保育士として、子どもたちの生活援助に必要な衣・

食・住や他の生活管理について学ぶ。 

名札作りや調理実習を通してその意味を学び、現場

で役立つ技術を身につけていく。 

また、子どもの事故やその予防・応急処置など幼児

安全法についても学ぶ。 

講義内容 

  

１．オリエンテーション／保育士資格を活かしてつけ

る仕事について 

２．衣の管理 実習で使う名札づくり① 

３．衣の管理 実習で使う名札づくり② 

４．衣の管理 洗濯・アイロンかけ 

５．食の管理 食生活を振り返る 

６．食の管理 食育 

７．食の管理 調理実習 幼児のお弁当作り① 

８．食の管理 調理実習 幼児のお弁当作り② 

９．住の管理 保育室の環境構成 室内装飾① 

10．住の管理 保育室の環境構成 室内装飾② 

11．住の管理 保育室の環境構成 掃除・整理整頓 

12．幼児安全法 オリエンテーション 

13．幼児安全法 講習① 

14．幼児安全法 講習② 

15．まとめ 

評価 

授業への取り組み姿勢５０％、レポート、提出物 

５０％で評価する。 

テキスト 

なし。必要に応じて資料を配布する。 

その他 

●在宅保育専用のＡ４ファイルを準備しておくこと。 

●裁縫道具、エプロン、三角巾を使用するので準備し

ておくこと。（持参日は事前に知らせる。） 

実務経験 有り 

 保育所での保育、社会福祉協議会、家庭児童相談室

での子どもや家庭の福祉に関わる相談業務の経験を持

つ。保育士の資格を活かして就くことのできる仕事の

幅広さや、やりがいを自身の経験から伝える。また、

実習を視野に入れながら、保育に大切な環境である衣

食住について学ぶ。 

 



［専門科目］ 選択（２教科３単位以上を選択）  

 － 22 － 

 

科目名 5240 担当者 

発達臨床心理学 室 紀子 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 講義・選択 ２ 

テーマ 

保育の現場では、子どもや保護者の抱えている問題

に寄り添いながら援助していく『カウンセリング』的

な姿勢が求められる。 

自分自身も含めて人が皆「共に心豊かに生きる」た

めに必要なことを考えたい。 

 

講義内容 

テキスト、VTR、検査体験を通して「皆で一緒に考

えていく」スタイルが中心になります。 

１ ガイダンス／保育に生かすカウンセリングとは 

２ 自分を知ろう…性格検査、ワークショップ 

３ 心の成長を支える発達 

４～６ 小学生までの発達とカウンセリング 

      乳児期、幼児期、児童期 

７～８ 青年期の発達とカウンセリング 

      中学・高校生、青年期以降 

９ 心理検査とアセスメント 

10 発達検査をやってみよう① 

11 発達検査をやってみよう② 

12 発達障害を理解しよう 

13 保護者支援のために 

14 地域社会に生かすカウンセリング 

15 試験 

評価 

授業に対する意欲 20％、随時提出のミニ・レポート

30％、期末試験 50％の合計で総合評価します。 

テキスト 

金子智栄子 編著 

「子どもの発達理解とカウンセリング」樹村房 

その他 

資料も配布することもあるので、専用のファイルを用

意して下さい。 

 

実務経験 有り 

 児童相談所、保健センター、保育園巡回相談での発

達検査の実施・保護者や現場スタッフへのアドバイス

を行なっている来ている。また、高等教育機関におけ

るスクールカウンセラーにも従事している。これらの

経験を活かして、学生が現場で活かせる知識と考える

力を総合的に伝えたい。  

 

科目名 5150 担当者 

社会的養護Ⅲ 𦚰田 宣 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 講義・選択 ２ 

テーマ 

 

児童福祉施設における発達保障の実際 

 

