


科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

教育心理学特論 講義 ２ 
1年次 

集 中 
選択 幼一種免選択 辻野 順子 

 

授業の到達目標 

１．教育は、個人の心身の成長と能力の発達に大きく寄与することを習得する。 

２．集団の心理が個人の心理に影響する場合があることを理解する。 

３．全ての人が互いを思いやり、等しく教育を受ける義務と権利があることを身につける。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
心理学を個々人の心の中に捉え、自己の成長が知的好奇心を深め、多くの知識や知恵が獲得できる授業と

する。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 発達段階と発達の課題 身体の発達と知の発達 

2 学習と認知過程 学習過程としての認知過程を理解する 

3 学習の動機づけ 学習の理論と学習の情報処理論 

4 学習指導 学習指導の理論と個に応じた指導 

5 学習指導と教育工学 視聴覚教育とマルチメデイア学習 

6 学級の心理学 学級集団とは何か 

7 教育評価 教育評価の方法とテスト 

8 脳の発達と心 脳の発生と神経回路の形成 

9 パーソナリティの理解 パーソナリティの理論と適応 

10 生徒の知的能力の理解 知能検査の概要と種類 

11 子どもを取り巻く諸問題 子どもの心理的問題を事例から考える 

12 特別支援教育 障害のとらえ方と障害の種類 

13 学校組織と支援 スクールカウンセラーの役割 

14 教育心理学の研究方法Ⅰ 観察法/実験法/調査法/事例研究法/テスト法 

15 教育心理学の研究方法Ⅰ 子どもと環境のアセスメント 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

 

・授業内容に関する質問については、個別または全体に回答する。 

準備学習等の内容 
予習：該当箇所の通読 

復習：授業後の見直し 

履修上の注意 予習を基に積極的に授業に参加すること。 

テキスト 資料を配布する。 

 

参考書 

 

随時、授業中に紹介する。 

 

試 験 平常点 その他 

８０（％） １０（％） １０（％） 

 

「試 験」：筆記試験（持込不可） 

「平常点」：授業態度 

「その他」：提出物 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

保育内容特論 講義 ２ 
1年次 

集 中 
選択 幼一種免選択 渕田 陽子 

 

授業の到達目標 

１．「子どもたちの創造性を豊かにする」ために相応しい保育現場での幼児の生活や保育者の役割を理解す 

る。 

２．保育全体をとらえる中で、「子どもたちの創造性を豊かにする」指導や援助法を作成する能力を身につ 

ける。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
幼稚園教育要領や保育指針に記載されている「創造性を豊かにする」に焦点をあて、授業を通して、指導

法、援助法を学ぶ。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 
幼児教育の基本 人格形成を培う時

期の教育について 

幼児教育の基本を、現場での実践をディスカッションを

含めながら、理想と現実、未来を考える。 

2 保育内容の考え方 保育内容の構成について学ぶ 

3 芸術教育 表現教育の考え方 表現教育の歴史をさかのぼって学ぶ。 

4 領域 表現のとらえ方 表現の取り扱いについて歴史をさかのぼって学ぶ。 

5 生活と表現教育 
表現教育と生活の関係について羽仁説子考えからから

学ぶ。 

6 生活と芸術教育 
生活と芸術教育の関係について羽仁説子の考え方から

学ぶ。 

7 社会性を育てる遊び 理論 社会性と表現活動との相互関係を学ぶ。 

8 社会性を育てる遊び 実践 社会性を育てる表現遊びを体験する。 

9 心を育てる遊び 理論と実践 心を育てるための表現活動の理論と実践を学ぶ。 

10 表現教育 発表 
1回目から９回目の授業を基に、表現教育を考案し発表、

ディスカッションを行う。 

11 応答的保育 理論 応答的保育の理論について学ぶ。 

12 物的環境 おもちゃ おもちゃを通して育つ事柄について学ぶ。 

13 人的環境 ことば 子どもとの言葉を通しての教育について学ぶ。 

14 心の応答 心と表現との結びつきを学ぶ。 

15 これからの保育・教育の課題と内容 これからの保育方法について、考えあう。 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 
配布した資料を読み込んでおく。 

1人１回、保育内容について発表を行う。 

履修上の注意 履修者の保育現場経験年数によって授業内容変更が生ずることがある。 

テキスト 『保育の表現技術実践ワーク』今井真理編著（保育出版社）、 

 

