


カリキュラムマップについて

　本学では，講義科目を順序立てて履修するためにカリキュラムマップを
作成しています。
　次のページにカリキュラムマップを掲載しました。
　カリキュラムマップによって以下のことがわかります。

１．同じテーマの科目が年次進行にしたがって同じ行に表示されています。

２．それぞれの科目が何を学ぶための科目なのかが示されています。

３．それぞれの科目が、どの学位授与方針（ディプロマ―ポリシー）を
　　達成するための科目なのかが示されています。

４．専門科目や専門基礎科目と関連のある教養科目も示されています。

カリキュラム全体の構成を把握するうえでの参考にしてください。
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830 教育実習指導Ⅰ 実 1 1 1 1 1 〇 〇 〇 ●
832 教育実習Ⅰ 実 4 1 1 〇 〇 ○ 〇 ●
880 特別支援学校教育実習講義 演 1 1 1 ● ○ ○
882 特別支援学校教育実習 実 2 1 1 ○ ○ ●
850 教育実習指導Ⅱ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○
852 教育実習Ⅱ 実 4 1 1 ○ ○ ●
800 保育実習指導Ⅰ－１ 演 1 1 1 ● ○ ○ ○
801 保育実習指導Ⅰ－２ 演 1 1 1 ○ ● ○ ○
808 保育実習指導Ⅱ 演 1 1 1 ○ 〇 〇 〇 〇
812 保育実習指導Ⅲ 演 1 1 1 ○ ○ ○
802 保育実習Ⅰ－１ 実 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ●
803 保育実習Ⅰ－２ 実 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ●
808 保育実習Ⅱ 実 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ●
812 保育実習Ⅲ 実 2 1 1 ○ ○ ●
701 卒業研究Ⅰ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ● ○
702 卒業研究Ⅱ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ● ○
600 こども学総合演習Ⅰ 演 1 必 1 1 〇 ○ 〇
601 こども学総合演習Ⅱ 演 1 必 1 1 〇 ○ ●
604 教職実践演習(幼・小 ) 演 2 1 1 ○ ● ○
610 こどもの発達と保幼小連携 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
612 地域活動論 講 2 1 1 ○ ○ ○
624 公衆衛生学 講 2 1 1 ○ ○ ○
300 社会的養護Ⅰ 講 2 1 1 〇 〇 〇
302 こども家庭支援論 講 2 1 1 〇 〇 ● 〇
304 子育て支援 演 1 1 1 〇 〇 〇
320 乳幼児心理学 講 2 1 1 〇 〇 〇
322 青年心理学 講 2 1 1 〇 〇 〇
324 こどもの保健 講 2 1 1 〇 〇 〇 〇
326 こどもの健康と安全 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
330 こどもの食と栄養Ⅰ 演 1 1 1 ● 〇 〇 〇 〇
331 こどもの食と栄養Ⅱ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
334 こども家庭支援の心理学 講 2 1 1 〇 〇 〇 ○ 〇 〇
350 保育の計画と評価 講 2 1 1 〇 〇 〇
352 保育内容総論 演 1 1 1 〇 〇 ○ 〇
354 保育内容指導法（健康１） 演 1 1 1 〇 〇 〇
355 保育内容指導法（健康２） 演 1 1 1 ● 〇 〇
358 保育内容指導法（人間関係１） 演 1 1 1 〇 〇 〇
359 保育内容指導法（人間関係２） 演 1 1 1 ● 〇 〇
362 保育内容指導法（環境１） 演 1 1 1 〇 〇 〇
363 保育内容指導法（環境２） 演 1 1 1 ● 〇 〇
366 保育内容指導法（言葉１） 演 1 1 1 〇 〇 〇
367 保育内容指導法（言葉２） 演 1 1 1 ● 〇 〇
370 保育内容指導法（音楽表現１） 演 1 1 1 〇 ○ ○ ○ ○
371 保育内容指導法（音楽表現２） 演 1 1 1 〇 ○ ○ ●
374 保育内容指導法（造形表現１） 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
375 保育内容指導法（造形表現２） 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
378 社会的養護Ⅱ 演 1 1 1 〇 〇 〇
380 乳児保育Ⅰ 講 2 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
381 乳児保育Ⅱ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
400 表現Ⅰ幼児音楽１ 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
401 表現Ⅰ幼児音楽２ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
404 表現Ⅱ造形１ 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
405 表現Ⅱ造形２ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
408 表現Ⅲ身体表現１ 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
409 表現Ⅲ身体表現２ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
412 表現Ⅳ日本語表現１ 演 1 1 1 ○ ○ ○
413 表現Ⅳ日本語表現２ 演 1 1 1 ○ ○ ○
416 総合表現音楽Ⅰ 演 1 1 1 〇 ○ 〇 〇
417 総合表現音楽Ⅱ 演 1 1 1 〇 ○ 〇 〇
430 幼児と健康 講 1 1 ● 〇 〇
432 幼児と人間関係 講 1 1 ● 〇 〇
434 幼児と環境 講 1 1 ● 〇 〇 〇
436 幼児と言葉 講 1 1 ● 〇 〇
437 幼児と表現 講 1 1 ● 〇 〇 〇
440 国語科概論 講 2 1 1 〇 〇 ○
442 社会科概論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
444 理科概論 講 2 1 1 ○ ○
446 算数概論 講 2 1 1 ○ ○ ○
448 生活科概論 講 2 1 1 ○ ○
450 家庭科教育概論 講 2 1 1 ○ 〇 ○ ○
452 英語概論 講 2 1 1 ○ ○ ○
500 教育制度論 講 2 1 1 ○ ○ ○
502 生涯教育論 講 2 1 1 ○ ○
520 特別支援教育概論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
504 教育課程の編成と実施 講 2 1 1 ● ○ ○
506 生徒指導の意義と内容 講 2 1 1 ○ ○ ○
508 幼児の理解 講 2 1 1 ○ ○ ○
510 道徳教育の指導法 講 2 1 1 ○ ○ ○
522 総合的な学習の時間の指導法 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
512 特別活動の指導 講 2 1 1 ○ ○ ○
514 教育方法論 講 2 1 1 ● ○
516 教育相談論Ⅰ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○
517 教育相談論Ⅱ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○
540 教科教育法 国語 講 2 1 1 ○ ●
542 教科教育法 社会 講 2 1 1 ○ ○ ●
544 教科教育法 算数 講 2 1 1 ○ ●
546 教科教育法 理科 講 2 1 1 〇 ●
548 教科教育法 生活 講 2 1 1 〇 ●
550 教科教育法 音楽 講 2 1 1 ○ ○ ● ○
552 教科教育法 図画工作 講 2 1 1 ○ ○ ● ○
554 教科教育法 家庭 講 2 1 1 ○ ○ ● 〇
556 教科教育法 体育 講 2 1 1 ○ ● 生涯スポーツA・B

558 教科教育法 英語 講 2 1 1 ○ ○ ●
570 特別支援教育総論 講 2 1 1 ○ ○ ○
572 知的障がい教育Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○
573 知的障がい教育Ⅱ 講 2 1 1 ○ ● ○
576 肢体不自由児教育Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○
577 肢体不自由児教育Ⅱ 講 2 1 1 ○ ● ○
580 病弱教育 講 2 1 1 ○ ○ ○
582 視覚・聴覚障がい教育 講 1 1 ○ ○ ○
584 重複障がい教育総論 講 2 1 1 ○ ○ ○
586 発達障がい等教育総論 講 2 1 1 ○ ○
200 基礎ゼミナールⅠ 演 1 必修 1 1 ○ ○ ○ ●
201 基礎ゼミナールⅡ 演 1 必修 1 1 ○ ○ ○ ●
202 基礎ゼミナールⅢ 演 1 1 1 ○ ○ ● ○
206 こども学原論 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
208 基礎音楽 講 2 1 1 〇 〇 〇
220 保育方法の理論と実践 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇 ○
222 保育原理 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
224 保育者論 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
226 こどもの心理学Ⅰ 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
227 こどもの心理学Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ●
230 教職原論 講 2 必修 1 1 〇 〇
232 教育基礎論 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
250 社会福祉 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
252 こども家庭福祉 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
254 知的障がい者の心理・生理・病理 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
256 肢体不自由者の心理・生理・病理 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
258 病弱者の心理・生理・病理 講 2 必修 1 1 〇 ○ ○
260 視覚・聴覚障がい者の心理・生理・病理 講 1 必修 1 ○ ○ ○
262 障がい児保育Ⅰ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ○
263 障がい児保育Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ○
280 こどもの食育Ⅰ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
281 こどもの食育Ⅱ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
285 子育て支援ネットワーク論 演 1 1 1 〇 〇 〇
110 心理学概論 講 2 1 1
164 食生活論 講 2 1 1
100 総合教養講座 講 2 必修 1 1
120 日本国憲法 講 2 必修 1 1
122 現代医療と福祉・介護 講 2 1 1
126 現代社会論 講 2 1 1
114 異文化間コミュニケーション論 講 2 1 1
150 生命科学 講 2 1 1
156 統計の基礎 講 2 1 1
152 物理学 講 2 1 1
158 情報処理 講 2 必修 1 1
170 英語Ⅰ 演 1 必修 1 1
171 英語Ⅱ 演 1 必修 1 1
178 中国語Ⅰ 演 1 1 1
179 中国語Ⅱ 演 1 1 1
186 ロシア語Ⅰ 演 1 1 1
187 ロシア語Ⅱ 演 1 1 1
198 生涯スポーツA 講 1 必修 1
199 生涯スポーツB 実 1 必修 1 1
132 キャリア入門 講 1 必修 1
135 キャリア形成 講 1 1
133 キャリア発展 講 1 1
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に
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い

て

、
同

僚

、
保

護

者

、
地

域

の

人

々

と

交

わ

り

、
協

力

関

係

を

形

成

で

き

る

人

間

的

コ

ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ

ョ
ン

能

力

を

身

に

つ

け

て

い

る

。

変

化

す

る

社

会

の

中

で

、
教

育

に

求

め

ら

れ

る

ニ
ー

ズ

に

的

確

に

対

応

し

、
よ

り

適

切

な

保

育

・

教

育

の

あ

り

方

を

考

え

続

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

今

日

の

教

育

・

保

育

・

子

育

て

支

援

を

め

ぐ

る

諸

条

件

の

も

と

で

、
よ

り

良

い

教

育

環

境

及

び

 

教

育

実

践

を

実

現

す

る

た

め

に

、
不

断

に

学

び

、
深

く

思

慮

し

、
適

切

に

判

断

し

、
実

行

し

よ

う

と

す

る

意

欲

・

態

度

を

身

に

つ

け

て

い

る

。

830 教育実習指導Ⅰ（旧幼稚園教育実習指導） 実 1 1 1 1 1 〇 〇 〇 ●
832 教育実習Ⅰ（旧幼稚園教育実習） 実 4 1 1 〇 〇 ○ 〇 ●
880 特別支援教育実習講義 演 1 1 1 ● ○ ○
882 特別支援教育実習 実 2 1 1 ○ ○ ●
850 教育実習指導Ⅱ（旧小学校教育実習事前事後指導） 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○
852 教育実習Ⅱ（旧小学校教育実習） 実 4 1 1 ○ ○ ●
800 保育実習指導Ⅰ-1 演 1 1 1 ● ○ ○ ○
801 保育実習指導Ⅰ-2 演 1 1 1 ○ ● ○ ○
808 保育実習指導Ⅱ 演 1 1 1 ○ 〇 〇 〇 〇
812 保育実習指導Ⅲ 演 1 1 1 ○ ○ ○
802 保育実習Ⅰ－１ 実 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ●
803 保育実習Ⅰ－２ 実 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ●
808 保育実習Ⅱ 実 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ○ ●
812 保育実習Ⅲ 実 2 1 1 ○ ○ ●

701 卒業研究Ⅰ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ● ○

702 卒業研究Ⅱ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ● ○
600 こども学総合演習Ⅰ 演 1 必 1 1 〇 ○ 〇
601 こども学総合演習Ⅱ 演 1 必 1 1 〇 ○ ●
604 教職実践演習(幼・小・特 ) 演 2 1 1 ○ ● ○
610 こどもの発達と保幼小連携 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
612 地域活動論 講 2 1 1 ○ ○ ○
616 ボランティア活動 演 1 1 1 ○ ○ ○
624 公衆衛生学 講 2 1 1 ○ ○ ○
300 社会的養護Ⅰ（旧社会的養護） 講 2 1 1 〇 〇 〇
302 こども家庭支援論（旧相談援助） 講 2 1 1 〇 〇 ● 〇
304 子育て支援（旧保育相談支援） 演 1 1 1 〇 〇 〇
320 乳幼児心理学 講 2 1 1 〇 〇 〇
322 青年心理学 講 2 1 1 〇 〇 〇
324 こどもの保健（旧こどもの保健Ⅰ－１　Ⅰ－２） 講 2 1 1 〇 〇 〇 〇
326 こどもの健康と安全（旧こどもの保健Ⅱ） 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
330 こどもの食と栄養Ⅰ 演 1 1 1 ● 〇 〇 〇
331 こどもの食と栄養Ⅱ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
334 こども家庭支援の心理学（旧家庭支援論） 講 2 1 1 〇 〇 〇 ○ 〇 〇
350 保育の計画と評価（旧保育課程論） 講 2 1 1 〇 〇 〇
352 保育内容総論 演 1 1 1 〇 〇 ○ 〇
354 保育内容Ⅰ健康１ 演 1 1 1 〇 〇 〇
355 保育内容Ⅰ健康２ 演 1 1 1 ● 〇 〇
358 保育内容Ⅱ人間関係１ 演 1 1 1 〇 〇 〇
359 保育内容Ⅱ人間関係２ 演 1 1 1 ● 〇 〇
362 保育内容Ⅲ環境１ 演 1 1 1 〇 〇 〇
363 保育内容Ⅲ環境２ 演 1 1 1 ● 〇 〇
366 保育内容Ⅳ言葉１ 演 1 1 1 〇 〇 〇
367 保育内容Ⅳ言葉２ 演 1 1 1 ● 〇 〇
370 保育内容Ⅴ音楽リズム１ 演 1 1 1 〇 ○ ○ ○ ○
371 保育内容Ⅴ音楽リズム２ 演 1 1 1 〇 ○ ○ ●
374 保育内容Ⅵ絵画制作１ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
375 保育内容Ⅵ絵画制作２ 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
378 社会的養護Ⅱ（旧社会的養護内容） 演 1 1 1 〇 〇 〇
380 乳児保育Ⅰ 講 2 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
381 乳児保育Ⅱ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇 〇

400 表現Ⅰ幼児音楽１ 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
401 表現Ⅰ幼児音楽２ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
404 表現Ⅱ造形１ 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
405 表現Ⅱ造形２ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
408 表現Ⅲ身体表現１ 演 1 1 1 〇 〇 ● 〇
409 表現Ⅲ身体表現２ 演 1 1 1 〇 〇 〇 〇
412 表現Ⅳ日本語表現１ 演 1 1 1 ○ ○ ○
413 表現Ⅳ日本語表現２ 演 1 1 1 ○ ○ ○
416 総合表現音楽Ⅰ 演 1 1 1 〇 ○ 〇 〇
417 総合表現音楽Ⅱ 演 1 1 1 〇 ○ 〇 〇

440 国語科概論 講 2 1 1 〇 〇 ○
442 社会科概論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
444 理科概論 講 2 1 1 ○ ○
446 算数概論 講 2 1 1 ○ ○ ○
448 生活科概論 講 2 1 1 ○ ○
450 家庭科教育概論 講 2 1 1 ○ ○ ○
452 英語概論 講 2 1 1 ○ ○ ○
500 教育制度論 講 2 1 1 ○ ○ ○
502 生涯教育論 講 2 1 1 ○ ○
520 特別支援教育概論 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
504 教育課程の編成と実施（旧教育課程概論） 講 2 1 1 ● ○ ○
506 生徒指導の意義と内容（旧生徒指導の研究） 講 2 1 1 ○ ○ ○
508 幼児の理解 講 2 1 1 ○ ○ ○
510 道徳教育の指導法（旧道徳教育の研究） 講 2 1 1 ○ ○ ○
522 総合的な学習の時間の指導法 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
512 特別活動の指導（旧特別活動の研究） 講 2 1 1 ○ ○ ○
514 教育方法論 講 2 1 1 ● ○
516 教育相談論Ⅰ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○
517 教育相談論Ⅱ 演 1 1 1 ○ ○ ○ ○

540 教科教育法 国語 講 2 1 1 ○ ●
542 教科教育法 社会 講 2 1 1 ○ ○ ●
544 教科教育法 算数 講 2 1 1 ○ ●
546 教科教育法 理科 講 2 1 1 〇 ●
548 教科教育法 生活 講 2 1 1 〇 ●
550 教科教育法 音楽 講 2 1 1 ○ ○ ● ○
552 教科教育法 図画工作 講 2 1 1 ○ ○ ● ○
554 教科教育法 家庭 講 2 1 1 ○ ○ ●
556 教科教育法 体育 講 2 1 1 ○ ● 生涯スポーツA・B

558 教科教育法 英語 講 2 1 1 ○ ○ ●
570 特別支援教育総論 講 2 1 1 ○ ○ ○
572 知的障がい教育Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○
573 知的障がい教育Ⅱ 講 2 1 1 ○ ● ○
576 肢体不自由児教育Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○
577 肢体不自由児教育Ⅱ 講 2 1 1 ○ ● ○
580 病弱教育 講 2 1 1 ○ ○ ○
582 視覚・聴覚障がい教育 講 1 1 ○ ○ ○
584 重複障がい教育総論 講 2 1 1 ○ ○ ○
586 発達障がい等教育総論 講 2 1 1 ○ ○
200 基礎ゼミナールⅠ 演 1 必修 1 1 ○ ○ ○ ●
201 基礎ゼミナールⅡ 演 1 必修 1 1 ○ ○ ○ ●
202 基礎ゼミナールⅢ 演 1 1 1 ○ ○ ● ○
206 こども学原論 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
208 基礎音楽 講 2 1 1 〇 〇 〇
220 保育方法の理論と実践 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇 ○
222 保育原理 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
224 保育者論 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
226 こどもの心理学Ⅰ 講 2 必修 1 1 〇 〇 〇
227 こどもの心理学Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ●
230 教職原論 講 2 必修 1 1 〇 〇
232 教育基礎論 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
250 社会福祉 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
252 こども家庭福祉（旧児童家庭福祉） 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
254 知的障がい者の心理・生理・病理 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
256 肢体不自由者の心理・生理・病理 講 2 必修 1 1 ○ ○ ○
258 病弱者の心理・生理・病理 講 2 必修 1 1 〇 ○ ○
260 視覚・聴覚障がい者の心理・生理・病理 講 1 必修 1 ○ ○ ○
262 障がい児保育Ⅰ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ○
263 障がい児保育Ⅱ 演 1 必修 1 1 〇 〇 ○

280 こどもの食育Ⅰ 演 1 1 1 〇 〇

281 こどもの食育Ⅱ 演 1 1 1 〇 〇

285
子育て支援ネットワーク論
（旧子育て支援ネットワーク論Ⅰ・Ⅱ）

演 1 1 1 〇 〇 〇

110 心理学概論 講 2 1 1
164 食生活論 講 2 1 1
100 総合教養講座 講 2 必修 1 1
120 日本国憲法 講 2 必修 1 1
122 現代医療と福祉・介護（旧現代社会と福祉） 講 2 1 1
126 現代社会論 講 2 1 1
114 異文化間コミュニケーション論 講 2 1 1
150 生命科学 講 2 1 1
156 統計の基礎 講 2 1 1
152 物理学 講 2 1 1
158 情報処理（旧情報処理Ⅰ・Ⅱ） 講 2 必修 1 1
170 英語Ⅰ 演 1 必修 1 1
171 英語Ⅱ 演 1 必修 1 1
178 中国語Ⅰ 演 1 1 1
179 中国語Ⅱ 演 1 1 1
186 ロシア語Ⅰ 演 1 1 1

187 ロシア語Ⅱ 演 1 1 1

198 生涯スポーツA 講 1 必修 1

199 生涯スポーツB 実 1 必修 1 1
132 キャリア入門 講 1 必修 1
135 キャリア形成（旧現代社会とキャリアプラン） 講 1 1
133 キャリア発展（旧現代社会とキャリアプラン） 講 1 1

キャリア教
育

子育て支援について、基礎的な知
識を身につける

子育て支
援

幅広い教養を身につける

教養人文
系

教養社会
系

教養理工
系

教養語学
系

教養スポーツ
系

大学における学修の基礎的な能力
を身につける

学びの理
解

保育・教育の基礎的な知識と能力を
身につける

教育と保
育の理解

障がい児や病弱者の理解･支援に
ついて、基礎的な能力を身につける

こども支援

小学校・幼稚園教育の具体的な方
法論を学ぶ

小幼教職

小学校の教育課程における教育方
法を学ぶ

小学校教
職

障がいのある幼児・児童に対する教
育の目標・内容を学ぶ

特別支援

保育に必要とされる方法を学ぶ
保育の方
法の理解

保育に必要な表現力を身につける
表現方法
の理解

小学校で教える科目の全体像を把
握する

小幼教科

学外・校外実習のための力を身につ
けて、実習により実践力をみがく

学外・校外
実習

研究する力をみがく

総合科目広い視野から保育・教育・子育て支
援とそのあり方を考え、学際的なも

のの見方を養う

乳幼児期のこどもの成長・発達を支
える知識や技術を学ぶ

保育の理
解

対象の理
解
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科目名 科目担当代表教員 ページ数

心理学概論 石垣　則昭 ・・・・・・・・ 1

食生活論 荒井　三津子 ・・・・・・・・ 4

総合教養講座 白戸　力弥 ・・・・・・・・ 7

日本国憲法 池田　杏奈 ・・・・・・・・ 9

現代医療と福祉・介護 今泉　博文 ・・・・・・・・ 11

キャリア入門 木村　悠里菜 ・・・・・・・・ 13

キャリア形成 木村　悠里菜 ・・・・・・・・ 15

キャリア発展 児玉　稔 ・・・・・・・・ 17

現代社会論 野崎　剛毅 ・・・・・・・・ 19

生命科学（理学/作業/看護/こども） 荒井　克俊 ・・・・・・・・ 21

統計の基礎（理学/作業/こども） 武田　裕康 ・・・・・・・・ 24

物理学 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 26

英語I（こども1組） Stephen Alex Greig ・・・・・・・・ 29

英語I（こども2組） Stephen Alex Greig ・・・・・・・・ 31

英語Ⅱ（こどもA） 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 33

英語Ⅱ（こどもB） 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 35

中国語I（こども1組） 野間　晃 ・・・・・・・・ 37

中国語I（こども2組） 野間　晃 ・・・・・・・・ 39

生涯スポーツA 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 41

生涯スポーツB（1組） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 43

生涯スポーツB（2組） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 45

異文化間コミュニケーション論 岡本　佐智子 ・・・・・・・・ 47

情報処理（こども1組） 常見　裕子 ・・・・・・・・ 49

情報処理（こども2組） 常見　裕子 ・・・・・・・・ 52

基礎ゼミナールI(村田敏彰) 村田　敏彰 ・・・・・・・・ 55

基礎ゼミナールI(山本愛子) 山本　愛子 ・・・・・・・・ 57

基礎ゼミナールI(小田進一) 小田　進一 ・・・・・・・・ 59

基礎ゼミナールI(白幡知尋) 白幡　知尋 ・・・・・・・・ 61

基礎ゼミナールI(木谷岐子) 木谷　岐子 ・・・・・・・・ 63

基礎ゼミナールI(長岡交子) 長岡　交子 ・・・・・・・・ 65

基礎ゼミナールI(小椋佐奈衣) 小椋　佐奈衣 ・・・・・・・・ 67

基礎ゼミナールI(相馬哲也) 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 69

基礎ゼミナールI(村越含博) 村越　含博 ・・・・・・・・ 71

基礎ゼミナールI(渡邉尭宏) 渡邉　尭宏 ・・・・・・・・ 73

基礎ゼミナールII(村田敏彰) 村田　敏彰 ・・・・・・・・ 75

基礎ゼミナールII(山本愛子) 山本　愛子 ・・・・・・・・ 77

基礎ゼミナールII(小田進一) 小田　進一 ・・・・・・・・ 79

基礎ゼミナールII(白幡知尋) 白幡　知尋 ・・・・・・・・ 81



科目名 科目担当代表教員 ページ数

基礎ゼミナールII(木谷岐子) 木谷　岐子 ・・・・・・・・ 83

基礎ゼミナールII(長岡交子) 長岡　交子 ・・・・・・・・ 85

基礎ゼミナールII(小椋佐奈衣) 小椋　佐奈衣 ・・・・・・・・ 87

基礎ゼミナールII(相馬哲也) 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 89

基礎ゼミナールII(村越含博) 村越　含博 ・・・・・・・・ 91

基礎ゼミナールII(渡邉尭宏) 渡邉　尭宏 ・・・・・・・・ 93

基礎ゼミナールIII(加藤裕明) 加藤　裕明 ・・・・・・・・ 95

基礎ゼミナールIII(白幡知尋) 白幡　知尋 ・・・・・・・・ 97

基礎ゼミナールIII(村越含博) 村越　含博 ・・・・・・・・ 99
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卒業研究II(長岡交子) 長岡　交子 ・・・・・・・・ 597

卒業研究II(小椋佐奈衣) 小椋　佐奈衣 ・・・・・・・・ 599

卒業研究II(相馬哲也) 相馬　哲也 ・・・・・・・・ 601

卒業研究II(村田敏彰) 村田　敏彰 ・・・・・・・・ 603

卒業研究II(村越含博) 村越　含博 ・・・・・・・・ 605



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103940AA 心理学概論 1110 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①心理学が辿った歴史的研究の過程と特徴を理解する。（知識・技能）②心理学概論の研究の変遷を適切にとらえ表現することができる。
（思考・判断・表現）③心理学概論の学習を他のメンバーと協力し、学習課題を解決することができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。
（毎時間、400字～600字及び800字程度で作成する学習レポートを授業中クラスルームより送信、学習終了前に完成させ返信する。その
後、採点し返却する。）　

ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

前期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

本科は健康栄養学科、看護学科、こども発達学科では心理学概論は幅広い教養を身につけるべき「教養科目」に位置づけられている。また
理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理学療法士としての臨床の技能や研究におけるコミュニケーション能力を身につける（関心・
意欲・態度）」として「医療と理学療法」に位置付けられている。作業療法学科でのディプロマ・ポリシーとして、「根拠に基づ く作業
療法（ E B O T）の実践のために、 問題を発見し、解決に必要な実践のために、問題を発見し、変え決に必要な情報を収集・分析・整理
し解決法を見出せる（関心・意欲・態度）」に位置づけられ、臨床心理学、キャリア入門などの関連を重視する。

授業の概要

心理学概論は教育相談、カウンセリング技能の研究や習得を目指す学習ではない。本科は多岐に渡り複雑で難解である心理学の研究領域で
ある基礎心理学における精神過程への定型化の研究経過、さらに心理学への応用アプローチである応用心理学について古代から現代までの
心理学の歴史を辿り、脳科学の解明を中心課題にどのように心理学が妥当性と信頼性を巡りながら体系化され発展してきたのか、その変遷
と特徴についての研究歴史を学習する。


1

ルーブリック評価による評価基準を含めたオリエンテーション、
心理学の歴史的変遷による接近法と研究方法さらに、教科書１の
自己発見から教科書２のヒポクラテスの単純元素､教科書３のプ
ラトンの自己概念、教科書５のイスラムと精神医学について理解
する。

シラバスにより学習の見通しを持
ち、教科書の「はじめに」の内容を
理解する。
（90分）

オリエンテーションの内容を確認
し、教科書１の自己の発見から教科
書の２のヒポクラテスの単純元素、
教科書３のプラトンの自己概念、教
科書５のイスラムと精神医学を整理
する。
（90分）

2

教科書６の古代心理学における共通感覚の意味から教科書１０の
デカルトの思考機械、教科書１１のウィリスの脳地図の作成、教
科書１２の知識の本性としてのアイデンティティについて理解す
る。

教科書の６の共通感覚から教科書１
０のデカルトの思考機械、教科書１
１のウィリスの脳地図の作成、１２
の知識の本性を熟読し学習内容への
把握を図る。
（90分）

教科書６の共通感覚から教科書１０
のデカルトの思考機械、教科書１１
のウィリスの脳地図の作成、教科書
１２の知識の本性としてのアイデン
ティティを整理する。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育原理､教育心理学を中心に据え学校改善を図り、生徒の人間関係力の育成、学力向上を
中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「職場のメンタルヘルスの保持・増進」
基礎心理学の社会心理学による「職場の人間関係づくりとコミュニケーション」や生徒指導を含め、今日的教育問題の解消・解決のため教
育行政などより依頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらにルーブリックにより学習レポートを作成し、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

教科書１３のバークリーの観念と実物から教科書１６のフェヒ
ナーの法則、教科書１８のフィニアス・ゲージの記憶の研究内容
について理解する。

教科書１３バークリーの観念と実物
からフェヒナーの法則、教科書１８
のフィニアス・ゲージの記憶の範囲
を熟読し授業準備をする。　(90
分）

教科書１３のバークリーの観念と実
物からフェヒナーの法則、教科書１
８のフィニアス・ゲージの記憶の研
究内容を整理する。
（90分）

4

教科書１９のモーズリーの気分障害から教科書２０のダーウィン
の情動、教科書２４の情動のジェームスーランゲ説について理解
する。

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説の範囲を熟読し授業準
備をする。　(90分）

教科書１９のモーズリーの気分障害
から教科書２０のダーウィンの情
動、教科書２４の情動のジェーム
スーランゲ説を整理する。
（90分）

- 1 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

5

教科書２５の大脳半球優位性から教科書２８の自立神経系の研究
について理解する。

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究の範囲
を熟読し授業準備をする。(90分）

教科書２５の大脳半球優位性から教
科書２８の自律神経系の研究を整理
する。
（90分）

6

教科書２９の双極性障害から教科書３６のサイコドラマの研究に
ついて理解する。

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究の範囲を
熟読し授業準備をする。　(90分）

教科書２９の双極性障害から教科書
３６のサイコドラマの研究を整理す
る。
（90分）

9

教科書５３の人生の八つの段階から教科書５９の欲求の段階構造
の研究について理解を深める。

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
の範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書５３の人生の八つの段階から
教科書５９の欲求の段階構造の研究
を整理する。（90分）

10

教科書６０の言語の獲得から教科書６３のフェスティンガーの認
知不協和、６7の「スイッチを入れて、波長を合わせ、社会に背
を向けよ」について理解する。　

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
範囲を熟読し授業準備をする。（90
分）

教科書６０の言語の獲得から教科書
６３のフェスティンガーの認知不協
和、６7の「スイッチを入れて、波
長を合わせ、社会に背を向けよ」の
研究を整理する。
（90分）

7

教科書３７の知能指数から教科書４２の発達心理学、教科書４５
の心理学の場理論の研究について理解する。

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究の範囲を熟読し授
業準備をする。　(90分）

教科書３７の知能指数から教科書４
２の発達心理学、教科書４５の心理
学の場理論の研究を整理する。
（90分）

8

教科書４６の自閉症から教科書４８の偏見の学習、教科書５２の
アルバート・エリスの認知行動の研究について理解を深める。

教科書４６の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究の
範囲を熟読し授業準備をする。
（90分）

教科書４７の自閉症から教科書４８
の偏見の学習、教科書５２のアル
バート・エリスの認知行動の研究を
整理する。（90分）

13

教科書８２の感覚データから教科書８５のフロー体験、教科書８
７の機能的MRIの研究について理解する。


教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究の範囲を熟読し授業
準備をする。（90分）

教科書８２の感覚データから教科書
８５のフロー体験、教科書８７の機
能的MRIの研究を整理する。
（90分）

14

教科書８８の六つの基本感情から教科書９１の心的外傷後ストレ
ス、教科書９３の意識に関する難問について理解する。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問を熟読
し授業準備をする。
（90分）

教科書８８の六つの基本感情から教
科書９１の心的外傷後ストレス、教
科書９３の意識に関する難問の研究
を整理する。（90分）

11

教科書６８のフーコーの人間観から教科書７０の抑うつテスト、
教科書７２のボウルビィの愛着理論、教科書７４の家族療法の研
究を理解する。

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究の範囲を熟
読し授業準備をする。（90分）

教科書６８のフーコーの人間観から
教科書７０の抑うつテスト、教科書
７２のボウルビィの愛着理論、教科
書７４の家族療法の研究を整理す
る。（90分）

12

教科書７５の記憶地図からヒューリスティックス、教科書８０の
アイデンティティ、教科書８１の衝動性と脅迫性の研究について
理解する。　

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究の範囲を熟読し授業準
備をする。
（90分）

教科書７５の記憶地図からヒューリ
スティックス、教科書８０のアイデ
ンティティ、教科書８１の衝動性と
脅迫性の研究を整理する。（90分）

定期試験

0 実施しない

15

教科書９４のミラーニューロンから教科書９５の社会的調和、教
科書１００の再現可能性の危機、パーソナリティ・ビックファイ
ブについて理解し、本科のまとめを行う。

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを熟読し授
業準備をする。
（90分）

教科書９４のミラーニューロンから
教科書９５の社会的調和、教科書１
００の再現可能性の危機、パーソナ
リティ・ビックファイブを整理し本
科のまとめを行う。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価規準による毎時間の学習レポート（１問３点～５点を１５回）と小テスト（３０問×1
点を１回）により成績評価を行う。

履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「心理学概論」への理解を深めて頂きたい。

備考欄

その他 0 なし

教科書

図鑑心理学～歴史を変えた１００の話～（トム・ジャクソン＝著　清水・井上智義＝監訳・訳（NEWTON
PRESS　２０２０発行)を各自購入し教科書とする。また自作の補助資料を授業ごとに提供する。

参考文献

心理学概論●学びと知のイノベーション（小野寺孝義　磯崎三喜年（編）小川俊樹　ナカニシヤ出版　２０１１発行）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103760AA 食生活論 1164 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

○ 医療現場や教育機関で食事に関する指導を行う上で必要な食器、食具の歴史や種類、使い方、食空間の演出方法に関して説明できる。
○ 国内外の食事様式の歴史を学ぶことで、食べることの文化的な意味を説明できる。
○ 食に関する情報や広告、外食産業などの仕組みや戦略を理解し、多様化する食事の未来を予測できる。
○ インターネット時代の食事やキャラクター弁当、遺伝子組み換えや環境問題など、食事に関する幅広いテーマについて、将来、医療や
教育の現場で問題を提起し議論を展開できる。

授業の方法

①教科書を利用し、確実に講義の内容を把握できるよう指導する。
②必要に応じて板書とパワーポイントを利用し、視覚的な理解を深める。
③内容に合わせ、学生たちの調査報告をとりいれ、活発な議論により、食生活への関心を深める。
④中間テストとレポート提出により理解度をはかり指導する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 荒井　三津子

授業の位置づけ

ヒトが食べるモノ、食べるコト、食べる理由を広く学び、食生活全般を扱う学習に必要な基礎知識を身につける教養科目である。また理学
療法学科ではディプロマ・ポリシーの「医療に関わる他の職種の役割を理解し、協力関係が築くことができる」と、作業療法学科でのディ
プロマ・ポリシーとして、「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身につけている」と特に関連がある科目である。栄養学系教
科、調理学および調理科学系教科、食品学系教科の学習の理解に役立つだけでなく、生物学や食文化に視野を広げることで、さまざまな領
域の指導者、教育者に必要な教養と実践力を身につけることができる科目である。

授業の概要

ヒトはなぜ食べるのか。なぜダイエットするのか。なぜ食卓に花を飾るのか。人間にとって「食」は単に栄養補給のための餌ではなく「食
事」である。生命を維持するための「食事」の機能と重要性を確認し、国内外の食事の歴史、文化、食器、食の様式や食事作法、食に関す
る広告や現在の食事情、将来予測される問題点等について多角的に学習する。

1

＜「食」の学び方＞　「食」は生理的、文化人類学的、社会学
的、生物学的、環境学的など様々な方向からアプローチできる興
味深いテーマである。初回は自分たちが食べる理由や目的につい
て真摯に考察し、15回の講義内容を俯瞰して学習の意味を確認す
る。

私たちが食べる理由について考えて
くること。90分程度。


教科書全体の構成を把握し、「食べ
る」ことを学ぶ意義を考察する。90
分程度。

2

＜食べるヒト・食べるってなに？生きるってなに？＞　私たちが
食べなければならない理由について、イキモノとはなにかという
生物学的視野から学び直す。動物に共通する食べる仕組みの精巧
さを確認し、同時に他の動物と人間の「食べる」理由の違いにつ
いて考察する。


教科書P2〜８を読んでくること。90
分程度。

講義で学んだ「食べる理由」につい
て整理しておくこと。90分程度。

実務経験のある
教員の教育内容

北海道立の高等学校と歯科衛生士専門学校で生物学、調理師学校食文化等の教育経験がる。また長く生活文化研究所を運営しており、人間
の生活と食文化、食生活に関する幅広い知識と指導経験がある。この経験を生かし、卒業後の実務に活かせる知識と技術、指導者になるた
めの心構えも指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

調査レポートと中間試験を採点評価後返却し、講義時間内に解説を行います。提出してもらうレポートと中間試験に質問欄を設け、質問が
あった場合は直接コメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜ヒトが食べない理由・ベジタリアン事情とフードファディズム
＞　世界にひろがるベジタリアンの実状とその思想の背景、およ
び、特定の食品に過剰な健康効果を期待したり否定するフード
ファディズムについて学習する。

前回学んだ『食べない理由』を復習
し、P28〜30、P72〜73を読んでく
る。90分程度。

「食のタブー」とベジタリアン、
フードファディズムについて説明で
きるようにしておく。90分程度。

3

＜食べるヒト・食べる仕組みと最新の「腸内」事情＞　ヒトの消
化の仕組みを概観し、食べモノと健康、腸内細菌および消化器官
系医療の最新事情について学ぶ。

教科書９〜14まで読んでくること。
90分程度。

消化の仕組みと腸内環境について理
解する。90分程度。

4

＜ヒトが食べない理由・ダイエットと肥満＞　ダイエットの起源
とその変遷、現状と背景を学習する。過食の原因と効果的なダイ
エット法、機能性食品についての知識も確認し、栄養や健康の指
導社としての姿勢を考える。

教科書P17〜26まで読んでくる。90
分程度。


ヒトが痩せたい理由とダイエットの
問題点について整理しておく。90分
程度。
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6

＜「食べ方」を学ぶ理由＞　学校における栄養教育と家庭と社会
における「食べ方」の学びについて学習する。国内外のさまざま
な食事作法が誕生した背景と食事作法の意味、さらに継承されつ
づける理由について考察する。

教科書P41〜51まで読んでおくこ
と。90分程度。

作法が必要な意義について考察して
おくこと。90分程度。

9

＜ヒトはなぜ食べるのか＞　講義の前半の総まとめを行い、人間
が食べる理由、食べない理由について多方面から考察する。

前回までの講義内容を復習しておく
こと。90分程度。

中間の総まとめの講義内容を復習し
ておくこと。90分程度。

10

＜「食」の未来＞　染色体操作や遺伝子組み換えなど、最新の品
種改良や魚介類の養殖について、その手法や課題、可能性につい
て詳しく学習する。同時に食をめぐる地球規模の環境問題につい
ても学び、未来の「食」に関する課題を考察する。

教科書p84〜96まで読んでおくこ
と。90分程度。

養殖や染色体、遺伝子組み換えなど
について整理しておくこと。90分程
度。

7

＜ヒトから人間へ・食べるモノの変遷＞　私たちの「食」の過去
と現在を概観する。日本の食事様式の歴史や、外食と中食の歴史
と現状についても学習する。そのプロセスで「餌」から「食事」
へとその意味を変えてきた人間の「食」の複雑さについて考察す
る。
アクティブラーニングとして、周囲と自分たちの食事について話
し合いをし、発表してもらう。

教科書P54〜61まで読んでおくこ
と。90分程度。


日本の食の歴史を整理しておくこ
と。餌と食事の違いを説明できるこ
と。90分程度。

8

＜おいしさとはなにか＞　「からだにいい」とはなにか。「栄養
がある」とはどういうことか。「おいしい」とはどのようなもの
か。普段なにげなく口にする表現の意味するところを科学的に学
び、食事の機能と意味を理解する。

教科書のP72〜80まで読んでおくこ
と。90分程度。

「おいしい」とはどのようなことか
整理しておくこと。90分程度。

13

＜「食」の演出＞　料理・食器・盛り付け・食卓・食空間のイン
テリアなど、人間はなぜ「食」の場面を飾るのか。なぜ演出が必
要なのか。色彩学やデザインの基礎を学び、食卓装飾の歴史をた
どりながら、食べることの意味を広く考察する。

教科書p81〜83、p124〜p132を読ん
でおくこと。90分程度。

自分の周囲の食卓について調査して
みること。90分程度。

14

＜餌場から食事の場へ・テーブルコーディネートの機能＞　食欲
やコミュニケーションに大きく作法する食卓の演出について、具
体的に学習する。色彩学やテーブルコーディネートの基礎知識を
確認し、「食」の場面に必要な知識や技術の深さと広さについて
学ぶ。

前回の講義内容を整理しておくこ
と。90分程度。

食卓の演出について具体的なテク
ニックを整理する。90分程度。

11

＜食事空間を学ぶ＞　火と水、道具の利用がなければ私たちの
「食」の発展はなかった。火と水がどのように扱われ、「台所」
はどのように進化してきたか、その変化の社会的文化的意味も合
わせて学習する。配膳や食事様式についても学び、食空間の機能
についての知識を深める。

教科書p98〜105まで読んでおくこ
と。90分程度。

台所と調理の進化を整理し、これか
らの食事について考察すること。90
分程度。

12

＜「食」をめぐる仕掛け・外食の歴史と広告＞　外食の歴史を概
観し、現代の外食産業を支える広告の機能と種類を学習する。そ
のことから私たちの食行動の変化や時代の流れ、加えて食の未来
と問題点を広く考察する。

教科書p107〜p115まで読んでおくこ
と。90分程度。


周囲にある食関連の広告を調査整理
すること。90分程度。

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 確認試験（２回）

15

＜年中行事と祭り・儀礼の食・縁起について＞　　食の場面にお
ける「ハレ」と「ケ」、および日本の冠婚葬祭や年中行事の食の
多様性と意味について幅広く学習する。「食」がもつコミュニ
ケーションツールとしての機能や、人間のこころの「よりどこ
ろ」や「やすらぎ」としての役割についても考察する。

年中行事に食べるものについて調査
しておくこと。90分程度。

教科書全体の重要事項をまとめてお
くこと。90分程度。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 30 調査レポートの評価。
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履修条件・留意
事項等

私語厳禁。
毎回必ず教科書を持参すること。



備考欄

教科書

食学入門ー食べるヒト・食べるモノ・食べるコトー / 荒井三津子　/ 光生館

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104580AA 総合教養講座 1100 2 1

到達目標

・本学の建学の理念、宗教と食事制限、SDGｓの取り組みの重要性を理解できること。
・4年間を通して、しっかりとした履修計画を立てられること。
・大学生活を快適に送るために必要な規則を理解し、それに沿った行動を取れること。
・Google Classroomの利用ができること。
・図書館を利用し、学習に必要な図書を借りることができること。
・充実した大学生活を送るため、勉学、課外活動を含めた効率の良い１日の行動計画を立案・実行出来ること。
・大学を盛り上げるための具体的な提案が出来ること。

授業の方法

また、学内Wi-Fiを用いたICTを用いた授業を行う。また、えこりん村での日帰り研修を行う。

ＩＣＴ活用 図書館の利用方法など、一部の回で、提示したURLにアクセスし、操作を行ってもらう予定である。

前期

教員氏名 白戸　力弥、松岡　審爾、大森　圭、小塚　美由記、渡部　俊弘

授業の位置づけ

初年次教育の主要科目として、大学での学習から生活、さらに課外活動や大学祭、建学の理念など広範な分野を理解を深める。本科目の履
修により、今後4年間の大学生活がより有意義なものになるよう、新入生を導く道標を示す授業である。作業療法学科ではディプロマポリ
シーの「作業療法学考究し、発展させるために必要な基本的知識を身につけている」と関連がある科目である。

授業の概要

本学の建学の理念を説明し、これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための視点を学ぶ。また、大学生活で守らなければならな
い基本的な規則、SNS利用の注意点、科目の履修方法と4年間の履修計画、さらに実習など特定科目の履修要件、進級基準や卒業要件につい
て説明する。さらに、図書館での図書検索方法と利用方法、インターネット上の危険について説明する。加えて、学生生活を充実させるた
めの一助として、課外活動や大学祭の紹介、勉学との両立方法などについて先輩の実践している方法についても紹介する。
最後に、恵庭市の歴史、また国際社会理解の視点から食事と宗教、えこりん村での日帰り研修を通してSDGｓの重要性について学ぶ。

1

北海道文教大学建学の理念（渡部学長）
鶴岡夫妻が遺した灯火
学訓「清く 正しく 雄々しく進め」に込められた、真理を探求す
る明晰な頭脳、誠実な精神、チャレンジ精神を目指す理念を共有
する。

本学の創設者である鶴岡夫妻につい
て調べておく。（90分）

各自の目指す職業で鶴岡夫妻の理念
を実現する方法についてまとめる。
（90分）

2

この時代、君はどう生きるか（渡部学長）
これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための、本質
的な物の見方、捉え方を学ぶ。

これまで読んだ本の中から、自分の
生き方に影響を与えたと思える本を
もう一度読んでおく。（90分）

これからの自分の進路を見据えなが
ら、事前学習で読んだ本を精読す
る。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

ゲスト講師として、恵庭市職員による恵庭市の紹介、警察官とIT企業の職員によるインターネット上の脅威と防御方法、陸上自衛隊 北海
道補給処長の講義を予定している。

課題に対する
フィードバック

の方法

グーグルフォームを用いた確認テストを行い、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

遠隔授業の受講方法について（白戸）
本学で遠隔授業のツールとして使用しているGoogle Classroomの
使用方法について学び、遠隔授業を受講できるようになる。

本学から付与されるGoogleアカント
でログインする（90分）

各科目のClassroomに参加する。
（90分）

6

授業に役立つ図書館の利用法（白戸）
本学図書館の概要と利用方法について説明する。
レポート作成や発表資料作成で必要になる資料について、蔵書検
索機（OPAC）を含めた探し方の方法を習得する。
（図書館）

学生便覧の「図書館」の部分を読ん
でおく。（90分）

実際に図書館を訪れ、蔵書検索で興
味のある本を探してみる。また、イ
ンターネット経由で蔵書を検索して
みる。（90分）

3

授業を受講するには①（白戸）
履修方法・登録方法について、具体的に説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

4

授業を受講するには②（白戸）
履修要件、進級基準や卒業要件について説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

7

グローバル化に対応した食知識（小塚）
グローバル化が進んでいる現代において、外国の食文化や知識を
得ることは、どの職業においても円滑なコミュニケーションをと
るための一助となる。

宗教によって禁忌とされている食べ
物（あるいは食べることが許されて
いる食べ物）について調べておく。
（90分）

食事に対する宗教上の戒律の理由に
ついてまとめる。（90分）
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9

学友会・課外活動団体紹介（大森）
中央執行委員会の役割と位置付けについて知り、学生としての自
覚を持ち、自ら積極的に大学生活をより有意義にするため、各自
が出来ることを考える一助とする。（学友会）　
各団体の活動内容と団体所属学生の大学生活を紹介し、勉学と課
外活動の両立を図るための具体的な方法を把握する。

学生便覧で、学友会に関する項目に
目を通しておく。また、大学ホーム
ページなどで、本学所属の課外活動
団体について調べておく。（90分）

自らの大学生活を有意義なものにす
るための目標と計画を立てる。ま
た、勉学時間、課外活動、アルバイ
トなど各自の1日の行動を見直し、
有意義な時間を過ごせるよう計画を
立てる。（90分）

10

大学祭実行委員会紹介（大森）
大学祭実行委員会の役割と位置付けと、大学祭の歴史について紹
介する。

各大学の大学祭内容について分かる
範囲で調べておく。（90分）

本学の大学祭内容について復習す
る。（90分）

8

サイバーセキュリティについて（松岡）
スマートフォンやパソコン等が普及し誰でも気軽にインターネッ
トを利用できるようになっている一方で、インターネットにまつ
わるトラブルが増加している。本学では全館Wi-Fiが利用できる
ためインターネットを安全に使用するためには、より注意が必要
である。そこで、無線LANにおいてどのような脅威がありどのよ
うに対処すればよいのか、また、無線LANを利用するにあたって
の注意事項をゲスト講師を招いて学ぶ。
（NTT東日本、北海道警察サイバーセキュリティ対策本部）

インターネット使用にあたってどの
ような脅威があるかを調べておく。
（90分）

セキュリティ対策や身につけるべき
情報モラルを復習しておく。（90
分）　　　

13

えこりん村SDGs研修①（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

14

えこりん村SDGs研修②（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

11

SNSの利用上の注意について（白戸）
大学生活におけるSNSの利用上の注意点について理解を深める。

現在までのSNSのトラブルで社会的
問題となった内容を調べる。（90
分）

大学生活で節度のあるSNSの利用法
について復習する。（90分）

12

恵庭市の歴史と特徴（白戸）
恵庭市役所からゲスト講師を招き、これからの4年間のほとんど
の時間を過ごす恵庭市について理解を深め、地域社会との連携を
深める。
（恵庭市）　

恵庭市のホームページなどから、恵
庭市の概要について調べておく。
（90分）

各自の目指す職業で、恵庭市の未来
に貢献する施策を考える。（90分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト、および授業参加の積極性から総合的に判断する。

15

えこりん村SDGs研修③（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ゲスト講師等の都合により、授業計画の順序通りの内容とならないため、決定次第、別紙で連絡する。
合理的な理由による欠席は点数を考慮するので欠席届を出すこと。13~15回の授業は、えこりん村での日帰り研修を行う。日程は別途、連
絡する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし

- 8 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102090AA 日本国憲法 1120 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１、日本国憲法を最高法規とする我が国の法体系について説明できる。
２、様々な基本的人権について概要を述べることができる。
３、法というルールを介して、社会人としての関係形成、問題解決の方法、変化する社会への対応など、我が国において生きていく上で生
じ得る問題について自ら考え、論じることができる。

授業の方法

パワーポイント及び配布印刷物を活用しながら講義形式で進める。
各講義中に毎回コメントシート（授業についての振り返り、思ったこと、疑問等を記述したもの）を提出する。
確認テストを時間内に行う（全15回）。提出方法についてはGoogle フォームを併用できるようにする予定である。

ＩＣＴ活用 Google フォームのテスト作成機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 池田　杏奈

授業の位置づけ

人間社会のルールの1つである日本国憲法を学ぶことにより、幅広く教養を身につける科目である。

授業の概要

民主主義（国民主義）と基本的人権の相関関係を明確にするとともに、なぜ「憲法」が国家の最高法規とされるかを理解することを目指
す。次いで、日常生活の場面で生じる様々な紛争解決する手段としての裁判の意義、システムを学び、同時に法解釈の手法を考察する。以
上の基本的な知識を修得した上で、日本国憲法の精神と構造を（明治憲法との比較を含め）大枠で理解するよう努める。

1

【ガイダンス・子どもの人権】
担当教員の自己紹介、授業の概要、予習と復習の方法、成績評価
についての説明を行う。
校則を題材にして「子どもの人権」について解説する。

授業前に教科書を購入し、「Theme
１　ブラック校則──子どもの人
権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

2

【外国人の権利】
法律上「国民」とは誰を指すのかを知り、「外国人」との権利の
違いについて学ぶ。

「Theme２　欲しいのはまず選挙権
──外国人の権利」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストを実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【法の下の平等】
以前の民法や刑法の条文を題材に、「法の下の平等」について学
ぶ。

「Theme５　再婚は100日後──法の
下の平等（1）」「Theme６　むかし
親殺しありき──法の下の平等
（2）」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

6

【信教の自由】
「信教の自由」を保障している条文の構造を理解し、保障の限界
について判例を基に学ぶ。

「Theme７　法廷の宗教戦争──信
教の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

3

【プライバシー権】
プライバシーとはどういうものとして、法律上どのように保護さ
れているかを学ぶ。

「Theme３　わたしの秘密──プラ
イバシー権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

4

【自己決定権】
自己決定権は憲法によってどのように保障されているのかを学
ぶ。

「Theme４　何の自己決定か？──
自己決定権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

9

【生存権】
憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」とはどの
ような生活を指すのかについて考える。

「Theme11　クーラーのない生活─
─生存権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

10

【教育権】
学校で子どもたちに教えられる教育の内容を決定できるのは誰で
あるかについて、判例を基に学ぶ。

「Theme12　教科書はつらいよ──
教育権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

7

【表現の自由】
「表現の自由」が日本国憲法の保障する人権の中でもとりわけ重
要度の高いものといわれる理由を考察し、どのような表現の自由
であっても保障されるのかということについて考える。

「Theme８　ポルノの権利──表現
の自由（1）」「Theme９　人殺し教
えます──表現の自由（2）」を読
んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

8

【営業の自由】
営業の自由はどのように保障されているかを学び、どのような場
合に制限されるかについて考える。

「Theme10　銭湯の楽しみ──営業
の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。
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13

【内閣】
内閣総理大臣はどのようにして選ばれるのかについて学ぶ。

「Theme18　首相の選び方──内
閣」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

14

【裁判所】
裁判に関する諸権利について学び、裁判員裁判について考える。

「Theme19　裁判はだれのために─
─裁判所」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

11

【死刑制度】
死刑制度の是非について憲法の視点から考える。

「Theme13　罪と罰のはて──死刑
制度」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

12

【国会】
日本国憲法が採用する「二院制」について学び、「国会」の役割
について考える。

「Theme16　両院は車の両輪──国
会（1）」「Theme17　民の声vox
Dei？──国会（2）」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する確認テスト、授業への参加態度、授業中で提出するコメントシート（全15回）により評
価する。

15

【まとめ】
社会の様々な場面における権利について総合的に学ぶ。

これまでの講義内容を復習し、憲法
と社会の関係について考えておく
（90分）。

憲法と社会の関係について、今後も
考えていく（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 初宿正典、高橋正俊、米沢広一、棟居快行『いちばんやさしい憲法入門〔第６版〕』（2020年、有斐閣）

参考文献 講義中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102080AA 現代医療と福祉・介護 1122 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.　現代日本の医療、福祉、介護の現状を理解し、その諸問題を説明することができる。
2.　日本と諸外国の医療、福祉、介護制度の特徴や違いを説明できる。
3.　今後の日本における医療、福祉、介護のあるべき姿を考え、説明することができる。

授業の方法

各種メディアを利用した座学・講義である。
講義中に課題を提示し、それに対するコメント等を提出させる。

ＩＣＴ活用 授業中の課題の一部にグーグルクラスルームを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 今泉　博文

授業の位置づけ

各該当学科のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ・ｶﾘｷｭﾗﾑﾎﾟﾘｼｰ・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰを鑑み,地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおいて高齢者障害者等が住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるようう,[住まい][医療][介護][看護][予防][生活支援]が切れ目なく一体的に提供ができ,
「[心/意欲/態度]が養われる重要な科目である.更に日本の社会事情を広く理解するうえで必要な知識としての[医療/福祉/介護]に焦点を
あて,近未来の社会制度を思考し,構築するための基礎的能力の向上を目指すとともに科学的思考力と創造的思考力を活用して各専門職の発
展と社会へ貢献できる研究の基本的な能力(看護においては看護過程の展開や臨床判断).を身につける重要科目でもある.

授業の概要

少子高齢化、人口減、労働力の減退などの社会構造が大きく変容している背景により、現代医療は、福祉や介護との連続性と包括的な制度
や考え方が大きく変遷している。このようなことから、、医療や福祉・介護に携わる者は、制度論だけではなく、幅広く社会を俯瞰する知
識や倫理観を持ち備えることが必要である。これらをふまえ、授業では医療、福祉、介護の現状を理解し、日本が現在抱えている諸問題に
ついて考え、その解決策を探る。また、日本と諸外国における医療、福祉、介護制度を比較し、日本の特徴を理解する。同時に今後の日本
の理想的な医療、福祉、介護のあるべき姿を考える。

1

オリエンテーション
少子および高齢化社会を迎えている日本が抱える諸問題を理解す
る

少子および高齢化社会の問題点につ
いて調べておくこと。
（90分）

医療・福祉領域から見た問題点につ
いてまとめておくこと。
（90分）

2

20世紀の医療制度（介護保険施行以前）を理解する 医療保険制度について概要を調べて
おくこと。
（90分）

介護保険制定以前の問題点について
まとめること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

国立病院機構施設・ナショナルセンターの施設11か所で勤務した経験を活かして「医療・福祉・介護」から日本の生活環境と社会環境につ
いて授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義内容についての簡単なコメントを記載させ、その内容について講義内にフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

諸外国の医療制度と日本の医療制度の違いを理解する インターネットなどを利用して、諸
外国の医療制度について概要を確認
しておくこと。
（90分）

日本の医療制度の利点をまとめてお
くこと。
（90分）

6

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成
育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関す
る法律」（平成30年法律第104号。以下「成育基本法」。）を踏
まえて、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する
基本的な方針を理解する。

介護保険制度が制定された経緯につ
いて調べておくこと。
（90分）

講義内容についてわかりやすくまと
めておくこと。
（90分）

3

21世紀の医療制度（介護保険施行後）および先端医療について理
解する

なぜ医療制度・介護保険制度が施行
されたのか資料を検索して考えてく
ること。
（90分）

先端医療は生活にどのような恩恵を
与え、どのような問題を生んだのか
考えること。　
（90分）

4

医療制度の問題点を考える 医療制度の問題点が論じられている
資料を見ておくこと。
（90分）

現状の医療制度について、自分の考
えをまとめておくこと。　
（90分）

7

「DOHaD (Developmental origin of health and disease)次世代
の非感染性疾患」を理解する。

教員が提示する資料およびインター
ネットなどを利用して、「DOHaD
(Developmental origin of health
and disease)」をあらかじめ調べて
おくこと。
（90分）

「DOHaD (Developmental origin of
health and disease)」を今後の展
開考えること。
（90分）

8

「小児医療と小児病院」を考える。 小児医療・小児病院について事前に
調べて問題点・課題等について確認
しておくこと。
（90分）

現状の問題点について整理するこ
と。
（90分）
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9

医療・福祉・介護の連携を理解する 地域における医療・福祉・介護の連
携を具体的調べること。（90分）

講義内容についてまとめること。
（90分）

10

地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策
を講ずるための 関係法律の整備に関する法律についてを理解す
る。

「福祉」の概念について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

福祉制度がなぜ変わってきたのかを
まとめること。
（90分）

13

諸外国の福祉制度と日本の福祉制度の違いを理解する 諸外国の福祉制度について調べ、気
づいたところをまとめておくこと。
（90分）

現状の福祉制度について、自分の考
えをまとめておくこと。
（90分）

14

日本における地域リハビリテーションの現状を理解する 地域リハビリテーションとはなに
か、資料を調べてまとめておくこ
と。
（90分）

講義内容をまとめ、地域リハビリ
テーションの具体的な活動について
まとめておくこと。
（90分）

11

地域包括ケアシステムの推進
（多様なニーズに対応した介護の提供・整備を考える。

地域包括ケアシステムについて調べ
ておくこと。
（90分）

講義内容から、地域包括ケアシステ
ムについて再確認しておくこと。
（90分）

12

高齢者住まいの施策について
―地域包括ケアシステムの構築―を考える。

現代の福祉制度の「疑問点」につい
てまとめておくこと。
（90分）

講義の内容をふまえ、福祉制度の問
題点を考えておくこと。　（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題

15

まとめ　現代の医療、福祉、介護が未来の社会にどのような影響
を及ぼすのか理解する

今までの講義内容をまとめたノート
を読み返しておくこと。
（90分）

理想的な医療・福祉・介護の連携に
ついて自分の意見をまとめること。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄 なし

その他

20 ・授業への参加態度
・レポート課題等の提出期限を厳守すること

教科書 なし

参考文献 プリント配布
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111030AA キャリア入門 1132 1 1

到達目標

・「キャリア」や「キャリアデザイン」を説明できる。
・自己理解の方法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)、「計画的偶発性」について述べることができる。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」を説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全2回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

前期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、初年次教育の一貫として、大学生活の充実や社会で活躍するために、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加
えて、これらにとって必要なスキルのひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解するための科目である。なお本科目
は、「キャリア形成」の基礎となる。

授業の概要

グローバリゼーションと高度情報化が益々進展する現代社会においては、自己のアイデンティティを確立することが重要である。そのため
に、我々をとりまく文化、環境を再認識しながら自らの生き方や生活、仕事について考えることを目指す。

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」を理解する。

・「キャリア」の意味やイメージに
ついて思いつくままに考える。
・これまで「キャリア」という言葉
を使ったり聞いたりした事があれ
ば、その場面はどのようなものだっ
たかを思い出す。(90分）

授業内容を整理する(90分

2

自己理解の手法(「人生曲線」、「ジョハリの窓」等)と「計画的
偶発性」を学ぶ。

「私は…」から始まる文で、自己紹
介の内容を考える。(10個以上)(90
分）
例:私は、北海道文教大学の学生で
す。など

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「社会人基礎力」を理解し、動画の視聴を通して「キャリア」に
ついて考える。

様々な人々と仕事をするために必要
なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の概要を理解する。 人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人生曲線」のワークを通し、自己理解を深める。 生まれてから現在までの人生の中
で、印象に残った出来事を整理す
る。(90分)
例:高校に合格した。失恋した。な
ど

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

第1回から第3回の授業で学んだ内容
を、自分にとってどう活かすかを考
える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を今後どのように身
につけるかを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

13 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。
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北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111040AA キャリア形成 1135 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．「キャリア」や「キャリアデザイン」、「計画的偶発性」を説明できる。
２．「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」について論じることができ、活用することができる。
３．キャリアに関する具体的な事例に対し、「人間関係づくりとコミュニケーション」の5つの視点、「社会人基礎力」から説明できる。

授業の方法

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、講義形式とアクティブラーニングの手法を取り入れた演
習方式の授業を実施する。
・理解度確認のために、リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)、中間レポート(第4回）を実施する。
・「人間関係づくりとコミュニケーション」のワークを実施する(全3回を予定)。
・第8回は、期末レポートを授業内で提出する。

ＩＣＴ活用

・パワーポイントによるプレゼンテーション資料と教科書、動画を併用しながら、視覚的に内容が理解しやすい授業を実施する。
・Google Classroom(予定)を活用し、配布資料を共有する。特に、リフレクションペーパー(第4・8回以外の全授業で使用)と原稿用紙(第
4・8回で使用)は、授業前に各自印刷し持参する。なお、資料共有の具体的な方法は確定次第、シラバス上で連絡する。

後期

教員氏名 木村　悠里菜

授業の位置づけ

本科目は、社会で活躍する事を視野にいれ、「キャリア」・「キャリアデザイン」の重要性を学ぶ。加えて、これらにとって必要なスキル
のひとつである「人間関係づくりとコミュニケーション」を理解し、役立てるための科目である。なお本科目は、「キャリア入門」の発展
となる。

授業の概要

これからの人生を、職業を通じて社会に貢献し、生計を立て、また職業人として日々充実感を持つことのできるよう、自らの職業観・勤労
観を培うとともに、自らの生き方や生活デザインについて基本的な展望を身につける。

1

オリエンテーションの実施と、「キャリア」・「キャリアデザイ
ン」、「計画的偶発性」、「社会人基礎力」を理解する。

社会で活躍するために必要なことを
考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

2

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「きづく」、「うけ
いれる」、「むきあう」の視点を理解する。

人間関係づくりとコミュニケーショ
ンに必要なことを考える。(90分)

授業内容を整理する(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

消費財メーカーのマーケティング職や外資系コンサルティングファームでの経営コンサルタント職等の実務経験を活かして、「キャリ
ア」・「キャリアデザイン」・「人間関係づくりとコミュニケーション」について実例を交えた具体的な授業を実施する。

課題に対する
フィードバック

の方法

リフレクションペーパー(第4・8回以外の授業後に提出)の回収、中間レポート(第4回)の実施を通し、学生の理解度の確認を行う。加えて
リフレクションペーパーや授業内であがった質問については、解説を適宜実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「うけいれる」の
ワークを通し、自己理解を深める。

自分が普段のコミュニケーションで
気をつけていることを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

6

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「むきあう」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

自分の自覚している信念や思い込み
を整理する。(90分)

授業内容を整理する(90分）

3

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みつめる」、「み
とおす」の視点を理解する。

ライフ・キャリアのレインボーにつ
いて調べる。(90分)

授業内容を整理する(90分）

4

第1回から第3回までの学習の理解度を確認するため、中間レポー
トを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の5つの視点の中で、自分
にとって特に重要なものについて、
その理由や実体験を併せて考える。
(90分)

授業内容を整理する(90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

「人間関係づくりとコミュニケーション」の「みとおす」のワー
クを通し、自己理解を深める。加えて動画の視聴を通し、「キャ
リア」や「人間関係づくりとコミュニケーション」について考え
る。

大学生活の中で意識している・価値
を感じていることについて整理す
る。(90分)
例:成長する。楽しさ。など

授業内容を整理する(90分）

8

これまでの授業の総括をし、授業全体の理解度を確認するため、
期末レポートを作成・提出する。

「人間関係づくりとコミュニケー
ション」の意識を、今後どのように
役立てたいと思うかを考える。(90
分)

授業内容を整理する(90分）

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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13 なし なし なし

14 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 ・課題レポート(第4回と第8回に授業内で提出)
・割合(%)の内訳は、中間レポート(第4回)は30% 、期末レポート(第8回)は50％とする。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・全授業の3分の2以上の出席が評価対象となるため、積極的参加を必須とする。
・座席に机がないため、各自で筆記できる環境を準備する。例:クリップボードの使用など。
・Google Classroom(予定)上のリフレクションペーパーと原稿用紙を、授業前に各自印刷し持参する。資料の共有方法は確定次第、シラバ
ス上で連絡する。

備考欄

その他

20 ・授業内での発言(1回の発言あたりではなく、全授業を通して算出)
・割合に換算されないが、リフレクションペーパーの提出は全授業必須とする。

教科書 人間関係づくりとコミュニケーション/山内雅恵(監修)、船木幸弘(編著)他/金子書房

参考文献 授業内で順次紹介する。
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北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11108011 キャリア発展 1133 1 3

到達目標

１　自己分析をもとに、就職活動に必要な知識や具体的な方策を身につけることができる。
２　自分の進路選択について考えるとともに、職種に伴う進路先の特性などを理解することができる。
３　就職活動における基本的なルールや様々な情報の検索・収集について学ぶことができる。

授業の方法

就職課との連携や外部講師の招聘により、講義形式・演習方式で進めていく。
パワーポイントによるプレゼンテーション及び資料により、講義形式やアクティブラーニングの手法を取り入れた演習方式を基本に授業を
進める。
フィードバックとしてミニレポートなどによる理解度の確認を行う。

ＩＣＴ活用

パワーポイント等を活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
ビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流できる場面を設定す
る。

後期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育･教育のあり方を考え続けることができ
る【思考･判断･態度】」ための科目であり、進路選択・進路決定に向けて主体的・自主的な学習を行い、変化する社会の中で求められる人
材のニーズに対応できる力を修得する科目である。様々な職種の方々より講話をお聞きし、４年次における進路選択にもつながる講義であ
る。

授業の概要

３年生を対象としており、就職活動に向けた準備のための授業である。こども発達学科においては、個々の進路選択が、幼保系・教員系・
福祉系・一般など幅広い職種となるが、職業人として仕事にやりがい・生きがいをもつことができるよう、先輩方の実践に学ぶと共に進路
選択・進路決定に向けて最良の準備を学ぶ。また、自己分析を行うことで、就職活動の手順やルールなどを身につけることができる。

1

＜オリエンテーション＞
講座の内容に関する説明を行う。
就職活動テキスト（就職支援BOOK）の解説、進路調査の記入・提
出、就職課への登録（メールアドレス）などを行う。

本講座の内容を確認する。   （90
分）

登録などの手続きについてまとめ
る。（90分）

2

＜Web試験対策＞
ＳＰＩ（総合適性検査）並びに一般常識・時事問題対策（全国一
斉模擬テスト）を行う。
学内用のＩＤやパスワードの作成について、及び学生登録に関す
る説明を行う。

登録などの手続きについてまとめ
る。（90分）

学生登録についてまとめる。  （90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

学校等での勤務経験を活かし、勤務先での子どもや利用者の様子や活動内容の紹介など、より具体的でわかりやすい授業を行う。また、保
護者や関係機関との連携についてもより具体的で勤務経験を活かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

進路先、就職先の決定に向けた意識の向上を図るとともに、フィードバックとして授業や課題に係るミニレポートの振り返りなどにより理
解度の確認を行う。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜筆記試験対策講座＞
一般常識模擬試験を行う。（演習）

一般常識試験について調べる。
（90分）


模擬試験の自己採点をする。
（90分）

6

＜先輩から学ぶ  その２＞
福祉系の現場や教育・医療分野の経験がある講師の体験をもと
に、職業人としての心構えや求められる専門性などについて学
ぶ。

福祉・教育・医療分野のことについ
て調べる。
（90分）

先輩から学んだ内容についてまとめ
る。　（90分）

3

＜先輩から学ぶ  その１＞
児童福祉施設等における現状と課題や、施設利用者への具体的な
支援内容・方法等について理解を深める。

福祉施設の種類について調べる。
（90分）

卒業生の体験をまとめる。    （90
分）

4

＜福祉施設講座 ＞
福祉施設の現状に関する講話から、特別な配慮や支援のあり方に
ついて理解を深める。

福祉施設について調べる。　  （90
分）

講師から学んだ内容についてまとめ
る。　（90分）

9 なし なし なし

7

＜先輩から学ぶ その３＞
保育所・施設・デイサービス等に勤務する経験から、後輩たちに
伝えたいこと等について紹介してもらい、進路選択に繋がる機会
とする。

保育所、福祉施設、デイサービス等
の実情について調べる。
（90分）

卒業生の体験談等をまとめる。
（90分）

8

＜講座のまとめ、課題レポート＞
本講座から学んだことや、進路選択や進路決定のプロセスにおけ
るポイントなどを整理する。
個々の就職活動や進路選択に関して、レポートにまとめて提出す
る。

自身の進路選択肢について考える。
（90分）

本講座の内容をまとめる。   （90
分）
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10 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（２０％）授業内での発表状況（３０％）
レポート等の提出(５０％)

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 なし
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北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10210011 現代社会論 1126 2 1

到達目標

・現代社会の様々なテーマについて、その現状と課題を説明できる。
・様々な統計データを正しく分析し、仮説をたてることができる。
・他者の考えをもとに自身の考え・思い込みを相対化し、組み立て直すことができる。

授業の方法

講義形式ですすめる。
講義はパワーポイントを用いおこない、資料等を配布する。
テーマごとにコメントシートを記入、提出する。
その際、学生から示された論点は講義に反映させ、また質問については講義内で回答をする。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 野崎　剛毅

授業の位置づけ

教養科目における社会科学系の『社会と制度』に関わる科目の一つである。
教育は社会的な事象であり、現代の社会制度、社会意識、社会情勢などの影響を考えずに理解することはできない。教育を取り巻く諸現象
について学ぶことにより、その後の人間関係、コミュニケーション、幼児教育、学校教育等に関わる専門諸科目の学びの基盤とする。

授業の概要

今日の日本社会は様々な課題を抱えている。それらのなかからいくつかのテーマを選び、社会学的な視点から考察を加える。ともすれば画
一的な見方になりがちな事象を、歴史や地域比較、資料読解様々な観点から複眼的に見ていき、また他者の観点も知ることで、現代社会の
理解を深めていく。
なお、講義で取り扱う内容は受講生の関心によって変更することがある。

1

オリエンテーション（講義の概要、評価方法、ねらい、社会学の
概略など）
家族に関する事前準備。

新聞、ニュースをあらかじめチェッ
クし、何が社会で問題とされている
のかを確認する。（90分）

講義内容を振り返り、理解が難し
かった箇所をピックアップする。ま
た、新たに生じた疑問、関心などを
まとめておく。（90分）

2

テーマ「家族」①：家族の定義と、家族にまつわる現代的な課題
を確認する。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

質問はいつでも受け付ける。質問内容は全員で共有するため、レジュメに回答とともに記載する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5


テーマ「ニュースの見方」①：新聞、ニュースで政治・経済の情
報をえるための基礎を確認する。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

6

テーマ「ニュースの見方」②：前回内容を踏まえ、実際に新聞、
ニュースを読み解く。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

3

テーマ「家族」②：家族の多様性について理解する。 前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

4

テーマ「家族」③：家族に関する今日的な課題について検討す
る。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

7

テーマ「ニュースの見方」③：グループワークをおこない、新
聞、ニュースを使って関心のあるテーマへの理解を深める。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

8

テーマ「マイノリティと差別・権利」①：LGBTQや外国人等を中
心に、その差別の実態や、それぞれに関する自身の考えについて
まとめる。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）
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9

テーマ「マイノリティと差別・権利」②：LGBTQや外国人等を中
心に、差別の根底にある「無意識の差別」について考察する。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

10

テーマ「マイノリティと差別・権利」③：LGBTQや外国人等を中
心に、人としての権利という側面から考察する。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

13

テーマ「社会調査」③：学んだ社会調査に関する考え方をもと
に、分析、考察の実践をする。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

14

テーマ「2022年を振り返る」：新聞記事等から、2022年という年
を振り返る。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

11

テーマ「社会調査」①：実際の社会調査をみることで、その読み
解き方を知る。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

12

テーマ「社会調査」②：実際の社会調査を検討し、社会調査に騙
されないための見方を知る。

前回講義で示された論点について考
え、質問事項をまとめる。新聞、
ニュースをみて社会の問題を確認す
る。（90分）

事前学習で得た自らの見解と講義の
内容を比較する。理解の難しい問題
があれば、質問できるよう控えてお
くこと。（90分）

定期試験 0%

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80% 50%：第15回の確認試験の結果
30%：成果物等

15

まとめ：これまでの講義のまとめと確認の試験 これまでの講義内容を振り返り、理
解を深めておくこと。疑問点等は第
15回の授業前までに、担当教員へ
メール等で質問しておくこと。（90
分）

講義のまとめと確認試験から、自ら
の理解を確認すること。なお、全15
回の授業終了後でも、授業内容に関
する質問、確認等は受け付ける。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他 20% 20%：課題への参加状況等

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104340AB 生命科学（理学/作業/看護/こども） 1150 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

生命とは何かということに興味をもつことができる。
生物の体の構造と仕組みを理解できる。
メディア等で取り上げられる生命科学の成果を積極的に理解する態度をもつことができる。
科学的、論理的思考を身につけ、自身の専攻と関連するバイオテクノロジーの応用や生命倫理に関する議論に参加できる。

授業の方法

教科書をもとに、配布するハンドアウト印刷物、板書およびパワーポイント・スライドの投影により講義をすすめる。
講義終了前に練習問題を中心としたクイズ（小テスト）を行い、講義への参加度と内容の理解度を把握しながら授業をすすめる。これらク
イズは自己採点とし、成績には反映させない。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 荒井　克俊

授業の位置づけ

所属する学部、学科における専門的な学習に発展しうる生命科学の基盤となる知識を身に着ける。そして、メディア等で伝えられる先端研
究の成果とその社会実装について、科学的かつ論理的に正しく理解する基礎力を涵養する。理学療法学科ではディプロマ・ポリシーの「理
学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている」、作業療法学科では「作業療法を実践するために必要な基本的知識を身
につけている」と特に関連がある科目である。

授業の概要

生命科学の内容は私たちの健康、医療、食生活、生活環境などの日常生活に密接に関わっているだけではなく、持続的な社会の発展や生物
多様性保全など地球生態系にも関係するヒトがよりよく生きるための知識である。本科目では、専門科目の学習に発展・深化しうる身近な
トピックスを取り上げて、授業を進める。生命科学のなかでも、特に細胞、遺伝、DNA、ゲノム、発生、生殖、内分泌および免疫に関する
内容に重点を置いて、高等学校で生物を履修しなかった学生も十分理解できるように、初歩的な事項から、最先端の研究まで、段階を踏ん
で教授する。また、メディア等で話題となるバイオテクノロジーとその社会での応用についても学ぶ。


1

1.「ガイダンス」：担当講師の自己紹介に続き、本科目の位置づ
け、概要、到達目標、授業方法、成績評価をシラバスに基づいて
説明する。アンケート等により、高等学校までに得た生物に関す
る知識を確認する。生命現象に見られる共通性と多様性について
考える。

シラバスおよび教科書第１章2-6頁
を読み、疑問点をまとめる。（90分
程度）

生命科学を学ぶ意味を説明できるよ
うにする。（90分程度）

2

2.「細胞生物学の基礎」：原核生物と真核生物の違い、細胞の構
造、細胞内小器官の形態と機能、ミトコンドリア、核と染色体と
遺伝子の関係について学ぶ。

教科書第１章7-11頁を読み、疑問点
をまとめる。さらに細胞説とは何か
を調べてくる。（90分程度）

ノートを整理し、核と染色体の関
係、細胞内小器官の働きを説明でき
るようにする。（90分程度）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

クイズ（小テスト）実施の次回授業で解答についての解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

5.「ゲノム科学の基礎」：ゲノムとは何かを説明した後、自然界
におけるゲノム量の変異について触れ、さらにゲノムプロジェク
トを解説する。また、遺伝子組み換え技術、PCR技術、シーケン
ス技術の概要を説明する。DNA多型（RFLP、ミニ・マイクロサテ
ライト、SNP）、シンテニーを解説したのち、例えば遺伝病の原
因遺伝子をどのように特定するかについて、その概要を述べる。

教科書第２章23頁、第5章66-68頁を
読んで疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＤＮＡ多型の種類
を挙げ、それぞれの分析方法を簡単
に説明できるようにする。（90分程
度）

3

3.「遺伝学の基礎」：メンデルの法則を確認し、改訂された用語
（顕性・潜性）を説明する。体細胞分裂、細胞周期を学び、減数
分裂における染色体の挙動とDNA量の変化が体細胞分裂とどの様
に違うかを理解する。連鎖について学び、遺伝地図の作り方を理
解する。

教科書第４章48-60頁を読んで遺伝
の法則について疑問点をまとめてく
ること。（90分程度）

ノートを整理し、体細胞分裂と減数
分裂の違いを説明できるようにす
る。（90分程度）

4

4.「分子生物学の基礎」：遺伝物質がDNAであることを示唆した
アベリーの実験、シャルガフの法則、ハーシーとチェイスの実験
を解説した後、DNAの構造、転写・翻訳・タンパク合成に到る過
程を説明する。

教科書第１章12-17頁を読んでくる
こと。予めロザリンド・フランクリ
ンについて調べてくること。（90分
程度）

ノートを整理し、ＤＮＡからどのよ
うにアミノ酸配列がきめられるかを
説明できるようにする。（90分程
度）
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6

6.「遺伝的多様性」：遺伝、DNA、ゲノムの知識が社会でどのよ
うに利用されているかを説明する。次に病気と遺伝の関係を説明
したのち、集団におけるハーディ・ワインバーグ法則に基づく遺
伝子頻度と遺伝子型頻度の関係（簡単な計算）を学ぶ。また、体
重や身長、病気になりやすさなどの量的な形質の遺伝を学ぶ。

教科書第2章22頁、第4章58頁を読ん
でくること。（90分程度）第1回か
ら第5回までの講義内容について復
習すること。

ノートを整理し、遺伝子頻度の計算
ができるようになる。（90分程度）

9

９.「内分泌学の基礎」：外分泌と内分泌の違い、ホルモンの定
義を解説する。内分泌による恒常性維持（ホメオスタシス）の概
念を解説したあと、主要な内分泌器官を挙げて、そこで産生され
るホルモンの種類とその働きを概説する。

教科書第10章139－145頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ートを整理し、主要な内分泌器官と
ホルモンについて説明できるように
なる。（90分程度）

10

１0．「免疫学の基礎」：病原菌と感染症、自然免疫と獲得免
疫、自己と非自己の認識のメカニズム、ＭＨＣと拒否反応、アレ
ルギーについて基礎的・初歩的事項についてのみ教授する。

教科書第13章175－188頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、坑原と坑体につい
て説明できるようになる。（90分程
度）

7

7.「発生生物学の基礎」：受精卵は卵割（細胞分裂）を続け、細
胞が分化していくことにより、背腹と左右の軸ができ、誘導の現
象を介して、複雑な体が作り上げられていく。発生生物学の基礎
を学ぶとともに、発生が遺伝子発現のプロセスであることを理解
する。

教科書第3章32－46頁を読み、疑問
点をまとめる。（90分程度）

ノートを整理し、受精卵から動物の
体になるプロセスを理解する。（90
分程度）

8

8.「生殖生物学の基礎」：ヒトや多くの動物では雌と雄の比率は
ほぼ1：1である。受精の瞬間に遺伝的に雄であるか、雌であるか
が決まること（性決定）の仕組みと性決定遺伝子の関係、また、
卵巣と精巣が形成され機能する生理学的な過程（性分化）につい
て学び、卵と精子がどのように形成され、子孫を残すのかを理解
する。
第一回テスト　第１回から8回までの講義内容から出題する。20
分程度

教科書第11章147－158頁を読み、疑
問点をまとめる。（90分程度）。

ノートを整理し、雌と雄の比率（性
比）が１：１となる仕組みを説明で
きるようになる。(90分程度）

13

１３．「バイオテクノロジー入門（３）」：我々の食を支える農
業、畜産、養殖では、栽培した植物、馴致した家畜、人工的に
作った養殖魚の品種改良（育種）が欠かせない。育種を進めるた
めに重要な、選抜育種（マーカー選抜も含む）、交雑育種、倍数
体育種について具体例を挙げて説明し、我々の生存が生命科学の
土台の上に成り立っていることを理解する。

巨峰ブドウと信州サーモンについて
調べ、何がこれら二つの品種に共通
する生命事象であるかをまとめてく
る（90分程度）

ノートを整理し、人間の歴史、文
化、現代の社会生活における育種の
役割を説明できるようになる。（90
分程度）

14

１４．「学習内容の整理とまとめ」：練習問題をとおして、これ
までの学習内容の整理をする。
レポートの課題を提示する。
次回のグループワークのための班分けをする。
第二回テスト　第１回から第13回までの講義内容から出題する。
30分程度。

第6回から第13回までの講義内容に
ついて復習すること。（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。（90分程度）

11

１１．「バイオテクノロジー入門（１）」：実験動物に利用され
る純系と何かを説明した後、同じ遺伝子型をもつ個体（クロー
ン）を得る方法としての単為発生技術と体細胞核移植によるク
ローン技術を解説する。さらにES細胞とiPS細胞について説明
し、細胞の初期化を考える。また、細胞を永久に保存するための
凍結保存の現状と可能性を述べる。

教科書第３章46頁、第5章62-65頁を
読み、疑問点をまとめる。（90分程
度）

ノートを整理し、ＥＳ細胞とiPS細
胞の違いを説明できるようになる。
(90分程度）

12

１２．「バイオテクノロジー入門（２）」：遺伝子組み換え生物
の作り方と現状、これらの規制のためのカルタヘナ条約を解説す
る。また、最新のゲノム編集技術について、初歩的事項を説明す
る。このほか、不妊治療の有力な技術である顕微授精ICSI、生殖
細胞の操作による異種、異系統、異個体の配偶子形成を誘導する
方法を紹介する。

教科書第2章25-28頁、第5章69－74
頁、第7章103頁を読み、疑問点をま
とめる。（90分程度）

ノートを整理し、遺伝子組み換え生
物とその規制について説明できるよ
うになる。（90分程度）

定期試験 0 実施しない

15

１５.「生命科学と生命倫理」：これまでの学習を通じて、細
胞、遺伝、ＤＮＡ，ゲノム、発生、生殖、内分泌、免疫について
学んだ基礎知識に基づいて、メディア等で紹介される様々なバイ
オテクノロジーや自然生命現象について、人間の社会と生活との
関係を生命倫理の観点から、グループワークを通じて考え、発表
を行う。

教科書第2章26、27、29頁、第11章
159頁を読み、提起された問題につ
いて自分なりの意見をまとめる。
（90分程度）

ノートを整理するとともに、教科書
の関連ページを読み直し、要点をま
とめる。(90分程度）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 第８回と第14回の講義終了前にテストを行う。

履修条件・留意
事項等

特別な事情がない限り、授業中の飲食を禁止する。私語厳禁。

備考欄

その他

30 第14回の講義で提示された課題について、決められた様式でレポートを作成して提出する。

教科書

みんなの生命科学
北口哲也・塚原伸次・坪井貴司・前川文彦著
化学同人
ISBN 9784759818116

参考文献 生物と無生物のあいだ　福岡伸一著　講談社現代新書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105600AB 統計の基礎（理学/作業/こども） 1156 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．データをもとにして統計的な記述を行いその特徴を見出すことができる。
２．統計的推定の考え方を説明することができる。
３．統計的検定の考え方を説明することができる。
４．各種検定法の特性を理解し、データに適した方法を選択できる。
５．統計検定を正しく行い、適切な検定結果から正しい結論を導くことができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、宿題を課す（全１５回）。第６回以降の後半は問題解決を通じて能動的に学ぶアクティブ・ラーニ
ング型となる。
フィードバックとして理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 Moodleの小テスト機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 武田　裕康

授業の位置づけ

社会で必要となるスキルのひとつである、データ解析を中心とした科学的分析力を修得する科目である。
「統計と社会調査法」（健康、理学、作業）、「医療統計学」（理学）、「理学療法研究Ⅰ、Ⅱ」（理学）の基礎となる。

授業の概要

主としてネイマン-ピアソン理論に基づき、個々の数量的現象の変動や差異と有意性、および集団の特性と変化の推移を理解する手段とし
て統計学の基本的な知識を身につける。さらに統計手法を利用して様々な自然現象や社会現象を把握する際の留意点を十分に理解したうえ
で、代表値の求め方や分散の取り扱い、相関関係の検討法、各種検定法の特性などを学び、コンピュータを利用して統計処理するための基
本理論を学ぶ。

1

【記述統計①】データの整理と視覚化をおこなうための度数分布
表とヒストグラム、また、データを代表する値である平均値と中
央値、最頻値について高校までに学習した内容を確認する。ま
た、統計処理の対象となるデータが４つの尺度（比例尺度、間隔
尺度、順序尺度、名義尺度）に分類されることを学ぶ。

教科書１のp14〜p27を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

2

【記述統計②】データのばらつきを表す指標（散布度）である分
散、標準偏差、四分位偏差について高校までに学習した内容を確
認し、データの代表値と散布度の表し方を学ぶ。また、確率分布
を理解し、二項分布および代表的な分布である正規分布の性質を
理解する。

教科書１のp28〜p31、p42〜p48、
p60〜p67を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【推測統計③】統計的検定の基本的手順を習得し、検定における
「帰無仮説」「危険率」「棄却」等の考え方を理解する。あわせ
て、片側検定、両側検定の使い分けや判定の誤り（第1種の過
誤、第２種の過誤）を学ぶ。

教科書１のp138〜p154を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

6

【実践編①】関連２群の差の検定法として「対応あるｔ検定」
「ウィルコクソン符号付順位和検定」を学ぶ。これは同じ個体内
での変化など、関連のある２つの量に差があるかどうかを判定で
きる。２つの検定のうちどれを用いるかは正規性の有無で判断す
るので、正規性の検定も習得する。

教科書２のp48〜p51、p101〜p110を
読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

3

【推測統計①】統計的調査を母集団全体に行うことは実用的では
ないので、標本を抽出して母集団の性質を推測する。まず母集団
が正規分布することを仮定して標本から母数を推定する考え方を
学んだのち、正規母集団の分散が既知のときに母平均を区間推定
する方法を学ぶ。

教科書１のp84〜p89、p96-p98、
p100〜p102、p106〜p109、p112〜
p117を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

4

【推測統計②】正規分布する母集団から標本抽出し、母分散を区
間推定する方法を学ぶ。また、正規分布するが分散が未知の母集
団、さらには分布も分散も未知の母集団から標本抽出し、母平均
を区間推定する方法を学ぶ。これらの理解に必要な自由度、中心
極限定理、ｔ分布、カイ二乗分布を学ぶ。

教科書１のp94、p133〜136、p71〜
p73、p96〜p98、p118〜p128、p68〜
p70を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)
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9

【実践編④】関連ある多群の差を検定する「重複（または反復）
測定一元配置分散分析」を紹介する。また、２要因を同時に分析
する「二元配置分散分析」を学ぶ。ここでは２要因の組合せに対
してデータが１つの場合に用いる「繰り返しのない二元配置分散
分析」「フリードマン検定」を学ぶ。

教科書１のp207〜p213 教科書２の
p125〜p130、p139〜p148を読んでお
くこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

10

【実践編⑤】分散分析では多群のどこかに差があるかを検定する
が、どの群とどの群に差があるかはわからない。これを明らかに
する検定が多重比較である。ここではその概念を学び様々な多重
比較法を紹介する。

教科書２のp165〜p195が範囲だが、
このうちp165、p168〜p172を読んで
おくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

7

【実践編②】独立２群の差の検定法として「スチューデントのｔ
検定」「ウェルチのｔ検定」「マン・ホイットニー検定」を学
ぶ。これらの検定のうちどれを用いるかは正規性の検定、等分散
性の検定により判断する。なお、等分散性の検定に必要なＦ分布
についても紹介する。

教科書１のp74〜p76、p167〜p170
教科書２のp81〜99を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

8

【実践編③】独立な多群（３群以上）の差を検定する方法として
「一元配置分散分析」を分散分析の原理の基本とともに学ぶ。ま
た、正規性や多群の等分散性がないときに用いる「クラスカル・
ワーリス検定」、多群の等分散性の検定である「バートレット検
定」を学ぶ。

教科書１のp192〜p206 教科書２の
p111〜p124 を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

13

【実践編⑧】「２×２分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度の変数があり、各変数が２つの値しかとらないとき、変数間
の関連の有無を調べる検定法である。ここでは、「カイ２乗独立
性の検定」、「フィッシャーの直接確率計算法」、「マクニマー
法」について学ぶ。

教科書２のp239〜p253を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

14

【実践編⑨】「ｍ×ｎ分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度か順序尺度の変数があり、少なくとも１つの変数が３つ以上
の値をとるとき、変数間の関連の有無を調べる検定法である。こ
こでは「カイ２乗独立性の検定」等について学ぶ。

教科書２のp259〜p276を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

11

【実践編⑥】２要因の組合せに対してデータが複数存在する場合
に用いる「繰り返しのある二元配置分散分析」について学ぶ。ま
たここで得られる２要因の絡みあいの指標＝「交互作用」の解釈
も学ぶ。さらに、「重複測定二元配置分散分析」についても紹介
する。

教科書１のp218〜p226 教科書２の
p149〜p163を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

12

【実践編⑦】２つの変量の間に相関関係があるかどうかを調べる
「ピアソンの相関係数の検定」「スピアマンの順位相関係数検
定」を学び、ここで得られる相関係数の意味を学ぶ。また、回帰
分析のうち単回帰分析について学ぶ。

教科書１のp34〜p40、p172〜p184
教科書２のp197〜p218を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 各講義中に提出する理解度確認テストの提出（１５回）

15

【実践編⑩】実践編の総まとめとして、調査したいデータに対し
てどの検定を選択したらよいかを習得する。
【番外編】統計的検定の問題点について考察する。効果の大きさ
をあらわす統計的指標である効果量について簡単に紹介する。

教科書２でこれまで行った検定法を
復習しておくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 50 各回ごとの宿題の提出（１５回）

教科書

１．統計解析がわかる／涌井良幸，涌井貞美／技術評論社
２．4steps エクセル統計(第4版)／柳井久江／オーエムエス出版

参考文献 なし。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106750AA 物理学 1152 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．ニュートンの法則にもとづいて運動方程式を記述し、物体の運動を求めることができる。
２．力のモーメントを用いて剛体のつりあいの式を記述できる。
３．変形する物体の力学的性質や波動の性質について説明できる。
４．仕事とエネルギー、力学的エネルギー保存の法則、熱エネルギーについて説明できる。
５．電磁現象の概略（電気力や磁力の原因、電磁誘導、電磁波の性質）を説明できる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、コメントを書かせる（全１５回）

ＩＣＴ活用

Google Formのテスト作成機能を用いて、確認テストと宿題として練習問題を提供し自主学習を促す。
授業の動画（パワーポイントの説明に音声を入力したもの）をGoogle Classroomにアップし復習に活用できるようにする。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

科学的知識を学ぶことにより、幅広く教養を身につけるための科目である。
運動学の基礎となる（理学、作業）。物理療法学、物理療法学実習の基礎となる（理学）。
理学療法学科のディプロマ・ポリシー「理学療法を行うための基本的な専門的知識・技術を身につけている。(知識・理解)」と特に関係が
ある科目である。

授業の概要

物理学は広範な自然現象を統一的に理解しようとするものであり、全ての自然科学の基礎をなしている。ここでは、生体力学や運動学の基
礎となるニュートン力学および熱力学の基本的な考えや電磁気学の基礎法則を理解し、剛体の力学、変形体の力学および生体組織の力学的
性質および電気、電磁波、超音波の性質や生体作用について学習する。

1

はじめに　　物理学で用いられる単位系について学ぶ。
力学1　 【運動の記述】　直線上を運動する物体の速度、加速度
の計算方法を習得する。また、平面上の運動における物体の位置
の表しかた、速度と速さの違いを理解する。

教科書のp5、p9～p10、p12、p14、
p19、p25～p28を読んでおく(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

2

力学2　【運動の記述】平面上の運動における物体の加速度の向
きを知る方法を理解する。【ニュートンの運動の法則】　ニュー
トンの運動の３法則である慣性の法則、運動の法則(F＝ma)およ
び作用反作用の法則を理解する。
・物体に働く力の矢印の書き方を習得する。
・等速円運動する物体に働く力の向きを理解する。

教科書のp29、p34～p37、p39～
p40、p73～p75を読んでおく。(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度確認テストおよび宿題の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

力学5 【剛体の力学】
 ・大きさがあるが変形しないというモデルである「剛体」の概
念を理解する。物体の回転状態を変化させる作用である力のモー
メントの計算方法を習得する。力のモーメントをもとにして重心
という概念を理解できること、また重心の位置を計算する方法を
習得する。

教科書のp42、p51を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

3

力学3　【ニュートンの運動の法則の応用】　・地球上の物体に
働く重力と落下運動について理解する。・床等に置かれた物体が
静止するために垂直抗力が働くことが必要なことを理解する。物
体の運動方程式を立てることによって、物体に働く力や加速度を
求める方法を習得する。・平面における運動式を理解する。

教科書のp41～p43, p46～p47を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

4

力学4　【ニュートンの運動の法則の応用】・力の合成と分解を
理解する。・静止摩擦力、最大摩擦力、動摩擦力のちがいを理解
する。・垂直抗力と摩擦係数から最大摩擦力、動摩擦力を計算す
る方法を習得する。し斜面上の物体の運動方程式を立てる方法を
習得する。

教科書のp42～p43、p45下半分、p48
～p50を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)
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6

力学6  【剛体の力学】
・剛体の力学―剛体が回転せずにつりあうための条件を理解し、
これに基づいて剛体に働く力を求める方法を習得する。　
【仕事とエネルギー】仕事と仕事率の定義を理解する。

教科書のp44～p45、p52～p53、p59
～p62を読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

9

力学9【流体の力学】　・流体の力学―流体とはなにか、またそ
の圧力の特徴を理解する。流体の密度や、ある深さにおける流体
の圧力の計算方法を習得する。粘性がずれ応力であることを理解
する。
★授業の１回目から７回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp95～p101、p104～p108を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

10

【波動】
・波の表し方および波の基本式を理解する。
・正弦波が波の基本的な形であることを理解する。
・波の干渉と回折について理解する。
・弦に生じる定在波の固有振動の計算を修得する。
・超音波の性質を学ぶ。

教科書のp114～p124を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

7

力学7 【仕事とエネルギー】　・重力の位置エネルギー、運動エ
ネルギーの計算方法を習得する。・仕事と運動エネルギーとの関
係から力学的エネルギー保存則が導かれることを理解する。・力
学的エネルギー保存の法則を用いて運動する物体の速さを求める
方法を習得する。・より広い意味のエネルギー保存則を理解す
る。
【慣性力】・非慣性系における、みかけの力（慣性力）を学び、
遠心力が慣性力であることを理解する。

教科書のp62～p66、p93を読んでお
く。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

8

力学8  【変形する物体の静力学】
・力を加えると変形するが、力を取り除くと元に戻る性質をもつ
物体を弾性体という。弾性体のひずみが小さいとき、弾性体の変
形のもととなる応力はひずみに比例する。このときの比例定数が
弾性定数であり、これを用いて物体の変形量を計算する方法を習
得する。また、いくつかの弾性率（ヤング率、剛性率）の違いを
知る。

（準備）教科書のp101～p104を読ん
でおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

13

電磁気学3　【磁場】
・磁場の性質を理解する。
・電流が磁場を発生されることを知り、定常電流がどのような向
きの磁場を生じるかを理解する。
・磁場中で運動する荷電粒子に働くローレンツ力の向き、また磁
場中で電流が流れている導線に働く力を理解する。

教科書のp191～p199を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

14

電磁気学4　【電磁誘導】
・電磁誘導（ファラデーの法則）、磁場が時間変化することによ
り電場が発生することを理解する。
・磁場中でコイルを動かすと、磁場が時間変化していなくてもコ
イルに電流が流れることを理解する。
・電場の変化によって磁場の発生することを理解する。
・電磁波の発生機序を理解する。

教科書のp199～p203、p212～p214を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

11

電磁気学1　【電気力】
・電気現象を引き起こす電荷について理解する。
・真空中の電荷の間に働く力である電気力（クーロン力）の性質
を学ぶ。電気力を働かせる空間である電場の概念を理解する。電
位の定義を理解し電位差と電気量から電気力がした仕事量を計算
する方法を習得する。
・電場によって物体表面に電荷が現れる現象である静電誘導につ
いて理解する。

教科書のp158～p161、p162～p171を
読んでおく。(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)

12

電磁気学2　【電流・電気回路】
・電流、電圧と電気抵抗との間の関係であるオームの法則を理解
する。
・電力およびジュール熱の計算をし、抵抗の発熱量を計算する方
法を習得する。
・交流による電力と実効値を理解する。
・電荷を蓄える装置であるキャパシターの性質を理解する。
・比誘電率について理解する。

教科書のp161～p162、p164～p165、
p173～p175、p177～p179、p182～
p184、p206～p208を読んでおく。
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と配布
資料を復習し宿題を行う。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各講義時の理解度確認テストの提出（１５回）、各回ごとの宿題の提出（１４回）および授業内（９回目
と１５回目）に実施する試験により評価する。

15

【熱力学】
・熱の移動方法は主に熱伝導、対流、熱輻射の３つがある。この
うち熱伝導の性質、熱輻射の性質を理解する。
★授業の８回目から１４回目の内容を範囲とした試験を行う。

教科書のp136～p144、 p147、 p149
～p150を読んでおく。(90分)。

授業で行った全範囲について復習し
ておく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

理学療法学科の学生は、運動学、物理療法学の基本となるので、高校で物理基礎のみ履修の学生,それすら未履修の学生は必ず履修するこ
と。作業療法学科の学生は、運動学の基本となるので履修するとよい。看護学科、健康栄養学科の学生は専門に直結するわけではないので
数理分野が得意で興味があれば履修してもよい。

備考欄

その他 0 なし

教科書 第３版 物理学入門／原康夫／学術出版図書

参考文献 医療系のための物理／佐藤幸一他／東京教学社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AG 英語I（こども1組） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

(1) To increase the student’s ability and confidence to understand and apply new vocabulary and skills.
(2) To increase student’s confidence in both listening and speaking.
(3) To improve student’s pronunciation and intonation.