講義内容  
１．オリエンテーション 

２．子どもの発達保障① ～児童福祉の基本理念～ 

３．子どもの発達保障② ～発達の遅れとは？～ 

４．子どもの発達保障③ ～自閉症とその辺縁障害～ 

５．子どもの発達保障④ ～インクルーシブの実践とは？～ 

６．子どもの発達保障⑤ ～発達のストレングス理解～  

７．子どもの発達保障⑥ ～個別保障計画の作成（演習）～ 

８．子どもの発達保障⑦ ～家族支援～ 

９．子どもの発達保障⑧ ～家族支援（演習）～ 

10．施設養護の実際① ～障害児入所施設の現状と課題～ 

11．施設養護の実際② ～情緒･行動面に困難性を示す児童

の理解～ 

12．施設養護の実際③ ～情緒･行動面に困難性を示す児童の理解

（演習）～ 

1３．施設養護の実際④ ～児童虐待問題の理解～ 

1４．施設養護の実際⑤ ～児童虐待の通告事例を考える（演

習）～ 

15．まとめ 

 

評価 

平常点（授業や課題に臨む姿勢・態度等）〔10％〕 

レポート 試験     〔50％〕 

 

テキスト 

その他 

実務経験 有 

障害児入所施設及び児童発達支援センターにて、発達

の遅れや障害がある幼児・学齢児の発達支援や保護者

支援に児童指導員として従事した後、現在は、理事長・

園長を務め、経営・運営の両側面から障害福祉の実践

を理解する。  

 

 

 

 

 

 



［専門科目］ 選択（２教科３単位以上を選択）  

 － 23 － 

 

 

科目名 5400 担当者 

学齢児保育 山本 美加 他 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 前期 演習・選択 １ 

テーマ 

地域の子育て支援の拠点である児童館の機能と運営

について理解し、学んでいく。 

講義内容 

学齢期の子どもの発達の特徴をおさえた上で、児童

館等からお招きした講師のレクチャーをもとに、児童

館の役割や児童館における活動、学齢期の子どもに対

する遊びなどを学んでいく。 

なお、通所施設実習を修得しようとする場合、本講

座を選択しなければならない。 

１ 授業オリエンテーション 子育てマップ 

２ 児童館についてⅠ 

３ 児童館についてⅡ 

４ 京都市児童館・学童クラブについてⅠ 

５ 京都市児童館・学童クラブについてⅡ 

６ 幼児クラブの指導案について 

 ７ 学童クラブの指導案について 

８ 現場の声を聞こう 

９ 見学実習  

10 見学実習 

11 見学実習 

12 見学実習 

13 振り返り グループディスカッション 

14 振り返り グループディスカッション 

15 試験 

評価 

平常点（30％）提出物（10％）定期試験（60％）な

ど総合的に評価する。 

テキスト 

テキストは使用しない。 

必要に応じて資料を配布する。 

その他 

 

実務経験 有り 

幼稚園教諭として 6 年の実務経験をふまえて、有資

格者においては子どもの育ちを支えるさまざまな施設

への理解を深めることが重要だと考える。現場からゲ

ストティーチャーを迎えたり、学外において児童館見

学実習を行ったりしながら、実践に結びついた授業を

展開している。 

 



［表現技術］ 必修  

 － 24 － 

科目名 5410 担当者 

器楽Ⅰ 山岡 紀美子 他 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 通年 演習・必修 ２ 
テーマ 
音楽教育において重要な役割を担うピアノに関する基本的
知識・基礎的な技術を指導する。個々の進度に応じてグレ
ード別課題曲（バイエル・ブルグミュラー・ソナチネアル
バム）を指導、演奏技術・表現技術のレベルアップを図る。 