参考書 

 

『保育内容総論』 塩美佐枝 同文書林 、『応答的保育』 宮原和子・宮原英種 ナカニシヤ出版 

『保育と表現』 石上浩美 嵯峨野書院 

 

試 験 平常点 その他 

２０（％） ４０（％） ４０（％） 

 

「試 験」：論述形式 

「平常点」：毎授業ごとに配布するミニレポート 

「その他」：発表 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

幼児理解特論 講義 2 
1年次 

前 期 
選択 幼一種免選択 畑中 ルミ 

 

授業の到達目標 

１．幼児の内面に湧き起こる様々な感情に目を向け、表出する行動を検討し、幼児理解を深める。 

２．幼児一人ひとりの特性を理解し、個に応じた指導の在り方を学ぶ。 

３．幼児の年齢の違いによる育ちや課題を理解し、年齢に応じた具体的な保育実践方法を学ぶ。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 

幼稚園教諭の専門性としての幼児理解のあり方を身につけるために、観察の視点、記録の仕方、保育計画等について，

講義やグループ討議を通して解説し検討・分析・考察を行う。また、映像によるカンファレンスやロールプレイを行

うことにより実践力を高める。さらに、レジュメ・レポートを作成して発表し、検討・分析・考察を深めるとい

う形式で授業を行う。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 授業オリエンテーション 幼児理解について 

2 幼児の遊び 幼児の遊びの意義 

3 幼児のものの考え方 認知について事例から学ぶ 

4 幼児の行動特徴① 行動から幼児の人間関係を探る 

5 幼児の行動特徴② 行動から幼児の内面を探る 

6 発達過程① ３歳児の育ち 

7 発達過程② ４歳児の育ち 

8 発達過程③ ５歳児の育ち 

9 幼児を取り巻く環境① 小学校教育との関連 

10 幼児を取り巻く環境② 家庭・地域教育との関連 

11 幼児教育の基本を重視した保育展開例① 幼児一人ひとりの特性に応じた保育 

12 幼児教育の基本を重視した保育展開例② 直接体験を通した遊びの中の保育 

13 幼児教育の基本を重視した保育展開例③ 直接体験を通した遊びの中の保育 

14 社会的課題 社会的課題と幼児の育ちとの関連 

15 まとめ 幼児を理解するとは 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 

予習：テキストや参考書の該当箇所を通読し、各回の授業内容の概要を把握しておくこと。 

   次回授業の主要な内容についてレポートの作成を求めることがある。 

復習：各回授業のテキスト、参考書、配布プリント等を通読し授業内容について理解を深 

める。授業後にリフレクションカードを提出することがある。 

履修上の注意 各回の授業内容について、自分なりの課題をもってのぞむこと。 

テキスト 必要に応じて指示あるいはプリント配布、スライド資料 

 

参考書 

 

授業時に提示 

 

試 験 平常点 その他 

７０（％） ２０（％） １０（％） 

 

「試 験」：筆記試験 

「平常点」：レポートその他提出物  

「その他」：授業への取り組み 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

保育学研究Ⅰ 演習 ２ 
１年次 

前 期 
選択  中重 直俊 

 

授業の到達目標 

１．文献を通して、遊びの本質について理解を深め、専門性を高める 

２．子どもを観察し、目的に応じて多様な記録を取ることができる 

３．乳幼児期の子どもにおける現状を理解し、考察を深めて検討することができる 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
この授業では、園での子どもの遊びをどう理解するか、どう保育を構想するかについて明らかにし、遊び

についての理解を深め、専門性を高めることを目的とする 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 オリエンテーション  

2 子どもの遊びと保育者 遊びを中心とした保育とは 

3 子どもの遊びと保育者 子どもの遊びを理解する 

4 子どもの遊びと保育者 子どもの遊びを援助する 

5 保育記録から生まれる指導計画 保育に生きる記録とは 

6 保育記録から生まれる指導計画 保育記録のなかの計画性 

7 子どもと保育者が織りなす生活 育ち合う子どもと保育者 

8 子どもと保育者が織りなす生活 行事のとらえ方と指導 

9 子どもと保育者が織りなす生活 子どもと保育者が織りなす生活 

10 保育者の役割 遊びの意義 

11 保育者の役割 総合的な学びを保障する 

12 保育者の役割 保育者の役割 

13 観察法について  

14 エピソードをもとに討論  

15 まとめ  

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 
予習：テキストの該当箇所を通読し、各回の授業内容の概要を把握しておくこと。 