授業の方法 Students will participate in activities and exercises based on weekly handouts.

ＩＣＴ活用 None

前期

教員氏名 Stephen Alex Greig

授業の位置づけ

This course is a required graduation course for the Department of Child Development. The aim of this course is to improve
the students speaking and reading skills, whilst building their vocabulary and confidence to communicate in English.

授業の概要

Students will participate in various oral and written activities, sometimes alone, in pairs or small groups.

1

Class orientation 
Self-introductions / Introduce your partner

Prepare some information about
yourself  to use in class (90
minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

2

Question words and tense review
Getting more information

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback each week.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

My future – talk about future plans and intentions
Practice using modal verbs and verb patterns

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

6

Making longer sentences – adding more information 
Practice using conjunctions

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

3

Daily life - talk about daily routines, habits and
routines
Practice using adverbs of frequency

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

4

My weekend – talk about the past
Practice using time expressions

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

9

Favorites – talk about movies, TV and books
Practice expressing opinions and making recommendations

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

10

How much? – talk about shopping
Practice using numbers and money

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

7

Mid-term presentation – review the information from
previous classes

Review weeks 1-6 and prepare a
mid-term presentation. (90
minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

8

Adjectives – talk about describing people, things and
places
Practice using adjectives, comparatives and superlatives

Prepare a list of 10 positive
and 10 negative adjectives. (90
minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

11

Health – talk about health and the body
Practice giving advice

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

12

Travel – talk about countries and experience
Practice using 1st and 2nd conditional clauses

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)
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13

Food -talk about food and restaurants
Practice using countable and noncountable nouns

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

14

Restaurant role-play – make restaurant role play with a
partner
Practice using polite requests and offers

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

定期試験 0 None

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 60% - class participation, attitude and effort (covers all classes)
20% - mid- term presentation
20% - final presentation

15

Final presentation - review all previous class and
practice using new language and skills

Review weeks 13/14 to prepare a
role-play for the final
presentation. (90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Class will be mainly in English. 
Students should bring a bilingual dictionary to class every day.

備考欄

その他 0 None

教科書 None

参考文献 None
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100410AH 英語I（こども2組） 1170 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

(1) To increase the student’s ability and confidence to understand and apply new vocabulary and skills.
(2) To increase student’s confidence in both listening and speaking.
(3) To improve student’s pronunciation and intonation.

授業の方法 Students will participate in activities and exercises based on weekly handouts.

ＩＣＴ活用 None

前期

教員氏名 Stephen Alex Greig

授業の位置づけ

This course is a required graduation course for the Department of Child Development. The aim of this course is to improve
the students speaking and reading skills, whilst building their vocabulary and confidence to communicate in English.

授業の概要

Students will participate in various oral and written activities, sometimes alone, in pairs or small groups.

1

Class orientation 
Self-introductions / Introduce your partner

Prepare some information about
yourself  to use in class (90
minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

2

Question words and tense review
Getting more information

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback each week.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

My future – talk about future plans and intentions
Practice using modal verbs and verb patterns

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

6

Making longer sentences – adding more information 
Practice using conjunctions

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

3

Daily life - talk about daily routines, habits and
routines
Practice using adverbs of frequency

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

4

My weekend – talk about the past
Practice using time expressions

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

9

Favorites – talk about movies, TV and books
Practice expressing opinions and making recommendations

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

10

How much? – talk about shopping
Practice using numbers and money

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

7

Mid-term presentation – review the information from
previous classes

Review weeks 1-6 and prepare a
mid-term presentation. (90
minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

8

Adjectives – talk about describing people, things and
places
Practice using adjectives, comparatives and superlatives

Prepare a list of 10 positive
and 10 negative adjectives. (90
minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

11

Health – talk about health and the body
Practice giving advice

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

12

Travel – talk about countries and experience
Practice using 1st and 2nd conditional clauses

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)
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13

Food -talk about food and restaurants
Practice using countable and noncountable nouns

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

14

Restaurant role-play – make restaurant role play with a
partner
Practice using polite requests and offers

Review last week’s worksheet,
vocabulary and grammar points.
(90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

定期試験 0 None

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 60% - class participation, attitude and effort (covers all classes)
20% - mid- term presentation
20% - final presentation

15

Final presentation - review all previous class and
practice using new language and skills

Review weeks 13/14 to prepare a
role-play for the final
presentation. (90 minutes)

Practice/review the main points
from today’s class (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Class will be mainly in English. 
Students should bring a bilingual dictionary to class every day.

備考欄

その他 0 None

教科書 None

参考文献 None
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100420AD 英語Ⅱ（こどもA） 1171 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①　基礎的語彙に慣れ親しむことができる。
②　日本語に訳することなしに英文の意味が理解できる。
③　パラグラフ単位で意味が把握できる。

授業の方法

板書と配布印刷物を用いた演習形式で行う。ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトによる教材提示やリスニングを行うとともに、グーグルクラスルームを活用して、課題提出などを行う。

後期

教員氏名 相馬　哲也、菅原　美穂子

授業の位置づけ

外国語を媒介としたコミュニケーション能力の基礎を修得する科目である。前期に配置されている「英語Ⅰ」はネイティブ・スピーカー教
員によるすべて英語で行われる会話の授業であるが、この後期に配置されている「英語Ⅱ」は日本人教員による専門用語の説明など必要に
応じて日本語を使用する授業である。

授業の概要

ここでは高等学校での学習を基に比較的まとまりのある英文を正しく、丁寧に読み取ることを目的に、発音、語彙、語法、慣用的表現の解
説と訓練を行うとともに、それらを用いて英語で自己表現することに慣れさせる。

1

オリエンテーション  評価方法を確認する。授業の進め方を実際
に少し進めながら説明する。
Unit1 For here,or to go? 
ファストフード店での注文に関する表現を学ぶ。

Unit1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit1 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

2

Unit2 How many are in your party?
レストランでの来客対応に関する表現を学ぶ。

Unit2 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit2 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit5 Your total comes to 3,240 yen.
買い物や飲食の会計に関する表現を学ぶ。

Unit5を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit5 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

6

Unit6 I'm truly sorry for the trouble
商品やサービスへの苦情とその対応に関する表現を学ぶ。

Unit6 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit6 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

3

Unit3 I'll be right back.
レストランでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit3 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit3 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

4

Unit4 Would you like me to heat this up?
コンビニやスーパーでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit4を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit4 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

9

Unit8 Wi-Fi is available in this area.
客が利用できるサービスや近隣情報の案内に関する表現を学ぶ。

Unit8 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit8 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

10

Unit9 I highly recommend Sakura Restaurant.
旅行者の希望に応じた店や観光地などの提案に関する表現を学
ぶ。

Unit9 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit9 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

7

Review1 (Unit1-6)
Unit1からUnit6までの復習をする。

Review1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review1に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

8

Unit7 Do you have a reservation?
ホテルや旅館での宿泊受付に関する表現を学ぶ。

Unit7を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit7 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

13

Unit12 First, put the money in the machine.
券売機や電化製品の使用方法の説明に関する表現を学ぶ。

Unit12 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit12 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

14

Review2 (Unit7-12)
Unit7からUnit12までの復習をする。

Review2を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review2に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

11

Unit10 Turn right at the first intersection.
道案内に関する表現を学ぶ。

Unit10 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit10 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

12

Unit11 Take the subway to Hommachi.
交通案内や観光施設の情報提供に関する表現を学ぶ。

Unit11を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit11に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)
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定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加度、小テスト、課題(40%)
授業内試験(60%)

15

まとめ
この授業のまとめを行う。

総復習してくること。(25分) ポイントを整理しておくこと。(20
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

クラス分けに関しての指示に従うこと。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 You're welcome! / Tae Kudo / センゲージラーニング

参考文献 授業内で指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100420AE 英語Ⅱ（こどもB） 1171 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①　基礎的語彙に慣れ親しむことができる。
②　日本語に訳することなしに英文の意味が理解できる。
③　パラグラフ単位で意味が把握できる。

授業の方法

板書と配布印刷物を用いた演習形式で行う。ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトによる教材提示やリスニングを行うとともに、グーグルクラスルームを活用して、課題提出などを行う。

後期

教員氏名 相馬　哲也、菅原　美穂子

授業の位置づけ

外国語を媒介としたコミュニケーション能力の基礎を修得する科目である。前期に配置されている「英語Ⅰ」はネイティブ・スピーカー教
員によるすべて英語で行われる会話の授業であるが、この後期に配置されている「英語Ⅱ」は日本人教員による専門用語の説明など必要に
応じて日本語を使用する授業である。

授業の概要

ここでは高等学校での学習を基に比較的まとまりのある英文を正しく、丁寧に読み取ることを目的に、発音、語彙、語法、慣用的表現の解
説と訓練を行うとともに、それらを用いて英語で自己表現することに慣れさせる。

1

オリエンテーション  評価方法を確認する。授業の進め方を実際
に少し進めながら説明する。
Unit1 For here,or to go? 
ファストフード店での注文に関する表現を学ぶ。

Unit1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit1 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

2

Unit2 How many are in your party?
レストランでの来客対応に関する表現を学ぶ。

Unit2 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit2 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

ほぼ毎回単語テストまたは、確認テストを行う。(全13回) 授業内でその解説も行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Unit5 Your total comes to 3,240 yen.
買い物や飲食の会計に関する表現を学ぶ。

Unit5を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit5 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

6

Unit6 I'm truly sorry for the trouble
商品やサービスへの苦情とその対応に関する表現を学ぶ。

Unit6 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit6 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

3

Unit3 I'll be right back.
レストランでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit3 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit3 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

4

Unit4 Would you like me to heat this up?
コンビニやスーパーでの接客サービスに関する表現を学ぶ。

Unit4を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit4 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

9

Unit8 Wi-Fi is available in this area.
客が利用できるサービスや近隣情報の案内に関する表現を学ぶ。

Unit8 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit8 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

10

Unit9 I highly recommend Sakura Restaurant.
旅行者の希望に応じた店や観光地などの提案に関する表現を学
ぶ。

Unit9 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit9 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

7

Review1 (Unit1-6)
Unit1からUnit6までの復習をする。

Review1 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review1に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

8

Unit7 Do you have a reservation?
ホテルや旅館での宿泊受付に関する表現を学ぶ。

Unit7を事前に読んでおくこと。(25
分)

Unit7 に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)

13

Unit12 First, put the money in the machine.
券売機や電化製品の使用方法の説明に関する表現を学ぶ。

Unit12 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit12 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

14

Review2 (Unit7-12)
Unit7からUnit12までの復習をする。

Review2を事前に読んでおくこと。
(25分)

Review2に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

11

Unit10 Turn right at the first intersection.
道案内に関する表現を学ぶ。

Unit10 を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit10 に出てきた単語、表現を復
習しておくこと。(20分)

12

Unit11 Take the subway to Hommachi.
交通案内や観光施設の情報提供に関する表現を学ぶ。

Unit11を事前に読んでおくこと。
(25分)

Unit11に出てきた単語、表現を復習
しておくこと。(20分)
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定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加度、小テスト、課題(40%)
授業内試験(60%)

15

まとめ
この授業のまとめを行う。

総復習してくること。(25分) ポイントを整理しておくこと。(20
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

クラス分けに関しての指示に従うこと。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 You're welcome! / Tae Kudo / センゲージラーニング

参考文献 授業内で指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105140AE 中国語I（こども1組） 1178 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

中国語の発音と基本文型を理解し、日常生活に必要な単語を応用して、身近な場面で使う表現を習得できるようになる。

授業の方法 授業時間を半分ずつ、前回の内容の復習と今回の新しい内容にあてる。

ＩＣＴ活用

中国語学習にとって有用なホームページ、ネット教材を紹介し、独学において役立てることができるようにする。

前期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

履修者が中国語を初めて学ぶことを前提として、入門中国語にとって最も大切な発音の練習から、中国語がどういう言語なのかを基礎的に
つかめるようにする。

授業の概要

中国語の発音をマスターする（ローマ字を見て発音できる、発音を聞いてローマ字に直せるようになる）ということは、中国語の基礎をマ
スターすることに等しい。この授業では、日本人の習慣を考慮した学習法により、効率的に中国語の発音をマスターすることを目指す。ま
た、それと同時に、基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国語学習に対する興味を養うことも目指す。

1

オリエンテーション（授業の進め方・参考図書について）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。

中国語に関する知識の探索。（９０
分）

中国語学習の方向性認識。（９０
分）

2

発音　プロローグA
声調、日本人にとって難しい発音
日本人にとって難しい中国語の発音が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の出席カードの裏面、及び１学期数回のノート提出時には質問を積極的に記させるようにして、重要なものは授業時間中に回答するよ
うにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

発音　プロローグD
書き換え規則、二重母音・三重母音、隠れるローマ字
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる③。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

6

第１課
１．指示代名詞　２．形容詞述語文と“很”　３．“嗎”疑問文
４．“不”　５．“不”の変調
指示代名詞と形容詞述語文と“很”と“嗎”疑問文と“不”と
“不”の変調が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

3

発音　プロローグB
-n:-ng、そり舌音、iの特別な発音、iu
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる①。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

4

発音　プロローグC
日本語にない子音の発音
日本語にない子音の発音について理解できるようになる②。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

7

第２課
１．正反疑問文　２．選択疑問文　３．“的”が省略できる場合
４．動詞句＋“的”→名詞句
正反疑問文と選択疑問文と“的”が省略できる場合と動詞句＋
“的”→名詞句親族名称が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

8

第３課
１．親族名称　２．“両”　３．“有”と“没有”　４．年齢の
聞き方　５．“一”の変調　６．２１から９９までの“十”の発
音
親族名称と“両”と“有”と“没有”と年齢の聞き方と“一”の
変調と２１から９９までの“十”の発音が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）
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9

第４課
１．助動詞“想”　２．日付と曜日　３．動詞の重ね型　４．前
置詞“給”　５．積極的な気持ちを表す“来”
助動詞“想”と日付と曜日と動詞の重ね型と前置詞“給”と積極
的な気持ちを表す“来”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

10

第５課
１．月　２．時刻
月と時刻の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

13

第８課
１．助動詞“在”　２．助動詞“能”　３．二重目的語　４．
“多一点児”
助動詞“在”“能”と二重目的語と“多一点児”が理解できるよ
うになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

14

第９課
１．助動詞“会”　２．連動文　３．“別”“不要”
助動詞“可以”と連動文と“別”“不要”が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

11

第６課
１．お金の言い方　２．１００以上の数　３．数量補語　４．
“児化”
お金の言い方と１００以上の数と数量補語と“児化”が理解でき
るようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

12

第７課
１．助動詞“在”　２．助動詞“要”　３．前置詞“離”
助動詞“在”“要”と前置詞“離”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業終了後に提出するレポートを総合評価する。

15

第１０課
１．助動詞“可以”　２．比較の言い方
助動詞“可以”と比較の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

遅刻は減点の対象になるので注意すること。

備考欄 なし。

その他 10 授業態度が積極的な場合は加点する。

教科書 『ともだち・朋友　スリム版①』　董燕・遠藤光暁著　朝日出版社

参考文献 授業中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105140AF 中国語I（こども2組） 1178 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

中国語の発音と基本文型を理解し、日常生活に必要な単語を応用して、身近な場面で使う表現を習得できるようになる。

授業の方法 授業時間を半分ずつ、前回の内容の復習と今回の新しい内容にあてる。

ＩＣＴ活用

中国語学習にとって有用なホームページ、ネット教材を紹介し、独学において役立てることができるようにする。

前期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

履修者が中国語を初めて学ぶことを前提として、入門中国語にとって最も大切な発音の練習から、中国語がどういう言語なのかを基礎的に
つかめるようにする。

授業の概要

中国語の発音をマスターする（ローマ字を見て発音できる、発音を聞いてローマ字に直せるようになる）ということは、中国語の基礎をマ
スターすることに等しい。この授業では、日本人の習慣を考慮した学習法により、効率的に中国語の発音をマスターすることを目指す。ま
た、それと同時に、基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国語学習に対する興味を養うことも目指す。

1

オリエンテーション（授業の進め方・参考図書について）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。

中国語に関する知識の探索。（９０
分）

中国語学習の方向性認識。（９０
分）

2

発音　プロローグA
声調、日本人にとって難しい発音
日本人にとって難しい中国語の発音が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

（なし）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の出席カードの裏面、及び１学期数回のノート提出時には質問を積極的に記させるようにして、重要なものは授業時間中に回答するよ
うにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

発音　プロローグD
書き換え規則、二重母音・三重母音、隠れるローマ字
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる③。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

6

第１課
１．指示代名詞　２．形容詞述語文と“很”　３．“嗎”疑問文
４．“不”　５．“不”の変調
指示代名詞と形容詞述語文と“很”と“嗎”疑問文と“不”と
“不”の変調が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

3

発音　プロローグB
-n:-ng、そり舌音、iの特別な発音、iu
中国語の発音の中でも、特に注意を要すべきものについて理解で
きるようになる①。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

4

発音　プロローグC
日本語にない子音の発音
日本語にない子音の発音について理解できるようになる②。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

7

第２課
１．正反疑問文　２．選択疑問文　３．“的”が省略できる場合
４．動詞句＋“的”→名詞句
正反疑問文と選択疑問文と“的”が省略できる場合と動詞句＋
“的”→名詞句親族名称が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

8

第３課
１．親族名称　２．“両”　３．“有”と“没有”　４．年齢の
聞き方　５．“一”の変調　６．２１から９９までの“十”の発
音
親族名称と“両”と“有”と“没有”と年齢の聞き方と“一”の
変調と２１から９９までの“十”の発音が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）
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9

第４課
１．助動詞“想”　２．日付と曜日　３．動詞の重ね型　４．前
置詞“給”　５．積極的な気持ちを表す“来”
助動詞“想”と日付と曜日と動詞の重ね型と前置詞“給”と積極
的な気持ちを表す“来”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

10

第５課
１．月　２．時刻
月と時刻の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

13

第８課
１．助動詞“在”　２．助動詞“能”　３．二重目的語　４．
“多一点児”
助動詞“在”“能”と二重目的語と“多一点児”が理解できるよ
うになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

14

第９課
１．助動詞“会”　２．連動文　３．“別”“不要”
助動詞“可以”と連動文と“別”“不要”が理解できるようにな
る。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

11

第６課
１．お金の言い方　２．１００以上の数　３．数量補語　４．
“児化”
お金の言い方と１００以上の数と数量補語と“児化”が理解でき
るようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

12

第７課
１．助動詞“在”　２．助動詞“要”　３．前置詞“離”
助動詞“在”“要”と前置詞“離”が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 授業終了後に提出するレポートを総合評価する。

15

第１０課
１．助動詞“可以”　２．比較の言い方
助動詞“可以”と比較の言い方が理解できるようになる。

前回の内容を復習し、授業の内容と
進め方を把握しておく。（９０分）

返却された前回授業後の提出物によ
り、重点を復習する。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

遅刻は減点の対象になるので注意すること。

備考欄 なし。

その他 10 授業態度が積極的な場合は加点する。

教科書 『ともだち・朋友　スリム版①』　董燕・遠藤光暁著　朝日出版社

参考文献 授業中に適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11095011 生涯スポーツA 1198 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
③生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。
④生活習慣病について理解を深め、予防の方法を知ることができるようになる。

授業の方法

パワーポイントと配付資料を使用し講義形式ですすめる。
グループワークとグループ発表を行う。
フィードバックとして小テストを行い、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。
スポーツ・運動することの重要性を学ぶための科目である。
また、生涯スポーツを通して、協力関係を形成できる人間的コミュニケーション能力を高めるための科目である。
「保育内容指導法（　健康１・２）」と関連する。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について理解する。また、健
康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、生涯スポーツとは何か、生涯スポーツの役割について考察し、生涯にわたっ
てスポーツを継続していくための基礎知識を習得する。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

前期の学習内容と健康との関りを調
べておくこと（90分）

スポーツ・運動と健康の関りについ
て理解しておくこと（90分）

2

生涯スポーツとは何か。
生涯スポーツの必要性と意義を解説する。

スポーツ・運動の必要性を調べてお
くこと（90分）

スポーツ・運動の必要性をよく理解
しておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、小テストの解答及び解説
レポートのコメント記入後返却

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

生活習慣病とは何かを解説する。 生活習慣病について調べておくこと
（90分）

生活習慣病とはどのようなものかを
まとめておくこと(90分)

6

生活習慣病（高血圧症・脂質異常症・糖尿病）の危険性を解説す
る。

高血圧症・脂質異常症・糖尿病とは
どのようなものかを調べておくこと
(90分)

高血圧症・脂質異常症・糖尿病につ
いてよく理解しておくこと(90分)

3

運動能力とは何かを解説する。 運動能力とはどのようなものかを調
べておくこと（90分）

運動能力にはどのようなものがある
かをまとめておくこと（90分）

4

熱中症予防について、水分補給についての重要性や方法等を解説
する。

熱中症について調べておくこと（90
分）

熱中症の危険性、水分補給の重要性
をよく理解しておくこと（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

生活習慣病（メタボリックシンドローム）について解説する。い
くつかのグループに分け、生活習慣病を予防するために効果的な
運動を実際に行う。

メタボリックシンドロームについて
調べておくこと(90分)

メタボリックシンドロームについて
よく理解しておくこと(90分)

8

カロリー・糖質について理解し、ダイエットとの関係について解
説する。

自分なりの「ダイエット」について
考えておくこと(90分)

ダイエットとカロリーや糖質との関
係について理解しておくこと。(90
分)

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％(準備・後片付け・受講態度など)、レポート等課題提出による評価20％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし

教科書 なし
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履修条件・留意
事項等

　　講義はパワーポイントを使用するので、自分なりに工夫しノート等を作成しながら自分の考えをまとめ、文献検索を積極的に行って理
解を深めること。
講義中の私語、遅刻、飲食は厳禁です。また、講義中は携帯電話等、電子機器の電源はoffにすること。

備考欄

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11096011 生涯スポーツB（1組） 1199 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。
「保育内容指導法（　健康１・２）」と関連する。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11096012 生涯スポーツB（2組） 1199 1 1

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。
「保育内容指導法（　健康１・２）」と関連する。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

100080A1 異文化間コミュニケーション論 1114 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．他者のよくない部分や異質な部分よりも、よい部分や共通する部分を発見できるようになる。
２．「違う」ことや多様性への寛容的態度の必要性を他者に呼びかけられる。
３．他者の行動や価値観を自分のモノサシで評価しないで「判断留保」が使える。
４．対立したときは、アサーティブな問題解決方法を意識できる。

授業の方法

各授業の前半は教科書や配布プリントを使って理論の講議を行い、後半はその理論を応用した擬似的体験学習（ワークショップ）とその振
り返りを行う。気づきや問題点等、適宜ペアワークやグループワークでディスカッションを行い、クラス全員で意見を共有していく。

ＩＣＴ活用 新型コロナウイルス感染防止のため遠隔授業となった場合は、オンライン授業とする。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

教育・保育・子育て支援者にかかわる者として、地域社会と保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様な子どもの実体に即して成長・
発達を支援するための基本的資質を身につけている（知識・技能）人材育成であると同時に、教育・保育・子育て支援において、同僚、保
護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニケーション能力を身につけている（思考・判断・表現）人材育成の素養
を築く科目でもある。
「教育実習」関連科目の教育実習における対人関係に向かって、コミュニケーションの方策を考える科目となる。

授業の概要

異なった文化間での交流で起こるコミュニケーション問題は、日本人と外国人の間だけでなく日本人同士でも起こる。文系や理系、東日本
と西日本、男女等々、言語や思考、価値観など文化的背景の異なる人々の間では、どんな誤解やすれ違いが起こるのか、対人レベルから集
団間レベルまでの事例をあげ、受講者といっしょに問題の解決方法を考えていく。ここでは、多文化社会に移行しつつある日本で、異なっ
た文化を理解し、多様なコミュニケーションを受容できるようにするための第一歩として、まず自分のことや自文化を知ろうとすることか
ら始める。そして他者との異なりよりも共通点、否定的なことよりも肯定的なことに気づいていく姿勢を身につけてもらうことにある。
「みんな違って、みんないい」の発想になってもらうのが本講義の目的である。

1

オリエンテーション：文化ってなんだろう 
芸術や食物、伝統芸能などの見えるものと違って、無意識のうち
に身についた「文化」とはどんなことかを概説する。

小中高時代の転校や大学入学時の各
自の対人接触過程を思い出しておく
こと（60分）

文化とはなにか、その諸相について
ネットで調べ、自身の所属集団文化
を６つ以上整理しておくこと（90分
i以上）

2

コミュニケーションのしくみ
コミュニケーションは、パーソナルなものからメディアまで多様
であるが、ここでは対人コミュニケーションを中心に、情報伝達
の記号と解釈を解説する。そして、意思疎通の難しさをワーク
ショップで確認する。

教教科のｐ2～ｐ10を巻末の用語解
説で意味を確認しながらよく読んで
おくこと(90分）

なぜ人は自分のことを分かってくれ
ないのか、そのすれ違いの原因を考
え、自文化シートに記しておくこと
(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

各課題は、提出翌週に個々に評価および赤字でコメントを記して返却し、返却時には全体の講評を口頭で行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

非言語メッセージと文化  
　非言語によるメッセージは、同じしぐさや身振り・手振りでも
文化によってその意味が異なり、ときには大きな誤解を引き起こ
す。タブーとされる最小限の非言語行動から、子どもとの接触方
法をグループで話し合いながら考える。

教科書の第６章を読み、ｐ60の表に
ある具体的行動を考えておくこと
(90分）

日本人の代表的な非言語表現を20記
述すること。高・低コンテキスト会
話課題を訂正しておくこと（90分）

6

日本人のコミュニケーション特性    
　日本人の思考パターンはそのコミュニケーションでも「渦巻き
型」「飛び石型」傾向にある。欧米諸国の「直線型」「石畳型」
との思考方法を比較しながら、異文化間での意見の伝え方の方法
をグループディスカッションする。

教科書の第7章、巻末のｐ235を読ん
でおくこと(90分）

コンテキスト別会話と各文脈におけ
る渦巻き型と直線型の会話事例を追
加記入しておくこと(90分）

3

異文化コミュニケーションのしくみ 
互いに異なる文化背景を持つ人々のメッセージ交換は、予想もし
ないフィルターやバイアスがかかり、ミスコミュニケーションが
起こるコミュニケーションの過程と構成要素ですれ違いが起こり
やすいことを概説する。各要素の具体例をグループごとに作成・
発表する。

教科書の第2章を読んでおくこと。
本文のゴチック体で記された専門用
語は必ず巻末の解説に目を通してお
くこと。(90分）

異文化コミュニケーションのしくみ
について配布した自文化タスクシー
トに記入しておくこと(90分）

4

言語メッセージと文化   
 日本人のコミュニケーションは以心伝心、あうんの呼吸、察し
がキーワードとされている。こうした高コンテキスト文化と、こ
とばですべてを省略せずに伝えなければならない低コンテキスト
文化の対人関係ではどのような問題が起こるのか、グループで意
見交換していく。

教科書の第4章を読み、ネット等を
使って用語の意味と事例を調べてお
くこと(90分)

指定方法で高コンテキストの会話事
例を振り返っておくこと(90分)
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9

集団コミュニケーション     
配布プリントから、集団主義的傾向の強い文化、権威主義傾向文
化、女らしさ／男らしさの強い文化を学び、文化集団の異なりを
どのように受容するかを、チェックシートを用いて、自己診断す
る。

教科書の第12章を読んでおくこと
(90分）

各文化の「主義」傾向の特徴をまと
めておくこと(90分）

10

メディアリテラシー  
ネット、ＳＮＳ，マスメディアを中心にメディアリテラシーを身
につけることを確認する。また、欧米通信社の報道の仕方と、ア
ラブ諸国の報道を対比していくので、私たちが受信する情報には
常に書き手や作り手のフィルターがあることを自覚する。

教科書の第10章を読んでおくこと
(90分）

ネットリテラシーをもってＳＮＳに
アクセスし、エコーチェンバー現象
の自己診断しておくこと(90分）

7

文化相対主義とは   
文化には優劣はない。しかし、多くは自文化中心主義／自民族中
心主義的である。ここでは「わたしの常識は、あなたには非常
識。あなたの常識は、わたしには非常識」でとなる価値観とは何
かをシュミレーションドリルで考える。

教科書の巻末p280からp281までをよ
く読み、その具体的な事象を考えて
おくこと(90分）

授業で疑似体験した文化相対主義に
なるための基本的な姿勢をまとめて
おくこと(90分）

8

対人コミュニケーション　
人と人の出会いではスモールトークから相手を判断・評価してい
く。そして、探り合いの段階から「関係」をつくっていくコミュ
ニケーションパターンと、拒否パターンの心理的過程をシュミ
レーションしながら考える。

教科書の第7章を読んでおくこと。
「自己概念」とはなにか、ネットで
その意味やいろいろな事例を調べて
おくこと。(90分）

対人関係発展の段階でどのようなミ
スコミュニケーションが起こるかを
まとめておくこと(90分）

13

日本の異文化交流史   
　島国日本では同質性が尊重され、異質なものを排除する歴史が
あった。仏教、キリスト教、イスラムの人々が信条としている価
値観を比較しながら、現代の日本人の多宗教観を眺める.

教科書巻末のこれまで学んだ異文化
間コミュニケーションに関する用語
を復習しておくこと(90分）

各自の価値観、信条、規範をまとめ
ておく(90分）

14

多文化社会のコミュニケーション   
多様な価値観を持つ社会で「共生」していくには、「わかっても
らう」ためのことばが必要である。ここでは、日本人が苦手とす
する自ら主張していくことの方法として、アサーティブコミュニ
ケーションの手法を学ぶ。

教科書の第18章を読んでおくこと。
アイヌ語表現を８つ以上紹介できる
ように調べておくこと(90分）

アサーティブコミュニケーションを
使った会話分を訂正し、今後の活動
に応用できるようにしておくこと
(90分）

11

異文化接触とカルチャーショック  
海外生活に限らず、私たちは人生の節目ごとに新しい集団に接触
し、適応が求められている。その接触初期にはカルチャーショッ
クがあるが、その強いストレス期は、次の成長のためにある。カ
ルチャーショックの理論を学び、それを活用するための方法を話
し合う。

教科書の第13章を読んでおくこと
(90分）

異文化接触シートの適応曲線を完成
しておくこと(90分）

12

異文化適応と自己効力感
未知の「文化の島」に身を置き、自分は異文化に適応できるのか
のシュミレーションを行う。文化の島で何が起こったのかを振り
返りながら、自分の適応能力と努力が必要な部分を確認する。各
自の異文化適応能力測定で低かった場合の自己効力感の高め方を
意見交換していく。

教科書の第１章～13章、配付された
プリントを読んでおくこと(90分）

シュミレーションドリル後の振り返
りを個々にまとめておくこと(90
分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題提出50％、確認テスト40％、授業参加度およびファシリテート10％。

15

まとめ
授業で行ってきた異文化間コミュニケーションの基礎知識とその
応用を問う確認テストを行うとともに、授業内でそのフィード
バックも行う。

教科書や授業で配付された資料をよ
く読んで、用語を説明できるように
しておくこと(120分以上）

自身のコミュニケーションスタイル
や価値観を振り返る(20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業では扱わない部分でも、コミュニケーション能力向上に関連する要素が多いため、教科書全体に目をとおしておくことを勧める。

備考欄

その他 0 なし

教科書 石井敏・久米昭元・遠山淳ほか『異文化間コミュニケーション・ハンドブック』有斐閣選書

参考文献 久米昭元・長谷川典子『ケースで学ぶ異文化コミュニケーション』有斐閣選書ほか、授業で適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AC 情報処理（こども1組） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

前期

教員氏名 常見　裕子

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)

- 49 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AD 情報処理（こども2組） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

前期

教員氏名 常見　裕子

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)
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5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150010 基礎ゼミナールI(村田敏彰) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３. 他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】K-J法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出
す方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150011 基礎ゼミナールI(山本愛子) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３．他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーションを行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

授業担当者は、公認心理師・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有している。これらの実
務経験及び研究実績を生かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】KJ法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出す
方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。

- 58 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150012 基礎ゼミナールI(小田進一) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付ける。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３. 他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用

Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 小田　進一

授業の位置づけ

基礎ゼミナールⅠは、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。大学における学びの基礎とは、単なる
知識の習得を意味しない。現代社会（本学科では特に教育・保育）における課題に対して、主体的、協働的に学びを深めるための探究心と
技法を身につけるための科目である
基礎ゼミナールⅡ、基礎ゼミナールⅢ、こども学総合演習、卒業研究に接続していくための原点となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくること。(25
分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

2

【アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士
でアイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あた
たかな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめること。
(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

保育園・幼稚園・認定こども園等の最新の情報及び実践者との交流によっり、保育・教育への興味関心を広げる。

課題に対する
フィードバック

の方法

G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその成
果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバッ
クをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【文章読解の基礎】 大学における文章読解の基礎を身に付け
る。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

6

【文献検索活動】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を学
ぶ。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

3

【コミュニケーション活動（１）】エンカウンター等も取り入
れ、探究活動の基礎である協力関係の構築を図る。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

4

【コミュニケーション活動（２）】　 グループ活動を円滑に遂
行するために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係の構築を図
る。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

9

【レポート作成の基礎（１） 】小論文とレポート、論文の違い
について理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

10

【レポート作成の基礎（２）】レポート（テキスト批評）作成の
プロセス（ １．目的、２．テキスト要約、３．問いの立て方、
４．議論の提示、５．結論 ）を理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

7

【文献講読（１）】研究活動における文献講読の基礎を身に付け
る。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

8

【文献講読の基礎（２）】「先行研究」とは何か、について理解
する

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

11

【レポート作成の基礎（３）】文献（テキスト）の要約方法を学
び合う。　

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくるこ
と。。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)
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【レポート作成の基礎（５）】文献（テキスト）に関し、各自で
立てた「問い」について、対話し、質疑・討論を行う。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

14

【レポート作成の基礎（６）】各自で立てた「問い」に対し、根
拠を持って答えを書き、発表する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

12

【レポート作成の基礎（４）】文献（テキスト）を読み、「問い
の立て方」（問題提起の方法）について学び合う。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回のゼミをふりかえり、大学での学
びのあり方について、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを
しっかり読み直し、基礎ゼミナール
の意義を再確認すること。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポート等は提出期限を厳守する。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 適宜印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料を印刷し配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150013 基礎ゼミナールI(白幡知尋) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動における基礎的力量の形成ができる。
２．コミュニケーション能力を伸ばし、高めることができる。（グループ活動を通して）
３．自主的な研究能力の基礎を築くことができる。

授業の方法

パワーポイントと配布物を用い、授業内容に合わせて講義形式・演習形式で進めていく。
５回目からは、それぞれの担当者の下で、コミュニケーション活動、レポート作成。集団討論、プレゼンテーション発表などを行ってい
く。また、毎回、レポート内容や発表について自己評価や相互評価を行い、内容の深化を図る。

ＩＣＴ活用 パソコンなどを活用し、パワーポイントでの発表や討論などの活動を取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

この授業においては、４年間にわたり学習・研究活動を展開するための基礎的な知識・技能とともに、理論的に思考する力量の基礎を学
ぶ。グループ活動を基本とするが、授業内容によっては、全体活動も行う場合もある。研究や実習につながる活動の取り組み方、発表の仕
方、プレゼンの仕方、レポートのまとめ方など、演習を通してその基本的な方法を理解する。グループ活動等を通して、自己理解を深め、
自主的な学習・研究活動能力の養成を図り、学生自身が、自己の長所・短所を認識し、積極的な授業参加を通して、広い視野を身に付け
る。

1

オリエンテーション を通して、学習研究活動の基礎的な手法を
理解する。そのために必要な知識・技能を学ぶ方法についても知
る。また、グループ活動を基本とするため、グループ内のコミュ
ニケーションを重視することを理解する。レポートの書き方や小
論文の作成等の方法についても、国語力の養成を図りながら、課
題の分析力の向上を目指し基礎的な研究とは何かを学ぶ。

事前に配布された資料を読んでくる
こと。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

2

【読み書きの基礎（１）】文章の読み方、書き方について全体指
導をすることで、国語力の養成 文章の論理、文章の枠組み、文
の構造、文の基本原則などの文を書く技術を学び理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめること。
(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

本学理学療法学科開設時より卒業研究指導を行ってきた経験をもとに、調査及び研究の方法などを解説する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【コミュニケーション活動（１）】 第５回よりグループ活動を
開始する。まず、メンバーの自己紹介、質問、話し合いを行う。
そのことを通して、相互理解を促進し、活動の基礎である協力関
係の構築の仕方を学ぶ。
また、メンバー間の信頼関係を醸成するために構成的エンカウン
ターなどを行い、メンバー一人一人の考え方を理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

6

【コミュニケーション活動（２） 】第５回の活動の継続とし
て、メンバーの相互理解を促進し、活動の基礎である協力関係の
構築を図る。また、メンバー間の相互理解を深め、研究協力のあ
り方について理解する。

事前に配布されたプリントを読み、
自分の考えをまとめる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

3

【情報検索の基礎（１）】図書館のコンピュータによる情報収集
能力の養成は、研究活動の必須の要件である。そのためこの回で
の演習は、図書館資料の収集方法を学んだり、研究資料の収集方
法を調べたりする。 コンピュータによる検索方法を理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

4

【調査の基礎（１）】　世の中にあふれている調査結果の読み方
や留意点を学び、あらゆるデータから社会や人々の実態を読み解
く力をつける(全体指導）。　「アンケート」と「調査」の違い
を調べたり、調査結果の批判的検討を学ぶ。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

- 61 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

【レポートの書き方（２） 】レポート作成の留意事項 レポート
の作成にあたっては、次の点に留意することが重要である。 
１．資料の収集法、２．構想の立て方、３．叙述の方法、４．推
敲・清書、５．仕上げ・提出 
レポート作成のプロセスを検討し、レポート作成の留意点を理解
する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

10

【小論文作成の基礎（１）】課題への分析、論点の組み立て方や
論文の構成、論文の構造、テーマ、問題の設定などを学ぶ。
論文の構成 の仕方を調べたり、論文の意味を理解したりする。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

7

【コミュニケーション活動（３）】（話す、聞く） グループ活
動を円滑に遂行するために、体験教育としてのゲームなどを通じ
て信頼関係の構築を図る。また、良好なコミュニケーションの取
り方やコミュニケーションスキルを学ぶ。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

8

【レポートの書き方（１） 「レポート作成の基礎 基本的事項と
は何か」について、その目的や作成の方法論を明らかにすること
がこの回の目的である。レポート作成における基礎的知識を習得
し、 レポート作成の方法論を理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

13

【集団討議（２）】各グループで検討した内容について、質疑・
討論を行う。さらに質疑・討論の内容を深め、グループごとに発
表を行う。プレゼンテーションの仕方について学び、効果的な発
表方法を考える。  また、発表方法（プレゼンテーション）を理
解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

14

【集団討議（３）】プレゼンテーションの仕方や内容について比
較・検討を行い、メンバー間の討論を深める。討論する力につい
て考えたり、発表資料を整え、内容について精査し理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

11

【小論文作成の基礎（２）】教育・保育に関連する課題への取り
組み方をグループごとに検討し、各グループ同一テーマによるレ
ポートを作成する。また、レポート内容を精査し、レポートの組
み立てを理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

12

【集団討議（１）】課題の設定、討議の運営方法、司会、記録
グループにおいてメンバーの役割を決定して、模擬討議を実施す
る。教育や保育に関連する模擬討議のテーマを考える。 メン
バーの役割や取り組み方を理解する。

事前に配布されたプリントをしっか
り読み、考えをまとめてくること。
(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。まとめとして、これまでの取り組みを話
し合い、共通理解を深める。これまでの取り組みや演習について
全体を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを
しっかり読み直し、基礎ゼミナール
の意義を再確認すること。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポート等は提出期限を厳守する。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150014 基礎ゼミナールI(木谷岐子) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３. 他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

大学所属の専門研究員として、研究活動を行った実務経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】K-J法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出
す方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150015 基礎ゼミナールI(長岡交子) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３. 他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校の教員として長年実務経験を積んできた。この経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】K-J法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出
す方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150016 基礎ゼミナールI(小椋佐奈衣) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３. 他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

大学の研究機関の博士研究員、短期大学の教員として、研究活動を行った実務経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業
を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】K-J法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出
す方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150017 基礎ゼミナールI(相馬哲也) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３.   他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミⅠの初回は、配布物とプレゼンテーションソフトを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合う。具
体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のスキルを
身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に
付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】K-J法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出
す方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)　2.発表(30％)　3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポート等は提出期限を厳守する。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150018 基礎ゼミナールI(村越含博) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３. 他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】K-J法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出
す方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10150019 基礎ゼミナールI(渡邉尭宏) 2200 1 1

到達目標

１．学習・研究活動に必要な文献探索、文献講読、レポート作成の基本的スキルを身に付けることができる。
２．主体的に課題に取り組むことができる。
３. 他者（仲間）と協働し課題に対し探究的に取り組むことができる。

授業の方法

基礎ゼミナールⅠの初回は、配布物とパワーポイントを用い、講義形式でガイダンスを行う。
2回目からは、それぞれの担当者（こども発達学科教員）のもとで、文献探索、文献講読、対話・コミュニケーション活動、レポート作成
等を行っていく。学生諸君の意欲的で主体的な活動参加により、レポート内容に関する対話によって、相互に学びを深めていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 渡邉　尭宏

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意
欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅡ（1年後期）、基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）に接続していくための原点と
なる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠでは、グループ活動を基本として、学生諸君の主体的な活動や発表をもとに、ゼミナールのメンバー同士で学びを深め合
う。具体的には、研究や調査活動で必要となる文献探索方法、文献講読方法、レポート作成方法、そしてレポートに基づく対話や討議のス
キルを身に付ける。

1

オリエンテーション を行う。
大学における学びのあり方は、ゼミナールにおける探究的な学
び、学生相互の学び合いにあることについて考えを深める。

シラバスを読んでくる。(25 分)　 配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)　

2

【アイスブレイキング】
各グループに分かれてゼミ活動を行う。まずは、メンバー同士で
アイスブレイキングや自己紹介等を行い、リレーション（あたた
かな人間関係、つながり）を生み出す。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、文章の書き
方について考えをまとめる。 (20
分)

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園での担任、管理職業務。また、保育所での園長業務と民間の学童保育の代表の実務経験から、現場での経験を交えながら指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【発想法①】 マインドマップを作成し、自分の思考を外在化す
る方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

6

【発想法② 】ブレーンストーミングを体験し、他者と協働して
発想していく方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

3

【コミュニケーション活動①】グループで行うゲームやワークを
通して、探究活動の基礎である協力関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

4

【コミュニケーション活動②】　 グループ活動を円滑に遂行す
るために、傾聴・対話の方法を学び、信頼関係を育む。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

9

【文献検索活動② 】鶴岡記念図書館等における文献検索によっ
て得られた文献を用い、文献の要約について学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

10

【文献検索活動③】文献を要約したものを、他者と共有し、学び
合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

7

【発想法③】K-J法を用いて、発想をまとめ、新たな思考を見出
す方法について学習する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

8

【文献検索活動①】鶴岡記念図書館等における文献検索の方法を
学ぶ。 　　

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

11

【小論文作成①】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)
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13

【小論文作成③】作成した小論文を互いに読み合い、理解したこ
とを伝え合う。自身の表現と他者の理解の一致や相違から、自身
の文章表現について理解を深める。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

14

【プレゼンテーション】プレゼンテーションの基本的な方法につ
いて学び、情報を分かりやすく伝える方法をメンバー間で討論す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

12

【小論文作成②】与えられたテーマについて、自身の思考や発想
を整理し、他者に伝わる小論文を作成する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2.発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ 】１５回の授業を通して、基礎的な研究能
力の養成を図ってきた。これまでの取り組みや演習について全体
を振り返り、自己評価と相互評価を行う。

これまでに配布されたプリントを読
み直し、基礎ゼミナールの意義を再
確認する。(25 分)

配布プリントを復習し、考えをまと
める。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 上記による。

教科書 なし。

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151010 基礎ゼミナールII(村田敏彰) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミナールⅡの内容及び展望に
ついて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用


Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、発表会を実施
し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りる。(20
分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【ふりかえり】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151011 基礎ゼミナールII(山本愛子) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミナールⅡの内容及び展望に
ついて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミナールⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先
行研究の読解力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート
作成過程の中で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミナールⅡのまとめとし
て、発表会を実施し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

授業担当者は、公認心理師・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有している。これらの実
務経験及び研究実績を生かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りる。(20
分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【ふりかえり】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151012 基礎ゼミナールII(小田進一) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟する。
２．フィールドワークの技法を身に付ける。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミⅡの内容及び展望について
全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用


Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 小田　進一

授業の位置づけ

基礎ゼミナールⅡ（以下基礎ゼミⅡ）は、基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として位置づく。基礎ゼミⅢ（2年前期）、こども学総合
演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。　
基礎ゼミⅠで身に付けた文献探索、文献講読、レポート作成のスキルをさらに発展させるとともに、より適切な保育・教育のあり方を探究
するため、研究や調査活動で必要となるフィールドワークやプレゼンテーションなどの基礎的スキルを獲得するための科目である。

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、発表会を実施
し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でアイスブレイキングやエンカウンター等を行い、リ
レーション（あたたかな人間関係、つながり）を再確認する。

前回の資料等をしっかりと読み、考
えをまとめてくること。 (25分）

アイスブレイキングについて配布し
たなどの資料を再読し、自分の課題
を発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

保育園・幼稚園・認定こども園等の最新の情報及び実践者との交流によっり、保育・教育への興味関心を広げる。

課題に対する
フィードバック

の方法

G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその成
果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバッ
クをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク（１）】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学んでおく。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク（２）】前回学んだ方法にもとづき、フィー
ルドワークを行う。自分の課題とつねに照らし合わせ現場に立
ち、地域の課題を発見する。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておくこと。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探すこと。
(20分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくること。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
ること。(20分)

7

【フィールドワーク（３）】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

8

【課題の検討（１）】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)
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9

【課題の検討（２）】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

10

【課題の検討（３）】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

先行研究を図書館から借りだす。
(20分)

13

【発表（１）】
　自分の課題に対してこれまで検討して結果を総合する。役割分
担を決め、それぞれの研究内容についてこれまで調査・検討を重
ねてきた内容を発表する。その上で、発表に対する相互評価の仕
方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくること。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かすこ
と。(20分)

14

【発表（２）】  
 発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の研究発
表を総合し、そのゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくること。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
くこと。(20分)

11

【課題の検討（４）】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように答
えているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究をしっかりと読み、考えを
まとめてくること。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておくこと。(20分)

12

【課題の検討（５）】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。なお、「生命の若木」
の配布と説明を行う。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくること。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【ふりかえり】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。、

事前に配布されたプ発表プリントに
目を通し、考えをまとめておくこ
と。(25分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートをしっかり
読み直し、基礎ゼミナールⅡの意義
を再確認すること。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151013 基礎ゼミナールII(白幡知尋) 2201 1 1

到達目標

１．学習・研究活動の方法を理解し、深めることができる。
２．情報収集・活用能力を伸ばすことができる。
３．朗読表現やプレゼンテーションをはじめ、総合的な表現力を向上させることができる。
４．調査検討したものをもとに課題の考察をすることができる。

授業の方法

配布物やパワーポイントなどを用い、授業内容に合わせて講義形式・演習形式を織り交ぜながら進めていく。
5回目からは、それぞれの担当者の下で、調査活動、フィールドワーク、集団討議、レポート作成、プレゼンテーション、朗読表現などに
よる発表などを行う。また、毎回レポート内容や発表を確認し、自己評価や相互評価を行い、発表の質を高めていく。

ＩＣＴ活用 パソコンなどを活用し、パワーポイントでの発表や討論などの活動を取り入れる。

後期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミナールⅠの学習を踏まえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。ゼミナールⅡでは、一人ひとりがさらに情報収集能力を進展さ
せ、プレゼンやレポートの作成を行う。また、プレゼンやレポートの作成においては、図表等の視覚資料の作成を重視し、論理的な議論が
展開できるような方法論を身に付ける。この授業の終了時には、グループによる発表会を実施し、相互の議論の展開を通して、一人ひとり
が学習水準の維持と基礎的な知識・技能の修得に対する共有化を図る。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡでは、基礎的な研究能力の更なる深化を図る。
情報収集・活用能力を高め、グループにおける発表や議論を通
じ、言語力の伸展、プレゼンテーション力の向上などの課題を目
指す。　。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された自主
的な研究活動について再確認し、ま
とめる。(20分)

2

【 読み書きの基礎（２）】
 前期の「読み書きの基礎」の授業を踏まえて、全体指導で　実
践的な国語力の進展を図る。また、前期に書いたレポート類につ
いて文章構成や文章表現について検討し、再確認する。

国語力の進展を図るためにこれまで
書いたレポートについて目を通して
くること。(25分)

読み書きの基礎力について配布した
などの資料を再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

本学理学療法学科開設時より卒業研究指導を行ってきた経験をもとに、調査及び研究の方法などを解説する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、課題のレポートや表現スキルに
対しては、個別指導を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【地域社会の理解】  　
地域に目を向け、地域と大学の関連性を踏まえたフィールドワー
クの方法を知り、課題を見つけ検討する。また、課題について絞
込みを図ったり検討したりする。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。  (25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

6

【研究課題への取り組み（２）】前回で学んだ方法にもとづき、
フィールドワークを行う。自分の課題に基づき、資料の収集やイ
ンタビューを実践する。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。   (25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

3

【情報検索の基礎（２）】
図書館において担当者からデーターベースを利用して資料を収集
する方法を学ぶ。 また、図書館のシステムや機能についての説
明を聞き、図書館活用に関する知識を得る。

データーベースの収集方法を事前に
調べ、、活用の仕方や聞きたいこと
を整理しておくこと。(25分)

学んだデーターベースの利用方や図
書館活用に関する資料を読み直し、
実際に図書館で試すこと。(20分)

4

【研究課題への取り組み（方法論の検討）（１）】　
研究課題の構想の立て方を理解し、一人ひとりの目的・目標の確
認とテーマ選びを行う。また、研究計画の立て方や文献の記述の
仕方などを学ぶ。

研究テーマ「課題」の原案や研究計
画の構想を練ってくること。(25分)

研究課題に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
ること。(20分)

7

フィールドワークで収集した資料をもとに調査の報告をし、ゼミ
における研究の共通目的について対話・検討する。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

8

【課題の発見（１）】
研究課題に基づいた情報収集・処理・活用の仕方について、グ
ループに同一の課題を課し、様々な角度から議論し、検討してい
く。また,情報収集・処理・活用の仕方を明確に理解し 、グルー
プにおける課題解決の取り組み方を学ぶ。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)
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9

【課題の発見（２）】　
課題の情報収集をもとに、それぞれの個人またはグループで分析
を行い、問題点の解明を目指し、研究の方向性を明確にする。そ
れを構造図に表し、今後どういった情報収集や調査、検討がされ
なければならないかを学ぶ。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

10

【課題の発見（３）】
課題研究の方法論を　 情報収集と分析をもとに、課題をまとめ
る道筋を構想する。  課題作成の全体構想を掴み、課題をまとめ
る方法論を学ぶ。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

13

【課題のまとめ（３）発表方法の検討）】
プレゼンテーション技術について、個人または各グループで十分
に検討し、作成時の問題点や工夫点などについて全体で討論す
る。また多くの人前に立つ身体的スキルの向上を図り、効果的な
表現方法を学ぶ。なお、「生命の若木」の配布と説明を行う。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かすこ
と。(20分)

14

【発表会（１）】  
個人または各グループ毎に、役割分担を決め、それぞれの研究内
容についてこれまで調査検討を重ねてきた内容を発表する。レ
ジュメを用意し、発表会の役割分担を再確認する。  その上で、
発表に対する相互評価の仕方についても学ぶ 。

発表会に向けて、発表原稿やパワー
ポイント作成を完了させてくるこ
と。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かすこ
と。(20分)

11

【課題のまとめ（１）】
成果の発表にあたって、どのような発表形式にしていくのかを話
し合う。発表会に向け、どのような発表原稿に仕上げていくか検
討する。グループ討議の持ち方やグループでの検討内容を整理し
ていく方法を学ぶ。なお、「実習ハンドブック」の配布と説明を
行う。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

12

【課題のまとめ（２）図解資料の活用】
発表内容を視覚的に理解しやすくするために、図解資料を個人ま
たはグループでしっかり検討し、工夫する。また、プレゼンテー
ションの仕方やパワーポイントの作成法なども紹介する。

事前に配布されたプリントをしっか
りと読み、考えをまとめてくるこ
と。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておくこと。(20
分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【発表会（２）】
２回目の発表会で、個人または各グループの発表を終える。全体
または各グループで、これまでの取り組みや反省点、修正点を討
議する。これまでの研究課題の取り組み方について、自身の研究
への参加態度や発表内容を振り返り、研究方法の再確認を行い理
解する。

事前に配布されたプ発表プリントに
目を通し、考えをまとめておくこ
と。(25分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートをしっかり
読み直し、基礎ゼミナールⅡの意義
を再確認すること。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151014 基礎ゼミナールII(木谷岐子) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミナールⅡの内容及び展望に
ついて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用


Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。　

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、発表会を実施
し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

大学所属の専門研究員として、研究活動を行った実務経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りる。(20
分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151015 基礎ゼミナールII(長岡交子) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミナールⅡの内容及び展望に
ついて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用


Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、発表会を実施
し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校の教員として長年実務経験を積んできた。この経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りる。(20
分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【ふりかえり】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151016 基礎ゼミナールII(小椋佐奈衣) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミナールⅡの内容及び展望に
ついて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用


Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、発表会を実施
し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

大学の研究機関の博士研究員、短期大学の教員として、研究活動を行った実務経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業
を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りる。(20
分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【ふりかえり】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151017 基礎ゼミナールII(相馬哲也) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やプレゼンテーションソフトなどを用い、基礎ゼミⅠの成果と、基礎ゼミⅡの内容及び展望につ
いて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、博物館等のフィールドワークを計画する。各回の
ゼミでは活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の調査結果の発表会に向かって準備を計画的に行っていく。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、自らの「問い」
に関する調査結果の発表会を実施し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、情報の
収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして論理的
な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミⅠで残された課題を整理
し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に
付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りて内容を
確認する。(20分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をプレゼンテーショ
ンソフトにまとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、プ
レゼンテーションソフトを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)　2.発表(30％)　3.レポート(30％)

15

【ふりかえり】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151018 基礎ゼミナールII(村越含博) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミナールⅡの内容及び展望に
ついて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用


Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、発表会を実施
し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りる。(20
分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【ふりかえり】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10151019 基礎ゼミナールII(渡邉尭宏) 2201 1 1

到達目標

１．文献探索、文献講読、レポート作成方法に関する理解を深め、習熟することができる。
２．フィールドワークの技法を身に付けることができる。
３．傾聴・対話、プレゼンテーションさらには朗読表現等、総合的なコミュニケーション力を向上させることができる。

授業の方法

初回はオリエンテーションを行う。配布物やパワーポイントなどを用い、基礎ゼミナールⅠの成果と、基礎ゼミナールⅡの内容及び展望に
ついて全体で共有する。
２回目からは、それぞれの担当者の下で、更に文献探索、文献講読につとめるとともに、フィールドワーク等にも挑戦する。各回のゼミで
は活動をもとに傾聴・対話、レポート作成のスキルを高め、最終回の発表（プレゼンテーション等、総合的な表現）に向かって準備を計画
的に行っていく。

ＩＣＴ活用


Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 渡邉　尭宏

授業の位置づけ

基礎ゼミⅠに続き、初年次教育の一環として、大学における学びの基礎を身につける科目である。ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・
保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、
実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅢ（2年前期）、こども学総合演習（3年）、卒業研究（4年）の基礎となる科目である。　

授業の概要

基礎ゼミⅠの学習をふまえて、基礎的な知識・技能の深化を図る。基礎ゼミⅡでは、一人ひとりが文献探索スキルに加え、先行研究の読解
力、活用力をさらに伸ばす。またフィールドワーク等により地域社会の中に課題を探るスキルも身に付ける。そしてレポート作成過程の中
で、論理的な思考力と、説得力のあるプレゼンテーション能力の基礎的スキルを身に付ける。基礎ゼミⅡのまとめとして、発表会を実施
し、1年間で身に付けた大学における探究的な学びの成果に関して、自己評価、相互評価を行う。

1

【オリエンテーション】　
基礎ゼミナールⅡの内容と展望として、先行研究の探索と講読、
情報の収集と活用、グループにおける対話・発表の習熟、そして
論理的な思考力と表現力の向上を目指すことについて確認する。

基礎ゼミナールⅠで残された課題を
整理し、確認しておく。(25分)

オリエンテーションで示された基礎
ゼミⅡの活動について内容と展望を
再確認する。(20分)

2

【 アイスブレイキング】
 各グループに分かれてゼミ活動を行う。久しぶりに会ったメン
バー同士でゲームやワークを行い、あたたかな人間関係やつなが
りを再確認する。

前回の資料等を読み、考えをまとめ
てくる。 (25分)

アイスブレイキングについて配布し
た資料などを再読し、自分の課題を
発見する。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園での担任、管理職業務。また、保育所での園長業務と民間の学童保育の代表の実務経験から、現場での経験を交えながら指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グ
ループごとに指導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【フィールドワーク①】  　
地域に目を向け、地域社会における課題と自分の問題意識とを結
びつけてて考える。フィールドワークの方法を学ぶ。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。  (25分)

フィールドワークの準備をする。
(20分)

6

【フィールドワーク②】
前回学んだ方法にもとづき、フィールドワークを行う。自分の課
題と常に照らし合わせ現場に立ち、現場における課題を発見す
る。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。   (25分)

フィールドワークの調査結果をレ
ポートにまとめる。(20分)

3

【各ゼミの研究テーマの設定】
ゼミで研究する全体のテーマを設定する。そのテーマについて対
話する。

自分のゼミ全体のテーマについて考
え、整理しておく。(25分)

ゼミのテーマに関する資料を読み直
し、図書館で先行研究を探す。(20
分)

4

【問題意識の検討】　
ゼミのテーマに関わる、各自の「問題意識」について考えをまと
める。それについて、傾聴・対話を行う。

ゼミの研究テーマに関し、自分の問
題意識を考えてくる。(25分)

問題意識に基づいた研究活動を具体
化するために研究計画の素案を立て
る。(20分)

7

【フィールドワーク③】
フィールドワークで収集した結果をまとめ、報告する。その報告
をもとに、各ゼミにおいて傾聴・対話し学びを深め合う。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

8

【課題の検討①】
フィールドワークとその報告会をふまえ、自分の研究課題（「問
い」）をさらに具体化する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)
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9

【課題の検討②】　
各自の課題を絞り込み、明らかにすべき問題（問い）の設定を行
う。そして、自分の「問い」の妥当性について考える。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

10

【課題の検討③】
各自で明らかにすべき問題（「問い」）について、先行研究（文
献）を探索する。

事前に配布されたプリントを読み、
考えをまとめてくる。(25分)

先行研究を図書館から借りる。(20
分)

13

【発表①】
それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発表
する。発表会自体の進行も学生自身で進める。発表に対する相互
評価の仕方についても学ぶ 。

これまでの活動をパワーポイントに
まとめてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、原稿作りに生かす。
(20分)

14

【発表②】  
 それぞれの研究内容について調査・検討を重ねてきた内容を発
表する。発表会自体の進行も学生自身で進める。メンバー全員の
研究発表を総合し、ゼミの大きなテーマに結びつけて考察する。

発表会における仲間の発表に対する
質問を用意し、自分なりに「解」を
考えてくる。(25分)

発表会に向けてこれまで学んできた
ことを復習し、反省点をまとめてお
く。(20分)

11

【課題の検討④】
自分の問題設定（「問い」）について、先行研究はどのように応
答しているかを読解、整理する。そして先行研究の「解」と比較
し、自分の「解」はどのようなオリジナリティーがあるかを考え
る。

先行研究を読み、考えをまとめてく
る。(25分)

先行研究を復習し、自分なりの考え
をまとめておく。(20分)

12

【課題の検討⑤】
自分の課題（「問い」）に対する自分自身の「解」について、パ
ワーポイントなどを使ってまとめに入る。

先行研究と自分の考えとの差異をま
とめてくる。(25分)

配布プリントなどを復習し、自分な
りの考えをまとめておく。(20分)

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)2..発表(30％)3.レポート(30％)

15

【振り返りとまとめ】
自身のゼミ活動への参加態度や発表内容をふりかえり、これまで
の取り組みや反省点について対話し、次回以降の研究の質を高め
るための検討を行う。

事前に配布された発表プリントに目
を通し、考えをまとめておく。(25
分)

これまで配布されたプリントや自分
が書きまとめたレポートを読み直
し、基礎ゼミナールⅡの意義を再確
認する。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・卒業必修の科目である。
・レポート等は提出期限を厳守する。　
・フィールドワークや発表会などで、ゼミの日程など柔軟な対応が必要なこともあるので留意すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 テキストは、適宜、印刷物を配布する。

参考文献 適宜資料などを配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10152011 基礎ゼミナールIII(加藤裕明) 2202 1 2

到達目標

➀　地域でのフィールドワークに参加するための基本的な知識を身に付ける。（知識・理解）
➁　地域でのフィールドワークの活動において、課題を達成するために主体的に考え、判断し、他者に伝わるように説明したり表現するこ
とができる。（思考・判断・表現）
③　地域でのフィールドワークの活動において、子どもと関わり、仲間とともに協力し、教育的な活動プログラを創造し発表することがで
きる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀地域においてフィールドワークを行うための基礎的知識を解説する。（知識・理解）
➁地域におけるフィールドワークに参加し、自然体験型の教育プログラムを構想し、対話する。（思考・判断・表現）
③地域におけるフィールドワークをベースとし、子どもに関わり、自然体験型の教育プログラムを開発し、発表する。（関心・意欲・態
度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 加藤　裕明

授業の位置づけ

➀「基礎ゼミナールⅢ」（以下、基礎ゼミⅢ）は、初年次教育の一環として、将来の保育や教育にたずさわる者としての望ましいあり方を
探究する自由選択科目である。
②ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続ける
ことができる。」と特に関係のある科目である。
③基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ（１年）のスキルをさらに高める科目で、「こども学総合演習」（3年）、「卒業研究」（4年）、「教職実践演
習」等の基礎となる科目である。

授業の概要

➀基礎ゼミⅢでは、自分の問題意識に関する先行研究、先行実践を読み、理解する。（知識・技能）
➁先行研究、先行実践をもとに、他者と共に考え、判断し、活動する。（思考・判断・表現）
③地域でのフィールドワークに意欲的に参加し、活動の成果を発表するために仲間と共に協力する。（関心・意欲・態度）

1

・ガイダンス：　担当教員からゼミナール（以下ゼミ）の趣旨及
び内容を説明する。
・各ゼミ（グループ）に分かれる。

・シラバスを読んでおく。（25分） ・ゼミの日程を再確認し、与えられ
た資料等を熟読する。　（20分）

2

・ゼミ活動の詳細説明：各ゼミ活動に関する内容、方法、フィー
ルドワーク、成果発表に関し日程等の詳細な説明を行う。　　


・研究テーマに関わる自分の問題意
識について考えをまとめる。（25
分）

・ゼミの資料等を熟読し、自分の考
えをまとめる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・幼稚園、小学校、高等学校等での勤務経験にもとづき、具体的な子どもの言葉や姿を見とることから、学びのプログラムを構想し、実践
してきた。これらの現場経験を生かし、学生諸君が、子どもとともに活動し、子どもの姿や言葉から学ぶことを軸に、演習や活動を構成す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

・各回の演習や活動の最後にふりかえりを行い、その日の活動について集団で対話する。同時に、学生の学習過程やその成果を参加者に紹
介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバックをより豊かな
ものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・各ゼミの研究課題にもとづき、先行研究を読み、対話・討論す
る。

・先行研究を探し、熟読する。
（25分）

・これまでに集めた資料の整理を行
う。（20分）

6

・フィールドワークを見据え、先行研究の内容をよく理解し、実
際にフィールドでの活動が豊かになるように仲間と対話・討論す
る。

・自分の課題をよりわかりやすく報
告できるようレジュメの作成を行
う。　（25分）

・自分の研究課題の意義について、
考えをまとめ口頭で説明できるよう
にする。（20分）

3

・フィールドワークに参加するため、地域での教育活動の実践者
を招き、地域における体験的教育プログラムの実践について、そ
の詳細を講義していただく。

・ゼミ全体の研究テーマについて自
分の考えをまとめる。（25分）

・各自の問題意識について説明でき
るようまとめる。（20分）

4

・今回のゼミで対象とするフィールドについて理解を深める。 ・各自の問題意識について考えをま
とめる。（25分）

・ゼミの活動をふまえ、自分の研究
課題について、より明確化する。
（20分）

7

・フィールドワークを行い、学生自ら自然体験型教育プログラム
に参加し、その教育的意義を理解する。

・自分の研究課題について、不十分
な点を修正する。（25分）

・研究課題を解決する方法を考え
る。（20分）

8

・各ゼミの研究テーマに沿って、子どもとともにフィールドワー
クに参加し、野外の中での子どもの姿を見とり、理解する。

・フィールドワークとは何かについ
て、調べておく。　（25分）

・フィールドワークの方法に関する
資料を再読する。（20分）
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9

・フィールドワークの中で、自分の研究課題を明らかにできるよ
う、フィールドが持つ教育的な環境としての特徴を調査する。

・フィールドワークの対象が持つ特
徴を下調べする。（25分）

・フィールドワークの記録の整理を
する。（20分）

10

・フィールドワークの中で、フィールドが持つ特徴や、学びの場
としての環境について職員や、子どもたちにインタビューを行
う。

・フィールドワークにもとづく調査
結果の情報、資料を整理しておく。
（25分）

・フィールドワークの記録と考察を
レポート等にまとめる。（20分）

13

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で気づいた子どもの姿について、ゼミ内で
ふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力し、成果発表のための
最終確認を行う。　（25分）

・仲間と対話し、成果発表の社会的
意義を考える。（20分）

14

・成果の発表（1）：フィールドワークによって発見した自然体
験型教育プログラムの学びの意義と、子どもたちの姿について発
表する。


・成果発表に向け、データの確認を
行う。（25分）

・他のゼミの成果発表を聞いて、考
えたことをまとめる。（20分）

11

・収集した調査やインタビューの結果にもとづき、各自の研究課
題についてあらためて考察し、対話する。

・仲間と協力してインタビュー結果
を整理する。（25分）

・仲間と協力して、フィールドワー
クの結果をまとめる。（20分）

12

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で、気づいた学びの場としての環境につい
て、ゼミ内でふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力して成果発表の内容を
まとめる。（25分）

・仲間と協力して効果的な発表方法
をまとめる。（20分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.フィールドワークへの意欲的参加(40％)  2.発表(30％)  3.その他提出物等(30％)

15

・成果の発表（2）：他のゼミ生の発表内容と照らし合わせ、
フィールドワークで得たことの意味を考え、学び合う。

・成果発表に向け、他の発表への質
問を考える。（25分）

・15回のゼミを振り返り、自分の課
題を、フィールドワーと関連づけて
考え、レポート等にまとめる。（20
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・基礎ゼミⅢは、フィールドワークを主体とします。したがって、フィールドワークに参加できることを履修条件とします。なお、フィー
ルドワークについては、6月、7月のそれぞれいずれかの日曜日（10:00-14:00）を予定しています。

備考欄

授業テーマによっては、現代教育の課題に取り組むゲストスピーカーを招聘し、受講者との対話をデザインすることを検討する。

その他 0

教科書 ・ゼミ毎に資料を配布する。

参考文献

・イングリッド・ミクリッツ著（2018）『森の幼稚園 : ドイツに学ぶ森と自然が育む教育と実務の指南書』 風鳴舎.など。

- 96 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10152012 基礎ゼミナールIII(白幡知尋) 2202 1 2

到達目標

➀　地域でのフィールドワークに参加するための基本的な知識を身に付ける。（知識・理解）
➁　地域でのフィールドワークの活動において、課題を達成するために主体的に考え、判断し、他者に伝わるように説明したり表現するこ
とができる。（思考・判断・表現）
③　地域でのフィールドワークの活動において、子どもと関わり、仲間とともに協力し、教育的な活動プログラを創造し発表することがで
きる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀地域においてフィールドワークを行うための基礎的知識を解説する。（知識・理解）
➁地域におけるフィールドワークに参加し、自然体験型の教育プログラムを構想し、対話する。（思考・判断・表現）
③地域におけるフィールドワークをベースとし、子どもに関わり、自然体験型の教育プログラムを開発し、発表する。（関心・意欲・態
度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

➀「基礎ゼミナールⅢ」（以下、基礎ゼミⅢ）は、初年次教育の一環として、将来の保育や教育にたずさわる者としての望ましいあり方を
探究する自由選択科目である。
②ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続ける
ことができる。」と特に関係のある科目である。
③基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ（１年）のスキルをさらに高める科目で、「こども学総合演習」（3年）、「卒業研究」（4年）、「教職実践演
習」等の基礎となる科目である。

授業の概要

➀基礎ゼミⅢでは、自分の問題意識に関する先行研究、先行実践を読み、理解する。（知識・技能）
➁先行研究、先行実践をもとに、他者と共に考え、判断し、活動する。（思考・判断・表現）
③地域でのフィールドワークに意欲的に参加し、活動の成果を発表するために仲間と共に協力する。（関心・意欲・態度）

1

・ガイダンス：　担当教員からゼミナール（以下ゼミ）の趣旨及
び内容を説明する。
・各ゼミ（グループ）に分かれる。

・シラバスを読んでおく。（25分） ・ゼミの日程を再確認し、与えられ
た資料等を熟読する。　（20分）

2

・ゼミ活動の詳細説明：各ゼミ活動に関する内容、方法、フィー
ルドワーク、成果発表に関し日程等の詳細な説明を行う。　　


・研究テーマに関わる自分の問題意
識について考えをまとめる。（25
分）

・ゼミの資料等を熟読し、自分の考
えをまとめる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・幼稚園、小学校、高等学校等での勤務経験にもとづき、具体的な子どもの言葉や姿を見とることから、学びのプログラムを構想し、実践
してきた。これらの現場経験を生かし、学生諸君が、子どもとともに活動し、子どもの姿や言葉から学ぶことを軸に、演習や活動を構成す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

・各回の演習や活動の最後にふりかえりを行い、その日の活動について集団で対話する。同時に、学生の学習過程やその成果を参加者に紹
介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバックをより豊かな
ものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・各ゼミの研究課題にもとづき、先行研究を読み、対話・討論す
る。

・先行研究を探し、熟読する。
（25分）

・これまでに集めた資料の整理を行
う。（20分）

6

・フィールドワークを見据え、先行研究の内容をよく理解し、実
際にフィールドでの活動が豊かになるように仲間と対話・討論す
る。

・自分の課題をよりわかりやすく報
告できるようレジュメの作成を行
う。　（25分）

・自分の研究課題の意義について、
考えをまとめ口頭で説明できるよう
にする。（20分）

3

・フィールドワークに参加するため、地域での教育活動の実践者
を招き、地域における体験的教育プログラムの実践について、そ
の詳細を講義していただく。

・ゼミ全体の研究テーマについて自
分の考えをまとめる。（25分）

・各自の問題意識について説明でき
るようまとめる。（20分）

4

・今回のゼミで対象とするフィールドについて理解を深める。 ・各自の問題意識について考えをま
とめる。（25分）

・ゼミの活動をふまえ、自分の研究
課題について、より明確化する。
（20分）

7

・フィールドワークを行い、学生自ら自然体験型教育プログラム
に参加し、その教育的意義を理解する。

・自分の研究課題について、不十分
な点を修正する。（25分）

・研究課題を解決する方法を考え
る。（20分）

8

・各ゼミの研究テーマに沿って、子どもとともにフィールドワー
クに参加し、野外の中での子どもの姿を見とり、理解する。

・フィールドワークとは何かについ
て、調べておく。　（25分）

・フィールドワークの方法に関する
資料を再読する。（20分）
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9

・フィールドワークの中で、自分の研究課題を明らかにできるよ
う、フィールドが持つ教育的な環境としての特徴を調査する。

・フィールドワークの対象が持つ特
徴を下調べする。（25分）

・フィールドワークの記録の整理を
する。（20分）

10

・フィールドワークの中で、フィールドが持つ特徴や、学びの場
としての環境について職員や、子どもたちにインタビューを行
う。

・フィールドワークにもとづく調査
結果の情報、資料を整理しておく。
（25分）

・フィールドワークの記録と考察を
レポート等にまとめる。（20分）

13

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で気づいた子どもの姿について、ゼミ内で
ふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力し、成果発表のための
最終確認を行う。　（25分）

・仲間と対話し、成果発表の社会的
意義を考える。（20分）

14

・成果の発表（1）：フィールドワークによって発見した自然体
験型教育プログラムの学びの意義と、子どもたちの姿について発
表する。


・成果発表に向け、データの確認を
行う。（25分）

・他のゼミの成果発表を聞いて、考
えたことをまとめる。（20分）

11

・収集した調査やインタビューの結果にもとづき、各自の研究課
題についてあらためて考察し、対話する。

・仲間と協力してインタビュー結果
を整理する。（25分）

・仲間と協力して、フィールドワー
クの結果をまとめる。（20分）

12

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で、気づいた学びの場としての環境につい
て、ゼミ内でふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力して成果発表の内容を
まとめる。（25分）

・仲間と協力して効果的な発表方法
をまとめる。（20分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.フィールドワークへの意欲的参加(40％)  2.発表(30％)  3.その他提出物等(30％)

15

・成果の発表（2）：他のゼミ生の発表内容と照らし合わせ、
フィールドワークで得たことの意味を考え、学び合う。

・成果発表に向け、他の発表への質
問を考える。（25分）

・15回のゼミを振り返り、自分の課
題を、フィールドワーと関連づけて
考え、レポート等にまとめる。（20
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・基礎ゼミⅢは、フィールドワークを主体とします。したがって、フィールドワークに参加できることを履修条件とします。なお、フィー
ルドワークについては、6月、7月のそれぞれいずれかの日曜日（10:00-14:00）を予定しています。

備考欄

その他 0

教科書 ・ゼミ毎に資料を配布する。

参考文献

・イングリッド・ミクリッツ著（2018）『森の幼稚園 : ドイツに学ぶ森と自然が育む教育と実務の指南書』 風鳴舎.など。

- 98 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10152013 基礎ゼミナールIII(村越含博) 2202 1 2

到達目標

➀　地域でのフィールドワークに参加するための基本的な知識を身に付ける。（知識・理解）
➁　地域でのフィールドワークの活動において、課題を達成するために主体的に考え、判断し、他者に伝わるように説明したり表現するこ
とができる。（思考・判断・表現）
③　地域でのフィールドワークの活動において、子どもと関わり、仲間とともに協力し、教育的な活動プログラを創造し発表することがで
きる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀地域においてフィールドワークを行うための基礎的知識を解説する。（知識・理解）
➁地域におけるフィールドワークに参加し、自然体験型の教育プログラムを構想し、対話する。（思考・判断・表現）
③地域におけるフィールドワークをベースとし、子どもに関わり、自然体験型の教育プログラムを開発し、発表する。（関心・意欲・態
度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

➀「基礎ゼミナールⅢ」（以下、基礎ゼミⅢ）は、初年次教育の一環として、将来の保育や教育にたずさわる者としての望ましいあり方を
探究する自由選択科目である。
②ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続ける
ことができる。」と特に関係のある科目である。
③基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ（１年）のスキルをさらに高める科目で、「こども学総合演習」（3年）、「卒業研究」（4年）、「教職実践演
習」等の基礎となる科目である。