講義内容 

第 1 回 本科目の説明、楽譜の読み方 

第 2 回 ピアノ演奏時の姿勢、手の形について 

    楽譜の読み方（大譜表形式、拍子・音域・音名） 

第 3 回 課題曲、楽譜の読み方（音符・休符） 

第 4 回 課題曲、楽譜の読み方（リズム） 

第 5 回 課題曲、楽譜の読み方（指使い） 

第 6 回 課題曲（フレージングについて） 

第 7 回 課題曲（バランスについて） 

第 8 回 課題曲（拍子・リズム） 

第 9 回 課題曲（レガート・スタッカート９ 

第 10 回 中間試験曲発表 

第 11 回 課題曲（実技試験曲の譜読みを含む） 

第 12 回 課題曲（試験曲練習方法） 

第 13 回 実技試験曲（表現） 

第 14 回 実技試験曲（通し練習） 

第 15 回 中間試験 

第 16 回 後期課題の説明及び夏季課題確認演奏会の曲 

（譜読み） 

第 17 回 課題曲（弾き歌いの譜読み） 

第 18 回 課題曲（リズム・拍子の研究） 

第 19 回 課題曲（スタッカート・レガートについて） 

第 20 回 課題曲（良いタッチとは） 

第 21 回 課題曲（弾き歌いの練習方法） 

第 2223 回 課題曲（協調性について） 

第 24 回 課題曲（装飾音符について） 

第 25 回 課題曲（表現について）後期試験曲発表 

第 26 回 進度確認及び後期試験曲譜読み 

第 27 回 課題曲（試験曲練習方法） 

第 28 回 課題曲実技試験曲（表現） 

第 29 回 実技試験曲（通し練習） 

第 30 回 後期実技試験（楽曲及び弾き歌い） 

評価 
平常点 30％、提出物 10％、中間試験及び後期試験 60％ 

テキスト 

「バイエル・ピアノ教則本」音楽之友社 

「ブルグミュラー25 の練習方法」全音 

「ソナチネアルバム１，２標準版」全音 

「こどものうた 100」チャイルド社 

その他 

●携帯電話等持ち込み不可●授業内は指示された時以外、

レッスン室から退出しない事●爪を短く切ること（ネイル

厳禁）、指輪、ブレスレットなどのアクセサリー類禁止 

実務経験  
カノン音楽院他、音楽院で指導を行う 

 
 

科目名 1825 担当者 

器楽Ⅱ 山岡 紀美子 他 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 通年 演習・必修 ２ 

テーマ 

音楽教育において重要な役割を担うピアノに関する基本的 

知識、基礎的技術を指導する。また、弾き歌いを通して演奏

技術・表現技術のレベルアップを図る。 

講義内容 

第 1 回 本科目の説明、楽曲及び弾き歌いの取り組みについて 

第 2 回 4 月の弾き歌い曲 

第 3 回 ４、５月の弾き歌い曲 

第 4 回 5 月の弾き歌い曲 

第 5 回 ５、6 月の弾き歌い曲 

第 6 回 6 月の弾き歌い曲 

第 7 回 ６、７月弾き歌い曲 

第 8 回ブルグミュラー又は指示された楽曲の取り組み（譜読み） 

第 9回ブルグミュラー又は指示された楽曲の取り組み（フレージング） 

第 10 回 中間試験曲 

第 11 回 7 月の弾き歌い曲（実技試験曲の譜読みを含む） 

第 12 回 ７、９月弾き歌い曲課題曲 

第 13 回 9 月弾き歌い曲（実技試験曲の表現方法を含む９ 

第 14 回 実技試験曲（通し練習） 

第 15 回 中間試験 

第 16 回 後期課題の説明及び夏季課題確認演奏会の曲（譜読み） 

第 17 回 10 月の弾き歌い曲又は実習課題曲の取り組み 

第 18 回 10 月の弾き歌い曲又は実習課題曲の取り組み及び 

     11 月の弾き歌い曲 

第 19 回 11、12 月弾き歌い及び実習課題曲の取り組み 

第 20 回 12、1 月の弾き歌い及び実習課題曲の取り組み 

第 21 回 1、２月の弾き歌い及び実習課題曲の取り組み 

第 22 回 ２、3 月ブルグミュラー又は指示された楽曲の取り組み 

      （譜読み） 

第23回 3月ブルグミュラー又は指示された楽曲の取り組み（譜読み） 

第 24 回 弾き歌い課題の振り返り及びイベント曲及び静曲への

取り組み 

第 25 回 イベント曲及び静曲への取り組み 後期試験曲発表 

第 26 回 進度確認及び後期試験曲譜読み 

第 27 回 課題曲（試験曲練習方法） 

第 28 回 課題曲実技試験曲（表現） 

第 29 回 実技試験曲（通し練習） 

第 30 回 後期実技試験（楽曲及び弾き歌い） 

評価 

平常点 30％、提出物 10％、中間試験及び後期試験 60％ 

テキスト 

「ブルグミュラー25 の練習方法」全音 

「ソナチネアルバム１，２標準版」全音 

「こどものうた 100」チャイルド社 

 「弾き歌いピアノ曲集」DOREMI 

その他 

●携帯電話等持ち込み不可●授業内は指示された時以外、

レッスン室から退出しない事●爪を短く切ること（ネイル

厳禁）、指輪、ブレスレットなどのアクセサリー類禁止 

実務経験  
 カノン音楽院他、音楽院で指導を行う 



［表現技術］ 必修  

 － 25 － 

 