復習：授業内容についてまとめておく。 

履修上の注意 
テキストを必ず持参すること。 

課題の提出期限は必ず守ること 

テキスト 
河邉貴子『遊びを中心とした保育』（萌文書店） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

 

参考書 

 

必要に応じて配布する 

 

試 験 平常点 その他 

５０（％） ４０（％） １０（％） 

 

「試 験」：筆記試験 

「平常点」：授業態度 

「その他」：課題提出 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

保育学研究Ⅱ 演習 ２ 
１年次 

後 期 
選択  中重 直俊 

 

授業の到達目標 

１．保育・幼児教育の歴史的な展開と特質を時代的な背景を交え理解し、説明できる 

２．乳幼児期の子どもにおける現状を理解し、考察を深めて検討することができる 

３．子どもを観察し、目的に応じて多様な記録を取ることができる 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
この授業では、保育・幼児教育に対する認識や取り組みを歴史的に読み解き理解を深め、現代の保育・幼

児教育をめぐる問題を考察することを目的とする 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 オリエンテーション  

2 諸外国の教育思想  

3 諸外国の教育の歴史  

4 日本の教育思想・歴史  

5 海外の幼児教育から考える  （１）取り組みの比較を通して 

6 海外の幼児教育から考える  （２）保育者に視点をあてて 

7 現代の保育・幼児教育をめぐる現状  

8 中間まとめ   

9 現場から学ぶ （１）保育所 

10 現場から学ぶ （２）幼稚園 

11 現場から学ぶ （３）幼保連携型認定こども園 

12 実際の取り組みから保育・幼児教育を考える  （１）子どもの遊びと活動 

13 実際の取り組みから保育・幼児教育を考える  （２）環境構成に着目して 

14 実際の取り組みから保育・幼児教育を考える  （３）保育者の役割 

15 学生のプレゼンテーションによる振り返りとまとめ  

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 
毎回、課題を出すので、次回までに課題を行なって授業に臨むこと 

また、授業内容についてまとめておくこと。 

履修上の注意 課題の提出期限は必ず守ること 

テキスト 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 

 

参考書 

 

必要に応じて配布する 

 

試 験 平常点 その他 

５０（％） ４０（％） １０（％） 

 

「試 験」：筆記試験 

「平常点」：授業態度 

「その他」：課題提出 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

発達心理学特論 講義 2 
１年次 

前 期 
選択  辻野 順子 

 

授業の到達目標 
1．発達段階で生じる心理的問題に関わる要因を理解する。 

2．人生の発達的変化を段階別に理解し、その変化の特徴と社会的環境などとの関連性を考える。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
受胎から死に至るまでさまざまな年齢での心理的問題についての現象や仮説を学習する。 

また、心理的問題に及ぼす要因について探究する。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 さまざまな発達のモデル 発達という言葉の意味 

2 性と発達 多様な性と現代社会 

3 いじめ・不登校・ひきこもりと発達 いじめの現状 

4 心の病と発達 精神疾患の現状 

5 自殺の実態と予防 日本における自殺の概要 

6 発達のつまずき 発達のつまずきとは 

7 虐待・トラウマと発達 幼児期の子どもの PTSD 

8 激変するメディア環境と子どもの発達 激変した子どもの環境 

9 胎児期・新生児期の発達 胎児期・新生児期の重要性と問題点 

10 乳児期の発達 乳児の豊かな能力 

11 幼児期の発達 幼児期の発達の外観 

12 児童期の発達 身体と運動能力の発達 

13 青年期の発達 子どもから大人への移行期として 

14 成人期前期の発達 成人期前期の発達課題 

15 まとめ 発達心理学を学ぶ意義 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

 

・授業内容に関する質問については、個別または全体に回答する。 

準備学習等の内容 
予習：該当箇所の通読 

復習：授業後の見直し 

履修上の注意 予習を基に積極的に授業に参加すること。 

テキスト 資料を配布する。 

 

参考書 

 

随時、授業中に紹介する。 

 