授業の概要

➀基礎ゼミⅢでは、自分の問題意識に関する先行研究、先行実践を読み、理解する。（知識・技能）
➁先行研究、先行実践をもとに、他者と共に考え、判断し、活動する。（思考・判断・表現）
③地域でのフィールドワークに意欲的に参加し、活動の成果を発表するために仲間と共に協力する。（関心・意欲・態度）

1

・ガイダンス：　担当教員からゼミナール（以下ゼミ）の趣旨及
び内容を説明する。
・各ゼミ（グループ）に分かれる。

・シラバスを読んでおく。（25分） ・ゼミの日程を再確認し、与えられ
た資料等を熟読する。　（20分）

2

・ゼミ活動の詳細説明：各ゼミ活動に関する内容、方法、フィー
ルドワーク、成果発表に関し日程等の詳細な説明を行う。　　


・研究テーマに関わる自分の問題意
識について考えをまとめる。（25
分）

・ゼミの資料等を熟読し、自分の考
えをまとめる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

・各回の演習や活動の最後にふりかえりを行い、その日の活動について集団で対話する。同時に、学生の学習過程やその成果を参加者に紹
介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバックをより豊かな
ものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・各ゼミの研究課題にもとづき、先行研究を読み、対話・討論す
る。

・先行研究を探し、熟読する。
（25分）

・これまでに集めた資料の整理を行
う。（20分）

6

・フィールドワークを見据え、先行研究の内容をよく理解し、実
際にフィールドでの活動が豊かになるように仲間と対話・討論す
る。

・自分の課題をよりわかりやすく報
告できるようレジュメの作成を行
う。　（25分）

・自分の研究課題の意義について、
考えをまとめ口頭で説明できるよう
にする。（20分）

3

・フィールドワークに参加するため、地域での教育活動の実践者
を招き、地域における体験的教育プログラムの実践について、そ
の詳細を講義していただく。

・ゼミ全体の研究テーマについて自
分の考えをまとめる。（25分）

・各自の問題意識について説明でき
るようまとめる。（20分）

4

・今回のゼミで対象とするフィールドについて理解を深める。 ・各自の問題意識について考えをま
とめる。（25分）

・ゼミの活動をふまえ、自分の研究
課題について、より明確化する。
（20分）

7

・フィールドワークを行い、学生自ら自然体験型教育プログラム
に参加し、その教育的意義を理解する。

・自分の研究課題について、不十分
な点を修正する。（25分）

・研究課題を解決する方法を考え
る。（20分）
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9

・フィールドワークの中で、自分の研究課題を明らかにできるよ
う、フィールドが持つ教育的な環境としての特徴を調査する。

・フィールドワークの対象が持つ特
徴を下調べする。（25分）

・フィールドワークの記録の整理を
する。（20分）

10

・フィールドワークの中で、フィールドが持つ特徴や、学びの場
としての環境について職員や、子どもたちにインタビューを行
う。

・フィールドワークにもとづく調査
結果の情報、資料を整理しておく。
（25分）

・フィールドワークの記録と考察を
レポート等にまとめる。（20分）

8

・各ゼミの研究テーマに沿って、子どもとともにフィールドワー
クに参加し、野外の中での子どもの姿を見とり、理解する。

・フィールドワークとは何かについ
て、調べておく。　（25分）

・フィールドワークの方法に関する
資料を再読する。（20分）

13

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で気づいた子どもの姿について、ゼミ内で
ふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力し、成果発表のための
最終確認を行う。　（25分）

・仲間と対話し、成果発表の社会的
意義を考える。（20分）

14

・成果の発表（1）：フィールドワークによって発見した自然体
験型教育プログラムの学びの意義と、子どもたちの姿について発
表する。


・成果発表に向け、データの確認を
行う。（25分）

・他のゼミの成果発表を聞いて、考
えたことをまとめる。（20分）

11

・収集した調査やインタビューの結果にもとづき、各自の研究課
題についてあらためて考察し、対話する。

・仲間と協力してインタビュー結果
を整理する。（25分）

・仲間と協力して、フィールドワー
クの結果をまとめる。（20分）

12

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で、気づいた学びの場としての環境につい
て、ゼミ内でふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力して成果発表の内容を
まとめる。（25分）

・仲間と協力して効果的な発表方法
をまとめる。（20分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.フィールドワークへの意欲的参加(40％)  2.発表(30％)  3.その他提出物等(30％)

15

・成果の発表（2）：他のゼミ生の発表内容と照らし合わせ、
フィールドワークで得たことの意味を考え、学び合う。

・成果発表に向け、他の発表への質
問を考える。（25分）

・15回のゼミを振り返り、自分の課
題を、フィールドワーと関連づけて
考え、レポート等にまとめる。（20
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・基礎ゼミⅢは、フィールドワークを主体とします。したがって、フィールドワークに参加できることを履修条件とします。なお、フィー
ルドワークについては、6月、7月のそれぞれいずれかの日曜日（10:00-14:00）を予定しています。

備考欄

授業テーマによっては、現代教育の課題に取り組むゲストスピーカーを招聘し、受講者との対話をデザインすることを検討する。

その他 0

教科書 ・ゼミ毎に資料を配布する。

参考文献

・イングリッド・ミクリッツ著（2018）『森の幼稚園 : ドイツに学ぶ森と自然が育む教育と実務の指南書』 風鳴舎.など。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10152014 基礎ゼミナールIII(渡邉尭宏) 2202 1 2

到達目標

➀　地域でのフィールドワークに参加するための基本的な知識を身に付ける。（知識・理解）
➁　地域でのフィールドワークの活動において、課題を達成するために主体的に考え、判断し、他者に伝わるように説明したり表現するこ
とができる。（思考・判断・表現）
③　地域でのフィールドワークの活動において、子どもと関わり、仲間とともに協力し、教育的な活動プログラを創造し発表することがで
きる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀地域においてフィールドワークを行うための基礎的知識を解説する。（知識・理解）
➁地域におけるフィールドワークに参加し、自然体験型の教育プログラムを構想し、対話する。（思考・判断・表現）
③地域におけるフィールドワークをベースとし、子どもに関わり、自然体験型の教育プログラムを開発し、発表する。（関心・意欲・態
度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 渡邉　尭宏

授業の位置づけ

➀「基礎ゼミナールⅢ」（以下、基礎ゼミⅢ）は、初年次教育の一環として、将来の保育や教育にたずさわる者としての望ましいあり方を
探究する自由選択科目である。
②ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続ける
ことができる。」と特に関係のある科目である。
③基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ（１年）のスキルをさらに高める科目で、「こども学総合演習」（3年）、「卒業研究」（4年）、「教職実践演
習」等の基礎となる科目である。

授業の概要

➀基礎ゼミⅢでは、自分の問題意識に関する先行研究、先行実践を読み、理解する。（知識・技能）
➁先行研究、先行実践をもとに、他者と共に考え、判断し、活動する。（思考・判断・表現）
③地域でのフィールドワークに意欲的に参加し、活動の成果を発表するために仲間と共に協力する。（関心・意欲・態度）

1

・ガイダンス：　担当教員からゼミナール（以下ゼミ）の趣旨及
び内容を説明する。
・各ゼミ（グループ）に分かれる。

・シラバスを読んでおく。（25分） ・ゼミの日程を再確認し、与えられ
た資料等を熟読する。　（20分）

2

・ゼミ活動の詳細説明：各ゼミ活動に関する内容、方法、フィー
ルドワーク、成果発表に関し日程等の詳細な説明を行う。　　


・研究テーマに関わる自分の問題意
識について考えをまとめる。（25
分）

・ゼミの資料等を熟読し、自分の考
えをまとめる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園での担任、管理職業務。また、保育所での園長業務と民間の学童保育の代表の実務経験から、現場での経験を交えながら指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・各回の演習や活動の最後にふりかえりを行い、その日の活動について集団で対話する。同時に、学生の学習過程やその成果を参加者に紹
介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバックをより豊かな
ものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・各ゼミの研究課題にもとづき、先行研究を読み、対話・討論す
る。

・先行研究を探し、熟読する。
（25分）

・これまでに集めた資料の整理を行
う。（20分）

6

・フィールドワークを見据え、先行研究の内容をよく理解し、実
際にフィールドでの活動が豊かになるように仲間と対話・討論す
る。

・自分の課題をよりわかりやすく報
告できるようレジュメの作成を行
う。　（25分）

・自分の研究課題の意義について、
考えをまとめ口頭で説明できるよう
にする。（20分）

3

・フィールドワークに参加するため、地域での教育活動の実践者
を招き、地域における体験的教育プログラムの実践について、そ
の詳細を講義していただく。

・ゼミ全体の研究テーマについて自
分の考えをまとめる。（25分）

・各自の問題意識について説明でき
るようまとめる。（20分）

4

・今回のゼミで対象とするフィールドについて理解を深める。 ・各自の問題意識について考えをま
とめる。（25分）

・ゼミの活動をふまえ、自分の研究
課題について、より明確化する。
（20分）

7

・フィールドワークを行い、学生自ら自然体験型教育プログラム
に参加し、その教育的意義を理解する。

・自分の研究課題について、不十分
な点を修正する。（25分）

・研究課題を解決する方法を考え
る。（20分）

8

・各ゼミの研究テーマに沿って、子どもとともにフィールドワー
クに参加し、野外の中での子どもの姿を見とり、理解する。

・フィールドワークとは何かについ
て、調べておく。　（25分）

・フィールドワークの方法に関する
資料を再読する。（20分）
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9

・フィールドワークの中で、自分の研究課題を明らかにできるよ
う、フィールドが持つ教育的な環境としての特徴を調査する。

・フィールドワークの対象が持つ特
徴を下調べする。（25分）

・フィールドワークの記録の整理を
する。（20分）

10

・フィールドワークの中で、フィールドが持つ特徴や、学びの場
としての環境について職員や、子どもたちにインタビューを行
う。

・フィールドワークにもとづく調査
結果の情報、資料を整理しておく。
（25分）

・フィールドワークの記録と考察を
レポート等にまとめる。（20分）

13

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で気づいた子どもの姿について、ゼミ内で
ふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力し、成果発表のための
最終確認を行う。　（25分）

・仲間と対話し、成果発表の社会的
意義を考える。（20分）

14

・成果の発表（1）：フィールドワークによって発見した自然体
験型教育プログラムの学びの意義と、子どもたちの姿について発
表する。


・成果発表に向け、データの確認を
行う。（25分）

・他のゼミの成果発表を聞いて、考
えたことをまとめる。（20分）

11

・収集した調査やインタビューの結果にもとづき、各自の研究課
題についてあらためて考察し、対話する。

・仲間と協力してインタビュー結果
を整理する。（25分）

・仲間と協力して、フィールドワー
クの結果をまとめる。（20分）

12

・フィールドワークの成果発表に向けた準備を行う。特に、
フィールドワークの中で、気づいた学びの場としての環境につい
て、ゼミ内でふりかえり、対話し、確認する。

・仲間と協力して成果発表の内容を
まとめる。（25分）

・仲間と協力して効果的な発表方法
をまとめる。（20分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.フィールドワークへの意欲的参加(40％)  2.発表(30％)  3.その他提出物等(30％)

15

・成果の発表（2）：他のゼミ生の発表内容と照らし合わせ、
フィールドワークで得たことの意味を考え、学び合う。

・成果発表に向け、他の発表への質
問を考える。（25分）

・15回のゼミを振り返り、自分の課
題を、フィールドワーと関連づけて
考え、レポート等にまとめる。（20
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・基礎ゼミⅢは、フィールドワークを主体とします。したがって、フィールドワークに参加できることを履修条件とします。なお、フィー
ルドワークについては、6月、7月のそれぞれいずれかの日曜日（10:00-14:00）を予定しています。

備考欄

授業テーマによっては、現代教育の課題に取り組むゲストスピーカーを招聘し、受講者との対話をデザインすることを検討する。

その他 0

教科書 ・ゼミ毎に資料を配布する。

参考文献

・イングリッド・ミクリッツ著（2018）『森の幼稚園 : ドイツに学ぶ森と自然が育む教育と実務の指南書』 風鳴舎.など。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10264011 こども学原論 2206 2 1

到達目標

１．歴史の中で『こども観』がどのように変化してきたかについて説明できる。
２．こどもの心と体の発達に必要な要素とその影響について説明できる。
３．こどもと家庭、保育施設、学校、近隣社会、地域社会との関わり等について説明できる。
４．こどもの発達に大きな影響を与える文化、教育、子育て支援とその影響について説明できる。

授業の方法

・基本的には教科書を使用し、板書と視聴覚メディアを活用しながら講義形式で行う。
ただし、内容によってはグループワークや発表など、アクティブラーニングも取り入れる。

ＩＣＴ活用 ・Googleクラスルームを活用し、課題の提出やそれに対するフィードバックを行う。

前期

教員氏名 加藤　裕明

授業の位置づけ

・ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。」と関係する科目である。
・また、『保育原理（1年前期）』『保育者論（1年後期）』『こどもの心理学Ⅰ（1年後期）』などの科目の学修の基盤となり、『こども
の心理学Ⅱ（2年後期）』などの科目と関連を持つ科目である。

授業の概要

・こどもの心身ともに健康な発達を支援し、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学校教諭としてこどもの発達の援助をすることが
できるようになるための知識を幅広い視点から身に付ける。
・そのためには適切なこども観を醸成するとともに、学ぶ主体である学生自身の豊かな人間性を涵養することが重要である。学際的な科目
として発生し、発展を続けるこども学について、当学科の幅広い専門領域における様々な視点からから総合的に学ぶ。
・各回において、こども発達学科教員がゲストスピーカーとして本科目の趣旨に即した内容の講義を学際的に展開し、全体を通して、こど
もの発達に関わる専門性と多様性を兼ね備えた視点を身に付ける。

1

【ガイダンス及びENIWA学への誘(いざな)い】
・こども発達学科教員編集による『こども学の探究』第2号につ
いて、ガイダンスを行う。
・北海道文教大学が立地する恵庭市の歴史と文化について関心を
持ち、探究心を養う。

「子ども学」という言葉について調
べる。【90分】


講義内容を整理し、「こども学」を
学ぶことの意義を確認する。
【90分】

2

【こども学とは何か】
・細分化された学問領域を、再び総合化・統合化する流れの中
で、「こども」という存在を理解しなおそうという「こども学」
が注目されている。初回は①「こども学」の歴史、②関連する諸
分野の紹介、③「こどもの発見」について解説し、本科目の導入
とする。（ゲストスピーカー：美馬正和）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

実務経験のある
教員の教育内容

・福祉施設職員、小学校、特別支援学校、高等学校教員、スクールカウンセラー等の実務経験のある教員が、それぞれの実践現場の経験に
裏付けられた知見をもって講義にあたる。

課題に対する
フィードバック

の方法

・毎回の授業についてレスポンスシート等の提出を求める。提出をチェックし、その内容や、質問等に対して、ICT（クラスルーム等）を
活用し、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【子どもの「できる」を考える】
・障がいのある子どもたちにとって、自分で「できる」という経
験するためには、自ら挑戦し、実際にやってみることで「でき
た」という感覚を、体験をとおして積み重ねていくことの重要性
について学ぶ。（ゲストスピーカー：児玉稔)

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

6

【保育理念・保育内容を共有する試み】
・集積された幼稚園の「園だより」の振り返りから、子どもの姿
を見とり、保育者の寄り添い方に関する知見を学ぶ。（ゲストス
ピーカー：小田進一）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

3

【日本の幼児教育】
・日本の幼児教育の始まりは、明治９年東京女子師範学校附属幼
稚園が始まりとされている。当時から続く幼児教育・保育のこれ
までの保育実践を通じて、どのような視点で行われてきたのかを
知り、現代におけるこども観について学ぶ。（ゲストスピー
カー：美馬正和）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】　


学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

4

【教育とはなにか】
・教育という営みについて、いくつかの視点から考え、教育とは
なにかを学び、考える。
（ゲストスピーカー：三上勝夫）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】
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9

【「ヒト」とはどのような存在か】
・人類学的視点から「ヒト」みるための話題を提示し，私たち自
身がどのような存在なのかを考察する．（ゲストスピーカー・白
幡知尋）　　

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

10

【こどもと家族と家事労働】
・自分という個人と社会をつなぐ組織が家族。その家族の日々の
営みの中でこどもは育っている。特に家庭で過ごす時間の長いこ
どもと家族・家事労働の関係について学ぶ。（ゲストスピー
カー：長岡交子）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

7

【こどもとアート】
・「アート」と「教育」の関係をこどもの表現と接続させ、領域
「表現」や図画工作における創造性について理解を深める。（ゲ
ストスピーカー：笠見康大）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

8

【こどもの感性】
・こども達は音楽や絵本の世界にふれることで豊かな感性をはぐ
くみ、心の成長を遂げていく。幼児対象のピアノ演奏とよみきか
せの実践を続ける中で発見した「こどもの感性」について、学生
とともに考える。（ゲストスピーカー・西野美穂）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

13

【こどもと学校】
・前思春期（10歳前後）の子供の発達や対人関係について考え
る。また、ブロスやサリバンの発達理論に触れることで、小学校
児童における発達課題や問題行動について理解する。（ゲストス
ピーカー：森田弘行）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

14

【社会教育と親育ち】
・保育者、教育者に求められる子育て支援に関わる力量形成と地
域連携の在り方を社会教育の側面から考える。父親の子育てグ
ループ活動と韓国の代案教育を核にした地域子育て共同体の事例
を中心に解説する。（ゲストスピーカー：吉岡亜希子）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

11

【環境教育の意義と内容】
・環境問題の歴史と現状、環境教育の意義や目的を理解する。ま
た、環境教育についての考え方や留意点などについて、ディス
カッションを通して考える。さらに、SDGｓの理念や幼稚園・小
学校の教育活動の中でどのような実践ができるかについても学
ぶ。（ゲストスピーカー：高桑純）

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

12

【自分を大切にすること、他者を尊重すること】
・多様なこどもの心身の発達を理解し、支える立場となるため
に、自分自身を理解し大切にする視点、他者を理解し尊重する視
点が重要となる。この授業では、そうした視点を体験的に学ぶ。
(ゲストスピーカー：木谷岐子)

事前に配布する資料を読んでおくこ
と。【90分】

学んだ内容を配布するシートに整理
し理解を深める。【90分】

定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 各回の授業に関するレスポンスシート等の課題提出及びその内容。

15

【これまでの学びのまとめ・グループワーク】 
・少人数のグループに分かれ、これまでの学びについてのまとめ
の作業を行う。各グループの代表が討議の要点を報告し、内容を
全員で共有する。

第14回までに学んだ内容を振り返
る。
【90分】

本科目で学んだ内容を確認と整理を
行う。
【90分】

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加することを期待する。提出物等の期限を厳守すること。

備考欄

その他 30 授業に対する意欲的な参加姿勢、挙手発言など。

教科書

北海道文教大学人間科学部こども発達学科編(2021）『こども学の探究』第2号,中西印刷株式会社.（非売品。4月当初、1年生に配布しま
す。）

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10140011 基礎音楽（1組） 2208 2 1

到達目標

○ 読譜（楽譜を読むこと）のための「きまり」である楽典の基礎的な知識が身につき、初めての曲でも演奏できる。
○ 簡単な記譜（楽譜を書くこと）ができる。
○ さまざまな音楽の鑑賞を通して知識を深め、豊かな感性をもって楽しく音楽活動ができる。

授業の方法

板書と配布印刷物を活用しながら講義形式ですすめる。必要に応じて楽器を使い、グループで音を実際に出して理解を深める。
視聴覚メディア（ＣＤやＤＶＤ）を活用してさまざまな音楽を鑑賞し、芸術的感性を育む。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 西野　美穂

授業の位置づけ

大学における学修の基礎的な能力を身につけるための科目である。変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適
切な保育・教育のあり方を考え続けることができるようになるための科目である。学生が将来、保育者として、子ども達と楽しく音楽活動
ができるようになるために、必要な音楽の基礎的知識を身につけるための科目である。子育て支援者としての基本的な技能・表現力を身に
つけるための科目である。
「表現Ⅰ幼児音楽１，２」、「保育内容指導法（音楽表現１，２））」、「教科教育法音楽」、「総合表現音楽Ⅰ，Ⅱ」の基礎となる科目
である。

授業の概要

この授業では保育における器楽演奏や歌唱指導などの音楽活動に必要な読譜や音楽表現の基礎知識を学ぶ。ピアノ学習や弾き歌いの練習を
円滑に進めるために必要な読譜の知識を習得するために音楽理論（楽典）の基礎を学ぶ。さらに、子どもの遊びや、育みたい資質や能力を
支援するために必要な音楽知識・技能を学び、豊かな感性を表現する力を実践的に習得する。

1

オリエンテーション
・ 楽譜の基礎知識について。　・ なぜ楽典が必要であるかの説
明。
音の高さ①
・五線と加線、音部記号の種類(ト音記号、ヘ音記号）、さまざ
まな譜表（大譜表、アルト譜表など）を理解する。
・五線譜に音符や音部記号が正確に書けるようにする。

・シラバスを読んで、本科目の内容
を把握しておくこと
・教科書のp28～p31を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げ、ト音
記号、ヘ音記号が正確に書けるよう
にしておくこと（90分）

2

音の高さ②　・音名（日本語、イタリア語、ドイツ語、英語）が
正確に読めるようにする。 ・変化記号（♯、♭など）、異名同
音、幹音と派生音について理解する。  ・変化記号の効力につい
て理解する。　・楽譜を書く練習をする。
音楽鑑賞１
 ・ルネサンスとバロック時代の音楽

教科書のp32～p39を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

子どもを対象にしたコンサートでのピアノ演奏を30年間継続して行っている。この経験を活かして、実践的な音楽教育について指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして授業内で行う小テストを回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

音の長さ③
・拍子の復習。　・リズム譜によるリズム打ちをする。
・カホンを使って強弱拍の理解を深める。
・グループでリズム譜を見て練習する。
音楽鑑賞４
・古典派時代の音楽②（ベートーヴェン）


教科書のp26～p27を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

3

音の長さ①
・音符と休符、付点音符と付点休符、タイ、連符について理解す
る。　・楽譜を書く練習をする。
音楽鑑賞２
・バロック時代の音楽（バッハ）

教科書のp8～p19を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

4

音の長さ②
・拍子、縦線と小節、拍子記号、いろいろな拍子、弱起と強起に
ついて理解する。
音楽鑑賞３
・古典派時代の音楽①（モーツァルト）

教科書のp20～p25を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）
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6

音程①
・音程の度数の数え方、音程の種類( 長短系・完全系）について
理解する。
音楽鑑賞５
・ロマン派時代の音楽①（シューベルト、シューマン）



教科書のp82～p84を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

9

音階②
・短音階（自然的、和声的、旋律的短音階）について理解する。

音楽鑑賞８
・近現代の曲音楽（バルトーク、ストラヴィンスキー）

教科書のp108～p118を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

10

音階③
・移調、転調、関係調について理解する。簡単なメロディーを移
調する練習をする。
音楽鑑賞９
・邦楽（雅楽、民謡）

教科書のp123～p130を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

7

音程②
・２音間の音程の度数を数え、音程の転回について理解する。
音楽鑑賞６
・ロマン派時代の音楽②（ショパン）

教科書のp85～p93を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

8

音階①
・音階(長音階)について理解する。主音、属音、下属音、導音の
役割、調号について理解する。
音楽鑑賞７
・近現代の音楽（ドビュッシー、ラヴェル）

教科書のp96～p107を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

13

和音②
・コード・ネーム、メジャーコード、マイナーコードについて理
解する。　
ピアノでコードを弾いて響きを確認する。

教科書のp151～p157を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

14

和音③
・コードの活用（コードの転回形、伴奏付けの実際）
C F G のコードで簡単なこどもの歌が伴奏できるようになるまで
コードに慣れる。

教科書のp158～p159を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

11

音楽の記号
・強弱記号、速度記号、奏法に関する記号、曲想に関する記号、
反復記号について理解する。
音楽鑑賞１０
・世界の民族音楽

教科書のp44～p71を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

12

和音①
・三和音、和音記号、三和音の種類、七の和音、転回、終止につ
いて理解する。ピアノを用いて和音の聴音をし、響きの違いを理
解する。
音楽鑑賞１１
・オペラ、ミュージカル

教科書のp134～p149を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

定期試験

o 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 必要に応じた授業中の小テスト、課題レポート提出、授業態度

15

まとめ
・今までの授業内容を確認する。
確認テストを行う。

今までの授業の中で理解できていな
い部分を復習しておく（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 50 第15回の授業内で確認テストをする。
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履修条件・留意
事項等

必ず、五線ノートを用意すること。

備考欄

教科書

音楽通論（教芸音楽研究グループ編）教育芸術社　
こどもの歌曲200選　ドレミ楽譜出版社

参考文献 実用楽典（澤野立次郎編）　ドレミ出版社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10140012 基礎音楽（2組） 2208 2 1

到達目標

○ 読譜（楽譜を読むこと）のための「きまり」である楽典の基礎的な知識が身につき、初めての曲でも演奏できる。
○ 簡単な記譜（楽譜を書くこと）ができる。
○ さまざまな音楽の鑑賞を通して知識を深め、豊かな感性をもって楽しく音楽活動ができる。

授業の方法

板書と配布印刷物を活用しながら講義形式ですすめる。必要に応じて楽器を使い、グループで音を実際に出して理解を深める。
視聴覚メディア（ＣＤやＤＶＤ）を活用してさまざまな音楽を鑑賞し、芸術的感性を育む。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 西野　美穂

授業の位置づけ

大学における学修の基礎的な能力を身につけるための科目である。変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適
切な保育・教育のあり方を考え続けることができるようになるための科目である。学生が将来、保育者として、子ども達と楽しく音楽活動
ができるようになるために、必要な音楽の基礎的知識を身につけるための科目である。子育て支援者としての基本的な技能・表現力を身に
つけるための科目である。
「表現Ⅰ幼児音楽１，２」、「保育内容指導法（音楽表現１，２））」、「教科教育法音楽」、「総合表現音楽Ⅰ，Ⅱ」の基礎となる科目
である。

授業の概要

この授業では保育における器楽演奏や歌唱指導などの音楽活動に必要な読譜や音楽表現の基礎知識を学ぶ。ピアノ学習や弾き歌いの練習を
円滑に進めるために必要な読譜の知識を習得するために音楽理論（楽典）の基礎を学ぶ。さらに、子どもの遊びや、育みたい資質や能力を
支援するために必要な音楽知識・技能を学び、豊かな感性を表現する力を実践的に習得する。

1

オリエンテーション
・ 楽譜の基礎知識について。　・ なぜ楽典が必要であるかの説
明。
音の高さ①
・五線と加線、音部記号の種類(ト音記号、ヘ音記号）、さまざ
まな譜表（大譜表、アルト譜表など）を理解する。
・五線譜に音符や音部記号が正確に書けるようにする。

・シラバスを読んで、本科目の内容
を把握しておくこと
・教科書のp28～p31を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げ、ト音
記号、ヘ音記号が正確に書けるよう
にしておくこと（90分）

2

音の高さ②　・音名（日本語、イタリア語、ドイツ語、英語）が
正確に読めるようにする。 ・変化記号（♯、♭など）、異名同
音、幹音と派生音について理解する。  ・変化記号の効力につい
て理解する。　・楽譜を書く練習をする。
音楽鑑賞１
 ・ルネサンスとバロック時代の音楽

教科書のp32～p39を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

子どもを対象にしたコンサートでのピアノ演奏を30年間継続して行っている。この経験を活かして、実践的な音楽教育について指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして授業内で行う小テストを回収後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

音の長さ③
・拍子の復習。　・リズム譜によるリズム打ちをする。
・カホンを使って強弱拍の理解を深める。
・グループでリズム譜を見て練習する。
音楽鑑賞４
・古典派時代の音楽②（ベートーヴェン）


教科書のp26～p27を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

3

音の長さ①
・音符と休符、付点音符と付点休符、タイ、連符について理解す
る。　・楽譜を書く練習をする。
音楽鑑賞２
・バロック時代の音楽（バッハ）

教科書のp8～p19を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

4

音の長さ②
・拍子、縦線と小節、拍子記号、いろいろな拍子、弱起と強起に
ついて理解する。
音楽鑑賞３
・古典派時代の音楽①（モーツァルト）

教科書のp20～p25を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）
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6

音程①
・音程の度数の数え方、音程の種類( 長短系・完全系）について
理解する。
音楽鑑賞５
・ロマン派時代の音楽①（シューベルト、シューマン）



教科書のp82～p84を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

9

音階②
・短音階（自然的、和声的、旋律的短音階）について理解する。

音楽鑑賞８
・近現代の曲音楽（バルトーク、ストラヴィンスキー）

教科書のp108～p118を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

10

音階③
・移調、転調、関係調について理解する。簡単なメロディーを移
調する練習をする。
音楽鑑賞９
・邦楽（雅楽、民謡）

教科書のp123～p130を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

7

音程②
・２音間の音程の度数を数え、音程の転回について理解する。
音楽鑑賞６
・ロマン派時代の音楽②（ショパン）

教科書のp85～p93を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

8

音階①
・音階(長音階)について理解する。主音、属音、下属音、導音の
役割、調号について理解する。
音楽鑑賞７
・近現代の音楽（ドビュッシー、ラヴェル）

教科書のp96～p107を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

13

和音②
・コード・ネーム、メジャーコード、マイナーコードについて理
解する。　
ピアノでコードを弾いて響きを確認する。

教科書のp151～p157を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

14

和音③
・コードの活用（コードの転回形、伴奏付けの実際）
C F G のコードで簡単なこどもの歌が伴奏できるようになるまで
コードに慣れる。

教科書のp158～p159を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

11

音楽の記号
・強弱記号、速度記号、奏法に関する記号、曲想に関する記号、
反復記号について理解する。
音楽鑑賞１０
・世界の民族音楽

教科書のp44～p71を読んでおくこと
（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

12

和音①
・三和音、和音記号、三和音の種類、七の和音、転回、終止につ
いて理解する。ピアノを用いて和音の聴音をし、響きの違いを理
解する。
音楽鑑賞１１
・オペラ、ミュージカル

教科書のp134～p149を読んでおくこ
と（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

定期試験

o 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 必要に応じた授業中の小テスト、課題レポート提出、授業態度

15

まとめ
・今までの授業内容を確認する。
確認テストを行う。

今までの授業の中で理解できていな
い部分を復習しておく（90分）

配布されたプリントを仕上げておく
こと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 50 第15回の授業内で確認テストをする。
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履修条件・留意
事項等

必ず、五線ノートを用意すること。

備考欄

教科書

音楽通論（教芸音楽研究グループ編）教育芸術社　
こどもの歌曲200選　ドレミ楽譜出版社

参考文献 実用楽典（澤野立次郎編）　ドレミ出版社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10712011 保育方法の理論と実践 2220 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・子どもの１人ひとりの自発性、主体性を尊重することの大切さが説明できる。
・保育の人的環境として大切な、応答的な保育の基本を挙げることができる。
・子どもとの遊びの技能や保育技術の基本を述べることができる。

授業の方法

教科書、プリントを使用した講義形式で行う。必要に応じて映像資料を用い、理解を深める。適宜、グループワークを通して保育の方法、
内容を検討する。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

「保育方法の理論と実践」は、ディプロマ・ポリシーに基づき、教育・保育・子育て支援にかかわるものとして、一人一人のこどもの特徴
と発達へのニーズを見きわめ、それに対応できる教育的能力の知識と技能を身につけるための科目である。また、この科目は変化する社会
の中でニーズに対応し、より適切な保育・教育のあり方を理解して教育・保育・子育て支援者としての基本的な思考・判断・表現を身につ
けていく分野であり、「保育原理」「保育者論」「保育実習指導Ⅱ」「保育実習指導Ⅲ」にも関連する。

授業の概要

保育内容についての理解のうえに、子どもの発達援助に適した保育方法を学び、さらによりよい保育を実現できるように考察を深める。保
育方法の原理、環境による保育、遊びを通しての総合的指導、一人ひとりへの発達援助について、具体例を取り上げながら解説する。ま
た、指導計画を作成し、現場に立つための実践的学習を積み重ねる。

1

授業の概要：
授業の進め方、こちらが望む授業態度、科目を通しての到達目標
などを説明。保育の方法について考えてみる。

保育原理の教科書を見返しておくこ
と。(90分)

実際に保育現場で行われている保育
について確認をすること。(90分)

2

保育方法とは何か：
保育方法とはなにか。保育方法のポイントとして「保育観」「子
ども観」「発達観」「子ども理解」「自発性」などのキーワード
をあげることが出来るだろう。キーワードからみえてくる保育方
法を知る。

教科書pp1-16を読んでおくこと。
(90分)

授業で扱った保育方法についてまと
めておくこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

保育士の資格と短期大学保育学科の教員経験に基づき、保育内容・方法・こどもとの接し方・指導案の書き方保について、保育実習および
幼稚園実習に向けて実践的授業の取り組みをする。

課題に対する
フィードバック

の方法

小レポート、リアクションペーパーに記入された受講生の意見を共有、フィードバックする時間を設ける。課題に対しては、コメントを返
します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

遊びを通しての総合的な指導方法：
子どもの発達をふまえながら遊びが学びとはどういったことをい
うのか、遊びを通しての総合的な指導(保育)とはどのようなもの
だろうか、遊びが豊になるための援助とはどういったものかにつ
いて知る。

教科書pp47-64を読んでおくこと。
（90分）

保育における遊びについてまとめて
おくこと（90分）

6

個と集団を生かした保育方法：
集団の育ちとはなにか、個の育ちとはなにか、他者への思い、育
ちあう姿の深まりと広がりについて知る。（グループワーク）

教科書pp65--84を読んでおくこと
（90分）

個と集団をいかした保育についてま
とめておくこと（90分）

3

子ども理解からはじまる保育方法：
保育の出発点としての子ども理解を知る。子どもの内面、子ども
の内面の理解を支える発達を見る目などを知る。

教科書pp17-32を読んでおくこと。
（90分）

子ども理解についてまとめておくこ
と。（90分）

4

環境を生かした保育方法：
環境を通しての保育とはどのような保育だろうか、環境構成には
どのような工夫が可能なのかについて知る。

教科書pp33-46を読んでおくこと。
（90分）

環境を生かした保育についてまとめ
ておくこと（90分）

9

0・1・2歳児の発達の時期に応じた保育方法：
発達段階に応じた保育方法を考え、保育指導案（部分案・１日
案）の作成に必要な内容を理解する。

教科書pp119-144を読んでおくこと
（90分）

0・1・2歳児の発達の時期に応じた
保育方法についてまとめておくこと
（90分）

7

子どもにふさわしい園生活と保育形態：
子どもにふさわしい園生活とは何か、保育形態にはどのようなも
のがあるのか、1日の流れはどのようなものが望ましいのかにつ
いて考え、知る。

教科書pp85-100を読んでおくこと
（90分）

子どもにふさわしい園生活と保育形
態についてまとめておくこと（90
分）

8

3・4・5歳児の発達の時期に応じた保育方法：
発達段階に応じた保育方法を考え、保育指導案（部分案・１日
案）の作成に必要な内容を理解する。

教科書pp101-118を読んでおくこと
（90分）

3・4・5歳児の発達の時期に応じた
保育方法についてまとめておくこと
（90分）
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10

保育の計画･実践･評価：
保育の計画・実践・評価がなぜ必要なのか、保育の「計画」と
「実践」の関係、子どもに即した保育の「計画」と「実践」を生
み出す「評価」について知る。（グループワーク）

教科書pp145-176を読んでおくこ
と。（90分）

保育の計画･実践･評価についてまと
めておくこと（90分）

13

配慮を要する子どもへの保育方法：
配慮を要する子ども(発達障害が疑われる子など)への保育方法、
園内の連携の必要性、保護者との連携、専門機関との連携の必要
性について知る。

教科書pp215-242を読んでおくこ
と。（90分）

配慮を要する子どもへの保育につい
てまとめておくこと。（90分)

14

保育者の成長と保育実践の深まり：
保育者が成長するとはどういうことか、保育者の専門性とはなに
か、保育におけるカンファレンスの必要性などについてを知る。

配布資料を読み、保育カンファレン
スについて調べておくこと。（90
分）

保育者の成長とはどのようなものか
まとめておくこと。（90分）

11

家庭･地域との連携を生かした保育：
家庭との連携が生かされる保育とはどのような保育なのか、地域
に開かれ、地域との連携が生かされる保育とはどのような保育な
のかについて知る。

教科書pp177-198を読んでおくこ
と。（90分）

地域などとの連携についてまとめて
おくこと。（90分）

12

小学校との交流活動のデザイン：
なぜ小学校と交流活動を行うのか、小学校と連携を取るにはどの
ように連携を取るのかなど実際の取り組みを参考にして、小学校
との交流活動を知る。

教科書pp199-214を読んでおくこ
と。（90分）

交流活動についてまとめておくこ
と。（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート（50％）、保育指導案（40％）、授業参加の態度（10％）

15

まとめ：保育方法についての復習：
保育方法の授業を振り返り、保育方法について考える。

これまでまとめたものを振り返るこ
と。（90分）

保育の方法について全体像をまとめ
ておくこと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的な授業参加を望みます。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「最新保育講座⑥　保育方法・指導法」、大豆生田啓友ほか、ミネルヴァ書房
「幼稚園教育要領解説」、文部科学省

参考文献

「最新保育資料集」（1年次に購入したもの）：本テキストに含まれる保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・
保育要領を参照のこと
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10691011 保育原理 2222 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

（１）保育の意義と目的を理解し、「保育」と「養護」および「教育」の関係を説明できる。
（２）保育の歴史的変遷について論じることができる。
（３）保育の思想について論じることができる。

授業の方法

教科書、プリントを使用した講義形式で行う。必要に応じてDVDなどの映像資料を用い、理解を深める。適宜、授業内でリアクションペー
パーを配布する。リアクションペーパーの意見、感想は、次回の講義に反映させる。第15回の授業で日本の保育・幼児教育の課題について
グループワークを通して考え合い、発表する。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」、「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確
に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。「保育
者論」、「保育方法の理論と実践」へとつながる科目である。

授業の概要

保育の意義や目的、保育所保育指針、幼稚園教育要領の内容理解を図る。保育の歴史や保育・教育思想や子ども観、保育観のとらえ方と歴
史的変容を学ぶ。さらに、日本の保育の現状と問題点を理解し、子育て困難な状況など子どもを取り巻く今日的課題への理解を深める。

1

保育の意義
「保育」「教育」という語の意味～根源的な営みとしての保育・
教育
「保育」概念に含まれる「養護」と「教育」の関連

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

2

保育の理念①
子どもの最善の利益～「児童憲章」、「子どもの権利に関する条
約」
生涯学習社会における乳幼児期

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で配布するリアクションペーパーに記入された受講生の意見・感想等を共有、フィードバックする時間を設ける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保育の歴史①
近代家族と保育制度の成立、明治期の保育施設と幼稚園の普及

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

6

保育の歴史②
大正・昭和期の保育～幼稚園令の制定、新教育運動、セツルメン
ト運動、戦時体制下の保育と戦後の保育制度

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

3

保育の理念②
子どもの発達特性と保育の内容・方法・計画の基本的な考え方

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

4

保育の理念③
家庭における育児機能、地域社会における教育機能
教育の諸要素としての学校、家庭、地域の相互関係

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

9

日本の保育思想②
幼稚園の普及と幼児教育思想の発展、貧民救済としての託児事業

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

10

日本の保育思想③
大正期における保育思想～倉橋惣三による誘導保育論の形成、城
戸幡太郎による児童中心主義批判

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

7

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教
育・保育要領の構造と歴史的変遷

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

8

日本の保育思想①
江戸期における子育て論及び養育施設の萌芽～貝原益軒、佐藤信
淵
明治期における学制公布と幼稚園の誕生と保育思想

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）
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13

欧米の保育思想③子どもの人権、科学的保育・教育学の時代
子どもの人権～ケイ、児童中心主義教育・経験主義教育～デュー
イ、
保育の科学的研究～モンテッソーリ、子どもの自己中心性～ピア
ジェ

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

14

諸外国の保育・幼児教育の現状と動向 授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

11

欧米の保育思想①ヒューマニズム思想と子ども中心主義
近代教育の父～コメニウス、子どもの発見者～ルソー

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

12

欧米の保育思想②ヒューマニズム思想と子ども中心主義
貧民救済～ペスタロッチ、幼稚園の創始～フレーベル

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

授業内のキーワードについてまと
め、整理を行う（90分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート（60％）、授業内のリアクションペーパー（30％）、授業参加の態度（10％）

15

日本の保育・幼児教育の現状と動向：子ども・子育てを取り巻く
社会の変化と保育・幼児教育の課題

授業のテーマについて教科書、資料
を参考にして調べる（90分）

保育原理の到達目標と自己の理解に
ついて振り返りを行う（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業内で配布するリアクションペーパーは、成績評価の対象となるものであるため、必ず提出のこと。

備考欄

その他 0 なし

教科書 『最新保育資料集』　2022、大豆生田啓友ほか、ミネルヴァ書房、(4月～5月発売予定)

参考文献 適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10692011 保育者論 2224 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

（１）保育者として、保育園・幼稚園・社会福祉施設での職務を理解し,学びを深めることができる。
（２）子育て支援の観点から、保護者との関わり、地域との連携の重要性を実践的に考えることができる。
（３）子ども・子育て支援新制度など、政策動向から求められる保育者の資質について考えることができる。

授業の方法

テキスト、プリントを使用した講義形式で行う。必要に応じてDVDなどの映像資料を用い、理解を深める。適宜、授業内でリアクション
ペーパーを配布する。リアクションペーパーの意見、感想は、次回の講義に反映させる。１５回の内、1回程度、先進的な子育て支援に取
り組む保育者をゲストスピーカーとして招き、保護者支援、地域連携の実際を学ぶ。第10回の授業でグループワークを行い、現代社会にお
ける子育て困難について理解を深める。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」、「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確
に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関連がある科目である。「保育
原理」と関連し、「保育方法の理論と実際」へとつながる科目である。

授業の概要

 保育者が子どもや保護者とともに日々努力し、研鑽していかなければならないことを理解する。社会の変化や政策動向の理解を深めつ
つ、保育者の職務内容を明確にし、保育者同士や保護者、地域の人々との連携重視の観点を持つ。倫理観をも含めた保育者のとしてのあり
方を考え、実践的な態度を養う。

1

オリエンテーションとして授業展開、学生の到達（行動）目標,
成績評価方法などについて知る。保育者に関する興味関心を明確
化し、授業に取り組む意識を高める。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

2

保育士・幼稚園教諭の1日とその役割を理解する。保育士・幼稚
園教諭の1年とその役割を理解する。
指導計画の立案と行事、会議・研修への参加から見た幼稚園教諭
の仕事を理解する。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で配布するリアクションペーパーに記入された受講生の意見・感想等を共有、フィードバックする時間を設ける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

子どもとのかかわりと保護者 (親)とのかかわりにおいて求めら
れる役割を理解する。保育者が社会から求められている役割、備
えるべき資質について理解する。協働の態度の必要性を知る。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

6

保育所における保育士の１日の仕事の流れと留意点について現場
の動きに即して理解する。
保育士として研鑽・研修していることなどを知り、保育士の力量
形成を理解する。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

3

認定こども園における保育者の仕事と役割について、幼稚園や保
育所と比較しながら理解する。地域子育て支援センター、児童福
祉施設における保育士の仕事と役割について理解する。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

4

幼稚園教諭免許状・保育士資格と教育実習・保育実習について理
解する。保育の現場で学ぶ意義を考え、授業での学ぶ姿勢を「実
践できる」レベルへと見直す。専門職としての観点へと転換す
る。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

7

認定こども園における保育教諭の１日の仕事の流れと留意点につ
いて現場の動きに即して理解する。
保育教諭として、保育教諭になるために大学で重点的に学ぶべき
ことを検討する。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

8

児童福祉施設における保育士の１日の仕事の流れと留意点につい
て現場に即して理解する。
保育士（児童福祉施設）として日々、研鑽・研修していることを
知り、実践的に理解する。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）
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9

チーム保育をすること、職員会議の重要性について、子どもや子
育て家庭に共同で関わる視点から理解する。先輩保育者からのア
ドバイスをもとに、自分の保育について常にふりかえることの視
点を持つ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

10

親の子育て困難について、家族形態、地域の教育力、子育て・生
活の個別化、ジェンダーなどの視点から理解する。子ども・子育
て支援新制度など、子育て支援の政策動向を理解する。親の子育
て困難について、グループワークによって理解を深める。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

13

異文化理解教育(保育)の必要性を知り、保育をどうすすめるか、
興味関心をもつ。男女共同参画理念とジエンダーフリーの概念、
特別支援教育(保育)への期待を知り、保育実践への興味関心をも
つ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

14

職務の法的根拠を知り、服務宣言について、服務義務と園務分掌
(役割分担)を知り、園の一員として責任をもって常に行動するこ
とを自覚する。保育倫理綱領宣言について理解する。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

11

地域子育て支援拠点における保育士の仕事と留意点について理解
する。子育てしやすい地域づくりの視点から、他機関・他職種と
の連携の視点もふまえ、実践的に理解する。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

12

近年の政策動向から保育者の専門性が広く、高いレベルで求めら
れていることを理解する。地域社会がもつ教育力、子育て機能の
可能性について理解する。幼小連携、保小連携について理解す
る。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる
（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート（60％）、授業内のリアクションペーパー（30％）、授業参加の態度（10％）

15

保育者の職務に必要な知識を持ったか、保育者として実践的な態
度で臨めることができるか、倫理観について、学生自身の観点の
構築ができたか、まとめる。

保育者論に関わる自己課題を確認
し、まとめる（90分）

保育者論の到達目標と自己の理解に
ついて振り返りを行う（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業内で配布するリアクションペーパーは、成績評価の対象となるものであるため、必ず提出のこと。

備考欄

その他 0 なし

教科書 「アクティベート保育学②保育者論」、秋田喜代美ほか、ミネルヴァ書房

参考文献

「新時代の保育双書　今に生きる保育者論　第3版」、秋田喜代美編、（株）みらい
「保育者の地平―私的体験から普遍に向けて」、津守真、ミネルヴァ書房
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10629011 こどもの心理学I 2226 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．幼児、児童及び生徒の心身の発達に対する外的及び内的要因の相互作用、発達に関する代表的理論を踏まえ、発達の概念及び教育にお
ける発達理解の意義を理解している。
２．乳幼児期から青年期の各時期における運動発達・言語発達・認知発達・社会性の発達について理解している。

授業の方法

授業の冒頭に乳幼児、心理学に関わる動画を見て、その内容を踏まえながら授業を進める。何回かの授業において学生による討議・意見の
交換を行う時間を設け、ともに考えながら授業内容の深化を図る。毎回の授業について事前学習、授業内容、事後学習を、次回の授業の開
始時までに実施する。その他に15回の授業の中で毎回学習内容の確認問題の実施をする。また、授業の中で学習の定着度を測るための確認
テストを実施する。

授業内では、前半に知識のレクチャーを実施し、後半はウェブ掲示板を活用しながら保育、教育に関する課題について心理学の視点からグ
ループで議論する、課題解決型の授業を実施する。

ＩＣＴ活用

自身のデバイスによるクリッカーの活用、ウェブ掲示板による意見交流、ウェブフォームを使った確認問題の実施

後期

教員氏名 川俣　智路

授業の位置づけ

幼児・児童の心と体の発達とその支援の理解に関する科目であり、『教育と保育の理解の科目』に属する。『保育原理（1年前期）』に続
き、『乳幼児心理学（２年後期）』とともにこどもの精神的、身体的、社会的発達についてその基礎的な理論を学ぶ。その後に履修する
『幼児の理解（2年前期）』の基礎的な知識を得て3年次以降のより専門的な学修の基盤を形成する。ディプロマポリシーの「乳幼児期・学
童期のこどもの基本的な知識」、「成長・発達を支援するための基本的資質」を身につけ、「より適切な保育・教育のあり方を考え続ける
ことができる」ことと関係する科目である。

授業の概要

発達心理学、教育心理学およびその関連領域から、人間の生涯にわたる心身の発達の過程について、こどもの発達に関わる環境、身体的・
運動的要因、感情や認知の発達、社会性などの様々な要因とその影響について学び、科学的な発達観、教育観、保育観、こども観を育成す
る。

1

保育・教育のために心理学を学ぶことの意義。授業の進め方、単
位認定の方法、受講上の注意等について理解し、心理学の基本的
な性格、保育・教育との関係について学ぶ。

テキストの第11章までを通読して本
科目のアウトラインを把握する。
【90分】

本科目を履修することの目的と意義
を確認する。
【90分】

2

こどもの心身の発達的変化について「発達の順序性」「発達の方
向性」「成熟優位説」「輻輳説」などについて、ゲゼルによる成
熟優位説など様々な考え方からこども・保育・教育について理解
する。

発達に関わる用語や理論について調
べる。
【90分】


学修した用語・理論・考え方を整理
する。
【90分】

実務経験のある
教員の教育内容

公認心理師として、学校や保育所に勤務した経験を活かして、子どもの心理や発達について講義する

課題に対する
フィードバック

の方法

課題はウェブで提出として、質問への回答やコメントのフィードバックを実施する

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

こどもは赤ちゃんから親から自立した存在へと発達していく。そ
の過程で生じる「反抗」や「うそ」なども成長の証しである。フ
ロイトの精神分析理論などから学習する。

幼い時の親への反抗を回想する。
【90分】

フロイトの精神分析学の基本的な内
容をまとめる。　
【90分】

6

集団生活が可能になり、友達との間の社会的関係も形成できるこ
の時期は幼稚園や保育所で過ごす時期であり、学ぶべきことが多
い時期であることを確認する。

保育所・幼稚園時代の自分に関する
情報を収集する。
【90分】


学修した内容を自分の保育所・幼稚
園時代と対比して整理する。【90
分】

3

新生児は無能で白紙のような存在と考えられていた時代もある
が、胎児も学習する存在であり、個性がある。乳幼児の年齢別の
言語発達の様相とその扱い方について学ぶ。

自分の赤ちゃん時代のことを家族に
聞いてみる。
【90分】


発達における胎児期の意義について
整理する。
【90分】

4

この時期のこどもの発達とその扱い方について学ぶ。社会性の芽
生えについても取り上げる。何が大人の愛情を引き出すカギにな
るのかといった点についても考察する。

自分の母子手帳を見せてもらい、幼
児期の自分のイメージをつかむ。
【90分】


人間と動物の赤ちゃんを比較して人
間の特徴を考察する。
【90分】

7

小学校に進んだこどもは新しい環境に適応できないことも多い。
バンデューラの社会的認知理論を軸に、児童期の認知能力・情
緒・人格・社会性の発達等について学ぶ。

自分の小学生時代についての情報を
収集する。
【90分】

学修した内容を自分の小学生時代と
対比して整理する。
【90分】

8

生涯発達の中の青年期について、エリクソンの社会的発達理論を
中心に学ぶ。精神的に親から自立しようとする時期である青年期
について学び、幼児・児童との関わりについても検討する。

「自分」とは何かというテーマで省
察を行う。
【90分】

青年を中心とする文化的現象につい
て調べる。
【90分】
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9

生涯発達の中の成人期・老人期 について学ぶ。社会的、経済
的、精神的に自立した存在である老人への変化の課程を学ぶ。

自己の周辺の大人（親、祖父母、周
囲の大人）の話、観察等から学んだ
ことを整理する。【90分】


成人・老人について学んだ内容を整
理・分析して『大人』について考察
する。
【90分】

10

動画資料を視聴した後で小グループに分かれて『生涯発達とは何
か？』をテーマとした討論を行い、その要旨を発表する。

本科目で今までに学んだ内容を整
理・確認する。
【90分】


討論の内容を整理・分析する。【90
分】

13

①発達障がい、②身体的障がい、③精神障がい、④障がいのある
子どもとの関わり、⑤インクルーシブ保育・教育等について学習
する。

各種の障がいについて資料を収集す
る。【90分】


学修した内容を「障がい者としての
自分」という観点からとらえ直す。
【90分】

14

感情とその機能、感情の成立と分化、感情の理解と表出、社会・
文化の中での感情、感情の表現に問題と、心の表現としての感情
表出とその対応について学習する。

ブリッｼﾞｪｽの『感情の分化』の研究
について調べる。【90分】


いろいろな感情が出現する時期につ
いて整理する。
【90分】

11

現代のこどもの身体問題、運動発達の分類と方向性、乳幼児期の
運動発達の様相、児童期の運動発達の様相、運動発達に影響する
もの、について学ぶ。

こどもの運動の発達に関する資料を
収集する。
【90分】

運動発達への適切な支援の方法につ
いて調べる。
【90分】　

12

ピアジェの発達理論、各時期の認知発達の状況、発達における社
会文化的視点について学ぶ。ピアジェの臨床法の例を取りあげて
具体的に学ぶ。

ピアジェの発達理論・臨床法につい
て調べる。
【90分】


ピアジェの理論と実験的方法につい
て整理する。
【90分】

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テストの成績（全2回、24％、50％）、授業後に行う確認問題（2％×13回）により総合的に成績評価
を行う。

15

気質と性格、子どもの気質、性格をとらえる理論、性格を測定す
る方法、子どもの気質・性格の発達の保育について学ぶ。性格検
査についても実践的な学習を行う。

各種の性格論・特性論について調べ
る。
【90分】

各種の性格論・特性論の内容を比較
し、自分の性格について省察する。
【90分】

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的な態度で授業に参加することを期待する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 指定しない

参考文献

保育の心理学　2019年度　新保育士養成課程対応　本郷一夫、飯島典子編著　建帛社　ISBN978-4-7679‐ 5091-4

その他、適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10981011 こどもの心理学II（1組） 2227 1 2

到達目標

（１）様々な学習の形態や概念及びその過程を説明するための代表的理論の基礎を理解している。
（２）主体的学習を支える動機づけ・集団づくり・学習評価の在り方について理解している。
（３）幼児、児童及び生徒の心身の発達を踏まえ、主体的な学習活動の指導と発達援助の基礎となる考え方を理解している。
（４）こどもの心身の発達と保育実践についての理解を深め、子どもの経験や学習の過程を理解している。

授業の方法

パワーポイントと視聴覚メディアを用いて理論を講義形式で説明したのち、演習を行う。
毎回の授業でグループワークとディスカッションを行う。

ＩＣＴ活用

Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。
GoogleFoamのテスト作成機能を用いて自主学習を促す。

後期

教員氏名 井内　聖

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている（知識・技能）」と特に関係がある科目である。また、「変化する社会の中で、教育に求められるニーズ
に的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考える続けることができる（思考・判断・表現）」とも関係する。
「こどもの心理学Ⅰ」を基礎とし、保育・教育に関わるより専門的な各科目と連続する。

授業の概要

幼児、児童及び生徒の学習に関する基礎的知識を身に付け、発達を踏まえた学習を支える指導について基礎的な考え方を理解するために、
各種の学習理論とその教育への応用、主体的学習に関わる様々な要因、学習指導の基礎になる知識等について学ぶ。

1

保育・教育のための心理学を学ぶことの意義。授業の進め方、単
位認定の方法、受講上の注意等について理解し、心理学の基本的
な性格、保育・教育との関係について学ぶ。

教科書のｐ1〜ｐ7を読んでおく（90
分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

2

発達アセスメントを通した子どもの理解について学とともに子ど
もの発達を理解する方法について学ぶ。

教科書のｐ9〜ｐ15を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

中学校教員、教育委員会、幼児教育および保育現場での勤務経験があり、教育全般について幅広い知識を有している。この経験を活かし、
演習ではより現場に近い体験型の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポート提出後、課題に対しての解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

ピアジェの認知発達理論を学び、言葉や数、自然や人に対する認
識について、子どもの認識の発達と生活や遊びの中での学びにつ
いて学習する。

教科書のｐ35〜ｐ41を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

6

感情とその機能、感情の成立と分化、感情の理解と表出、社会・
文化の中での感情、感情の表現に問題と、心の表現としての感情
表出とその対応について学習する。

教科書のｐ43〜ｐ49を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

3

思春期が抱える現代の問題を通して、育ちの連続性と思春期を見
通した保育のあり方について検討する。

教科書のｐ17〜ｐ23を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

4

子どもの身体感覚や運動発達について理解を深め、子どもの身体
感覚を育てる教育と保育のあり方について学ぶ。

教科書のｐ25〜ｐ33を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

9

集団生活が可能になり、友達との間の社会的関係も形成できるこ
の時期は幼稚園や保育所で過ごす時期であり、学ぶべきことが多
い時期であることを確認する

教科書のｐ67〜ｐ73を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

10

保育者の協働から導かれる保育について理解を深め、保育におけ
る「協働」の意義と意味について学習する。

教科書のｐ75〜ｐ82を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

7

気質と性格、子どもの気質、性格をとらえる理論、性格を測定す
る方法、子どもの気質・性格の発達の保 育について学ぶ。性格
検査についても実践的な学習を行う。

教科書のｐ51〜ｐ57を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

8

安定した土台を形成するための大人のかかわりや愛着形成などに
ついて理解し、子どもの保育者の関係について学ぶ。

教科書のｐ59〜ｐ65を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）
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13

「気になる」子どもや障害のある子どもの特徴と支援について学
ぶ。

教科書のｐ101〜ｐ107を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

14

保護者と連携して保育を進める実践例について学ぶ。専門職とし
て保護者に対する支援の基本について学ぶ。

教科書のｐ109〜ｐ115を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

11

小1プロブレムや幼小連携の実践例などを学び、関係機関と連携
して子どもを育てることについて検討する。

教科書のｐ84〜ｐ88を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

12

①発達障がい、②身体的障がい、③精神障がい、④障がいのある
子どもとの関わり、⑤インクルーシブ保 育・教育等について学
習する。

教科書のｐ92〜ｐ99を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・授業内で実施するレポート（全体の30％）
・教科書課題（全体の30％）
・授業の参加態度（全体の40％）

15

保育・教育のために心理学を学ぶことの意義について、これまで
の授業を振り返り，総合的に検討する。

教科書全般を振り返り、まとめる
（90分）

授業の全講義内容を振り返り、まと
める（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0

教科書 保育の心理学/本郷一夫編/建帛社

参考文献 適宜、参考文献を紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10981012 こどもの心理学II（2組） 2227 1 2

到達目標

（１）様々な学習の形態や概念及びその過程を説明するための代表的理論の基礎を理解している。
（２）主体的学習を支える動機づけ・集団づくり・学習評価の在り方について理解している。
（３）幼児、児童及び生徒の心身の発達を踏まえ、主体的な学習活動の指導と発達援助の基礎となる考え方を理解している。
（４）こどもの心身の発達と保育実践についての理解を深め、子どもの経験や学習の過程を理解している。

授業の方法

パワーポイントと視聴覚メディアを用いて理論を講義形式で説明したのち、演習を行う。
毎回の授業でグループワークとディスカッションを行う。

ＩＣＴ活用

Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。
GoogleFoamのテスト作成機能を用いて自主学習を促す。

後期

教員氏名 井内　聖

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている（知識・技能）」と特に関係がある科目である。また、「変化する社会の中で、教育に求められるニーズ
に的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考える続けることができる（思考・判断・表現）」とも関係する。
「こどもの心理学Ⅰ」を基礎とし、保育・教育に関わるより専門的な各科目と連続する。

授業の概要

幼児、児童及び生徒の学習に関する基礎的知識を身に付け、発達を踏まえた学習を支える指導について基礎的な考え方を理解するために、
各種の学習理論とその教育への応用、主体的学習に関わる様々な要因、学習指導の基礎になる知識等について学ぶ。

1

保育・教育のための心理学を学ぶことの意義。授業の進め方、単
位認定の方法、受講上の注意等について理解し、心理学の基本的
な性格、保育・教育との関係について学ぶ。

教科書のｐ1〜ｐ7を読んでおく（90
分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

2

発達アセスメントを通した子どもの理解について学とともに子ど
もの発達を理解する方法について学ぶ。

教科書のｐ9〜ｐ15を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

中学校教員、教育委員会、幼児教育および保育現場での勤務経験があり、教育全般について幅広い知識を有している。この経験を活かし、
演習ではより現場に近い体験型の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしてレポート提出後、課題に対しての解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

ピアジェの認知発達理論を学び、言葉や数、自然や人に対する認
識について、子どもの認識の発達と生活や遊びの中での学びにつ
いて学習する。

教科書のｐ35〜ｐ41を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

6

感情とその機能、感情の成立と分化、感情の理解と表出、社会・
文化の中での感情、感情の表現に問題と、心の表現としての感情
表出とその対応について学習する。

教科書のｐ43〜ｐ49を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

3

思春期が抱える現代の問題を通して、育ちの連続性と思春期を見
通した保育のあり方について検討する。

教科書のｐ17〜ｐ23を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

4

子どもの身体感覚や運動発達について理解を深め、子どもの身体
感覚を育てる教育と保育のあり方について学ぶ。

教科書のｐ25〜ｐ33を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

9

集団生活が可能になり、友達との間の社会的関係も形成できるこ
の時期は幼稚園や保育所で過ごす時期であり、学ぶべきことが多
い時期であることを確認する

教科書のｐ67〜ｐ73を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

10

保育者の協働から導かれる保育について理解を深め、保育におけ
る「協働」の意義と意味について学習する。

教科書のｐ75〜ｐ82を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

7

気質と性格、子どもの気質、性格をとらえる理論、性格を測定す
る方法、子どもの気質・性格の発達の保 育について学ぶ。性格
検査についても実践的な学習を行う。

教科書のｐ51〜ｐ57を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

8

安定した土台を形成するための大人のかかわりや愛着形成などに
ついて理解し、子どもの保育者の関係について学ぶ。

教科書のｐ59〜ｐ65を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）
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13

「気になる」子どもや障害のある子どもの特徴と支援について学
ぶ。

教科書のｐ101〜ｐ107を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

14

保護者と連携して保育を進める実践例について学ぶ。専門職とし
て保護者に対する支援の基本について学ぶ。

教科書のｐ109〜ｐ115を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

11

小1プロブレムや幼小連携の実践例などを学び、関係機関と連携
して子どもを育てることについて検討する。

教科書のｐ84〜ｐ88を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

12

①発達障がい、②身体的障がい、③精神障がい、④障がいのある
子どもとの関わり、⑤インクルーシブ保 育・教育等について学
習する。

教科書のｐ92〜ｐ99を読んでおく
（90分）

教科書の演習課題に取り組む（90
分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・授業内で実施するレポート（全体の30％）
・教科書課題（全体の30％）
・授業の参加態度（全体の40％）

15

保育・教育のために心理学を学ぶことの意義について、これまで
の授業を振り返り，総合的に検討する。

教科書全般を振り返り、まとめる
（90分）

授業の全講義内容を振り返り、まと
める（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0

教科書 保育の心理学/本郷一夫編/建帛社

参考文献 適宜、参考文献を紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10180011 教職原論 2230 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

（１） 教育への親・地域住民の期待と協力の実態を理解できる。
（２） 自らの資質形成へ向けて、努力すべき内容や過程を明確にすることができる。

授業の方法

出合った教師についての振り返りを踏まえ、授業参観・保育参観や、保護者・教員の講話を通して、教職課程の学習に向かう姿勢をつくれ
るよう工夫する。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトや教育クラウドプラットフォームを活用した説明や資料の提示、電子黒板やデジタル教科書、タブレットや携帯
端末の有効な指導法の説明等を行う。また、これらを利用した双方向型授業も体験させる。

前期

教員氏名 高桑　純、森田　弘行、村田　敏彰

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「保育者、教育者、子育て支援者として、地域社会と保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの実態
に即して成長・発達を支援するための基本的資質を身につけている【知識・技能】」ための科目である。
されに、ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続
けることができる【思考・判断・表現】」ための科目である。

授業の概要

今日の学校教育を担う教員の使命と職責について、教育行政及び保護者との連携や教職員の相互協力等に触れつつ、基本的な理解を促す。
幼児期の保育との連携についても、教育の今日的課題として位置づけ取り扱う。授業には、教育行政担当者、地域住民、先輩教員を招き、
具体的に学ぶことのできる条件を整える。子どもと地域を大切にし、同僚とともに歩み、教育実践を展開する教師となる意欲を喚起した
い。

1

オリエンテーション
１　教師の仕事について
人間の成長・発達にとって教育が不可欠であり、教員に求められ
る資質の基本を説明する。
２　授業の進め方について
授業概要と到達目標、授業計画、評価・レポート、ICTの活用等
について説明する。
（高桑・森田）

シラバスを読み内容を知ることで、
講義内容を確認する。（90分）

オリエンテーション資料を再度読
む。授業内容について整理してお
く。（90分）

2

私が出会った教師
学生がこれまで出会った教師と、学生が受けた幼児教育や小学校
教育を中心に振り返りを行わせる。ICTを活用し双方向型授業に
より体験と意見を交流する。
（高桑・村田）

前回の授業の課題作成。（90分） 参観・見学する小学校のHPを見て学
校の教育活動について確認する（90
分）。

実務経験のある
教員の教育内容

小学校教員として長年勤務した経験を生かして、学校教育のあり方や地域・保護者・幼稚園・教育委員会等などと連携することの重要性に
ついての授業を行う（森田・村田）。
教育委員会や学校に長年間勤務した経験を生かして、教師の使命と職責や学校教育のあり方
について学ぶことにより教職に関する基本を身につけるための授業を行う（高桑）。

課題に対する
フィードバック

の方法

レポートや礼状について、評価結果を提示し、次の学習に生かすよう指導する。最終レポートについては、コメントを付記して学生に返却
する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

幼稚園訪問
 受講者をグループにわけ、恵庭市内の幼稚園を訪問させ、子ど
も、教育活動、学校環境について、参観・見学させる。
（高桑・森田・村田）

参観・見学する幼稚園のHPを見て教
育活動について確認する（135
分）。

参観・見学記録レポートの整理と提
出。（90分）

6

幼稚園訪問の整理
幼稚園での参観・見学記録の交流を通して、幼稚園教師の役割や
工夫について整理・理解する。礼状書きも行う。
（森田）

お礼状の要点を書く。（90分） 礼状を清書する。（90分）

3

小学校訪問 
受講者をグループにわけ、恵庭市の小学校を訪問させ、子ども、
教育活動、学校環境について参観・見学させる。
（高桑・森田・村田）

参観・見学する小学校のHPを見て学
校の教育活動について確認する
（135分）。

参観・見学記録レポートの整理と提
出。（90分）

4

小学校訪問の整理 
小学校での訪問、参観・見学を通して、小学校教師の役割や工夫
について整理・理解する。礼状書きも行う。
（高桑）

お礼状の要点を書く。（90分） 小学校への礼状を清書する。参観・
見学する幼稚園のHPを見ておく。
（90分）
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9

前々回(教育委員会)及び前回(保護者)の講話を振り返り、交流と
記録の整理を行う。礼状書きも行う。
（村田）

礼状の要点を整理する。（90分） 礼状を清書する。（90分）

10

小学校教員２名から教育実践への姿勢や実績、教員としての成長
の軌跡、克服してきた困難等、ライフヒストリーを語っていただ
く。
（高桑）

学校の教員の一日について学習す
る。（90分）

講話の記録整理
（90分）

7

教育委員会が教師に求めるもの
恵庭市の教育委員会の協力を得て、学校、教員を指導する立場か
ら、教育の実情や今後の展望等について講話をいただく。
（高桑・村田）

恵庭市の教育方針などをHPでみてお
く。（90分）

講話の記録整理。（90分）

8

親（保護者）の教育への願い
子どもを学校に通わせている立場から、率直に学校、教員にかか
わっての意見を述べていただく。
（高桑・村田）

講話の聴き方についての学習。（90
分）

講話の記録整理。（90分）

13

社会と教師　
地域の中での学校や幼稚園の役割、また、地域や保護者と連携し
ながら実践力を高める必要性やその意義などについて考える。　
（森田）

教師の、地域との関係について学習
する。（90分）

記録の整理。授業内容に関する課題
作成と提出。（90分）

14

教員の資質や能力の形成について考える。また、学校という職場
において、いかに教員が役割を分担し、相互に協力しあう(協働)
ことによって、教育実践が成立しているかを示し、チーム学校と
しての同僚性や協働性についての基本的理解を促す。
（村田）

学校での教師同士の関係性や、同僚
性について学習する。（90分）

記録の整理。授業内容に関する課題
作成と提出。（90分）

11

幼稚園教員２名から教育実践への姿勢や実績、教員としての成長
の軌跡、克服してきた困難等、ライフヒストリーを語っていただ
く。
（森田）

幼稚園の教員の一日について学習す
る。　（90分）

講話の記録整理
（90分）

12

小学校教員の講話と幼稚園教員の講話の振り返り、交流と記録の
整理を行う。礼状書きも行う。
（森田）

礼状の要点を整理する。（90分） 礼状を清書する。
（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講話や見学のレポートと礼状(60％)、授業の課題(30％)、授業観察記録（授業への取組みの姿勢や意欲・
態度）（10％）

15

まとめとして、いくつかの教員像に触れ、専門職として資質形成
をはかるべきことを示す。
ICT教育の背景と意義について学ぶ。
（高桑）

教師の資質・能力について、これま
での講話等をふりかえっておく。
（90分）

専門職として資質形成について整理
する。授業のまとめに関する課題作
成と提出。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

卒業必修科目である。
幼稚園教諭免許及び小学校教諭免許取得には必修。　
一年目に履修すること。　

備考欄

その他 0 なし

教科書 使用しない。

参考文献 小学校学習指導要領（平成29年3月）幼稚園教育要領（平成29年3月）教職履修の道筋・カルテ「生命の若木」
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10982011 教育基礎論 2232 2 1

到達目標

1.教育の基本概念・教育の本質を理解するとともに、子ども・教員・家庭・学校の役割と相互関係を理解できる。
2.家族と社会による教育、近代学校教育制度、さらに現代社会の教育課題について歴史的な視点から理解できる。
3.家庭や子供、学校や学習等のあり方について代表的な教育思想家の思想を踏まえ理解できる。

授業の方法

配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

後期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応
できる教育的能力を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。また、保育士資格、教育職員免許状取得（幼稚園教
諭、小学校教諭）のための必修科目であり、「教育の基礎的理解に関する科目」でもある。加えて、「保育・教育の基礎的な知識と能力を
身につける」科目として「教職原論」を基礎とし、「保育方法の理論と実践」につながる科目である。

授業の概要

教育についての主観的、常識的な概念を相対化し、社会における教育的事象についての検討をもとに、教育、とりわけ学校教育の役割を明
確化する。主として教育の目的、国民の教育に関する権利・義務、学校教育の内容と方法等についての基礎的な知見を学習することを本議
の課題とする。教育への素朴な疑問、意見を重視し、教育とは何かを問い続ける姿勢を養いたい。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らない。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（90分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。（90分）

2

教育の基本的概念（１）教育とは何かを問うために、近代教育思
想(とりわけルソー)に学び、教育は社会化か、教育は準備か、教
育は強制かの３つの問いについて考察する。ワークシート及び資
料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。


課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

教育の基本的概念（４）教育という働きの多義性について、知育
と徳育、教育と教授、陶冶と訓育、教科指導と生徒指導等の諸概
念を整理しつつ明らかにする。ワークシート及び資料や視聴覚教
材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

6

教育の歴史（１）近代学校教育以前の家族・地域共同体が自ずか
ら有していた教育機能について、柳田國男、宮本常一など民俗学
等の知見を参照しながら、その様態と意義を考察する。ワーク
シート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実
践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

3

教育の基本的概念（２）教育とは何かを問う考察のまとめとし
て、憲法と教育基本法の記述を検討する。とくに教育の目的にあ
たる人格の完成について用語の由来などロック・ルソー・カント
などに学び、やや詳しく論じる。あわせて、憲法が示す国民の教
育に関する権利・義務について考察する。ワークシート及び資料
や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

4

教育の基本的概念（３）教育を成立させる諸要素、国家、地域社
会、家庭、保護者、子供、学校、教員等について、憲法、教育基
本法、学校教育法等を土台に、相互関係を明らかにする。ワーク
シート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実
践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）
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9

教育の歴史（４）戦後の新教育の成立（６・３制義務教育、学習
指導要領、教育委員会制度）について、その成立過程及び背景に
ある思想（米国教育使節団報告等）について検討する。ワーク
シート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実
践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

10

教育の歴史（５）その後の日本社会の変貌にともなう学校教育
（とくに学習指導要領の変遷）について、基本的な理解を促す。
ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体
的・実践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

7

教育の歴史（２）近代学校制度の成立について、ヨーロッパにお
けるそれを３類型に整理し考察する。
特に中世都市において形成された私塾と都市政庁のこれらへの支
援形態の発達について詳しく考察する。ワークシート及び資料や
視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

8

教育の歴史（３）日本における寺子屋・郷学などの近代学校制度
以前の形態を学ぶとともに、明治以降の学制・教育令、各学校
令、国民学校令等の下での近代学校制度の確立の過程を考察し、
戦前における日本の学校教育制度の特徴を理解する。ワークシー
ト及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的
に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

13

教育の思想（２）デューイ、ピアジェ、ビゴツキー、ブルーナー
等、今日の教育学習理論に大きな影響を与えている教育学習に関
する思想について検討し、その意義を明らかにする。ワークシー
ト及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的
に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

14

教育の思想（３）ソクラテス等、古典古代から今日に至るまでの
代表的な教育家の教育思想を吟味して紹介し、理解を促す。ワー
クシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・
実践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

11

これまでの学習した教育の基本的概念、教育の歴史をふまえ、今
日における教育課題について、学生にアンケートを課し、その集
計結果を踏まえ「現代社会における教育課題」について討論し、
整理を試みる。ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴ
を活用し、具体的・実践的に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

12

教育の思想（１）ロック、ルソー、カントにも再び触れつつ、ペ
スタロッチ、フレーベル、コメニウス等、近代教育思想について
紹介し家庭、子供、教育についての理解に役立てる。ワークシー
ト及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的
に学ぶ。

資料（事前配布）を読み、必要事項
を調べ、質問等を準備する。（90
分）

返却したレポートにより、復習す
る。（90分）

定期試験

0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通し、復習を行
う。

まとめに向けて、資料・返却された
課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習、整理を行うこと。（90
分）

すべての返却された課題や小テスト
などに必ず目を通し、復習を行うこ
と。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 　なし

教科書 講義資料はその都度、レジュメを事前に配布する。

参考文献 その都度、レジュメを配布する。

- 126 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

卒業必須科目である。

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10337011 社会福祉 2250 2 2

到達目標

１.私たちの生活の中に「社会福祉」が、どのように位置づいているかを理解し、述べることができる。
２.「社会福祉」の様々な側面を知り、社会の安心を図るための方策を考えることができる。
３.「社会福祉」実践の実際を知り、保育士としての在り方を考えることができる。
４.社会福祉の専門職としての基本的な知識を身に付け、実践につなげるよう考えることができる。

授業の方法

配布印刷物等とテキストを用いて講義形式で行う。一部に、映像視聴による補足を行い、理解度の確認を含めてリアクションペーパー等を
使用する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 鈴木　幸雄

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることが
できる」と関連する科目である。
また、保育・教育の基礎的な専門知識を身に付けるための専門基礎科目である。社会福祉の理念や社会問題の構造を理解することで、「こ
ども家庭福祉」や「社会的養護Ⅰ・Ⅱ」「こども家庭支援論」「子育て支援」等の基盤となる科目である。

授業の概要

社会問題発生のメカニズムを学び、現代における社会福祉の意義と役割を理解する。
社会福祉の歴史・制度・行財政を基にした社会福祉サービスの展開について概観するとともに地域社会にとっての社会福祉の意味やグロー
バル下での社会福祉の在り方についても検討する。

1

オリエンテーション　　
わたしたちの生活と社会福祉：社会福祉の２面性・社会福祉の可
能性

テキストを読んでおく。
(90分)

復習　身近な人たちの社会福祉イ
メージをまとめる　
(90分)

2

現代社会の変化と社会福祉　
現代社会の特徴（少子高齢化）を理解し、家族の現状と社会問題
を考える。

予習　社会問題を新聞等で集集す
る。　(90分)

社会問題を取材し、カテゴリーに分
けてみる
(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

社会福祉施設において児童指導員の勤務経験があり、社会福祉・こども家庭福祉・社会的養護について知識を有している。この経験を活か
して教育を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出物等の返却の際に、解説を加える。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

社会福祉の法と実施体制 　社会風刺制度と法の成り立ち、法律
の基にした社会福祉の実施体制と社会福祉実践上の諸問題。

社会福祉６法について調べる。　
(90分)

応能負担と応益負担についてまとめ
る。
(90分)

6

社会福祉と児童福祉・家庭の問題　児童家庭福祉・家庭支援につ
いて考える。

児童福祉実践者としての保育者の役
割を考える。
(90分)

家庭における社会問題を整理する。
(90分)

3

現代社会における社会福祉の意義　社会福祉とは何か。社会福祉
が目指すもの。社会福祉サービスの利用について考える。

地方自治体は、社会福祉サービスを
どのように広報しているかを調べて
見る。
(90分)

社会福祉の可能性と限界について、
自分なりにまとめる。　(90分)

4

社会福祉の歴史　ヨーロッパにおける社会福祉の成立と我が国の
発展の仕方。アメリカにおける社会福祉と我が国における、制度
論政策論論争。

イギリスの救貧法について調べる。
　(90分)

我が国とアメリカにおける社会風刺
の意味の違いを整理する。
(90分)

9

社会福祉と貧困の問題　生活保護制度について学ぶと共に、今日
の低所得とセイフティーネットの問題を考える。

公的扶助という言葉の意味を調べて
くる。　
(90分)

年収３００万円での生活をシミュ
レーションする。
(90分)

10

地域福祉の推進と利用者保護制度　今日の地域社会の現状と求め
られていることを理解し、利用者保護の制度を概観しインフォー
マルな取り組みについても考える。

地域福祉とは何かを考えてくる。　
(90分)

地域でのネットワーク作りの実際を
取材し、必要性をまとめる。
(90分)

7

社会福祉と障害（児）者の問題　障害（児）者にとって生きやす
い社会とはを「障害者総合支援法」を基に考える。

障害者総合支援法を読んでくる。
(90分)

障害のある人にとっての制度上での
課題をまとめる。
(90分)

8

社会福祉と高齢者福祉の問題　高齢社会の実態をしり、介護保健
法の内容を理解する中からその在り方を考える。
グループで討議を行い、代表が要旨を発表する。（グループワー
ク）

高齢者の社会問題を取材する。　
(90分)

介護保険の課題を整理する。
(90分)

11

社会福祉の担い手と専門職制度　 社会福祉の従事者とその専門
性を知り、求められる業務や責務専門職としての在り方を考え
る。

守秘義務について調べてくる。
　(90分)

ネットワークを阻害するのは何かを
考える。
(90分)

12

社会福祉援助技術とは何か　社会福祉援助の方法論を理解し人間
存在として関わることの重要性を学ぶ。

カウンセリングとケースワークの違
いを調べてくる。　
(90分)

保育者の専門的態度についてまとめ
る。
(90分)
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13

日本の社会福祉制度　　社会保障制度と社会福祉の関係を知ると
共に社会保障が今日どのようにとらえたれているかを考える。

社会保険のパンフレットを集め内容
を調べる。
(90分)

年金制度の課題を整理する。
(90分)

14

社会福祉の動向と課題　　社会福祉の理念の変遷と国家財政との
関係。行政の分権化やこれまで培ってきた仕組みとこれからの社
会福祉の在り方について考える。

テキストを読んでおく。
(90分)

身近な社会福祉課題を対象にしてそ
の課題をまとめてみる。
(90分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート80％、リアクションペーパー10％、授業参加状況10％

15

まとめ  　仕組みとしての「社会福祉」と実施するうえでの考え
方としての「社会福祉」について自分なりにまとめる事ができる
よう。

社会福祉の自己課題を準備して授業
に参加する。(90分)

これまでの学びをまとめ、レポート
として提出する。
(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

常日頃より社会福祉や社会問題について関心を寄せていることが求められる。

備考欄

その他 0 なし

教科書

改訂現代の社会福祉　鈴木幸雄編著　中央法規出版

参考文献

社会福祉の制度と課題    井村圭壯・武藤大司編著　学文社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10333011 こども家庭福祉 2252 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・子どもたちが生活している様々な問題の現状を説明できる。
・国連児童の権利条約の意義と権利保障の歴史的展開を説明できる。
・子ども家庭福祉に関する法律・制度・福祉施設の種類と機能について説明できる。
・子ども家庭福祉におけるサービスの種類の現状と課題について説明できる。
・子ども家庭福祉の専門職としての保育士の役割について説明できる。

授業の方法

配布印刷物等とテキストを用いて講義形式で行う。一部に、映像視聴による補足を行い、理解度の確認を含めてリアクションペーパー等を
使用する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 鈴木　幸雄

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることが
できる」と関連する科目である。
また、保育・教育の基礎的な専門知識を身に付けるための専門基礎科目である。こども家庭福祉の理念やこどもが置かれている現状を社会
構造的に理解することで、「社会福祉」や「社会的養護Ⅰ・Ⅱ」「こども家庭支援論」「子育て支援」等の基盤となる科目である。

授業の概要

この授業では、子どもやその子どもが生活している家庭に生起している様々な問題に対応するための理念・制度・方法などを学ぶ。子ども
や家庭を取り巻く環境について理解するとともに児童虐待・不登校・非行・情緒障がい・里親制度・ひとり親家庭など身近な問題と解決策
を考える。
授業の内容としては、子どもを取り巻く現状、こども家庭福祉の意義とその歴史的展開・法律制度・児童福祉施設と関係機関等、子どもや
家庭に関する幅広い内容となる。

1

オリエンテーション
・授業の概要と目的　　・授業の到達目標　　・授業計画と予
習・復習・使用教科書　　・成績評価の方法
児童家庭福祉とはなにか。

児童家庭福祉に関連しそうな記事に
目を通しておくこと。(90分)

児童家庭福祉に関連する事をまとめ
ておくこと。(90分)

2

子どもを取り巻く現状
現代家族の特徴～少子化・核家族化・未婚化・晩婚化・ひとり親
家庭の増加
【キーワード】児童福祉法

教科書「第1章　児童と家庭を取り
巻く現状」を読んでおくこと。(90
分)

子どもを取り巻く現状についてまと
めておくこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

社会福祉施設において児童指導員の勤務経験があり、社会福祉・こども家庭福祉・社会的養護について知識を有している。この経験を活か
して教育を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出物等の返却の際に、解説を加える。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

児童家庭福祉の制度と法体系
児童福祉法と児童家庭福祉に関係するほかの法律について。
【キーワード】児童福祉法

教科書「第4章児童家庭福祉の制度
と法体系について」読んでおくこ
と。(90分)

児童福祉法の体系と児童家庭福祉に
関する様々な法律や手当についてま
とめておくこと。(90分)

6

児童家庭福祉の行財政と児童家庭福祉の実施機関
児童家庭福祉の行財政機関と審議機関と児童家庭福祉を支える機
関について。
【キーワード】児童福祉法

教科書「第5章児童家庭福祉財政と
児童家庭福祉の実施機関について」
読んでおくこと。(90分)

児童家庭福祉の財政と審議機関・事
業等についまとめておくこと。(90
分)

3

子どもの権利
子どもの権利条約が採択されるまでの歴史的経緯と児童福祉施設
の権利擁護の取り組み。
【キーワード】児童の権利に関する条約

教科書　「第2章子どもの権利につ
いて」を読んでおくこと。(90分)

子どもの権利保障の経緯についてま
とめておくこと。(90分)

4

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の歴史と子どもの権利
擁護の変遷について。
【キーワード】児童の権利に関する条約

教科書「第3章児童家庭福祉の歴史
について」を読んでおくこと。(90
分)

欧米・日本の子どもの権利擁護の歴
史と経緯についてまとめておくこ
と。(90分)

7

子育て支援サービスと児童の健全育成
エンゼルプラン～子ども子育て応援プラン～子育て支援サービス
の内容～子どもの健全育成について
【キーワード】子ども・子育て支援法

教科書「第6章子育て支援サービス
と児童の健全育成について」を読ん
でおくこと。(90分)

少子化による様々な対策と子どもの
健全育成施策についてまとめておく
こと。(90分)

8

母子保健サービス
母子保健の理念・サービス実施体系・取り組みについて。
【キーワード】母子保健法

教科書「第7章母子保健サービスに
ついて」を読んでおくこと。(90分)

母子保健の理念・サービスの実施と
体系について・母子保健の取り組み
についてまとめておくこと。(90分)
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9

保育サービス
保育所と待機児童の問題・保育サービスの種類・今後の課題。
【キーワード】子ども・子育て支援法、保育所保育指針

教科書「第8章保育サービスについ
て」を読んでおくこと。(90分)

保育所を取り巻く今日的課題・保育
サービスの種類についてまとめてお
くこと。(90分)

10

児童虐待とDV（ドメスティック・バイオレンス）
児童虐待の現状と対応・DVの現状と対応。
【キーワード】児童虐待の防止等に関する法律、配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護等に関する法律

教科書「第9章児童虐待とドメス
ティック・バイオレンスについて」
を読んでおくこと。(90分)

児童虐待・DVの現状と対応について
まとめておくこと。(90分)

13

障がいのある子どもの福祉(グループワーク)
ノーマライゼーションとは、障害児の定義（身体障害・知的障が
い・発達障がい）・施策。
障がいのある子どもへの支援を考える。
【キーワード】児童福祉法

教科書「第12章障がいのある子ども
の福祉について」を読んでおくこ
と。(90分)

「国際障がい分類」と「国際生活機
能分類」・障がい児の定義・障がい
児への福祉施策についてまとめてお
くこと。(90分)

14

情緒障がい・少年非行(グループワーク)
情緒障がいとは・情緒障がいの要因と背景・対応・少年非行の保
護に係る法制度・非行の要因と背景・対応。
情緒障がい・少年非行についての支援を考える。
【キーワード】少年法、更生保護法

教科書「第13章情緒障がい・少年非
行について」を読んでおくこと。
(90分)

情緒障害の定義と要因背景・対応に
ついて非行少年に係る法制度につい
てまとめておくこと。(90分)

11

社会的養護
社会的養護と要保護児童・施設養護と家庭的養護。
【キーワード】児童福祉法

教科書「第10章社会的養護につい
て」を読んでおくこと。(90分)

社会的養護とは・要保護児童とは施
設養護と家庭的養護についてまとめ
ておくこと。(90分)

12

ひとり親家庭の福祉(グループワーク)
ひとり親家庭の現状と経済的支援。
ひとり親家庭にへの支援を考える。
【キーワード】母子及び父子並びに寡婦福祉法

教科書「第11章ひとり親家庭への福
祉」を読んでおくこと。(90分)

ひとり親家庭の生活現状・経済的支
援サービスについてまとめておくこ
と。(90分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート80％、リアクションペーパー10％、授業参加状況10％

15

児童家庭福祉の専門職
児童福祉施設の携わる専門職・行政機関に携わる専門職・関係す
る機関との連携の必要性。
【キーワード】児童福祉法

教科書「第14章児童家庭福祉の専門
職について」を読んでおくこと。
(90分)

児童に係る専門職の職種名と業務内
容・関係機関との連携の必要性につ
いてまとめておくこと　。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育士をめざす者として必要な科目です。積極的な授業参加を望みます。

備考欄

その他 0 なし

教科書

子ども家庭福祉　「最新保育士養成講座」総括編集委員会編　全国社会福祉協議会

参考文献 児童福祉概論　鈴木幸雄編著　同文書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10500011 知的障がい者の心理・生理・病理 2254 2 1

到達目標

①　「障がい」についての学習を通して、知的障がいを伴う子どもたちが抱える発達課題を理解できる。
②　知的障がいを理解するうえで必要な、心理学的知見について説明することができる。
③　知的障がいを理解するうえで必要な、生理・病理に関する知識を習得できる。
④　①～③の理解のうえに立ち、知的障がい児に対する教育的なかかわりの、基本的な姿勢を身に付けることができる。