  

科目名 5450 担当者 

体育 山﨑 恭代 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

○保育者として、子どもの発達に適した運動とは何か

を理解する。 

○主に幼児に対する運動あそびを演習するとともに保

育者としての指導方法と配慮を習得する。 

 

講義内容 

１．オリエンテーション／全体的な計画の位置づけ 

２．運動はなぜ幼児に大切か① 

３．運動はなぜ幼児に大切か② 

４．身体を使ったあそび①（リズムあそび） 

５．身体を使ったあそび②（伝承あそび） 

６．用具を使った運動あそび①（ボール） 

７．用具を使った運動あそび②（なわ） 

８．発達年代をふまえた運動あそび①（企画・立案） 

９．発達年代をふまえた運動あそび②（グループ発表） 

10．発達年代をふまえた運動あそび③（グループ発表） 

11．発達年代をふまえた運動あそび④（グループ発表） 

12．素材を使ったあそび①（公園にてどろだんごづくり） 

13．素材を使ったあそび②（しゃぼん玉あそび） 

14．用具を使った運動あそび③（お正月あそび） 

15．まとめ 小テスト 

評価 

授業への取り組み姿勢（服装や持ち物等も含む）・提出物

５０％、グループ発表・小テスト５０％で評価する。 

テキスト 

岩崎洋子 他「保育と幼児期の運動あそび」萌文書林 

その他 

・体育専用の A4 ファイルと、A4 用箋挟（クリップボ

ード）を準備しておくこと。 

・毎回、テキスト、筆記用具、クリップボード、ファ

イル、上靴を持参すること。 

・実技は、運動着（スカートは不可）で出席すること。 

・その他必要な物は事前に知らせる。 

実務経験  

保育所で５年間、乳児・幼児クラスの担任としての現

場経験をもつ。子どもが主体的に、楽しく活動するた

めには、保育者自身が「楽しい」と感じることが大切

であると考える。子どもの発達過程を踏まえながら、

グループでの運動あそびの立案、実践を行う。 

科目名 5430 担当者 

音楽理論・声楽 山岡 紀美子 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 通年 演習・必修 ２ 

テーマ 

音楽を表現、指導する上での基礎を実際に体験しながら

学ぶ。 

講義内容 
第 1 回 音楽の基礎を体験する（拍・リズム） 発声の基礎 

第 2 回 音楽の基礎を体験する（音・拍子）  発声の基礎 

第 3 回 読譜の基礎（音部記号・音名） 季節の歌 

第 4 回 読譜の基礎（音部記号・音名）季節の歌 

第５回 読譜の基礎（拍子・音）季節の歌 

第 6 回 読譜の基礎（音程２，３度）季節の歌 

第 7 回 読譜の基礎（音程４，５度）季節の歌 

第 8 回 読譜の基礎（音階）季節の歌 

第 9 回 読譜の基礎（和音）季節の歌 

第 10 回 ダルクローズについて 季節の歌 

第 11 回 コダーイ.オルフにについて 試験内容発表 

第 12 回 合奏の基礎 2.3 歳 季節の歌 

第 13 回 合奏の基礎 4.5 歳 季節の歌 

第 14 回 前期復習  

第 15 回 中間確認試験  

第 16 回 鍵盤ハーモニカの基礎 こどものうた 

第 17 回 鍵盤ハーモニカのアンサンブル こどものうた 

第 18 回 トーンチャイム・ハンドベル こどものうた 

第 19 回 調の復習 こどものうた 

第 20 回 移調 こどものうた 

第 21 回 楽語 こどものうた 

第 22 回 楽語 こどものうた 

第 23 回 リトミック実践 こどものうた 

第 24 回 リトミック実践 こどものうた 

第 25 回 リトミック実践 こどものうた 

第 26 回 リトミック実践 試験内容発表 こどものうた 

第 27 回 合唱 こどものうた  

第 28 回 合唱 こどものうた 

第 29 回 復習 

第 30 回 期末試験 

 