試 験 平常点 その他 

８０（％） １０（％） １０（％） 

 

「試 験」：筆記試験（持込不可） 

「平常点」：授業態度 

「その他」：提出物 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

児童家庭福祉特論 講義 2 
１年次 

前 期 
選択  井出 沙里 

 

授業の到達目標 

１．児童憲章、子どもの権利に関する条約から児童の権利に関する理解を深める。 

２．子どもとその家族が必要とする具体的な援助の方法を知り、児童家庭福祉の理解を深める。 

３．児童家庭福祉に関連する法律・制度・施設・機関等の社会的支援の状況を知り、さらに他 

の社会資源との連携の方法を知る。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 家庭での児童養育を支援する必要性についての理解を深め、実践に必要な知識、理解を深める。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 児童と家庭を取り巻く現状 
子どもと家庭の状況（現代家庭の特徴・子どもの貧困

など） 

2 子どもの権利 
児童の権利に関する条約、児童憲章と子どもの権利擁

護について 

3 児童家庭福祉の歴史 イギリス、アメリカ、日本の児童家庭福祉について 

4 児童家庭福祉の制度と法体系 児童福祉法、児童関連法について 

5 児童家庭福祉行政と実施機関 児童家庭福祉行政と実施機関、施設について 

6 子育て支援サービスと児童の健全育成 子育て支援サービスと児童健全育成施策について 

7 母子保健サービス 母子保健の理念とサービス実施と体系について 

8 保育サービス 保育所と待機児童、保育サービスについて 

9 児童虐待と DV 児童虐待、DVについて 

10 社会的養護 社会的養護の状況と今後について 

11 ひとり親家庭への福祉 
ひとり親家庭の現状と生活状況、福祉サービスについ

て 

12 障がいのある子どもの福祉 障がい児の定義と現状、福祉サービスについて 

13 情緒障がい・少年非行問題 
情緒障がいの定義と対応、非行少年の法制度とその対

応について 

14 児童家庭福祉の専門職と連携 児童家庭福祉に携わる専門職とその専門性について 

15 まとめ まとめ 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 

予習：各回の授業内容をテキスト等で確認し、自らの疑問や問題意識を持って授業に参加する。 

 

復習：各回の授業内容について理解を深め、テキスト、参考書を通読する。 

履修上の注意 自らの学習に対して、意欲的に取り組むこと 

テキスト 
『学ぶ・わかる・みえるシリーズ保育と現代社会 保育と児童家庭福祉』櫻井奈津子編 みらい,2012 

『保育福祉小六法』 保育福祉小六法編集委員会編 みらい 

 

参考書 

 

 

 

試 験 平常点 その他 

５０（％） ３０（％） ２０（％） 

 

「試 験」：筆記試験（持ち込みなし） 

「平常点」：授業への積極的参加 

「その他」：ミニレポートなど 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

社会福祉特論 講義 2 
１年次 

後 期 
選択  井出 沙里 

 

授業の到達目標 

１．社会福祉学の基本的概念について理解し、説明できる力を身につける。 

２．社会福祉の専門性と専門職について理解する。 

３．現代社会福祉学の課題を発見し、解決に向けて考える能力を身につける。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
社会福祉の形成過程、先人の社会福祉学研究対象と研究方法論について学び、現代社会福祉学について考

察する。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 保育と社会福祉 生活課題と社会福祉について 

2 社会福祉の概念と役割 社会福祉の概念と保育と社会福祉の関係について 

3 社会福祉の歴史 欧米と日本の社会福祉のあゆみについて 

4 社会保障制度 
社会保障の概念と体系（社会保険、公的扶助）につい

て 

5 社会福祉の制度・法体系 高度経済成長と社会福祉六法の成立について 

6 社会福祉の実施機関と行財政 福祉の行政機関と福祉の財源について 

7 社会福祉施設の概要 社会福祉施設の目的と運営について 

8 子どもの人権と児童家庭福祉 子どもの権利条約と保育制作の動向について 

9 社会福祉の専門職と倫理 社会福祉の専門職と専門性、倫理について 

10 相談援助の意味と方法 相談援助の原則とその動向について 

11 福祉サービスの利用支援と第三者評価 日常生活自立支援事業と第三者評価について 

12 権利擁護と苦情解決 権利擁護と苦情解決のしくみについて 

13 地域福祉の意味と推進方法 地域福祉の理念と方法について 

14 他分野との連携とネットワーク ネットワークの重要性と方法 

15 まとめ 社会福祉専門職としての保育士のあり方について 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 