授業の方法

　パワーポイント、視聴覚教材及び配布印刷物を用いて、授業を行う。合わせて、個人で学習の振り返りシートを作成し、グループ単位で
学びを確認しあう等の活動を導入する。


ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有
するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と関係する科目である。こども支援にかかわる「もの
の見方、考え方、行動の仕方」を下支えする思考・判断力を身につける、こども支援のための中核的科目である。
　特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修の科目である。知的障がい教育Ⅰ及びⅡの基礎となる。

授業の概要

　この講義では、「障がい」についての知識を通して、知的な遅れのある子どもの生物・神経学的な特性を明学ぶ。また、この特性に対す
る環境の不適切なかかわりあいがひずみとして、累積的に蓄積されるプロセスについて学習し、知的障がい児（者）の抱える心理学的な課
題について理解する。

1

●オリエンテーション
　授業の概要と展開の仕方について理解する。映像資料等を視聴
し、自分の感想を述べることや指定された課題について、グルー
プで討論する活動などが行われることを理解する。

知的障害に関するこれまでの知識や
経験を整理する。（90分）

配付された資料を基に、これからの
授業の見通しをもつ。（90分）

2

  ●知的障がい教育の歴史
　知的障がい概念の変遷を捉えた上で、知的障がい児（者）の歴
史的処遇、知的障がい教育の変遷を理解する。

知的障がいについての疑問や考えを
まとめる。（90 分）

配付プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめる。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

臨床心理士/公認心理師として、発達相談やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー業務に従事した実務経験から、知的障害
者の心理・生理・病理についての基礎的な知識を、総合的に学ぶ授業を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポートにコメントを書き添えてフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

●子どもと家族や周囲の人との関係
　家族や周囲の人との関係が、子どもの発達に大きな影響をもた
らすことを理解する。また、子どもを育てる家族を支える事の意
味について考察する。

知的障がいがあるこどもの家族につ
いて考えを整理する。(90分）

配付プリントを中心に、授業内容に
ついて、まとめる。(90分）

6

●知的障がいの子どもを支える社会制度
　乳幼児検診、就学時健診の意味、医療的ケアや、福祉サービス
の内容を知り、社会制度を理解する。

知的障がいがあるこどもをサポート
する社会資源について調べる。（90
分）

配付プリントを中心に、授業内容に
ついて、まとめる。(90分）

3

 ●知能とは何か
　知的障がいの問題性を考えるにあたって、①低い知的機能、②
適応行動上の問題、③発達期の発症、の3つの側面から理解を深
めていく。また、発達検査を紹介し、知能を理解する枠組を学
ぶ。

知能とは何か、疑問や考えをまとめ
る。（90分）

 配布プリントを中心に、授業内容
について、まとめる。(90分）

4

●知的障がい児のもつ心理・生理・病理の特徴
　「ことばがなかなかおぼえられない」、「物事を記憶しておく
ことができない」などの特性について学習し、障がいのある子ど
もへの理解を深める。

知的障がいがあるこどもの困難につ
いて考えを整理する。(90分）

 配布プリントを中心に、授業内容
について、まとめる。(90分）

9

●支援の視点
　知的障がいがある子どもや家族を支援する立場の人の経験や考
えを知り、支援者の視点を学ぶ。

知的障がいがある人を支援する職業
について調べる。(90分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついて、まとめる。(90分）

7

●第１回～第６回の振り返り①
　視聴覚教材視聴を通して、知能への理解、知的障がい児の心
理・生理・病理の特徴についての知識を整理し、レポートにまと
めて提出する。

これまで配付した資料に目を通して
おく。(90分）　

映像資料視聴後の感想をまとめる。
（90分）

8

●第１回～第６回の振り返り②
　視聴覚教材視聴を通して、知能への理解、知的障がい児の心
理・生理・病理の特徴についての知識を整理し、レポートにまと
めて提出する。

これまで配付した資料に目を通して
おく。(90分）

映像資料視聴後の感想をまとめる。
（90分）
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10

●知的障がいに関連する諸障害①
　ダウン症候群とともにあるこどもと、そのこどもを育てる保護
者の思いや願いについて、事例とともに理解する。

ダウン症候群について調べる。（90
分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついて、まとめる。(90分）

13

●知的障がいに関連する諸障害④
　注意欠如・多動症は、年齢に対して著しく不相応な注意散漫、
多動、衝動性が見られる。視聴覚教材等を活用しながら、理解を
深める。

注意欠如・多動性障害について調べ
る。（90分）

 映像資料視聴後の感想をまとめ
る。(90分）

14

●知的障がいに関連する諸障害⑤
　学習障害は、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能
力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す。視聴覚
教材等を活用しながら理解を深める。

学習障害について調べる。（90分） 配布プリントを中心に、授業内容に
ついて、まとめる。(90分）

11

●知的障がいに関連する諸障害②
　ダウン症候群は、すべて知的障害をもち、また、他の染色体異
常と比べて際立って出現率も高い。視聴覚教材等を活用しなが
ら、さらに理解を深める。

ダウン症候群の合併症について調べ
る。(90分）

映像資料視聴後の感想をまとめる。
(90分）

12

●知的障がいに関連する諸障害③
　自閉スペクトラム症は、社会的コミュニケーションの困難さ
や、興味・関心の偏り、感覚の過敏さなどの、感覚の偏りに特徴
がある。視聴覚教材等を活用しながら、理解を深める。

自閉スペクトラム症について調べ
る。(90分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついて、まとめる。(90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート内容と、学びの定着を確認するテストの点数（70％）
グループ単位の発表活動及び、ディスカッションへの参加の積極性（30％）

15

●まとめ
　この授業についての全体的な内容を振り返り、学びの定着を確
認するテストを行う。

授業で配られた資料を振り返り、学
んだ事を復習する。（90分）

 授業全体を通しての感想及び意見
をまとめる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この講義では、積極的な授業参加態度が求められる。

備考欄

その他 0

教科書

なし。必要な資料はその都度配付する。

参考文献 知的障害の心理学　小池俊英・北島善夫　編著　北大路書房
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10257011 肢体不自由者の心理・生理・病理 2256 2 1

到達目標

１　肢体不自由者の心理･生理・病理の歴史について理解することができる。
２　肢体不自由者の主な起因疾患等について理解することができる。
３　脳性まひや二分脊椎症などの身体の動きとその支援についての概要や補装具の種類などについて、基礎的な知識を身につけることがで
きる。
４　コミュニケーションに関すること、生きること、自立することについて理解することができる。

授業の方法

　パワーポイントと配布資料を用いて、肢体不自由の個々の事例について、演習方式で深める。
　肢体不自由者の多様な実態を映像を通して、まとめる。
　肢体不自由の心理・生理・病理について、アクティブラーニングを取り入れるなどして話し合う。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、遠隔授業を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 木谷　岐子、白幡　知尋

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有
するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と関係する科目である。こども支援にかかわる「もの
の見方、考え方、行動の仕方」を下支えする思考・判断力を身につける、こども支援のための中核的科目である。
　特別支援教育の専門科目であり、特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修の科目である。
　肢体不自由児教育Ⅰ、Ⅱ（２年）の基礎となる。

授業の概要

 　肢体不自由教育の歴史を踏まえ、肢体不自由者の心理・生理・病理について考察するとともに、 肢体不自由の定義やその原因となるさ
まざまな疾患損傷等について学び、通常の運動発達のプロセスや、身体各部位の名称、各関節の機能や運動及び心理について学ぶ。
　さまざまな身体の動きとその支援についての概要や補装具の種類などから、肢体不自由者への対応の基礎的な 知識を視聴覚教材を活用
しながら、パワーポイントと配布印刷物を用いて、講義形式、グループ学習を取り入れ、総合的に学ぶ。

1

●  オリエンテーション（白幡・木谷）
　映像資料視聴を通して、この授業で学ぶ肢体不自由の心理・生
理・病理の概要を知る。

＜準備学習＞肢体不自由児の心理・
生理・病理の状態について調べる。
（90分）

＜事後学習＞映像資料視聴後の感想
をまとめる。（90分）　

2

●   肢体不自由者の主な起因疾病（白幡）
　映像資料視聴を通して、 肢体不自由の原因となる様々な疾患
損傷と視覚障害、病弱等と重複している心理・病理･生理につい
て学ぶ。

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞肢体不自由児の処遇と
教育の歴史についてまとめる。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　歴史的遺跡の発掘調査等における人類学的調査や、養護学校勤務等の経験から、広い視点からの物事の理解を目指す。（白幡知尋）
　臨床心理士/公認心理師として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー業務に従事した実務経験から、肢体不自由者の心
理・生理・病理についての基礎的な知識を、総合的に学ぶ授業を提供する。（木谷岐子）

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポートにコメントを書き添えてフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

●  肢体不自由者の心理・生理・病理を踏まえた教育（白幡）
　映像資料視聴を通して、脳性マヒがあるこどもの心理･生理・
病理を踏まえた、一人一人の発達支援の在り方について理解す
る。

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞映像資料視聴後の感想
をまとめる。（90分）

6

●  身体の動き①（白幡）
　人の身体の動きの発達を、人体の構造と機能の面からから学
ぶ。

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞映像資料視聴後の感想
をまとめる。（90分）

3

●　肢体不自由者の処遇と教育の歴史（白幡）
   多様な肢体不自由者の心理･生理・病理を踏まえた処遇と、全
国・北海道における教育の歴史について学ぶ。

＜準備学習＞肢体不自由者の主な起
因疾病について調べる。（90分）

＜事後学習＞映像資料視聴後の感想
をまとめる。（90分）

4

● 肢体不自由教育の現状（白幡）
　現行の特別支援教育の在り方と、重度・重複化、多様化する児
童・生徒の実態に対応する医療的ケアについて学ぶ。
　 

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞医療的ケアの実態につ
いてまとめる。（90分）

7

●  身体の動き②（白幡）
　映像資料視聴を通して車椅子の選び方・機能、義肢、装具、歩
行器等、多様化する実態に対応した補装具の在り方について学
ぶ。

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞映像資料視聴後の感想
をまとめる。（90分）
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9

●  バリアフリーと心のバリアフリーについて②（木谷）
　映像資料視聴を通して、重い障がいと共にある人が地域で生活
することの困難と、そのことの意義について考える。

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞映像資料視聴後の感想
をまとめる。（90分）

10

● 障がいと共に生きる①（木谷）
　少人数のグループに分かれ、パラリンピックスポーツを調べる
ためのオリエンテーションをおこなう。グループ活動の日程、活
動の内容、到達目標を確認する。グループ内で役割分担をする。

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞自分が割り当てられた
障がい者スポーツについて調べる
（90 分）

8

●  バリアフリーと心のバリアフリーについて①（木谷）
　映像資料視聴を通して、重い障がいと共にある人が地域で生活
することの困難について考える。

＜準備学習＞映像から学んだことを
話し合う。（90分）

＜事後学習＞映像資料視聴後の感想
をまとめる。（90分）　

13

● 障がいと共に生きる④（木谷）
　パラリンピックスポーツを調べたグループごとに、調べたこと
を発表し、そのスポーツの魅力や選手の魅力を伝え合う。

＜準備学習＞自分が割り当てられた
障がい者スポーツの魅力を伝えられ
る発表となっているか交流しあう
（90分）

＜事後学習＞他のグループの発表に
対する感想をまとめる。（90分）

14

● 障がいと共に生きる⑤（木谷）
　パラリンピックスポーツを調べたグループごとに、調べたこと
を発表し、そのスポーツの魅力や選手の魅力を伝え合う。

＜準備学習＞他のグループの発表に
対する感想を交流する。（90分）

＜事後学習＞他のグループの発表に
対する感想をまとめる。（90分）

11

● 障がいと共に生きる②（木谷）
　少人数のグループに分かれ、パラリンピックスポーツを調べ
る。スポーツの発症、ルール、注目選手をプレゼンテーション用
のスライドにまとめていく。


＜準備学習＞自分が割り当てられた
障がい者スポーツについて調べたこ
とを話し合う。（90分）

＜事後学習＞自分が割り当てられた
障がい者スポーツについて工夫して
まとめる（90分） 

12

● 障がいと共に生きる③（木谷）
　少人数のグループに分かれ、パラリンピックスポーツを調べ
る。スポーツの発症、ルール、注目選手についてまとめたスライ
ドを確認し、発表の仕方を考える。

＜準備学習＞自分が割り当てられた
障がい者スポーツについて工夫して
まとめたことを交流する（90分）

＜事後学習＞自分が割り当てられた
障がい者スポーツの魅力が伝わる発
表となるよう練習する（90分）　

定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート内容と、学びの定着を確認するテストの点数（70％）
グループ単位の発表活動及び、ディスカッションへの参加の積極性（30％）

15

●  まとめ（白幡・木谷）
   この授業についての全体的な内容を振り返り、学びの定着を
確認するテストを行う。

＜準備学習＞講義で配られた資料を
振り返り、学んだ事を復習する。
（90分）

＜事後学習＞肢体不自由者の真摯な
生き方などについてまとめる。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この講義では、積極的な授業参加態度が求められる。

備考欄

その他 0

教科書 必要な資料はその都度配付する。

参考文献

特別支援学校学習指導要領　特別支援学校学習指導要領解説自立活動編　文部科学省
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10665011 病弱者の心理・生理・病理 2258 2 1

到達目標

①　病弱児である幼児児童生徒の多様な心理・生理・病理を修得することができる。
②　病弱児である幼児児童生徒の特徴や状態に対応した指導の在り方を説明することができる。
③　病弱児である幼児児童生徒の指導における関係機関との連携の在り方を配慮することができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて、病弱児の多様な事例について、演習方式で深める。
病弱児の多様な実態を視聴覚教材視聴を通して学び、まとめる。
病弱児の特徴や心理・生理・病理の理解を目的に、アクティブラーニング型の授業（全５回）を展開する。



ＩＣＴ活用

パソコンなどを活用し、発表や討論の資料づくりを行う。また、Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、遠隔授業
を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有
するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と関係する科目である。こども支援にかかわる「もの
の見方、考え方、行動の仕方」を下支えする思考・判断力を身につける、こども支援のための中核的科目である。
　特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修の科目である。特別支援教育総論（２年）、病弱教育（４年の基礎となる。

授業の概要

   病弱児は、その障害の特性上、病院に併設された特別支援学校や特別支援学級、または訪問教育等を受けながら病院に入院している幼
児児童生徒が中心であり、小児がん、心身症、筋ジストロフィー、アレルギー疾患、腎臓疾患、心臓疾患、てんかんなどの病気の状態が継
続して、医療または生活規制を必要とする程度のものであることから、これら幼児児童生徒の病理・生理・心理について理解を深め、その
ことがもたらす困難さに対応する方法等を学ぶ。

1

●オリエンテーション　
　病弱者の心理・生理・病理について、その全体像を説明し、て
んかん、小児がん、筋ジストロフィ ー、不登校などの概略にふ
れ、15回の授業内容を具体的に説明する。

＜準備学習＞病弱者の全体像につい
て調べる。(90分）

＜事後学習＞配付された資料を基
に、これからの授業の見通しをも
つ。（90分）

2

●院内学級に通うこどもたち
　病気のある児童生徒が学んでいる関係機関と病弱教育の仕組み
や制度について学ぶ。視聴覚教材等を活用しながら理解を深め、
児童生徒や、教師の言葉から、その心情の理解を深める。

＜準備学習＞院内学級について調べ
る。（90分）

＜事後学習＞視聴覚教材視聴後の感
想をまとめる（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

臨床心理士/公認心理師として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー業務に従事した実務経験から、病弱者の心理・生
理・病理についての基礎的な知識を、総合的に学ぶ授業を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。また、グループ課題に対しては、グループごとに指
導・助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

●てんかんの心理・生理・病理
 　てんかんは、脳機能不全による慢性疾患で、脳のニューロン
の過剰な放電に由来する反復性の発作を主徴とし、その発作は、
多種多様な所見を伴う。発作が起こる不安を抱えつつ生活する、
児童生徒の心理・生理・病理について、視聴覚教材等を活用して
理解を深め、困難さに対応する方法等を学ぶ。

＜準備学習＞てんかんについて調べ
る。（90分）

＜事後学習＞てんかんについて学ん
だことをまとめる。（90分）

3

●糖尿病の心理・生理・病理
  糖尿病は、血糖値が高くなり、尿糖が出現し、数年以上の経過
で高血糖による血管を中心にした全身の障害に進行する。近年、
小児糖尿病も出現し、これらの児童生徒の心理・生理・病理につ
いて、視聴覚教材等を活用して理解を深め、困難さに対応する方
法等を学ぶ。

＜準備学習＞糖尿病について調べ
る。（90分）

＜事後学習＞糖尿病について学んだ
ことをまとめる。（90分）

4

●気管支喘息 の心理・生理・病理
  気管支喘息は、笛声喘鳴を伴う、呼気性呼吸困難を繰り返す疾
患であり、アレルギー、自律神経の異常、心理的要因、空気汚染
など多くの要因が原因や誘因となる。児童生徒の心理・生理・病
理について理解を深め、対応する方法等を学ぶ。

＜準備学習＞気管支喘息について調
べる。（90分）

＜事後学習＞気管支喘息について学
んだことをまとめる。（90分）
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6

●小児がんの心理・生理・病理
　小児がん（小児悪性腫瘍）には、白血病、脳腫瘍、神経芽腫、
悪性リンパ腫などがあり、小児がんの児童生徒の生理・病理につ
いて、視聴覚教材等を活用しながら理解を深め、困難さに対応す
る方法等を学ぶ。

　＜準備学習＞視聴覚教材から学ん
だことを話し合う。（90分）

＜事後学習＞視聴覚教材視聴後の感
想をまとめる（90分）

9

●不登校の心理・生理・病理
　年間30日以上、学校を欠席した不登校児童生徒は、13万人以上
おり、どの子どもにも、どこの学校でも起こりうる。不登校児童
生徒の心理・生理・病理について、視聴覚教材等を活用しながら
理解を深め、その困難さに対応する方法等を学ぶ。

＜準備学習＞不登校について調べ
る。（90分）

＜事後学習＞不登校について学んだ
ことをまとめる。（90分）

10

●病弱者の心理・生理・病理に対する課題の発見
　これまでの9回の授業で学んだ、小児がん、てんかん、気管支
喘息、糖尿病、腎臓疾患、筋ジストロフィー、不登校等の心理・
生理・病理に対して、各自がより詳しく調べてみたいこと、解決
したい疑問等を見つけ出す作業を行う。調べる対象が一致した者
同士で、5名前後のグループを編成する。

＜準備学習＞これまで学んできた内
容を振り返り、特に印象に残ってい
る内容を絞る。（90分）

＜事後学習＞各自が発見した課題の
解決方法を考える。（90分）

7

●腎臓疾患の心理・生理・病理
　腎臓疾患のうち腎炎とネフローゼ症候群等を取り上げ、これら
の児童生徒の心理・生理・病理について、視聴覚教材等を活用し
て理解を深め、そのことがもたらす困難さに対応する方法等を学
ぶ。

＜準備学習＞腎臓疾患について調べ
る。（90分）

＜事後学習＞腎臓疾患について学ん
だことをまとめる。（90分）

8

●筋ジストロフィーの心理・生理・病理
　筋原性委縮疾患には、進行性筋ジストロフィー、先天性筋ジス
トロフィー、神経原生筋委縮性疾患のウェルドニヒホフマン病等
があり、これらの児童生徒の生理・病理について、視聴覚教材等
を活用して理解を深め、困難さに対応する方法等を学ぶ。

＜準備学習＞筋ジストロフィーにつ
いて調べる。（90分）

＜事後学習＞筋ジストロフィーにつ
いて学んだことをまとめる。（90
分）

13

●病弱者の心理・生理・病理に対する理解と表現
　調べる対象が一致した者同士で編成したグループ内で、各自の
調査の進捗状況を確認し合う。行き詰まりを抱えるメンバーがい
れば、解決方法をメンバー全員で考える。さらに、ポスターセッ
ションにむけての表現方法を話合い、見通しができたグループか
ら、指導教員に報告。表現活動準備へと展開する。

＜準備学習＞各自が調査した内容を
どのように表現するか、考える。
（90分）

＜事後学習＞表現の精度を高める。
（90分）

14

●病弱者の心理・生理・病理に対する理解と表現の深化
　調べる対象が一致した者同士で編成したグループごとに、ポス
ターを発表し、ディスカッションを行う。それと同時に、他のグ
ループの発表を聞いて理解を深める。

＜準備学習＞ポスターセッションに
向けて準備する。（90分）

＜事後学習＞自分のグループの発表
や他のグループの発表についての感
想をまとめる（90分）

11

●病弱者の心理・生理・病理に対する課題の解決①
　調べる対象が一致した者同士で編成したグループ内で、各自が
より詳しく調べてみたいこと、解決したい疑問等を伝え合い、そ
れぞれの課題を解決する方法について、意見を交換する。課題解
決方法の見通しができたグループから、指導教員に報告し、調査
活動へと展開する。

＜準備学習＞各自の課題や解決方法
について話し合う。（90分）

＜事後学習＞各自の課題の解決に向
けて調査を進める。（90分）

12

●病弱者の心理・生理・病理に対する課題の解決②
　調べる対象が一致した者同士で編成したグループ内で、各自の
調査の進捗状況を確認し合う。行き詰まりを抱えるメンバーがい
れば、解決方法をメンバー全員で考える。課題解決方法の見通し
ができたグループから、指導教員に報告し、再度調査活動へと展
開する。

＜準備学習＞各自の調査の進捗状況
を話し合う。（90分）

＜事後学習＞各自の課題の解決に向
けて調査を進める。（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート内容と、学びの定着を確認するテストの点数（70％）
グループ単位の発表活動及び、ディスカッションへの参加の積極性（30％）

15

●まとめ 
   この授業についての全体的な内容を振り返り、学びの定着を
確認するテストを行う。

＜準備学習＞講義で使用した資料を
振り返り、学んだ事を確認する。
（90分）

＜事後学習＞授業全体を通しての感
想及び意見をまとめる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0
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履修条件・留意
事項等

この講義では、積極的な授業参加態度が求められる。

備考欄

教科書 必要な資料はその都度配付する。

参考文献 特別支援学校学習指導要領　文部科学省
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10324011 視覚・聴覚障がい者の心理・生理・病理 2260 1 1

到達目標

 ①　視覚障がい児及び聴覚障がい児の心理特性とその発達、視覚器及び聴覚器の構造と機能、視覚障がい及び聴覚障がいに係る疾患につ
いて説明することができる。
②　視覚障がい及び聴覚障がいの状態や程度を調べる検査法などの基礎的知識・技能等について説明することができる。

授業の方法

パワーポイントおよび配布物を用いて、授業内容に合わせて講義形式やアクティブラーニングの手法を取り入れた演習方式で進めていく。
次時の予告をするなどしながら、教科書等を中心に授業内容の確認・整理に努める。
フィードバックとしてレポートにコメント等を返す。

ＩＣＴ活用

パワーポイント等を活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいに係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流できる場
面を設定する。　
　

後期

教員氏名 児玉　稔、佐藤　靖典

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長･発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につける【知識･技能】」ことと関係する科目である。 
専門基礎科目のこども支援分野であり、卒業必修である。また、保育士資格取得希望者は、選択必修、特別支援学校教諭免許取得希望者
は、必修である。
特別支援教育総論(２年)、視覚・聴覚障がい教育(３年)の基礎となる。

授業の概要

   本授業は、特別支援教育に関する視覚障がい児及び聴覚障がい児の心理、生理及び病理に関する科目として、視覚障害がい及び聴覚障
がい児の定義と分類、視覚器及び聴覚器の構造・機能・疾患と見えや聞こえの仕組み、視覚障がい児の空間概念や触覚の特性、視覚障がい
及び聴覚障がいの状況や程度に関する検査法などについての基礎的知識について身につける。

1

＜テーマ＞「聴覚障がいの特性」　
 　講義予定、評価等について説明する。
 　聴覚障がいによる困難、聴覚障がいの分類、教育における聴
覚障がいへの配慮の説明をとおし、聴覚障がいの理解と配慮につ
いて学ぶ。
（佐藤靖）

本講義のシラバス及び授業内容につ
いて確認する。
（９０分）

聴覚障がいの概要についてまとめ
る。
（９０分）

2

＜テーマ＞「聴覚活用」
    聴覚活用の意義、聴能の発達傾向を踏まえ、聴覚学習の基本
を学ぶ。また、補聴器や人工内耳の基本と聴力測定の概要につい
て学ぶ。  (佐藤靖)


資料等を中心に、事前に授業に関わ
る事項を調べる。
（９０分）

配布資料及び教科書などにより、授
業内容についてまとめる。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

盲学校及び聾学校での勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介など、より具体的でわかりやすい
授業を行う。また、保護者や関係機関との連携についても勤務経験を活かした授業を行う。
　
　

課題に対する
フィードバック

の方法

振り返りのミニレポートなどによる理解度の確認を行う。また、全体にフィードバックした方がよい内容については、回収後に解説を行
う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜テーマ＞「視覚障がいと認知の概要」
　講義予定、教科書、評価等について説明する。視覚障がいの定
義や眼球の構造と機能及び主要眼疾患の概要、視覚情報の認知に
ついて解説し視覚障がいについての理解を深める。(児玉)

本講義内容について確認し、教科書
を中心に、次回の授業内容に関わる
箇所を事前に調べる。
（９０分）

配布資料及び教科書などにより、授
業内容についてまとめる。
（９０分）


3

＜テーマ＞「コミュニケーションの方法とその歴史」
　音声や手話などのコミュニケーションの方法について理解する
とともに、歴史的な理解も深める。(佐藤 靖)

資料等を中心に、事前に授業に関わ
る事項を調べる。
（９０分）

配布資料及び教科書などにより、授
業内容についてまとめる。
（９０分）

4

<テーマ>「ろう文化、手話」
　「聴者の文化」に対し、「ろう者の文化」の主張がある。「ろ
う文化」とその中心的な位置を占める「手話」について、理解を
深める。
（佐藤 靖）

資料等を中心に、事前に授業に関わ
る事項を調べる。
（９０分）

配布資料及び教科書などにより、授
業内容についてまとめる。
（９０分）
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6

＜テーマ＞「眼疾患と視覚管理及び視機能と検査法」
   眼疾患に対応した視覚管理のあり方や視力について考え、視
力や視野等の視機能の各種検査法について解説する。また、全盲
児に必要な点字についてグループごとに考える。(児玉)

教科書を中心に、次回の授業に関わ
る箇所を事前に調べる。（９０分）

配布資料などにより、授業内容につ
いてまとめる。
（９０分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

＜テーマ＞「視覚障がい児の発達と空間認知」
    全盲児から弱視児までの視覚状況と知能発達の関係を考え、
触察や触読の能力や空間認知の仕方などについての特性を理解す
る。(児玉)

教科書を中心に、次回の授業に関わ
る箇所を事前に調べる。（９０分）

配布資料などにより、授業内容につ
いてまとめる。
（９０分）

8

＜テーマ＞「ロービジョン児の見え方及び視覚支援」
   弱視児の見え方を理解し、生活や学習の中での困難を考え
る。障がいを改善・克服するための支援器具としての視覚補助具
等について白杖や映像などを使って紹介する。
聴覚障がいと視覚障がいについて学んだ振り返りと成果につい
て、まとめのテストを実施する。
 (児玉・佐藤　靖)

教科書を中心に、事前に授業に関わ
る事項を調べる。
併せて、まとめのテストに向けて視
覚・聴覚の全体の学習内容について
確認する。（９０分）

配布資料などにより、授業内容につ
いてまとめる。
まとめのテストを振り返り、授業内
容についてまとめる。 
  （９０分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験

0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出（２０％）授業への参加態度（２０％）授業内での発表状況（１５％）レポート提出(１５％)
８回目にまとめのテストを実施する（３０％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

卒業必修
保育士資格取得希望者は選択必修
特別支援学校教諭免許取得希望者は必修

備考欄

その他 0

教科書

新・視覚障害教育入門
青柳まゆみ・鳥山由子 編著
ジアーズ教育出版



参考文献

視覚・聴覚・言語障害児の医療・療育・教育　改訂２版
監修 篠田達明
金芳堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10346011 障がい児保育I（1組） 2262 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・障がいや特別な配慮を必要とする子どもの特徴について説明ができる。
・保育実践において障がいや特別な配慮を必要とする子どもへ配慮ができる。
・障がいや特別な配慮を必要とする子どもを含めた保育実践を計画することができる。
・障がいや特別な配慮を必要とする子どもへのかかわりについて工夫することができる。

授業の方法

基本的にはグループ学習、グループワーク、プレゼンテーションをセットにして実施する。
調査後、発表を行い全体で内容を共有する。
講義に関しては板書とパワーポイントなどを使用して進める。

ＩＣＴ活用 Googleクラスルームを活用し、課題の提出やそれに対するフィードバックを行う。

前期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障害を有するこど
もについての基本的な知識を身につける」と特に関係する科目である。
「障がい児保育Ⅱ｣、「重複障がい教育総論」に関連する科目である。

授業の概要

保育所、幼稚園、認定こども園などで保育者が対峙するであろう障がいのある子を含めた「配慮が必要な子ども」をどのように理解し、そ
れを踏まえどのように対応していくのかを思考するための力を身につける。

1

授業の概要
授業の進め方、こちらが望む授業態度、科目を通しての到達目標
などを説明。

障がい児保育の概要を調べておくこ
と。(25分)

障がい児保育についてまとめておく
こと。(20分)

2

障がいの概念と歴史的変遷について：グループ学習
障がいの概念と歴史的変遷について調べる。

障がいの概念や歴史についての文献
を探しておくこと。(25分)

障がいの概念や歴史についてまとめ
ておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

障害者施設や発達支援センターでの勤務経験があり、幼稚園や保育園への訪問をしていた経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、各グループの発表に対してコメントをします

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解：グループ学習
地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解について調べる。

地域社会への参加・包容及び合理的
配慮についての文献を探しておくこ
と。(25分)

地域社会への参加・包容及び合理的
配慮についてまとめておくこと。
(20分)

6

地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解：グループワーク
地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解についてまとめ、
プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

3

障がいの概念と歴史的変遷について：グループワーク
障がいの概念と歴史的変遷についてまとめ、プレゼンの準備をす
る。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

4

障がいの概念と歴史的変遷について：プレゼンテーション
障がいの概念と歴史的変遷についてそれぞれのグループでまとめ
たことを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 障がいの概念や歴史について振り返
ること。(20分)

9

発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合
い：グループワーク
発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
ついてまとめ、プレゼンの準備をする。

配布資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

7

地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解：プレゼンテー
ション
地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解についてそれぞれ
のグループでまとめたことを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 地域社会への参加・包容及び合理的
配慮について振り返ること。(20分)

8

発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合
い：グループ学習
発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
について知る。

発達を促す生活や遊びの環境につい
て文献を探しておくこと。(25分)

発達を促す生活や遊びの環境につい
てまとめておくこと。(20分)
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10

発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合
い：プレゼンテーション
発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
についてそれぞれのグループでまとめたことを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 発達を促す生活や遊びの環境につい
て振り返ること。(20分)

13

視覚・聴覚・言語障害について：プレゼンテーション
視覚・聴覚・言語障害にはどのような特徴などがあり、クラスな
どに在籍していた場合、どのような対応、配慮をするべきなのか
などを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 視覚・聴覚・言語障害について振り
返ること。(20分)

14

指導計画及び個別支援計画の作成：講義
指導計画や個別支援計画について知り、実際に作成をしてみる。

障害児保育についての配布資料を読
み、情報収集すること。(25分)

実習に向け、障害児保育について振
り返ること。(20分)

11

視覚・聴覚・言語障害について：グループ学習
視覚・聴覚・言語障害にはどのような特徴や診断基準、対応など
があるのか等について知る。

視覚・聴覚・言語障害についての文
献を探しておくこと。(25分)

視覚・聴覚・言語障害についてまと
めておくこと。(20分)

12

視覚・聴覚・言語障害について：グループワーク
視覚・聴覚・言語障害にはどのような特徴や診断基準、具体的な
対応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 プレゼンテーションの内容(80)、提出物（10）など

15

まとめ：障がい児保育についてのまとめ
障がい特性などを踏まえて、実際にどのように保育を展開してい
くのか考える。

授業内容を振り返る。(25分) 障がい児保育についてまとめてお
く。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この授業は、障がい児保育Ⅱと連動した授業になる。

備考欄

その他 10 グループワークなどに対する取り組む姿勢（参加度、貢献度など）

教科書 特に指定なし

参考文献

「気になる子」と言わない保育ーこんなときどうする？考え方と手だて／赤木和重・岡村由紀子／ひとなる書房 子どものねがい・子ども
のなやみ乳幼児の発達と子育て〈改訂増補版〉／白石正久／クリエイツかもがわ
特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営: 教える保育からともに学ぶ保育へ ／松井剛太／中央法規
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10346012 障がい児保育I（2組） 2262 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・障がいや特別な配慮を必要とする子どもの特徴について説明ができる。
・保育実践において障がいや特別な配慮を必要とする子どもへ配慮ができる。
・障がいや特別な配慮を必要とする子どもを含めた保育実践を計画することができる。
・障がいや特別な配慮を必要とする子どもへのかかわりについて工夫することができる。

授業の方法

基本的にはグループ学習、グループワーク、プレゼンテーションをセットにして実施する。
調査後、発表を行い全体で内容を共有する。
講義に関しては板書とパワーポイントなどを使用して進める。

ＩＣＴ活用 Googleクラスルームを活用し、課題の提出やそれに対するフィードバックを行う。

前期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障害を有するこど
もについての基本的な知識を身につける」と特に関係する科目である。
「障がい児保育Ⅱ｣、「重複障がい教育総論」に関連する科目である。

授業の概要

保育所、幼稚園、認定こども園などで保育者が対峙するであろう障がいのある子を含めた「配慮が必要な子ども」をどのように理解し、そ
れを踏まえどのように対応していくのかを思考するための力を身につける。

1

授業の概要
授業の進め方、こちらが望む授業態度、科目を通しての到達目標
などを説明。

障がい児保育の概要を調べておくこ
と。(25分)

障がい児保育についてまとめておく
こと。(20分)

2

障がいの概念と歴史的変遷について：グループ学習
障がいの概念と歴史的変遷について調べる。

障がいの概念や歴史についての文献
を探しておくこと。(25分)

障がいの概念や歴史についてまとめ
ておくこと。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

障害者施設や発達支援センターでの勤務経験があり、幼稚園や保育園への訪問をしていた経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、各グループの発表に対してコメントをします

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解：グループ学習
地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解について調べる。

地域社会への参加・包容及び合理的
配慮についての文献を探しておくこ
と。(25分)

地域社会への参加・包容及び合理的
配慮についてまとめておくこと。
(20分)

6

地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解：グループワーク
地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解についてまとめ、
プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

3

障がいの概念と歴史的変遷について：グループワーク
障がいの概念と歴史的変遷についてまとめ、プレゼンの準備をす
る。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

4

障がいの概念と歴史的変遷について：プレゼンテーション
障がいの概念と歴史的変遷についてそれぞれのグループでまとめ
たことを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 障がいの概念や歴史について振り返
ること。(20分)

9

発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合
い：グループワーク
発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
ついてまとめ、プレゼンの準備をする。

配布資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

7

地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解：プレゼンテー
ション
地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解についてそれぞれ
のグループでまとめたことを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 地域社会への参加・包容及び合理的
配慮について振り返ること。(20分)

8

発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合
い：グループ学習
発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
について知る。

発達を促す生活や遊びの環境につい
て文献を探しておくこと。(25分)

発達を促す生活や遊びの環境につい
てまとめておくこと。(20分)
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10

発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合
い：プレゼンテーション
発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
についてそれぞれのグループでまとめたことを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 発達を促す生活や遊びの環境につい
て振り返ること。(20分)

13

視覚・聴覚・言語障害について：プレゼンテーション
視覚・聴覚・言語障害にはどのような特徴などがあり、クラスな
どに在籍していた場合、どのような対応、配慮をするべきなのか
などを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 視覚・聴覚・言語障害について振り
返ること。(20分)

14

指導計画及び個別支援計画の作成：講義
指導計画や個別支援計画について知り、実際に作成をしてみる。

障害児保育についての配布資料を読
み、情報収集すること。(25分)

実習に向け、障害児保育について振
り返ること。(20分)

11

視覚・聴覚・言語障害について：グループ学習
視覚・聴覚・言語障害にはどのような特徴や診断基準、対応など
があるのか等について知る。

視覚・聴覚・言語障害についての文
献を探しておくこと。(25分)

視覚・聴覚・言語障害についてまと
めておくこと。(20分)

12

視覚・聴覚・言語障害について：グループワーク
視覚・聴覚・言語障害にはどのような特徴や診断基準、具体的な
対応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 プレゼンテーションの内容(80)、提出物（10）など

15

まとめ：障がい児保育についてのまとめ
障がい特性などを踏まえて、実際にどのように保育を展開してい
くのか考える。

授業内容を振り返る。(25分) 障がい児保育についてまとめてお
く。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この授業は、障がい児保育Ⅱと連動した授業になる。

備考欄

その他 10 グループワークなどに対する取り組む姿勢（参加度、貢献度など）

教科書 特に指定なし

参考文献

「気になる子」と言わない保育ーこんなときどうする？考え方と手だて／赤木和重・岡村由紀子／ひとなる書房 子どものねがい・子ども
のなやみ乳幼児の発達と子育て〈改訂増補版〉／白石正久／クリエイツかもがわ
特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営: 教える保育からともに学ぶ保育へ ／松井剛太／中央法規
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10347011 障がい児保育II（1組） 2263 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・保育者として子どもの支援にどのように関わるのかを考えながら、障害の理解と保育の在り方を論じることができる。
・いわゆる「気になる子」の理解と保育を進めるための要点を挙げることができる。
・保育の中で感じられる子どもへの手ごたえや喜びと共に困難さや辛さや切なさなどを知り、支援への姿勢を論じることができる。

授業の方法

基本的にはグループ学習、グループワーク、プレゼンテーションをセットにして実施する。
調査後、発表を行い全体で内容を共有する。
講義に関しては板書とパワーポイントなどを使用して進める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、不断
に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけている」と特に関係する科目であり、こどもの心身の成長・
発達についての全般的な理解に加え、障がいを有するこどもの基本的な知識を身につけることに関係する。
「発達障がい等教育総論」、「障がい児保育Ⅰ」と関連する科目である。

授業の概要

障害により生活のしずらさを持っている幼児に対して、障害特性を理解したうえで、どのように接することが本人や保護者に意味を持つの
か、どのような支援が可能なのかを学ぶ。
障害がい児保育の実際、保護者の思い、保育者の役割、家族支援を学び、障がい児保育が保育の原点であるという考えも吟味して、一人一
人のための発達支援の在り方を学ぶ。

1

授業の概要
授業の進め方、こちらが望む授業態度、科目を通しての到達目標
などを説明。

障がい児保育の概要を調べておくこ
と。(25分)

障がい児保育についてまとめておく
こと。(20分)

2

肢体不自由児について：グループ学習
肢体不自由とはどのような障害なのか特徴や診断基準、適切な対
応などについて知る。

肢体不自由についての文献を探して
おくこと。(25分)

肢体不自由についてまとめておくこ
と。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

障害者施設や発達支援センターでの勤務経験があり、幼稚園や保育園への訪問をしていた経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、各グループの発表に対してコメントをします

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

知的障がい児について：グループ学習
知的障がいについて特徴や診断基準などについて知る。

知的障がい児についての文献を探し
ておくこと。(25分)

知的障がい児についてまとめておく
こと。(20分)

6

知的障がい児について：グループワーク
知的障がいとはどのような障害なのか特徴や診断基準、具体的な
対応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

3

肢体不自由児について：グループワーク
肢体不自由とはどのような障害なのか特徴や診断基準、具体的な
対応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

4

肢体不自由児について：プレゼンテーション
肢体不自由とはどのような障害であり、クラスなどに在籍してい
た場合、どのような対応、配慮をするべきかなどを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 肢体不自由児について振り返るこ
と。(20分)

9

発達障害について：グループワーク
発達障害とはどのような障害なのか特徴や診断基準、具体的な対
応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

配布資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

7

知的障がい児について：プレゼンテーション
知的障がいとはどのような障害であり、クラスなどに在籍してい
た場合、どのような対応、配慮をするべきかなどを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 知的障がい児について振り返るこ
と。(20分)

8

発達障害について：グループ学習
発達障害とはどのような障害なのか特徴や診断基準、適切な対応
などについて知る。

発達障害について文献を探しておく
こと。(25分)

発達障害についてまとめておくこ
と。(20分)
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10

発達障害について③：プレゼンテーション
発達障害とはどのような障害であり、クラスなどに在籍していた
場合、どのような対応、配慮をするべきなのかなどを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 発達障害について振り返ること。
(20分)

13

重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもについて：プレゼンテーション
重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもにはどのような特徴などがあり、クラスなどに在籍して
いた場合、どのような対応、配慮をするべきなのかなどを発表す
る。

プレゼンの準備をすること。(25分) 重症心身障がい児、医療的ケア、そ
の他の特別な配慮を必要とする子ど
もについて振り返ること。(20分)

14

障害児保育の現状：講義
職員間や他機関との連携や保護者に対する理解、交流について

障害児保育についての配布資料を読
み、情報収集すること。(25分)

実習に向け、障害児保育について振
り返ること。(20分)

11

重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもについて：グループ学習
重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもにはどのような特徴や診断基準、対応などがあるのか等
について知る。

重症心身障がい児、医療的ケア、そ
の他の特別な配慮を必要とする子ど
もについての文献を探しておくこ
と。(25分)

重症心身障がい児、医療的ケア、そ
の他の特別な配慮を必要とする子ど
もについてまとめておくこと。(20
分)

12

重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもについて：グループワーク
重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもにはどのような特徴や診断基準、具体的な対応などにつ
いてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 プレゼンテーションの内容(80)、提出物（10）など

15

まとめ：障がい児保育についてのまとめ
障がい特性などを踏まえて、実際にどのように保育を展開してい
くのか考える。

授業内容を振り返る。(25分) 障がい児保育についてまとめてお
く。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この科目は演習科目になるため、授業への積極的な参加を求める。

備考欄

その他 10 グループワークなどに対する取り組む姿勢（参加度、貢献度など）

教科書 特に指定なし

参考文献 随時紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10347012 障がい児保育II（2組） 2263 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・保育者として子どもの支援にどのように関わるのかを考えながら、障害の理解と保育の在り方を論じることができる。
・いわゆる「気になる子」の理解と保育を進めるための要点を挙げることができる。
・保育の中で感じられる子どもへの手ごたえや喜びと共に困難さや辛さや切なさなどを知り、支援への姿勢を論じることができる。

授業の方法

基本的にはグループ学習、グループワーク、プレゼンテーションをセットにして実施する。
調査後、発表を行い全体で内容を共有する。
講義に関しては板書とパワーポイントなどを使用して進める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、不断
に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけている」と特に関係する科目であり、こどもの心身の成長・
発達についての全般的な理解に加え、障がいを有するこどもの基本的な知識を身につけることに関係する。
「発達障がい等教育総論」、「障がい児保育Ⅰ」と関連する科目である。

授業の概要

障害により生活のしずらさを持っている幼児に対して、障害特性を理解したうえで、どのように接することが本人や保護者に意味を持つの
か、どのような支援が可能なのかを学ぶ。
障害がい児保育の実際、保護者の思い、保育者の役割、家族支援を学び、障がい児保育が保育の原点であるという考えも吟味して、一人一
人のための発達支援の在り方を学ぶ。

1

授業の概要
授業の進め方、こちらが望む授業態度、科目を通しての到達目標
などを説明。

障がい児保育の概要を調べておくこ
と。(25分)

障がい児保育についてまとめておく
こと。(20分)

2

肢体不自由児について：グループ学習
肢体不自由とはどのような障害なのか特徴や診断基準、適切な対
応などについて知る。

肢体不自由についての文献を探して
おくこと。(25分)

肢体不自由についてまとめておくこ
と。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

障害者施設や発達支援センターでの勤務経験があり、幼稚園や保育園への訪問をしていた経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、各グループの発表に対してコメントをします

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

知的障がい児について：グループ学習
知的障がいについて特徴や診断基準などについて知る。

知的障がい児についての文献を探し
ておくこと。(25分)

知的障がい児についてまとめておく
こと。(20分)

6

知的障がい児について：グループワーク
知的障がいとはどのような障害なのか特徴や診断基準、具体的な
対応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

3

肢体不自由児について：グループワーク
肢体不自由とはどのような障害なのか特徴や診断基準、具体的な
対応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

4

肢体不自由児について：プレゼンテーション
肢体不自由とはどのような障害であり、クラスなどに在籍してい
た場合、どのような対応、配慮をするべきかなどを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 肢体不自由児について振り返るこ
と。(20分)

9

発達障害について：グループワーク
発達障害とはどのような障害なのか特徴や診断基準、具体的な対
応などについてまとめ、プレゼンの準備をする。

配布資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

7

知的障がい児について：プレゼンテーション
知的障がいとはどのような障害であり、クラスなどに在籍してい
た場合、どのような対応、配慮をするべきかなどを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 知的障がい児について振り返るこ
と。(20分)

8

発達障害について：グループ学習
発達障害とはどのような障害なのか特徴や診断基準、適切な対応
などについて知る。

発達障害について文献を探しておく
こと。(25分)

発達障害についてまとめておくこ
と。(20分)

- 147 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

10

発達障害について③：プレゼンテーション
発達障害とはどのような障害であり、クラスなどに在籍していた
場合、どのような対応、配慮をするべきなのかなどを発表する。

プレゼンの準備をすること。(25分) 発達障害について振り返ること。
(20分)

13

重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもについて：プレゼンテーション
重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもにはどのような特徴などがあり、クラスなどに在籍して
いた場合、どのような対応、配慮をするべきなのかなどを発表す
る。

プレゼンの準備をすること。(25分) 重症心身障がい児、医療的ケア、そ
の他の特別な配慮を必要とする子ど
もについて振り返ること。(20分)

14

障害児保育の現状：講義
職員間や他機関との連携や保護者に対する理解、交流について

障害児保育についての配布資料を読
み、情報収集すること。(25分)

実習に向け、障害児保育について振
り返ること。(20分)

11

重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもについて：グループ学習
重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもにはどのような特徴や診断基準、対応などがあるのか等
について知る。

重症心身障がい児、医療的ケア、そ
の他の特別な配慮を必要とする子ど
もについての文献を探しておくこ
と。(25分)

重症心身障がい児、医療的ケア、そ
の他の特別な配慮を必要とする子ど
もについてまとめておくこと。(20
分)

12

重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもについて：グループワーク
重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とす
る子どもにはどのような特徴や診断基準、具体的な対応などにつ
いてまとめ、プレゼンの準備をする。

発表資料の作成準備をすること。
(25分)

プレゼンの準備をすること。(20分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 プレゼンテーションの内容(80)、提出物（10）など

15

まとめ：障がい児保育についてのまとめ
障がい特性などを踏まえて、実際にどのように保育を展開してい
くのか考える。

授業内容を振り返る。(25分) 障がい児保育についてまとめてお
く。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この科目は演習科目になるため、授業への積極的な参加を求める。

備考欄

その他 10 グループワークなどに対する取り組む姿勢（参加度、貢献度など）

教科書 特に指定なし

参考文献 随時紹介する。

- 148 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10267011 こどもの食育I 2280 1 2

到達目標

・こどもの成長や健康的な生活を営むために必要な栄養・食品のことを説明することができる。
・食育の視点から、調理を通して食品を五感で感じる機会を持つことの重要性を述べることができる。
・こどもの発達をふまえて食習慣獲得のアプローチの方法を考えたディスカッションができる。

授業の方法

パワーポイントと配布物を用い、授業内容に合わせて講義形式・演習形式で進めていく。
レポート作成・発表、集団討議のほか実習等を適宜行う。レポート内容や発表については自己評価や相互評価を行い、内容の深化を図る。
栄養・食品に関する基本的な内容の確認を行う。

ＩＣＴ活用 授業資料の提示やICTを用いた発表を行う等、適宜効果的に用いた授業を行う。

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」および「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこど
も、学童期のこども、障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。【知識・技能】」を重点に位置づけて
いる科目である。こどもの食と栄養Ⅰ、こどもの食と栄養Ⅱの履修を基本とする。

授業の概要

現在のこどもたちを取り巻く食生活には様々な問題があることから、本科目は以下の点を基本として学ぶこととする。①保育者として「食
べることは命をいただくことであることを知る」「食物を大切にする」「楽しく食べる」を基本に、食生活の大切さを体験的に学ぶ。②乳
幼児に望ましい食習慣を身につけさせるための知識と技術を理解するとともに身につける。③「食育」の実践力を養う。これにはクッキン
グ保育を通して調理への関心・意欲を高めるとともに、調理の基本的な技術を習得する。

1

「食育基本法におけるこども」
　食育基本法を読み、内容を理解する。 保育所保育指針と幼稚
園教育要領の扱いから「こどもの食育」の目標を理解する。
　食育の目標『おいしく楽しく食べるこどもに』の初期としての
「離乳食の与え方」を学ぶ。
　食生活習慣獲得の食段階の重要なポイントを理解する。

シラバスを確認する（25分） ワークシートを活用して復習する
（20分）

2

「料理レポート作成のためのテーマの設定」
　こどもの食育の「おいしく、楽しく食べるための意欲を育て
る」視点を知る。
『クッキング保育』目標を理解する『クッキング保育』と「こど
もの料理」・「親子の料理」の効果を知る。料理レポートの視点
を設定する。

料理レポートのテーマを何にするか
考える（25分）

テーマ設定の変更の必要がないか振
り返る（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校での家庭科教員としての勤務経験を活かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題、発表内容についてはコメント、アドバイス等を加えるとともに、学生同士が相互に学びを深められるように教員がファシリテーター
としての役割を担うこととする。提出物についてはコメントまたは評価をつけて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「料理レポート発表とディスカッション－5歳児の料理体験－」
（食育実践を共有する）
学生自身の料理体験報告を通じて、クッキング保育としての視点
を探る。
5歳児の料理体験または、親子料理体験の導き方を探る。　保育
者としての料理の援助の仕方を想定する。　ディスカッションに
より、多様な料理体験指導を想定する

発表のリハーサルを行う（25分） 発表・ディスカッションを振り返る
（20分）

3

「料理レポート作成」
　料理レポート作成の方法を決める。料理レポート作成の方法自
ら健康に暮らすための食習慣の形成を踏まえて料理の献立や食材
を考える。学生自身の栄養の知識や食習慣を振り返る。課題や改
善方法を探る。
幼児が無理なく食べる楽しさを感じ、身に付けられる視点を重視
する。

レポートの材料を集める（25分） レポートの未完成部分を完成する
（20分）

4

「料理レポート発表とディスカッション－4歳児の料理体験－」
（食育実践を共有する）
学生自身の料理体験報告を通じて、クッキング保育としての視点
を探る。
4歳児の料理体験または、親子料理体験の導き方を探る。保育者
としての料理の援助の仕方を想定する。　ディスカッションによ
り、多様な料理体験指導を想定する。

発表のリハーサルを行う（25分） 発表・ディスカッションを振り返る
（20分）
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6

「料理レポート発表とディスカッション－6歳児の料理体験－」
（食育実践を共有する）
学生自身の料理体験報告を通じて、クッキング保育としての視点
を探る。
6歳児の料理体験または、親子料理体験の導き方を探る。　保育
者としての料理の援助の仕方を想定する。　ディスカッションに
より、多様な料理体験指導を想定する。

発表のリハーサルを行う（25分） 発表・ディスカッションを振り返る
（20分）

9

「遊びと食育の大切さ」
食習慣の形成を遊びとの関連から考える。遊びと学びの関係性か
ら食育の方法を知る。
エプロンシアター、紙芝居、絵本の使い方を体験し、食育あそび
を理解する。

食育を行う際、自分はどう遊びを取
り入れるか考える（25分）

食育における遊びの重要性を振り返
る。食習慣に関する復習をする（20
分）

10

「食品衛生とこどもの調理」
　クッキング保育に必要な食品衛生とこどもへの料理援助の方法
を理解する。
　特に、エプロン、三角巾、手拭タオルなどの身支度と包丁、火
器の扱いなどの注意点を重視する。

食品を扱うときの注意点を考える
（25分）

食育における食品衛生の重要性を振
り返る（20分）

7

「塩分・糖度実験」「いのちを育てる」　
　こどもの好む食品の塩分と糖度を測定して、より良い食べ方を
考える。必要な栄養素のより良い摂取方法を考える。
　実験結果と考えたことをワークシートに記入する。塩分・糖分
の適切な摂取量を知り、子どもへの援助の方法を具体的に考える

　植物の栽培を通して命を育てることや食物としていただくこと
の意味を考える。

過去の植物の栽培経験を振り返る
（25分）

栽培の経過を観察を行う
（20分）

8

「食習慣の課題とこども」
　こどもの家庭生活と食習慣形成を考える。
親の不安と保育者の懸念などのこどもの食問題を知る。朝食欠
食、遊び食べ、好き嫌いなどへの対処法を知る。
　保育者として、こどもへの食生活の大切さを伝えるための栄養
の基礎知識の重要性を理解する

自らの食習慣を振り返る（25分） 自分の現在の食習慣の課題と対処法
を考えまとめる（20分）

13

「日本料理の良さを活かした食育－野菜を使って－」
　野菜の栽培方法を知る。保育に適した栽培方法と日本料理を視
野に入れた野菜の料理法を考える。

こどもが食べやすい野菜の調理方法
や献立を考える（25分）

栽培した野菜を用いた調理を考え
る。不足しがちな栄養素とその栄養
素を多く含む食品の復習をする（20
分）

14

「食文化とこども」
食事マナーを育てるために必要な『はし』の使い方を確認する。
箸の使い方を体験して、こどもの正しいはしの持ち方、使い方の
援助方法を理解する。
食習慣を食文化の視点から考え、こどもに伝える方法を考える。

食事のマナーを調べる（25分） 食事のマナー、特にはしの使い方お
よびはしの使い方の指導方法を復習
する（20分）

11

「日本料理の良さを活かした食育－米を使って－」
　米を使った『クッキング保育』としての『おにぎり』について
知る。
　『おにぎり』を題材にしたこどもの食育の視点を考える。

米を取り入れた食育の方法を考える
（25分）

自分でおにぎりを調理し、調理体験
時の留意点をまとめる（20分）

12

「こどもに不足しがちな栄養素」
　栄養素の確認と成長・発達に関する消化吸収の基礎を確認す
る。
こどもの食生活で不足しがちなビタミン・ミネラル・食物繊維摂
取の重要性を再確認する。
これらの栄養素の効果的な摂取方法を理解する。

こどもに不足しやすい栄養素を調べ
る（25分）

不足しがちな栄養素とその栄養素を
多く含む食品の復習をする（20分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ワークシート・課題70％、発表20％、授業の参加態度10％

15

「こどもの食育における大切な要点のディスカッション」
家族と仲間との育ちの食事として、共食の視点をもって考える。
自分の意見を発表して、他の意見を聞き、考えをまとめる。
授業のまとめ

食育で自分が大切にしたいことをま
とめる（25分）

発表、ディスカッションを振り返
る。自分の今後の食生活に反映させ
る（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし
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履修条件・留意
事項等

提出期限を厳守すること

備考欄

教科書 食育の力ー子どもに受け継がれる生活の知恵(創成社新書37)／高橋美保／創成社

参考文献

授業の中で適宜紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10253011 子育て支援ネットワーク論 2284 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・子育て支援ネットワークの意義を説明できる。
・子育て支援ネットワークの内容と方法について説明できる。
・子育て支援ネットワーク活動を主体的に実践する力量を獲得している。

授業の方法

　前半は講義形式で子育て支援ネットワークの実践事例について学ぶ。その後、グループに分かれ子育て支援ネットワーク実践者へ予備的
調査を行う。その上で実践活動に参加し子育て支援ネットワークの内容と方法を体験的に学ぶ。第8回、9回、10回、13回、14回は、学外で
の活動を予定している。子育て支援ネットワーク実践者の予定と受講生の予定を調整後、学外での活動日程を決定する。

ＩＣＴ活用 webアプリを用いた双方向授業を取り入れながら行う。

前期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニ
ケーション能力を身につける。（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。また子育て支援ネットワークの意義とその内
容、方法を理解する科目でもある。地域で子育て支援ネットワーク活動を行っている実践者と共に活動に取り組み、実際にネットワークを
構築できる力量を形成する。「こども家庭支援論」、「地域活動論」に関連する。

授業の概要

　子育て支援ネットワークの意義を学ぶ。事例をもとにどのような主体がどのようなネットワークを構築しているのか、特に学習活動に焦
点化しながらその展開過程を学ぶ。また、子育て支援ネットワークを行っている実践者と共に活動を行い、地域の課題をどのようにとら
え、それらの課題を乗り越えるための実践をどのように構築しているのかを学んでいく。実践の場へ複数回出向き、子育て支援ネットワー
ク実践者と共に学ぶことを予定している。

1

子育て支援ネットワークとは何か 授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

2

子育て支援の歴史と「子育てネットワーク」、「子育て支援ネッ
トワーク」への展開

授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

子育て支援ネットワークの実践者としての経験を活かし、支援者としての主体的な力量形成の在り方について指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

予備調査や実践企画等の各段階で報告を行い、検討する機会を設ける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

子育て支援ネットワーク実践者への予備調査計画：ワークシート
Ａの作成

授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

6

子育て支援ネットワーク実践者への予備調査 授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

3

現代社会における子育ての課題 授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

4

子育て支援ネットワークの課題 授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

9

子育て支援ネットワークの実際②ネットワーク会議への参加～子
育て支援者の課題理解

授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

10

子育て支援ネットワークの実際③ネットワーク会議への参加～支
援構造の理解

授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

7

子育て支援ネットワーク実践者への予備調査の振り返り 授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

8

子育て支援ネットワークの実際①ネットワーク会議への参加～保
護者・地域の子育て課題の理解

授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

13

子育て支援ネットワークの実際⑥ネットワーク実践～実践者との
協議：ワークシートＣの作成

授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

14

子育て支援ネットワークの実際⑦ネットワーク実践～企画の実施 授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

11

子育て支援ネットワークの実際④ネットワーク会議の振り返り～
課題の整理と学習の企画立案：ワークシートＢの作成

授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

12

子育て支援ネットワークの実際⑤ネットワーク実践～企画の提案 授業のテーマについて調べる。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）
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定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内のワークシート
（各回　25％×4回＝100％）

15

まとめ～実施した学習企画の振り返り：ワークシートＤの作成 本科目の総合的な省察を行う。（25
分）

学習内容を振り返りまとめる。（20
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

※4～5回程度、学外での活動を予定している。子育て支援ネットワーク実践者の予定と受講生の予定を調整後、学外での活動日程を決定す
る

備考欄

その他 0 なし

教科書 使用しない。適宜、資料を配布する。

参考文献 「韓国のオルタナティブスクール」宋美蘭編著、吉岡亜希子ほか著、明石書店、2021年
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10743011 社会的養護I 3300 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解することができる。
・子どもの人権養護を踏まえた社会的養護の基本について理解することができる。
・社会的養護の制度や実施体系などについて理解することができる。
・社会的養護の対象や形態、関係する専門職などについて理解することができる。
・社会的養護の現状と課題について理解することができる。

授業の方法

基本的には配布印刷物等とテキストを使用して講義形式で行う。
一部に、映像視聴による補足を行い、理解度の確認を含めてリアクションペーパー等を使用する。
また毎回授業後半にグループワークを行い、学習内容の確認を行い内容を深める。

ＩＣＴ活用

なし

前期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

ディプロマポリシー「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることが
出来る」と関係する科目である。
また、「社会福祉」「子ども家庭福祉」「こども家庭支援論」「子育て支援」と関連を持つ科目であり、「社会的養護Ⅱ」の基礎となる科
目である。

授業の概要

社会的養護を必要としている子どもたちを支援していくために必要な知識を獲得し、これからの社会的養護のあり方について考える。子ど
もとかかわる専門職として、子どもが置かれている現状を知り、社会的養護の意義と保育者の役割を理解する。

1

授業の進め方、授業計画、評価方法等の説明
社会的養護のイメージや社会的養護の概要を学ぶ

社会的養護に関連しそうな素材(記
事や特集)を探す。テキストpp1-8を
熟読すること。(90分)

授業の内容を受け、各自社会的養護
が題材になっている素材を探し振り
返る。社会的養護の理念についてま
とめておくこと。(90分)

2

社会的養護の歴史的変遷
欧米と日本の社会的養護の動向を学ぶ

テキストpp9-17を熟読すること。
(90分)

社会的養護の歴史についてまとめて
おくこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

児童福祉施設において児童指導員の勤務経験があり、社会的養護について知識を有している。この経験を活かして教育を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして提出物等の返却の際に、解説を加える。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

社会的養護における保育士等の倫理と責務
専門職の資質と倫理、倫理綱領等を学ぶ

テキストpp65-73を熟読すること。
(90分)

保育士等の倫理綱領と責務ついてま
とめておくこと。(90分)

6

社会的養護の制度と法体系
社会福祉法、児童福祉法、児童虐待防止法等の関係法令を学ぶ

テキストpp37-44を熟読すること。
(90分)

社会的養護の制度と法体系ついてま
とめておくこと。(90分)

3

子どもの人権と社会的養護
子どもの権利条約や子どもの権利ノート等を学ぶ

テキストpp29-35を熟読すること。
(90分)

権利擁護の経緯や子どもの権利条約
についてまとめておくこと。(90分)

4

社会的養護の基本原則
社会的養護の理念と基本原理を学ぶ

テキストpp75-83を熟読すること。
(90分)

社会的養護の基本原理ついてまとめ
ておくこと。(90分)

9

社会的養護の対象
児童福祉法等の対象規定を学ぶ

テキストpp37-44を熟読すること。
(90分)

社会的養護の対象についてまとめて
おくこと。(90分)

10

家庭養護と施設養護
家庭養護、家庭的養護、施設養護等の社会的養護の形態を学ぶ

テキストpp55-63を熟読すること。
(90分)

児童養護の体系についてまとめてお
くこと。(90分)

7

社会的養護の仕組みと実施体系
児童相談所、児童福祉施設、里親制度、養子縁組制度等を学ぶ

テキストpp45-53を熟読すること。
(90分)

児童福祉の実施機関や児童福祉施設
についてまとめておくこと。(90分)

8

家庭養護とファミリーソーシャルワーク
ファミリーソーシャルワークや養護のパーマネンシ―（永続性）
の重要性を学ぶ

テキストpp93-99を熟読すること。
(90分)

施設養護の実際についてまとめてお
くこと。ケースワークについてまと
めておくこと。(90分)

11

社会的養護に関わる専門職
保育士、児童指導員、母子支援員、ファミリーソーシャルワー
カー等の業務内容を学ぶ

テキストpp65-73を熟読すること。
(90分)

社会的養護に関連する専門職につい
てまとめておくこと。(90分)

12

社会的養護に関する社会的状況
社会的養護を必要とする子どもの社会・生活状況を学ぶ

テキストpp19-27を熟読すること。
(90分)

児童家庭福祉と社会的養護の関連を
まとめておくこと。(90分)
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13

施設等の運営管理
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、児童養護施設運営指
針等を学ぶ

テキストpp85-92を熟読すること。
(90分)

施設養護の実際についてまとめてお
くこと。(90分)

14

被措置児童等の虐待防止
児童虐待、被措置児童等虐待等の現状と課題を学ぶ

テキストpp117-122を熟読するこ
と。(90分)

児童虐待についてまとめておくこ
と。児童虐待防止法に目を通すこ
と。(90分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート80％、リアクションペーパー10％、授業参加度10％

15

社会的養護と地域福祉
地域福祉と社会的養護等のネットワーク形成を学ぶ

テキストpp123-128を熟読するこ
と。(90分)

地域福祉と社会的養護についてまと
めておくこと。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育士をめざす者として必要な科目です。積極的な授業参加を望みます。

備考欄

その他 0 なし

教科書 社会的養護Ⅰー「新しい社会的養育ビジョン」の理解に向けてー　鈴木幸雄・梶原敦・美馬正和編著　同文書院

参考文献

会的養護児童のアドボカシー‐意見表明権の保障を目指して‐　栄留里美著　明石書店
施設で育った子どもたちの居場所「日向ぼっこ」と社会的養護　NPO法人日向ぼっこ編著　明石書店
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10338011 こども家庭支援論 3302 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・子ども家庭支援の意義と役割を説明できる。
・保育の専門性を活かした子ども家庭支援について説明できる。
・子ども家庭支援にかかわる体制や施策について説明できる。
・保育所を利用している家庭、地域の子育て家庭、要保護児童等の家庭に対する相談や支援のあり方を説明できる。

授業の方法

テキスト・プリントを使用した講義形式で行う。必要に応じて映像資料を用い、理解を深める。適宜、授業内でリアクションペーパーを配
布する。リアクションペーパーの意見、感想は、次回の講義に反映させる。子育て家庭に対する相談や支援のあり方について、第9回と第
14回にグループワークを行い、理解を深める。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「保育者、教育者、子育て支援者として、地域社会と保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの実態
に即して成長・発達を支援するための基本的資質を身につけている。（知識・技能）」、「教育・保育・子育て支援において、同僚、保護
者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニケーション能力を身につけている。（思考・判断・表現）」ことと特に関
係がある科目である。「こども家庭支援の心理学」と関連し、「子育て支援」へとつながる科目である。

授業の概要

保育士が行う家庭支援の原理を学ぶ。なぜ子育て家庭への支援が必要なのか。保育所に入所している子どもの保護者だけではなく、地域の
子育て家庭への支援を含めた包括的な支援のあり方について理解を深める。とりわけ保育の専門性を活かした子ども家庭支援とはどのよう
なことなのか、その意義と基本の理解を深める。また、地域における子育て家庭への支援体制や支援施策、次世代育成支援施策についても
学ぶ。後半は、保育士が行う相談等の子ども家庭支援の内容、関係機関との連携について学ぶ。

1

子ども家庭支援の意義と必要性：
子どもの育ちに対する家族・家庭の役割

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

2

子ども家庭支援の目的と機能：
親が親となっていくプロセスへの支援、地域づくりへの主体へと
つながる支援

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

子育て支援組織の実践者としての経験を活かし、理論と実践を往還する指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で配布するリアクションペーパーに記入された受講生の意見・感想等を共有、フィードバックする時間を設ける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義：保育の専門
性とは何か、

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

6

子どもの最善の利益と育つ喜びの共有：
共有することの意義と共有するためのツール

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

3

子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進：
子育て家庭支援の政策動向～エンゼルプランから子ども・子育て
支援3法

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

4

子育て家庭の福祉を図るための社会資源：
専門機関と担い手、地域活動と担い手

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

9

家庭の状況に応じた支援：
さまざまな養育上の課題を抱えた家族とその支援方法（グループ
ワーク）

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

10

地域資源の活用と自治体・関係機関との連携・協力：地域の子育
て家庭を支える社会資源と活用について

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

7

保護者の力量形成と地域における子育て支援機能の向上：親がエ
ンパワーする援助、地域子育て協同

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

8

保育士に求められる基本的態度～受容的かかわり、自己決定の尊
重、秘密保持

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

11

子ども家庭支援の内容と対象、保育士が行う相談の基本：子ども
家庭支援の形態とアプローチ

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

12

保育所等を利用する子どもの家庭への支援：
在園児家庭への支援の視点と事例検討

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）
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13

地域の子育て家庭への支援：
地域の子育て家庭への支援の視点と事例検討

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

14

要保護児童等およびその家庭への支援：
要保護児童家庭の現状、支援体制、あり方（グループワーク）

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返り、まとめる（90
分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート（60％）、リアクションペーパー（30％）、授業参加の態度（10％）

15

子ども家庭支援に関する課題と展望：
子ども家庭支援のニーズの多様化、国際比較

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

こども家庭支援論の到達目標と自己
の理解について振り返りを行う（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業内で配布するリアクションペーパーは、成績評価の対象となるものであるため、必ず提出のこと。

備考欄

その他 0 なし

教科書 「実践　こども家庭支援論」、松本園子ほか、ななみ書房

参考文献

「子ども白書　2019」、日本子どもを守る会編、かもがわ出版
「さっぽろ子ども・若者白書」、「さっぽろ子ども・若者白書」をつくる会編集・発行
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10339011 子育て支援（1組） 3304 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・支援の基礎理論や基本姿勢を学び支援の技術の習得を目指すことができる。
・相談支援の意義と原則について、説明することができる。
・支援の実際を学び、その内容や方法を述べることができる。
・保育所等の児童福祉施設における保護者支援において、保育士として適切な態度や行動がとれるようになる。

授業の方法

・教科書・配布物を用いての講義形式とグループディスカッションの形態で授業を進めていきます。また、
　保護者支援等の実例をグループワークを通して、考えてもらう授業の内容にします。
・理解度確認のため実例等への回答は教員より随時説明していきます。

ＩＣＴ活用 PCやスマートフォンを使い調べものを行う。また授業毎レポートをWEB提出で行う。

後期

教員氏名 渡邉　尭宏

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの、保育者、教育者、子育て支援者としての基本的資質を身につけ、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができることと関係する。保育の理解分野の「社会的養護Ⅰ」「こども家庭支援論」、また「社会的養護Ⅱ」に連続する科目である。保育
者として、子ども、保護者への相談支援（相談援助）を行う際、保育士に求められる態度、知識、技術等を理解しながら、保護者への接し
方、かかわり方、信頼関係を構築する対人援助の基本や、支援に際しての社会資源の活用方法等について学ぶ科目である。

授業の概要

保育士業務には、保護者への相談支援を行うという事がうたわれています。
対人サービスの基礎理論や支援の際の基本姿勢とは何かを理解し、保育における相談（家庭）支援を行う際に必要な知識や技術等について
理解・習得していただきます。

1

ガイダンス
子育て支援とは何か、また保育者として子育て支援に携わること
の重要性を説明します。

支援、援助とは何かを自身の中で考
えを持っておく（25分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

2

子育て支援の必要性と制度①
子育て支援が求められる社会的背景

子育て支援が求められる社会的背景
を書籍やインターネット等で調べて
おく（25 分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園での担任、管理職業務。また、保育所での園長業務と民間の学童保育の代表の実務経験から、現場での経験を交えながら指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度を確認するため回収後、回答の解説をします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

福祉・教育施設を角として子育て支援①
未就学施設で行う子育て支援

未就学施設で行う子育て支援につい
て書籍やインターネット等で調べて
おく（25 分）

 授業で学んだことの振り返りを行
う
（20分）

6

福祉・教育施設を角として子育て支援②
福祉施設が行う子育て支援

福祉施設が行う子育て支援について
書籍やインターネット等で調べてお
く（25 分）

 授業で学んだことの振り返りを行
う
（20分）

3

子育て支援の必要性と制度②
子育て支援に関する制度と施策

子育て支援に関する制度と施策を書
籍やインターネット等で調べておく
（25 分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

4

子育て支援の必要性と制度③
子ども子育て支援新制度とは

子ども子育て支援新制度を書籍やイ
ンターネット等で調べておく（25
分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

9

諸外国の子育て支援③
諸外国の子育て支援についてのプレゼンの方法を検討する（ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ検討）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

10

諸外国の子育て支援④
諸外国の子育て支援についてプレゼンの作成（グループワーク）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

7

諸外国の子育て支援①
日本と諸外国の子育て支援の違いについて、学ぶ（グループ分け
を行う）

日本と諸外国の子育て支援の違いに
ついて、書籍やインターネット等で
調べておく（25 分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

8

諸外国の子育て支援②
諸外国の子育て支援について理解を深める（ｸﾞﾙｰﾌﾟ検討）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

13

学童保育とは何か？②
今求められているものについてグループワークで検討を行う（グ
ループワーク）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

11

グループ発表 発表に向け準備を行う（25分） 他グループの発表を通じ自身の子育
て支援に対する考え方を整理する。
（20分）

12

学童保育とは何か？①
学童保育における現状を学ぶ（グループ分けを行う）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）
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14

学童保育とは何か？③
民間学童保育の運営についてグループ検討を行う（グループワー
ク）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

定期試験 0% 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90% 授業毎ミニレポートの提出（70%）
授業の参加態度、グループワークにおいての発言等（30％）

15

グループ発表
授業のまとめ

発表に向け準備を行う（25分） 他グループの発表を通じ自身の子育
て支援に対する考え方をまとめる。
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

事例や課題等に対してグループでの話し合いを行いますので出席順で座席を指定します。
グループ討議には積極的に参加してください。

備考欄

その他 0% なし

教科書

不要
適時資料を配布

参考文献 子育て支援／ミネルヴァ書房
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10339012 子育て支援（2組） 3304 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・支援の基礎理論や基本姿勢を学び支援の技術の習得を目指すことができる。
・相談支援の意義と原則について、説明することができる。
・支援の実際を学び、その内容や方法を述べることができる。
・保育所等の児童福祉施設における保護者支援において、保育士として適切な態度や行動がとれるようになる。

授業の方法

・教科書・配布物を用いての講義形式とグループディスカッションの形態で授業を進めていきます。また、
　保護者支援等の実例をグループワークを通して、考えてもらう授業の内容にします。
・理解度確認のため実例等への回答は教員より随時説明していきます。

ＩＣＴ活用 PCやスマートフォンを使い調べものを行う。また授業毎レポートをWEB提出で行う。

後期

教員氏名 渡邉　尭宏

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの、保育者、教育者、子育て支援者としての基本的資質を身につけ、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができることと関係する。保育の理解分野の「社会的養護Ⅰ」「こども家庭支援論」、また「社会的養護Ⅱ」に連続する科目である。保育
者として、子ども、保護者への相談支援（相談援助）を行う際、保育士に求められる態度、知識、技術等を理解しながら、保護者への接し
方、かかわり方、信頼関係を構築する対人援助の基本や、支援に際しての社会資源の活用方法等について学ぶ科目である。

授業の概要

保育士業務には、保護者への相談支援を行うという事がうたわれています。
対人サービスの基礎理論や支援の際の基本姿勢とは何かを理解し、保育における相談（家庭）支援を行う際に必要な知識や技術等について
理解・習得していただきます。

1

ガイダンス
子育て支援とは何か、また保育者として子育て支援に携わること
の重要性を説明します。

支援、援助とは何かを自身の中で考
えを持っておく（25分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

2

子育て支援の必要性と制度①
子育て支援が求められる社会的背景

子育て支援が求められる社会的背景
を書籍やインターネット等で調べて
おく（25 分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園での担任、管理職業務。また、保育所での園長業務と民間の学童保育の代表の実務経験から、現場での経験を交えながら指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして理解度を確認するため回収後、回答の解説をします。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

福祉・教育施設を角として子育て支援①
未就学施設で行う子育て支援

未就学施設で行う子育て支援につい
て書籍やインターネット等で調べて
おく（25 分）

 授業で学んだことの振り返りを行
う
（20分）

6

福祉・教育施設を角として子育て支援②
福祉施設が行う子育て支援

福祉施設が行う子育て支援について
書籍やインターネット等で調べてお
く（25 分）

 授業で学んだことの振り返りを行
う
（20分）

3

子育て支援の必要性と制度②
子育て支援に関する制度と施策

子育て支援に関する制度と施策を書
籍やインターネット等で調べておく
（25 分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

4

子育て支援の必要性と制度③
子ども子育て支援新制度とは

子ども子育て支援新制度を書籍やイ
ンターネット等で調べておく（25
分）

授業で学んだことの振り返りを行う
（20分）

9

諸外国の子育て支援③
諸外国の子育て支援についてのプレゼンの方法を検討する（ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ検討）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

10

諸外国の子育て支援④
諸外国の子育て支援についてプレゼンの作成（グループワーク）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

7

諸外国の子育て支援①
日本と諸外国の子育て支援の違いについて、学ぶ（グループ分け
を行う）

日本と諸外国の子育て支援の違いに
ついて、書籍やインターネット等で
調べておく（25 分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

8

諸外国の子育て支援②
諸外国の子育て支援について理解を深める（ｸﾞﾙｰﾌﾟ検討）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

13

学童保育とは何か？②
今求められているものについてグループワークで検討を行う（グ
ループワーク）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

11

グループ発表 発表に向け準備を行う（25分） 他グループの発表を通じ自身の子育
て支援に対する考え方を整理する。
（20分）

12

学童保育とは何か？①
学童保育における現状を学ぶ（グループ分けを行う）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）
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14

学童保育とは何か？③
民間学童保育の運営についてグループ検討を行う（グループワー
ク）

グループワークを継続して行うた
め、次回授業内で必要な情報等を調
べておく（25分）

グループワークでの話し合いを整理
し、次回授業でどのように進めてい
くか振り返りを行う（20分）

定期試験 0% 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90% 授業毎ミニレポートの提出（70%）
授業の参加態度、グループワークにおいての発言等（30％）

15

グループ発表
授業のまとめ

発表に向け準備を行う（25分） 他グループの発表を通じ自身の子育
て支援に対する考え方をまとめる。
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

事例や課題等に対してグループでの話し合いを行いますので出席順で座席を指定します。
グループ討議には積極的に参加してください。

備考欄

その他 0% なし

教科書

不要
適時資料を配布

参考文献 子育て支援／ミネルヴァ書房
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10431011 青年心理学 3322 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①青年心理学心を生涯発達的諸相により理解することができる。 (知識・技能）②青年期を中心に生涯発達の悩みや問題について、効果的
な解消、改善への基礎的知識を身につけることができる。（思考・ 判断・表現）　③青年心理学の学習内容を他のメンバーと協力し、課
題を解決することができる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

授業の到達目標を達成するため、説明と演習の知的生産交流により授業を進める。受講者の学習への主体化を図るため、ハイブリッド型
（ICTの活用と対面学習）を中心にアクティブラーニングにより授業を進める。
（毎時間、400字～600字程度で作成する学習レポートを授業中クラスルームより送信、学習終了前に完成させ返信する。その後、採点し返
却する。）

ＩＣＴ活用

毎時間、学習課題の提示、レポートの作成、FAMアプローチによる授業評価などグーグルクロームの活用による双方向の授業を行う。

前期

教員氏名 石垣　則昭

授業の位置づけ

青年心理学の学習は「対象への理解」に位置付けられている。ディプロマ・ポリシーでは「こどもの心身の成長・発達についての全般的な
理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている（知識・技
能）」「教育・保育・子育て支援に関わるものとして、一人一人の子どもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応できる教育的能
力を身につけている（知識・技能）」などに位置付けられ、乳幼児心理学、教育相談（Ⅰ～Ⅱ）などとの関連を重視する。

授業の概要

青年期への心理的特徴の理解、青年期の自己形成、家族、学校、地域、社会との関わり、さらに誰もが経験する青年期における対人関係の
悩み・不安の解消、解決方法など履修者にとって身近な問題から青年期に関する心理基礎的知識を理解する。また発達心理学により、乳幼
児期から老年期への心理的変化と発達を学習し、乳幼児や児童の関わり方の基本を学ぶ。

1

本科目の目的、学習の進め方、ルーブリックの提示を中心にオリ
エンテーシを行い、生涯発達の中の青年心理学を学ぶ意義を諸観
点より把握する。さらに青年期の特徴と青年期を過ごす意味を理
解する。

社会における多様な「青年のイメー
ジ」に ついてまとめ授業に臨む。
（90分）

オリエンテーシンの内容を確認し、
青年心理学の学ぶ意義、青年期の特
徴と青年期を過ごす意味を整理す
る。 （90分）

2

エリクソンの発達理論によるアイデンティティとは何か、また人
生におけるアイデンティティの意味について理解を深める。

アイデンティティとは何かを事前学
習する。
（90分）

エリクソンの発達理論及び人生にお
けるアイデンティティの意味につい
て整理する。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道内の公立中学校の校長12年の実務経験と教育原理､教育心理を中心に据え、生徒の人間関係力の育成を図り、学校の荒れ、学力向上
を中心に様々な教育成果を上げた。また校長在任中より現在までの間、北海道内外の小中高等学校へ「職場のメンタルヘルス維持・向上」
「園児・児童・生徒との適切な関わり」「保護者と信頼関係を高める関わり」など今日的教育問題の解消・解決のため教育行政などより依
頼を受け各種研修会の講師を務めている。

課題に対する
フィードバック

の方法

質問は授業中、クラスルームでのレポート提出時とあわせ随時受けつけ、内容により受講者全員への還元を図る。また毎時間、授業への自
己評価、相互評価さらに学習レポートを中心とする、学習課題への回答を評価しコメントを添え返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

青年期における家族との関係について理解する。 青年期における家族関係について各
自、資料により調べ事前学習をす
る。
（90分）

自立に向かう親子関係の発達的変化
について整理する。（90分）

6

青年期における友人関係の発達的意義について理解する。 各自の友人関係の発達的変化と、そ
れぞれの年齢で果たした友人関係の
意義・役割について整理する。
（90分）

青年期における友人関係の発達的特
徴に整理する。
（90分）

3

エリクソンの発達理論による「アイデンティティVSアイデンティ
ティ拡散」が青年に問いかけるものは何かを理解する。

アイデンティティの拡散は人生にお
いてどのような意味があるか事前学
習をする。（90分）

「アイデンティティVSアイデンティ
ティ拡散」が青年に問いかけるもの
は何かを整理する。（90分）

4

青年期の身体的変化とその影響について理解する。 青年期の身体的変化と影響について
事前学習をする。（90分）

青年期の身体的変化と影響について
整理する。
（90分）

7

「いじめ」「非行」など友人関係が青年にもたらす混乱について
理解を深める。

青年期におけるいじめ､非行問題に
ついて人間関係を視点に事前学習す
る。
（90分）

青年期におけるいじめ､非行問題に
ついて心理学を視点に整理する。
（90分）

8

ジェンダー・アイデンティティとは何か、恋愛、結婚について青
年心理学から理解する。

恋愛、結婚とは何か各自資料により
調べ学習への事前準備をする。（90
分）


恋愛と結婚について学習内容を整理
する。（90分）
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9

ケータイ電話を中心に青年文化の教育的意義を理解する。 ケータイ電話の利便性と課題につい
て各自資料により調べ学習への事前
準備をする。（90分）

ケータイ電話を中心に青年文化の教
育的意義について整理する。（90
分）

10

青年期における道徳性の発達について理解する。 青年期における道徳とは何か、各自
資料により調べ学習への事前準備を
する。
（90分）

青年期における道徳性の発達の変化
について整理する。（90分）

13

よりよく人生を生きるため、死生観について理解する。 死生観とは何かを各自資料により調
べ学習準備をする。（90分）

死生観の学習により、よりよく人生
を生きることの意味を整理する。
（90分）

14

青年期と精神疾患の予防について理解を深める。
学習のまとめとしての小テストを実施する。

青年期と精神疾患について各自資料
により調べ、学習への事前準備をす
る。
（90分）

青年期と精神疾患と予防について理
解する。（90分）　

11

宗教性と青年期の心の発達とは何か、その特徴を理解する。 宗教とは何か、各自資料により調べ
学習への事前準備をする。（90分）

青年期における宗教性について整理
する。（90分）

12

人生における「生きがい」とは何か、自分探しを視点に理解を深
める。

「生きがい」の本質とは何か、各自
資料により調べ学習準備をする。
（90分）

人生における「生きがい」とは何か
を整理する。
（90分）

定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ルーブリックの評価規準による毎時間の学習レポート（1回３点～５点を１５回）と、小テスト（３０問×
1点を１回）により成績評価を行う。

15

ロストジェネレーションとは何か理解を深め、本科のまとめを行
なう。

ロストジェネレーションとは何か、
各自資料により調べ学習への事前準
備をする。（90分）　　


ロストジェネレーションについて整
理し、本科のまとめを行なう。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

学習内容の理解と定着を図るため準備学習、事後学習を重視し学習規律を守り提出物は期限を厳守する。授業中は自ら意見表明するなど能
動的な参加態度を必須とする協同的な学びにより、「青年心理学」への理解を深めて頂きたい。

備考欄

その他 0 なし

教科書

ようこそ！青年心理学「若者達は何処から来てどこに行くのか」（宮下一博監修　松島公望・橋本広信編　ナカニシヤ出版　２００９発
行）を各自購入し教科書とする。また自作の補助資料を授業ごとに提供する。

参考文献

授業で使える青年心理学ワークブック「青年期の真理をより深く理解するために」（足立奈歩　河野信子　大谷真弓　北樹出版　２０１３
発行）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10361011 こどもの保健 3324 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1.生命の始まりから学ぶことにより命と、さらに人が人を育てることに対する畏敬の念を持つことができる。
2.こどもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を述べることができる。
3.こどもの発育・発達、生理機能の発達を理解し、日常生活を援助する視点を挙げることができる。
4.現代の子育て・こどもをとりまく社会的背景を理解し、子育て支援の視点を挙げることができる。

授業の方法

毎回の講義でpw使用し、必要時板書も行う。要点をまとめたレジュメを配布する。授業形態は、学生間のGW,学生のプレゼンテーションな
どを多く取り入れている。こどもの疾患は学生のGWとプレゼンテーションの予定。受け身の講義形式だけではなく、積極的に学ぶスタイル
を用いる。こどもの発達に沿った遊びの考案や、障がいをもつこどもを育てる家族のケーススタデイでは、学生間での意見交換と発表を予
定している。毎回の授業で印象に残ったこと・感想などから学びの振り返りや、学習課題はメール提出とし、講師が各自に対応している。

ＩＣＴ活用

基本的には対面授業であるが、状況に応じて必要時google classroomを用いた双方向型授業の形式も採用している。

前期

教員氏名 海老名　由紀子

授業の位置づけ

こどもの保育・教育・子育て支援に関する「専門科目」および「対象理解」の分野に該当する科目である。一般的なこどもの心身の成長・
発達についての理解に加え、個別性を考える視点、また、命の始まりから新生児・乳幼児・学童期さらに障がいを持つこどもと家族につい
て基本的な知識を身につけ、こどものすこやかな成長発育について考えるための科目である。「保育士資格取得必修科目」でもある。「こ
どもの心理学Ⅰ」「乳幼児心理学」「こどもの健康と安全」と関連し保育実習の基礎となる科目である。

授業の概要

乳幼児期は著しい発育・発達の途上にある。すべての乳幼児が心身ともにすこやかに成長できるよう、その特性を理解し、保健的視野を持
ちながら関わるための基礎を学ぶ。こどもの健康と保健の意義、こどもの発育と発達、生理機能の特徴と発達、精神保健について学び、基
本的知識について理解することを目的としている。

1

授業ガイダンス
こどもの発育①妊娠の成立・胎児期

自身の母子手帳を眺めてきてくださ
い。きょうだいがいる方は、きょう
だいの分も見てください。母親と同
居ではない人はスクリーンショット
などで送ってもらって見てくださ
い。(90分)

毎回の授業でレジュメの空欄穴埋め
が間に合わなかったところについて
は学習を追加。授業の感想と自己紹
介をメールで送るのが初回の課題で
す。(90分）

2

こどもの発育②こどもの保健の用語と定義
　　　　　　　こどもの身体的発育

テーマに合った自己学習・予習（90
分）

レジュメの空欄の穴埋め。興味を
持ったことについてまたは復習の自
己学習。授業の感想と印象に残った
ことメール送信、にて提出。(90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

現役の開業助産師である。大学病院、クリニック、保健所、助産所、大学院TAとしての勤務経験を持つ。学位は助産専門修士。研究テーマ
は助産教育・児の哺乳意欲など。現在は助産院の院長であり、母乳外来を中心に地域の母子、妊娠期からのかかわりも含め子育て支援を
行っている。助産師としての胎児期からのこどもの成長発育、さらに現代における夫婦（特に父親の子育て参加）、社会全体で子供を育て
ていく必要性についてにも随所で触れる。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内課題は、学生プレゼンテーションに対しては授業内での講評、メールでの課題提出に対してはメールでの返信を行っている。講義終
了前にも質問と対応する時間を作っている。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