評価 

出席状況、授業態度、実技試験など総合評価する。 

テキスト 

「こどものうた 100」「子どものための音楽表現技術」 

プリント 

その他 

 指定のファイルに配布したプリントをファイリング

する事。五線ノート、筆記用具 

実務経験  

幼稚園保育園及び研修会にて合奏指導、保育者向け研修を行

う。これらを活かし現場の視点から音楽に関する技術を身に

着けていく。 

 



［表現技術］ 必修  

 － 26 － 

 

科目名 5440 担当者 

美術・工芸 森 慎司 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 演習・必修 １ 

テーマ 

保育時間内でよく使用する絵画技法を中心に学ぶ。 

年代、製作能力等、様々な対象を意識し、いろいろ

な道具や材料をつかって、一つひとつの技法を自身で

工夫していく。 

 

講義内容 

 

以下の技法を用いた作品を製作。 

フロッタージュ、スクラッチ、はじき絵、 

ドリッピング、デカルコマニー、はしペン画、 

スタンピング、モノタイプ、切り紙絵、 

マーブリング、スパッタリング、 

飛び出す絵本の技法 

 

 

評価 

● 作品をスクラップし、「資料」として定期試験期間

中に提出。評価を行う。 

● 平常の取り組みや工夫も評価の対象となる。 

テキスト 

Ａ４サイズのスクラップブック（スケッチブック）

を準備しておくこと。 

 

その他 

以下の画材を事前に用意しておくこと。 

水彩絵の具（12 色以上。ポスカラ・アクリル等）

／絵筆／パレット／水入れ／デザインナイフ／はさみ

／のり 

 …持参日は講義内で伝達する。 

 

実務経験 有り 

 子供絵画教室を主催しており、幼児～児童～中学生

まで幅広く絵画教育に携わっている。 

  



［保育実習］ 必修  

 － 27 － 

 

   

科目名 5490 担当者 

実習指導Ⅱ＋Ⅲ 石塚正志・山﨑恭代 他 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 通年 演習・必修 ２ 