予習：各回の授業内容をテキスト等で確認し、自らの疑問や問題意識を持って授業に参加する。 

 

復習：各回の授業内容について理解を深め、テキスト、参考書を通読する。 

履修上の注意 自らの学習に対して、意欲的に取り組むこと 

テキスト 
『学ぶ・わかる・みえるシリーズ保育と現代社会 保育と社会福祉第 2版』 橋本好市編 みらい 

『保育福祉小六法』 保育福祉小六法編集委員会編 みらい 

 

参考書 

 

 

 

試 験 平常点 その他 

５０（％） ３０（％） ２０（％） 

 

「試 験」：筆記試験（持ち込みなし） 

「平常点」：授業への積極的参加 

「その他」：ミニレポートなど 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

子どもと生活 演習 ２ 
１年次 

前 期 
選択 幼一種免選択 カルマール 良子 

 

授業の到達目標 

１．今日の乳幼児、児童を取り巻く生活環境について様々な角度から理解する。 

２．学習指導要領をもとに生活科の目標や学習内容を理解する。 

保・幼・小の保育・教育に連続した生活習慣に対する理解を深める。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 

子どもの健やかな成長・発達段階にとってどのような生活環境が望ましいのかについて、近年の研究知見

や報告を含めながら解説する。また、学生自身が保育現場での実践力を身につけるため積極的な考察や議

論する機会も設ける。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 オリエンテーション  
オリエンテーション・幼稚園教育要領、保育所保育指針、

学習指導要領にみる「生活」 

2 現在の子どもを取り巻く生活環境① 子どもの生活実態を考察、課題を検討 

3 現在の子どもを取り巻く生活環境② 情報化社会における乳幼児の生活 

4 現在の子どもを取り巻く生活環境③ 子どもの理想的な生活リズム 

5 現在の子どもを取り巻く生活環境④ 幼・保・小の連続した生活習慣 

6 現在の子どもを取り巻く生活環境⑤ 生活習慣に関する保護者啓発の検討 

7 植物の「飼育・栽培・調理」① 幼児教育からみた生活科とは 

8 植物の「飼育・栽培・調理」② 具体的な活動計画 

9 植物の「飼育・栽培・調理」③ 生活科の実践 

10 植物の「飼育・栽培・調理」④ 生活科の実践 

11 植物の「飼育・栽培・調理」⑤ 実践のプレゼンテーション 

12 生活科の学習対象① 野外フィールドワーク 

13 生活科の学習対象② 野外フィールドワーク 

14 生活科の学習対象③ 野外フィールドワーク 

15 今後の生活科への展望 まとめ 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 
低学年の子どもの発達特性に関する書籍に目を通しておくこと。 

子どもにとって身近な日常生活の中で教材になりそうな自然環境に関心をもつ習慣をつけること 

履修上の注意  

テキスト  

 

参考書 

 

『小学校学習指導要領』  

『小学校学習指導要領 生活編』 

 

試 験 平常点 その他 

４０（％） ６０（％）  

 

「試 験」：レポート試験 

「平常点」：授業態度、プレゼンテーション、レポートの完成度、習熟度 

「その他」： 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

図画工作演習 演習 ２ 
１年次 

前 期 
選択 幼一種免選択 甲本 喜胤 

 

授業の到達目標 

１．図画分野では、身近なものを見てイメージをふくらませ、楽しみながら表現する力を養う。  

２．工作分野では、多様な素材を工夫しながら組み合わせてモノづくりの面白さを味わう。 

３．図画工作で活用できる多様な素材・教材に触れて、自ら教材をつくりだす能力を育てる。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
図画工作の指導に必要な多様な教材に触れ、表現活動を通して、基本的な画材等の扱い方と技法を学び、

モノづくりの面白さや子どもの造形表現の指導に役立つ、効果的な教材開発の方法 を身につける。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 イントロダクション  授業内容・使用教材についての説明等  