こどもの発達③　精神機能の発達 テーマに合った自己学習・予習（90
分）

本日の学びのまとめと感想のレポー
ト提出（90分）

6

こどもの発達④　こどもの精神保健
　　　　　　　　こころの発達と母子関係

母親へのインタビュー。自身が乳児
だったころ。寝かしつけ、母乳やミ
ルクのこと、離乳食のこと、沐浴や
お風呂入れのこと、ひとみしり、夜
泣き、後追いなどのエピソードにつ
いて聞き、まとめる。(90分）

産後の母親の気持ち、愛着形成、母
性についてのレポート作成。(90
分）

3

こどもの発達①新生児
　　　　　　　実技演習　だっこ・更衣・なだめ方

テーマに合った自己学習・予習（90
分）

レジュメの空欄の穴埋め。授業の感
想や印象に残ったことメール提出、
自身の母子手帳より、出産の記録を
丁寧に読む。(90分）

4

こどもの発達②　運動機能の発達 テーマに合った自己学習・予習（90
分）

こどもの発達に適した遊びの考案。
自由に遊びを考える。授業内課題と
さらにつづきは事後課題とする。
(90分）
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9

生命倫理　命ってどこから？
　　　　　障がいをもつ子どもと生きる
　　　　　（グループワーク）

テーマに沿った自己学習、予習。染
色体異常、出生前診断、ダウン症候
群などの言葉の意味を調べる。（90
分）

本日の講義の学びのまとめと感想レ
ポート作成（90分）

10

こどもの疾患の予防　ワクチンについて
　　　　　　　　　　こどもへの与薬

自身の母子手帳のワクチン接種の記
録のページをよく見てくること、
テーマに沿った自己学習と予習（90
分）

予防接種スケジュールを作成してみ
よう！(90分）

7

産後ケアと育児支援 産後ケアとは？
産後ケア事業とは？
事前調べ学習。(90分）

札幌市産後ケア事業について。
恵庭市の事業について
自身の出身地やほかの自治体をひと
つ選び調べ学習、しらべてわかった
こと、思ったこと。どのような支援
が必要だと考えるか？レポート提
出。（90分）

8

保育施設と母児 自身の乳幼児期の保育園または幼稚
園時期の思い出を両親にインタ
ビューし、まとめる(90分）

本日の講義での学びのまとめと感想
レポート提出(90分）

13

こどもの疾患①プレゼンテーション準備
　　　　　　　　　　（グループワーク）

子どもの疾患について、予習・事前
学習（90分）

ｐｗ製作、次回発表のための準備
（90分）

14

こどもの疾患②学生プレゼンテーション
　　　　　　　　　　（グループワーク）

発表準備、パワーポイントの修正
（90分）

学びと感想のレポート提出（90分）

11

こどもの事故防止と応急処置 過去にニュースになった子供の事
故・保育施設での事故などを調べ
る、調べ学習とテーマに沿った予習
（90分）

本日の講義のまとめと学び、感想レ
ポート作成（90分）

12

こどもの健康状態　バイタルサイン
　　　　　　　　　体温調節機能
　　　　　　　　　免疫

テーマに沿った事前学習、個人学
習、予習（90分）

本日の講義での学びのまとめ、感想
レポート作成（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 課題提出（30％）：すべて期日内に提出。評価基準は別途授業で提示。
終講試験（60％）：記述問題と選択問題の予定。講義配布資料の中からの出題。

15

こどもの疾患のまとめ　

終講試験

本講義全体のまとめの自己学習、試
験準備学習（90分）

全体のまとめ（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ふだんから、子育てと母子を取り巻くトピックス、統計、母子関係のニュース、事件・事故もふくめて興味関心を持ち、積極的に学ぶ姿勢
を求める。授業は、学生が主体で自分で学ぶ場所である。

備考欄

その他

10 学生GW,学生プレゼンテーションでの積極的な参加、態度。

教科書 なし

参考文献

子どもの保健　第七版　こうの悟朗　編　診断と治療社
子どもの保健　中根淳子・佐藤直子編著　ななみ書房
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10364011 こどもの健康と安全（1組） 3326 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１.子どもの成長発育と健康増進、および保健活動について理解することができる。
２.子どもが罹患しやすい主な疾病について理解し、保育上の対応法を学び、現場での実践を想定し対処することができる。
３.子どものアレルギー疾患、特に食物アレルギーについて理解し、保育上の対処法について学び、現場での実践を想定し対処することが
できる。
４.保育場面における安全性への配慮について理解し、状況に応じて対処することができる。

授業の方法 パワーポイントと配布印刷物を使用し、講義およびグループワーク（第２・３・４・６・７・８回）を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小林　八重子、續　佳代

授業の位置づけ

保育者としての基本的資質、および子どもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期の子どもについての知識を身につ
けるための科目である。子どもの成長発達に関して保健領域から広く涵養し、保育・教育・子育て支援に対する基礎的な理解を図る。
「子どもの保健」、その他の保育に関わる科目と関連する。

授業の概要 「子どもの保健」で得た専門的知識を保育技術の展開と関連づけ、保健活動の実践について学ぶ。

1

【ガイダンス】
【保健活動の計画立案と評価】
【健康診断の活用】
子どもの健康と保育の環境について学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

2

【子どもの健康と発育状況】
保育における衛生管理、事故防止および安全対策について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

養護教諭免許を有し、養護教諭としての実践経験をもとにし実践に即した指導を行う。（小林）

課題に対する
フィードバック

の方法

授業の疑問点を確認し、課題を回収してコメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【保健場面における健康障害とその対応】
個別的な配慮を要する慢性疾患について学ぶ。
個別的な配慮を要する障がいのある子どもへの対応について学
ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

6

【子どもの生活習慣と心身の健康】
保育における3歳未満児への対応について学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

3

【災害への備えと子どもの心の発達】
保育における危機管理及び災害への備えについて学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

4

【子どもの姿勢と運動発達】
子どもの保健に係る個別対応と集団全体の健康安全管理について
学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

9

【子どもの身体の清潔と養護】
感染症の集団発生の予防について学ぶ。
感染症発生時及び罹患後の対応について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

10

【保健活動の計画及び評価における子どもの姿とアセスメント】
事故防止及び健康管理・安全管理への組織的取り組みと職員間の
連携について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

7

【心と体の健康づくり】
子どもの体調不良や怪我への対処について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

8

【保育場面における救急蘇生】
応急処置、緊急処置及び救急蘇生法について学ぶ。
事故防止及び安全対策について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

11

【保健活動の計画及び評価における具体策と評価】
保育における保健活動の計画及び評価について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）
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13

【食物アレルギーの基礎知識】
食物アレルギーの現状、種類、発症のメカニズム、症状、診断
法、治療法などについて学ぶ。
（續）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

14

【保育場面における食物アレルギーとその対応】
食物アレルギーにおける保育園や学校での注意点と対策、給食対
応、職種間連携の重要性、給食提供以外での保育における注意事
項などについて学ぶ。
（續）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

12

【免疫とアレルギー疾患の基礎】
人体の防御機構である免疫系のしくみやアレルギー、自己免疫疾
患、免疫不全症、腫瘍などの免疫に深く関連した疾患などついて
学ぶ。
（續）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題・小テスト70％、平常点30％
まとめ課題については講評を記載し返却する。（小林）

15

【保健活動の計画及び評価の統括】
母子保健、地域保健と保育について学ぶ。
子どもの健康及び安全の管理における現状と課題について学ぶ。
授業のまとめ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

欠席せず積極的に授業に参加し、提出物の期限を守ること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 「子どもの健康と安全」最新保健士養成講座第7巻　全国社会福祉協議会

参考文献 「好きになる免疫学ワークブック」萩原清文，講談社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10364012 こどもの健康と安全（2組） 3326 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１.子どもの成長発育と健康増進、および保健活動について理解することができる。
２.子どもが罹患しやすい主な疾病について理解し、保育上の対応法を学び、現場での実践を想定し対処することができる。
３.子どものアレルギー疾患、特に食物アレルギーについて理解し、保育上の対処法について学び、現場での実践を想定し対処することが
できる。
４.保育場面における安全性への配慮について理解し、状況に応じて対処することができる。

授業の方法 パワーポイントと配布印刷物を使用し、講義およびグループワーク（第２・３・４・６・７・８回）を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小林　八重子、續　佳代

授業の位置づけ

保育者としての基本的資質、および子どもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期の子どもについての知識を身につ
けるための科目である。子どもの成長発達に関して保健領域から広く涵養し、保育・教育・子育て支援に対する基礎的な理解を図る。
「子どもの保健」、その他の保育に関わる科目と関連する。

授業の概要 「子どもの保健」で得た専門的知識を保育技術の展開と関連づけ、保健活動の実践について学ぶ。

1

【ガイダンス】
【保健活動の計画立案と評価】
【健康診断の活用】
子どもの健康と保育の環境について学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

2

【子どもの健康と発育状況】
保育における衛生管理、事故防止および安全対策について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

養護教諭免許を有し、養護教諭としての実践経験をもとにし実践に即した指導を行う。（小林）

課題に対する
フィードバック

の方法

授業の疑問点を確認し、課題を回収してコメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【保健場面における健康障害とその対応】
個別的な配慮を要する慢性疾患について学ぶ。
個別的な配慮を要する障がいのある子どもへの対応について学
ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

6

【子どもの生活習慣と心身の健康】
保育における3歳未満児への対応について学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

3

【災害への備えと子どもの心の発達】
保育における危機管理及び災害への備えについて学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

4

【子どもの姿勢と運動発達】
子どもの保健に係る個別対応と集団全体の健康安全管理について
学ぶ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

9

【子どもの身体の清潔と養護】
感染症の集団発生の予防について学ぶ。
感染症発生時及び罹患後の対応について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

10

【保健活動の計画及び評価における子どもの姿とアセスメント】
事故防止及び健康管理・安全管理への組織的取り組みと職員間の
連携について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

7

【心と体の健康づくり】
子どもの体調不良や怪我への対処について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

8

【保育場面における救急蘇生】
応急処置、緊急処置及び救急蘇生法について学ぶ。
事故防止及び安全対策について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

11

【保健活動の計画及び評価における具体策と評価】
保育における保健活動の計画及び評価について学ぶ。
（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）
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13

【食物アレルギーの基礎知識】
食物アレルギーの現状、種類、発症のメカニズム、症状、診断
法、治療法などについて学ぶ。
（續）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

14

【保育場面における食物アレルギーとその対応】
食物アレルギーにおける保育園や学校での注意点と対策、給食対
応、職種間連携の重要性、給食提供以外での保育における注意事
項などについて学ぶ。
（續）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

12

【免疫とアレルギー疾患の基礎】
人体の防御機構である免疫系のしくみやアレルギー、自己免疫疾
患、免疫不全症、腫瘍などの免疫に深く関連した疾患などついて
学ぶ。
（續）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題・小テスト70％、平常点30％
まとめ課題については講評を記載し返却する。（小林）

15

【保健活動の計画及び評価の統括】
母子保健、地域保健と保育について学ぶ。
子どもの健康及び安全の管理における現状と課題について学ぶ。
授業のまとめ。（小林）

教科書の該当部分を読んでおくこと
（20分）

教科書・印刷配布物の振り返りをす
ること。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

欠席せず積極的に授業に参加し、提出物の期限を守ること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 「子どもの健康と安全」最新保健士養成講座第7巻　全国社会福祉協議会

参考文献 「好きになる免疫学ワークブック」萩原清文，講談社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10354011 こどもの食と栄養I（1組） 3330 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・小児期にとって、食生活のあり方や栄養素の摂取は、心身の成長に影響を与えることが説明できる。
・小児栄養に関する基礎的な知識を述べることができる。
・小児期に関わる専門職への認識を高め、自己の食生活を振り返り、見直すことができる。
・こどもの食と栄養が、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育んでいく基礎となるものであることを述べることができ
る。

授業の方法

パワーポイントや視聴覚メディアを用いて主に講義形式でおこなう。
アクティブラーニングとして１回目・９回目・11回目はグループワークを、５回目・６回目・13回目には実習を取り入れる。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用した双方向授業を行う

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。【知識・技能】」に重点をおいた科目である。
関連科目は「こどもの食と栄養Ⅱ」であり、「こどもの保健」、「こどもの食育Ⅰ」の基礎となる。

授業の概要

こどもの健やかな心身の成長には、食生活が重要である。栄養に関する基本的な知識、こどもの発達段階ごとの栄養に関する留意点、食生
活の現状と課題等を学ぶことによって食生活の重要性を理解する。また生涯にわたる心身の健康は、こどもの食生活を中心とする生活環境
と深いかかわりがあることを理解する。

1

・学生自身の現在までの食生活と育ちを振り返り、「こどもの食
と栄養」を学ぶ意義について学ぶ
・こどもの心身の健康と食生活について、日本人の健康や食生活
上の問題を知り、こどもの食生活の現状と課題について学ぶ

シラバスを確認する。教科書P.10～
15を読む。（20分）

自分の食生活を「食生活指針」の
ワークシートで評価する。（25分）

2

食育基本法について
・国民運動として食育推進の意義と必要性を学ぶ
こどもの発育・発達と食生活（１）
・身体発育、精神・運動機能発達と栄養・食生活について学ぶ

食育基本法、第3次食育推進基本計
画について調べる。教科書P.16、
P171～172を読む。（20分）

各自の母子手帳を調べ、誕生から18
歳までの身長と体重を成長曲線上に
記入する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校での家庭科教員としての勤務経験を生かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。小テストは返却時に解説を行う。課題に対しては、適宜指導・
助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

栄養に関する基本的知識（２）
・日本人の食事摂取基準について、その意義と活用について学ぶ
・食事構成に関する基礎知識　
　食事バランスガイドから、自己の食事バランスをチェックする

 自分の食事１日分を記録する。教
科書P.36～38を読む。（20分）

日本人の食事摂取基準のワークシー
トを活用して復習する。  （25分）

6

栄養に関する基本的知識（３）
・献立作成・調理の基本を学ぶ
・栄養価の算定
・食品表示と食品の選択について学ぶ

教科書P38～47を読む。（20分） 栄養に関する基本的知識のワーク
シートを活用して復習する。（25
分）

3

こどもの発育・発達と食生活（２）　
・食べる機能・消化吸収機能の発達と栄養・食生活について学ぶ

教科書P17～21を読む。（20分） こどもの発育・発達のワークシート
を活用して復習する。  （25分）

4

栄養に関する基本的知識（１）
・栄養素・栄養生理・代謝に関する基本的知識を学ぶ
・栄養とは何を意味するのか
・五大栄養素、食べ物の３つのはたらき、６つの基礎食品
・栄養生理、エネルギー代謝

教科書P22～35を読む。（20分） 栄養に関する基本的知識のワーク
シートを活用して復習する。  （25
分）

7

小テスト１ 
ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（１）妊娠
期（胎児期）の栄養と食生活
・妊娠のメカニズムと正常な妊婦の食生活について学ぶ
・妊娠期の栄養と胎児の成長
・DOHaD仮説
・授乳期の栄養

小テスト範囲である第1～6回までの
授業を復習する。教科書P48～61を
読む。（30分）

妊娠期の栄養と食生活について、
ワークシートを活用して復習する。
（15分）
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9

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（３）幼児
期の心身の発達と食生活１  
・幼児期の心身の特徴と食生活について学ぶ
・食事と生活リズムについて
・供食上の注意点
・間食の役割と必要性
・う蝕について

教科書P76～81を読む。（20分） 離乳食の進め方についてワークシー
トを活用して復習する。（25分）

10

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（４）幼児
期の心身の発達と食生活２  
・幼児の献立および調理上の留意点
・お弁当について
・幼児期の栄養・食生活上の問題と保育者としての対応について
学ぶ

教科書P82～89を読む。（20分） 幼児期の食生活についてワークシー
トを活用して復習する。（25分）

8

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（２）乳児
期の授乳・離乳の意義と食生活  

・乳汁栄養・離乳の必要性と留意点
・離乳食の進め方の目安
・乳児期の栄養・食生活上の問題と保育者としての対応について
学ぶ

教科書P62～75を読む。（20分） 乳汁栄養についてワークシートを活
用して復習する。（25分）

13

特別な配慮を要するこどもの食と栄養（２)
・食物アレルギーのあるこどもへの対応について学ぶ
・障がいのあるこどもへの対応について学ぶ

教科書P148～170をむ。（20分） 食物アレルギーのあるこども、障が
いのあるこどもへの対応について
ワークシートを活用して復習する。
（25分）

14

小テスト２
ワークシート（13回目までの）提出
食育の基本と内容（１）
・保育における食育の意義・目的と基本的考え方
・発育・発達に応じて育てたい「食べる力」
・就学前のこどもに対する食育の推進
・保育所、幼稚園、認定こども園における食育

小テスト範囲である第7～13回の授
業を復習する。
教科書P117～122を読む。（30分）

ワークシートを活用して復習する。
（15分）

11

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（５）学童
期・思春期の心身の発達と食生活
・学童期・思春期の心身の特徴と食生活について学ぶ
・学童期・思春期の栄養・食生活上の問題と対応について学ぶ
・学校給食
・栄養教諭制度について

教科書P90～105を読む。（20分） 学童期・思春期の食生活について
ワークシートを活用して復習する。
（25分）

12

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（６）生涯
発達と食生活
・生涯発達と加齢変化
・成人期の栄養・食生活上の問題と健康への対応について学ぶ
・高齢期の栄養・食生活上の問題と健康への対応について学ぶ
特別な配慮を要するこどもの食と栄養（１）
・疾病および体調不良の子どもへの対応について学ぶ

教科書P106～116、P144～  148を読
む。
（20分）

成人期、高齢期の食生活、こどもの
疾病についてワークシートを活用し
て復習する。（25分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト20％、ワークシート・課題70%、授業の参加態度10%

15

食育の基本と内容（２）
・食育の内容と計画及び評価
・食育のための環境づくり
・地域の関係機関や職員間の連携
・食生活指導及び食を通した保護者への支援
授業のまとめ

教科書P123～131を読む。第1～14回
の授業を振り返る。（30分）

第1回～第14回分のワークシートを
活用して復習する。  （15分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0% なし

教科書

子どもの食と栄養　保育現場で活かせる食の基本／太田百合子、堤ちはる編著／羊土社
日本食品成分表2022 七訂／医歯薬出版編　

参考文献

日本人の食事摂取基準[2021年版]／厚生労働省／第一出版　
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履修条件・留意
事項等

保育士資格取得の必修科目
学習内容は、後期科目「こどもの食と栄養Ⅱ」に引き継ぐ

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10354012 こどもの食と栄養I（2組） 3330 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・小児期にとって、食生活のあり方や栄養素の摂取は、心身の成長に影響を与えることが説明できる。
・小児栄養に関する基礎的な知識を述べることができる。
・小児期に関わる専門職への認識を高め、自己の食生活を振り返り、見直すことができる。
・こどもの食と栄養が、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育んでいく基礎となるものであることを述べることができ
る。

授業の方法

パワーポイントや視聴覚メディアを用いて主に講義形式でおこなう。
アクティブラーニングとして１回目・９回目・11回目はグループワークを、５回目・６回目・13回目には実習を取り入れる。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用した双方向授業を行う

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。【知識・技能】」に重点をおいた科目である。
関連科目は「こどもの食と栄養Ⅱ」であり、「こどもの保健」、「こどもの食育Ⅰ」の基礎となる。

授業の概要

こどもの健やかな心身の成長には、食生活が重要である。栄養に関する基本的な知識、こどもの発達段階ごとの栄養に関する留意点、食生
活の現状と課題等を学ぶことによって食生活の重要性を理解する。また生涯にわたる心身の健康は、こどもの食生活を中心とする生活環境
と深いかかわりがあることを理解する。

1

・学生自身の現在までの食生活と育ちを振り返り、「こどもの食
と栄養」を学ぶ意義について学ぶ
・こどもの心身の健康と食生活について、日本人の健康や食生活
上の問題を知り、こどもの食生活の現状と課題について学ぶ

シラバスを確認する。教科書P.10～
15を読む。（20分）

自分の食生活を「食生活指針」の
ワークシートで評価する。（25分）

2

食育基本法について
・国民運動として食育推進の意義と必要性を学ぶ
こどもの発育・発達と食生活（１）
・身体発育、精神・運動機能発達と栄養・食生活について学ぶ

食育基本法、第3次食育推進基本計
画について調べる。教科書P.16、
P171～172を読む。（20分）

各自の母子手帳を調べ、誕生から18
歳までの身長と体重を成長曲線上に
記入する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校での家庭科教員としての勤務経験を生かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。小テストは返却時に解説を行う。課題に対しては、適宜指導・
助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

栄養に関する基本的知識（２）
・日本人の食事摂取基準について、その意義と活用について学ぶ
・食事構成に関する基礎知識　
　食事バランスガイドから、自己の食事バランスをチェックする

 自分の食事１日分を記録する。教
科書P.36～38を読む。（20分）

日本人の食事摂取基準のワークシー
トを活用して復習する。  （25分）

6

栄養に関する基本的知識（３）
・献立作成・調理の基本を学ぶ
・栄養価の算定
・食品表示と食品の選択について学ぶ

教科書P38～47を読む。（20分） 栄養に関する基本的知識のワーク
シートを活用して復習する。（25
分）

3

こどもの発育・発達と食生活（２）　
・食べる機能・消化吸収機能の発達と栄養・食生活について学ぶ

教科書P17～21を読む。（20分） こどもの発育・発達のワークシート
を活用して復習する。  （25分）

4

栄養に関する基本的知識（１）
・栄養素・栄養生理・代謝に関する基本的知識を学ぶ
・栄養とは何を意味するのか
・五大栄養素、食べ物の３つのはたらき、６つの基礎食品
・栄養生理、エネルギー代謝

教科書P22～35を読む。（20分） 栄養に関する基本的知識のワーク
シートを活用して復習する。  （25
分）

7

小テスト１ 
ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（１）妊娠
期（胎児期）の栄養と食生活
・妊娠のメカニズムと正常な妊婦の食生活について学ぶ
・妊娠期の栄養と胎児の成長
・DOHaD仮説
・授乳期の栄養

小テスト範囲である第1～6回までの
授業を復習する。教科書P48～61を
読む。（30分）

妊娠期の栄養と食生活について、
ワークシートを活用して復習する。
（15分）
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9

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（３）幼児
期の心身の発達と食生活１  
・幼児期の心身の特徴と食生活について学ぶ
・食事と生活リズムについて
・供食上の注意点
・間食の役割と必要性
・う蝕について

教科書P76～81を読む。（20分） 離乳食の進め方についてワークシー
トを活用して復習する。（25分）

10

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（４）幼児
期の心身の発達と食生活２  
・幼児の献立および調理上の留意点
・お弁当について
・幼児期の栄養・食生活上の問題と保育者としての対応について
学ぶ

教科書P82～89を読む。（20分） 幼児期の食生活についてワークシー
トを活用して復習する。（25分）

8

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（２）乳児
期の授乳・離乳の意義と食生活  

・乳汁栄養・離乳の必要性と留意点
・離乳食の進め方の目安
・乳児期の栄養・食生活上の問題と保育者としての対応について
学ぶ

教科書P62～75を読む。（20分） 乳汁栄養についてワークシートを活
用して復習する。（25分）

13

特別な配慮を要するこどもの食と栄養（２)
・食物アレルギーのあるこどもへの対応について学ぶ
・障がいのあるこどもへの対応について学ぶ

教科書P148～170をむ。（20分） 食物アレルギーのあるこども、障が
いのあるこどもへの対応について
ワークシートを活用して復習する。
（25分）

14

小テスト２
ワークシート（13回目までの）提出
食育の基本と内容（１）
・保育における食育の意義・目的と基本的考え方
・発育・発達に応じて育てたい「食べる力」
・就学前のこどもに対する食育の推進
・保育所、幼稚園、認定こども園における食育

小テスト範囲である第7～13回の授
業を復習する。
教科書P117～122を読む。（30分）

ワークシートを活用して復習する。
（15分）

11

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（５）学童
期・思春期の心身の発達と食生活
・学童期・思春期の心身の特徴と食生活について学ぶ
・学童期・思春期の栄養・食生活上の問題と対応について学ぶ
・学校給食
・栄養教諭制度について

教科書P90～105を読む。（20分） 学童期・思春期の食生活について
ワークシートを活用して復習する。
（25分）

12

ライフステージに沿ったこどもの発育・発達と食生活（６）生涯
発達と食生活
・生涯発達と加齢変化
・成人期の栄養・食生活上の問題と健康への対応について学ぶ
・高齢期の栄養・食生活上の問題と健康への対応について学ぶ
特別な配慮を要するこどもの食と栄養（１）
・疾病および体調不良の子どもへの対応について学ぶ

教科書P106～116、P144～  148を読
む。
（20分）

成人期、高齢期の食生活、こどもの
疾病についてワークシートを活用し
て復習する。（25分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト20％、ワークシート・課題70%、授業の参加態度10%

15

食育の基本と内容（２）
・食育の内容と計画及び評価
・食育のための環境づくり
・地域の関係機関や職員間の連携
・食生活指導及び食を通した保護者への支援
授業のまとめ

教科書P123～131を読む。第1～14回
の授業を振り返る。（30分）

第1回～第14回分のワークシートを
活用して復習する。  （15分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0% なし

教科書

子どもの食と栄養　保育現場で活かせる食の基本／太田百合子、堤ちはる編著／羊土社
日本食品成分表2022 七訂／医歯薬出版編　

参考文献

日本人の食事摂取基準[2021年版]／厚生労働省／第一出版　
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履修条件・留意
事項等

保育士資格取得の必修科目
学習内容は、後期科目「こどもの食と栄養Ⅱ」に引き継ぐ

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10355011 こどもの食と栄養II（1組） 3331 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・食と栄養の連携を深めることで、こどもの健やかな心身の成長が育まれることを説明できる
・食育の演習・実習をグループで取り組むことができる
・食育推進の重要性を述べることができる
・食べることを楽しみながら、実践活動ができる

授業の方法

講義形式授業のほか、４回目・７回目・11回目・13回目にグループワークを、３回目・８回目・12回目・14回目には実習をおこなう。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用した双方向授業を行う

後期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。【知識・技能】」に重点をおいた科目である。
関連科目は「こどもの食と栄養Ⅰ」であり、「こどもの保健」、「こどもの食育Ⅰ・Ⅱ」の基礎となる。


授業の概要

保育者として、食育の実践に必要な基本を学ぶ。食育の基本とその内容、食育を推進するため地域の関連機関や施設職員間の連携、食生活
指導及び食を通した保護者への支援などを学ぶ。家庭と児童福祉施設が栄養の連携を深めることで、こどもの健やかな心身の成長が育まれ
ることを理解する。更に、特別な配慮を必要とするこどもの食と栄養についても対応ができる力をつける。

1

ガイダンス　
家庭や児童福祉施設における食事と栄養
・家庭における食事と栄養について理解する
・児童福祉施設における食事と栄養について理解する

教科書P132～143「家庭や児童福祉
施設における食事と栄養 」を読む
（20分）

教科書P142演習課題のレポートを作
成する（25分）

2

食育・栄養と保育（１）
乳児期の成長・発育と食生活
・新生児、乳児の心身の成長と発達を理解する
・乳汁栄養の方法、調乳について学ぶ

教科書Ｐ62～75「乳児期の食生活
」を読む（20分）

ワークシート課題を仕上げる（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校での家庭科教員としての勤務経験を生かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。小テストは返却時に解説を行う。課題に対しては、適宜指導・
助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保育所給食（１）
保育所給食の役割と意義
・保育所給食の献立について学ぶ

教科書P77～83「幼児期の心身の発
達と食生活」を読む（20分）

課題「1～2歳児の栄養給与量をもと
め保育給食献立の作成」をおこなう
（25分）

6

保育所給食（２）　　
保育施設に合う食事形態とは　     
・保育所給食の献立を立てられる

教科書P132～143「家庭や児童福祉
施設における食事と栄養」を読む
（20分）

教科書P142演習課題のレポート作成
をする（25分）

3

食育・栄養と保育（２）
調乳法の実践　　
・調乳、洗浄、消毒を体験し理解する　　

 ※調理実習室で授業を行う

教科書P65～68「人工栄養 」を読む
（20分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

4

食育・栄養と保育（３）
離乳食の実践　　　
・離乳食の意義についてグループで話し合う
・ベビーフードの試食を通して、離乳食の形状や味について説明
できる

※調理実習室で授業を行う

教科書P68～75「離乳の意義とその
実践 」を読む（20分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

7

保育所給食（３）　　　　
成長に合わせた幼児食の必要性
・偏食の対策についてグループで話し合う

教科書P83～87「幼児期の栄養の問
題」を読む（20分）

「成長に合わせた幼児食の必要性」
のレポート作成をする  （25分）

8

保育所給食（４）　　
給食の実際
・幼児に適した食事と間食を調理実習から学ぶ　　　
※調理実習室で授業を行う

配布された資料を読む（20分） 調理実習のレポート作成をする（25
分）
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9

食育・栄養指導と保育（１）
幼児に合った献立作成　
・食品の選択、調理方法を理解する
・お弁当献立について学ぶ

自分の幼児期のお弁当献立を振り返
る（20分）

課題「3～5歳児の栄養給与量をもと
めお弁当献立の作成」をおこなう
（25分

10

食育・栄養指導と保育（２）
バランスのよいお弁当献立
・食品の選択、調理法、喫食までに関する注意事項を学ぶ　
・お弁当献立を立てられる

教科書P76～89「幼児期の心身の発
達と食生活 を読む（20分）

教科書P88演習課題のレポート作成
をする（25分）

13

小テスト
特別な配慮を要する子どもの食と栄養（１）
食物アレルギーのある子どもへの対応
・アレルギーをもつ子どものおやつについてグループで話し合う

これまでの学習内容を復習する。教
科書P161～170「食物アレルギーの
ある子供への対応」を読む  （30
分）

エピペンに関するレポートを作成す
る（15分

14

特別な配慮を要する子どもの食と栄養（２）
経口補液療法の実践
・正しい手洗いの方法を学ぶ　　　　　　
・経口補液を作成し、理解する　　

※調理実習室で授業を行う

教科書P144～148「体調不良、疾病
の子どもへの対応」を読む  （20
分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

11

食育・栄養指導と保育（３）　
食に関する指導
・栄養と食支援について保護者との連携の必要性を理解する
・幼児期の食生活上の問題についてグループで話し合う

教科書P117～131「食育の基本と内
容」を読む（20分）

「幼児期の食生活上の問題」につい
てレポート作成をする  （25分）

12

食育・栄養指導と保育（４）
お弁当の実際
・保育者の立場でお弁当の調理ができる　　　　　　　
※調理実習室で授業を行う

教科書P133～143「児童福祉施設に
おける食事と栄養」を読む（20分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト10％、ワークシート・課題80%、授業の参加態度10%

15

・乳児の調乳と離乳
・幼児の食習慣
・バランスのよいお弁当
・食物アレルギー
授業のまとめ

1回～14回の授業を復習する（30
分）

本時の授業のまとめを見直す（15
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育士資格取得の必修科目
原則として「こどもの食と栄養Ⅰ」を修得していること
実習授業時は、準備を忘れずに臨むこと

備考欄

その他 0 なし

教科書

子どもの食と栄養　保育現場で活かせる食の基本／太田百合子、堤ちはる編著／羊土社
日本食品成分表2022 七訂／医歯薬出版編

参考文献 日本人の食事摂取基準[2021年版]／厚生労働省／第一出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10355012 こどもの食と栄養II（2組） 3331 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・食と栄養の連携を深めることで、こどもの健やかな心身の成長が育まれることを説明できる
・食育の演習・実習をグループで取り組むことができる
・食育推進の重要性を述べることができる
・食べることを楽しみながら、実践活動ができる

授業の方法

講義形式授業のほか、４回目・７回目・11回目・13回目にグループワークを、３回目・８回目・12回目・14回目には実習をおこなう。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用した双方向授業を行う

後期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。【知識・技能】」に重点をおいた科目である。
関連科目は「こどもの食と栄養Ⅰ」であり、「こどもの保健」、「こどもの食育Ⅰ・Ⅱ」の基礎となる。


授業の概要

保育者として、食育の実践に必要な基本を学ぶ。食育の基本とその内容、食育を推進するため地域の関連機関や施設職員間の連携、食生活
指導及び食を通した保護者への支援などを学ぶ。家庭と児童福祉施設が栄養の連携を深めることで、こどもの健やかな心身の成長が育まれ
ることを理解する。更に、特別な配慮を必要とするこどもの食と栄養についても対応ができる力をつける。

1

ガイダンス　
家庭や児童福祉施設における食事と栄養
・家庭における食事と栄養について理解する
・児童福祉施設における食事と栄養について理解する

教科書P132～143「家庭や児童福祉
施設における食事と栄養 」を読む
（20分）

教科書P142演習課題のレポートを作
成する（25分）

2

食育・栄養と保育（１）
乳児期の成長・発育と食生活
・新生児、乳児の心身の成長と発達を理解する
・乳汁栄養の方法、調乳について学ぶ

教科書Ｐ62～75「乳児期の食生活
」を読む（20分）

ワークシート課題を仕上げる（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校での家庭科教員としての勤務経験を生かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。小テストは返却時に解説を行う。課題に対しては、適宜指導・
助言を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保育所給食（１）
保育所給食の役割と意義
・保育所給食の献立について学ぶ

教科書P77～83「幼児期の心身の発
達と食生活」を読む（20分）

課題「1～2歳児の栄養給与量をもと
め保育給食献立の作成」をおこなう
（25分）

6

保育所給食（２）　　
保育施設に合う食事形態とは　     
・保育所給食の献立を立てられる

教科書P132～143「家庭や児童福祉
施設における食事と栄養」を読む
（20分）

教科書P142演習課題のレポート作成
をする（25分）

3

食育・栄養と保育（２）
調乳法の実践　　
・調乳、洗浄、消毒を体験し理解する　　

 ※調理実習室で授業を行う

教科書P65～68「人工栄養 」を読む
（20分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

4

食育・栄養と保育（３）
離乳食の実践　　　
・離乳食の意義についてグループで話し合う
・ベビーフードの試食を通して、離乳食の形状や味について説明
できる

※調理実習室で授業を行う

教科書P68～75「離乳の意義とその
実践 」を読む（20分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

7

保育所給食（３）　　　　
成長に合わせた幼児食の必要性
・偏食の対策についてグループで話し合う

教科書P83～87「幼児期の栄養の問
題」を読む（20分）

「成長に合わせた幼児食の必要性」
のレポート作成をする  （25分）

8

保育所給食（４）　　
給食の実際
・幼児に適した食事と間食を調理実習から学ぶ　　　
※調理実習室で授業を行う

配布された資料を読む（20分） 調理実習のレポート作成をする（25
分）
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9

食育・栄養指導と保育（１）
幼児に合った献立作成　
・食品の選択、調理方法を理解する
・お弁当献立について学ぶ

自分の幼児期のお弁当献立を振り返
る（20分）

課題「3～5歳児の栄養給与量をもと
めお弁当献立の作成」をおこなう
（25分

10

食育・栄養指導と保育（２）
バランスのよいお弁当献立
・食品の選択、調理法、喫食までに関する注意事項を学ぶ　
・お弁当献立を立てられる

教科書P76～89「幼児期の心身の発
達と食生活 を読む（20分）

教科書P88演習課題のレポート作成
をする（25分）

13

小テスト
特別な配慮を要する子どもの食と栄養（１）
食物アレルギーのある子どもへの対応
・アレルギーをもつ子どものおやつについてグループで話し合う

これまでの学習内容を復習する。教
科書P161～170「食物アレルギーの
ある子供への対応」を読む  （30
分）

エピペンに関するレポートを作成す
る（15分

14

特別な配慮を要する子どもの食と栄養（２）
経口補液療法の実践
・正しい手洗いの方法を学ぶ　　　　　　
・経口補液を作成し、理解する　　

※調理実習室で授業を行う

教科書P144～148「体調不良、疾病
の子どもへの対応」を読む  （20
分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

11

食育・栄養指導と保育（３）　
食に関する指導
・栄養と食支援について保護者との連携の必要性を理解する
・幼児期の食生活上の問題についてグループで話し合う

教科書P117～131「食育の基本と内
容」を読む（20分）

「幼児期の食生活上の問題」につい
てレポート作成をする  （25分）

12

食育・栄養指導と保育（４）
お弁当の実際
・保育者の立場でお弁当の調理ができる　　　　　　　
※調理実習室で授業を行う

教科書P133～143「児童福祉施設に
おける食事と栄養」を読む（20分）

調理実習のレポート作成をする（25
分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト10％、ワークシート・課題80%、授業の参加態度10%

15

・乳児の調乳と離乳
・幼児の食習慣
・バランスのよいお弁当
・食物アレルギー
授業のまとめ

1回～14回の授業を復習する（30
分）

本時の授業のまとめを見直す（15
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育士資格取得の必修科目
原則として「こどもの食と栄養Ⅰ」を修得していること
実習授業時は、準備を忘れずに臨むこと

備考欄

その他 0 なし

教科書

子どもの食と栄養　保育現場で活かせる食の基本／太田百合子、堤ちはる編著／羊土社
日本食品成分表2022 七訂／医歯薬出版編

参考文献 日本人の食事摂取基準[2021年版]／厚生労働省／第一出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10977011 こども家庭支援の心理学 3334 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１心理学の基礎的な知識を生涯学習の観点から習得し、乳幼児期の重要性について各時期への移行と発達課題などを挙げることができる。
２家族・家庭の意義と機能について発達をふまえて理解し、子どもと家族を包括的に捉える視点について説明できる。
３子育て家庭を中心とした現代社会の課題を述べることができる。
４子どもの精神保健と課題を述べることができる。

授業の方法

教科書（または動画）を用い、講義形式ですすめる（1~7回目・9~14回目）
グループ学習を通じて、家庭支援に関する課題を見出しプレゼンテーションをする（6~8回目

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている。（知識・技能）」、「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び
教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態
度）」ことと特に関係がある科目である。「保育者論」「乳幼児心理学」「こども家庭支援論」「子育て支援」に関連する。

授業の概要

子どもは社会に生まれ、社会の中で育つ。その中で子どもが最初に出会う最も身近な社会が家庭である。この科目では、生涯発達に関する
心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性、各時期の移行、発達課題等について理解すること、さらに家族・家庭の意義や機能、
親子関係や家族関係等について発達的に理解する。近年の社会の変化に伴う子育て家庭をめぐる現代の社会状況と課題を理解し、包括的に
とらえる視点を習得する。

1

「乳幼児期から学童前期までの発達」
　乳幼児期から学童前期までの心理的発達を保育の視点から理解
する。

教科書P.1～11を読む（90分） 教科書を復習し、身近な家族の様子
を学んだことをもとに再考する（90
分）

2

「学童期後期から青年期までの発達」
　学童期後期から青年期までの心理的発達の特徴を幼児期からの
継続として理解する。

教科書P.12～24を読む
（90分）

教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

子育て支援組織の実践者としての経験を活かし、理論と実践を往還する指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

Webアプリを活用してフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「親子関係・家族関係」
　親になるプロセスを発達の視点を持って理解する。乳幼児に
とっての家庭の役割と子育てを支える重要性を理解する。

教科書P.49～61を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

6

「家庭における生活課題の捉え方・考え方」
これまでの子育ての歴史と子育てに関する多様な事柄を知る。社
会問題としての少子化対策としての保育を理解し、さらに家庭や
地域における課題を理解する。
新聞、雑誌、書籍などから家族の実情についてグループごとに調
べてきたことを整理する。


教科書P.62～66を読む
新聞、雑誌、書籍などから家族の実
情について調べる（90分）

グループワークの課題についてさら
に深める（90分）

3

「成人期・老年期までの発達」
　成人期・老年期までの心理的発達の特徴を理解し生涯発達の観
点をもつ。

教科書P.25～36を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

4

「家族・家庭とは」
　家庭・家族の定義について再確認し、現代家族の機能と理解を
深める。子育て支援の基本をふまえ、家庭支援の目的と必要性に
ついて理解を深める。

教科書P.37～48を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す
（90分）

- 180 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

「ライフコースと仕事・子育て」
家庭支援と養護性の関係を考え、現代の家庭・家族の多様性と
人々の価値観の多様性を理解する家族のライフコースを理解す
る。

教科書P.72～77を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

10

「男女共同参画社会とワークライフバランス」
男女共同参画社会について理解し、仕事と子育てをワークライフ
バランスの考えを基に深める。

教科書P.78～82を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

7

「子育て経験と親の育ち」
育児不安、育児ストレスと親になっていくプロセスを知る。親の
子どもへの教育期待を知る。保育士に期待される役割と基本的な
支援を理解する
調べた課題を『家族としての肯定的な内容と疑問視する内容、客
観的な内容』の3視点に分ける。（グループワーク）

教科書P.62～66を読む
グループでの課題を整理しておく
（90分）

課題発表の準備をする（90分）

8

「子どもを取り巻く社会環境」
　家族をシステムとしてとらえ、多様な子育てスタイルを理解し
て子どもを育てる機能を社会の重要な部分であることを理解す
る。
調べた課題を発表（プレゼンテーション）する。

課題発表の準備をする（90分） 各発表について自分の考えをまとめ
る（90分）

13

「子どもの生活・生育環境とその影響」
　虐待的な環境の家庭の状況を子どもと家族の視点で理解する。
その問題を抱える家族に関わる機関・施設・サービスを知り、保
育者として子どもを守るための考えを深める。

教科書P.103～113を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

14

「子どもの心の健康に関わる問題」
　子どもの心の健康を保つため、さらに子どもの力を伸ばすため
に非認知能力を育てるための基本的な考え方を身につける。

教科書P.136～146を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

11

「多様な家族とその理解」
　ひとり親家庭などの多様な家庭について福祉対策とその課題を
知り、保育士の役割を理解する。子育て支援を基本とした家庭支
援の目的と必要性について理解を深める。

教科書P.83～102を読む
（90分）

発表内容を考察し、自分の考えをま
とめる　（90分）

12

「特別な配慮を要する家族」
　障がいのある子どもの家庭の親の思いを知り、その家庭を支援
するサービスについて理解する。孤立させないような保育士の支
援を各機関の連携を含めて理解する。

教科書P.126～135を読む（90分） 教科書を復習し、具体例を探す（90
分）

定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート40%・発表30％・第15回授業で実施するまとめの小レポート30％

15

「家庭支援のための保育者としての心がけること」
カウンセリングマインドを保育者として理解する。共有・共感の
重要性と日常の保育の重要性を理解する。支援対象の守秘義務を
十分に理解する。
「家庭支援論を学んでの考えをまとめる」
家庭支援に必要な知識と考えをふりかえり、まとめの文章を提出
する。

14回までの学びを復習する（90分） 小テストを省察する（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポートの参考・引用文献を明確にすること

備考欄

その他 0 なし

教科書 本郷一夫・神谷哲司　編著　シートブック子ども家庭支援心理学　建帛社　2019年

参考文献 白川圭子・福丸由佳　編　子ども家庭の心理学　中央法規　2019年
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10878011 保育の計画と評価 3350 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

全体的な計画を作成する意義と構造を説明できる。
全体的な計画を基にした、長期的な指導計画と短期的な指導計画の意義やつながりについて説明できる。
保育の評価を適切に行うことで、保育実践の改善が図られるという循環構造を説明できる。

授業の方法

教科書、プリントを使用した講義形式で行う。必要に応じてDVDなどの映像資料を用い、理解を深める。適宜、授業内でリアクションペー
パーを配布する。リアクションペーパーの意見、感想は、次回の講義に反映させる。授業内の小レポートで、学習内容の確認を行う。15回
の内、1～2回程度、保育者・子育て支援者をゲストスピーカーとして招き、保育の計画や評価の実際を学ぶ。第7回の授業でグループワー
クを行い、「全体的な計画」の編成過程を学ぶ。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

「保育の計画と評価」は、ディプロマ・ポリシーに基づき、こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解、乳幼児期のこどもについ
ての知識を身につけるための科目である。さらに、変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育
のあり方を考え続けることのできる基礎力を得るための科目でもある。保育方法の理解に関わる分野であり、保育内容へとつながる科目で
ある。

授業の概要

保育は一人ひとりの子どもを理解し、見通しをもちながら、その時期にふさわしい環境を用意し、援助を構成する必要がある。子どもたち
の豊かな育ちを実現するためには、その根幹となる保育の計画を理解することが求められる。子どもたちがどのように育ってほしいのかと
いう目標に基づき、その目標を実現するためにどのような活動を展開し、環境を構成するのか。また、保育所保育指針、幼稚園教育要領、
保幼連携型認定こども園教育・保育要領の歴史的変遷、全体的な計画から指導計画までの計画の基本を確認する。さらに保育の評価が保育
の質を高め、計画をより豊かなものへと変容させる循環構造についても学ぶ。

1

保育における計画の意義について学ぶ。 授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

2

カリキュラムの基礎理論と構成について学ぶ。 授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

保育士の資格と短期大学保育学科の教員経験に基づき、保育内容・方法・こどもとの接し方・指導案の書き方保について、保育実習および
幼稚園実習に向けて実践的授業の取り組みをする。

課題に対する
フィードバック

の方法

小レポート、リアクションペーパーに記入された受講生の意見を共有、フィードバックする時間を設ける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教
育・保育要領の位置づけと改定内容を学ぶ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

6

保育所保育指針における保育の目標と計画の基本的な考え方を学
ぶ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

3

保育観と保育の計画・方法の変遷について歴史的な考え方を知
る。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

4

子どもの理解に基づく保育過程と循環計画(・実践・記録・省
察・評価・改善)と保育の質の向上および子どもの発達段階に基
づく計画を考える。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

9

短期指導計画の種類と作成上の留意事項を理解して実践的に学
ぶ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

10

３歳以上児の特徴に基づく指導計画を実践的に学ぶ。 授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

7

全体的な計画の編成における基本原理を理解して実践的に学ぶ。 授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

8

長期指導計画の種類と作成上の留意事項を理解して実践的に学
ぶ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

13

保育者の自己評価の方法について具体的事例を通して学ぶ。 授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

11

乳児ならびに1歳以上3歳未満児の特徴に基づく保育の指導計画を
実践的に学ぶ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

12

保育の記録・省察の重要性と方法について具体的事例を通して学
ぶ。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）
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14

保育の質を高めるための取り組みについて考えを深める。 授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート（60％）、授業内のリアクションペーパー（30％）、授業参加の態度（10％）

15

家庭・地域との連携、小学校との連携の必要性について知り、考
えを深める。

授業のテーマについて、教科書を参
考にして調べる（90分）

保育の計画と評価の到達目標と自己
の理解について振り返りを行う（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

授業内で配布するリアクションペーパーは、成績評価の対象となるものであるため、必ず提出のこと。

備考欄

その他 0 なし

教科書 「保育の計画と方法」、小笠原圭ほか、同文書院

参考文献 「幼児教育へのいざない　円熟した保育者になるために」、佐伯胖、東京大学出版会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10711011 保育内容総論（1組） 3352 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．「保育の目標」「子どもの発達」「保育の内容」を関連づけて保育内容の説明をすることができる。
２．保育内容の歴史的変遷について学び、保育内容について論じることができる。
３．保育の多様な展開について具体的に学び、適用する事ができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物・テキストを使用した講義形式で実施する。
グループワークを複数回行う。
確認テストを時間内に行う（全２回）。
毎回の授業において、コメントシートの記述を行う。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

本科目は、ディプロマポリシー「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続
けることが出来る」と関係する科目である。
保育内容指導法各科目と関連する科目である。

授業の概要

本科目は、子どもの健やかな発達のために、保育者は子どもの生活をどのようにとらえ、どう働きかければよいのかということを理解する
ための科目である。保育目標と保育内容との関連、保育内容と小学校以上の科目内容とのとらえ方の違い、保育内容に含まれる養護的内容
と教育的内容、保育内容のとらえ方と保育方法との関連、これからの保育内容などについて学ぶ。子どもの心身の発達について理解してお
くことが本科目の学習の基礎になる。

1

近隣の幼稚園や保育所、既卒の園がどのような保育を実施してい
たかを話し合う。
・既卒園のホームページなどを見て現在の保育を確認し当時と比
較する。【グループワーク】

近隣の幼稚園・保育所について調べ
ておく。(25分)

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

2

幼稚園教育要領に基づく幼稚園教育の基本および内容の理解
幼稚園の役割、幼稚園における教育の内容について知る。

テキスト第１講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

発達支援センターでの勤務や乳幼児健診における心理相談担当の経験から、就学前のこどもの育ちや環境についての知識を有している。こ
の経験をいかして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業において、コメントシートによる質問等への解説を行う。
提出物や確認テストへの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保育内容の歴史的変遷　
保育所保育指針の歴史的変遷、児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準、幼稚園と保育所との関係について知る。

テキスト第４講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

6

子どもの発達の特性と保育内容　
乳幼児期における発達の特性、発達過程に応じた保育、発達過程
に応じた保育内容と環境構成について知る。

テキスト第５講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

3

保育の全体構造と保育内容：養護にかかわる内容　「養護に関わ
るねらい及び内容」「教育に関わるねらい及び内容」との関連に
ついて知る。

テキスト第２講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

4

保育の全体構造と保育内容：教育にかかわる内容　保育所におけ
る教育について、領域について、教育に関わるねらいおよび内容
について、保育の実施上の配慮事項について知る。

テキスト第３講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

7

個と集団の発達と保育内容【グループワーク】
個と集団の発達、発達過程と保育内容について知る。また、保育
実践場面の視聴覚教材を活用し、具体的な個と集団の発達、働き
かけを実践的に学ぶ。

テキスト第10講の読了（25分） 個と集団の発達についての表の作成
(20分)
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9

養護と教育が一体的に展開する保育　
「養護と教育の一体的な展開」「養護と教育が一体的に展開する
保育」について知る。

テキスト第６講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

10

環境を通して行う保育【グループワーク】
環境を通して行う保育とは、保育の環境と保育士の役割について
知る。また、テキストの他、視聴覚教材などのICTを活用し、具
体的・実践的に学ぶ。

テキスト第８講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

8

保育における観察と記録、評価　
保育における記録、保育における観察・観察方法・評価について
知る。さらに、情報機器及び教材の活用法を理解した上で、記録
方法や評価について学ぶ。ワークシート及び資料、視聴覚教材、
などICTを活用して、具体的・実践的に学ぶ。

テキスト第７講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

13

家庭、地域、小学校等との連携をふまえた保育　
家庭、地域、小学校等との連携の意義について知る。さらに、情
報機器及び教材の活用法を理解した上で、関係機関との連携をふ
まえた保育について学ぶ。

テキスト第12講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

14

保育指導案の作成
これまでの授業内容を踏まえ、対象年齢、時期、子どもの発達や
状態を考えて指導案を作成する。

指導案作成に必要な資料等の準備
（25分）

指導案の作成（20分）

11

遊びによる総合的な保育【グループワーク】　
乳幼児期の学びとしての遊び、乳幼児期の遊びの特徴について知
る。さらに、テキストの他、資料や視聴覚教材などのICTを活用
し、具体的・実践的に学ぶ。

テキスト第９講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

12

生活や発達の連続性に考慮した保育　
保育課程とは何か、望ましい未来をつくり出す力の基礎＝生活習
慣の自立と保育課程、生活習慣の自立に向けた保護者との協働に
ついて知る。

乳幼児期の発達過程の確認（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物（40）　授業・グループワークへの参加態度（30）　小テスト（30）

15

まとめ：模擬保育
これまでの内容を踏まえて作成した指導案による保育を実施し、
自己評価をする。

指導案の作成と、模擬保育の準備
(25分)

模擬保育の振返りと指導案の改善
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

準備学習及び事後学習をして、講義の内容を深く理解できるよう努力すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 新基本保育シリーズ14　保育内容総論／公益財団法人児童育成協会編／中央法規

参考文献

幼稚園教育要領解説／文部科学省／フレーベル館 
保育所保育指針解説／厚生労働省編／フレーベル館
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10711012 保育内容総論（2組） 3352 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．「保育の目標」「子どもの発達」「保育の内容」を関連づけて保育内容の説明をすることができる。
２．保育内容の歴史的変遷について学び、保育内容について論じることができる。
３．保育の多様な展開について具体的に学び、適用する事ができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物・テキストを使用した講義形式で実施する。
グループワークを複数回行う。
確認テストを時間内に行う（全２回）。
毎回の授業において、コメントシートの記述を行う。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

本科目は、ディプロマポリシー「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続
けることが出来る」と関係する科目である。
保育内容指導法各科目と関連する科目である。

授業の概要

本科目は、子どもの健やかな発達のために、保育者は子どもの生活をどのようにとらえ、どう働きかければよいのかということを理解する
ための科目である。保育目標と保育内容との関連、保育内容と小学校以上の科目内容とのとらえ方の違い、保育内容に含まれる養護的内容
と教育的内容、保育内容のとらえ方と保育方法との関連、これからの保育内容などについて学ぶ。子どもの心身の発達について理解してお
くことが本科目の学習の基礎になる。

1

近隣の幼稚園や保育所、既卒の園がどのような保育を実施してい
たかを話し合う。
・既卒園のホームページなどを見て現在の保育を確認し当時と比
較する。【グループワーク】

近隣の幼稚園・保育所について調べ
ておく。(25分)

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

2

幼稚園教育要領に基づく幼稚園教育の基本および内容の理解
幼稚園の役割、幼稚園における教育の内容について知る。

テキスト第１講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

発達支援センターでの勤務や乳幼児健診における心理相談担当の経験から、就学前のこどもの育ちや環境についての知識を有している。こ
の経験をいかして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業において、コメントシートによる質問等への解説を行う。
提出物や確認テストへの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保育内容の歴史的変遷　
保育所保育指針の歴史的変遷、児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準、幼稚園と保育所との関係について知る。

テキスト第４講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

6

子どもの発達の特性と保育内容　
乳幼児期における発達の特性、発達過程に応じた保育、発達過程
に応じた保育内容と環境構成について知る。

テキスト第５講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

3

保育の全体構造と保育内容：養護にかかわる内容　「養護に関わ
るねらい及び内容」「教育に関わるねらい及び内容」との関連に
ついて知る。

テキスト第２講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

4

保育の全体構造と保育内容：教育にかかわる内容　保育所におけ
る教育について、領域について、教育に関わるねらいおよび内容
について、保育の実施上の配慮事項について知る。

テキスト第３講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

7

個と集団の発達と保育内容【グループワーク】
個と集団の発達、発達過程と保育内容について知る。また、保育
実践場面の視聴覚教材を活用し、具体的な個と集団の発達、働き
かけを実践的に学ぶ。

テキスト第10講の読了（25分） 個と集団の発達についての表の作成
(20分)
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9

養護と教育が一体的に展開する保育　
「養護と教育の一体的な展開」「養護と教育が一体的に展開する
保育」について知る。

テキスト第６講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

10

環境を通して行う保育【グループワーク】
環境を通して行う保育とは、保育の環境と保育士の役割について
知る。また、テキストの他、視聴覚教材などのICTを活用し、具
体的・実践的に学ぶ。

テキスト第８講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

8

保育における観察と記録、評価　
保育における記録、保育における観察・観察方法・評価について
知る。さらに、情報機器及び教材の活用法を理解した上で、記録
方法や評価について学ぶ。ワークシート及び資料、視聴覚教材、
などICTを活用して、具体的・実践的に学ぶ。

テキスト第７講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

13

家庭、地域、小学校等との連携をふまえた保育　
家庭、地域、小学校等との連携の意義について知る。さらに、情
報機器及び教材の活用法を理解した上で、関係機関との連携をふ
まえた保育について学ぶ。

テキスト第12講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

14

保育指導案の作成
これまでの授業内容を踏まえ、対象年齢、時期、子どもの発達や
状態を考えて指導案を作成する。

指導案作成に必要な資料等の準備
（25分）

指導案の作成（20分）

11

遊びによる総合的な保育【グループワーク】　
乳幼児期の学びとしての遊び、乳幼児期の遊びの特徴について知
る。さらに、テキストの他、資料や視聴覚教材などのICTを活用
し、具体的・実践的に学ぶ。

テキスト第９講の読了（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

12

生活や発達の連続性に考慮した保育　
保育課程とは何か、望ましい未来をつくり出す力の基礎＝生活習
慣の自立と保育課程、生活習慣の自立に向けた保護者との協働に
ついて知る。

乳幼児期の発達過程の確認（25分） テキスト・配布プリントの復習と要
点のまとめ（20分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物（40）　授業・グループワークへの参加態度（30）　小テスト（30）

15

まとめ：模擬保育
これまでの内容を踏まえて作成した指導案による保育を実施し、
自己評価をする。

指導案の作成と、模擬保育の準備
(25分)

模擬保育の振返りと指導案の改善
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

準備学習及び事後学習をして、講義の内容を深く理解できるよう努力すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 新基本保育シリーズ14　保育内容総論／公益財団法人児童育成協会編／中央法規

参考文献

幼稚園教育要領解説／文部科学省／フレーベル館 
保育所保育指針解説／厚生労働省編／フレーベル館
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10699011 保育内容Ⅰ健康１（1組） 3354 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①こどもの発育・発達、身体機能について理解できる。
②保育所・幼稚園で考えられる「健康」とは何かを理解できる。
③運動機能・能力の発達を理解し、様々な運動遊びの種類や工夫の仕方を学び、実践することができる。

授業の方法

パワーポイントと配付資料を使用し講義形式ですすめる。
グループワークとグループ発表を行う。
フィードバックとして小テストを行い、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

こども発達学科のディプロマポリシー「こどもの心身の成長・発育発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこど
も、障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につける」ための科目である。
「保育内容総論」と関連。

授業の概要

「健康」という言葉は一般的であり、万人が目標とする状況ではあるが、実際に自分が非常に健康だと思っている人は少ない。なぜ少ない
のか。健康とは何か、何をもって健康とするのか、健康の定義とは何かを考え、健康を維持・増進していくためには何が必要か、乳幼児期
から取り組むべき事・注意することは何かを学ぶ。

1

健康についての認識
自分が考える健康観・他人が思う健康観を理解する

自分の健康観を考えておくこと（20
分）

発表された他人の健康観をまとめて
おくこと（25分）

2

「健康」の定義
「健康」とは何か、何をもって「健康」とするのかを理解する

今までの健康の定義を調べておくこ
と（20分）

今までの健康の定義と現在の健康の
定義の違いをまとめておくこと（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、小テストの解答及び解説
レポートのコメント記入後返却

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

領域「健康」について
「ねらい」から考える

領域「健康」の「ねらい」を読んで
おくこと（20分）

領域「健康」の「ねらい」を再度読
み理解すること(25分)

6

領域「健康」について
「内容」から考える

領域「健康」の「内容」を読んでお
くこと(20分)

領域「健康」の「内容」を再度読み
理解すること(25分)

3

保育所保育指針、幼稚園教育要領
それぞれの違いや特徴を学ぶ

保育所保育指針、幼稚園教育要領を
事前に読んでおくこと（20分）

保育所保育指針・幼稚園教育要領に
ついて、小テストを実施するので復
習しておくこと（25分）

4

幼保連携型認定こども園教育・保育要領
保育所保育指針、幼稚園教育要領との違いや特徴を理解する

幼保連携型認定こども園の特徴を調
べておくこと（20分）

幼保連携型認定こども園と保育園・
幼稚園の違いをまとめておくこと
（25分）

9

形態の発育について②
その他の形態の発育について学ぶ

グループによる討議を行い、その要旨を代表が発表する。

「その他」にはどのようなものがあ
るかを調べておくこと(20分)

形態の発育についての小テストを実
施するので復習をしておくこと(25
分)

10

機能の発達について①
循環機能、呼吸機能の働きを学ぶ

循環機能、呼吸機能にはどのような
ものがあるか調べておくこと(20分)

年齢別の発達状況をまとめておくこ
と(25分)

7

発育と発達について
人間の特徴、発育・発達を規定する要因、発育・発達の原理、特
質を理解する

発育と発達の違いについて調べてお
くこと(20分)

発育と発達の違いについてよく理解
しておくこと(25分)

8

形態の発育について①
体重、身長、発育評価について学ぶ

こどもの平均身長・平均体重はどれ
くらいかを調べておくこと(20分)

年齢別の平均身長・平均体重をまと
めておくこと(25分)

13

運動能力について
基礎運動能力と反射の関係を学ぶ

基礎運動能力とはどのようなものか
を調べておくこと(20分)

年齢による基礎運動能力の違いをま
とめておくこと(25分)

11

機能の発達について②
生理機能の発達について学ぶ

生理機能とは何かを調べておくこと
(20分)

機能の発達について小テストを実施
するので復習をしておくこと(25分)

12

運動機能の発達について
神経機能と運動機能との関係を学ぶ

運動機能にはどのようなものがある
かを調べておくこと(20分)

神経機能と運動機能との関係をまと
めておくこと(25分)
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14

運動あそびの実際
様々な運動能力の関係と実際を学ぶ

運動遊びにはどのようなものがある
かを調べておくこと(20分)

年齢に適した運動遊びをまとめてお
くこと(25分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 平常点・小テスト等

15

まとめ
「健康Ⅰ」のまとめと復習

前期１４回分の資料に目を通してお
くこと(20分)

定期試験に向けて学習しておくこと
(25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

　　講義はパワーポイントを使用するので、自分なりに工夫しノート等を作成しながら自分の考えをまとめ、文献検索を積極的に行って理
解を深めること。
講義中の私語、遅刻、飲食は厳禁です。また、講義中は携帯電話等、電子機器の電源はoffにすること。

備考欄

その他 30 レポート等

教科書 適宜プリントを配布します

参考文献 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼児期運動指針
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10699012 保育内容Ⅰ健康１（2組） 3354 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①こどもの発育・発達、身体機能について理解できる。
②保育所・幼稚園で考えられる「健康」とは何かを理解できる。
③運動機能・能力の発達を理解し、様々な運動遊びの種類や工夫の仕方を学び、実践することができる。

授業の方法

パワーポイントと配付資料を使用し講義形式ですすめる。
グループワークとグループ発表を行う。
フィードバックとして小テストを行い、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

こども発達学科のディプロマポリシー「こどもの心身の成長・発育発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこど
も、障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につける」ための科目である。
「保育内容総論」と関連。

授業の概要

「健康」という言葉は一般的であり、万人が目標とする状況ではあるが、実際に自分が非常に健康だと思っている人は少ない。なぜ少ない
のか。健康とは何か、何をもって健康とするのか、健康の定義とは何かを考え、健康を維持・増進していくためには何が必要か、乳幼児期
から取り組むべき事・注意することは何かを学ぶ。

1

健康についての認識
自分が考える健康観・他人が思う健康観を理解する

自分の健康観を考えておくこと（20
分）

発表された他人の健康観をまとめて
おくこと（25分）

2

「健康」の定義
「健康」とは何か、何をもって「健康」とするのかを理解する

今までの健康の定義を調べておくこ
と（20分）

今までの健康の定義と現在の健康の
定義の違いをまとめておくこと（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、小テストの解答及び解説
レポートのコメント記入後返却

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

領域「健康」について
「ねらい」から考える

領域「健康」の「ねらい」を読んで
おくこと（20分）

領域「健康」の「ねらい」を再度読
み理解すること(25分)

6

領域「健康」について
「内容」から考える

領域「健康」の「内容」を読んでお
くこと(20分)

領域「健康」の「内容」を再度読み
理解すること(25分)

3

保育所保育指針、幼稚園教育要領
それぞれの違いや特徴を学ぶ

保育所保育指針、幼稚園教育要領を
事前に読んでおくこと（20分）

保育所保育指針・幼稚園教育要領に
ついて、小テストを実施するので復
習しておくこと（25分）

4

幼保連携型認定こども園教育・保育要領
保育所保育指針、幼稚園教育要領との違いや特徴を理解する

幼保連携型認定こども園の特徴を調
べておくこと（20分）

幼保連携型認定こども園と保育園・
幼稚園の違いをまとめておくこと
（25分）

9

形態の発育について②
その他の形態の発育について学ぶ

グループによる討議を行い、その要旨を代表が発表する。

「その他」にはどのようなものがあ
るかを調べておくこと(20分)

形態の発育についての小テストを実
施するので復習をしておくこと(25
分)

10

機能の発達について①
循環機能、呼吸機能の働きを学ぶ

循環機能、呼吸機能にはどのような
ものがあるか調べておくこと(20分)

年齢別の発達状況をまとめておくこ
と(25分)

7

発育と発達について
人間の特徴、発育・発達を規定する要因、発育・発達の原理、特
質を理解する

発育と発達の違いについて調べてお
くこと(20分)

発育と発達の違いについてよく理解
しておくこと(25分)

8

形態の発育について①
体重、身長、発育評価について学ぶ

こどもの平均身長・平均体重はどれ
くらいかを調べておくこと(20分)

年齢別の平均身長・平均体重をまと
めておくこと(25分)

13

運動能力について
基礎運動能力と反射の関係を学ぶ

基礎運動能力とはどのようなものか
を調べておくこと(20分)

年齢による基礎運動能力の違いをま
とめておくこと(25分)

11

機能の発達について②
生理機能の発達について学ぶ

生理機能とは何かを調べておくこと
(20分)

機能の発達について小テストを実施
するので復習をしておくこと(25分)

12

運動機能の発達について
神経機能と運動機能との関係を学ぶ

運動機能にはどのようなものがある
かを調べておくこと(20分)

神経機能と運動機能との関係をまと
めておくこと(25分)
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14

運動あそびの実際
様々な運動能力の関係と実際を学ぶ

運動遊びにはどのようなものがある
かを調べておくこと(20分)

年齢に適した運動遊びをまとめてお
くこと(25分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 平常点・小テスト等

15

まとめ
「健康Ⅰ」のまとめと復習

前期１４回分の資料に目を通してお
くこと(20分)

定期試験に向けて学習しておくこと
(25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

　　講義はパワーポイントを使用するので、自分なりに工夫しノート等を作成しながら自分の考えをまとめ、文献検索を積極的に行って理
解を深めること。
講義中の私語、遅刻、飲食は厳禁です。また、講義中は携帯電話等、電子機器の電源はoffにすること。

備考欄

その他 30 レポート等

教科書 適宜プリントを配布します

参考文献 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼児期運動指針
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10700011 保育内容指導法（健康２）（1組） 3355 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①こどもの健康に関する課題や問題点を指摘できる。
②生活リズムの乱れや体力・運動能力の低下など健康に関わる今日的な問題について関心を持ち、各自が課題意識を持つことができる。
③保育所・幼稚園での、安全管理と安全教育について理解し、予防方法を実践できる。

授業の方法

パワーポイントと配付資料を使用し講義形式ですすめる。
グループワークとグループ発表を行う。
フィードバックとして小テストを行い、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

こども発達学科のディプロマポリシー「こどもの心身の成長・発育発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこど
も、障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につける」ための科目である。
「保育内容総論」と関連。

授業の概要

こどもの心身の発育・発達について理解すると共に、それらと日常生活や遊び（運動）がこどもの「健康」にどよように影響していくかを
学び、今後に活かすことのできる保育者を目指す。

1

ガイダンスと健康１の復習 健康１の資料に目を通しておくこと
(20分)

「健康１」に関しての課題を出すの
でレポートを作成すること(25分)

2

こどもの健康な育ち
健康な育ち、こどもらしさとは何かを考える

「こどもの健康な育ち」とは何かを
自分なりに考えておくこと(20分)

自分の考えと実際の内容を整理する
こと(25分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、小テストの解答及び解説
レポートのコメント記入後返却

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

安全管理と安全教育
「リスク」と「ハザード」について学ぶ

「リスク」と「ハザード」の違いに
ついて調べておくこと(20分)

保育現場でのリスクとハザードにつ
いてまとめておくこと(25分)

6

応急処置について
簡単な応急処置の方法を学ぶ

自分の知っている応急処置の方法を
まとめておくこと(20分)

応急処置についての小テストを実施
するので復習をしておくこと(25分)

3

こどもの健康課題
現代っ子の健康に係わる問題点は何かを学ぶ

現代っ子の健康に係わる問題点は何
かを考えておくこと(20分)

授業内容以外にも問題点は無いかを
考えておくこと(25分)

4

こどもとディスプレイ機器
ディスプレイ機器がこどもに及ぼす影響について学ぶ

こどもとディスプレイ機器の現状を
調べておくこと(20分)

こどもとディスプレイ機器の現状に
ついて自分の考えをまとめておくこ
と(25分)

9

運動遊びを取り入れた指導案の作成と模擬保育の実施。 作成に当たっての参考書・資料等を
準備し、事前に内容を考えておくこ
と(20分)

模擬保育を振り返り、今後の実習等
に活かすことが出来るようまとめて
おくこと。(25分)

10

「健康に関する発表」についての調査研究①
発表グループ・テーマの決定

発表する内容について各自考えてお
くこと(20分)

各自担当する部分をまとめておくこ
と(25分)

7

幼児の基本的生活習慣・生活リズム
生活習慣・生活リズムについて学ぶ

幼児の基本的生活習慣・生活リズム
とはどうのようなものかを考えてお
くこと(20分)

自分の考えていることと実際の違い
をまとめること(25分)

8

幼児の運動指針について
幼児の運動の内容・必要性について理解する

「運動指針」につて事前に内容を調
べておくこと(20分)

幼児の運動指針について小テストを
実施するので復習をしておくこと
(25分)

13

発表①
グループごとに調査内容を発表　発表を聞き「健康」に関する内
容を理解すること

発表者は事前に練習しておくこと
(20分)

発表された内容をよく理解しておく
こと(25分)

14

発表②
グループごとに調査内容を発表　発表を聞き「健康」に関する内
容を理解すること

発表者は事前に練習しておくこと
(20分)

発表された内容をよく理解しておく
こと(25分)

11

「健康に関する発表」についての調査研究②
テーマに沿って内容を調査

各自担当する部分の調査をしておく
こと(20分)

各自担当する部分をまとめておくこ
と(25分)

12

「健康に関する発表」についての調査研究③
調査した内容をまとめる

各自担当する部分の調査をしておく
こと(20分)

各自担当する部分をまとめておくこ
と(25分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 平常点・小テスト等

15

発表③まとめ
グループごとに調査内容を発表　発表を聞き「健康」に関する内
容を理解すること

発表者は事前に練習しておくこと
(20分)

発表された内容をよく理解しておく
こと、定期試験に向けて学習してお
くこと(25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

　　講義はパワーポイントを使用するので、自分なりに工夫しノート等を作成しながら自分の考えをまとめ、文献検索を積極的に行って理
解を深めること。
講義中の私語、遅刻、飲食は厳禁です。また、講義中は携帯電話等、電子機器の電源はoffにすること。

備考欄

その他 30 レポート等

教科書 適宜プリントを配布します

参考文献 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼児期運動指針
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10700012 保育内容指導法（健康２）（2組） 3355 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①こどもの健康に関する課題や問題点を指摘できる。
②生活リズムの乱れや体力・運動能力の低下など健康に関わる今日的な問題について関心を持ち、各自が課題意識を持つことができる。
③保育所・幼稚園での、安全管理と安全教育について理解し、予防方法を実践できる。

授業の方法

パワーポイントと配付資料を使用し講義形式ですすめる。
グループワークとグループ発表を行う。
フィードバックとして小テストを行い、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

こども発達学科のディプロマポリシー「こどもの心身の成長・発育発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこど
も、障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につける」ための科目である。
「保育内容総論」と関連。

授業の概要

こどもの心身の発育・発達について理解すると共に、それらと日常生活や遊び（運動）がこどもの「健康」にどよように影響していくかを
学び、今後に活かすことのできる保育者を目指す。

1

ガイダンスと健康１の復習 健康１の資料に目を通しておくこと
(20分)

「健康１」に関しての課題を出すの
でレポートを作成すること(25分)

2

こどもの健康な育ち
健康な育ち、こどもらしさとは何かを考える

「こどもの健康な育ち」とは何かを
自分なりに考えておくこと(20分)

自分の考えと実際の内容を整理する
こと(25分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、小テストの解答及び解説
レポートのコメント記入後返却

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

安全管理と安全教育
「リスク」と「ハザード」について学ぶ

「リスク」と「ハザード」の違いに
ついて調べておくこと(20分)

保育現場でのリスクとハザードにつ
いてまとめておくこと(25分)

6

応急処置について
簡単な応急処置の方法を学ぶ

自分の知っている応急処置の方法を
まとめておくこと(20分)

応急処置についての小テストを実施
するので復習をしておくこと(25分)

3

こどもの健康課題
現代っ子の健康に係わる問題点は何かを学ぶ

現代っ子の健康に係わる問題点は何
かを考えておくこと(20分)

授業内容以外にも問題点は無いかを
考えておくこと(25分)

4

こどもとディスプレイ機器
ディスプレイ機器がこどもに及ぼす影響について学ぶ

こどもとディスプレイ機器の現状を
調べておくこと(20分)

こどもとディスプレイ機器の現状に
ついて自分の考えをまとめておくこ
と(25分)

9

運動遊びを取り入れた指導案の作成と模擬保育の実施。 作成に当たっての参考書・資料等を
準備し、事前に内容を考えておくこ
と(20分)

模擬保育を振り返り、今後の実習等
に活かすことが出来るようまとめて
おくこと。(25分)

10

「健康に関する発表」についての調査研究①
発表グループ・テーマの決定

発表する内容について各自考えてお
くこと(20分)

各自担当する部分をまとめておくこ
と(25分)

7

幼児の基本的生活習慣・生活リズム
生活習慣・生活リズムについて学ぶ

幼児の基本的生活習慣・生活リズム
とはどうのようなものかを考えてお
くこと(20分)

自分の考えていることと実際の違い
をまとめること(25分)

8

幼児の運動指針について
幼児の運動の内容・必要性について理解する

「運動指針」につて事前に内容を調
べておくこと(20分)

幼児の運動指針について小テストを
実施するので復習をしておくこと
(25分)

13

発表①
グループごとに調査内容を発表　発表を聞き「健康」に関する内
容を理解すること

発表者は事前に練習しておくこと
(20分)

発表された内容をよく理解しておく
こと(25分)

14

発表②
グループごとに調査内容を発表　発表を聞き「健康」に関する内
容を理解すること

発表者は事前に練習しておくこと
(20分)

発表された内容をよく理解しておく
こと(25分)

11

「健康に関する発表」についての調査研究②
テーマに沿って内容を調査

各自担当する部分の調査をしておく
こと(20分)

各自担当する部分をまとめておくこ
と(25分)

12

「健康に関する発表」についての調査研究③
調査した内容をまとめる

各自担当する部分の調査をしておく
こと(20分)

各自担当する部分をまとめておくこ
と(25分)
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 平常点・小テスト等

15

発表③まとめ
グループごとに調査内容を発表　発表を聞き「健康」に関する内
容を理解すること

発表者は事前に練習しておくこと
(20分)

発表された内容をよく理解しておく
こと、定期試験に向けて学習してお
くこと(25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

　　講義はパワーポイントを使用するので、自分なりに工夫しノート等を作成しながら自分の考えをまとめ、文献検索を積極的に行って理
解を深めること。
講義中の私語、遅刻、飲食は厳禁です。また、講義中は携帯電話等、電子機器の電源はoffにすること。

備考欄

その他 30 レポート等

教科書 適宜プリントを配布します

参考文献 幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼児期運動指針
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10701011 保育内容指導法（人間関係１）（1組） 3358 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領において 領域「人間関係」は、「他の人々と親しみ、支えあって生活するために、自立心を育て人とかかわる力を養う」
ことができるとある。そのようなこどもを育成するためには、保育者は何をすべきかを理解し、実際に行動・実践できることを到達目標と
する。

授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。基本的に、コメントシートを基にした、受講者の意見交流や学びのフィードバックを
行い、双方向の学びを目指す。特に１２回は、保育の中の人間関係のまとめとして、グループ学習を行う。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用

テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。人間関係の発達の様相
と、そこで必要とされる周囲の人々の援助的関わりについて学んでいく科目として「保育内容指導法（人間関係２）」の基礎となる。

授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解
を深める。人間は、「社会的な動物」として、生れ落ちたときから人間関係のなかに生きている。子どもは自分を取り巻くさまざまな人間
関係のなかでいろいろなものを学び、生きていく。人は人間関係なしでは生きていけない。人間関係の意義について学び、教育・保育を構
想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らないこ
と。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。　（25分）

2

領域「人間関係」とは
①幼稚園及び保育所等の保育の計画について理解する。②カリ
キュラムの特徴について理解する。③５領域ついて理解する。④
領域「人間関係」について理解する。テキストの他、ワークシー
トや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICT
を用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「領域人間関係と
は」の①～④について、事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　



実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－乳児期－について理解する。
②笑顔と笑顔の相互作用－社会的微笑の意味－について理解す
る。③生後６か月までの乳幼児の遊びについて理解する。テキス
トの他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提
供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～③を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）　


返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

3

保育（教育）の基本と人間関係
①個人内の能力における発達要求の矛盾と人間関係について理解
する。②個人間の発達要求の矛盾と人間関係について理解する。
③社会的的矛盾について理解する。④幼稚園教育において幼児に
身につけさせたい人間関係について理解する。テキストの他、
ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収
集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「保育（教育）の
基本と人間関係」の①～④を事前に
熟読し、解らない語句などを調べて
おくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。
（20分）　

4

乳幼児の発達と人間関係
①人的環境及び物的環境について理解する。②乳幼児を取り巻く
人間関係と「人とのかかわり」について理解する。③「人とのか
かわり」の発達過程－乳児期－について理解する。④「人の世
界」への関心－視覚・聴覚の発達－について理解する。テキスト
の他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供
及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～④を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　
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6

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－乳児期－について理解する。
②前言語期から言語期への発達過程について理解する。テキスト
の他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供
及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

9

乳幼児の発達と人間関係
①言葉によるコミュニケーションについて理解する。②自我の芽
生えと自己主張の始まりについて理解する。テキストの他、ワー
クシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集な
どICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

乳幼児の発達と人間関係　①愛着の対象の広がりについて理解す
る。②トラブルと仲間関係について理解する。③協同的学び」と
自己調整について理解する。テキストの他、ワークシートや保育
記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて
具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～③を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

7

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－乳児期－について理解する。
②愛着の発達について理解する。テキストの他、ワークシートや
保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用
いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

8

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－幼児期－について理解する。
②「つもり」の主体として外界とかかわることについて理解す
る。テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面
の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

13

将来を見通した統合（教育）保育の充実を考える
①統合（教育）保育の意義と課題を理解する。②インテグレー
ションとインクルージョンを理解する。③障がいのある子どもの
指導計画における留意点ついて理解する。

左記、テキストの「将来を見通した
統合（教育）保育～」の①～③を事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

14

人間関係を踏まえた幼稚園（保育所）のあり方
①教育（保育）目的、活動、形態、環境を理解する。②適切な幼
稚園（保育所）のあり方を理解する。③幼児期の教育（保育）を
計画的に行ううえでの幼児・保育の実態把握の方法について理解
する。テキストの他、ワークシートやなどを保育記録等の資料、
実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的
に学ぶ。

左記、テキストの「人間関係を踏ま
えた～」の①～③を事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

11

幼稚園及び認定こども園における領域人間関係
①幼児期の発達課題と領域「人間関係」について理解する。②領
域「人間関係」のねらい、内容、内容の取り扱い（指導案の作
成）について理解する。テキストの他、ワークシートやなどを保
育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用い
て具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「教育における領
域人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

保育所及び認定こども園における領域人間関係
①乳幼児期の発達課題と領域「人間関係」について理解する。②
領域「人間関係」のねらい、内容、内容の取り扱い（指導案の作
成）について理解する。テキストの他、ワークシートやなどを保
育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用い
て具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「保育における領
域人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。

まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし
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履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

備考欄

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ17　保育内容・人間関係』岸井他監修，同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
『新版　遊びの指導』同文書院。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10701012 保育内容指導法（人間関係１）（2組） 3358 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領において 領域「人間関係」は、「他の人々と親しみ、支えあって生活するために、自立心を育て人とかかわる力を養う」
ことができるとある。そのようなこどもを育成するためには、保育者は何をすべきかを理解し、実際に行動・実践できることを到達目標と
する。

授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。基本的に、コメントシートを基にした、受講者の意見交流や学びのフィードバックを
行い、双方向の学びを目指す。特に１２回は、保育の中の人間関係のまとめとして、グループ学習を行う。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用

テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。人間関係の発達の様相
と、そこで必要とされる周囲の人々の援助的関わりについて学んでいく科目として「保育内容指導法（人間関係２）」の基礎となる。

授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解
を深める。人間は、「社会的な動物」として、生れ落ちたときから人間関係のなかに生きている。子どもは自分を取り巻くさまざまな人間
関係のなかでいろいろなものを学び、生きていく。人は人間関係なしでは生きていけない。人間関係の意義について学び、教育・保育を構
想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らないこ
と。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。　（25分）

2

領域「人間関係」とは
①幼稚園及び保育所等の保育の計画について理解する。②カリ
キュラムの特徴について理解する。③５領域ついて理解する。④
領域「人間関係」について理解する。テキストの他、ワークシー
トや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICT
を用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「領域人間関係と
は」の①～④について、事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　



実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－乳児期－について理解する。
②笑顔と笑顔の相互作用－社会的微笑の意味－について理解す
る。③生後６か月までの乳幼児の遊びについて理解する。テキス
トの他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提
供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～③を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）　


返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

3

保育（教育）の基本と人間関係
①個人内の能力における発達要求の矛盾と人間関係について理解
する。②個人間の発達要求の矛盾と人間関係について理解する。
③社会的的矛盾について理解する。④幼稚園教育において幼児に
身につけさせたい人間関係について理解する。テキストの他、
ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収
集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「保育（教育）の
基本と人間関係」の①～④を事前に
熟読し、解らない語句などを調べて
おくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。
（20分）　

4

乳幼児の発達と人間関係
①人的環境及び物的環境について理解する。②乳幼児を取り巻く
人間関係と「人とのかかわり」について理解する。③「人とのか
かわり」の発達過程－乳児期－について理解する。④「人の世
界」への関心－視覚・聴覚の発達－について理解する。テキスト
の他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供
及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～④を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　
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6

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－乳児期－について理解する。
②前言語期から言語期への発達過程について理解する。テキスト
の他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供
及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

9

乳幼児の発達と人間関係
①言葉によるコミュニケーションについて理解する。②自我の芽
生えと自己主張の始まりについて理解する。テキストの他、ワー
クシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集な
どICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

乳幼児の発達と人間関係　①愛着の対象の広がりについて理解す
る。②トラブルと仲間関係について理解する。③協同的学び」と
自己調整について理解する。テキストの他、ワークシートや保育
記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて
具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～③を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

7

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－乳児期－について理解する。
②愛着の発達について理解する。テキストの他、ワークシートや
保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用
いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

8

乳幼児の発達と人間関係
①「人とのかかわり」の発達過程－幼児期－について理解する。
②「つもり」の主体として外界とかかわることについて理解す
る。テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面
の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「乳幼児の発達と
人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

13

将来を見通した統合（教育）保育の充実を考える
①統合（教育）保育の意義と課題を理解する。②インテグレー
ションとインクルージョンを理解する。③障がいのある子どもの
指導計画における留意点ついて理解する。

左記、テキストの「将来を見通した
統合（教育）保育～」の①～③を事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

14

人間関係を踏まえた幼稚園（保育所）のあり方
①教育（保育）目的、活動、形態、環境を理解する。②適切な幼
稚園（保育所）のあり方を理解する。③幼児期の教育（保育）を
計画的に行ううえでの幼児・保育の実態把握の方法について理解
する。テキストの他、ワークシートやなどを保育記録等の資料、
実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的
に学ぶ。

左記、テキストの「人間関係を踏ま
えた～」の①～③を事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

11

幼稚園及び認定こども園における領域人間関係
①幼児期の発達課題と領域「人間関係」について理解する。②領
域「人間関係」のねらい、内容、内容の取り扱い（指導案の作
成）について理解する。テキストの他、ワークシートやなどを保
育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用い
て具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「教育における領
域人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

保育所及び認定こども園における領域人間関係
①乳幼児期の発達課題と領域「人間関係」について理解する。②
領域「人間関係」のねらい、内容、内容の取り扱い（指導案の作
成）について理解する。テキストの他、ワークシートやなどを保
育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用い
て具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「保育における領
域人間関係」の①～②を事前に熟読
し、解らない語句などを調べておく
こと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。

まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし
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履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

備考欄

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ17　保育内容・人間関係』岸井他監修，同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
『新版　遊びの指導』同文書院。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10702011 保育内容指導法（人間関係２）（1組） 3359 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領において、領域「人間関係」は「他の人々と親しみ、支えあって生活するために、自立心を育て人とかかわる力を養う」と
ある。そのように子どもを育成するためには、保育者は何をすべきかを理解し、実際に行動・実践できるかが到達目標である。

授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

後期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。人間関係の発達の様相
と、そこで必要とされる周囲の人々の援助的関わりについて学んでいく科目として「保育内容指導法（人間関係１）」を基礎とし、「幼児
の理解」につながる科目である。

授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解
を深める。人間は、「社会的な動物」として、生れ落ちたときから人間関係のなかに生きている。子どもは自分を取り巻くさまざまな人間
関係のなかでいろいろなものを学び、生きていく。人は人間関係なしでは生きていけない。人間関係の意義について学び、教育・保育を構
想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らないこ
と。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。　（25分）

2

「人間関係」におけるカウンセリングマインドとは
①カウンセリングマインドについて理解する。②教育（保育）に
おけるカウンセリングマインドについて理解する。③カウンセリ
ングマインドを発揮した教育（保育）について理解する。

テキスト「人間関係におけるカウン
セリングマインドとは」①～④を、
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておく。(25分)　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　



実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

生涯発達における乳幼児期のかかわり(１）―叱ることとほめる
こと―
①子どもに対する保護者や保育者の接し方について理解する。②
叱り方について理解する。③ほめ方について理解する。テキスト
の他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の
提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

テキスト「生涯発達における乳幼児
期のかかわり1
」の①～③を事前に熟読し、解らな
い語句などを調べておくこと。(25
分)　


返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

6

生涯発達における乳幼児期のかかわり(２)―対象喪失と記憶―
①対象喪失について理解する。②事例考察について学ぶ。テキス
トの他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像
の提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

　テキスト「生涯発達における乳幼
児期のかかわり2
」の①～③を事前に熟読し、解らな
い語句などを調べておくこと。(25
分)　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

3

将来を見通した統合保育の充実を考える（１）
①統合保育に求められる諸課題について理解する。②友達や先生
に関心を示さない子について考える。テキストの他、ワークシー
トや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及び取集等
ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

テキストの「将来を見通した統合保
育の充実を考える(1)」①～④を事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。
（20分）　

4

将来を見通した統合保育の充実を考える（２）
①統合保育に求められる諸課題について理解する。②聴覚障害児
に対する教育（保育）について考える。テキストの他、ワーク
シートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及び取集
等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

テキスト「将来を見通した統合保育
の充実を考える(2)」の①～④を事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

- 202 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

集団保育場面における人間関係
①愛着行動について理解を深める。②友達との信頼関係について
理解する。③自己肯定感について理解する。テキストの他、ワー
クシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及び取
集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「集団保育場面に
おける人間関係
」の①～②を事前に熟読し、解らな
い語句などを調べておくこと。（25
分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

幼児保育における「かかわる力」
①「第３の道」を考え出す力（話し合い）について理解する。②
年長児のトラブルと仲間関係について理解する。テキストの他、
ワークシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及
び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの幼児保育における
「かかわる力」
「」の①～③を事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

7

３歳未満児保育における「人とかかわる力」（１）
①３歳未満児にとっての「人とかかわる力」について理解する。
②誕生からおおむね二歳までの「人とかかわる力」について理解
する。テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実
践場面の映像の提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的
に学ぶ。

テキストの「未満児保育における
「人とかかわる力」2」の①～②を
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

8

３歳未満児保育における「人とかかわる力」（２）
①「人とかかわる力」を豊かに育てるために３歳未満児保育にお
いて大切にしたいことについて理解する。②かかわり方について
具体的に理解する。テキストの他、ワークシートや保育記録等の
資料、保育実践場面の映像の提供及び取集等ICTなどを用いて具
体的・実践的に学ぶ。