テーマ 

「事前－事後学習」の位置づけ。 

保育実習（生活施設実習・保育所実習）を円滑に進め、

現場から得た力を自身の糧として活かしていく方法等

について学ぶ。 

講義内容 

「事前」 

・保育実習の目的と意義 

・実習段階の内容理解 

・実習施設（生活施設実習・保育所実習）の特徴･概要

の理解 

・実習テーマについて（実習課題の持ち方） 

・実習要項、実習心得について 

・人権尊重・個人情報の保護について 

・事前オリエンテーションの内容把握 

（学内･実習施設） 

・実習中の健康管理について 

・その他 

「事後」 

・実習終了後のアンケート･レポート作成 

・実習報告会とまとめ 

・自己評価と自己反省 

・実習で学んだことの理解と評価 

・実習で学んだことの学生生活への生かし方 

・実習と就職への展望、学んだことを応用していくセン

ス 

評価 

・ 全出席であること 

・ 提出物は期日までに提出のこと 

・ 授業態度についても評価する 

テキスト 

・ 使用しない 

その他 

評価基準に満たないものは、保育実習への参加を取り

やめることがある。 

実務経験  

保育所、児童養護施設、障害者施設など様々な現場経験

がある教員による複数担当制で適切な事前・事後学習、

各実習施設に合った実習指導を行っている。 

科目名 5500 担当者 

実習指導Ⅰ 花岡 貴史 他 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 変則通年 演習・必修 １ 

テーマ 

当学院における保育実習のうち、通所施設実習に対応

する実習指導（実習の事前及び事後指導）。学院での最

初の実習へ向けての総合的な準備（実習の意義・目的、

オリエンテーション、実習記録の書き方）及び、配属施

設ごとの類型別（児童館・障がい児・障がい者）の指導

を行う。 

講義内容 

１．実習指導ガイダンス/希望調査アンケート 

２．保育士の仕事（ビデオ学習） 

３．ロールプレイを通しての自己覚知  

４．観察と記録の演習 

５．実習記録記入の練習① 

６．実習記録記入の練習② 

７．実習記録記入の練習③ 

８．各類型別の指導① 

９．各類型別の指導② 

10．2 回生保育所実習報告会参加 

11．各類型別の指導③ 

12．各類型別の指導④ 

13．各類型別の指導⑤ 

14．各類型別の指導⑥ 実習テーマの指導等 

15．各類型別の指導⑦ 実習テーマの指導等 

実習テーマ 

自己紹介書（写真貼付）提出 

実習中の健康管理/保菌検査/アンケートⅠ                         

16．送り出し 

17．事後指導① 反省会レジュメ作成、お礼状執筆、 

アンケートⅡ 

18．事後指導② 実習反省会 

評価 

・ 全出席であること 

・ 提出物は期日までに提出のこと 

・ 授業態度 

テキスト 

・ なし 

その他 

評価基準に満たないものは、保育実習への参加を取り

やめることがある。 

実務経験 有り 

保育所、児童養護施設、障害者施設など様々な現場経

験がある教員による複数担当制で適切な事前・事後学

習、各実習施設に合った実習指導を行っている。 



［保育実習］ 必修  

 － 28 － 

 

科目名 5480 担当者 

通所施設実習 花岡 貴史 他 

配当 開講 種別 単位数 

１回生 後期 実習・必修 ２ 

テーマ 

通所施設実習は、入学後初めて経験する実践を通じた

学びの場であり、いわば入門期の実習である。 

多くの学生は“保育士=保育所の保育士”というイメ

ージを抱いて入学しているかもしれない。しかし、保育

士の働く現場は保育所以外にもあり、この実習はそうい

った施設を知る機会にもなっている。 

通所施設実習においては主として次のようなねらい

が設けられている。 

⚫ 対人援助専門職として、ふさわしい姿や行動がとれ

ること 

⚫ 対人援助職のフィールドや対象者の幅広さを知る

ことにより、自己の保育観や保育者観を見直す 

⚫ 保育に関する知識や技術について、実践の場を通じ

て自己の課題を発見する 

実習内容 

１．通所施設において２週間の実習を行なう 

実習施設 

児童館 

障害者福祉サービス事業所（通所型） 

児童発達支援センター（母子通園を含む） 

 

２．事前・事後の実習指導により、実践での学びを整

理し、自己の今後の課題を考えていく 

評価 

・ 実習先施設の評価（40%） 

・ 実習記録の評価（30%） 

・ 事前－事後の指導を含めた実習担当における評

価（30%） 

以上を総合して評価する 

テキスト 

・ 使用しない 

その他 

実務経験 有り 

保育所、児童養護施設、障害者施設など様々な現場経

験がある教員による複数担当制で適切な事前・事後学

習、実習巡回訪問などを行っている。 

 

 

科目名 5460 担当者 

生活施設実習 石塚 正志 他 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 前期 実習・必修 ２ 

テーマ 

現場実習において、生活施設の保育士の役割と仕事、

対象者に必要な支援についての知識と技術を学ぶ。 

生活施設実習においては主として次のようなねらい

が設けられている。 

⚫ 生活施設について理解する 

⚫ 対象者理解と支援の方法について学ぶ 

⚫ 生活支援と関わる具体的技術を修得する 

⚫ プライバシーと職業倫理について学ぶ 

⚫ 宿泊実習を通して自己の健康管理を行う 

実習内容 

 

１．保育所以外の福祉施設において２週間の実習を原

則として宿泊で行なう 

実習施設 

乳児院 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

母子生活支援施設 

障がい児・者施設 

 

２．事前－事後の実習指導により、実践での学びを整

理し、自己の今後の課題を考えていく 

評価 

・ 実習先施設の評価（40%） 

・ 実習記録の評価（30%） 

・ 事前－事後の指導を含めた実習担当における評

価（30%） 

以上を総合して評価する 

テキスト 

・ 使用しない 

その他 

実務経験  

保育所、児童養護施設、障害者施設など様々な現場経

験がある教員による複数担当制で適切な事前・事後学

習、実習巡回訪問などを行っている。 

 

 



［保育実習］ 必修  

 － 29 － 

 