2 スケッチ①「静物」 身の回りのものを描く 

3 スケッチ②「風景」 身近な風景を描く 

4 スケッチ③「人物」 人物を多様なメディアで描く 

5 素材の研究  身の回りから扱える多様な素材を見つける 

6 工作①平面的な素材を使って表現する   紙、布、植物、毛糸、などの素材を使って  

7 工作②立体素材を使って表現する     ダンボールによる表現 

8 工作③粘土を使って造る         粘土で器を造る 

9 上記の教材から指導事例を考える     指導案を作成する 

10 多様な表現テクニックを学ぶ  ①バチック、ドリッピングを試す 

11    同上          ②スパッタリング、コラージュを試す 

12    同上          ③フロッタージュ、マーブリングを試す 

13 版画の技法   各種の版画技法を試す 

14 空想的な表現  空想で描く 

15 自由制作と作品展示  講評・まとめ   これまでに学んだ多様な方法から自由な制作を行う 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 
・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 

予習:配布したプリント等に目を通し次回の授業準備をしておく。 

 

復習:表現の効果をさらに高めるための工夫を考える。 

履修上の注意 
使用する画材を必ず準備する。 

提出作品を指定された期日までに提出する 

テキスト テキストは使用しない。配布されたプリントを使用する。 

 

参考書 

 

使用予定の画材 

水彩用具一式(水彩絵の具、パレット、水彩筆、水入れ、ボロ布)、鉛筆(2B～6B)、クレパス、クリップ等 

 

試 験 平常点 その他 

０（％） ３０（％） ７０（％） 

 

「試 験」：実施しない 

「平常点」：授業態度等 

「その他」：作品提出状況・作品の内容 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

保育内容研究 

「人間関係」 
演習 ２ 

１年次 

集 中 
選択 幼一種免選択 中重 直俊 

 

授業の到達目標 

１．領域「人間関係」のねらいと内容、保育実践上の配慮について理解を深める 

２．人とかかわる力をはぐくむための保育方法を考えることができる 

３．人とのかかわりを育む遊びの重要性を理解する。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
子どもは生活の中で、人とのかかわりをどのような過程を経て発達させていくのか、また、それを支える

保育者の援助はどうあるべきなのか等、「人間関係」領域の理解を深めていく。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 オリエンテーション 「人間関係」とは 

2 保育内容「人間関係」に求められること 幼稚園教育要領・保育所保育指針の基本 

3 自己理解と自己概念 自分を知る 

4 社会・文化に生きる子ども 生態学的環境として関係をとらえる 

5 保育者との信頼関係を基盤に 乳児の保育所における人とのかかわり 

6 ３歳児の人間関係 
保育者が居場所―ものを「欲張る」ことにも意

味がある 

7 ４歳児の人間関係 
自己主張と自己抑制―幼児期の「なかよし」と

は? 

8 ５歳児の人間関係 園生活の充実感を支えるもの 

9 個の育ちと集団の育ち かけがえのない一人一人の存在 

10 トラブルの中での成長 保育者の援助と言動 

11 保育者の専門性 道徳性・規範意識の芽生え 

12 保育者の専門性 協同する体験を重ねること 

13 保育者の専門性 特別なニーズをもつ子ども 

14 保育者の専門性 小学校へつなぐ 

15 保育者同士の関わり 質の向上に向けて 

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 
予習：テキストの該当箇所を通読し、授業内容の概要を把握しておく。 

復習：授業内容についてまとめておく。 

履修上の注意 必ずテキストを持参すること。 

テキスト 『保育内容 人間関係』 小田豊 光生館 

 

参考書 

 

『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』 『幼稚園教育要領解説』 『保育所保育指針解説書』 

 

試 験 平常点 その他 

６０（％） ４０（％）  

 

「試 験」：筆記試験 

「平常点」：課題提出 

「その他」： 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

体育演習 演習 2 
１年次 

後 期 
選択  中谷 昌弘 

 

授業の到達目標 

１． 保育としての体育プログラムを考案することができる。 

２． 段階指導及び展開方法を学び、指導実践により指導技術及び技能を身につける。 

３． 実際の現場に見立てた指導実践を行うことにより指導力を身に付ける。 

学位授与の方針 

との関連 
・より高度の幼児教育に関する専門的知識・技術及び実践力を習得している。 

授業の概要 
この授業では、幼児の運動遊びに携わる保育者が保育現場でプログラムを立案し、実践できる 

ために必要な基本的な知識や技能を習得する。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1 オリエンテーション 授業内容の説明、受講上の注意 