テキストの「未満児保育における
「人とかかわる力」2」の①～②を
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

13

領域「人間関係」を踏まえた立案・作成した指導案を基に、準備
物等を予め準備し、模擬保育を行う。2
保育者の視点と保育される幼児の視点を体感し、幼児理解を深め
る。

指導計画を作成し、演習として実施
できるように、準備する。他グルー
プの計画を吟味し、各自が意見を用
意しておく。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

14

異年齢縦割り保育にみる、領域「人間関係」の実践①日常生活②
発表会等の取り組み　子どもたち同士が影響し影響されながら成
長する異年齢児保育の日常と育まれるものについてICT等を利用
した保育の記録方法、ポートフォリオ等の実際等を通して理解す
る。テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実践
場面の映像の提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に
学ぶ。

ICTを利用した記録の方法等あらか
じめ各自が調べておく。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

11

領域「人間関係」を踏まえた指導案を作成する。テキストの他、
参考資料を準備し、保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提
供及び取集等ICTなど用いて具体的に立案する。

領域「人間関係」を踏まえた指導案
を作成する為の参考資料を準備して
おく。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

領域「人間関係」を踏まえた立案・作成した指導案を基に、準備
物等を予め準備し、模擬保育を行う。1
保育者の視点と保育される幼児の視点を実践的に体感する。

指導計画を作成し、演習として実施
できるように、準備する。他グルー
プの計画を吟味し、各自が意見を用
意しておく。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。　人と人とのかかわりの中で成長する子どもの
必要な要件についてまとめたり、保育者として専門的にかかわる
ことの意味を確認したりすることを含む。


まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

その他 0 なし

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ17　保育内容・人間関係』岸井他監修，同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10702012 保育内容指導法（人間関係２）（2組） 3359 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領において、領域「人間関係」は「他の人々と親しみ、支えあって生活するために、自立心を育て人とかかわる力を養う」と
ある。そのように子どもを育成するためには、保育者は何をすべきかを理解し、実際に行動・実践できるかが到達目標である。

授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

後期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。人間関係の発達の様相
と、そこで必要とされる周囲の人々の援助的関わりについて学んでいく科目として「保育内容指導法（人間関係１）」を基礎とし、「幼児
の理解」につながる科目である。

授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解
を深める。人間は、「社会的な動物」として、生れ落ちたときから人間関係のなかに生きている。子どもは自分を取り巻くさまざまな人間
関係のなかでいろいろなものを学び、生きていく。人は人間関係なしでは生きていけない。人間関係の意義について学び、教育・保育を構
想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らないこ
と。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。　（25分）

2

「人間関係」におけるカウンセリングマインドとは
①カウンセリングマインドについて理解する。②教育（保育）に
おけるカウンセリングマインドについて理解する。③カウンセリ
ングマインドを発揮した教育（保育）について理解する。

テキスト「人間関係におけるカウン
セリングマインドとは」①～④を、
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておく。(25分)　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　



実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

生涯発達における乳幼児期のかかわり(１）―叱ることとほめる
こと―
①子どもに対する保護者や保育者の接し方について理解する。②
叱り方について理解する。③ほめ方について理解する。テキスト
の他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の
提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

テキスト「生涯発達における乳幼児
期のかかわり1
」の①～③を事前に熟読し、解らな
い語句などを調べておくこと。(25
分)　


返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

6

生涯発達における乳幼児期のかかわり(２)―対象喪失と記憶―
①対象喪失について理解する。②事例考察について学ぶ。テキス
トの他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像
の提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

　テキスト「生涯発達における乳幼
児期のかかわり2
」の①～③を事前に熟読し、解らな
い語句などを調べておくこと。(25
分)　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

3

将来を見通した統合保育の充実を考える（１）
①統合保育に求められる諸課題について理解する。②友達や先生
に関心を示さない子について考える。テキストの他、ワークシー
トや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及び取集等
ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

テキストの「将来を見通した統合保
育の充実を考える(1)」①～④を事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。
（20分）　

4

将来を見通した統合保育の充実を考える（２）
①統合保育に求められる諸課題について理解する。②聴覚障害児
に対する教育（保育）について考える。テキストの他、ワーク
シートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及び取集
等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

テキスト「将来を見通した統合保育
の充実を考える(2)」の①～④を事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　
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9

集団保育場面における人間関係
①愛着行動について理解を深める。②友達との信頼関係について
理解する。③自己肯定感について理解する。テキストの他、ワー
クシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及び取
集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「集団保育場面に
おける人間関係
」の①～②を事前に熟読し、解らな
い語句などを調べておくこと。（25
分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

幼児保育における「かかわる力」
①「第３の道」を考え出す力（話し合い）について理解する。②
年長児のトラブルと仲間関係について理解する。テキストの他、
ワークシートや保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提供及
び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの幼児保育における
「かかわる力」
「」の①～③を事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

7

３歳未満児保育における「人とかかわる力」（１）
①３歳未満児にとっての「人とかかわる力」について理解する。
②誕生からおおむね二歳までの「人とかかわる力」について理解
する。テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実
践場面の映像の提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的
に学ぶ。

テキストの「未満児保育における
「人とかかわる力」2」の①～②を
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

8

３歳未満児保育における「人とかかわる力」（２）
①「人とかかわる力」を豊かに育てるために３歳未満児保育にお
いて大切にしたいことについて理解する。②かかわり方について
具体的に理解する。テキストの他、ワークシートや保育記録等の
資料、保育実践場面の映像の提供及び取集等ICTなどを用いて具
体的・実践的に学ぶ。

テキストの「未満児保育における
「人とかかわる力」2」の①～②を
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておくこと。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

13

領域「人間関係」を踏まえた立案・作成した指導案を基に、準備
物等を予め準備し、模擬保育を行う。2
保育者の視点と保育される幼児の視点を体感し、幼児理解を深め
る。

指導計画を作成し、演習として実施
できるように、準備する。他グルー
プの計画を吟味し、各自が意見を用
意しておく。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

14

異年齢縦割り保育にみる、領域「人間関係」の実践①日常生活②
発表会等の取り組み　子どもたち同士が影響し影響されながら成
長する異年齢児保育の日常と育まれるものについてICT等を利用
した保育の記録方法、ポートフォリオ等の実際等を通して理解す
る。テキストの他、ワークシートや保育記録等の資料、保育実践
場面の映像の提供及び取集等ICTなどを用いて具体的・実践的に
学ぶ。

ICTを利用した記録の方法等あらか
じめ各自が調べておく。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

11

領域「人間関係」を踏まえた指導案を作成する。テキストの他、
参考資料を準備し、保育記録等の資料、保育実践場面の映像の提
供及び取集等ICTなど用いて具体的に立案する。

領域「人間関係」を踏まえた指導案
を作成する為の参考資料を準備して
おく。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

領域「人間関係」を踏まえた立案・作成した指導案を基に、準備
物等を予め準備し、模擬保育を行う。1
保育者の視点と保育される幼児の視点を実践的に体感する。

指導計画を作成し、演習として実施
できるように、準備する。他グルー
プの計画を吟味し、各自が意見を用
意しておく。(25分)

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。　人と人とのかかわりの中で成長する子どもの
必要な要件についてまとめたり、保育者として専門的にかかわる
ことの意味を確認したりすることを含む。


まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

その他 0 なし

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ17　保育内容・人間関係』岸井他監修，同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10703011 保育内容III環境１（1組） 3362 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「環境」のねらいと内容について説明することができる．
②授業内で提示した身近な植物を野外で見つけることができる．
③身近な植物を使って遊びを工夫することができる．
④身近な自然との触れ合いを指導する上での留意点について説明できる．

授業の方法

パワーポイントと配付資料を用いて講義方式で進めるほか，野外での自然観察，草花遊びなど身近な自然に触れ合う体験を行う．毎回の授
業でリアクションペーパーに授業についての感想，意見，質問，課題への回答を記述する．提出したリアクションペーパーにコメントを記
入し翌週の授業で返却する．

ＩＣＴ活用 指導案の作成，模擬授業において効果的に活用するように工夫する．

前期

教員氏名 柘植　純一

授業の位置づけ

主体的・探求的な学習を通じて，変化する社会の中で、教育に求められるニーズ に的確に対応し，より適切な保育・教育のあり方を考え
続けることのできる基礎力を養うため，身近な環境に関わり，考えたり扱ったりする中で物の性質や数量などに対する感覚を豊かにする．
「保育内容Ⅲ環境葉２」の基礎となる．

授業の概要

幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「環境」で対象とする内容のうち，特に自然環境に重点を置いて学習を進める．幼児に自然との触
れ合いを指導する際に求められる保育者の姿勢，小動物・植物との触れ合いを指導する上での留意点について重点を置きながら考察する．
保育者自身が季節の変化等への感性を磨くとともに身近な動植物に興味や関心を持つ．実際に野外に出て身近な自然と触れ合うことによ
り，身近な動植物への興味や関心を深める機会をもつ．

1

ガイダンス，現代の幼児の特徴
この授業の概要，受講上の留意点について話します．またこれか
ら学習を始めるにあたって現在の子どもについて一般的にいわれ
ている特徴について考えていきます．

現代の子どもを取り巻く問題点につ
いて考えておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

2

幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「環境」
幼稚園教育要領および保育所保育指針に記述されている領域「環
境」のねらいと内容について学習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし．

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして，学んだことや質問事項に対してコメントを返したり，解説を行ったりする．また、グループ課題に対しては，グ
ループごとに指導・助言を行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

身近な自然観察で春を感じる
野外に出て大学周辺の自然観察を行います．視覚だけではなく，
聴覚，嗅覚など，五感をしっかり働かせて春を感じましょう．ま
た実物に触れて興味・関心をもった動植物の写真を撮影し，図鑑
などの参考資料を活用することを通して具体的・実践的に学びま
す．

身近な春の植物について調べてお
く．（15分）

観察した植物について調べるととも
に日常生活でも身近な自然に目を向
ける.．（30分）

6

領域｢環境｣指導に求められる保育者の姿勢
子どもにとって重要な人的環境である保育者の役割について考え
ます．特に自然を中心とした身近な環境の指導に必要な保育者の
姿勢について学習します．

幼児にとって保育者はどのような存
在であるべきか考えておく．（15
分）

配付した資料を見直す．（30分）

3

身近な植物についての教材研究および草花遊びの指導案作成
大学キャンパス内に自生しているセイヨウタンポポおよびオオイ
タドリについて，幼児が触れ合う身近な自然物として教材研究を
行うとともに草花遊びの模擬保育を行うための指導案を作成しま
す．指導案の作成においてはICT技術を保育構想に効果的に活用
することを学修します．

タンポポとオオイタドリがどんな植
物か調べておく．（15分）

作成した指導案を見直す．（30分）

4

タンポポを使った草花遊びの模擬保育
作成した指導案に基づき実際に野外に出てタンポポを使った草花
遊びの模擬保育を行います．また実際にタンポポの花を観察しな
がらキク科植物の特徴について理解します．模擬保育においては
ICT技術を活用し効果的な提示の方法について学生が相互評価を
行います．

前回作成した指導案をもとに実際の
模擬保育について考えておく．（15
分）

自分の模擬保育を振返って改善点に
ついて考える．（30分）
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9

身近な小動物との触れ合いの指導法
人間の接し方の違いによる動物の分類，身近な小動物との触れ合
いの意義・ねらい，保育環境としての小動物について学習しま
す．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

10

保育現場での小動物の飼育
昆虫を中心とした身近な小動物を保育現場で飼育する意義，留意
点等について学習します．身近な小動物は基本的には野生動物で
あり，愛玩動物とは違った接し方が必要であることも心得る必要
があります．

保育現場で飼育教材に用いられる小
動物について調べておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

7

子どもの発達と環境
子どもの発達に伴う身近な環境に対する認識や働きかけ方の変化
について学習します．

幼児の発達と環境とのかかわりにつ
いて自分なりに調べておく．（15
分）

配付した資料を見直す．（30分）

8

身近な昆虫
幼児にとって最も身近で興味・関心の対象となりやすい昆虫につ
いて学習します．身近な昆虫の種類，特徴，基礎的な分類につい
て学習します．

登下校の際に出合う昆虫に目を向け
ておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

13

植物栽培
植物は私達にとっては食物としても大切な存在です．子ども達が
食物となる植物の栽培に携わり，食物を手に入れる手間や苦労を
体験することは自然に対する感謝の気持ちや食べ物を大切にする
気持ちを育てる基礎になります．土づくり，種子の植え方等植物
栽培の基礎について学習します．

植物栽培の意義について考えてお
く．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

14

身近な自然観察で夏を感じる
大学周辺の自然観察を行います．季節の移り変わりを感じましょ
う．授業内で勉強した昆虫や植物を実際に自分の目で確認しま
す．また実物に触れて興味・関心をもった動植物の写真を撮影
し，図鑑などの参考資料を活用することを通して具体的・実践的
に学びます．

第5回の観察記録を見直し，春から
の季節の移り変わりを意識してお
く．（15分）

観察した自然について調べてまとめ
る．（30分）

11

オオイタドリを使った草花遊びの模擬保育
作成した指導案に基づき実際に野外に出てオオイタドリを使った
草花遊びの模擬保育を行います．また，オオイタドリの茎および
葉を監察しながら子どもの目の高さで遊びの発展性について考え
ます．模擬保育においてはICT技術を活用し効果的な提示の方法
について学生が相互評価を行います．

作成した指導案をもとに実際の模擬
保育について考えておく．（15分）

自分の模擬保育を振返って改善点に
ついて考える．（30分）

12

身近な植物との触れ合いの指導法
昆虫等の小動物とともに植物も子ども達が豊かな感性を磨くため
にはとても大切な役割を果たします．身近な植物の特徴について
学習するとともに，身近な植物との触れ合いの目的，意義につい
て学習します．

栽培教材に用いられる植物について
調べておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 毎回の授業で提出してもらうリアクションペーパー（30％)および復習のための期末レポート（40％）で評
価

15

生物との触れ合い」の保育現場での問題点
保育現場では広く生物との触れ合い，特に飼育・栽培が取り入れ
られていますが，保育者の勉強不足や準備不足によって命がおろ
そかにされていたり，十分な効果が発揮されていなかったりする
ことが少なくありません．どういうところが良くないのか実例を
挙げながら解説します．

保育現場での飼育の実際について調
べておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼児と自然との触れ合いに興味をもてる．野外観察は日程が変更になる場合があります．

その他 30 春，夏の観察レポート（20％），第3回の指導案（10％）で評価

教科書 教科書は使用しません．毎回資料を配付します．

参考文献 幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10703012 保育内容III環境１（2組） 3362 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「環境」のねらいと内容について説明することができる．
②授業内で提示した身近な植物を野外で見つけることができる．
③身近な植物を使って遊びを工夫することができる．
④身近な自然との触れ合いを指導する上での留意点について説明できる．

授業の方法

パワーポイントと配付資料を用いて講義方式で進めるほか，野外での自然観察，草花遊びなど身近な自然に触れ合う体験を行う．毎回の授
業でリアクションペーパーに授業についての感想，意見，質問，課題への回答を記述する．提出したリアクションペーパーにコメントを記
入し翌週の授業で返却する．

ＩＣＴ活用 指導案の作成，模擬授業において効果的に活用するように工夫する．

前期

教員氏名 柘植　純一

授業の位置づけ

主体的・探求的な学習を通じて，変化する社会の中で、教育に求められるニーズ に的確に対応し，より適切な保育・教育のあり方を考え
続けることのできる基礎力を養うため，身近な環境に関わり，考えたり扱ったりする中で物の性質や数量などに対する感覚を豊かにする．
「保育内容Ⅲ環境葉２」の基礎となる．

授業の概要

幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「環境」で対象とする内容のうち，特に自然環境に重点を置いて学習を進める．幼児に自然との触
れ合いを指導する際に求められる保育者の姿勢，小動物・植物との触れ合いを指導する上での留意点について重点を置きながら考察する．
保育者自身が季節の変化等への感性を磨くとともに身近な動植物に興味や関心を持つ．実際に野外に出て身近な自然と触れ合うことによ
り，身近な動植物への興味や関心を深める機会をもつ．

1

ガイダンス，現代の幼児の特徴
この授業の概要，受講上の留意点について話します．またこれか
ら学習を始めるにあたって現在の子どもについて一般的にいわれ
ている特徴について考えていきます．

現代の子どもを取り巻く問題点につ
いて考えておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

2

幼稚園教育要領・保育所保育指針の領域「環境」
幼稚園教育要領および保育所保育指針に記述されている領域「環
境」のねらいと内容について学習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし．

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして，学んだことや質問事項に対してコメントを返したり，解説を行ったりする．また、グループ課題に対しては，グ
ループごとに指導・助言を行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

身近な自然観察で春を感じる
野外に出て大学周辺の自然観察を行います．視覚だけではなく，
聴覚，嗅覚など，五感をしっかり働かせて春を感じましょう．ま
た実物に触れて興味・関心をもった動植物の写真を撮影し，図鑑
などの参考資料を活用することを通して具体的・実践的に学びま
す．

身近な春の植物について調べてお
く．（15分）

観察した植物について調べるととも
に日常生活でも身近な自然に目を向
ける.．（30分）

6

領域｢環境｣指導に求められる保育者の姿勢
子どもにとって重要な人的環境である保育者の役割について考え
ます．特に自然を中心とした身近な環境の指導に必要な保育者の
姿勢について学習します．

幼児にとって保育者はどのような存
在であるべきか考えておく．（15
分）

配付した資料を見直す．（30分）

3

身近な植物についての教材研究および草花遊びの指導案作成
大学キャンパス内に自生しているセイヨウタンポポおよびオオイ
タドリについて，幼児が触れ合う身近な自然物として教材研究を
行うとともに草花遊びの模擬保育を行うための指導案を作成しま
す．指導案の作成においてはICT技術を保育構想に効果的に活用
することを学修します．

タンポポとオオイタドリがどんな植
物か調べておく．（15分）

作成した指導案を見直す．（30分）

4

タンポポを使った草花遊びの模擬保育
作成した指導案に基づき実際に野外に出てタンポポを使った草花
遊びの模擬保育を行います．また実際にタンポポの花を観察しな
がらキク科植物の特徴について理解します．模擬保育においては
ICT技術を活用し効果的な提示の方法について学生が相互評価を
行います．

前回作成した指導案をもとに実際の
模擬保育について考えておく．（15
分）

自分の模擬保育を振返って改善点に
ついて考える．（30分）
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9

身近な小動物との触れ合いの指導法
人間の接し方の違いによる動物の分類，身近な小動物との触れ合
いの意義・ねらい，保育環境としての小動物について学習しま
す．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

10

保育現場での小動物の飼育
昆虫を中心とした身近な小動物を保育現場で飼育する意義，留意
点等について学習します．身近な小動物は基本的には野生動物で
あり，愛玩動物とは違った接し方が必要であることも心得る必要
があります．

保育現場で飼育教材に用いられる小
動物について調べておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

7

子どもの発達と環境
子どもの発達に伴う身近な環境に対する認識や働きかけ方の変化
について学習します．

幼児の発達と環境とのかかわりにつ
いて自分なりに調べておく．（15
分）

配付した資料を見直す．（30分）

8

身近な昆虫
幼児にとって最も身近で興味・関心の対象となりやすい昆虫につ
いて学習します．身近な昆虫の種類，特徴，基礎的な分類につい
て学習します．

登下校の際に出合う昆虫に目を向け
ておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

13

植物栽培
植物は私達にとっては食物としても大切な存在です．子ども達が
食物となる植物の栽培に携わり，食物を手に入れる手間や苦労を
体験することは自然に対する感謝の気持ちや食べ物を大切にする
気持ちを育てる基礎になります．土づくり，種子の植え方等植物
栽培の基礎について学習します．

植物栽培の意義について考えてお
く．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

14

身近な自然観察で夏を感じる
大学周辺の自然観察を行います．季節の移り変わりを感じましょ
う．授業内で勉強した昆虫や植物を実際に自分の目で確認しま
す．また実物に触れて興味・関心をもった動植物の写真を撮影
し，図鑑などの参考資料を活用することを通して具体的・実践的
に学びます．

第5回の観察記録を見直し，春から
の季節の移り変わりを意識してお
く．（15分）

観察した自然について調べてまとめ
る．（30分）

11

オオイタドリを使った草花遊びの模擬保育
作成した指導案に基づき実際に野外に出てオオイタドリを使った
草花遊びの模擬保育を行います．また，オオイタドリの茎および
葉を監察しながら子どもの目の高さで遊びの発展性について考え
ます．模擬保育においてはICT技術を活用し効果的な提示の方法
について学生が相互評価を行います．

作成した指導案をもとに実際の模擬
保育について考えておく．（15分）

自分の模擬保育を振返って改善点に
ついて考える．（30分）

12

身近な植物との触れ合いの指導法
昆虫等の小動物とともに植物も子ども達が豊かな感性を磨くため
にはとても大切な役割を果たします．身近な植物の特徴について
学習するとともに，身近な植物との触れ合いの目的，意義につい
て学習します．

栽培教材に用いられる植物について
調べておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 毎回の授業で提出してもらうリアクションペーパー（30％)および復習のための期末レポート（40％）で評
価

15

生物との触れ合い」の保育現場での問題点
保育現場では広く生物との触れ合い，特に飼育・栽培が取り入れ
られていますが，保育者の勉強不足や準備不足によって命がおろ
そかにされていたり，十分な効果が発揮されていなかったりする
ことが少なくありません．どういうところが良くないのか実例を
挙げながら解説します．

保育現場での飼育の実際について調
べておく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼児と自然との触れ合いに興味をもてる．野外観察は日程が変更になる場合があります．

その他 30 春，夏の観察レポート（20％），第3回の指導案（10％）で評価

教科書 教科書は使用しません．毎回資料を配付します．

参考文献 幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10704011 保育内容III環境２（1組） 3363 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①子どもの目線に立った保育環境について議論することができる．
②自然観察を通して多様性について論じることができる．
③身近な自然と日常的に触れ合うことのできる指導計画を立案できる．
④知識を増やすことと好奇心・探求心をを育てることとの違いについて説明できる．

授業の方法

パワーポイントと配付資料を用いて講義方式で進めるほか，野外での自然観察を通して身近な自然に触れ合う体験を行う．毎回の授業でリ
アクションペーパーに授業についての感想，意見，質問，課題への回答を記述する．提出したリアクションペーパーにコメントを記入し翌
週の授業で返却する．

ＩＣＴ活用 指導案，環境地図の作成において効果的に活用するように工夫する．

後期

教員氏名 岡　健吾

授業の位置づけ

「保育内容Ⅲ環境葉１」での学びを基礎として，身近な事象や動植物に対する感動を伝え合い共感し合うことなどを通して自分からかかわ
ろうとする意欲を育てるとともに，親しみや畏敬の念，生命を大切にする気持ち，公共心，探究心などを養う．
ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解」「乳幼児期のこどもについての基本的な知識」，「こどもの
特徴と発達へのニーズを見きわめ，それに対応できる教育的能力」を身につけ，「より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができ
る」ことと関係する。

授業の概要

幼稚園教育要領および保育所保育指針の領域「環境」に記述されている自然以外の内容について学習する．保育内容Ⅲ環境１に引き続き身
近な生物として鳥類，魚類について学習する．また野外で秋と冬の自然観察を行い1年間を通しての大学周辺の自然環境地図を完成させ，
身近な自然を取り入れた保育について考察する．また幼稚園・保育所における環境整備の重要性について学習する．

1

チンパンジーの子育てに人間の子育ての原点を見る」
人間に一番近い動物であるチンパンジーの子育ての様子から，人
間の子育てに大切なことについて考えます．

松沢哲郎氏について簡単に調べてお
く（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

2

数量・図形とのかかわり
数量・図形は抽象的な概念であり幼児がこれらを具体的な事物と
切り離して理解することは困難です．保育の場でこれらに対する
感覚を豊かにし，興味や関心を持たせるための指導法について学
習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし．

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして，学んだことや質問事項に対してコメントを返したり，解説を行ったりする．また，グループ課題に対しては，グ
ループごとに指導・助言を行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

情報・施設とのかかわり
子ども達にとって身近な情報・施設について保育の中での関わり
方について学習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

6

身近な自然観察で秋を感じる
野外に出て秋の自然観察をします．落ち葉や紅葉に触れながら自
然の多様性についても思いを馳せてください．同じ種類の落ち葉
でも全く同じ色，形，大きさのものは1つもありません．また実
物に触れて興味・関心をもった動植物の写真を撮影し，図鑑など
の参考資料を活用することを通して具体的・実践的に学びます．

登下校時などに身の回りの自然に目
を向けておく．（15分）

観察した自然について調べてまとめ
る．（30分）

3

文字・標識とのかかわり
保育で求められる文字・標識とのかかわり方，指導法について学
習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

4

物とのかかわり
道具・遊具等，子どもにとって身近な物とのかかわり方，指導法
について学習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

7

保育現場での安全性への配慮
子ども達が自然と触れ合う中では，危険を回避するために保育者
が知っておかなければならないことがたくさんあります．触って
はいけない小動物や植物，さらに保育環境の衛生管理についても
学習します．

保育現場で幼児にととって危険な環
境について考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

8

幼児の環境教育
幼児教育における環境教育について学習しますが，とくに持続可
能な開発のための教育（ESD）について考えます．

幼児教育における環境教育の重要性
について考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）
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9

身近な鳥
昆虫と違って直接触れ合う機会はありませんが，子ども達が季節
感を豊かにするためにとても大切な役割を果たします．鳥類の全
体的な特徴とともに身近な野鳥について学習します．

恵庭周辺で見られる野鳥について調
べておく．（15分）

登下校時など日常生活で野鳥を観察
し調べる．（30分）

10

身近な魚
北海道の子ども達にとっての身近な魚類の特徴および飼育方法に
ついて学びます．北海道にはメダカが生息しないように，自然に
生息する魚の種類が本州のものとはずいぶん違うことを知る必要
があります．

北海道の子どもにとっての身近な魚
について調べておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

13

身近な自然観察で冬を感じる
野外に出て冬の自然観察をします．野鳥を中心に観察するととも
に，冬の落葉広葉樹林の明るさに気付くことを目的とします．野
外観察用の野鳥図鑑があると便利です．また実物に触れて興味・
関心をもった動植物の写真を撮影し，図鑑などの参考資料などの
資料や視聴覚教材などのICTを活用することを通して具体的・実
践的に学びます．

登下校時などに身の回りの自然に目
を向けておく．（15分）

観察した自然について調べてまとめ
る．（30分）

14

指導計画の作成1
これまでに学習してきたことを生かし，さらに領域「環境」に述
べられているねらいと内容を実践するための指導計画について考
えます．

これまでに体験した野外での自然と
の触れ合いをもとに，幼児が自然と
触れ合う指導計画について考えたお
く．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

11

幼稚園・保育所における環境整備のあり方
子ども達が身近な自然と触れ合うことのできる保育環境の整備の
ために必要な自然環境地図の作成および周辺の自然環境を生かし
た園内環境整備のあり方について学習します．自然環境地図の作
成において， ICT技術を活用することにより身近な自然と触れ合
う保育構想につなげる学びを深めます．

子どもの目の高さで保育環境につい
て考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

12

身近な動植物との触れ合いができる保育環境の整備
子ども達が毎日の園生活の中で身近な動植物との触れ合いができ
る園庭整備の例として，チョウが集まる花壇づくりを例にして学
習します．

身近な自然と触れ合える環境とは何
か，「子どもにとって」という視点
で考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 単元毎のリアクションペーパー、および主体的な学習態度を評価．

15

指導計画の作成2
これまで4回行った野外での自然観察結果を活かして自然環境地
図を完成させた上で．身近な自然との触れ合いを取り入れた年間
指導計画を作成します．年間指導計画の作成においては，ICT技
術を活用し，自然環境地図を参考にしながら季節ごとに身近な自
然と触れ合う保育構想を考えます．

これまでに行った自然観察の結果を
整理しておく．（15分）

身近な自然を活かした保育について
さらに考える．（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼児と自然との触れ合いに興味がある．野外観察は日程が変更になる場合があります．

備考欄

その他 20 学期末まとめレポートによる評価．

教科書 教科書は使用しません．毎回資料を配付します．

参考文献 幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10704012 保育内容III環境２（2組） 3363 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

①子どもの目線に立った保育環境について議論することができる．
②自然観察を通して多様性について論じることができる．
③身近な自然と日常的に触れ合うことのできる指導計画を立案できる．
④知識を増やすことと好奇心・探求心をを育てることとの違いについて説明できる．

授業の方法

パワーポイントと配付資料を用いて講義方式で進めるほか，野外での自然観察を通して身近な自然に触れ合う体験を行う．毎回の授業でリ
アクションペーパーに授業についての感想，意見，質問，課題への回答を記述する．提出したリアクションペーパーにコメントを記入し翌
週の授業で返却する．

ＩＣＴ活用 指導案，環境地図の作成において効果的に活用するように工夫する．

後期

教員氏名 岡　健吾

授業の位置づけ

「保育内容Ⅲ環境葉１」での学びを基礎として，身近な事象や動植物に対する感動を伝え合い共感し合うことなどを通して自分からかかわ
ろうとする意欲を育てるとともに，親しみや畏敬の念，生命を大切にする気持ち，公共心，探究心などを養う．
ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解」「乳幼児期のこどもについての基本的な知識」，「こどもの
特徴と発達へのニーズを見きわめ，それに対応できる教育的能力」を身につけ，「より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができ
る」ことと関係する。

授業の概要

幼稚園教育要領および保育所保育指針の領域「環境」に記述されている自然以外の内容について学習する．保育内容Ⅲ環境１に引き続き身
近な生物として鳥類，魚類について学習する．また野外で秋と冬の自然観察を行い1年間を通しての大学周辺の自然環境地図を完成させ，
身近な自然を取り入れた保育について考察する．また幼稚園・保育所における環境整備の重要性について学習する．

1

チンパンジーの子育てに人間の子育ての原点を見る」
人間に一番近い動物であるチンパンジーの子育ての様子から，人
間の子育てに大切なことについて考えます．

松沢哲郎氏について簡単に調べてお
く（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

2

数量・図形とのかかわり
数量・図形は抽象的な概念であり幼児がこれらを具体的な事物と
切り離して理解することは困難です．保育の場でこれらに対する
感覚を豊かにし，興味や関心を持たせるための指導法について学
習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし．

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして，学んだことや質問事項に対してコメントを返したり，解説を行ったりする．また，グループ課題に対しては，グ
ループごとに指導・助言を行う．

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

情報・施設とのかかわり
子ども達にとって身近な情報・施設について保育の中での関わり
方について学習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

6

身近な自然観察で秋を感じる
野外に出て秋の自然観察をします．落ち葉や紅葉に触れながら自
然の多様性についても思いを馳せてください．同じ種類の落ち葉
でも全く同じ色，形，大きさのものは1つもありません．また実
物に触れて興味・関心をもった動植物の写真を撮影し，図鑑など
の参考資料を活用することを通して具体的・実践的に学びます．

登下校時などに身の回りの自然に目
を向けておく．（15分）

観察した自然について調べてまとめ
る．（30分）

3

文字・標識とのかかわり
保育で求められる文字・標識とのかかわり方，指導法について学
習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

4

物とのかかわり
道具・遊具等，子どもにとって身近な物とのかかわり方，指導法
について学習します．

幼稚園教育要領・保育所保育指針の
該当箇所を読んでおく．（15分）

配付した資料を見直す．（30分）

7

保育現場での安全性への配慮
子ども達が自然と触れ合う中では，危険を回避するために保育者
が知っておかなければならないことがたくさんあります．触って
はいけない小動物や植物，さらに保育環境の衛生管理についても
学習します．

保育現場で幼児にととって危険な環
境について考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

8

幼児の環境教育
幼児教育における環境教育について学習しますが，とくに持続可
能な開発のための教育（ESD）について考えます．

幼児教育における環境教育の重要性
について考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）
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9

身近な鳥
昆虫と違って直接触れ合う機会はありませんが，子ども達が季節
感を豊かにするためにとても大切な役割を果たします．鳥類の全
体的な特徴とともに身近な野鳥について学習します．

恵庭周辺で見られる野鳥について調
べておく．（15分）

登下校時など日常生活で野鳥を観察
し調べる．（30分）

10

身近な魚
北海道の子ども達にとっての身近な魚類の特徴および飼育方法に
ついて学びます．北海道にはメダカが生息しないように，自然に
生息する魚の種類が本州のものとはずいぶん違うことを知る必要
があります．

北海道の子どもにとっての身近な魚
について調べておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

13

身近な自然観察で冬を感じる
野外に出て冬の自然観察をします．野鳥を中心に観察するととも
に，冬の落葉広葉樹林の明るさに気付くことを目的とします．野
外観察用の野鳥図鑑があると便利です．また実物に触れて興味・
関心をもった動植物の写真を撮影し，図鑑などの参考資料などの
資料や視聴覚教材などのICTを活用することを通して具体的・実
践的に学びます．

登下校時などに身の回りの自然に目
を向けておく．（15分）

観察した自然について調べてまとめ
る．（30分）

14

指導計画の作成1
これまでに学習してきたことを生かし，さらに領域「環境」に述
べられているねらいと内容を実践するための指導計画について考
えます．

これまでに体験した野外での自然と
の触れ合いをもとに，幼児が自然と
触れ合う指導計画について考えたお
く．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

11

幼稚園・保育所における環境整備のあり方
子ども達が身近な自然と触れ合うことのできる保育環境の整備の
ために必要な自然環境地図の作成および周辺の自然環境を生かし
た園内環境整備のあり方について学習します．自然環境地図の作
成において， ICT技術を活用することにより身近な自然と触れ合
う保育構想につなげる学びを深めます．

子どもの目の高さで保育環境につい
て考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

12

身近な動植物との触れ合いができる保育環境の整備
子ども達が毎日の園生活の中で身近な動植物との触れ合いができ
る園庭整備の例として，チョウが集まる花壇づくりを例にして学
習します．

身近な自然と触れ合える環境とは何
か，「子どもにとって」という視点
で考えておく．（15分）

配付した資料を読み直す．（30分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 単元毎のリアクションペーパー、および主体的な学習態度を評価．

15

指導計画の作成2
これまで4回行った野外での自然観察結果を活かして自然環境地
図を完成させた上で．身近な自然との触れ合いを取り入れた年間
指導計画を作成します．年間指導計画の作成においては，ICT技
術を活用し，自然環境地図を参考にしながら季節ごとに身近な自
然と触れ合う保育構想を考えます．

これまでに行った自然観察の結果を
整理しておく．（15分）

身近な自然を活かした保育について
さらに考える．（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼児と自然との触れ合いに興味がある．野外観察は日程が変更になる場合があります．

備考欄

その他 20 学期末まとめレポートによる評価．

教科書 教科書は使用しません．毎回資料を配付します．

参考文献 幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要領
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10705011 保育内容指導法（言葉１）（1組） 3366 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された、教育・保育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねら
い及び内容を理解する。幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導場面を想定して教育・保育を構想する方法を身に付ける。以上が
具体的に達成されることが到達目標である。子どもの言語獲得の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義について、そして、領域
「言葉」との関連について学ぶことがテーマとなる。


授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。また、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてや、領域「言葉」との関連について学んでいく科目である。
「保育内容指導法（言葉２）」の基礎となる。


授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「言葉」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解を深
める。また、幼児の発達に即して、主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえ、具体的な指導場面を想定して、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてふれながら、教育・保育を構想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らない。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。（25分）

2

子どものことばと育ち（１）―言葉の育ちを支えるもの―  ①人
に対する関心について理解する。②コミュニケーションへの欲求
について理解する。③人の声に対する感受性について理解する。
そして、以上を通して、幼児の認識・思考、動き等を視野に入れ
た保育の構想の重要性を理解する。テキストの他、ワークシート
及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に
学ぶ。

左記、テキストの「（１）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

子どものことばと育ち（４）―ことばはどのような機能を持って
いるか―   ①ことばと保育について理解する。②日常保育場面
でのことばについて理解する。そして、以上を通して、幼児の認
識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解し、
領域「言葉」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機器及
び教材の活用法を理解した上で、保育の構想に活用することを学
ぶ。

左記、テキストの「（４）～」の①
～②について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

3

子どものことばと育ち（２）―言葉の育ちを支えるもの― ①大
好きな人の存在と交流－伝えたい人がいるということ－について
理解する。②伝えたいことがあるということ－内面世界の表現、
生活経験の拡張、ことばと表現－について理解する。③ことばを
子どもの育ち全体で捉えることについて理解する。

左記、テキストの「（２）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

4

子どものことばと育ち（３）―ことばはどのような機能を持って
いるか―  ①コミュニケーションの道具としての機能について理
解する・思考の道具としての機能について理解する。②行動調整
機能について理解する。そして、以上を通して、幼児の認識・思
考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解する。

左記、テキストの「（３）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

- 218 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

6

領域「言葉」のねらいと内容  ①幼稚園教育要領領域「言葉」に
ついての基本を理解する。②保育所保育指針領域「言葉」につい
ての基本を理解する。③幼保連携型認定こども園教育・保育要領
領域「言葉」についての基本を理解する。④生後からおおむね２
歳未満の発達過程について理解する。そして、以上を通して、領
域「言葉」のねらい及び内容並びに全体構造を理解する。

左記、テキストの「領域「言葉」の
ねらいと内容」の①～③について、
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

9

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（１）
  ①泣き声から音声言語の出現を理解する。②指差しと初語につ
いて理解する。そして、以上を通して、領域「言葉」のねらい及
び内容を踏まえ、乳幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の
留意点を理解する。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴
覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「～（１）」の①
～②について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（２）
  ①幼児期前期の発達段階について理解する。②一語文について
理解する。③二語文について理解する。そして、以上を通して、
領域「言葉」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付け
ていく内容と指導上の留意点を理解する。テキストの他、ワーク
シート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実
践的に学ぶ。

左記、テキストの「～（２）」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

7

領域「言葉」と他の領域との関係  ①領域の捉え方と領域「言
葉」の関係の基本を理解する。②おおむね２歳からおおむね６歳
までの発達過程について理解する。そして、以上を通して、幼稚
園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育におけ
る評価の考え方を理解する。テキストの他、ワークシート及び資
料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「領域「言葉」と
他の領域～」の①～②について、事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

8

乳幼児期のことばの発達  ①乳幼児期の基本を理解する。②出生
から６歳以降までの発達の段階の流れを把握する。そして、以上
を通して、領域「言葉」のねらい及び内容を踏まえ、乳幼児が経
験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。また、領
域「言葉」の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構想の向
上に取り組む。

左記、テキストの「乳幼児期のこと
ばの発達」の①～②について、事前
に熟読し、解らない語句などを調べ
ておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

13

領域「言葉」と指導計画（１）
指導案作成及び模擬保育を行う。①指導計画について理解する。
②指導計画を記入する際の留意点について理解し、指導案作成及
び模擬保育を行う。そして、以上を通して、指導案の構成を理解
し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保育とその振
り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

11

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（３）
  ①幼児期前期の発達段階について理解する。②語彙の増加につ
いて理解する。③文構造の複雑化と会話の増大について理解す
る。そして、以上を通して、領域「言葉」のねらい及び内容を踏
まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解
する。

左記、テキストの「～（３）」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（４）
  ①幼児期後半の発達段階について理解する。②会話のいっそう
の進展について理解する。③ことばの質的な深まりについて理解
する。そして、以上を通して、幼児が経験し身に付けていく内容
と指導上の留意点を理解し、幼児が経験し身に付けていく内容の
関連性や小学校の教科等とのつながりを理解する。

左記、テキストの「～（４）」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）
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14

領域「言葉」と指導計画（２）
指導案作成及び模擬保育を行う。①指導計画について理解する。
②指導計画を記入する際の留意点について理解し、指導案作成及
び模擬保育を行う。そして、以上を通して、指導案の構成を理解
し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保育とその振
り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題などに必ず目を通
し、復習を行うこと。（20分）

定期試験

0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。

まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ20　保育内容・言葉』岸井勇雄他監修，同文書院。
『新版　遊びの指導』同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10705012 保育内容指導法（言葉１）（2組） 3366 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された、教育・保育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねら
い及び内容を理解する。幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導場面を想定して教育・保育を構想する方法を身に付ける。以上が
具体的に達成されることが到達目標である。子どもの言語獲得の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義について、そして、領域
「言葉」との関連について学ぶことがテーマとなる。


授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。また、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてや、領域「言葉」との関連について学んでいく科目である。
「保育内容指導法（言葉２）」の基礎となる。


授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「言葉」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解を深
める。また、幼児の発達に即して、主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえ、具体的な指導場面を想定して、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてふれながら、教育・保育を構想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らない。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。（25分）

2

子どものことばと育ち（１）―言葉の育ちを支えるもの―  ①人
に対する関心について理解する。②コミュニケーションへの欲求
について理解する。③人の声に対する感受性について理解する。
そして、以上を通して、幼児の認識・思考、動き等を視野に入れ
た保育の構想の重要性を理解する。テキストの他、ワークシート
及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に
学ぶ。

左記、テキストの「（１）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

子どものことばと育ち（４）―ことばはどのような機能を持って
いるか―   ①ことばと保育について理解する。②日常保育場面
でのことばについて理解する。そして、以上を通して、幼児の認
識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解し、
領域「言葉」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情報機器及
び教材の活用法を理解した上で、保育の構想に活用することを学
ぶ。

左記、テキストの「（４）～」の①
～②について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

3

子どものことばと育ち（２）―言葉の育ちを支えるもの― ①大
好きな人の存在と交流－伝えたい人がいるということ－について
理解する。②伝えたいことがあるということ－内面世界の表現、
生活経験の拡張、ことばと表現－について理解する。③ことばを
子どもの育ち全体で捉えることについて理解する。

左記、テキストの「（２）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

4

子どものことばと育ち（３）―ことばはどのような機能を持って
いるか―  ①コミュニケーションの道具としての機能について理
解する・思考の道具としての機能について理解する。②行動調整
機能について理解する。そして、以上を通して、幼児の認識・思
考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を理解する。

左記、テキストの「（３）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）
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6

領域「言葉」のねらいと内容  ①幼稚園教育要領領域「言葉」に
ついての基本を理解する。②保育所保育指針領域「言葉」につい
ての基本を理解する。③幼保連携型認定こども園教育・保育要領
領域「言葉」についての基本を理解する。④生後からおおむね２
歳未満の発達過程について理解する。そして、以上を通して、領
域「言葉」のねらい及び内容並びに全体構造を理解する。

左記、テキストの「領域「言葉」の
ねらいと内容」の①～③について、
事前に熟読し、解らない語句などを
調べておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

9

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（１）
  ①泣き声から音声言語の出現を理解する。②指差しと初語につ
いて理解する。そして、以上を通して、領域「言葉」のねらい及
び内容を踏まえ、乳幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の
留意点を理解する。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴
覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「～（１）」の①
～②について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（２）
  ①幼児期前期の発達段階について理解する。②一語文について
理解する。③二語文について理解する。そして、以上を通して、
領域「言葉」のねらい及び内容を踏まえ、幼児が経験し身に付け
ていく内容と指導上の留意点を理解する。テキストの他、ワーク
シート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実
践的に学ぶ。

左記、テキストの「～（２）」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

7

領域「言葉」と他の領域との関係  ①領域の捉え方と領域「言
葉」の関係の基本を理解する。②おおむね２歳からおおむね６歳
までの発達過程について理解する。そして、以上を通して、幼稚
園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育におけ
る評価の考え方を理解する。テキストの他、ワークシート及び資
料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「領域「言葉」と
他の領域～」の①～②について、事
前に熟読し、解らない語句などを調
べておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

8

乳幼児期のことばの発達  ①乳幼児期の基本を理解する。②出生
から６歳以降までの発達の段階の流れを把握する。そして、以上
を通して、領域「言葉」のねらい及び内容を踏まえ、乳幼児が経
験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解する。また、領
域「言葉」の特性に応じた保育実践の動向を知り、保育構想の向
上に取り組む。

左記、テキストの「乳幼児期のこと
ばの発達」の①～②について、事前
に熟読し、解らない語句などを調べ
ておくこと。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

13

領域「言葉」と指導計画（１）
指導案作成及び模擬保育を行う。①指導計画について理解する。
②指導計画を記入する際の留意点について理解し、指導案作成及
び模擬保育を行う。そして、以上を通して、指導案の構成を理解
し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保育とその振
り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

11

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（３）
  ①幼児期前期の発達段階について理解する。②語彙の増加につ
いて理解する。③文構造の複雑化と会話の増大について理解す
る。そして、以上を通して、領域「言葉」のねらい及び内容を踏
まえ、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解
する。

左記、テキストの「～（３）」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

ことばはどのように育つのか－ことばの発達－（４）
  ①幼児期後半の発達段階について理解する。②会話のいっそう
の進展について理解する。③ことばの質的な深まりについて理解
する。そして、以上を通して、幼児が経験し身に付けていく内容
と指導上の留意点を理解し、幼児が経験し身に付けていく内容の
関連性や小学校の教科等とのつながりを理解する。

左記、テキストの「～（４）」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）
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14

領域「言葉」と指導計画（２）
指導案作成及び模擬保育を行う。①指導計画について理解する。
②指導計画を記入する際の留意点について理解し、指導案作成及
び模擬保育を行う。そして、以上を通して、指導案の構成を理解
し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保育とその振
り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題などに必ず目を通
し、復習を行うこと。（20分）

定期試験

0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。

まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ20　保育内容・言葉』岸井勇雄他監修，同文書院。
『新版　遊びの指導』同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10706011 保育内容指導法（言葉２）（1組） 3367 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された、教育・保育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねら
い及び内容を理解する。幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導場面を想定して教育・保育を構想する方法を身に付ける。以上が
具体的に達成されることが到達目標である。子どもの言語獲得の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義について、そして、領域
「言葉」との関連について学ぶことがテーマとなる。

授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

後期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。また、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてや、領域「言葉」との関連について学んでいく科目である。
「保育内容指導法（言葉１）」を基礎とし、 「幼児の理解」に繋がる科目である。

授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「言葉」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解を深
める。また、幼児の発達に即して、主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえ、具体的な指導場面を想定して、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてふれながら、教育・保育を構想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らない。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。（25分）

2

子どものことばと保育者（１）  ①書きことばへの関心ついて理
解する。②音節分解について理解する。③音韻抽出について理解
する。
そして、以上を通して、領域「言葉」のねらい及び内容を踏ま
え、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解す
る。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩ
ＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「（１）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

特別な配慮が必要な子どもとの関わり（２）  ①保育者がどのよ
うに関わると良いか理解する。②どのような点に気をつけるべき
かについて理解する。そして、以上を通して、幼稚園教育要領・
保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領におけ
る幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育
の基本、各領域のねらい及び内容並びに全体構造を理解する。

左記、テキストの「（２）～」の①
～②について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

3

子どものことばと保育者（２）  ①保育者の関わりの諸問題につ
いて理解する。②子どもから学ぶ姿勢について理解する。③挨拶
やしつけについて考える。そして、以上を通して、幼稚園教育・
保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育における評価の
考え方を理解する。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴
覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「（２）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

4

特別な配慮が必要な子どもとの関わり（１）  ①子どものことば
の問題を捉えるために注目すべき力の育ちについて理解する。②
見立て遊びについて理解する。③ふり遊びについて理解する。そ
して、以上を通して、幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連
携型認定こども園教育・保育要領における基本、各領域のねらい
及び内容並びに全体構造を理解する。

左記、テキストの「（１）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）
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6

うたやふれあいを楽しむ遊び
①言葉との関連性に基づきながら「わらべ歌」を考える。②わら
べ歌を行う際に留意することについて理解する。そして、以上を
通して、領域「言葉」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情
報機器及び教材の活用法を理解し、保育の構想に活用することを
学ぶ。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などの
ＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

9

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（３） ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：おおきなかぶ」を考える。②絵本読みから劇
ごっこそして発表会への展開を理解する。そして、以上を通し
て、指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作
成し、模擬保育とその振り返りをして、保育を改善する視点を身
に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（４）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：おおきなかぶ」を考える。②絵本読みから劇
ごっこ以外の展開を考える。そして、以上を通して、指導案の構
成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保育
とその振り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

7

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（１）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「かるた遊び」を考える。②「かるた遊び」を通して遊
びを理解する。そして、以上を通して、幼稚園教育要領・保育所
保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領における幼稚
園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育の基
本、各領域のねらい及び内容並びに全体構造を理解する。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

8

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（２）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「かるた遊び」を考える。②「かるた遊び」を行う際に
留意することを理解する。そして、以上を通して、幼稚園教育要
領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に
おける幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・
保育の基本、各領域のねらい及び内容並びに全体構造を理解す
る。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

13

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（７）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：はらぺこあおむし」を考える。②「絵本：はら
ぺこあおむし」の指導計画を考える。そして、以上を通して、指
導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、
模擬保育とその振り返りをして、保育を改善する視点を身に付け
る。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

14

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（８）  ①絵本の歴史について理
解する。②直観教育について理解する。そして、以上を通して、
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を
理解する。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材な
どのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題などに必ず目を通
し、復習を行うこと。（20分）

11

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（５）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：おおきなかぶ」を考える。②「絵本：おおきな
かぶ」から小学校教科国語科「大きなかぶ」を理解する。以上を
通して、幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の教
科等とのつながりを理解する。テキストの他、ワークシート及び
資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学
ぶ。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（６）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：はらぺこあおむし」を考える。②絵本読みから
製作活動への展開を理解する。そして、以上を通して、指導案の
構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保
育とその振り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）
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定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。

まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ20　保育内容・言葉』岸井勇雄他監修，同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10706012 保育内容指導法（言葉２）（2組） 3367 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された、教育・保育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねら
い及び内容を理解する。幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導場面を想定して教育・保育を構想する方法を身に付ける。以上が
具体的に達成されることが到達目標である。子どもの言語獲得の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義について、そして、領域
「言葉」との関連について学ぶことがテーマとなる。

授業の方法

テキストと配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

後期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有す
るこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」と特に関係がある科目である。また、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてや、領域「言葉」との関連について学んでいく科目である。
「保育内容指導法（言葉１）」を基礎とし、 「幼児の理解」に繋がる科目である。

授業の概要

幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育において、育みたい資質・能力を理解し、幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示された領域「言葉」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させて理解を深
める。また、幼児の発達に即して、主体的・対話的で深い学びが実現する過程を踏まえ、具体的な指導場面を想定して、子どもの言語獲得
の過程と、子どもにとって言葉をもつことの意義についてふれながら、教育・保育を構想する方法を身につける。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）
渡された資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らない。

シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。（25分）

2

子どものことばと保育者（１）  ①書きことばへの関心ついて理
解する。②音節分解について理解する。③音韻抽出について理解
する。
そして、以上を通して、領域「言葉」のねらい及び内容を踏ま
え、幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留意点を理解す
る。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などのＩ
ＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「（１）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

理解度確認テストを実施する。
次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

特別な配慮が必要な子どもとの関わり（２）  ①保育者がどのよ
うに関わると良いか理解する。②どのような点に気をつけるべき
かについて理解する。そして、以上を通して、幼稚園教育要領・
保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領におけ
る幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育
の基本、各領域のねらい及び内容並びに全体構造を理解する。

左記、テキストの「（２）～」の①
～②について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

3

子どものことばと保育者（２）  ①保育者の関わりの諸問題につ
いて理解する。②子どもから学ぶ姿勢について理解する。③挨拶
やしつけについて考える。そして、以上を通して、幼稚園教育・
保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育における評価の
考え方を理解する。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴
覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

左記、テキストの「（２）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

4

特別な配慮が必要な子どもとの関わり（１）  ①子どものことば
の問題を捉えるために注目すべき力の育ちについて理解する。②
見立て遊びについて理解する。③ふり遊びについて理解する。そ
して、以上を通して、幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連
携型認定こども園教育・保育要領における基本、各領域のねらい
及び内容並びに全体構造を理解する。

左記、テキストの「（１）～」の①
～③について、事前に熟読し、解ら
ない語句などを調べておくこと。
（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）
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6

うたやふれあいを楽しむ遊び
①言葉との関連性に基づきながら「わらべ歌」を考える。②わら
べ歌を行う際に留意することについて理解する。そして、以上を
通して、領域「言葉」の特性や幼児の体験との関連を考慮した情
報機器及び教材の活用法を理解し、保育の構想に活用することを
学ぶ。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材などの
ＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

9

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（３） ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：おおきなかぶ」を考える。②絵本読みから劇
ごっこそして発表会への展開を理解する。そして、以上を通し
て、指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作
成し、模擬保育とその振り返りをして、保育を改善する視点を身
に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

10

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（４）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：おおきなかぶ」を考える。②絵本読みから劇
ごっこ以外の展開を考える。そして、以上を通して、指導案の構
成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保育
とその振り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

7

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（１）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「かるた遊び」を考える。②「かるた遊び」を通して遊
びを理解する。そして、以上を通して、幼稚園教育要領・保育所
保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領における幼稚
園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・保育の基
本、各領域のねらい及び内容並びに全体構造を理解する。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

8

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（２）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「かるた遊び」を考える。②「かるた遊び」を行う際に
留意することを理解する。そして、以上を通して、幼稚園教育要
領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に
おける幼稚園教育・保育所保育・幼保連携型認定こども園教育・
保育の基本、各領域のねらい及び内容並びに全体構造を理解す
る。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

13

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（７）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：はらぺこあおむし」を考える。②「絵本：はら
ぺこあおむし」の指導計画を考える。そして、以上を通して、指
導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、
模擬保育とその振り返りをして、保育を改善する視点を身に付け
る。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

14

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（８）  ①絵本の歴史について理
解する。②直観教育について理解する。そして、以上を通して、
幼児の認識・思考、動き等を視野に入れた保育の構想の重要性を
理解する。テキストの他、ワークシート及び資料や視聴覚教材な
どのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学ぶ。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題などに必ず目を通
し、復習を行うこと。（20分）

11

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（５）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：おおきなかぶ」を考える。②「絵本：おおきな
かぶ」から小学校教科国語科「大きなかぶ」を理解する。以上を
通して、幼児が経験し身に付けていく内容の関連性や小学校の教
科等とのつながりを理解する。テキストの他、ワークシート及び
資料や視聴覚教材などのＩＣＴを活用し、具体的・実践的に学
ぶ。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）

12

絵と言葉の豊かな世界を楽しむ（６）  ①言葉との関連性に基づ
きながら「絵本：はらぺこあおむし」を考える。②絵本読みから
製作活動への展開を理解する。そして、以上を通して、指導案の
構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成し、模擬保
育とその振り返りをして、保育を改善する視点を身に付ける。

テキストについて、事前に熟読し、
解らない語句などを調べておくこ
と。（25分）

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）
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定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

授業のまとめ
テキスト・資料・返却された課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習を行う。

まとめに向けて、テキスト・資料・
返却された課題・小テストなどに必
ず目を通し、復習、整理を行うこ
と。（20分）

すべての返却された課題や小テスト
及びテキストなどに必ず目を通し、
復習を行うこと。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教員免許・保育士資格を取得する者は必ず履修すること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書

『保育・教育ﾈｵｼﾘｰｽﾞ20　保育内容・言葉』岸井勇雄他監修，同文書院。

参考文献

『最新保育資料集2022』ミネルヴァ書房，2022年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要
領が掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10707011 保育内容V音楽リズム１（1組） 3370 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領における保育・教育の基本、領域「表現」のねらい、および内容につい
て把握し、述べることができる
・こどもの発達について音楽的側面から知識を深め、発達に準じた音楽活動を考えることができる
・教材研究や楽譜を読み解くための基礎となる音楽通論を確認し、メロディーにスリーコードによる簡単な和音付けができる
・音や音楽によるさまざまな表現について学び、保育者として必要な基本的技能を身につけ、積極的に実践できる
・音楽表現における情報機器の活用や教材の工夫などについて、幼児の体験との関連を考慮した具体的な指導場面を考えることができる

授業の方法

①板書、プリント配布のほか、視聴覚メディアなどを使用する。
②講義・演習（実技含む）の両形式を織り交ぜてすすめる。
③グループワーク、ディスカッション、学生による発表のほか、学生相互の評価を行う。

ＩＣＴ活用 本学の環境に適した、タブレット端末（あるいはスマートフォンなど）を用いた実践を取り入れる。

前期

教員氏名 今井　由惠

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「保育方法の理解」分野の科目であり、保育者・教育者としての基本的な知識と教育的能力、人間
的コミュニケーション能力、より適切な教育のあり方を考え続け、学び続けることができる意欲・態度と感性を身につけるための科目であ
る。
②「保育内容総論」「基礎音楽」「表現Ⅰ幼児音楽1・2」と関連し、「保育内容Ⅴ音楽リズム2」「教科教育法音楽」「総合表現音楽Ⅰ・
Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

こどもは日常生活の中で、感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かに
していく。保育者がこどもの豊かな感性や表現を導き出すためには、保育者自身が豊かな表現者であることが望ましい。本時は、保育者が
こどもの音楽表現において適切な援助をするために、音楽的側面におけるこどもの発達について理解を深め、こどもの“遊び”としての音
楽を主体的に体験し、自らの感性を高め、そのうえで指導法について深く考察し、こどもの発達に準じた指導を身につけるための基礎を学
ぶ。

1

ガイダンス～保育内容「表現」の概説
これからの授業の流れや留意点を説明し、感性と表現に関する領
域「表現」について概説する

シラバスに沿って、本授業の内容と
大まかな流れについて確認する。
（20分）

これから学ぶ内容を自身が把握でき
るよう、テキスト全体を見通す。
（25分）

2

こどもと音楽１：音・音楽の概念、領域「表現」のねらい、内容
について
『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『認定こども園教育・保
育要領』をテキストに沿って学ぶ

テキストの資料P190～に目を通し、
P12～22、P132～136を読むこと、弾
き歌いの課題を予習する。（30分）

保育における領域「表現」の根幹に
ついて、テキストを通して個々の理
解を深めるための復習をする。（15
分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題、あるいは小テストについてはコメントなどを記した後に返却し、実技においては随時行う。
模擬保育については、優れている点や改善点などをコメントするほか、学生による相互評価を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

こどもと音楽４： 情報機器及び教材の活用について
幼児の体験との関連を考慮した情報機器の活用や教材の工夫につ
いて、実践を通して学ぶ

幼児の保育・教育現場のICT活用に
ついて自ら調べる。及び弾き歌いの
課題を予習する。（30分）

ICT活用について調べ学習を更に進
める。（15分）

6

コードネーム１：音楽通論の確認、コードネームの基本について
主に鍵盤楽器で状況に即した演奏ができるように、コードネーム
の基礎について実践を通して学ぶ

読譜の基本となる記号や理論、音程
と音階、調性と和音の復習、及び弾
き歌いの課題を予習する。（30分）

音楽の基礎知識を確認しながら、特
にハ長調の音階と主要三和音につい
て理解した上で、コードの展開とカ
デンツを繰り返し実践する。（15
分）

3

こどもと音楽２：こどもの発達について
映像資料などを用いながら、テキストに沿って学ぶ

テキストのP24～35を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

こどもの発達や音楽表現の特性の変
遷について、時系列に並べた一覧表
を作成する（次週提出）。（最低15
分）

4

こどもと音楽３：こどもの音楽表現、および評価について
映像資料などを用いながら、テキストに沿って学ぶ

テキストのP36～47を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

生活や遊びの中でのこどもの音楽表
現について、各自まとめる。（15
分）

7

コードネーム２： コードによる演奏実践、コードの作成
コードネームによる演奏実践と、メロディーにスリーコードを付
けるための方法について実践を通して学ぶ

スリーコードとカデンツを鍵盤楽器
で練習、及び弾き歌いの課題を予習
する。（30分）

こどもの歌に使用される頻度が高い
ヘ長調、ト長調、ニ長調について、
スリーコード、カデンツを繰り返し
実践する。（15分）

8

表現活動１：言葉と歌唱表現
こどもの歌における言葉と歌唱表現について考察し、実践を通し
て学ぶ

テキストのP58～71を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

こどもと一緒に歌いたい歌を1曲選
択し、曲が生まれた歴史や背景を調
べる。（最低１５分）
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9

表現活動２：ピアノ伴奏法
楽曲に適した伴奏形の工夫、および旋律と伴奏が表現する音楽の
イメージを探り、こどもの歌う心を引き出す伴奏法を実践・考察
する

テキストのP154～177を読むこと、
及び弾き歌いの課題を予習する。
（30分）

「おべんとう」「せんせいとおとも
だち」について、どのような演奏が
好ましいか考え、実践する。（15
分）

10

表現活動３：身体表現
リズム遊び、ボディーパーカッション、手遊び歌、わらべうたな
どを取り上げ、グループワークによる教材研究に取り組み、保育
者を想定した実践発表を行う

テキストのP48～57を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

手あそびなどを用いた幼稚園での実
践を想定し、内容や構成を書き出
す。（15分）

13

模擬保育２、振り返り
前回に引き続き模擬保育（ICTの活用を含む）を体験し、模擬保
育全体の振り返りを行う
表現活動４：音の響きを聴く１～ミュージックベルの導入
音の響きを聴き取るトレーニング、および協働による音楽づくり
のためのグループワーク準備を行う

引き続き模擬保育の準備をする。拍
子の数え方と音符・休符の長さにつ
いて再度復習、及び弾き歌いの課題
を予習する。（30分）

模擬保育を通して見つけた課題につ
いて、レポートにまとめる。グルー
プ活動における自身の役割について
振り返る。（最低15分）

14

表現活動５：音の響きを聴く２～ミュージックベルによる合奏
音の響きを聴き取り、協働による音楽づくりをグループワークに
より深め、次回の発表に備える

楽曲の全体像をイメージし、心の中
で拍子を感じながら楽譜を読み進め
る練習、及び弾き歌いの課題を予習
する。（30分）

仲間との音楽づくりのポイントをま
とめ、グループ毎に発表の構成を考
え、演奏内容が深まるよう準備を進
める。（最低15分）

11

指導案の作成について
模擬保育を想定した指導案をグループワークで作成し、次回から
の模擬保育に備える（情報機器等の活用、教材の工夫を含む）

指導案作成のための資料を準備し、
幼稚園での実践を想定した内容を構
成、書き出しておく。及び弾き歌い
の課題を予習。（30分）

グループ討議を基に、模擬保育の自
身の役割を理解し、シミュレーショ
ンする。（15分）

12

模擬保育１
作成した指導案をもとに模擬保育（ICTの活用を含む）を体験
し、指導法とともにこどもの遊びとしての音楽表現について考察
する

受講生を幼児に見立てた模擬保育の
事前準備・イメージ作りをする。及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

模擬保育を通して見つけた課題につ
いて、授業者・非授業者ともにレ
ポートにまとめる準備をする。（最
低15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 受講姿勢（15％）　課題・小テスト（15％）　弾き歌いの確認課題（15％）　指導案・模擬保育（15％）

15

表現活動６：音の響きを聴く３～ミュージックベルによる研究発
表
聴き手を意識した研究発表をグループごとに行い、ミュージック
ベルによる演奏表現の振り返りを行う
こどもの音楽表現のまとめ

グループ毎に発表の内容・構成を考
え、演奏の準備を進める。（15分）

アンサンブルを通して経験した音楽
の楽しみと、これまでに学んだこど
もの発達に準じた指導の基礎につい
てまとめる。（最低30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

五線ノートを必ず用意すること（1年次使用のノートでよい）。

備考欄

その他 40 レポート課題

教科書

実践しながら学ぶ子どもの音楽表現（石井玲子、保育出版社）
※幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領は、上記テキストの「資料」を用いる
こどものうた200（小林美実、チャイルド本社）

参考文献

幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説書、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説
おんがくのしくみ（今川恭子他、教育芸術社）
その他、授業の中で適宜配布、紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10707012 保育内容V音楽リズム１（2組） 3370 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領における保育・教育の基本、領域「表現」のねらい、および内容につい
て把握し、述べることができる
・こどもの発達について音楽的側面から知識を深め、発達に準じた音楽活動を考えることができる
・教材研究や楽譜を読み解くための基礎となる音楽通論を確認し、メロディーにスリーコードによる簡単な和音付けができる
・音や音楽によるさまざまな表現について学び、保育者として必要な基本的技能を身につけ、積極的に実践できる
・音楽表現における情報機器の活用や教材の工夫などについて、幼児の体験との関連を考慮した具体的な指導場面を考えることができる

授業の方法

①板書、プリント配布のほか、視聴覚メディアなどを使用する。
②講義・演習（実技含む）の両形式を織り交ぜてすすめる。
③グループワーク、ディスカッション、学生による発表のほか、学生相互の評価を行う。

ＩＣＴ活用 本学の環境に適した、タブレット端末（あるいはスマートフォンなど）を用いた実践を取り入れる。

前期

教員氏名 今井　由惠

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「保育方法の理解」分野の科目であり、保育者・教育者としての基本的な知識と教育的能力、人間
的コミュニケーション能力、より適切な教育のあり方を考え続け、学び続けることができる意欲・態度と感性を身につけるための科目であ
る。
②「保育内容総論」「基礎音楽」「表現Ⅰ幼児音楽1・2」と関連し、「保育内容Ⅴ音楽リズム2」「教科教育法音楽」「総合表現音楽Ⅰ・
Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

こどもは日常生活の中で、感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かに
していく。保育者がこどもの豊かな感性や表現を導き出すためには、保育者自身が豊かな表現者であることが望ましい。本時は、保育者が
こどもの音楽表現において適切な援助をするために、音楽的側面におけるこどもの発達について理解を深め、こどもの“遊び”としての音
楽を主体的に体験し、自らの感性を高め、そのうえで指導法について深く考察し、こどもの発達に準じた指導を身につけるための基礎を学
ぶ。

1

ガイダンス～保育内容「表現」の概説
これからの授業の流れや留意点を説明し、感性と表現に関する領
域「表現」について概説する

シラバスに沿って、本授業の内容と
大まかな流れについて確認する。
（20分）

これから学ぶ内容を自身が把握でき
るよう、テキスト全体を見通す。
（25分）

2

こどもと音楽１：音・音楽の概念、領域「表現」のねらい、内容
について
『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』『認定こども園教育・保
育要領』をテキストに沿って学ぶ

テキストの資料P190～に目を通し、
P12～22、P132～136を読むこと、弾
き歌いの課題を予習する。（30分）

保育における領域「表現」の根幹に
ついて、テキストを通して個々の理
解を深めるための復習をする。（15
分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題、あるいは小テストについてはコメントなどを記した後に返却し、実技においては随時行う。
模擬保育については、優れている点や改善点などをコメントするほか、学生による相互評価を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

こどもと音楽４： 情報機器及び教材の活用について
幼児の体験との関連を考慮した情報機器の活用や教材の工夫につ
いて、実践を通して学ぶ

幼児の保育・教育現場のICT活用に
ついて自ら調べる。及び弾き歌いの
課題を予習する。（30分）

ICT活用について調べ学習を更に進
める。（15分）

6

コードネーム１：音楽通論の確認、コードネームの基本について
主に鍵盤楽器で状況に即した演奏ができるように、コードネーム
の基礎について実践を通して学ぶ

読譜の基本となる記号や理論、音程
と音階、調性と和音の復習、及び弾
き歌いの課題を予習する。（30分）

音楽の基礎知識を確認しながら、特
にハ長調の音階と主要三和音につい
て理解した上で、コードの展開とカ
デンツを繰り返し実践する。（15
分）

3

こどもと音楽２：こどもの発達について
映像資料などを用いながら、テキストに沿って学ぶ

テキストのP24～35を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

こどもの発達や音楽表現の特性の変
遷について、時系列に並べた一覧表
を作成する（次週提出）。（最低15
分）

4

こどもと音楽３：こどもの音楽表現、および評価について
映像資料などを用いながら、テキストに沿って学ぶ

テキストのP36～47を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

生活や遊びの中でのこどもの音楽表
現について、各自まとめる。（15
分）

7

コードネーム２： コードによる演奏実践、コードの作成
コードネームによる演奏実践と、メロディーにスリーコードを付
けるための方法について実践を通して学ぶ

スリーコードとカデンツを鍵盤楽器
で練習、及び弾き歌いの課題を予習
する。（30分）

こどもの歌に使用される頻度が高い
ヘ長調、ト長調、ニ長調について、
スリーコード、カデンツを繰り返し
実践する。（15分）

8

表現活動１：言葉と歌唱表現
こどもの歌における言葉と歌唱表現について考察し、実践を通し
て学ぶ

テキストのP58～71を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

こどもと一緒に歌いたい歌を1曲選
択し、曲が生まれた歴史や背景を調
べる。（最低１５分）
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9

表現活動２：ピアノ伴奏法
楽曲に適した伴奏形の工夫、および旋律と伴奏が表現する音楽の
イメージを探り、こどもの歌う心を引き出す伴奏法を実践・考察
する

テキストのP154～177を読むこと、
及び弾き歌いの課題を予習する。
（30分）

「おべんとう」「せんせいとおとも
だち」について、どのような演奏が
好ましいか考え、実践する。（15
分）

10

表現活動３：身体表現
リズム遊び、ボディーパーカッション、手遊び歌、わらべうたな
どを取り上げ、グループワークによる教材研究に取り組み、保育
者を想定した実践発表を行う

テキストのP48～57を読むこと、及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

手あそびなどを用いた幼稚園での実
践を想定し、内容や構成を書き出
す。（15分）

13

模擬保育２、振り返り
前回に引き続き模擬保育（ICTの活用を含む）を体験し、模擬保
育全体の振り返りを行う
表現活動４：音の響きを聴く１～ミュージックベルの導入
音の響きを聴き取るトレーニング、および協働による音楽づくり
のためのグループワーク準備を行う

引き続き模擬保育の準備をする。拍
子の数え方と音符・休符の長さにつ
いて再度復習、及び弾き歌いの課題
を予習する。（30分）

模擬保育を通して見つけた課題につ
いて、レポートにまとめる。グルー
プ活動における自身の役割について
振り返る。（最低15分）

14

表現活動５：音の響きを聴く２～ミュージックベルによる合奏
音の響きを聴き取り、協働による音楽づくりをグループワークに
より深め、次回の発表に備える

楽曲の全体像をイメージし、心の中
で拍子を感じながら楽譜を読み進め
る練習、及び弾き歌いの課題を予習
する。（30分）

仲間との音楽づくりのポイントをま
とめ、グループ毎に発表の構成を考
え、演奏内容が深まるよう準備を進
める。（最低15分）

11

指導案の作成について
模擬保育を想定した指導案をグループワークで作成し、次回から
の模擬保育に備える（情報機器等の活用、教材の工夫を含む）

指導案作成のための資料を準備し、
幼稚園での実践を想定した内容を構
成、書き出しておく。及び弾き歌い
の課題を予習。（30分）

グループ討議を基に、模擬保育の自
身の役割を理解し、シミュレーショ
ンする。（15分）

12

模擬保育１
作成した指導案をもとに模擬保育（ICTの活用を含む）を体験
し、指導法とともにこどもの遊びとしての音楽表現について考察
する

受講生を幼児に見立てた模擬保育の
事前準備・イメージ作りをする。及
び弾き歌いの課題を予習する。（30
分）

模擬保育を通して見つけた課題につ
いて、授業者・非授業者ともにレ
ポートにまとめる準備をする。（最
低15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 受講姿勢（15％）　課題・小テスト（15％）　弾き歌いの確認課題（15％）　指導案・模擬保育（15％）

15

表現活動６：音の響きを聴く３～ミュージックベルによる研究発
表
聴き手を意識した研究発表をグループごとに行い、ミュージック
ベルによる演奏表現の振り返りを行う
こどもの音楽表現のまとめ

グループ毎に発表の内容・構成を考
え、演奏の準備を進める。（15分）

アンサンブルを通して経験した音楽
の楽しみと、これまでに学んだこど
もの発達に準じた指導の基礎につい
てまとめる。（最低30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

五線ノートを必ず用意すること（1年次使用のノートでよい）。

備考欄

その他 40 レポート課題

教科書

実践しながら学ぶ子どもの音楽表現（石井玲子、保育出版社）
※幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領は、上記テキストの「資料」を用いる
こどものうた200（小林美実、チャイルド本社）

参考文献

幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説書、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説
おんがくのしくみ（今川恭子他、教育芸術社）
その他、授業の中で適宜配布、紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10708011 保育内容V音楽リズム２（1組） 3371 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領における保育・教育の基本、領域「表現」のねらいや内容について把握
し、こどもの発達に準じた音楽活動に結びつけて考えることができる
・主体的・対話的で深い学びがどのようなものであるか、さまざまな音楽活動を通して自ら考えることができる
・器楽奏法の基本を身につけ、身近な楽器の演奏や指導ができる
・アンサンブル活動を通して、客観的に自身を振り返ることができる
・楽曲の簡単な編曲法を学び、こどもの発達に即した楽器構成を考えて、自ら楽譜に記すことができる

授業の方法

①板書、プリント配布の他、視聴覚メディアなどを使用する。
②講義・演習（実技含む）の両形式を織り交ぜてすすめる。
③グループワーク、ディスカッション、学生による発表のほか、学生相互の評価を行う。

ＩＣＴ活用 本学の環境に適した、タブレット端末（あるいはスマートフォンなど）を用いた実践を取り入れる。

後期

教員氏名 今井　由惠

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「保育方法の理解」分野の科目であり、保育者・教育者としての基本的な知識と教育的能力、人間
的コミュニケーション能力、より適切な教育のあり方を考え続け、学び続けることができる意欲・態度と感性を身につけるための科目であ
る。
②「保育内容総論」「基礎音楽」「表現Ⅰ幼児音楽1・2」「保育内容Ⅴ音楽リズム1」と関連し、「教科教育法音楽」「総合表現音楽Ⅰ・
Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

こどもの音楽表現を支援するためには、知識・技能のほかに、他との協調性やコミュニケーション力など、学生自身が身につけたい要素が
ある。音楽においてこれらを身につける方法の一つとして、アンサンブル教育が挙げられる。本時は、アンサンブルを通した音楽の専門的
知識と技能のさらなる向上と、こどもと保育者が音楽の楽しみを共有する方法、さらには教育・保育において育みたい資質・能力に対する
理解や、具体的な指導場面を想定した教育・保育を構想する能力を伸ばすとともに、自身の豊かな感性と人間性を育むことを目指す。

1

ガイダンス：授業の概要、アンサンブル教育について
これからの授業の流れや留意点を説明し、アンサンブル教育の重
要性について概説する

シラバスに沿って、本授業の内容と
大まかな流れについて確認する。
（20分）

これから学ぶ内容を自身が把握でき
るよう、テキスト全体を見通す。
（25分）

2

アンサンブルの基礎１：楽器遊びについて
打楽器を中心としたこどもの楽器遊びについて、映像資料などを
用いながら、テキストに沿って学ぶ

テキストのP84～95を読み、予習す
る。（30分）

テキストを読み返し、ポイントをま
とめ、復習する。（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題、あるいは小テストについては、コメントなどを記した後に返却する。
実技については、その場で優れた点や改善点をコメントする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

アンサンブル表現法１：器楽によるアンサンブル１
身近な楽器を用いた器楽合奏について、グループワークを通して
探究する

器楽奏法の基本について、プリント
などを通して予習する。（30分）

グループ活動における自身の役割や
仲間との音楽づくりについて、ポイ
ントをまとめる。（15分）

6

アンサンブル表現法２：器楽によるアンサンブル２
前回に引き続きグループワークを行い、表現の内容を深めること
を探究する

前回の事後学習の結果から、仲間と
の音楽作りがスムーズに進むよう計
画を立てる。（20分）

グループ活動における自身の役割や
仲間との音楽づくりについて、ポイ
ントをまとめる。（15分）

3

アンサンブルの基礎２：手作り楽器について
身近な素材を用いた手作り楽器の制作を通して、幼児の表現活動
について考察する
（注意点）手作り楽器の材料となる物品を各自必ず用意すること

テキストのP96～105を読み、予習す
る。手作り楽器作成の準備をする。
（30分）

テキストを読み返し、ポイントをま
とめ、復習する。（15分）

4

アンサンブルの基礎３：器楽奏法の基礎（特別講義）
身近な打楽器の基本奏法と、こどもが安全に楽器遊びをするため
の楽器の取り扱い方を学ぶ
（注意点）外部講師による授業のため、欠席することのないよう
特に留意のこと

事前配布するプリントに目を通し、
予習する。（30分）

学んだ内容を自身のプリントに書き
込むなど、知識や留意点を忘れない
よう復習する。（15分）

7

アンサンブル表現法３：こどもの音楽表現とピアノのアンサンブ
ルのために１～即興の基本
即興演奏表現の基礎となるスリーコードを確認し、歩く・走る・
飛ぶ・スキップなど、こどもの表現活動に必要なリズムパターン
の基本について、実践を通して学ぶ

テキストのP178～189を読み、コー
ドネームによる和音付けの基本（ス
リーコード）を復習、実践する。
（30分）

歩く、走る、スキップするなど、こ
どもの動きに合わせたリズム・パ
ターンを鍵盤で繰り返し実践する。
（15分）

8

アンサンブル表現法４：こどもの音楽表現とピアノのアンサンブ
ルのために２～曲想とテンポ
基本的なリズムパターンをもとに、曲想の違いによるテンポの変
化について検証する

テキストのP185~189に再度目を通
し、どのようなリズムの伴奏形が考
えられるか書き出し、実践する。
（30分）

さまざまな曲想の基本的なリズムパ
ターンの伴奏形を復習し、実践す
る。（15分）
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9

アンサンブルの応用１：教材研究１～ピアノの伴奏付け
指定曲の詩とメロディーから楽曲の持つイメージを読み取り、こ
どもたちが音楽する楽しみを感じることができるような楽器構成
を考え、これまで学習したすべてを用いながらピアノ伴奏を考察
する

伴奏創作の基本となるスリーコー
ド、カデンツ、調性などについて、
実践を通して確認する。（30分）

自分で書いた作品を弾き、イメージ
通りのコードと正しい記譜かどうか
を確認する。（15分）

10

アンサンブルの応用２：教材研究２～打楽器を用いたアレンジに
ついて１（創作活動）
ピアノ伴奏と打楽器のリズムの関係を考慮しながら、アレンジ作
品の創作を行う

作品がどのように演奏されるかイ
メージし、使用する打楽器について
こどもの音楽表現に適しているかど
うか考察する。（30分）

作品を弾き、内容を見直し、こども
の音楽表現に適しているか、正しい
記譜であるかなどを確認する。（15
分）

13

アンサンブルの応用５：演奏実践研究１～アレンジ作品の楽譜の
読み取り
アレンジ作品の試演会に向け、アレンジ作品の楽譜の読み取りと
合奏練習をグループごとに進める

本授業のための楽譜を当日配布する
ので準備はないが、これまで学習し
たスリーコード、カデンツなどを繰
り返し実践する。（30分）

グループ活動における自身の役割や
仲間との音楽づくりについて、ポイ
ントをまとめる（15分）

14

アンサンブルの応用６：演奏実践研究２～客観的演奏研究
聴き手を意識した合奏練習を進め、客観的に振り返りながら演奏
表現について探求する

楽曲の全体像をイメージし、拍子を
感じながら楽譜を読み進める練習、
及び主要調のスリーコードなどを繰
り返し実践する。（30分）

グループ毎に発表の構成を考え、演
奏内容が深まるよう準備を進める。
（15分）

11

アンサンブルの応用３：教材研究３～打楽器を用いたアレンジに
ついて２（創作活動）
前回に引き続き、打楽器を用いたアレンジ作品の創作を行う

作品がどのように演奏されるかイ
メージし、器楽合奏としてこどもの
音楽表現に適しているかどうか考察
する。（30分）

作品を見直し、こどもの音楽表現に
適しているか、楽しめる内容である
かなどを確認する。（15分）

12

アンサンブルの応用４：教材研究４～打楽器を用いたアレンジに
ついて３（仕上げ）
演奏者の立場から楽譜を推敲し、打楽器を用いたアレンジ作品を
仕上げる

作品がどのように演奏されるかイ
メージし、器楽合奏としてこどもの
音楽表現に適しているかどうか考察
する。（30分）

自身が書いた作品のコピーを用意し
ておき、弾き歌いの練習をする。
（15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 受講姿勢（15％）　課題・小テスト（20％）　ピアノのコード付け（15％）

15

アンサンブルの応用７：演奏実践研究３～アレンジ作品試演会
これまで身につけた知識・技術をすべて用いて、自らを振り返り
つつ、感性豊かな演奏表現を目指す
こどもの音楽表現のまとめ

グループ毎に発表の内容・構成を打
ち合わせ、聴き手が楽しめる演奏と
なるよう準備を進める。（15分）

アンサンブルの楽しみと、他者との
活動に必要と考えられるポイント、
こどもの目を通した自身について考
察する。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

五線ノートを用意すること。
基礎的内容重視の「音楽リズム１」から引き続き受講されることが望ましい。

備考欄

その他 50 レポート課題

教科書

実践しながら学ぶ子どもの音楽表現（石井玲子、保育出版社）
※幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領は、上記テキストの「資料」を用いる
こどものうた200（小林美実、チャイルド本社）

参考文献

幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説書、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説
保育者のためのリズム遊び（木許隆他、音楽之友社）
その他、授業の中で適宜配布、紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10708012 保育内容V音楽リズム２（2組） 3371 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領における保育・教育の基本、領域「表現」のねらいや内容について把握
し、こどもの発達に準じた音楽活動に結びつけて考えることができる
・主体的・対話的で深い学びがどのようなものであるか、さまざまな音楽活動を通して自ら考えることができる
・器楽奏法の基本を身につけ、身近な楽器の演奏や指導ができる
・アンサンブル活動を通して、客観的に自身を振り返ることができる
・楽曲の簡単な編曲法を学び、こどもの発達に即した楽器構成を考えて、自ら楽譜に記すことができる

授業の方法

①板書、プリント配布の他、視聴覚メディアなどを使用する。
②講義・演習（実技含む）の両形式を織り交ぜてすすめる。
③グループワーク、ディスカッション、学生による発表のほか、学生相互の評価を行う。

ＩＣＴ活用 本学の環境に適した、タブレット端末（あるいはスマートフォンなど）を用いた実践を取り入れる。

後期

教員氏名 今井　由惠

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「保育方法の理解」分野の科目であり、保育者・教育者としての基本的な知識と教育的能力、人間
的コミュニケーション能力、より適切な教育のあり方を考え続け、学び続けることができる意欲・態度と感性を身につけるための科目であ
る。
②「保育内容総論」「基礎音楽」「表現Ⅰ幼児音楽1・2」「保育内容Ⅴ音楽リズム1」と関連し、「教科教育法音楽」「総合表現音楽Ⅰ・
Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

こどもの音楽表現を支援するためには、知識・技能のほかに、他との協調性やコミュニケーション力など、学生自身が身につけたい要素が
ある。音楽においてこれらを身につける方法の一つとして、アンサンブル教育が挙げられる。本時は、アンサンブルを通した音楽の専門的
知識と技能のさらなる向上と、こどもと保育者が音楽の楽しみを共有する方法、さらには教育・保育において育みたい資質・能力に対する
理解や、具体的な指導場面を想定した教育・保育を構想する能力を伸ばすとともに、自身の豊かな感性と人間性を育むことを目指す。

1

ガイダンス：授業の概要、アンサンブル教育について
これからの授業の流れや留意点を説明し、アンサンブル教育の重
要性について概説する

シラバスに沿って、本授業の内容と
大まかな流れについて確認する。
（20分）

これから学ぶ内容を自身が把握でき
るよう、テキスト全体を見通す。
（25分）

2

アンサンブルの基礎１：楽器遊びについて
打楽器を中心としたこどもの楽器遊びについて、映像資料などを
用いながら、テキストに沿って学ぶ

テキストのP84～95を読み、予習す
る。（30分）

テキストを読み返し、ポイントをま
とめ、復習する。（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題、あるいは小テストについては、コメントなどを記した後に返却する。
実技については、その場で優れた点や改善点をコメントする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

アンサンブル表現法１：器楽によるアンサンブル１
身近な楽器を用いた器楽合奏について、グループワークを通して
探究する

器楽奏法の基本について、プリント
などを通して予習する。（30分）

グループ活動における自身の役割や
仲間との音楽づくりについて、ポイ
ントをまとめる。（15分）

6

アンサンブル表現法２：器楽によるアンサンブル２
前回に引き続きグループワークを行い、表現の内容を深めること
を探究する

前回の事後学習の結果から、仲間と
の音楽作りがスムーズに進むよう計
画を立てる。（20分）

グループ活動における自身の役割や
仲間との音楽づくりについて、ポイ
ントをまとめる。（15分）

3

アンサンブルの基礎２：手作り楽器について
身近な素材を用いた手作り楽器の制作を通して、幼児の表現活動
について考察する
（注意点）手作り楽器の材料となる物品を各自必ず用意すること

テキストのP96～105を読み、予習す
る。手作り楽器作成の準備をする。
（30分）

テキストを読み返し、ポイントをま
とめ、復習する。（15分）

4

アンサンブルの基礎３：器楽奏法の基礎（特別講義）
身近な打楽器の基本奏法と、こどもが安全に楽器遊びをするため
の楽器の取り扱い方を学ぶ
（注意点）外部講師による授業のため、欠席することのないよう
特に留意のこと

事前配布するプリントに目を通し、
予習する。（30分）

学んだ内容を自身のプリントに書き
込むなど、知識や留意点を忘れない
よう復習する。（15分）

7

アンサンブル表現法３：こどもの音楽表現とピアノのアンサンブ
ルのために１～即興の基本
即興演奏表現の基礎となるスリーコードを確認し、歩く・走る・
飛ぶ・スキップなど、こどもの表現活動に必要なリズムパターン
の基本について、実践を通して学ぶ

テキストのP178～189を読み、コー
ドネームによる和音付けの基本（ス
リーコード）を復習、実践する。
（30分）

歩く、走る、スキップするなど、こ
どもの動きに合わせたリズム・パ
ターンを鍵盤で繰り返し実践する。
（15分）

8

アンサンブル表現法４：こどもの音楽表現とピアノのアンサンブ
ルのために２～曲想とテンポ
基本的なリズムパターンをもとに、曲想の違いによるテンポの変
化について検証する

テキストのP185~189に再度目を通
し、どのようなリズムの伴奏形が考
えられるか書き出し、実践する。
（30分）

さまざまな曲想の基本的なリズムパ
ターンの伴奏形を復習し、実践す
る。（15分）
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9

アンサンブルの応用１：教材研究１～ピアノの伴奏付け
指定曲の詩とメロディーから楽曲の持つイメージを読み取り、こ
どもたちが音楽する楽しみを感じることができるような楽器構成
を考え、これまで学習したすべてを用いながらピアノ伴奏を考察
する

伴奏創作の基本となるスリーコー
ド、カデンツ、調性などについて、
実践を通して確認する。（30分）

自分で書いた作品を弾き、イメージ
通りのコードと正しい記譜かどうか
を確認する。（15分）

10

アンサンブルの応用２：教材研究２～打楽器を用いたアレンジに
ついて１（創作活動）
ピアノ伴奏と打楽器のリズムの関係を考慮しながら、アレンジ作
品の創作を行う

作品がどのように演奏されるかイ
メージし、使用する打楽器について
こどもの音楽表現に適しているかど
うか考察する。（30分）

作品を弾き、内容を見直し、こども
の音楽表現に適しているか、正しい
記譜であるかなどを確認する。（15
分）

13

アンサンブルの応用５：演奏実践研究１～アレンジ作品の楽譜の
読み取り
アレンジ作品の試演会に向け、アレンジ作品の楽譜の読み取りと
合奏練習をグループごとに進める

本授業のための楽譜を当日配布する
ので準備はないが、これまで学習し
たスリーコード、カデンツなどを繰
り返し実践する。（30分）

グループ活動における自身の役割や
仲間との音楽づくりについて、ポイ
ントをまとめる（15分）

14

アンサンブルの応用６：演奏実践研究２～客観的演奏研究
聴き手を意識した合奏練習を進め、客観的に振り返りながら演奏
表現について探求する

楽曲の全体像をイメージし、拍子を
感じながら楽譜を読み進める練習、
及び主要調のスリーコードなどを繰
り返し実践する。（30分）

グループ毎に発表の構成を考え、演
奏内容が深まるよう準備を進める。
（15分）

11

アンサンブルの応用３：教材研究３～打楽器を用いたアレンジに
ついて２（創作活動）
前回に引き続き、打楽器を用いたアレンジ作品の創作を行う

作品がどのように演奏されるかイ
メージし、器楽合奏としてこどもの
音楽表現に適しているかどうか考察
する。（30分）

作品を見直し、こどもの音楽表現に
適しているか、楽しめる内容である
かなどを確認する。（15分）

12

アンサンブルの応用４：教材研究４～打楽器を用いたアレンジに
ついて３（仕上げ）
演奏者の立場から楽譜を推敲し、打楽器を用いたアレンジ作品を
仕上げる

作品がどのように演奏されるかイ
メージし、器楽合奏としてこどもの
音楽表現に適しているかどうか考察
する。（30分）

自身が書いた作品のコピーを用意し
ておき、弾き歌いの練習をする。
（15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 受講姿勢（15％）　課題・小テスト（20％）　ピアノのコード付け（15％）