科目名 5470 担当者 

保育所実習 山﨑 恭代 他 

配当 開講 種別 単位数 

２回生 後期 実習・必修 ２ 

テーマ 

本学院における保育所実習は、実践を通じた学びとし

ては最後の実習になっており、いわば仕上げの実習とい

う表現もできる。 

実習の時期としても就職・卒業を間近に控えている事

もあり、主として次のようなねらいを設けている。 

⚫ 保育奉仕者としてふさわしい姿や行動が、自己

のものとして自然にとれること 

⚫ それまでに習得した知識や技術を実践的に応

用すること 

⚫ 保育所の役割･機能を理解し、そこに従事する

保育士として指導案の立案･実践や教材の準備

ができること 

⚫ 保育士の任務と使命を現実的に自覚すること 

⚫ 広い意味で自己の保育観や保育者観を自覚す

ること 

実習内容 

○事前オリエンテーション 

  見学実習 

○保育所における２週間の実習 

観察＆参加実習 

指導実習（半日または 1 日のクラス運営等） 

また、事前・事後の実習指導により、実践を伴う

学びについて整理し、理論と自己課題を深く追求

していく。 

評価 

・ 実習先施設の評価（40%） 

・ 実習記録の評価（30%） 

・ 事前・事後の指導を含めた実習担当における評

価（30%） 

…以上を総合して評価する 

テキスト 

使用しない 

その他 

子どもを主体とした関わりが、イメージできる必要が

あるので、事前に（自主的に）保育現場におけるボラン

ティア＋アルバイト経験を積んでおくことが望まれる。 

実務経験  

保育所、児童養護施設、障害者施設など様々な現場経

験がある教員による複数担当制で適切な事前・事後学

習、実習巡回訪問などを行っている。 
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科目名 5510 担当者 

保育実践演習 山﨑恭代・花岡貴史 他 

配当 開講 種別 単位数 

１・２回生 変則通年 演習・必修 ２ 

テーマ 

１．教育課程の全体を通して、保育士としての専門的知識及

び技術、幅広く深い教養及び総合的な判断力、専門職として

の倫理観等が習得、形成されたか、自らの学びを振り返り把

握する。２．保育実習等を通じた自らの体験や収集した情報

に基づき、保育に関する現代的課題についての現状を分析し、

その課題への対応として保育士、保育の現場、地域、社会に

求められることを多様な視点から考察する力を習得する。３．

１及び２を踏まえ、自己の課題を明確化し、保育の実践に際

して必要な基礎的な資質・能力の定着を目指す。 

講義内容 

専任教員ごとの専門性に応じたゼミ形式で以下の内容につ

いて深めていく。詳細な計画については各ゼミ担当者の初講

にて説明される。 

１．学びの振り返り グループ討論、ロールプレイング等の授

業方法を活用し、以下 の①～④の観点を中心に、これまで

の自らの学びを、保育実習等 における体験と結びつけなが

ら振り返る。 ①保育士の意義や役割、職務内容、子どもに

対する責任、倫理 ②社会性、対人関係能力 ③子どもやそ

の家庭の理解、職員間の連携、関係機関との連携 ④保育や

子育て家庭に対する支援の展開  

２．保育に関する現代的課題の分析に基づく探究グループワ

ークや研究発表、討論等により、保育に関わる今日の社会

的状況等の課題について自ら問いを立て、その要因や背景、 

課題解決の方向性及びその具体的内容や方法等について検

討する。 

３．１及び２を踏まえて、自身の習得した知識・技術等と保

育に関 する現代的課題等から、自己の課題を把握する。 そ

の上で、目指す保育士像や今後に向けて取り組むべきこと

及びその具体的な手段や方法等を明確化する。 

４．就職等の指導もゼミごとに行われる。 

①就職活動の方法              

活動の進め方、求人の見方、探し方、学内外の手続き、

礼儀作法、模擬面接、試験・面接・作文等対策等。取り組

むべきこと及びその具体的な手段や方法等を明確化する。 

 ②進路の相談 

 ③就職フェアの情報 

評価 

ゼミごとに出席・取り組む姿勢、課題などで評価する。 

テキスト 

なし 

その他 

ゼミ担任に一任 

実務経験 有り 

保育・教育・社会福祉・音楽等、様々な分野での経験があ

る教員が、それぞれの専門性を活かして指導を行う。 



 

 

 