2 幼児の体育の現状 過去と現在の比較から 

3 運動あそびの段階指導及び指導実践 マットあそび 

4 運動あそびの段階指導及び指導実践 トランポリンあそび 

5 運動あそびの段階指導及び指導実践 とび箱あそび 

6 運動あそびの段階指導及び指導実践 ボールあそび 

7 運動あそびの段階指導及び指導実践 縄あそび 

8 運動あそびの段階指導及び指導実践 大繩あそび 

9 運動あそびの段階的指導及び指導実践 平均台あそび 

10 サッカーあそびの段階的指導及び指導実践 ボールフィーリング 

11 サッカーあそびの段階的指導及び指導実践 キック・パス 

12 サッカーあそびの段階的指導及び指導実践 ドリブル 

13 サッカーあそびの段階的指導及び指導実践 ゲーム 

14 グループディスカッション 幼児の体育教育の在り方 

15 まとめ  

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 
・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 
予習:食事、睡眠等、体調を整えておくこと。 

復習:心身のケアとしてストレッチを習慣化すること。 

履修上の注意 

・技能・技術面での評価ではなく、授業を受ける態度や取り組む姿勢を評価する。 

・ピアス・ネックレス・つけ爪・時計等、装飾品を身に付けることは安全面から禁止する。 

・運動にふさわしい服装と運動シューズを使用すること。 

・各自で水分、タオルを用意すること。 

・各自で貴重品の管理をすること 

・毎回、実技はストレッチ、アイスブレイクをした後に、テーマの運動を行う。 

・授業態度が著しく悪い場合は、退場を命じることがある。 

・体調が悪い、病気等の場合始まる前に必ず申し出ること。 

・運動ができない場合、診断書があれば別途対応する。 

テキスト 適宜プリントを配布 

 

参考書 

 

適宜プリントを配布 

 

試 験 平常点 その他 

５０（％） ５０（％） （％） 

 

「試 験」： 

「平常点」： 

「その他」： 

 



科 目 名 授業形態 単位数 開講時期 卒業必・選 免許・資格 担当者名 

修了研究Ⅰ 演習 ６ 
１年次 

通 年 
選択  中重 直俊 

 

授業の到達目標 

１．研究論文の書き方を理解する 

２．関心のある事項から各自テーマを決め、研究の目的、方法、具体的な実施計画を作成する 

３．第三者に伝わるようにプレゼンテーションを行う 

学位授与の方針 

との関連 
・専門分野の研究能力を身につけている。 

授業の概要 

前期は、研究論文の書き方について、とくにテーマ設定や論文の構成についてテキストを中心に学んでい

く。それぞれが関心のあるテーマに基づいた先行研究を読み、担当ごとにレジュメにまとめ、調査方法や

研究手段などを確認する。 

授業計画 

回数 テーマ 授 業 内 容 

 

1  オリエンテーション   

2  研究について  研究の意義 

3  研究について  研究の計画 

4  研究について  研究方法 

5  テーマの設定  テーマの設定 

6  テーマの設定  テーマに関係する先行研究調査１ 

7  テーマの設定  テーマに関係する先行研究調査２ 

8  テーマの設定  先行研究調査の発表 

9  研究について  研究の目的 

10  予備研究  予備研究の方法１ 

11  予備研究  予備研究の方法２ 

12  予備調査  予備調査の実施 

13  予備調査  予備調査のまとめ 

14  倫理的配慮と情報保護について   

15  研究論文の構成について   

評価の方法 

 

 

 

                        

 

課題（レポート等）

のフィードバック 

・レポート等の課題は、コメントを付して返却する。 

・授業内容に関する質問については、個別又は全体に回答する。 

準備学習等の内容 次回までの課題を提示するので、しっかりと予習・調査を行うこと。 

履修上の注意 課題の提出期限は必ず守ること 

テキスト 中坪史典『子ども理解のメソドロジー』ナカニシヤ出版 

 

参考書 

 

必要に応じて配布する 

 

試 験 平常点 その他 

５０（％） ４０（％） １０（％） 

 

「試 験」：筆記試験 

「平常点」：授業態度 

「その他」：課題提出 

 