15

アンサンブルの応用７：演奏実践研究３～アレンジ作品試演会
これまで身につけた知識・技術をすべて用いて、自らを振り返り
つつ、感性豊かな演奏表現を目指す
こどもの音楽表現のまとめ

グループ毎に発表の内容・構成を打
ち合わせ、聴き手が楽しめる演奏と
なるよう準備を進める。（15分）

アンサンブルの楽しみと、他者との
活動に必要と考えられるポイント、
こどもの目を通した自身について考
察する。（30分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

五線ノートを用意すること。
基礎的内容重視の「音楽リズム１」から引き続き受講されることが望ましい。

備考欄

その他 50 レポート課題

教科書

実践しながら学ぶ子どもの音楽表現（石井玲子、保育出版社）
※幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領は、上記テキストの「資料」を用いる
こどものうた200（小林美実、チャイルド本社）

参考文献

幼稚園教育要領解説、保育所保育指針解説書、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説
保育者のためのリズム遊び（木許隆他、音楽之友社）
その他、授業の中で適宜配布、紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10709011 保育内容指導法（造形表現１）（1組） 3374 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１子どもの人間形成において絵画制作の重要性を理解することができる。
２実技実践を通して「領域　表現」の内容を理解し保育者として実践できる。
３こどもが創造的に表現ができる環境についての理解を深める。

授業の方法

授業前半は教科書、提示資料、配布物やDVDなどを使い講義形式ですすめる。
後半は絵の具を使って描画活動を実践する。

ＩＣＴ活用 2回～15回までワークシート及び資料や視聴覚教材などのICTを活用して導入とまとめ・鑑賞を行う。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育方法の理解を深め保育に必要とされる方法を学ぶ科目である。こどもの描画活動に対する理解を深め保育者、教育者に必要な基本的資
質や実践力を培う。ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見き
わめ、それに対応できる教育的能力を身につけている。（知識・技能）」と関係のある科目である。「表現Ⅱ造形表現１，２」「教科教育
法図画工作」の基礎となる。

授業の概要

子どもの造形活動は、自由な遊びや保育者が用意する共通体験活動が考えられる。これらの活動では、子ども一人ひとりの個性が生かさ
れ、楽しく造形活動が行われる保育が必要となる。そのため保育現場で求められる表現の基礎的技法を修得し、技法を高める作品制作等を
行う。

1

ガイダンス：「幼児造形と美術」こどもにとって絵画制作、また
表現とは何かという考察を促しながら年間を通しての「絵画制
作」の講義進行を説明する。

教科書ｐ１～ｐ７まで読んでおくこ
と。（25分）

幼児造形と美術についてワークシー
トにまとめる。（20分）

2

絵画制作：表現技法　紙遊び―切り絵、幼児造形領域におい広く
実践されている紙遊び「切り紙、折り紙」を行う。はさみの特性
や紙素材の特徴を理解する。

教科書p8～p9まで読んでおく。（25
分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題に対して評価をつけて返却する。製作物に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―染め
変化する模様の特色を理解し、現場で教える際の注意点や展開の
仕方を考察する。

教科書ｐ１４～ｐ１５まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
ておく。（20分）

6

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―フィンガーペインティン
グ１
色彩理論の基礎を学びながら絵の具に直接触れる活動の意義を考
察する。

教科書ｐ１６～ｐ１７まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

3

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―ドロッピング
色が現れる面白さ良さを理解する。保育への展開を考察する。

教科書ｐ１０～ｐ１１まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

4

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―流し絵、吹き絵
流し絵と吹き絵の特徴をとらえ、現場で教える際の注意点や展開
の仕方を考察する。

教科書ｐ１２～ｐ１３まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

9

描画活動の授業作り１　「絵の具あそび」を主題にした指導案を
作成する。保育の現場における導入方法を考察させる。

教科書ｐ８１～ｐ８６まで読んでお
く。（25分）

指導案を完成させる。（20分）

10

描画活動の授業作り２　「絵の具あそび」を主題にした模擬授業
を行なう。線の形の多様さ、重なりやにじみなどの効果に気づき
その面白さを探求する。

発表の準備をする。指導案を用意し
ておく。（25分）

発表内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

7

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―フィンガーペインティン
グ２　表現への展開
前回学習したことを踏まえ、絵の具に直接触れる活動の可能性を
探求する。

教科書ｐ１８～ｐ１９まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

8

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―身近な素材を使った表現
ティッシュとペンを使った演習。現場で教える際の注意点や展開
の仕方を考察する。

教科書ｐ２０～ｐ２１まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）
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13

仕掛け絵：紙を使った表現　―ポップアップ・カード制作　（試
作）
ポップアップカードの基本構造（平行折、Ｖ字折）を理解する。

教科書ｐ３２～ｐ４２まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

14

仕掛け絵：紙を使った表現　―ポップアップ・カード制作「思い
を伝える形」
開閉時に仕掛けがあるグリーティング・カードの制作をする。

教科書ｐ１２７～ｐ１３３まで読ん
でおく。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

11

絵画制作：表現技法　クレヨンを使った表現―目隠し絵
見ないで描く事で得られるイメージの意外性に気づきその面白さ
を探求する。

教科書ｐ２３～ｐ２７まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

12

幼児造形表現の原理　―幼児造形表現の発達と様式
DVDを鑑賞し、幼児造形表現の発達段階について理解を深めその
特徴である様式をまとめる。

教科書ｐ２８～ｐ３１まで読んでお
く。（25分）

描く活動の発達段階と様式をワーク
シートにまとめる。（20分）

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 授業参加度・出席態度・ファイリング・スケッチブック・作品制作提出過程をみる

15

仕掛け絵：紙を使った表現　―ポップアップ・カード制作（仕上
げ・完成）
コンセプトの実現に向けて工夫している点を確認していく。　パ
ソコンやデジタルカメラを使用したポートフォリオの作成方法を
実践的に学ぶ。

材料を準備する。（25分） 作品を完成させ、授業内容をスケッ
チブックにまとめる。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

【各自用意するもの】スケッチブック,水彩絵の具,筆,雑巾,クレパス,のり,はさみ,ファイル
※準備物の詳細はオリエンテーション時に伝える
※プリント類は必ずファイルする

備考欄

その他

50 ポートフォリオ及び講義で学んだ描画の発達段階や造形遊びの意義について問うテストをおこなう。

教科書 保育をひらく造形表現　著者：槇　英子　　　萌文書林

参考文献 保育所保育指針　解説書（フレーベル館）．●プロジェクト型保育の実践研究（北大路書房）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10709012 保育内容指導法（造形表現１）（2組） 3374 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１子どもの人間形成において絵画制作の重要性を理解することができる。
２実技実践を通して「領域　表現」の内容を理解し保育者として実践できる。
３こどもが創造的に表現ができる環境についての理解を深める。

授業の方法

授業前半は教科書、提示資料、配布物やDVDなどを使い講義形式ですすめる。
後半は絵の具を使って描画活動を実践する。

ＩＣＴ活用 2回～15回までワークシート及び資料や視聴覚教材などのICTを活用して導入とまとめ・鑑賞を行う。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育方法の理解を深め保育に必要とされる方法を学ぶ科目である。こどもの描画活動に対する理解を深め保育者、教育者に必要な基本的資
質や実践力を培う。ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見き
わめ、それに対応できる教育的能力を身につけている。（知識・技能）」と関係のある科目である。「表現Ⅱ造形表現１，２」「教科教育
法図画工作」の基礎となる。

授業の概要

子どもの造形活動は、自由な遊びや保育者が用意する共通体験活動が考えられる。これらの活動では、子ども一人ひとりの個性が生かさ
れ、楽しく造形活動が行われる保育が必要となる。そのため保育現場で求められる表現の基礎的技法を修得し、技法を高める作品制作等を
行う。

1

ガイダンス：「幼児造形と美術」こどもにとって絵画制作、また
表現とは何かという考察を促しながら年間を通しての「絵画制
作」の講義進行を説明する。

教科書ｐ１～ｐ７まで読んでおくこ
と。（25分）

幼児造形と美術についてワークシー
トにまとめる。（20分）

2

絵画制作：表現技法　紙遊び―切り絵、幼児造形領域におい広く
実践されている紙遊び「切り紙、折り紙」を行う。はさみの特性
や紙素材の特徴を理解する。

教科書p8～p9まで読んでおく。（25
分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された課題に対して評価をつけて返却する。製作物に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―染め
変化する模様の特色を理解し、現場で教える際の注意点や展開の
仕方を考察する。

教科書ｐ１４～ｐ１５まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
ておく。（20分）

6

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―フィンガーペインティン
グ１
色彩理論の基礎を学びながら絵の具に直接触れる活動の意義を考
察する。

教科書ｐ１６～ｐ１７まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

3

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―ドロッピング
色が現れる面白さ良さを理解する。保育への展開を考察する。

教科書ｐ１０～ｐ１１まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

4

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―流し絵、吹き絵
流し絵と吹き絵の特徴をとらえ、現場で教える際の注意点や展開
の仕方を考察する。

教科書ｐ１２～ｐ１３まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

9

描画活動の授業作り１　「絵の具あそび」を主題にした指導案を
作成する。保育の現場における導入方法を考察させる。

教科書ｐ８１～ｐ８６まで読んでお
く。（25分）

指導案を完成させる。（20分）

10

描画活動の授業作り２　「絵の具あそび」を主題にした模擬授業
を行なう。線の形の多様さ、重なりやにじみなどの効果に気づき
その面白さを探求する。

発表の準備をする。指導案を用意し
ておく。（25分）

発表内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

7

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―フィンガーペインティン
グ２　表現への展開
前回学習したことを踏まえ、絵の具に直接触れる活動の可能性を
探求する。

教科書ｐ１８～ｐ１９まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

8

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―身近な素材を使った表現
ティッシュとペンを使った演習。現場で教える際の注意点や展開
の仕方を考察する。

教科書ｐ２０～ｐ２１まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）
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13

仕掛け絵：紙を使った表現　―ポップアップ・カード制作　（試
作）
ポップアップカードの基本構造（平行折、Ｖ字折）を理解する。

教科書ｐ３２～ｐ４２まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

14

仕掛け絵：紙を使った表現　―ポップアップ・カード制作「思い
を伝える形」
開閉時に仕掛けがあるグリーティング・カードの制作をする。

教科書ｐ１２７～ｐ１３３まで読ん
でおく。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

11

絵画制作：表現技法　クレヨンを使った表現―目隠し絵
見ないで描く事で得られるイメージの意外性に気づきその面白さ
を探求する。

教科書ｐ２３～ｐ２７まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

12

幼児造形表現の原理　―幼児造形表現の発達と様式
DVDを鑑賞し、幼児造形表現の発達段階について理解を深めその
特徴である様式をまとめる。

教科書ｐ２８～ｐ３１まで読んでお
く。（25分）

描く活動の発達段階と様式をワーク
シートにまとめる。（20分）

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 授業参加度・出席態度・ファイリング・スケッチブック・作品制作提出過程をみる

15

仕掛け絵：紙を使った表現　―ポップアップ・カード制作（仕上
げ・完成）
コンセプトの実現に向けて工夫している点を確認していく。　パ
ソコンやデジタルカメラを使用したポートフォリオの作成方法を
実践的に学ぶ。

材料を準備する。（25分） 作品を完成させ、授業内容をスケッ
チブックにまとめる。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

【各自用意するもの】スケッチブック,水彩絵の具,筆,雑巾,クレパス,のり,はさみ,ファイル
※準備物の詳細はオリエンテーション時に伝える
※プリント類は必ずファイルする

備考欄

その他

50 ポートフォリオ及び講義で学んだ描画の発達段階や造形遊びの意義について問うテストをおこなう。

教科書 保育をひらく造形表現　著者：槇　英子　　　萌文書林

参考文献 保育所保育指針　解説書（フレーベル館）．●プロジェクト型保育の実践研究（北大路書房）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10710011 保育内容指導法（造形表現２）（1組） 3375 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１様々な実践例を通して論理的かつ柔軟な感性をみにつけ指導法を相対化できる。
２子どもの感性の発達に理想的な絵画制作のあり方の仮説を立て実践できる。
３子どものニーズや社会の状況に合わせた表現のための環境を考え続けることができる。

授業の方法

授業前半は教科書、提示資料、配布物やDVDなどを使い講義形式ですすめる。
授業後半は絵の具を使って描画活動を実践する。

ＩＣＴ活用

2回～15回まで投影機を使用し説明する.また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。　


後期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育方法の理解を深め保育に必要とされる方法を学ぶ科目である。「保育内容Ⅵ絵画制作１」を基礎とし、こどもの描画活動に関する理解
を深め保育者、教育者に必要な基本的資質や実践力を培う科目である。ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められる
ニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係のある科目で
ある。「表現Ⅱ造形表現１，２」「教科教育法図画工作」の基礎となる。

授業の概要

子どもの造形活動では、感じたことや考えたことを自分なりに表現できる環境を整えることが重要である。そのためには、保育者が遊びの
概念を理解し、楽しく造形活動が行える能力が必要である。本科目では「領域　表現」にかんする保育者の資質・能力を身につけるための
表現技法の習得や、子どもが楽しめる絵本制作等をおこなう。

1

ガイダンス：保育内容VI絵画制作１を振り返り、絵画制作の活動
についての理解を深める。

教科書ｐ４３～ｐ５０まで読んでお
く。（25分）

前期学んだことを振り返りワーク
シートを完成させる。（20分）

2

仕掛け絵　―動く口、動く目
顔をテーマに仕掛け絵を制作する保育者として指導する際のポイ
ントをまとめさせる。

教科書ｐ５１～ｐ６０まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ポートフォリオ等に評価をつけて返却する。製作物や発表に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

絵画制作：表現技法　　― クレヨンと水彩絵の具を使った表現
①
ステンドグラス絵を制作する。この活動の特徴をつかみ実際の保
育に展開できるようにする。

教科書ｐ８７～ｐ９６まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

6

絵画制作：表現技法　　― クレヨンと水彩絵の具を使った表現
②（バチック）
クレヨンが水をはじく特性を理解し、実際の保育に展開できるよ
うにする。

教科書ｐ９７～ｐ９９まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

3

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―　デカルコマニー
転写（合せ絵）することでできる図から遊びへの展開を考察す
る。

教科書ｐ６１～ｐ７０まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

4

絵画制作：表現技法　　― 糸引き絵
技法の特徴をつかみ実際の保育に展開できるようにする。

教科書ｐ７１～ｐ８０まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

9

絵画制作：表現技法　　― マーブリング
マーブリング技法の特徴をつかみ実際の保育に展開できるように
する。

教科書ｐ１０４～ｐ１０５まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

10

絵画制作：表現技法　　フロッタージュ
フロッタージュ技法の特徴を理解し、保育における適切な導入方
法の考察もする。

教科書ｐ１０６～ｐ１０７まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

7

絵画制作：表現技法　　― 写し絵とスクラッチ
クレヨンの特徴をつかみ実際の保育に展開できるようにする。

教科書ｐ１００～ｐ１０１まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

8

絵画制作：表現技法　　― ステンシルと暈し絵
クレヨンの特徴をとらえ実際の保育に展開できるようにする。

教科書ｐ１０２～ｐ１０３まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）
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13

絵本制作　―絵本の研究とテーマの検討　　制作1
既存の絵本の中にある物語の構造を分析しその特徴を理解する。

任意の絵本を用意する。（25分） ワークシートを完成させる。（20
分）

14

絵本制作　―テーマの決定と技法の検討　　制作　2
テーマにあった表現技法、素材の研究をし工夫をする。

テーマにあった画材の準備をする。
（25分）

絵本製作を進める。（20分）

11

描画活動の授業作り１－「スタンピング」を取り入れた指導案の
作成。保育の現場における導入方法を考察させる。

教科書ｐ１２８～ｐ１３１まで読ん
でおく。（25分）

指導案を完成させる。（20分）

12

描画活動の授業作り２－「スタンピング」を取り入れた模擬授業
を行なう。各班の発表を振り返り保育の現場で展開できる論理的
な技術力を身につける。活動を振り返るために有効なデジタルカ
メラの使用法とまとめとしてのポートフォリオの作成方法を実践
的に学ぶ。）

模擬授業の準備をする。指導案を用
意する。（25分）

発表内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 授業参加度・出席態度・ファイリング・スケッチブック・作品制作提出過程をみる

15

絵本制作　―　完成、発表と鑑賞　　/　　本講義まとめ
完成した絵本を鑑賞することで多様な価値を認識できるようにす
る。

発表に向けて準備する。（25分） 振り返りシートをまとめる。（20
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

大前提として忘れ物をしない（前期と同じ）。配布物や作成したプリント類はファイリングする。

備考欄

その他

50 作品提出　（絵本）　レポート「子どもの感性の発達に理想的な絵画制作のあり方について」（800字以
上）

教科書 なし

参考文献  創造的人間形成のために　（著者：鬼丸　吉宏頸草書房）、幼稚園教育要領（文部科学省）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10710012 保育内容指導法（造形表現２）（2組） 3375 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１様々な実践例を通して論理的かつ柔軟な感性をみにつけ指導法を相対化できる。
２子どもの感性の発達に理想的な絵画制作のあり方の仮説を立て実践できる。
３子どものニーズや社会の状況に合わせた表現のための環境を考え続けることができる。

授業の方法

授業前半は教科書、提示資料、配布物やDVDなどを使い講義形式ですすめる。
授業後半は絵の具を使って描画活動を実践する。

ＩＣＴ活用

2回～15回まで投影機を使用し説明する.また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。　


後期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育方法の理解を深め保育に必要とされる方法を学ぶ科目である。「保育内容Ⅵ絵画制作１」を基礎とし、こどもの描画活動に関する理解
を深め保育者、教育者に必要な基本的資質や実践力を培う科目である。ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められる
ニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係のある科目で
ある。「表現Ⅱ造形表現１，２」「教科教育法図画工作」の基礎となる。

授業の概要

子どもの造形活動では、感じたことや考えたことを自分なりに表現できる環境を整えることが重要である。そのためには、保育者が遊びの
概念を理解し、楽しく造形活動が行える能力が必要である。本科目では「領域　表現」にかんする保育者の資質・能力を身につけるための
表現技法の習得や、子どもが楽しめる絵本制作等をおこなう。

1

ガイダンス：保育内容VI絵画制作１を振り返り、絵画制作の活動
についての理解を深める。

教科書ｐ４３～ｐ５０まで読んでお
く。（25分）

前期学んだことを振り返りワーク
シートを完成させる。（20分）

2

仕掛け絵　―動く口、動く目
顔をテーマに仕掛け絵を制作する保育者として指導する際のポイ
ントをまとめさせる。

教科書ｐ５１～ｐ６０まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ポートフォリオ等に評価をつけて返却する。製作物や発表に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

絵画制作：表現技法　　― クレヨンと水彩絵の具を使った表現
①
ステンドグラス絵を制作する。この活動の特徴をつかみ実際の保
育に展開できるようにする。

教科書ｐ８７～ｐ９６まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

6

絵画制作：表現技法　　― クレヨンと水彩絵の具を使った表現
②（バチック）
クレヨンが水をはじく特性を理解し、実際の保育に展開できるよ
うにする。

教科書ｐ９７～ｐ９９まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

3

絵画制作：表現技法　絵の具あそび　―　デカルコマニー
転写（合せ絵）することでできる図から遊びへの展開を考察す
る。

教科書ｐ６１～ｐ７０まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

4

絵画制作：表現技法　　― 糸引き絵
技法の特徴をつかみ実際の保育に展開できるようにする。

教科書ｐ７１～ｐ８０まで読んでお
く。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

9

絵画制作：表現技法　　― マーブリング
マーブリング技法の特徴をつかみ実際の保育に展開できるように
する。

教科書ｐ１０４～ｐ１０５まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

10

絵画制作：表現技法　　フロッタージュ
フロッタージュ技法の特徴を理解し、保育における適切な導入方
法の考察もする。

教科書ｐ１０６～ｐ１０７まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

7

絵画制作：表現技法　　― 写し絵とスクラッチ
クレヨンの特徴をつかみ実際の保育に展開できるようにする。

教科書ｐ１００～ｐ１０１まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）

8

絵画制作：表現技法　　― ステンシルと暈し絵
クレヨンの特徴をとらえ実際の保育に展開できるようにする。

教科書ｐ１０２～ｐ１０３まで読ん
でおく。（25分）

授業内容をスケッチブックにまとめ
る。（20分）
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13

絵本制作　―絵本の研究とテーマの検討　　制作1
既存の絵本の中にある物語の構造を分析しその特徴を理解する。

任意の絵本を用意する。（25分） ワークシートを完成させる。（20
分）

14

絵本制作　―テーマの決定と技法の検討　　制作　2
テーマにあった表現技法、素材の研究をし工夫をする。

テーマにあった画材の準備をする。
（25分）

絵本製作を進める。（20分）

11

描画活動の授業作り１－「スタンピング」を取り入れた指導案の
作成。保育の現場における導入方法を考察させる。

教科書ｐ１２８～ｐ１３１まで読ん
でおく。（25分）

指導案を完成させる。（20分）

12

描画活動の授業作り２－「スタンピング」を取り入れた模擬授業
を行なう。各班の発表を振り返り保育の現場で展開できる論理的
な技術力を身につける。活動を振り返るために有効なデジタルカ
メラの使用法とまとめとしてのポートフォリオの作成方法を実践
的に学ぶ。）

模擬授業の準備をする。指導案を用
意する。（25分）

発表内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 授業参加度・出席態度・ファイリング・スケッチブック・作品制作提出過程をみる

15

絵本制作　―　完成、発表と鑑賞　　/　　本講義まとめ
完成した絵本を鑑賞することで多様な価値を認識できるようにす
る。

発表に向けて準備する。（25分） 振り返りシートをまとめる。（20
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

大前提として忘れ物をしない（前期と同じ）。配布物や作成したプリント類はファイリングする。

備考欄

その他

50 作品提出　（絵本）　レポート「子どもの感性の発達に理想的な絵画制作のあり方について」（800字以
上）

教科書 なし

参考文献  創造的人間形成のために　（著者：鬼丸　吉宏頸草書房）、幼稚園教育要領（文部科学省）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10744011 社会的養護II（1組） 3378 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

社会全体を把握しながら、同時に児童（家庭）個々のニーズに対応できる専門性を身に付ける。また、実際の現場で知識を応用することが
できる。
虐待防止に向けた取り組みを実践していくための基盤となる視点を身に付けることができる。

授業の方法

体験学習を取り入れながら、パワーポイントを使用し講義形式で行なう。また、グループワーク・発表を実施する。（全２回）
視聴覚メディアを活用する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 堀　允千

授業の位置づけ

より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけるた
めの科目である。
「社会福祉」、「児童家庭福祉」、「社会的養護」と関連する。

授業の概要

子どもが中心の社会的養育の基準が確立されつつあるが、未だ課題は多く、これからの私たちがどう舵取りをしていくかが肝要である。
家族と離れ、施設生活を余儀なくされた子ども達にとって、社会的養育を担う施設職員・里親はどのような存在になりえるのか。求められ
るものとして、単に家庭に代わる代替機能や再養育機能だけではなく、対応が難しい子どもへの高い専門性、実家族との関係修復も挙げら
れる。さらに今後は施設の専門性を活用し周辺地域に働きかける地域養育全体の中核的存在もより求められるようになってきたことも視野
に入れておかなければならない。
本演習を通し、これからの社会的養育を担う人材として、「子どもの最善の利益」を保障することができる専門性を身に付けていく。

1

　１　　　ガイダンス、概要説明：授業の進め方、評価方法の確
認、科目を通しての到達目標などを説明する。
児童養護施設の現状・実態について概略的説明を行う。

社会的養護の教科書を見直すこと。
(20分)

社会的養護に関連する記事を探すこ
と。(25分)

2

　２　　　社会的養護の現状①：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。児童が保
護され、社会的養護において保護される経緯を説明する。また、
支援計画を含めた支援の流れと日常生活支援、退所への経緯を説
明する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

社会的養護についてまとめておくこ
と。(25分)

実務経験のある
教員の教育内容

児童養護施設での勤務経験（１3年）を活かし、社会的養護で保護が必要な児童の実情、対応方法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、全講義でのコメントシートに書かれた質問への全回答を、講義内に反映する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

　５　　　社会的養護の現状④：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。自立支援
として、入所児童の退所に向けた取り組み、リービングケア、ア
フターケアについて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

退所前後の支援についてまとめてお
くこと。(25分)

6

　６　　　社会的養護の現状⑤：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。被虐待、
発達障がい、愛着障がいについて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

発達障がい等についてまとめておく
こと。(25分)

3

　３　　　社会的養護の現状②：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。法制度、
子どもの権利条約、人権擁護の観点から学ぶ。連携機関として、
児童相談所の機能・一時保護について学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

社会的養護についてまとめておくこ
と。(25分)

4

　４　　　社会的養護の現状③：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。“社会的
養育”という観点から、施設養護と家庭養護について学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

社会的養護についてまとめておくこ
と。(25分)
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9

　９　　　具体的な支援方法・専門技術について③：講義
具体的に、児童の課題行動への対応方法について学ぶ。性問題の
増加、性教育の必要性、性教育から“生” 教育への変遷につい
て説明する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

性問題についてまとめておくこと。
(25分)　

10

１０　　　社会的養護の課題と展望：講義
今後の児童養護施設等の機能強化、里親制度、地域支援、児童家
庭支援センターの役割（「新しい社会的養育ビジョン」）につい
ての説明を行う。などについて説明する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

7

　７　　　具体的な支援方法・専門技術について①：講義
具体的に、児童の課題行動への対応方法について学ぶ。専門性の
必要性について説明する。学習・誤学習、施設における心理職の
活用と治療的支援について説明する。ペアレントトレーニングに
ついて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

ペアレントトレーニングについてま
とめておくこと。(25分)　

8

　８　　　具体的な支援方法・専門技術について②：講義
具体的に、児童の課題行動への対応方法について学ぶ。怒りの感
情について、“怒り”に対する対処法、アンガーマネジメントに
ついて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

アンガーマネジメントについてまと
めておくこと。(25分)　

13

１３　　　社会的養護におけるアセスメント③：映像鑑賞
社会的養護で育った子どもたちの様子が記録された映像資料を鑑
賞する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

14

１４　　　社会的養護におけるアセスメント④：講義
前回の資料映像についての感想を元に、グループで討議、発表と
解説をする

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

授業全体をまとめておくこと。(25
分)

11

１１　　　社会的養護におけるアセスメント①：グループワーク
架空のケースをテーマとして、グループにてケース検討、及びア
セスメントを行う。発表に向けての資料を作成する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

12

１２　　　社会的養護におけるアセスメント②：発表
前回のグループワークの結果について発表を行う。それぞれの発
表についてのコメントを行う。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内のグループワーク・発表、授業への参加態度（３０％）
最終テスト・レポート（７０％）

15

１５　　　最終テスト・レポート作成：授業の総括として、設問
形式による小テストと記述方式による小レポートを実施する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この科目は演習科目になるため、授業への積極的な参加を求める。
映像資料の鑑賞を実施する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 使用しない

参考文献 社会的養護 / 吉田眞理 / 萌文書林保育士をめざす人の社会的養護内容 / 辰巳隆・岡本眞幸 / みらい
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10744012 社会的養護II（2組） 3378 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

社会全体を把握しながら、同時に児童（家庭）個々のニーズに対応できる専門性を身に付ける。また、実際の現場で知識を応用することが
できる。
虐待防止に向けた取り組みを実践していくための基盤となる視点を身に付けることができる。

授業の方法

体験学習を取り入れながら、パワーポイントを使用し講義形式で行なう。また、グループワーク・発表を実施する。（全２回）
視聴覚メディアを活用する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 堀　允千

授業の位置づけ

より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけるた
めの科目である。
「社会福祉」、「児童家庭福祉」、「社会的養護」と関連する。

授業の概要

子どもが中心の社会的養育の基準が確立されつつあるが、未だ課題は多く、これからの私たちがどう舵取りをしていくかが肝要である。
家族と離れ、施設生活を余儀なくされた子ども達にとって、社会的養育を担う施設職員・里親はどのような存在になりえるのか。求められ
るものとして、単に家庭に代わる代替機能や再養育機能だけではなく、対応が難しい子どもへの高い専門性、実家族との関係修復も挙げら
れる。さらに今後は施設の専門性を活用し周辺地域に働きかける地域養育全体の中核的存在もより求められるようになってきたことも視野
に入れておかなければならない。
本演習を通し、これからの社会的養育を担う人材として、「子どもの最善の利益」を保障することができる専門性を身に付けていく。

1

　１　　　ガイダンス、概要説明：授業の進め方、評価方法の確
認、科目を通しての到達目標などを説明する。
児童養護施設の現状・実態について概略的説明を行う。

社会的養護の教科書を見直すこと。
(20分)

社会的養護に関連する記事を探すこ
と。(25分)

2

　２　　　社会的養護の現状①：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。児童が保
護され、社会的養護において保護される経緯を説明する。また、
支援計画を含めた支援の流れと日常生活支援、退所への経緯を説
明する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

社会的養護についてまとめておくこ
と。(25分)

実務経験のある
教員の教育内容

児童養護施設での勤務経験（１3年）を活かし、社会的養護で保護が必要な児童の実情、対応方法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、全講義でのコメントシートに書かれた質問への全回答を、講義内に反映する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

　５　　　社会的養護の現状④：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。自立支援
として、入所児童の退所に向けた取り組み、リービングケア、ア
フターケアについて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

退所前後の支援についてまとめてお
くこと。(25分)

6

　６　　　社会的養護の現状⑤：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。被虐待、
発達障がい、愛着障がいについて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

発達障がい等についてまとめておく
こと。(25分)

3

　３　　　社会的養護の現状②：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。法制度、
子どもの権利条約、人権擁護の観点から学ぶ。連携機関として、
児童相談所の機能・一時保護について学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

社会的養護についてまとめておくこ
と。(25分)

4

　４　　　社会的養護の現状③：講義
社会的養護の現状について、具体例から理解を深める。“社会的
養育”という観点から、施設養護と家庭養護について学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

社会的養護についてまとめておくこ
と。(25分)
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9

　９　　　具体的な支援方法・専門技術について③：講義
具体的に、児童の課題行動への対応方法について学ぶ。性問題の
増加、性教育の必要性、性教育から“生” 教育への変遷につい
て説明する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

性問題についてまとめておくこと。
(25分)　

10

１０　　　社会的養護の課題と展望：講義
今後の児童養護施設等の機能強化、里親制度、地域支援、児童家
庭支援センターの役割（「新しい社会的養育ビジョン」）につい
ての説明を行う。などについて説明する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

7

　７　　　具体的な支援方法・専門技術について①：講義
具体的に、児童の課題行動への対応方法について学ぶ。専門性の
必要性について説明する。学習・誤学習、施設における心理職の
活用と治療的支援について説明する。ペアレントトレーニングに
ついて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

ペアレントトレーニングについてま
とめておくこと。(25分)　

8

　８　　　具体的な支援方法・専門技術について②：講義
具体的に、児童の課題行動への対応方法について学ぶ。怒りの感
情について、“怒り”に対する対処法、アンガーマネジメントに
ついて学ぶ。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

アンガーマネジメントについてまと
めておくこと。(25分)　

13

１３　　　社会的養護におけるアセスメント③：映像鑑賞
社会的養護で育った子どもたちの様子が記録された映像資料を鑑
賞する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

14

１４　　　社会的養護におけるアセスメント④：講義
前回の資料映像についての感想を元に、グループで討議、発表と
解説をする

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

授業全体をまとめておくこと。(25
分)

11

１１　　　社会的養護におけるアセスメント①：グループワーク
架空のケースをテーマとして、グループにてケース検討、及びア
セスメントを行う。発表に向けての資料を作成する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

12

１２　　　社会的養護におけるアセスメント②：発表
前回のグループワークの結果について発表を行う。それぞれの発
表についてのコメントを行う。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内のグループワーク・発表、授業への参加態度（３０％）
最終テスト・レポート（７０％）

15

１５　　　最終テスト・レポート作成：授業の総括として、設問
形式による小テストと記述方式による小レポートを実施する。

資料を配布。精読しておくこと。
(20分)

講義内容をまとめておくこと。(25
分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この科目は演習科目になるため、授業への積極的な参加を求める。
映像資料の鑑賞を実施する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 使用しない

参考文献 社会的養護 / 吉田眞理 / 萌文書林保育士をめざす人の社会的養護内容 / 辰巳隆・岡本眞幸 / みらい
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10611011 乳児保育I 3380 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１）乳児保育の基本的な考え方やしくみを説明できる。
２）３歳未満児の発達の道すじについて説明できる。
３）乳児期の発達過程に合わせた生活習慣や環境について準備できる。
４）乳児保育として必要な子育て支援の基本について述べることができる。

授業の方法 板書、配布資料、視聴覚教材を活用した講義形式とグループワーク形式を併用して進める。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 片岡　卓久

授業の位置づけ

本講は、「保育の内容と方法」の領域に該当する「保育士資格取得必修科目」であり、ディプロマポリシーの乳幼児期のこどもについての
基本的な知識、こどもの特徴と発達を見極め対応できる教育的能力、成長・発達を支援するための基本的資質を身につけることと、より適
切な保育のあり方を考え、不断に学ぶ意欲・態度を身につけることと関連する科目である。
「こどもの保健Ⅰー１」「こどもの保健Ⅰー２」に関連し、「乳児保育Ⅱ」「保育実習Ⅰー２」「保育実習Ⅱ」の基礎ともなる。

授業の概要

本授業の目的は、おおむね０～３歳の発達の特徴を理解し、その健やかな成長発達をうながす乳児保育の基本的な知識と技術を学ぶことで
ある。具体的には、以下の内容を授業の柱とする。
１）乳児保育の意義・目的、歴史、役割を学ぶ。
２）保育所や乳児院等の多様な保育の場における乳児保育の現状と課題を学ぶ。
３）３歳児未満児の発育・発達をふまえた保育内容、環境構成、運営体制について学ぶ。
４）乳児保育における職員間の連携・協働、保護者や地域の関連機関との連携、子育て支援について学ぶ。

1

ガイダンス（本講の概要や方法、および成績評価について）
乳児保育はなぜ必要か
・保護者の就労を支える乳児保育
・保護者の子育てを支える乳児保育

シラバス
テキストp.2 - p.4（９０分）

自分の乳児期を振り返る（９０分）

2

乳児保育の成り立ちを知ろう
・乳児保育のはじまり
・乳児保育の現状

テキストp.5 - p.8（９０分） 授業内容の復習（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園、認定こども園、保育園において９年間の現場職員としての職務から、乳児期の子どもの発達理解を踏まえた関わり、子育て支援に
携わる保育士の専門性についての実践的な経験を踏まえて、乳児保育の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

小課題等の内容や質問に対しては授業内で解説等を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

『保育所保育指針』とは
・『保育所保育指針』の目標
・『保育所保育指針』の方向性と3歳以上児の保育の内容の共有
化
・『保育所保育指針』で押さえておきたい内容

テキストp.36 - p.40（９０分） 授業内容の復習（90分）

6

『保育所保育指針』における乳児保育のポイント①
・改定された保育所保育指針
・指針にみる保育所の役割
・「第２章　保育の内容」における「ねらい」と「内容」
・求められる「個別的な計画」

テキストp.48 - p.52（９０分） 授業内容の復習（90分）

3

「子ども・子育て支援制度」
・新制度の仕組み
・新しい乳児保育の事業と待機児童問題

テキストp.12 - p.16（９０分） 授業内容の復習（90分）

4

知っておきたい法律のいろいろ
・児童福祉法について知る
・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準とは
・労働基準法が示す女性への配慮
・育児・介護休業法について知る

テキストp.28 - p.34（９０分） 授業内容の復習（90分）

7

『保育所保育指針』における乳児保育のポイント②
・保育の「ねらい及び内容」の示し方
・保育の「ねらい及び内容」を年齢別にとらえる①
・保育の「ねらい及び内容」を年齢別にとらえる②
・さまざまな意味が混然一体となっている子どもの生活
・大切にしたい「養護」

テキストp.58 - p.60（９０分） 授業内容の復習（90分）
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9

乳児のこころの発達
・能動的存在である赤ちゃん
・子どもの「人見知り」
・不思議な子どものこころ

テキストp.68 - p.71（９０分） 授業内容の復習（90分）

10

乳児のことばの発達
・ことばの発達の道筋
・ことばの発達に必要なちから
・ことばを育てよう

テキストp.74 - p.78（９０分） 授業内容の復習（90分）

8

人生の基礎としての乳児期
・高等哺乳類の新生児
・「生理的早産」とは
・「生理的早産」であることの意味
・「生理的早産」から学ぶこと

テキストp.64 - p.67（９０分） 授業内容の復習（90分）

13

保育所で過ごす１日の流れ
・保育所の１日
・保育の計画を立てる
・０歳児クラスのデイリープログラム
・１歳児クラスのデイリープログラム
・２歳児クラスのデイリープログラム
・デイリープログラムの理解に向けて

テキストp.96 - p.104（９０分） 授業内容の復習（90分）

14

保護者との連携を考えよう
・ことばの壁の解決
・虐待の発見と対応
・保護者に寄り添う

テキストp.108 - p.112（９０分） 授業内容の復習（90分）

11

乳児のからだ
・からだの成長
・運動能力の発達

テキストp.82 - p.86（９０分） 授業内容の復習（90分）

12

乳児保育における複数担任制
・乳児保育における複数担任制

テキストp.92（９０分） 授業内容の復習（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・授業中の課題や宿題の提出と内容（70％）
・授業中の作業や討論への参加度（30％）

15

発達の遅れと向き合う
・発達の遅れに気づく
・保育者からの発信のしかた
・保護者を支える

テキストp.118 - p.119（９０分） 授業内容の復習（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「こどもの保健」を履修済みであることを原則とする。

備考欄

その他 0

教科書 志村聡子編　（2018）　はじめて学ぶ　乳児保育　（第二版）　．　同文書院

参考文献 松本峰雄監修　（2019）　乳児保育演習ブック（第２版）　.　ミネルヴァ書房

- 251 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10612011 乳児保育II（1組） 3381 1 3

到達目標

１）乳児保育の現状・課題、その基本的役割ついて説明できる。
２）乳児保育にふさわしい基本的な環境構成を準備できる。
３）多様な子どもの実態にあわせた配慮や援助の基本を説明できる。
４）乳児保育にふさわしい記録を理解し、計画を立案できる。

授業の方法

板書、配布資料、視聴覚教材を活用した講義形式とグループワーク形式を併用して進める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 村松　良太

授業の位置づけ

本講は，「保育の内容と方法」の領域に該当した「保育士資格取得必修科目」であり、ディプロマポリシーの乳幼児期のこどもについての
基本的な知識、こどもの特徴と発達を見極め対応できる教育的能力、成長・発達を支援するための基本的資質を身につけることと、より適
切な保育のあり方を考え、不断に学ぶ意欲・態度を身につけることと関連する科目である。
「乳児保育Ⅰ」「保育実習Ⅰ-2」をふまえ、「保育実習Ⅱ」の基礎となるものである。

授業の概要

本授業の目的は，３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた乳児保育の基本的な知識と技術を学ぶことである。具体的には、以下の
内容を授業の柱とする。
１）乳児保育の現状・課題とその基本的役割を学ぶ。
２）生活とあそびを豊かにする援助と環境構成の実際を学ぶ。
３）乳児保育における様々な配慮の実際について学ぶ。
４）乳児保育における記録と計画の実際について学ぶ。

1

ガイダンス（本講の概要や方法，および成績評価について）
・保育実習をふり返り、乳児保育の実際について考える。

保育実習Ⅰ-2の実習ノートを読み返
したり、0-2歳児のあそびと生活の
姿を思いだし、メモをとる（30分）

保育のエピソード（15分）

2

乳児保育の現状と課題
・子ども子育て支援新制度
・保育所保育指針の改定と乳児保育
・長時間保育
・異年齢保育

テキストp162-172
（20分）

長時間保育（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

地域子育て支援拠点を運営するNPO法人において8年間の研修担当理事としての職務から、乳児期の子どもの発達理解を踏まえた関り、保護
者への支援、子育て支援に携わる保育士等の専門性についての実践的な経験を踏まえて、乳児保育の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

リアクションペーパー等による質問に対しては授業内で解説等を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（３）
・0歳の室内空間とあそび
・1歳の室内空間とあそび

p13-22、配布資料（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

6

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（４）
・2-3歳の室内空間とあそび

テキストp22-27（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

3

生活とあそびを豊かにする援助と環境構成（１）

・乳児保育にふさわしい生活環境とは
・環境を通した保育

テキストp77-80、配布資料（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

4

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（２）
・生活リズムと「ねる」「たべる」「あそぶ」の順序

テキストp36-39、配布資料（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

7

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（５）
・清潔に関する援助と環境
・沐浴、清拭
・手を拭く、顔を拭く、手を洗う
・鼻をかむ、うがい、歯みがき

配布資料（25分） 乳児保育の環境構成（20分）

8

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（６）
・食事の援助と環境
・調乳、冷凍母乳
・授乳
・離乳食
・食事の援助

配布資料（25分） 給食室との連携（20分）
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9

生活と遊び豊かにする援助と環境構成（７）
・衣服の着脱に関する援助と環境
・手づくりおもちゃの用意

手づくりおもちゃづくり準備（30
分）

授業内容の復習（15分）

10

乳児保育における記録と計画（１）
・子どもの姿や活動の記録
・保育日誌
・エピソードの記録
・連絡帳

テキストp88-95（25分） 保育実践記録（20分）

13


乳児保育での様々な配慮（２）
・集団での生活でも一人ひとりを大切に
・個人差や月齢差への配慮
・一人ひとりの生活背景を知る

配布資料（25分） インクルーシブ保育 （20分）

14

乳児保育における様々な配慮（３）
・環境の変化や移行における配慮
・「一人」の必要を「みんな」のあそびを通して解決する

配布資料（25分） 巡回相談（20分）

11

乳児保育における記録と計画（２）
・全体的な計画と指導計画
・短期の指導計画と長期の指導計画
・個別の指導計画と集団の指導計画

テキストp95-107（20分） 保育における「計画」とPDCA（25
分）

12

乳児保育での様々な配慮（１）
・子どもの24時間を見通した保育
・働く親の一日を想像する

テキストp126-137、配布資料（25
分）

給食室（20分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・授業中の課題や宿題の提出と内容（50%）
・授業中の作業や討議への参加度（50%）

15 授業のまとめ 配布資料（25分） 授業のふり返り（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「こどもの保健」「乳児保育Ⅰ」を履修済みであることを原則とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書 乳児保育研究会編（2018）資料でわかる乳児の保育新時代（改訂5版）．ひとなる書房

参考文献 松本峰雄監修（2019）乳児保育演習ブック（第2版）．ミネルヴァ書房
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10612012 乳児保育II（2組） 3381 1 3

到達目標

１）乳児保育の現状・課題、その基本的役割ついて説明できる。
２）乳児保育にふさわしい基本的な環境構成を準備できる。
３）多様な子どもの実態にあわせた配慮や援助の基本を説明できる。
４）乳児保育にふさわしい記録を理解し、計画を立案できる。

授業の方法

板書、配布資料、視聴覚教材を活用した講義形式とグループワーク形式を併用して進める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 村松　良太

授業の位置づけ

本講は，「保育の内容と方法」の領域に該当した「保育士資格取得必修科目」であり、ディプロマポリシーの乳幼児期のこどもについての
基本的な知識、こどもの特徴と発達を見極め対応できる教育的能力、成長・発達を支援するための基本的資質を身につけることと、より適
切な保育のあり方を考え、不断に学ぶ意欲・態度を身につけることと関連する科目である。
「乳児保育Ⅰ」「保育実習Ⅰ-2」をふまえ、「保育実習Ⅱ」の基礎となるものである。

授業の概要

本授業の目的は，３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた乳児保育の基本的な知識と技術を学ぶことである。具体的には、以下の
内容を授業の柱とする。
１）乳児保育の現状・課題とその基本的役割を学ぶ。
２）生活とあそびを豊かにする援助と環境構成の実際を学ぶ。
３）乳児保育における様々な配慮の実際について学ぶ。
４）乳児保育における記録と計画の実際について学ぶ。

1

ガイダンス（本講の概要や方法，および成績評価について）
・保育実習をふり返り、乳児保育の実際について考える。

保育実習Ⅰ-2の実習ノートを読み返
したり、0-2歳児のあそびと生活の
姿を思いだし、メモをとる（30分）

保育のエピソード（15分）

2

乳児保育の現状と課題
・子ども子育て支援新制度
・保育所保育指針の改定と乳児保育
・長時間保育
・異年齢保育

テキストp162-172
（20分）

長時間保育（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

地域子育て支援拠点を運営するNPO法人において8年間の研修担当理事としての職務から、乳児期の子どもの発達理解を踏まえた関り、保護
者への支援、子育て支援に携わる保育士等の専門性についての実践的な経験を踏まえて、乳児保育の授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

リアクションペーパー等による質問に対しては授業内で解説等を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（３）
・0歳の室内空間とあそび
・1歳の室内空間とあそび

p13-22、配布資料（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

6

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（４）
・2-3歳の室内空間とあそび

テキストp22-27（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

3

生活とあそびを豊かにする援助と環境構成（１）

・乳児保育にふさわしい生活環境とは
・環境を通した保育

テキストp77-80、配布資料（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

4

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（２）
・生活リズムと「ねる」「たべる」「あそぶ」の順序

テキストp36-39、配布資料（20分） 乳児保育の環境構成（25分）

7

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（５）
・清潔に関する援助と環境
・沐浴、清拭
・手を拭く、顔を拭く、手を洗う
・鼻をかむ、うがい、歯みがき

配布資料（25分） 乳児保育の環境構成（20分）

8

生活と遊びを豊かにする援助と環境構成（６）
・食事の援助と環境
・調乳、冷凍母乳
・授乳
・離乳食
・食事の援助

配布資料（25分） 給食室との連携（20分）
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9

生活と遊び豊かにする援助と環境構成（７）
・衣服の着脱に関する援助と環境
・手づくりおもちゃの用意

手づくりおもちゃづくり準備（30
分）

授業内容の復習（15分）

10

乳児保育における記録と計画（１）
・子どもの姿や活動の記録
・保育日誌
・エピソードの記録
・連絡帳

テキストp88-95（25分） 保育実践記録（20分）

13


乳児保育での様々な配慮（２）
・集団での生活でも一人ひとりを大切に
・個人差や月齢差への配慮
・一人ひとりの生活背景を知る

配布資料（25分） インクルーシブ保育 （20分）

14

乳児保育における様々な配慮（３）
・環境の変化や移行における配慮
・「一人」の必要を「みんな」のあそびを通して解決する

配布資料（25分） 巡回相談（20分）

11

乳児保育における記録と計画（２）
・全体的な計画と指導計画
・短期の指導計画と長期の指導計画
・個別の指導計画と集団の指導計画

テキストp95-107（20分） 保育における「計画」とPDCA（25
分）

12

乳児保育での様々な配慮（１）
・子どもの24時間を見通した保育
・働く親の一日を想像する

テキストp126-137、配布資料（25
分）

給食室（20分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・授業中の課題や宿題の提出と内容（50%）
・授業中の作業や討議への参加度（50%）

15 授業のまとめ 配布資料（25分） 授業のふり返り（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「こどもの保健」「乳児保育Ⅰ」を履修済みであることを原則とする。

備考欄

その他 0 なし

教科書 乳児保育研究会編（2018）資料でわかる乳児の保育新時代（改訂5版）．ひとなる書房

参考文献 松本峰雄監修（2019）乳児保育演習ブック（第2版）．ミネルヴァ書房
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10655011 表現I幼児音楽１（1組） 3400 1 1

到達目標

ピアノ（鍵盤楽器）の学習においては、初心者と経験者は個人差が大きいため、それぞれの到達目標を示す。
初級（初心者）
・バイエル１～５０番を教材とし、基本的な読譜能力と演奏技術を習得できる。
・簡単な「こどもの歌」の弾き歌いができる。
中・上級（経験者）
・バイエルの中で今まで弾いたことのない曲があれば弾くことができる。
・ブルクミュラー ２５の練習曲、ソナチネ・アルバム等を教材として演奏技術、表現力をつけることができる。
・簡単な「こどもの歌」の弾き歌いができる。

授業の方法

ピアノ初心者（初級）の学生はML教室を使用してグループレッスンから始め、学習が進んだら必要に応じて個人レッスンを行う。
ピアノ経験者（中、上級）の学生は音楽室と練習室を使用して個人レッスンを行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 西野　美穂、今井　由惠、押切　雄太、三上　絵里香

授業の位置づけ

変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育の在り方を考え続けることができるようになるため
の科目である。学生が将来、保育者・教育者として、子ども達と音楽活動を行うときに必要なピアノ演奏の基礎的な力を身につける科目で
ある。
子育て支援者として必要な基本的な技能・表現力を身につけるための科目である。
「表現Ⅰ幼児音楽2」「保育内容指導法（音楽表現１、２）」「教科教育法音楽」「総合表現音楽Ⅰ、Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

この授業では、学生が将来保育者・教育者として子どもたちと音楽活動を行うときに必要となるピアノ演奏の基礎的な力を身につける。さ
らに、子どもの音楽遊びにおいてイメージをひろげ、感性を養うための保育の展開に必要となる知識や技術を実践的に習得する。
授業は初級（初心者）クラスと中・上級クラスに分け、実技指導を行う。それぞれのレベルに合った教材を用い、個人レッスンを中心とし
て行う。

1

オリエンテーション
・鍵盤楽器の経験の有無、読譜能力を調べるために実施したアン
ケートに基づいてクラス分けをする。
・授業に使用する楽器、練習室に関しての説明と注意。
・それぞれのクラスの担当教官と今後の課題について相談する。

・ピアノ初心者はバイエルの目次を
読んでおく。
・ピアノ経験者は１曲練習してお
く。（２５分）

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２０分）

2

演奏　鍵盤楽器１
初級・・・・ピアノ譜の読譜に関する基礎知識の説明　・バイエ
ル１番（音符の長さ、拍子、右手のみの演奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして実技テスト後に担当教員から講評します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

演奏　鍵盤楽器４
初級・・・・バイエル１１～１５番（両手の練習、フレーズ感を
持って弾く）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　


担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

3

演奏　鍵盤楽器２
初級・・・・バイエル２番（音符の長さ、拍子、左手のみの演
奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

4

演奏　鍵盤楽器３
初級・・・・バイエル３～１０番（両手でユニゾンの演奏、右手
は旋律で左手は伴奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）
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6

演奏　鍵盤楽器５
初級・・・・バイエル１６～１８番（速度標語にあった演奏、レ
ガート奏法）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

9

演奏　鍵盤楽器８
初級・・・・バイエル２６～３１番（スラー、タイ）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

10

演奏　鍵盤楽器９
初級・・・・バイエル３２～３６番（レガート奏法、フレーズ
感）　
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲
前期実技試験の課題曲を発表。　学生は課題曲の中からの選曲を
する。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

7

演奏　鍵盤楽器６
初級・・・・バイエル１９～２１番（レガート奏法）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

8

演奏　鍵盤楽器７
初級・・・・バイエル２２～２５番（対位法的な伴奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

13

演奏　鍵盤楽器１２
初級・・・・バイエル４５～４７番（８分音符の練習）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

14

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。試験日
が次回にあたる学生は見学する。

実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。（２０分）

11

演奏　鍵盤楽器１０
初級・・・・バイエル３７～４０番（手のポジション移動）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

12

演奏　鍵盤楽器１１
初級・・・・バイエル４１～４４番（手のポジション移動、全音
符から８分音符までの練習
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

定期試験 0 なし

15

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。
試験が終了した学生は見学する。


実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。（２０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

30 ・授業態度　・予習復習等の自主的学習態度

・毎授業での課題演奏の達成度

履修条件・留意
事項等

各自、準備学習、事後学習に十分に取り組んで授業に臨むこと

備考欄

その他 70 第１４、１５回の授業で実技試験を行う

教科書

バイエル　ピアノ教則本　New Edition 　音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲　全音楽譜出版社
ソナチネ・アルバム１　全音楽譜出版社
実用　こどもの歌曲200選　松山祐士編　ドレミ出版社

参考文献 ソナチネ・アルバム２　全音楽譜出版社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10655012 表現I幼児音楽１（2組） 3400 1 1

到達目標

ピアノ（鍵盤楽器）の学習においては、初心者と経験者は個人差が大きいため、それぞれの到達目標を示す。
初級（初心者）
・バイエル１～５０番を教材とし、基本的な読譜能力と演奏技術を習得できる。
・簡単な「こどもの歌」の弾き歌いができる。
中・上級（経験者）
・バイエルの中で今まで弾いたことのない曲があれば弾くことができる。
・ブルクミュラー ２５の練習曲、ソナチネ・アルバム等を教材として演奏技術、表現力をつけることができる。
・簡単な「こどもの歌」の弾き歌いができる。

授業の方法

ピアノ初心者（初級）の学生はML教室を使用してグループレッスンから始め、学習が進んだら必要に応じて個人レッスンを行う。
ピアノ経験者（中、上級）の学生は音楽室と練習室を使用して個人レッスンを行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 西野　美穂、今井　由惠、押切　雄太、三上　絵里香

授業の位置づけ

変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育の在り方を考え続けることができるようになるため
の科目である。学生が将来、保育者・教育者として、子ども達と音楽活動を行うときに必要なピアノ演奏の基礎的な力を身につける科目で
ある。
子育て支援者として必要な基本的な技能・表現力を身につけるための科目である。
「表現Ⅰ幼児音楽2」「保育内容指導法（音楽表現１、２）」「教科教育法音楽」「総合表現音楽Ⅰ、Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

この授業では、学生が将来保育者・教育者として子どもたちと音楽活動を行うときに必要となるピアノ演奏の基礎的な力を身につける。さ
らに、子どもの音楽遊びにおいてイメージをひろげ、感性を養うための保育の展開に必要となる知識や技術を実践的に習得する。
授業は初級（初心者）クラスと中・上級クラスに分け、実技指導を行う。それぞれのレベルに合った教材を用い、個人レッスンを中心とし
て行う。

1

オリエンテーション
・鍵盤楽器の経験の有無、読譜能力を調べるために実施したアン
ケートに基づいてクラス分けをする。
・授業に使用する楽器、練習室に関しての説明と注意。
・それぞれのクラスの担当教官と今後の課題について相談する。

・ピアノ初心者はバイエルの目次を
読んでおく。
・ピアノ経験者は１曲練習してお
く。（２５分）

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２０分）

2

演奏　鍵盤楽器１
初級・・・・ピアノ譜の読譜に関する基礎知識の説明　・バイエ
ル１番（音符の長さ、拍子、右手のみの演奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして実技テスト後に担当教員から講評します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

演奏　鍵盤楽器４
初級・・・・バイエル１１～１５番（両手の練習、フレーズ感を
持って弾く）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　


担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

3

演奏　鍵盤楽器２
初級・・・・バイエル２番（音符の長さ、拍子、左手のみの演
奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

4

演奏　鍵盤楽器３
初級・・・・バイエル３～１０番（両手でユニゾンの演奏、右手
は旋律で左手は伴奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）
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6

演奏　鍵盤楽器５
初級・・・・バイエル１６～１８番（速度標語にあった演奏、レ
ガート奏法）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

9

演奏　鍵盤楽器８
初級・・・・バイエル２６～３１番（スラー、タイ）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

10

演奏　鍵盤楽器９
初級・・・・バイエル３２～３６番（レガート奏法、フレーズ
感）　
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲
前期実技試験の課題曲を発表。　学生は課題曲の中からの選曲を
する。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

7

演奏　鍵盤楽器６
初級・・・・バイエル１９～２１番（レガート奏法）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

8

演奏　鍵盤楽器７
初級・・・・バイエル２２～２５番（対位法的な伴奏）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

13

演奏　鍵盤楽器１２
初級・・・・バイエル４５～４７番（８分音符の練習）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲　
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

14

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。試験日
が次回にあたる学生は見学する。

実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。（２０分）

11

演奏　鍵盤楽器１０
初級・・・・バイエル３７～４０番（手のポジション移動）
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

12

演奏　鍵盤楽器１１
初級・・・・バイエル４１～４４番（手のポジション移動、全音
符から８分音符までの練習
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム１」より指定された曲
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

定期試験 0 なし

15

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。
試験が終了した学生は見学する。


実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。（２０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

- 260 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

30 ・授業態度　・予習復習等の自主的学習態度

・毎授業での課題演奏の達成度

履修条件・留意
事項等

各自、準備学習、事後学習に十分に取り組んで授業に臨むこと

備考欄

その他 70 第１４、１５回の授業で実技試験を行う

教科書

バイエル　ピアノ教則本　New Edition 　音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲　全音楽譜出版社
ソナチネ・アルバム１　全音楽譜出版社
実用　こどもの歌曲200選　松山祐士編　ドレミ出版社

参考文献 ソナチネ・アルバム２　全音楽譜出版社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10656011 表現I幼児音楽２（1組） 3401 1 1

到達目標

前期の「表現Ⅰ幼児音楽１」で学んだ鍵盤楽器の基礎的な演奏技術をさらに高めて応用できる。
初級（初心者）
・バイエル５１～８０番を教材として基礎的な演奏技術の習得に加えて、豊かな音楽表現ができる。
・「こどもの歌曲」の弾き歌いのレパートリーを拡げることができる。
中・上級者
・前期の「表現Ⅰ幼児音楽１」で学んだ「ブルクミュラー　２５の練習曲」、「ソナチネ・アルバム１」のレパートリーをさらに拡げて
より高度な演奏技術を身につけ、豊かな表現ができる。
・「こどもの歌曲」の弾き歌いのレパートリーを拡げることができる。

授業の方法

初級クラスはML教室を使用してグループレッスンや個人レッスンを行う。
中・上級クラスは音楽室と練習室を使用して個人レッスンを行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 西野　美穂、今井　由惠、未定

授業の位置づけ

変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育の在り方を考え続けることができるようになるため
の科目である。学生が将来、保育者・教育者として、子ども達と音楽活動を行うときに必要なピアノ演奏の基礎的な力を身につける科目で
ある。
子育て支援者として必要な基本的な技能・表現力を身につけるための科目である。
「表現Ⅰ幼児音楽１」の発展となり、「保育内容指導法（音楽表現１、２）」、「教科教育法音楽」、「総合表現音楽Ⅰ、Ⅱ」の基礎とな
る。　


授業の概要

この授業では、学生が将来保育者・教育者として子どもたちと音楽活動を行うときに必要となるピアノ演奏の基礎的な力を身につける。さ
らに、子どもの音楽遊びにおいてイメージをひろげ、感性を養うための保育の展開に必要となる「弾き歌い」の知識や技術を実践的に習得
する。授業は前期の「表現Ⅰ幼児音楽１」と同様、初級クラスと中・上級クラスに分け、それぞれのレベルに合った教材を用い、個人レッ
スンを中心として行う。また、弾き歌いの練習も加え、豊かな表現力を養う。

1

オリエンテーション
・前期「表現Ⅰ幼児音楽１」で習得した演奏技術の確認。・夏休
み中の課題の確認。
・それぞれの担当教員と今後の課題について相談する。

前期に学習した内容を確認してお
く。（２５分）

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２０分）

2

演奏　鍵盤楽器１
初級・・・・バイエル５１～５４番（８分の６拍子）　・「こど
もの歌曲」より『かえるの合唱』
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム」より指定された曲　・「こどもの歌曲」より『チュー
リップ』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして実技テスト後に担当教官から講評します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

演奏　鍵盤楽器４
初級・・・・バイエル６０～６１番（対位法的な音楽、付点）
・「こどもの歌曲」より『きらきらぼし』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『うみ』


担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

3

演奏　鍵盤楽器２
初級・・・・バイエル５５～５７番（へ音記号、強弱）　・「こ
どもの歌曲」より『大きな栗の木のしたで』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『おべんとう』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

4

演奏　鍵盤楽器３
初級・・・・バイエル５８～５９番（８分の３拍子）　・「こど
もの歌曲」より『むすんでひらいて』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『おかえりのうた』


担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）
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6

演奏　鍵盤楽器５
初級・・・・バイエル６２～６４番（スタッカート、４手連弾）
・「こどもの歌曲」より『チューリップ』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『こぎつね』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

9

演奏　鍵盤楽器８
初級・・・・バイエル７０～７２番（ト長調）　・「こどもの歌
曲」より『うみ』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『たなばたさま』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

10

演奏　鍵盤楽器９
初級・・・・バイエル７３～７４番（臨時記号、三連符　・「こ
どもの歌曲」より『こぎつね』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『ジングルベル』
後期実技試験の課題曲を発表。学生は課題曲の中からの選曲をす
る。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

7

演奏　鍵盤楽器６
初級・・・・バイエル６５～６６番（ハ長調の音階、指くぐり）
・「こどもの歌曲」より『おべんとう』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『とんぼのめがね』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

8

演奏　鍵盤楽器７
初級・・・・バイエル６７～６９番（重音の練習）　・「こども
の歌曲」より『おかえりのうた』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『森のくまさん』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

13

演奏　鍵盤楽器１２
初級・・・・バイエル７９番（イ長調）　・「こどもの歌曲」よ
り 前回までの復習
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より 前回までの復習
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

14

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。試験日
が次回にあたる学生は見学する。

実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。　（２０分）

11

演奏　鍵盤楽器１０
初級・・・・バイエル７５～７６番（ニ長調）　・「こどもの歌
曲」より『とんぼのめがね』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『きよしこのよる』
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

12

演奏　鍵盤楽器１１
初級・・・・バイエル７７～７８番（さまざまな奏法）　・「こ
どもの歌曲」より 前回までの復習
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より　前回までの復習
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

定期試験 0 なし

15

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。
試験が終了した学生は見学する。

実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。（２０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

30 ・授業態度　・予習復習等の自主的学習態度
・毎授業での課題演奏の達成度

履修条件・留意
事項等

各自、事前学習、事後学習に十分に取り組んで授業に臨むこと。

備考欄

その他 70 第１４、１５回の授業で実技試験を行う

教科書

バイエル　ピアノ教則本　New Edition 　音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲　全音楽譜出版社
ソナチネ・アルバム１　全音楽譜出版社
実用　こどもの歌曲200選　松山祐士編　ドレミ出版社

参考文献 ソナチネ・アルバム２　全音楽譜出版社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10656012 表現I幼児音楽２（2組） 3401 1 1

到達目標

前期の「表現Ⅰ幼児音楽１」で学んだ鍵盤楽器の基礎的な演奏技術をさらに高めて応用できる。
初級（初心者）
・バイエル５１～８０番を教材として基礎的な演奏技術の習得に加えて、豊かな音楽表現ができる。
・「こどもの歌曲」の弾き歌いのレパートリーを拡げることができる。
中・上級者
・前期の「表現Ⅰ幼児音楽１」で学んだ「ブルクミュラー　２５の練習曲」、「ソナチネ・アルバム１」のレパートリーをさらに拡げて
より高度な演奏技術を身につけ、豊かな表現ができる。
・「こどもの歌曲」の弾き歌いのレパートリーを拡げることができる。

授業の方法

初級クラスはML教室を使用してグループレッスンや個人レッスンを行う。
中・上級クラスは音楽室と練習室を使用して個人レッスンを行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 西野　美穂、今井　由惠、未定

授業の位置づけ

変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育の在り方を考え続けることができるようになるため
の科目である。学生が将来、保育者・教育者として、子ども達と音楽活動を行うときに必要なピアノ演奏の基礎的な力を身につける科目で
ある。
子育て支援者として必要な基本的な技能・表現力を身につけるための科目である。
「表現Ⅰ幼児音楽１」の発展となり、「保育内容指導法（音楽表現１、２）」、「教科教育法音楽」、「総合表現音楽Ⅰ、Ⅱ」の基礎とな
る。　


授業の概要

この授業では、学生が将来保育者・教育者として子どもたちと音楽活動を行うときに必要となるピアノ演奏の基礎的な力を身につける。さ
らに、子どもの音楽遊びにおいてイメージをひろげ、感性を養うための保育の展開に必要となる「弾き歌い」の知識や技術を実践的に習得
する。授業は前期の「表現Ⅰ幼児音楽１」と同様、初級クラスと中・上級クラスに分け、それぞれのレベルに合った教材を用い、個人レッ
スンを中心として行う。また、弾き歌いの練習も加え、豊かな表現力を養う。

1

オリエンテーション
・前期「表現Ⅰ幼児音楽１」で習得した演奏技術の確認。・夏休
み中の課題の確認。
・それぞれの担当教員と今後の課題について相談する。

前期に学習した内容を確認してお
く。（２５分）

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２０分）

2

演奏　鍵盤楽器１
初級・・・・バイエル５１～５４番（８分の６拍子）　・「こど
もの歌曲」より『かえるの合唱』
中上級・・・「ブルクミュラー　２５の練習曲」「ソナチネ・ア
ルバム」より指定された曲　・「こどもの歌曲」より『チュー
リップ』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして実技テスト後に担当教官から講評します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

演奏　鍵盤楽器４
初級・・・・バイエル６０～６１番（対位法的な音楽、付点）
・「こどもの歌曲」より『きらきらぼし』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『うみ』


担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

3

演奏　鍵盤楽器２
初級・・・・バイエル５５～５７番（へ音記号、強弱）　・「こ
どもの歌曲」より『大きな栗の木のしたで』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『おべんとう』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

4

演奏　鍵盤楽器３
初級・・・・バイエル５８～５９番（８分の３拍子）　・「こど
もの歌曲」より『むすんでひらいて』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『おかえりのうた』


担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）
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6

演奏　鍵盤楽器５
初級・・・・バイエル６２～６４番（スタッカート、４手連弾）
・「こどもの歌曲」より『チューリップ』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『こぎつね』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

9

演奏　鍵盤楽器８
初級・・・・バイエル７０～７２番（ト長調）　・「こどもの歌
曲」より『うみ』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『たなばたさま』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

10

演奏　鍵盤楽器９
初級・・・・バイエル７３～７４番（臨時記号、三連符　・「こ
どもの歌曲」より『こぎつね』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『ジングルベル』
後期実技試験の課題曲を発表。学生は課題曲の中からの選曲をす
る。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

7

演奏　鍵盤楽器６
初級・・・・バイエル６５～６６番（ハ長調の音階、指くぐり）
・「こどもの歌曲」より『おべんとう』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『とんぼのめがね』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

8

演奏　鍵盤楽器７
初級・・・・バイエル６７～６９番（重音の練習）　・「こども
の歌曲」より『おかえりのうた』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『森のくまさん』

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

13

演奏　鍵盤楽器１２
初級・・・・バイエル７９番（イ長調）　・「こどもの歌曲」よ
り 前回までの復習
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より 前回までの復習
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

14

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。試験日
が次回にあたる学生は見学する。

実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。　（２０分）

11

演奏　鍵盤楽器１０
初級・・・・バイエル７５～７６番（ニ長調）　・「こどもの歌
曲」より『とんぼのめがね』
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より『きよしこのよる』
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

12

演奏　鍵盤楽器１１
初級・・・・バイエル７７～７８番（さまざまな奏法）　・「こ
どもの歌曲」より 前回までの復習
中上級・・・ソナチネ・アルバムより指定された曲　・「こども
の歌曲」より　前回までの復習
実技試験の課題曲を練習し、指導を受ける。

担当の教員が指示した課題を練習し
ておく。（２５分）

指導内容を確認して練習しておく。
（２０分）

定期試験 0 なし

15

まとめ
・実技試験による確認
　試験は人前での演奏に慣れるため、発表会形式にする。
試験が終了した学生は見学する。

実技試験の課題曲を練習しておく。
（２５分）

実技試験の演奏の結果をふまえて練
習する。（２０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

30 ・授業態度　・予習復習等の自主的学習態度
・毎授業での課題演奏の達成度

履修条件・留意
事項等

各自、事前学習、事後学習に十分に取り組んで授業に臨むこと。

備考欄

その他 70 第１４、１５回の授業で実技試験を行う

教科書

バイエル　ピアノ教則本　New Edition 　音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲　全音楽譜出版社
ソナチネ・アルバム１　全音楽譜出版社
実用　こどもの歌曲200選　松山祐士編　ドレミ出版社

参考文献 ソナチネ・アルバム２　全音楽譜出版社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10657011 表現II造形１（1組） 3404 1 2

到達目標

１造形表現と子どもの関係を理解できる。
２子どもの感性を豊かにする造形表現を実践できる。
３.こどもの造形表現についての基礎的な指導ができる。

授業の方法

配布物やDVDなどをとおしてテーマへの理解を深め制作への動機付けをおこなう。
各テーマごとに作品を制作し、制作したものはポートフォリオにまとめ活動を振り返り素材や創造性への理解を深める。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、活動報告をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育に必要な表現力を身につけ、表現方法の理解に関する科目である。幼稚園教諭免許及び小学校教諭免許取得に必須の科目であり、こど
もの造形表現に関する理解と保育者・教育者としての実践力を身につける科目である。また、ディプロマポリシーの「変化する社会の中
で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと
特に関係のある科目である。「保育内容指導法（造形表現１,２）」ではおもに絵で表す活動を中心に学んできたが、本科目では素材への
理解を深めながら立体表現を中心に制作する。「表現Ⅱ造形２」の基礎となる。

授業の概要

造形表現活動は、自分の思いを何らかの形や色彩、その他の表現方法で表す活動である。子どもは結果よりも活動自体を楽しむ傾向にあ
り、それは環境へ自ら働きかけて遊びながら表現し、表現しながら遊んでいる。保育においてはこのプロセスを大切にし感性や想像力を働
かせ創造性を育むことが大切である。ここでは、子どもの造形表現の理解を深め、保育者としての表現力も習得する。

1

オリエンテーション〜社会の中の造形表現
我々の身の回りにある造形表現（美術作品）について考察をして
いく。社会の中にある美術館やパブリックアートなどが担う役割
について理解を深めて行く。

教科書のｐ1～ｐ23をよんでおくこ
と（25分）

授業内容をワークシートにまとめ
る。（20分）

2

描画表現―観察から想像する
身のまわりのものを観察することから想像を膨らますことをテー
マに絵を描く。観察することや想像することがいかに創造性と関
わっているのかを考察する。

任意で絵本や画集を選び多様な表現
を確認する。（25分）

こどもの自由な発想を保障する保育
者のかかわりについてまとめる。
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ポートフォリオに評価をつけて返却する。製作物に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

描画表現―キャラクターについて②
テレビや漫画などに登場するキャラクターとこどもの描画表現に
ついて再考する。前回の講義でまとめた友達の特徴からイメージ
を膨らましオリジナルのキャラクターを作成する。

日本のキャラクター文化について調
べておく。（25分）

作品を完成させる。（20分）

6

素材と関わる表現―紙との関わりからイメージを膨らます　①
色画用紙を使ったオリジナルの「新種の生き物」を制作する。紙
の特徴をつかみ次回の講義で作る「新種の生き物」のアイデアス
ケッチをワークシートにまとめる。

教科書ｐ32～ｐ37まで読んでおく。
（25分）

アイデアスケッチを完成させる。
（20分）

3

描画表現―観察からイメージをつかむ（詩の朗読から）　
「不思議」をテーマに身のまわりのものを観察し絵を描く。観察
することや想像することがいかに創造性と関わっているのかを考
察する。

任意で絵本や画集を選び多様な表現
を確認する。（25分）

不思議をテーマにした作品を完成さ
せる。（20分）

4

描画表現―キャラクターについて①
テレビや漫画などに登場するキャラクターとこどもの描画表現に
ついて再考する。友達のキャラクターを制作するにあたり、ワー
クシートに友達の特長をまとめる。

教科書ｐ26～ｐ31まで読んでおく。
（25分）

キャラクターについてのワークシー
トをまとめる。（20分）

7

素材と関わる表現―紙との関わりからイメージを膨らます　②
色画用紙を使ったオリジナルの「新種の生き物」を制作する。前
回の講義で作成したワークシートを元に自立する「新種の生き
物」を色画用紙を使って制作する。

不要になった紙などの材料を集めて
おく。（25分）

作品を完成させる。（20分）
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9

楽しい造形遊び　―飛ぶものを作る①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義では紙皿を
使ったオリジナルUFOの制作をし、風の力を利用した造形やゴム
等の動力を使って飛ばす造形について考察する。現代のこどもに
即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデアをワークシートに
まとめる。

教科書ｐ153～ｐ154まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

10

楽しい造形遊び　―飛ぶものを作る②
前回まとめたワークシートをもとに紙皿を使ったオリジナルUFO
の制作をする。飛ぶための形を考慮しつつ、形、色、素材を工夫
する。

不要になったカップなどの材料を用
意する。（25分）

次回必要な材料を確認する。（20
分）

8

素材と関わる表現―紙との関わりからイメージを膨らます　③
完成したオリジナルの「新種の生き物」を撮影する。それぞれの
作品に合った場所で撮影し自作の物語をつくりポートフォリオに
まとめる。

作品が自立するように調整してお
く。（25分）

ポートフォリオを完成させる。（20
分）

13

楽しい造形遊び　〜走るものを作る②
前回作成したワークシートを元にオリジナルカーの制作をする。
既成概念にとらわれず思いつきを積極的に取り入れながら柔軟に
制作を進める。車輪の動く構造を完成させる。

材料を準備しておく。（25分） 次回必要な材料を確認する。（20
分）

14

楽しい造形遊び　〜走るものを作る③
前回に引き続きオリジナルカーの制作をする。色、形、素材を工
夫しながら完成させる。車輪の動く構造が出来ているか確認す
る。

必要な材料を準備しておく。
（25分）

車輪が回るか確認し作品を完成させ
る。（20分）

11

楽しい造形遊び　―飛ぶものを作る③
完成したオリジナルUFOを実際に飛ばしてみる。実際の活動の様
子を撮影し、自作のUFOの物語りをポートフォリオにまとめる。
また、遊び方や制作の方法などを、紙皿を使った造形活動の指導
案を作成する。

必要な材料を準備しておく。（25
分）

作品を完成させポートフォリオにま
とめる。（20分）

12

楽しい造形遊び　〜走るものを作る①
子どもは身近な材料を自分の世界に持ち込んで楽しめる。ここで
は、紙を中心にやさしくつくれて遊べる車輪が動くオリジナル
カーの作品づくりをする。車輪の構造を理解しアイデアをワーク
シートにまとめる。

車輪が回る構造を調べておく（25
分）

ワークシートにアイデアをまとめ
る。（20分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 作品（期限内提出、制作条件の理解、制作の取組、作品内容）

15

楽しい造形遊び　〜走るものを作る④
ダンボールを使って坂道を作り完成したオリジナルカーを実際に
走らせる。実際の活動の様子を撮影し、オリジナルカーのコンセ
プトをポートフォリオにまとめる。また、遊び方や制作の方法な
どを、車輪の動く造形活動の指導案を作成する。

車輪が回るように調整しておく。
（25分）

授業内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ポートフォリオ作成にあたり指定したクリアファイルを用意しておく

備考欄

その他 50 ポートフォリオ（制作のまとめ、内容の報告）。指導案（こどもや環境への配慮）

教科書 なし

参考文献  ●授業時に資料配布・参考作品を提示  　●文部科学省「幼稚園　教育要領」
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10657012 表現II造形１（2組） 3404 1 2

到達目標

１造形表現と子どもの関係を理解できる。
２子どもの感性を豊かにする造形表現を実践できる。
３.こどもの造形表現についての基礎的な指導ができる。

授業の方法

配布物やDVDなどをとおしてテーマへの理解を深め制作への動機付けをおこなう。
各テーマごとに作品を制作し、制作したものはポートフォリオにまとめ活動を振り返り素材や創造性への理解を深める。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、活動報告をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育に必要な表現力を身につけ、表現方法の理解に関する科目である。幼稚園教諭免許及び小学校教諭免許取得に必須の科目であり、こど
もの造形表現に関する理解と保育者・教育者としての実践力を身につける科目である。また、ディプロマポリシーの「変化する社会の中
で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと
特に関係のある科目である。「保育内容指導法（造形表現１,２）」ではおもに絵で表す活動を中心に学んできたが、本科目では素材への
理解を深めながら立体表現を中心に制作する。「表現Ⅱ造形２」の基礎となる。

授業の概要

造形表現活動は、自分の思いを何らかの形や色彩、その他の表現方法で表す活動である。子どもは結果よりも活動自体を楽しむ傾向にあ
り、それは環境へ自ら働きかけて遊びながら表現し、表現しながら遊んでいる。保育においてはこのプロセスを大切にし感性や想像力を働
かせ創造性を育むことが大切である。ここでは、子どもの造形表現の理解を深め、保育者としての表現力も習得する。

1

オリエンテーション〜社会の中の造形表現
我々の身の回りにある造形表現（美術作品）について考察をして
いく。社会の中にある美術館やパブリックアートなどが担う役割
について理解を深めて行く。

教科書のｐ1～ｐ23をよんでおくこ
と（25分）

授業内容をワークシートにまとめ
る。（20分）

2

描画表現―観察から想像する
身のまわりのものを観察することから想像を膨らますことをテー
マに絵を描く。観察することや想像することがいかに創造性と関
わっているのかを考察する。

任意で絵本や画集を選び多様な表現
を確認する。（25分）

こどもの自由な発想を保障する保育
者のかかわりについてまとめる。
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ポートフォリオに評価をつけて返却する。製作物に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

描画表現―キャラクターについて②
テレビや漫画などに登場するキャラクターとこどもの描画表現に
ついて再考する。前回の講義でまとめた友達の特徴からイメージ
を膨らましオリジナルのキャラクターを作成する。

日本のキャラクター文化について調
べておく。（25分）

作品を完成させる。（20分）

6

素材と関わる表現―紙との関わりからイメージを膨らます　①
色画用紙を使ったオリジナルの「新種の生き物」を制作する。紙
の特徴をつかみ次回の講義で作る「新種の生き物」のアイデアス
ケッチをワークシートにまとめる。

教科書ｐ32～ｐ37まで読んでおく。
（25分）

アイデアスケッチを完成させる。
（20分）

3

描画表現―観察からイメージをつかむ（詩の朗読から）　
「不思議」をテーマに身のまわりのものを観察し絵を描く。観察
することや想像することがいかに創造性と関わっているのかを考
察する。

任意で絵本や画集を選び多様な表現
を確認する。（25分）

不思議をテーマにした作品を完成さ
せる。（20分）

4

描画表現―キャラクターについて①
テレビや漫画などに登場するキャラクターとこどもの描画表現に
ついて再考する。友達のキャラクターを制作するにあたり、ワー
クシートに友達の特長をまとめる。

教科書ｐ26～ｐ31まで読んでおく。
（25分）

キャラクターについてのワークシー
トをまとめる。（20分）

7

素材と関わる表現―紙との関わりからイメージを膨らます　②
色画用紙を使ったオリジナルの「新種の生き物」を制作する。前
回の講義で作成したワークシートを元に自立する「新種の生き
物」を色画用紙を使って制作する。

不要になった紙などの材料を集めて
おく。（25分）

作品を完成させる。（20分）
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9

楽しい造形遊び　―飛ぶものを作る①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義では紙皿を
使ったオリジナルUFOの制作をし、風の力を利用した造形やゴム
等の動力を使って飛ばす造形について考察する。現代のこどもに
即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデアをワークシートに
まとめる。

教科書ｐ153～ｐ154まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

10

楽しい造形遊び　―飛ぶものを作る②
前回まとめたワークシートをもとに紙皿を使ったオリジナルUFO
の制作をする。飛ぶための形を考慮しつつ、形、色、素材を工夫
する。

不要になったカップなどの材料を用
意する。（25分）

次回必要な材料を確認する。（20
分）

8

素材と関わる表現―紙との関わりからイメージを膨らます　③
完成したオリジナルの「新種の生き物」を撮影する。それぞれの
作品に合った場所で撮影し自作の物語をつくりポートフォリオに
まとめる。

作品が自立するように調整してお
く。（25分）

ポートフォリオを完成させる。（20
分）

13

楽しい造形遊び　〜走るものを作る②
前回作成したワークシートを元にオリジナルカーの制作をする。
既成概念にとらわれず思いつきを積極的に取り入れながら柔軟に
制作を進める。車輪の動く構造を完成させる。

材料を準備しておく。（25分） 次回必要な材料を確認する。（20
分）

14

楽しい造形遊び　〜走るものを作る③
前回に引き続きオリジナルカーの制作をする。色、形、素材を工
夫しながら完成させる。車輪の動く構造が出来ているか確認す
る。

必要な材料を準備しておく。
（25分）

車輪が回るか確認し作品を完成させ
る。（20分）

11

楽しい造形遊び　―飛ぶものを作る③
完成したオリジナルUFOを実際に飛ばしてみる。実際の活動の様
子を撮影し、自作のUFOの物語りをポートフォリオにまとめる。
また、遊び方や制作の方法などを、紙皿を使った造形活動の指導
案を作成する。

必要な材料を準備しておく。（25
分）

作品を完成させポートフォリオにま
とめる。（20分）

12

楽しい造形遊び　〜走るものを作る①
子どもは身近な材料を自分の世界に持ち込んで楽しめる。ここで
は、紙を中心にやさしくつくれて遊べる車輪が動くオリジナル
カーの作品づくりをする。車輪の構造を理解しアイデアをワーク
シートにまとめる。

車輪が回る構造を調べておく（25
分）

ワークシートにアイデアをまとめ
る。（20分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 作品（期限内提出、制作条件の理解、制作の取組、作品内容）

15

楽しい造形遊び　〜走るものを作る④
ダンボールを使って坂道を作り完成したオリジナルカーを実際に
走らせる。実際の活動の様子を撮影し、オリジナルカーのコンセ
プトをポートフォリオにまとめる。また、遊び方や制作の方法な
どを、車輪の動く造形活動の指導案を作成する。

車輪が回るように調整しておく。
（25分）

授業内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ポートフォリオ作成にあたり指定したクリアファイルを用意しておく

備考欄

その他 50 ポートフォリオ（制作のまとめ、内容の報告）。指導案（こどもや環境への配慮）

教科書 なし

参考文献  ●授業時に資料配布・参考作品を提示  　●文部科学省「幼稚園　教育要領」
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10658011 表現II造形２（1組） 3405 1 2

到達目標

１造形表現と子どもの関係を理解し、子どもの状況に応じた造形表現を提案できる。
２それぞれの地域や環境の特質を考慮した造形表現のあり方を提案し、それを実行できる。
３.素材への理解を深め、様々な方法で立体に表すことができる。

授業の方法

配布物やDVDなどをとおしてテーマへの理解を深め制作への動機付けをおこなう。
各テーマごとに作品を制作し発表する。制作したものはポートフォリオにまとめる。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、活動報告をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育に必要な表現方法の理解に関する科目である。幼稚園教諭免許及び小学校教諭免許取得に必須の科目であり、こどもの造形表現に関す
る理解と保育者・教育者としての実践力を身につける。ディプロマポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、
より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけて
いる。（関心・意欲・態度）」ことと関係のある科目である。「保育内容指導法（造形表現１,２）」、「表現Ⅱ造形１」を基礎とし、
「教科教育法図画工作」の基礎となる。

授業の概要

造形表現活動は色、形、素材と関わり働きかけながら自分の思い表現する活動である。子どもは結果よりも活動自体を楽しむ傾向にあり、
それは環境へ自ら働きかけて遊びながら表現し、表現しながら遊んでいる。保育においてはこのプロセスを大切にしながら創造性を育むこ
とが大切であり、こどもの自由な表現活動を保障し援助できる保育者が求められる。ここでは、子どもの創造性を育む造形活動についての
理解を深め、保育者の創造性にかかわる表現力を身につける。

1

オリエンテーション
後期授業の説明と前期活動の振り返り。こどもの造形活動と遊
び、自由な発想の保障と創造性について再考しワークシートにま
とめる。

教科書ｐ56～ｐ59まで読んでおく。
（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

2

身近な素材を使った造形遊びの展開１
素材への理解を深めながら造形活動を展開する。活動の振り返り
として、工夫した点（形や色や素材の工夫、動きの工夫）をポー
トフォリオにまとめる。遊びの中の創造性について理解を深め
る。

ペープサートについて調べる。教科
書ｐ145～ｐ147を読んで置く（25
分）

ペープサート実演にむけて準備す
る。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ポートフォリオ等に評価をつけて返却する。製作物や発表に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

楽しい造形遊び　―空気で膨らむ造形②
前回まとめたワークシートをもとに傘袋を使ったオリジナルの作
品を制作をする。空気で膨らむ構造を考慮しつつ、形、色、素材
を工夫する。

材料を用意する。（25分） 作品を完成させる。（20分）

6

楽しい造形遊び　―空気で膨らむ造形③
完成したオリジナルの作品を実際に膨らませてみる。実際の活動
の様子を撮影し、自作の作品のコンセプトをポートフォリオにま
とめる。また、遊び方や制作の方法などを、ビニール袋を使った
造形活動の指導案を作成する。

完成させた作品のコンセプトをまと
めておく。（25
分）

指導案、ポートフォリオを完成させ
る。（20分）

3

身近な素材を使った造形遊びの展開２
保育・教育の視点から活動ねらいや注意事項をポートフォリオに
まとめる。遊びに展開する方法や作り方を習得する。

発表の準備をする。（25分） 活動内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

4

楽しい造形遊び　―空気で膨らむ造形①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義では傘袋を使
い膨らむ構造からイメージを膨らませ制作をする。現代のこども
に即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデアをワークシート
にまとめる。

教科書ｐ59～ｐ67まで読んでおく。
（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

7

楽しい造形遊び　―新しいメガネで世界をのぞこう①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義ではユーモア
を大切に普段の見方が変わるようなオリジナルの眼鏡を制作をす
る。現代のこどもに即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデ
アをワークシートにまとめる。

教科書ｐ156～ｐ159まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

- 272 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

楽しい造形遊び　―被り物を作ろう①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義では「変身」
をテーマに自分の欲求や自身の生活をみつめオリジナルの妖怪を
制作をする。現代のこどもに即した造形遊びの展開を工夫をす
る。アイデアをワークシートにまとめる。

教科書ｐ163～ｐ168まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

10

楽しい造形遊び　―被り物を作ろう②
前回まとめたワークシートをもとに新聞紙と風船を使ったオリジ
ナル被り物の制作をする。被るたための形を考慮しつつ、形、
色、素材を工夫する。

材料を準備する。（25分） 制作中に気づいたことをワークシー
トにまとめる。（20分）

8

楽しい造形遊び　―新しいメガネで世界をのぞこう②
前回まとめたワークシートをもとにオリジナルのメガネを制作を
する。メガネの構造を考慮しつつ、形、色、素材を工夫する。完
成作品装着して撮影し、自作コンセプトをポートフォリオにまと
める。また、遊び方や制作の方法などををまとめる指。

材料を準備する。（25分） 作品を完成させポートフォリオにま
とめる。（20分）

13

楽しい造形遊び　―やわらかい造形②
前回まとめたワークシートをもとに手袋や靴下、フェルトなどを
使ったオリジナルの作品を制作をする。布の特性を考慮しなが
ら、形、色、素材を工夫する。

材料を用意する。（25分） 制作中に気づいたことをワークシー
トにまとめる。（20分）

14

楽しい造形遊び　―やわらかい造形③
前回に引き続きオリジナルの作品制作をする。色、形、素材を工
夫しながら完成させる。縫い合わせ方や手を入れた時の動きを確
認する。

必要な素材の用意をする。（25分） 作品を完成させる。（20分）

11

楽しい造形遊び　―被り物を作ろう③
完成したオリジナルの被り物を実際に装着する。作品に合った
ポーズを考え撮影し、自作の物語りと一緒にポートフォリオにま
とめる。また、遊び方や制作の方法など、指導案を作成する。

作品を完成させる。（25分） 指導案、ポートフォリオを完成させ
る。（20分）

12

楽しい造形遊び　―やわらかい造形①
本講義では手袋や靴下、フェルトなどを元に各自テーマを決め手
袋シアターやソフトスカルプチャーなど制作をする。現代のこど
もに即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデアをワークシー
トにまとめる。

手袋シアターについて調べておく。
教科書ｐ147～ｐ148まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 作品（期限内提出、制作条件の理解、制作の取組、作品内容）　レポート

15

楽しい造形遊び　―やわらかい造形④
完成したオリジナルの作品を使って遊んでみる。活動の様子を撮
影し、作品のコンセプトをポートフォリオにまとめる。また、遊
び方や制作の方法などを、布を使った造形活動の指導案を作成す
る。

完成させた作品の遊び方、発表の仕
方を考えておく。（25分）

一年間を通して学んだことをレポー
トにまとめる。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ポートフォリオ作成にあたり指定したクリアファイルを用意しておく

備考欄

その他

50 ポートフォリオ（制作のまとめ、内容の報告）　指導案（こどもや環境への配慮）

教科書 なし

参考文献 授業時に資料配布、参考作品を提示、文部科学省「幼稚園　教育要領」
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10658012 表現II造形２（2組） 3405 1 2

到達目標

１造形表現と子どもの関係を理解し、子どもの状況に応じた造形表現を提案できる。
２それぞれの地域や環境の特質を考慮した造形表現のあり方を提案し、それを実行できる。
３.素材への理解を深め、様々な方法で立体に表すことができる。

授業の方法

配布物やDVDなどをとおしてテーマへの理解を深め制作への動機付けをおこなう。
各テーマごとに作品を制作し発表する。制作したものはポートフォリオにまとめる。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、活動報告をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

保育に必要な表現方法の理解に関する科目である。幼稚園教諭免許及び小学校教諭免許取得に必須の科目であり、こどもの造形表現に関す
る理解と保育者・教育者としての実践力を身につける。ディプロマポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、
より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけて
いる。（関心・意欲・態度）」ことと関係のある科目である。「保育内容指導法（造形表現１,２）」、「表現Ⅱ造形１」を基礎とし、
「教科教育法図画工作」の基礎となる。

授業の概要

造形表現活動は色、形、素材と関わり働きかけながら自分の思い表現する活動である。子どもは結果よりも活動自体を楽しむ傾向にあり、
それは環境へ自ら働きかけて遊びながら表現し、表現しながら遊んでいる。保育においてはこのプロセスを大切にしながら創造性を育むこ
とが大切であり、こどもの自由な表現活動を保障し援助できる保育者が求められる。ここでは、子どもの創造性を育む造形活動についての
理解を深め、保育者の創造性にかかわる表現力を身につける。

1

オリエンテーション
後期授業の説明と前期活動の振り返り。こどもの造形活動と遊
び、自由な発想の保障と創造性について再考しワークシートにま
とめる。

教科書ｐ56～ｐ59まで読んでおく。
（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

2

身近な素材を使った造形遊びの展開１
素材への理解を深めながら造形活動を展開する。活動の振り返り
として、工夫した点（形や色や素材の工夫、動きの工夫）をポー
トフォリオにまとめる。遊びの中の創造性について理解を深め
る。

ペープサートについて調べる。教科
書ｐ145～ｐ147を読んで置く（25
分）

ペープサート実演にむけて準備す
る。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

ポートフォリオ等に評価をつけて返却する。製作物や発表に関しては適宜講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

楽しい造形遊び　―空気で膨らむ造形②
前回まとめたワークシートをもとに傘袋を使ったオリジナルの作
品を制作をする。空気で膨らむ構造を考慮しつつ、形、色、素材
を工夫する。

材料を用意する。（25分） 作品を完成させる。（20分）

6

楽しい造形遊び　―空気で膨らむ造形③
完成したオリジナルの作品を実際に膨らませてみる。実際の活動
の様子を撮影し、自作の作品のコンセプトをポートフォリオにま
とめる。また、遊び方や制作の方法などを、ビニール袋を使った
造形活動の指導案を作成する。

完成させた作品のコンセプトをまと
めておく。（25
分）

指導案、ポートフォリオを完成させ
る。（20分）

3

身近な素材を使った造形遊びの展開２
保育・教育の視点から活動ねらいや注意事項をポートフォリオに
まとめる。遊びに展開する方法や作り方を習得する。

発表の準備をする。（25分） 活動内容をポートフォリオにまとめ
る。（20分）

4

楽しい造形遊び　―空気で膨らむ造形①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義では傘袋を使
い膨らむ構造からイメージを膨らませ制作をする。現代のこども
に即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデアをワークシート
にまとめる。

教科書ｐ59～ｐ67まで読んでおく。
（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

7

楽しい造形遊び　―新しいメガネで世界をのぞこう①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義ではユーモア
を大切に普段の見方が変わるようなオリジナルの眼鏡を制作をす
る。現代のこどもに即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデ
アをワークシートにまとめる。

教科書ｐ156～ｐ159まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）
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9

楽しい造形遊び　―被り物を作ろう①
子どもは遊びを通して感受性を豊かにする。本講義では「変身」
をテーマに自分の欲求や自身の生活をみつめオリジナルの妖怪を
制作をする。現代のこどもに即した造形遊びの展開を工夫をす
る。アイデアをワークシートにまとめる。

教科書ｐ163～ｐ168まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

10

楽しい造形遊び　―被り物を作ろう②
前回まとめたワークシートをもとに新聞紙と風船を使ったオリジ
ナル被り物の制作をする。被るたための形を考慮しつつ、形、
色、素材を工夫する。

材料を準備する。（25分） 制作中に気づいたことをワークシー
トにまとめる。（20分）

8

楽しい造形遊び　―新しいメガネで世界をのぞこう②
前回まとめたワークシートをもとにオリジナルのメガネを制作を
する。メガネの構造を考慮しつつ、形、色、素材を工夫する。完
成作品装着して撮影し、自作コンセプトをポートフォリオにまと
める。また、遊び方や制作の方法などををまとめる指。

材料を準備する。（25分） 作品を完成させポートフォリオにま
とめる。（20分）

13

楽しい造形遊び　―やわらかい造形②
前回まとめたワークシートをもとに手袋や靴下、フェルトなどを
使ったオリジナルの作品を制作をする。布の特性を考慮しなが
ら、形、色、素材を工夫する。

材料を用意する。（25分） 制作中に気づいたことをワークシー
トにまとめる。（20分）

14

楽しい造形遊び　―やわらかい造形③
前回に引き続きオリジナルの作品制作をする。色、形、素材を工
夫しながら完成させる。縫い合わせ方や手を入れた時の動きを確
認する。

必要な素材の用意をする。（25分） 作品を完成させる。（20分）

11

楽しい造形遊び　―被り物を作ろう③
完成したオリジナルの被り物を実際に装着する。作品に合った
ポーズを考え撮影し、自作の物語りと一緒にポートフォリオにま
とめる。また、遊び方や制作の方法など、指導案を作成する。

作品を完成させる。（25分） 指導案、ポートフォリオを完成させ
る。（20分）

12

楽しい造形遊び　―やわらかい造形①
本講義では手袋や靴下、フェルトなどを元に各自テーマを決め手
袋シアターやソフトスカルプチャーなど制作をする。現代のこど
もに即した造形遊びの展開を工夫をする。アイデアをワークシー
トにまとめる。

手袋シアターについて調べておく。
教科書ｐ147～ｐ148まで読んでお
く。（25分）

ワークシートを完成させる。（20
分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 作品（期限内提出、制作条件の理解、制作の取組、作品内容）　レポート

15

楽しい造形遊び　―やわらかい造形④
完成したオリジナルの作品を使って遊んでみる。活動の様子を撮
影し、作品のコンセプトをポートフォリオにまとめる。また、遊
び方や制作の方法などを、布を使った造形活動の指導案を作成す
る。

完成させた作品の遊び方、発表の仕
方を考えておく。（25分）

一年間を通して学んだことをレポー
トにまとめる。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

ポートフォリオ作成にあたり指定したクリアファイルを用意しておく

備考欄

その他

50 ポートフォリオ（制作のまとめ、内容の報告）　指導案（こどもや環境への配慮）

教科書 なし

参考文献 授業時に資料配布、参考作品を提示、文部科学省「幼稚園　教育要領」
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10659011 表現III身体表現１（1組） 3408 1 3

到達目標

1.身体による表現手段ならびにコミュニケーション手段の中心となる「声」を多様に使うことができるとともに、異なる「声」による「発
話」表現の違いを指摘できる。
2.コミュニケーションゲームに親しみながら、幼児・児童向けへの応用方法を挙げることができる。
3.「発話」と「身体」を関連づけて認識することができ、効果的な身体表現に向けて磨き上げていくことができる。
4.グループで意識の共有を図りながら、「文字表現」を「身体表現」化することができる。

授業の方法

口頭説明及びデモンストレーションによって実施内容を示し、主にグループワークによる発表やコミュニケーションゲームの体験学習を行
う。毎回コメントシートにその日の授業での発見や感想等を書いて必ず提出する。個々のシートに必要な返信をするほか、全体に役立つ点
は以後の授業でフィードバック反映する。なお幼児・児童向けの応用検討等を推奨するが、担当講師は幼児・児童教育の専門家ではないた
め、その点についての評価はこの授業としては行わない。各自の知見としてまとめておいて、関連専門科目で応用するための備えとしてほ
しい。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 細田　洋介

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの乳幼児期・学童期のこどもの基本的な知識、こどもの特徴と発達へのニーズを見極め対応できる教育的能力、より適
切な保育・教育のあり方を考え続け、不断に学ぶ意欲・態度を身につけることと関連がある科目です。
これまでに学んだ「表現IV日本語表現」「表現II造形」等と関連し、「表現III身体表現2」の基礎となる科目です。

授業の概要

保育者・教育者には幼児や児童と「触れ合う」コミュニケーションが求められます。そのためには、まず自らが身体表現を実践しながら、
いかに身体や声が機能するかを理解する必要があります。演劇的な手法を軸として、コミュニケーションの根幹にかかわる表現の身体性を
実践的に学びます。

1

＜講義ガイダンス＞
＜コミュニケーションの基本・聞く伝える＞
・講義展開と受講の心得を説明した上で、発声の基礎的トレーニ
ング等で声と身体と意識を使います。

・シラバスを事前に読んでおくこと
(15分)

・発声トレーニングに慣れておくこ
と(30分/毎日5分程度)

2

＜文章を声で伝える＞
短い文章の一部を読み伝える。

・前回配付した文章を読む準備と練
習(20分)

・発声トレーニングに慣れておくこ
と(30分/毎日5分程度)

実務経験のある
教員の教育内容

舞台演出家、児童向け演劇ワークショップ講師としての実務経験を活かし、身体表現の指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

コメントシートに必要なコメントを返すほか、重要事項については授業で取り上げて説明します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜身体表現ゲーム＞
よく知られた童話や昔話を題材に、自分たちの身体による表現で
伝える。

・よく知られた童話や昔話をいくつ
か思い起こしておくこと(20分)

・今回実施したゲームを幼児や児童
に適用する場合の手順などをシミュ
レーションしてみること(25分)

6

＜童話の身体表現発表1-1＞
前回授業までに配付している童話を語り芝居形式で表現してみ
る。

・前回授業までに配付している童話
の数編で、登場役としての動き等を
考えておくこと(20分)

・実際に動いたり見たりして気づい
たことを活かし、さらに伝わりやす
い方法を考えてみること(25分)

3

＜童話を声で伝える＞
童話作品をリレー形式で読み伝える。

・前回配付の童話のうち1～2編程度
を読めるよう準備(30分)

・実際に読み聞きして気づいたこと
を活かし、改めて自分なりに読んで
みること(15分)

4

＜童話を声で伝える2＞
童話作品をリレー形式で読み伝える。

・前々回配付の童話のうち1～2編を
読めるよう準備しておく。すでに読
み終えた者も体験的に新たな作品で
準備してみること(20分)

・実際に読み聞きして気づいたこと
を活かし、改めて自分なりに読んで
みること(15分)

9

＜童話の身体表現発表2-1＞
前回工夫練習した語り芝居形式童話を発表する。

・相談、練習したことを確認してお
くこと(15分)

・さらに伝わりやすい方法を考えて
みること(30分)

10

＜童話の身体表現発表2-2＞
前々回工夫練習した語り芝居形式童話を発表する。

・相談、練習したことを確認してお
くこと(15分)

・さらに伝わりやすい方法を考えて
みること(30分)

7

＜童話の身体表現発表1-2＞
前々回授業までに配付している童話を語り芝居形式で表現してみ
る。

・前回授業までに配付している童話
の数編で、登場役としての動き等を
考えておくこと(20分)

・実際に動いたり見たりして気づい
たことを活かし、さらに伝わりやす
い方法を考えてみること(25分)

8

＜童話の身体表現再発表向け練習＞
前2回に発表した語り芝居形式童話を各チームでさらに工夫練習
する。

・前２回での発表の改善点を考えて
おくこと(15分)

・次の発表に向けて相談、練習した
ことを確認しておくこと(30分)

11

＜コミュニケーションゲーム＞
声や身体を使って進める集団ゲーム等

・これまでの授業内容で、コミュニ
ケーションがどのように働いていた
かを考えておくこと(15分)

・今回実施したゲームを幼児児童に
適用する手順などをシミュレーショ
ンしてみること(30分)
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13

＜手遊び研究2＞
「手遊び」理解に基づいた応用検討。

・前回の実践経験をふりかえってお
くこと(30分)

・体験した手遊びを再確認しておく
こと(15分)

14

＜手遊び研究3＞
応用検討した「手遊び」の発表。

・前回までの実践経験をふりかえっ
ておくこと(15分)

・体験実践した手遊びを再確認して
おくこと(30分)

12

＜手遊び研究1＞
「手遊び」を理解するための実践研究。

・手遊び経験等をふりかえっておく
こと(25分)

・実践対応した手遊びを再確認して
おくこと(20分)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 課題参加姿勢(出席状況含む)及びグループ発表等の達成度貢献度

15

＜講義のまとめと振り返り＞
・これまでの講義全体を振り返りその要点をまとめます。

・これまでの講義全体を振り返り、
そのポイント等を自分なりにまとめ
ておく(20分)

・これまでの講義全体を振り返り、
幼児・児童指導に応用して活かせる
点をまとめてみる(25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

筆記用具を持参。動きやすい服装(パンツスタイル)で受講してください。

備考欄

その他 30 コメントシート記載内容

教科書 使用しない

参考文献 特に無し
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10659012 表現III身体表現１（2組） 3408 1 3

到達目標

1.身体による表現手段ならびにコミュニケーション手段の中心となる「声」を多様に使うことができるとともに、異なる「声」による「発
話」表現の違いを指摘できる。
2.コミュニケーションゲームに親しみながら、幼児・児童向けへの応用方法を挙げることができる。
3.「発話」と「身体」を関連づけて認識することができ、効果的な身体表現に向けて磨き上げていくことができる。
4.グループで意識の共有を図りながら、「文字表現」を「身体表現」化することができる。

授業の方法

口頭説明及びデモンストレーションによって実施内容を示し、主にグループワークによる発表やコミュニケーションゲームの体験学習を行
う。毎回コメントシートにその日の授業での発見や感想等を書いて必ず提出する。個々のシートに必要な返信をするほか、全体に役立つ点
は以後の授業でフィードバック反映する。なお幼児・児童向けの応用検討等を推奨するが、担当講師は幼児・児童教育の専門家ではないた
め、その点についての評価はこの授業としては行わない。各自の知見としてまとめておいて、関連専門科目で応用するための備えとしてほ
しい。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 細田　洋介

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの乳幼児期・学童期のこどもの基本的な知識、こどもの特徴と発達へのニーズを見極め対応できる教育的能力、より適
切な保育・教育のあり方を考え続け、不断に学ぶ意欲・態度を身につけることと関連がある科目です。
これまでに学んだ「表現IV日本語表現」「表現II造形」等と関連し、「表現III身体表現2」の基礎となる科目です。

授業の概要

保育者・教育者には幼児や児童と「触れ合う」コミュニケーションが求められます。そのためには、まず自らが身体表現を実践しながら、
いかに身体や声が機能するかを理解する必要があります。演劇的な手法を軸として、コミュニケーションの根幹にかかわる表現の身体性を
実践的に学びます。

1

＜講義ガイダンス＞
＜コミュニケーションの基本・聞く伝える＞
・講義展開と受講の心得を説明した上で、発声の基礎的トレーニ
ング等で声と身体と意識を使います。

・シラバスを事前に読んでおくこと
(15分)

・発声トレーニングに慣れておくこ
と(30分/毎日5分程度)

2

＜文章を声で伝える＞
短い文章の一部を読み伝える。

・前回配付した文章を読む準備と練
習(20分)

・発声トレーニングに慣れておくこ
と(30分/毎日5分程度)

実務経験のある
教員の教育内容

舞台演出家、児童向け演劇ワークショップ講師としての実務経験を活かし、身体表現の指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

コメントシートに必要なコメントを返すほか、重要事項については授業で取り上げて説明します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜身体表現ゲーム＞
よく知られた童話や昔話を題材に、自分たちの身体による表現で
伝える。

・よく知られた童話や昔話をいくつ
か思い起こしておくこと(20分)

・今回実施したゲームを幼児や児童
に適用する場合の手順などをシミュ
レーションしてみること(25分)

6

＜童話の身体表現発表1-1＞
前回授業までに配付している童話を語り芝居形式で表現してみ
る。

・前回授業までに配付している童話
の数編で、登場役としての動き等を
考えておくこと(20分)

・実際に動いたり見たりして気づい
たことを活かし、さらに伝わりやす
い方法を考えてみること(25分)

3

＜童話を声で伝える＞
童話作品をリレー形式で読み伝える。

・前回配付の童話のうち1～2編程度
を読めるよう準備(30分)

・実際に読み聞きして気づいたこと
を活かし、改めて自分なりに読んで
みること(15分)

4

＜童話を声で伝える2＞
童話作品をリレー形式で読み伝える。

・前々回配付の童話のうち1～2編を
読めるよう準備しておく。すでに読
み終えた者も体験的に新たな作品で
準備してみること(20分)

・実際に読み聞きして気づいたこと
を活かし、改めて自分なりに読んで
みること(15分)

9

＜童話の身体表現発表2-1＞
前回工夫練習した語り芝居形式童話を発表する。

・相談、練習したことを確認してお
くこと(15分)

・さらに伝わりやすい方法を考えて
みること(30分)

10

＜童話の身体表現発表2-2＞
前々回工夫練習した語り芝居形式童話を発表する。

・相談、練習したことを確認してお
くこと(15分)

・さらに伝わりやすい方法を考えて
みること(30分)

7

＜童話の身体表現発表1-2＞
前々回授業までに配付している童話を語り芝居形式で表現してみ
る。

・前回授業までに配付している童話
の数編で、登場役としての動き等を
考えておくこと(20分)

・実際に動いたり見たりして気づい
たことを活かし、さらに伝わりやす
い方法を考えてみること(25分)

8

＜童話の身体表現再発表向け練習＞
前2回に発表した語り芝居形式童話を各チームでさらに工夫練習
する。

・前２回での発表の改善点を考えて
おくこと(15分)

・次の発表に向けて相談、練習した
ことを確認しておくこと(30分)

11

＜コミュニケーションゲーム＞
声や身体を使って進める集団ゲーム等

・これまでの授業内容で、コミュニ
ケーションがどのように働いていた
かを考えておくこと(15分)

・今回実施したゲームを幼児児童に
適用する手順などをシミュレーショ
ンしてみること(30分)
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13

＜手遊び研究2＞
「手遊び」理解に基づいた応用検討。

・前回の実践経験をふりかえってお
くこと(30分)

・体験した手遊びを再確認しておく
こと(15分)

14

＜手遊び研究3＞
応用検討した「手遊び」の発表。

・前回までの実践経験をふりかえっ
ておくこと(15分)

・体験実践した手遊びを再確認して
おくこと(30分)

12

＜手遊び研究1＞
「手遊び」を理解するための実践研究。

・手遊び経験等をふりかえっておく
こと(25分)

・実践対応した手遊びを再確認して
おくこと(20分)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 課題参加姿勢(出席状況含む)及びグループ発表等の達成度貢献度

15

＜講義のまとめと振り返り＞
・これまでの講義全体を振り返りその要点をまとめます。

・これまでの講義全体を振り返り、
そのポイント等を自分なりにまとめ
ておく(20分)

・これまでの講義全体を振り返り、
幼児・児童指導に応用して活かせる
点をまとめてみる(25分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

筆記用具を持参。動きやすい服装(パンツスタイル)で受講してください。

備考欄

その他 30 コメントシート記載内容

教科書 使用しない

参考文献 特に無し
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10660011 表現III身体表現２（1組） 3409 1 3

到達目標

１　コミュニケーションの手段となる「身体」「表情」「声」を豊かに使うことができ、総合的な身体表現の可能性を広げることができ
る。
２　空間や距離を意識しながら「発信」したり「受信」したりすることができる。
３　コミュニケーションゲームを体験しながら、その目的を踏まえ、幼児・児童向けにプログラムを構成し、応用することができる。
４　グループワークにより、答えのない課題に対して批評的に物事を考察し、他者と協働しながら探求することができる。
５　客観的な視点から、自己や他者の表現について、実践的差異に言及することができる。

授業の方法

全回、実践型のワークショップ形式による授業です。口頭で実践内容を説明します。グループワークによるコミュニケーションゲームやア
クティビティの体験をした後に、それを応用したプログラム構成を行ったり、タイプの異なる児童劇の創作・発表を行います。また、発表
する側の表現がどのように伝わったのか、つどディスカッションを行い、どのようにすれば表現の可能性を高めることができるのか議論し
ます。議論した結果を踏まえて、対話しながらステップアップさせて行きます。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 清水　友陽

授業の位置づけ

教育者・保育者・子育て支援者に求められる、コミュニケーション能力・身体表現力を獲得するための科目です。ディプロマ・ポリシーの
「一人一人のこどもの特徴や発達を見きわめ、それに対応する能力を身につける」「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確
に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続ける」ことと関連がある科目です。
これまでに学んだ他の表現領域「表現IV日本語表現」「表現II造形」等との関連も意識しながら、前期「表現III身体表現１」の応用編と
して位置づけられます。

授業の概要

教育者・保育者に必要なコミュニケーション能力、身体表現力を実践的に発揮できるように、自ら考え、他者と対話しながら、ワーク
ショップ形式で学びます。グループワークにより、答えのない課題を探究する姿勢を身につけ、コミュニケーション・ゲームなど身体を
使った表現の手法についても修得します。

1

【オリエンテーション】
【コミュニケーションゲーム１】
・授業計画と授業の進め方、ルーブリックによる評価の説明。授
業を進めるための「対話を生み出す場」について考察する
・言語を用いないコミュニケーションを、シアターゲームのアク
ティビティを用いて体験・考察する

シラバスを事前に読んでおく　（20
分）

体験したシアターゲームを対象年齢
を変えて行うにはどうしたら良いか
考えてみる（25分）

2

【インプロヴィゼーション（即興）１】
・インプロの協働原則を共有した上で、アクティビティを体験・
考察する

１回目で考えた「対話を生み出す
場」について、それぞれ準備する
（20分）

体験したインプロを対象年齢を変え
て行うにはどうしたら良いか考えて
みる（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

コミュニケーションワークショップ講師の実務経験を活かして、シアターゲームやグループワークの指導を行います。俳優養成所講師の実
務経験を活かして、身体表現の指導を行います。劇作家の視点から、児童劇について共に考察し、アドヴァイスを行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

表現の専門家として一緒に授業に参加しながら、アクティビティごとに気づいたことを伝えます。質問や意見があったら、いつでも言って
ください。その場で、みんなで考えます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【立体紙芝居創作１】
・グループに分かれて、童話や昔話などを４枚の紙芝居として、
身体を使って表現する
・どのように見えたか、互いに検証する
・紙芝居の枚数を増やしてみる

好きな童話や昔話を考えてくる（20
分）

想定する観客を変えると作品として
変化する部分があるか、それはなぜ
かを考える（25分）

6

【立体紙芝居創作２】
・前回作った立体紙芝居に、読み聞かせのパートを加え完成させ
る
・観客を想定し、楽しんでもらうための身体表現を加えてみる
（歌・リズム・ダンスなど）

創作を深めるための身体表現を考え
てくる（20分）

発表会のためのすり合わせ、次回準
備してくるものをまとめる（25分）

3

【色々なものを読んでみる】
・小説・童話・広告・詩など、色々なものを読んでみる
・どのように聞こえるか、声について考察を行う

読みたい言葉を探して持ってくる
（20分）

他者の読み方を思い出し、色々な声
を出してみる（25分）

4

【タブロー（静止画）を体験する】
・身体を使ったタブローについての考え方を体験する
・日常生活や、写真を使ったタブローを表現してみる

自分の身体で動かせる部分を確認し
て、良く動かす部分とあまり動かさ
ない部分を確認しておく（20分）

日常生活の中で、あまり動かしてい
ない身体の部分を意識的に使ってみ
る（25分）

7

【立体紙芝居創作３】
・発表会を行う
・どのように伝わったのか、考察する

発表会の準備（20分） 発表会を対象年齢を変えて行うには
どうしたら良いか考えてみる（25
分）
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9

【インプロヴィゼーション（即興）２】
・より高度なインプロのアクティビティを体験・考察する

インプロヴィゼーション１の内容を
思い出し、振り返っておく（20分）

体験したインプロを対象年齢を変え
て行うにはどうしたら良いか考えて
みる（25分）

10

【童話劇の創作１】
・グループに分かれて、童話や昔話などをもとに短編劇を創作す
る
・童話をいくつかのピースに分けて、グループで短編の創作台本
を書いてみる
・読み合わせを行ない、意見交換する

好きな童話や昔話を考えてくる（20
分）

書き言葉と話し言葉について、どん
なことを感じたか振り替えておく
（25分）

8

【コミュニケーションゲーム２】
・より複雑なコミュニケーションゲームを体験・考察する

コミュニケーションゲーム１の内容
を思い出し、振り返っておく（20
分）

体験したシアターゲームを対象年齢
を変えて行うにはどうしたら良いか
考えてみる（25分）

13

【童話劇の創作４】
・グループ創作を行う
・観客を想定し、楽しんでもらうための身体表現を加えてみる
（歌・リズム・ダンスなど）

創作を深めるための身体表現を考え
てくる（20分）

発表会のためのすり合わせ、次回準
備してくるものをまとめる（25分）

14

【童話劇の創作５】
・発表会を行う
・どのように伝わったのか、考察する

発表会の準備（20分） 発表会を対象年齢を変えて行うには
どうしたら良いか考えてみる（25
分）

11

【童話劇の創作２】
・前回の台本をリライトしてみる
・台本をもとに、短編劇として創作する

リライトのための準備をしてくる
（20分）

次回の創作に向けて、決まっていな
いことをまとめて整理しておく（25
分）

12

【童話劇の創作３】
・グループ創作を行う
・中間発表を行う
・現時点でどのように見えているか、ブラッシュアップのための
意見交換を行う

セリフを覚えてくる（20分） やっていることと、見えていること
の差異について考えてみる（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 各アクティビティ、創作グループワークへの参加意欲・態度
意欲・態度の評価は、ルーブリック表を用いて行う。演技の技術は問わない

15

【まとめ・ふりかえり】
・コミュニケーション能力や身体表現について、要点をまとめる
・授業を通してどんなことを考えたか意見交換を行う

これまでを振り返り、どんなことを
考えたか要点をまとめておく（20
分）

幼児・児童指導にどのように応用で
きるか考えてみる（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

全ての時間、身体を使った実践的な体験学修となるので、動きやすい服装（パンツスタイル）で参加してください。
筆記具を持参してください。

備考欄

その他 20 小レポート、課題レポートの提出

教科書 使用しない

参考文献 特になし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10660012 表現III身体表現２（2組） 3409 1 3

到達目標

１　コミュニケーションの手段となる「身体」「表情」「声」を豊かに使うことができ、総合的な身体表現の可能性を広げることができ
る。
２　空間や距離を意識しながら「発信」したり「受信」したりすることができる。
３　コミュニケーションゲームを体験しながら、その目的を踏まえ、幼児・児童向けにプログラムを構成し、応用することができる。
４　グループワークにより、答えのない課題に対して批評的に物事を考察し、他者と協働しながら探求することができる。
５　客観的な視点から、自己や他者の表現について、実践的差異に言及することができる。

授業の方法

全回、実践型のワークショップ形式による授業です。口頭で実践内容を説明します。グループワークによるコミュニケーションゲームやア
クティビティの体験をした後に、それを応用したプログラム構成を行ったり、タイプの異なる児童劇の創作・発表を行います。また、発表
する側の表現がどのように伝わったのか、つどディスカッションを行い、どのようにすれば表現の可能性を高めることができるのか議論し
ます。議論した結果を踏まえて、対話しながらステップアップさせて行きます。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 清水　友陽

授業の位置づけ

教育者・保育者・子育て支援者に求められる、コミュニケーション能力・身体表現力を獲得するための科目です。ディプロマ・ポリシーの
「一人一人のこどもの特徴や発達を見きわめ、それに対応する能力を身につける」「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確
に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続ける」ことと関連がある科目です。
これまでに学んだ他の表現領域「表現IV日本語表現」「表現II造形」等との関連も意識しながら、前期「表現III身体表現１」の応用編と
して位置づけられます。

授業の概要

教育者・保育者に必要なコミュニケーション能力、身体表現力を実践的に発揮できるように、自ら考え、他者と対話しながら、ワーク
ショップ形式で学びます。グループワークにより、答えのない課題を探究する姿勢を身につけ、コミュニケーション・ゲームなど身体を
使った表現の手法についても修得します。

1

【オリエンテーション】
【コミュニケーションゲーム１】
・授業計画と授業の進め方、ルーブリックによる評価の説明。授
業を進めるための「対話を生み出す場」について考察する
・言語を用いないコミュニケーションを、シアターゲームのアク
ティビティを用いて体験・考察する

シラバスを事前に読んでおく　（20
分）

体験したシアターゲームを対象年齢
を変えて行うにはどうしたら良いか
考えてみる（25分）

2

【インプロヴィゼーション（即興）１】
・インプロの協働原則を共有した上で、アクティビティを体験・
考察する

１回目で考えた「対話を生み出す
場」について、それぞれ準備する
（20分）

体験したインプロを対象年齢を変え
て行うにはどうしたら良いか考えて
みる（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

コミュニケーションワークショップ講師の実務経験を活かして、シアターゲームやグループワークの指導を行います。俳優養成所講師の実
務経験を活かして、身体表現の指導を行います。劇作家の視点から、児童劇について共に考察し、アドヴァイスを行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

表現の専門家として一緒に授業に参加しながら、アクティビティごとに気づいたことを伝えます。質問や意見があったら、いつでも言って
ください。その場で、みんなで考えます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【立体紙芝居創作１】
・グループに分かれて、童話や昔話などを４枚の紙芝居として、
身体を使って表現する
・どのように見えたか、互いに検証する
・紙芝居の枚数を増やしてみる

好きな童話や昔話を考えてくる（20
分）

想定する観客を変えると作品として
変化する部分があるか、それはなぜ
かを考える（25分）

6

【立体紙芝居創作２】
・前回作った立体紙芝居に、読み聞かせのパートを加え完成させ
る
・観客を想定し、楽しんでもらうための身体表現を加えてみる
（歌・リズム・ダンスなど）

創作を深めるための身体表現を考え
てくる（20分）

発表会のためのすり合わせ、次回準
備してくるものをまとめる（25分）

3

【色々なものを読んでみる】
・小説・童話・広告・詩など、色々なものを読んでみる
・どのように聞こえるか、声について考察を行う

読みたい言葉を探して持ってくる
（20分）

他者の読み方を思い出し、色々な声
を出してみる（25分）

4

【タブロー（静止画）を体験する】
・身体を使ったタブローについての考え方を体験する
・日常生活や、写真を使ったタブローを表現してみる

自分の身体で動かせる部分を確認し
て、良く動かす部分とあまり動かさ
ない部分を確認しておく（20分）

日常生活の中で、あまり動かしてい
ない身体の部分を意識的に使ってみ
る（25分）

7

【立体紙芝居創作３】
・発表会を行う
・どのように伝わったのか、考察する

発表会の準備（20分） 発表会を対象年齢を変えて行うには
どうしたら良いか考えてみる（25
分）
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9

【インプロヴィゼーション（即興）２】
・より高度なインプロのアクティビティを体験・考察する

インプロヴィゼーション１の内容を
思い出し、振り返っておく（20分）

体験したインプロを対象年齢を変え
て行うにはどうしたら良いか考えて
みる（25分）

10

【童話劇の創作１】
・グループに分かれて、童話や昔話などをもとに短編劇を創作す
る
・童話をいくつかのピースに分けて、グループで短編の創作台本
を書いてみる
・読み合わせを行ない、意見交換する

好きな童話や昔話を考えてくる（20
分）

書き言葉と話し言葉について、どん
なことを感じたか振り替えておく
（25分）

8

【コミュニケーションゲーム２】
・より複雑なコミュニケーションゲームを体験・考察する

コミュニケーションゲーム１の内容
を思い出し、振り返っておく（20
分）

体験したシアターゲームを対象年齢
を変えて行うにはどうしたら良いか
考えてみる（25分）

13

【童話劇の創作４】
・グループ創作を行う
・観客を想定し、楽しんでもらうための身体表現を加えてみる
（歌・リズム・ダンスなど）

創作を深めるための身体表現を考え
てくる（20分）

発表会のためのすり合わせ、次回準
備してくるものをまとめる（25分）

14

【童話劇の創作５】
・発表会を行う
・どのように伝わったのか、考察する

発表会の準備（20分） 発表会を対象年齢を変えて行うには
どうしたら良いか考えてみる（25
分）

11

【童話劇の創作２】
・前回の台本をリライトしてみる
・台本をもとに、短編劇として創作する

リライトのための準備をしてくる
（20分）

次回の創作に向けて、決まっていな
いことをまとめて整理しておく（25
分）

12

【童話劇の創作３】
・グループ創作を行う
・中間発表を行う
・現時点でどのように見えているか、ブラッシュアップのための
意見交換を行う

セリフを覚えてくる（20分） やっていることと、見えていること
の差異について考えてみる（25分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 各アクティビティ、創作グループワークへの参加意欲・態度
意欲・態度の評価は、ルーブリック表を用いて行う。演技の技術は問わない

15

【まとめ・ふりかえり】
・コミュニケーション能力や身体表現について、要点をまとめる
・授業を通してどんなことを考えたか意見交換を行う

これまでを振り返り、どんなことを
考えたか要点をまとめておく（20
分）

幼児・児童指導にどのように応用で
きるか考えてみる（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

全ての時間、身体を使った実践的な体験学修となるので、動きやすい服装（パンツスタイル）で参加してください。
筆記具を持参してください。

備考欄

その他 20 小レポート、課題レポートの提出

教科書 使用しない

参考文献 特になし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10661011 表現IV日本語表現１（1組） 3412 1 1

到達目標

1 幼児の日本語表現の特徴や、表現力を高めるかかわり方について理解できる。
2 円滑なコミュニケーションに心がけ、グループ学習に生かすことができる。
3 言葉による適切な表現を理解し、伝え方を工夫することができる。
4 言葉による表現力を確かにするために、自学自習を積極的に行うことができる。
5 保育に役立つ日本語表現力をレポートやディカッションなどで活用することができる。

授業の方法

授業形態は、演習を中心にグループワークやディカッションなどを織り交ぜて行う。主にパワーポイントと配布物、そして視聴覚メディア
を活用しながら行い、毎回、TPO に合った事例を提示し、日本語表現の重要性に気付かせる。可能な限り、学生が主体的・対話的・深い学
び（＝アクティブラーニング）ができるような工夫をする。具体的には、ディスカッション、ロールプレイ・バズセッションなどを取り入
れる。課題に対するフィードバックは、毎回授業の振り返り文やメモについてコメントを書く。また、必要に応じてルーブリック評価も取
り入れる。

ＩＣＴ活用

毎時間、パワーポイントを使用し、視覚的にも理解しやすいようにする。日本語表現に関連した動画を視聴し、互いに意見を述べ合う活動
を設定する。ロールプレイを行っている様子をデジカメやビデオで撮影し、それをもとにディスカッションやシェアリングを行う。

前期

教員氏名 森田　弘行

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「保育者、教育者、子育て支援者として、地域社会と保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの実態
に即して成長・発達を支援するための基本的資質を身につけている（知識・技能）」ための科目である。さらにディプロマポリシーの「・
教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニケーション能力を身につけ
る【思考・判断・表現】」ための科目である。また、初年次教育の一環として、保育・教育活動に役立つ日本語表現のスキルを身につける
ための科目であり、保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基礎となる科目として位置付けられる。

授業の概要

   社会で求められる能力は、「感じる力」「考える力」「想像する力」などの言葉による「理解力」と、これらを言葉で適切に表す「表
現力」である。幼児は、母語としての日本語に初めて触れ、保育士の指導で国語の能力を身に付けていく。したがって、学生は、日々、言
語感覚を磨き、確かで豊かな表現とは何かを理解しておく必要がある。表現の基礎力を培うために、会話や話し合いの事例や、様々な文例
や作品から日本語の機微に触れ、適切な表現を理解させる。また、演習を通して、確かで豊かな言語表現力を身に付けさせる。

1

【オリエンテーション】本p10-18
保育者として適切な日本語表現にするために必要なことについて
理解する。話す・聞く・読む・　書くの技術を磨く。基礎となる
豊かな教養と日本語表現力を身に付けることが目的となる。15回
の授業を通して、大学の講義、演習、実習で必要な日本語表現力
を学ぶ。

事前にテキスト全体に目を通し、日
本語表現に対する自分なりの考えを
まとめておくこと。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

2

【会話表現（基礎編）１・２】　本p20－25
保育者として保育現場での「聞き取りやすい話し方の基本」「あ
いさつの仕方」について理解し、日常生活にも生かすことを学
ぶ。また、実習や参観に行った時に礼状の書き方を学び身に付け
る。

テキストp20~25をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

日本語担当加配教員として、外国人児童をに日本語表現を教えた経験を生かして、日本語表現の重要性や豊かな日本語表現の活用法などに
ついて授業を行う。また、長年、国語教育の教員として、文章表現やコミュニケーション活用について幅広い知識、知見を有しているの
で、その経験を生かした指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

演習におけるメモ内容と感想・要望・質問・内省等の文章に対しては、コメントを返す。また、全体にフィードバックした方が良い内容
は、回収後、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【会話表現（応用編）5･6･7】　　本46－54
保育者として「子どもへの声がけ」の仕方を学ぶ。また、「就職
面接」時の事前準備、面接内容、実際の質問例などを踏まえて、
ロールプレイを行い、面接で重要なポイントを理解する。

テキストp46-54をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

6

【会話表（応用編）7･8】　本p55-56
保育者として「保育現場での電話」について理解し、日常生活に
生かしていくことを学ぶ。送り迎え時の保護者とのやり取りや保
護者との電話マナー、電話での話し方の基本をロールプレイなど
を通して理解する。

テキストp55~56をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

3

【会話表現（基礎3）】　本26－30
保育者として、いろいろな場面を想定し、保護者や上司との会話
場面をロールプレイなどで敬語の使い方を学ぶ。また、実習先や
職場での話し方の工夫やクッション言葉の使い方を知ることで、
円滑なコミュニケーションが取れることを理解する。

テキストp26~30をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

4

【会話表現（応用編）1･2･3･4】　　本p32－42
保育者として「保育者の発声」「自己紹介の仕方」「実習先との
やりとり」「保育現場での話し方」などの日本語表現スキルを学
ぶ。

テキストp32~42をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)
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9

 【文章表現（応用編）1】　　本p78-87
保育士の卵として、保育実習に行くときのために「実習日誌」の
基本的な書き方について理解する。演習を通して、注意したい表
現に気を付けながら、実習日誌の書き方を身に付ける。

テキストp76~87をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

10

【文章表現（応用編）1】　　本p88-92
保育士の卵として、指導計画の書き方について理解し、文章表現
に生かすことを学ぶ。指導計画の種類や計画際の留意点などを意
識し、演習を通してその書き方を学ぶ。

テキストp88-92をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

7

【文章表現（基礎編）1･2】　 本p58－65
保育者としての「正しい文字の書き方」「正しい表記の仕方」を
しっかりと理解する。また、「正しい文字、美しい文字、文字を
書く際の基本的な留意点」を演習を通して学ぶ。

テキストp58-65をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

8

【文章表現（基礎編）3･4　　本p66－76
保育者としての「文章作成上の留意点」「文章表現への生かし
方」を学ぶ。特に、当て字、差別用語、不快用語、隠語、重複表
現に留意して書くことを知る。また、文章の基本的な書き方であ
る「一文を短く書く」「句読点を正しく打つ」などに注意して書
くことを理解する。

テキストp66~76をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

13

【文章表現（応用編）6】　　本p112-124
小論文のポイントを確認後、小論文テストのテーマを理解したう
えで、文章表現を工夫しながら書きまとめる。また、これまで学
んできた文章表現法を反芻しながら、再確認する。小論文の留意
点（原稿用紙の使い方、構想、叙述、推敲）小論文は800字以内
で書く。

テキストp112-124をしっかり読んで
くること。小論文テストに備えて
800字の文にまとめる練習をしてく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

14

【文章表現（応用編）7】　本p125-132
保育者として「連絡帳の書き方」について理解し、演習を通して
連絡帳の書き方を学ぶ。また、連絡帳のメリット、デメリットに
ついて討論し、よりよい書き方を身に付ける。

テキストp125~132をしっかり読んで
くること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

11

【文章表現（応用編）3･6】本p100-103　p112-113
保育者としての「ハガキの書き方」や「文章表現に生かす術」を
学ぶ。また、相手・目的意識を持ちながら、手紙全般の書き方、
様式、時候の挨拶などの書き方を学ぶ。また、小論文テストに向
けて、小論文の書き方を学ぶ。

テキストp100~103 p112-113を読ん
でくること。小論文テストに備えて
800字の文にまとめる練習をしてお
くこと。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

12

【文章表現（応用編）4･5･6】　　本p104-111
「メールの書き方」「メールの種類」「履歴書の基本的な書き
方」などについて、演習を通して理解する。また、小論文テスト
に向けて、書くときの注意点や基本的なスキルを身に付ける。

テキストp104~111をしっかり読んで
くること。小論文テストに備えて
800字の文にまとめる練習をしてお
くこと。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

定期試験 0 行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物　　○5点（小課題とメモ）×14回＝70点　　　◎30点（小論文）(13回目)

15

【文章表現(応用編）8】　　本p133-138
保育者としての「園だよりの書き方」について理解し、演習を通
して実際に書いてみる。また、１～１５回までの日本語表現の学
びを振り返り､自身の日本語表現力を再確認し、自己評価する。

テキストp133~138をしっかり読んで
くること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他

0 なし


教科書 改訂　保育者になるための国語表現　田上貞一郎　萌文書林　2022年4月1日改訂版第5刷発行

参考文献 適宜紹介する。
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履修条件・留意
事項等

・評価は、演習問題、提出文章など毎回の提出物による。
・提出物は、添削後に返却するので文章表現力の向上に役立てる。
・筆記用具は、濃い鉛筆もしくはペンとする。
・辞書の持ち込みは可とする。(小テスト時は不可)

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10661012 表現IV日本語表現１（2組） 3412 1 1

到達目標

1 幼児の日本語表現の特徴や、表現力を高めるかかわり方について理解できる。
2 円滑なコミュニケーションに心がけ、グループ学習に生かすことができる。
3 言葉による適切な表現を理解し、伝え方を工夫することができる。
4 言葉による表現力を確かにするために、自学自習を積極的に行うことができる。
5 保育に役立つ日本語表現力をレポートやディカッションなどで活用することができる。

授業の方法

授業形態は、演習を中心にグループワークやディカッションなどを織り交ぜて行う。主にパワーポイントと配布物、そして視聴覚メディア
を活用しながら行い、毎回、TPO に合った事例を提示し、日本語表現の重要性に気付かせる。可能な限り、学生が主体的・対話的・深い学
び（＝アクティブラーニング）ができるような工夫をする。具体的には、ディスカッション、ロールプレイ・バズセッションなどを取り入
れる。課題に対するフィードバックは、毎回授業の振り返り文やメモについてコメントを書く。また、必要に応じてルーブリック評価も取
り入れる。

ＩＣＴ活用


毎時間、パワーポイントを使用し、視覚的にも理解しやすいようにする。日本語表現に関連した動画を視聴し、互いに意見を述べ合う活動
を設定する。ロールプレイを行っている様子をデジカメやビデオで撮影し、それをもとにディスカッションやシェアリングを行う。

前期

教員氏名 森田　弘行

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「保育者、教育者、子育て支援者として、地域社会と保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの実態
に即して成長・発達を支援するための基本的資質を身につけている（知識・技能）」ための科目である。さらにディプロマポリシーの「・
教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニケーション能力を身につけ
る【思考・判断・表現】」ための科目である。また、初年次教育の一環として、保育・教育活動に役立つ日本語表現のスキルを身につける
ための科目であり、保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基礎となる科目として位置付けられる。

授業の概要

   社会で求められる能力は、「感じる力」「考える力」「想像する力」などの言葉による「理解力」と、これらを言葉で適切に表す「表
現力」である。幼児は、母語としての日本語に初めて触れ、保育士の指導で国語の能力を身に付けていく。したがって、学生は、日々、言
語感覚を磨き、確かで豊かな表現とは何かを理解しておく必要がある。表現の基礎力を培うために、会話や話し合いの事例や、様々な文例
や作品から日本語の機微に触れ、適切な表現を理解させる。また、演習を通して、確かで豊かな言語表現力を身に付けさせる。

1

【オリエンテーション】本p10-18
保育者として適切な日本語表現にするために必要なことについて
理解する。話す・聞く・読む・　書くの技術を磨く。基礎となる
豊かな教養と日本語表現力を身に付けることが目的となる。15回
の授業を通して、大学の講義、演習、実習で必要な日本語表現力
を学ぶ。

事前にテキスト全体に目を通し、日
本語表現に対する自分なりの考えを
まとめておくこと。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

2

【会話表現（基礎編）１・２】　本p20－25
保育者として保育現場での「聞き取りやすい話し方の基本」「あ
いさつの仕方」について理解し、日常生活にも生かすことを学
ぶ。また、実習や参観に行った時に礼状の書き方を学び身に付け
る。

テキストp20~25をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

日本語担当加配教員として、外国人児童をに日本語表現を教えた経験を生かして、日本語表現の重要性や豊かな日本語表現の活用法などに
ついて授業を行う。また、長年、国語教育の教員として、文章表現やコミュニケーション活用について幅広い知識、知見を有しているの
で、その経験を生かした指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

演習におけるメモ内容と感想・要望・質問・内省等の文章に対しては、コメントを返す。また、全体にフィードバックした方が良い内容
は、回収後、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【会話表現（応用編）5･6･7】　　本46－54
保育者として「子どもへの声がけ」の仕方を学ぶ。また、「就職
面接」時の事前準備、面接内容、実際の質問例などを踏まえて、
ロールプレイを行い、面接で重要なポイントを理解する。

テキストp46-54をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

3

【会話表現（基礎3）】　本26－30
保育者として、いろいろな場面を想定し、保護者や上司との会話
場面をロールプレイなどで敬語の使い方を学ぶ。また、実習先や
職場での話し方の工夫やクッション言葉の使い方を知ることで、
円滑なコミュニケーションが取れることを理解する。

テキストp26~30をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

4

【会話表現（応用編）1･2･3･4】　　本p32－42
保育者として「保育者の発声」「自己紹介の仕方」「実習先との
やりとり」「保育現場での話し方」などの日本語表現スキルを学
ぶ。

テキストp32~42をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)
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6

【会話表（応用編）7･8】　本p55-56
保育者として「保育現場での電話」について理解し、日常生活に
生かしていくことを学ぶ。送り迎え時の保護者とのやり取りや保
護者との電話マナー、電話での話し方の基本をロールプレイなど
を通して理解する。

テキストp55~56をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

9

 【文章表現（応用編）1】　　本p78-87
保育士の卵として、保育実習に行くときのために「実習日誌」の
基本的な書き方について理解する。演習を通して、注意したい表
現に気を付けながら、実習日誌の書き方を身に付ける。

テキストp76~87をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

10

【文章表現（応用編）1】　　本p88-92
保育士の卵として、指導計画の書き方について理解し、文章表現
に生かすことを学ぶ。指導計画の種類や計画際の留意点などを意
識し、演習を通してその書き方を学ぶ。

テキストp88-92をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

7

【文章表現（基礎編）1･2】　 本p58－65
保育者としての「正しい文字の書き方」「正しい表記の仕方」を
しっかりと理解する。また、「正しい文字、美しい文字、文字を
書く際の基本的な留意点」を演習を通して学ぶ。

テキストp58-65をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

8

【文章表現（基礎編）3･4　　本p66－76
保育者としての「文章作成上の留意点」「文章表現への生かし
方」を学ぶ。特に、当て字、差別用語、不快用語、隠語、重複表
現に留意して書くことを知る。また、文章の基本的な書き方であ
る「一文を短く書く」「句読点を正しく打つ」などに注意して書
くことを理解する。

テキストp66~76をしっかり読んでく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

13

【文章表現（応用編）6】　　本p112-124
小論文のポイントを確認後、小論文テストのテーマを理解したう
えで、文章表現を工夫しながら書きまとめる。また、これまで学
んできた文章表現法を反芻しながら、再確認する。小論文の留意
点（原稿用紙の使い方、構想、叙述、推敲）小論文は800字以内
で書く。

テキストp112-124をしっかり読んで
くること。小論文テストに備えて
800字の文にまとめる練習をしてく
ること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

14

【文章表現（応用編）7】　本p125-132
保育者として「連絡帳の書き方」について理解し、演習を通して
連絡帳の書き方を学ぶ。また、連絡帳のメリット、デメリットに
ついて討論し、よりよい書き方を身に付ける。

テキストp125~132をしっかり読んで
くること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

11

【文章表現（応用編）3･6】本p100-103　p112-113
保育者としての「ハガキの書き方」や「文章表現に生かす術」を
学ぶ。また、相手・目的意識を持ちながら、手紙全般の書き方、
様式、時候の挨拶などの書き方を学ぶ。また、小論文テストに向
けて、小論文の書き方を学ぶ。

テキストp100~103 p112-113を読ん
でくること。小論文テストに備えて
800字の文にまとめる練習をしてお
くこと。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

12

【文章表現（応用編）4･5･6】　　本p104-111
「メールの書き方」「メールの種類」「履歴書の基本的な書き
方」などについて、演習を通して理解する。また、小論文テスト
に向けて、書くときの注意点や基本的なスキルを身に付ける。

テキストp104~111をしっかり読んで
くること。小論文テストに備えて
800字の文にまとめる練習をしてお
くこと。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

定期試験 0 行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物　　○5点（小課題とメモ）×14回＝70点　　　◎30点（小論文）(13回目)

15

【文章表現(応用編）8】　　本p133-138
保育者としての「園だよりの書き方」について理解し、演習を通
して実際に書いてみる。また、１～１５回までの日本語表現の学
びを振り返り､自身の日本語表現力を再確認し、自己評価する。

テキストp133~138をしっかり読んで
くること。(25分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他

0 なし
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履修条件・留意
事項等

・評価は、演習問題、提出文章など毎回の提出物による。
・提出物は、添削後に返却するので文章表現力の向上に役立てる。
・筆記用具は、濃い鉛筆もしくはペンとする。
・辞書の持ち込みは可とする。(小テスト時は不可)

備考欄

教科書 改訂　保育者になるための国語表現　田上貞一郎　萌文書林　2022年4月1日改訂版第5刷発行

参考文献 適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10662011 表現IV日本語表現２ 3413 1 1

到達目標

１　幼児の日本語表現の特徴や、表現力を高めるかかわり方について理解する。
２　確かで豊かな日本語表現に触れることを通して言語感覚を磨く。
３　相手や目的に応じて、伝えたいことを明確に話したり、書き表したりできるようにする。
４　より良い話し手や書き手をめざし、感性や思考力、想像力を育てるように努める。
５   保育・教育活動を豊かにする日本語表現力を読み聞かせや絵本作りなどで活用することができる。

授業の方法

授業形態は、演習を中心にグループワークやディカッションなどを織り交ぜて行う。主にパワーポイントと配布物、そして視聴覚メディア
を活用しながら行い、毎回、TPO に合った作品事例を提示することで、日常生活を豊かにする日本語表現の重要性に気付かせる。可能な限
り、学生が主体的・対話的・深い学び（＝アクティブラーニング）ができるような工夫をする。具体的には、より工夫されたことば遊び作
り、絵本作り、随筆作りなどをグループで追究していく。課題に対するフィードバックは、毎回の作品や発表に対して形成的な評価を行
い、コメントを添える。

ＩＣＴ活用 パワーポイントのアニメーション機能を活用した紙芝居づくりとプレゼンテーションを行う。

後期

教員氏名 森田　弘行

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニ
ケーション能力を身につけている。（思考・判断・表現）ための科目である。また、ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て
支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しよう
とする意欲・態度を身につける（関心・意欲・態度）」科目でもある。保育活動を豊かにする日本語表現のスキルを身につけるための科目
であり、保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基礎として位置づけられる。

授業の概要

  「表現Ⅳ日本語表現１」で学んだことを基礎として、保育者・教育者として必要な日本語表現力を身につける内容とする。幼児が言葉を
獲得していく過程や、言語活動の実際について理解を深める。授業では、幼児を想定した演習を充実させるとともに学生自身の言語表現力
を高める。また、日々、言葉を見つめ、言語感覚を磨く態度を育てる授業とする。

1

【オリエンテーション】　　　　　　　　　　　　「日本語表現
1」の学習をもとに、課題を交流する。日本語表現１で学んだこ
とが､どのように生かされているか確認し合う｡日常生活を豊かに
する日本語表現があることを理解する。

音声表現の基礎基本を復習する。前
期の日本語表現のテキストを振り返
りながら読むこと。(25分)

日常生活を豊かにする日本語表現に
ついて復習してくること。(20分)

2

【音声表現1】　コミュニケーション活動
保育現場でのコミュニケーション対応の重要さを学ぶ。 保育・
教育現場で必要な園児の心、言葉を豊かにする日本語表現やコ
ミュニケーション活動にはどのようなものがあるか学ぶ。

保育園で必要なコミュニケーション
活動にはどのようなものがあるか調
べてくること。       (25分)

保育園でのコミュニケーション活動
について配布プリントをもとに復習
すること。(20分)

実務経験のある
教員の教育内容


日本語担当加配教員として、外国人児童に日本語表現を教えた経験を生かして、日本語表現の重要性や豊かな日本語表現の活用法などにつ
いて授業を行う。また、長年、国語教育の教員として、文章表現やコミュニケーション活用について幅広い知識、知見を有しているので、
その経験を生かした指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

演習におけるメモ内容と感想・要望・質問・内省等の文章に対しては、アドバイスを行う。
また、全体にフィードバックした方が良い内容は、回収後、解説を行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【音声表現4】　読み聞かせその１
絵本の読み聞かせの意義を知り、読み聞かせを行う。アニマシオ
ンについて知る。実際に読み聞かせに相応しい本を探しに図書館
へ行き、アニマシオンなどの読み聞かせ技術について理解する。

読み聞かせの仕方をしっかり練習し
てくる。選んだ読み聞かせの本を感
情を込めて読めるようにしてくるこ
と。(25分)

配布されたプリンを読み、読み聞か
せの仕方を再確認すること。(20分)

6

【音声表現5】　読み聞かせその2
3人一組になって読み聞かせをする。読み聞かせのコツと感想力
を身に付ける。役割分担、会話文と地の文の読み方の差異、声色
の工夫などを話し合い、読み聞かせの工夫の仕方を理解する。

決めた役割に沿って読み聞かせの練
習をしっかりしてくること。(25分)

本時の内容をもとに読み聞かせのポ
イントについて再確認すること。
(20分)

3

【音声表現2】　心に響く言葉　刺さる言葉
「しりとり遊び」　「なぞなぞ」　「えかき歌」などについて理
解を深め、遊んだり創作したりする。文字絵、あたましりとり、
動物しりとり、三文字しりとりなどを学ぶ。古くから幼児にとっ
て楽しいことば遊びがあったことを理解する。また、心に響くこ
とばと刺さることばがあることを理解する。

心に響く言葉や心に刺さる言葉を調
べてくること。(25分)

ことば遊びの絵本を図書館で見つ
け、選んだ本を読んでくること。
(20分)

4

【音声表現3 】 ことば遊び
「日本語で遊ぼうDVD」を視聴する。「ことば遊び」に関係した
絵本や詩集を声に出して読み、「ことば遊び」について自分の考
えをまとめる。

ことば遊びの本を図書館から借りて
読み、授業に持参すること。(25分)

配布されたプリントをよく読み、幼
児向けの本の創り方を復習するこ
と。(20分)

7

【音声表現6】　紙芝居とは
 紙芝居の歴史、紙芝居の魅力、紙芝居作りのコツについて学
ぶ。また、紙芝居を行う時の役割演技、発声・発音､間の取り方
などを理解する。

紙芝居についての経験や紙芝居の作
り方などについて調べてくること。
(25分)

本時の内容をもとに紙芝居について
の復習をしっかりすること。(20分)
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9

【音声表現8】　紙芝居発表
役割分担は上手くいったか、読みの練習は十分であったか、紙芝
居の絵は工夫されていたかを検討する。また、聞き手も、工夫点
や改善点を発表することで相互評価の仕方も理解する。

紙芝居の最終チェックをしっかり行
い、本番に備えて臨むこと。(25分)

紙芝居発表をして分かったことや改
善した方がよいところをまとめるこ
と。(20分)

10

【文章表現1】　音声表現から文字言語へ
物語の続き話を書き方を学ぶ。物語の続きを書くことで、「幼児
期の想像上の仲間」についての理解を深める。また、物語の続き
話を発展させ、短い絵本作りの構想を立てたり、物語の内容を膨
らませ方を理解する。

物語の続き話作りに参考になりそう
な本を図書館で一冊借りてしっか
り、読んでくること。    (25分)

本時で学んだ内容をもとに、物語の
続き話をひとつ創作すること。(20
分)

8

【音声表現7】　紙芝居作り
3人で協力しながら紙芝居を仕上げる。保育所や幼稚園を想定
し、色使い、絵の面白さ、声色などについてディスカッションし
ながら紙芝居の作り方を理解する。

役割分担した紙芝居の下書きまでを
済ませてくること。(25分)

本時の内容を復習し、紙芝居を完成
に近づけること。(20分)

13

【文章表現4】　随筆作りの構想とポイント
随筆の構想について話し合い、重要ポイントを挙げていくこと
で、随筆についての理解を深める。自分の思いや考えが相手によ
く伝わるように随筆（エッセイ）を書いていかなくてはならない
ことを理解する。随筆作りのポイントを押さえながら、随筆を書
きまとめる。

随筆（エッセイ）のテーマや構想を
立ててくること。(25分)

自分なりの随筆（エッセイ）を本時
で学んだポイントを踏まえて完成さ
せること。(20分)

14

【日本語表現2のまとめその１】　絵本発表会
園児を対象とする自作の絵本か物語を発表する。
園児が理解できる内容の話をわかりやすく伝えることを理解しな
がら、発表する。また、幼児向け番組の出演者の話し方や動作の
付け方も意識しながら発表することを心掛ける。

自分が創作した絵本の発表に備えて
くること。(25分)

絵本の発表で指摘された改善点を踏
まえ自作の絵本に付加すること。
(20分)

11

【文章表現2】 物語作りのコツ
  こどもに聞かせたい話を創作し、物語作りのコツを知る。こど
もが理解できる言葉や表現を使って書き方を工夫することを学
ぶ。また、表現する立場から絵本の文や語句に着目していくこと
の重要性を理解する。

物語創作に参考になりそうな本を図
書館で借りて、しっかり読んでくる
こと。(25分)

本時の内容を踏まえて、物語を創作
すること。(20分)

12

【文章表現3】　随筆を読む
随筆とエッセイの違いを知る。自薦の随筆を紹介し合い、エッセ
イの構成について理解する。また、他の作品を読み、良さについ
て話し合い自分の表現に生かすことを学ぶ。レポート・小論文・
実用文と随筆（エッセイとの違いを理解する。

紙芝居の内容がよく聞き手に伝わる
ようにしっかりと練習してくる。
(25分)

随筆やエッセイを図書館から一冊借
りて内容をよく把握しておく(20分)

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物や表現活動による　　　・5点（小課題）×10=50点　　◎10点（作品発表）×5=50点

15

【日本語表現2の振り返りとまとめその２】          これまで
学んできた、読み聞かせや表情の付け方を踏まえて自作の随筆
（エッセイ）を発表する。発表を通して、自分の表現力や文章力
を再確認し、日本語表現に生かすことを学ぶ。また、これまで学
んできたさまざまな日常生活を豊かにする日本語表現を振り返
り、これからの活動に生かすことを理解する。

自分が創作した随筆（エッセイ）や
絵本を発表に向けてしっかり練習し
備えること。(25分)

随筆や絵本の発表で指摘された改善
点を自作の随筆に付加すること。ま
た、これまでの作品を整理し、まと
めること。(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・筆記用具は、濃い鉛筆もしくはペンとする。

備考欄

その他 0 なし

教科書 保育士になるための国語表現　田上貞一郎　萌文書林（前期使用のもの）

参考文献 適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10463011 総合表現音楽I（1組） 3416 1 3

到達目標

こどもの遊びの一つである音楽の領域で、保育者・教育者に必要とされるピアノ演奏と弾き歌いについて、課題曲を保育士・幼稚園教諭志
望と小学校・特別支援学校教諭志望の2グループに分け、現場で必要な実践力を養い、レパートリーの拡充を図る。
　〇 反復練習と意欲的な取り組みにより、読譜の困難を軽減する
　〇 音楽の基礎知識を確認し、楽譜に書かれている内容を読み取ることができる
　〇 楽曲における音楽的表現を学び、演奏に反映させられるよう意識をすることができる
　〇 鍵盤楽器の基礎的技能の向上を実感できる

授業の方法

①②各担当教員のグループに分かれ、実技の個人レッスン形式ですすめる。
③主に、レッスン時のディスカッション（聴講学生を含む）を行う。

ＩＣＴ活用 タブレット端末などを用いた双方向型授業を行うことがある。

前期

教員氏名 今井　由惠、西野　美穂、伊藤　桂子、西村　範子

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「表現方法の理解」分野の科目であり、音楽表現分野の一素養としての基礎力の獲得と、人間的コ
ミュニケーション能力を身につけ、学び・考え続け、実行しようとする意欲・態度と感性を身につけるための科目である。
②これまで履修した音楽関連科目のすべてと関連し、「総合表現音楽Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

これまでのこどもに関する学びを総合的に活用し、保育者・教育者を目指す学生は、音楽的素養を身につける必要性がある。こどもの“遊
び”としての音楽の特徴を理解し、歌唱や楽器演奏などの技術習得の他に、音楽の多様性を認識して複合的な活動の手法も身につけなけれ
ばならない。歌唱や鍵盤楽器の実践にくわえ、音楽領域でのレパートリーを広げられるような学生自身の意識と感性の向上を目指す。

1

ガイダンス～授業内容の概説
これからの授業の流れや留意点を説明した後、各担当教員のクラ
スに分かれ、各々が準備した楽曲を演奏した後、課題曲を決定す
る
※幼保志望の【課題曲グループ】については、ガイダンス時に詳
細を説明します

担当教員との打ち合わせに必要な、
任意のピアノ曲、あるいは弾き歌い
の曲を少なくとも1曲準備するこ
と。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

2

レッスン１：弾き歌い・ソロ曲の学習１
（幼保）【課題曲グループ１】の学習①～園生活・行事・季節
（春）の歌などを中心に学習
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

全教員の音楽表現活動・教授経験を活かし、学生自身が興味をもって音楽に取り組み、確実な技術が身につけられるよう指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

各担当教員グループのレッスン中に、随時行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

レッスン４：弾き歌い・ソロ曲の学習４
（幼保）【課題曲グループ１】の学習④～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

6

レッスン５：弾き歌い・ソロ曲の学習５
（幼保）【課題曲グループ２】の学習①～園生活・行事・季節
（夏）の歌などを中心に
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

3

レッスン２：弾き歌い・ソロ曲の学習２
（幼保）【課題曲グループ１】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

4

レッスン３：弾き歌い・ソロ曲の学習３
（幼保）【課題曲グループ１】の学習③～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

7

レッスン６：弾き歌い・ソロ曲の学習６
（幼保）【課題曲グループ２】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

8

レッスン７：弾き歌い・ソロ曲の学習７
（幼保）【課題曲グループ２】の学習③・ソロ曲の学習①～個々
のレベルに合わせて指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備
すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）
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9

レッスン８：弾き歌い・ソロ曲の学習８
（幼保）【課題曲グループ２】の学習④・ソロ曲の学習②～個々
のレベルに合わせて指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備
すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

10

レッスン９：弾き歌い・ソロ曲の学習９～丁寧な譜読みを心がけ
た練習をすること
（幼保）試験課題曲の学習①
（小特）試験課題曲の学習①

実技試験課題曲を譜読みし、演奏で
きるよう丁寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

13

レッスン12：弾き歌い・ソロ曲の学習12～実技試験に向けた楽曲
演奏の仕上げ
（幼保）試験課題曲の学習④
（小特）試験課題曲の学習④

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、自身の演奏表現を目指すよ
う準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

14

実技試験１
仲間の演奏を見聴きすることは、自分自身を振り返ることにもつ
ながるので、対象者の視点で観察することも重要

各々の演奏に対する不安材料を残さ
ないよう、丁寧に準備する。（最低
30分）

試験終了者・未終了者ともに、反省
点・気づいた点などを実践し、確
認・改善する。（15分）

11

レッスン10：弾き歌い・ソロ曲の学習10～確実な演奏を目指し
て、頭と耳を使った練習をすること
（幼保）試験課題曲の学習②
（小特）試験課題曲の学習②

引き続き、実技試験課題曲を丁寧に
準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

12

レッスン11：弾き歌い・ソロ曲の学習11～演奏中のさまざまな問
題にも対応できるよう、練習を続けること
（幼保）試験課題曲の学習③
（小特）試験課題曲の学習③

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、自身の演奏表現を目指すよ
う準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

15 受講姿勢や意欲、自主練習の取り組み

15

実技試験２、まとめ
仲間の演奏を見聴きすることは、自分自身を振り返ることにもつ
ながるので、対象者の視点で観察することも重要
全体の講評とまとめ

各々の演奏に対する不安材料を残さ
ないよう、丁寧に準備する。（最低
30分）

これまで学んだことを忘れないよ
う、根気よく、頭と心を使った練習
を夏季休業中も継続すること。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

確実な技術などを習得することを目的としているので、「総合表現音楽Ⅰ・Ⅱ」を継続して受講することが望ましい。
学習進度は、各々の習得度などにより異なることがある。

備考欄

その他

85 ピアノ実技試験
※現場の日常的な音楽活動においては、たった1度の演奏に集中して臨むことが求められる

教科書

（幼保）こどものうた200／小林美実／チャイルド本社
（全履修者）1年次使用のピアノのテキスト　など
その他テキストの詳細は、ガイダンス時に説明する。

参考文献

明日へ歌い継ぐ 日本の子どもの歌／音楽之友社
音楽のおくりもの1～6 教師用指導書 伴奏編／教育出版　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10463012 総合表現音楽I（2組） 3416 1 3

到達目標

こどもの遊びの一つである音楽の領域で、保育者・教育者に必要とされるピアノ演奏と弾き歌いについて、課題曲を保育士・幼稚園教諭志
望と小学校・特別支援学校教諭志望の2グループに分け、現場で必要な実践力を養い、レパートリーの拡充を図る。
　〇 反復練習と意欲的な取り組みにより、読譜の困難を軽減する
　〇 音楽の基礎知識を確認し、楽譜に書かれている内容を読み取ることができる
　〇 楽曲における音楽的表現を学び、演奏に反映させられるよう意識をすることができる
　〇 鍵盤楽器の基礎的技能の向上を実感できる

授業の方法

①②各担当教員のグループに分かれ、実技の個人レッスン形式ですすめる。
③主に、レッスン時のディスカッション（聴講学生を含む）を行う。

ＩＣＴ活用 タブレット端末などを用いた双方向型授業を行うことがある。

前期

教員氏名 今井　由惠、西野　美穂、伊藤　桂子、西村　範子

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「表現方法の理解」分野の科目であり、音楽表現分野の一素養としての基礎力の獲得と、人間的コ
ミュニケーション能力を身につけ、学び・考え続け、実行しようとする意欲・態度と感性を身につけるための科目である。
②これまで履修した音楽関連科目のすべてと関連し、「総合表現音楽Ⅱ」の基礎となる。

授業の概要

これまでのこどもに関する学びを総合的に活用し、保育者・教育者を目指す学生は、音楽的素養を身につける必要性がある。こどもの“遊
び”としての音楽の特徴を理解し、歌唱や楽器演奏などの技術習得の他に、音楽の多様性を認識して複合的な活動の手法も身につけなけれ
ばならない。歌唱や鍵盤楽器の実践にくわえ、音楽領域でのレパートリーを広げられるような学生自身の意識と感性の向上を目指す。

1

ガイダンス～授業内容の概説
これからの授業の流れや留意点を説明した後、各担当教員のクラ
スに分かれ、各々が準備した楽曲を演奏した後、課題曲を決定す
る
※幼保志望の【課題曲グループ】については、ガイダンス時に詳
細を説明します

担当教員との打ち合わせに必要な、
任意のピアノ曲、あるいは弾き歌い
の曲を少なくとも1曲準備するこ
と。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

2

レッスン１：弾き歌い・ソロ曲の学習１
（幼保）【課題曲グループ１】の学習①～園生活・行事・季節
（春）の歌などを中心に学習
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

全教員の音楽表現活動・教授経験を活かし、学生自身が興味をもって音楽に取り組み、確実な技術が身につけられるよう指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

各担当教員グループのレッスン中に、随時行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

レッスン４：弾き歌い・ソロ曲の学習４
（幼保）【課題曲グループ１】の学習④～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

6

レッスン５：弾き歌い・ソロ曲の学習５
（幼保）【課題曲グループ２】の学習①～園生活・行事・季節
（夏）の歌などを中心に
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

3

レッスン２：弾き歌い・ソロ曲の学習２
（幼保）【課題曲グループ１】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

4

レッスン３：弾き歌い・ソロ曲の学習３
（幼保）【課題曲グループ１】の学習③～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）低学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

7

レッスン６：弾き歌い・ソロ曲の学習６
（幼保）【課題曲グループ２】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

8

レッスン７：弾き歌い・ソロ曲の学習７
（幼保）【課題曲グループ２】の学習③・ソロ曲の学習①～個々
のレベルに合わせて指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備
すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）
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9

レッスン８：弾き歌い・ソロ曲の学習８
（幼保）【課題曲グループ２】の学習④・ソロ曲の学習②～個々
のレベルに合わせて指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備
すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

10

レッスン９：弾き歌い・ソロ曲の学習９～丁寧な譜読みを心がけ
た練習をすること
（幼保）試験課題曲の学習①
（小特）試験課題曲の学習①

実技試験課題曲を譜読みし、演奏で
きるよう丁寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

13

レッスン12：弾き歌い・ソロ曲の学習12～実技試験に向けた楽曲
演奏の仕上げ
（幼保）試験課題曲の学習④
（小特）試験課題曲の学習④

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、自身の演奏表現を目指すよ
う準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

14

実技試験１
仲間の演奏を見聴きすることは、自分自身を振り返ることにもつ
ながるので、対象者の視点で観察することも重要

各々の演奏に対する不安材料を残さ
ないよう、丁寧に準備する。（最低
30分）

試験終了者・未終了者ともに、反省
点・気づいた点などを実践し、確
認・改善する。（15分）

11

レッスン10：弾き歌い・ソロ曲の学習10～確実な演奏を目指し
て、頭と耳を使った練習をすること
（幼保）試験課題曲の学習②
（小特）試験課題曲の学習②

引き続き、実技試験課題曲を丁寧に
準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

12

レッスン11：弾き歌い・ソロ曲の学習11～演奏中のさまざまな問
題にも対応できるよう、練習を続けること
（幼保）試験課題曲の学習③
（小特）試験課題曲の学習③

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、自身の演奏表現を目指すよ
う準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

15 受講姿勢や意欲、自主練習の取り組み

15

実技試験２、まとめ
仲間の演奏を見聴きすることは、自分自身を振り返ることにもつ
ながるので、対象者の視点で観察することも重要
全体の講評とまとめ

各々の演奏に対する不安材料を残さ
ないよう、丁寧に準備する。（最低
30分）

これまで学んだことを忘れないよ
う、根気よく、頭と心を使った練習
を夏季休業中も継続すること。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

確実な技術などを習得することを目的としているので、「総合表現音楽Ⅰ・Ⅱ」を継続して受講することが望ましい。
学習進度は、各々の習得度などにより異なることがある。

備考欄

その他

85 ピアノ実技試験
※現場の日常的な音楽活動においては、たった1度の演奏に集中して臨むことが求められる

教科書

（幼保）こどものうた200／小林美実／チャイルド本社
（全履修者）1年次使用のピアノのテキスト　など
その他テキストの詳細は、ガイダンス時に説明する。

参考文献

明日へ歌い継ぐ 日本の子どもの歌／音楽之友社
音楽のおくりもの1～6 教師用指導書 伴奏編／教育出版　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10464011 総合表現音楽II（1組） 3417 1 3

到達目標

弾き歌いにおけるより実践的なピアノ演奏法、歌唱法、指導法、及び対象者・聴き手を意識した演奏表現を学ぶことを目標とする。
　〇 読譜力を更に高め、楽曲分析に取り組むことができる
　〇 演奏における音楽的表現を学び、表現する喜びを感じ、鍵盤楽器の演奏技術の向上を実感できる
　〇 音楽を“遊び”と捉え、こどもを意識した演奏ができるようになる
　〇 こどもの視点から自らの行動を見つめることができるようになる

授業の方法

①②各担当教員のグループに分かれ、実技の個人レッスン形式ですすめる。
③主に、レッスン時のディスカッション（聴講学生を含む）を行う。

ＩＣＴ活用 タブレット端末などを用いた双方向型授業を行うことがある。

後期

教員氏名 今井　由惠、西野　美穂、未定

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「表現方法の理解」分野の科目であり、音楽表現分野の基本的資質の向上と、人間的コミュニケー
ション能力を身につけ、学び・考え続け、実行しようとする意欲・態度と感性を身につけるための科目である。
②これまで履修した音楽関連科目のすべてと関連し、鍵盤楽器を用いた音楽表現の総まとめとなる。

授業の概要

「総合表現音楽Ⅰ」に引き続き、総合的な音楽の理解や実践力を高めることを目的とする。学生は将来、保育・教育現場でこどもと共に音
楽表現活動する上で、音楽の多様性についての理解を深め、更には複合的な音楽表現の活動も意識しなければならない。音楽表現とその周
辺領域での手法を身につけ、こどもの視点から自己を見つめることができるよう、より深い実践を進める。

1

ガイダンス～授業内容の概説
これからの授業の流れや留意点を説明した後、各担当教員のクラ
スに分かれてレッスンを開始する
（注意点）本日よりレッスンを開始するので、準備を怠らずに

夏季休業中に練習したピアノ曲、あ
るいは弾き歌いの曲を丁寧に準備す
る。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

2

レッスン１：弾き歌いの学習１
（幼保）【課題曲グループ３】の学習①～園生活・行事・季節
（秋）の歌などを中心に学習
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

全教員の音楽表現活動・教授経験を活かし、学生自身が興味をもって音楽に取り組み、確実な技術が身につけられるよう指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

各担当教員グループのレッスン中に、随時行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

声楽の特別講義：共に心地よく歌うために
こどもと共に心地よく歌うための、呼吸法・発声法・歌唱法を学
ぶ
（注意点）外部講師による授業のため、欠席することのないよう
特に留意し、動きやすい服装と靴を準備すること

通常通り新曲を譜読みし、演奏でき
るよう丁寧に準備する。（30分）

講義で指導された内容を確認しなが
ら、実践継続する。（最低15分）

6

レッスン４：弾き歌いの学習４
（幼保）【課題曲グループ３】の学習④～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

3

レッスン２：弾き歌いの学習２
（幼保）【課題曲グループ３】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

4

レッスン３：弾き歌いの学習３
　幼保）【課題曲グループ３】の学習③～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

7

レッスン５：弾き歌いの学習５
（幼保）【課題曲グループ４】の学習①～園生活・行事・季節
（冬）の歌の他、こどもの好きな楽曲などを中心に学習
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

8

レッスン６：弾き歌いの学習６
（幼保）【課題曲グループ４】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

- 296 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

レッスン７：弾き歌いの学習７
（幼保）【課題曲グループ４】の学習③～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

10

レッスン８：弾き歌いの学習８
（幼保）【課題曲グループ４】の学習④～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲
　※実技試験課題曲発表

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

13

レッスン11：弾き歌いの学習11～演奏中のさまざまな問題にも対
応できるよう、練習を続けること
（幼保）試験課題曲の学習③
（小特）試験課題曲の学習③

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、対象者・聴き手を意識した
演奏を目指すよう準備する。（30
分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

14

レッスン12：弾き歌いの学習12～対象者・聴き手を意識した演奏
ができるよう、心がけること
（幼保）試験課題曲の学習④
（小特）試験課題曲の学習④

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、対象者・聴き手を意識した
演奏を目指すよう準備する。（30
分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

11

レッスン９：弾き歌いの学習９～丁寧な譜読みを心がけた練習を
すること
（幼保）試験課題曲の学習①
（小特）試験課題曲の学習①

実技試験課題曲を譜読みし、演奏で
きるよう丁寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

12

レッスン10：弾き歌いの学習10～確実な演奏を目指して、頭と耳
と心を使った練習をすること
（幼保）試験課題曲の学習②
（小特）試験課題曲の学習②

引き続き、実技試験課題曲を丁寧に
準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

15 受講姿勢や意欲、自主練習の取り組み

15

実技試験、まとめ 本番に向けた身体的・精神的自己管
理を行い、伸びやかに演奏表現でき
るよう準備する。（45分）

これまで学んだことを忘れないよ
う、根気よく、頭と心を使った練習
を継続すること。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

確実な技術などを習得することを目的としているので、「総合表現音楽Ⅰ」から継続して受講することを求める。ただし、進路変更などの
事情がある場合は、申し出ること。
学習進度は、各々の習得度などにより異なることがある。

備考欄

その他

85 ピアノ実技試験
※現場の日常的な音楽活動においては、たった1度の演奏に集中して臨むことが求められる

教科書

（幼保）こどものうた200／小林美実／チャイルド本社
小特系、その他の詳細は、ガイダンスで説明する。

参考文献

明日へ歌い継ぐ 日本の子どもの歌／音楽之友社
音楽のおくりもの1～6 教師用指導書 伴奏編／教育出版　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10464012 総合表現音楽II（2組） 3417 1 3

到達目標

弾き歌いにおけるより実践的なピアノ演奏法、歌唱法、指導法、及び対象者・聴き手を意識した演奏表現を学ぶことを目標とする。
　〇 読譜力を更に高め、楽曲分析に取り組むことができる
　〇 演奏における音楽的表現を学び、表現する喜びを感じ、鍵盤楽器の演奏技術の向上を実感できる
　〇 音楽を“遊び”と捉え、こどもを意識した演奏ができるようになる
　〇 こどもの視点から自らの行動を見つめることができるようになる

授業の方法

①②各担当教員のグループに分かれ、実技の個人レッスン形式ですすめる。
③主に、レッスン時のディスカッション（聴講学生を含む）を行う。

ＩＣＴ活用 タブレット端末などを用いた双方向型授業を行うことがある。

後期

教員氏名 今井　由惠、西野　美穂、未定

授業の位置づけ

①こどもの保育・教育に関する専門科目「表現方法の理解」分野の科目であり、音楽表現分野の基本的資質の向上と、人間的コミュニケー
ション能力を身につけ、学び・考え続け、実行しようとする意欲・態度と感性を身につけるための科目である。
②これまで履修した音楽関連科目のすべてと関連し、鍵盤楽器を用いた音楽表現の総まとめとなる。

授業の概要

「総合表現音楽Ⅰ」に引き続き、総合的な音楽の理解や実践力を高めることを目的とする。学生は将来、保育・教育現場でこどもと共に音
楽表現活動する上で、音楽の多様性についての理解を深め、更には複合的な音楽表現の活動も意識しなければならない。音楽表現とその周
辺領域での手法を身につけ、こどもの視点から自己を見つめることができるよう、より深い実践を進める。

1

ガイダンス～授業内容の概説
これからの授業の流れや留意点を説明した後、各担当教員のクラ
スに分かれてレッスンを開始する
（注意点）本日よりレッスンを開始するので、準備を怠らずに

夏季休業中に練習したピアノ曲、あ
るいは弾き歌いの曲を丁寧に準備す
る。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

2

レッスン１：弾き歌いの学習１
（幼保）【課題曲グループ３】の学習①～園生活・行事・季節
（秋）の歌などを中心に学習
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

実務経験のある
教員の教育内容

全教員の音楽表現活動・教授経験を活かし、学生自身が興味をもって音楽に取り組み、確実な技術が身につけられるよう指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

各担当教員グループのレッスン中に、随時行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

声楽の特別講義：共に心地よく歌うために
こどもと共に心地よく歌うための、呼吸法・発声法・歌唱法を学
ぶ
（注意点）外部講師による授業のため、欠席することのないよう
特に留意し、動きやすい服装と靴を準備すること

通常通り新曲を譜読みし、演奏でき
るよう丁寧に準備する。（30分）

講義で指導された内容を確認しなが
ら、実践継続する。（最低15分）

6

レッスン４：弾き歌いの学習４
（幼保）【課題曲グループ３】の学習④～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

3

レッスン２：弾き歌いの学習２
（幼保）【課題曲グループ３】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）中学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

4

レッスン３：弾き歌いの学習３
　幼保）【課題曲グループ３】の学習③～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

7

レッスン５：弾き歌いの学習５
（幼保）【課題曲グループ４】の学習①～園生活・行事・季節
（冬）の歌の他、こどもの好きな楽曲などを中心に学習
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

8

レッスン６：弾き歌いの学習６
（幼保）【課題曲グループ４】の学習②～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）
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9

レッスン７：弾き歌いの学習７
（幼保）【課題曲グループ４】の学習③～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

10

レッスン８：弾き歌いの学習８
（幼保）【課題曲グループ４】の学習④～個々のレベルに合わせ
て指示・指導をしますので、常時2～3曲を準備すること
（小特）高学年の歌唱共通教材から任意の2～3曲
　※実技試験課題曲発表

新曲を譜読みし、演奏できるよう丁
寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

13

レッスン11：弾き歌いの学習11～演奏中のさまざまな問題にも対
応できるよう、練習を続けること
（幼保）試験課題曲の学習③
（小特）試験課題曲の学習③

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、対象者・聴き手を意識した
演奏を目指すよう準備する。（30
分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

14

レッスン12：弾き歌いの学習12～対象者・聴き手を意識した演奏
ができるよう、心がけること
（幼保）試験課題曲の学習④
（小特）試験課題曲の学習④

引き続き、実技試験課題曲について
丁寧に、対象者・聴き手を意識した
演奏を目指すよう準備する。（30
分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

11

レッスン９：弾き歌いの学習９～丁寧な譜読みを心がけた練習を
すること
（幼保）試験課題曲の学習①
（小特）試験課題曲の学習①

実技試験課題曲を譜読みし、演奏で
きるよう丁寧に準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

12

レッスン10：弾き歌いの学習10～確実な演奏を目指して、頭と耳
と心を使った練習をすること
（幼保）試験課題曲の学習②
（小特）試験課題曲の学習②

引き続き、実技試験課題曲を丁寧に
準備する。（30分）

レッスンで指摘された改善ポイント
を復習する。（15分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

15 受講姿勢や意欲、自主練習の取り組み

15

実技試験、まとめ 本番に向けた身体的・精神的自己管
理を行い、伸びやかに演奏表現でき
るよう準備する。（45分）

これまで学んだことを忘れないよ
う、根気よく、頭と心を使った練習
を継続すること。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

確実な技術などを習得することを目的としているので、「総合表現音楽Ⅰ」から継続して受講することを求める。ただし、進路変更などの
事情がある場合は、申し出ること。
学習進度は、各々の習得度などにより異なることがある。

備考欄

その他

85 ピアノ実技試験
※現場の日常的な音楽活動においては、たった1度の演奏に集中して臨むことが求められる

教科書

（幼保）こどものうた200／小林美実／チャイルド本社
小特系、その他の詳細は、ガイダンスで説明する。

参考文献

明日へ歌い継ぐ 日本の子どもの歌／音楽之友社
音楽のおくりもの1～6 教師用指導書 伴奏編／教育出版　他
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11247011 幼児と人間関係 1 1

到達目標

「幼児を取り巻く人間関係の現代的特徴とその社会的背景を理解していること」「人と関わる力の育ちがその後に続く一人一人の人生を支
える力となることを理解していること」「乳児期に育つ人と関わる力の発達について、身近な大人との関係から説明できること」「幼児期
の遊びや生活の中で育つ人と関わる力の発達について、教師との関係，幼児との関係、集団の中での育ちを観点として説明できること」
「自立心の育ち・協同性の育ち・道徳性や規範意識の芽生え・家族や地域との関わりと育ちについて、発達の姿と合わせて説明できるこ
と」である。

授業の方法

配布印刷物等を用いて授業をすすめる。基本的に、コメントシートを基にした、受講者の意見交流や学びのフィードバックを行い、双方向
の学びを目指す。第４回授業においては、グループ協議及び発表等を行う。また、理解度確認テストを実施する。次回の授業において、採
点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーに示されている、「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこど
も、 障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能） 」科目であるとともに、「変化する社
会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）
」」ようになる科目である。そして、領域「人間関係」の指導の基盤となる、幼児の人と関わる力の育ちに関する専門的事項についての知
識を身に付ける科目である。

授業の概要

幼稚園教育要領において 領域「人間関係」は、「他の人々と親しみ、支えあって生活するために、自立心を育て人とかかわる力を養う」
と示されている。そのような幼児を育成するために、幼児を取り巻く人間関係をめぐる現代的課題を理解し、また、幼児期の人間関係の発
達について、幼稚園生活における関係発達論的視点から理解し、そして、保育者は何をすべきかを考え、実際に行動・実践できるようにな
るための授業である。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなどの解説） シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。　（25分）

2

親子やきょうだい関係について現代的特徴と課題を考える。 講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

幼児の様々な発達の諸側面が人との関わりの中で育つことについ
て、それぞれの発達の時期の特徴と関連づけて理解する。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

6

幼稚園生活における決まりにはどのようなものがあるか等につい
て、それぞれの決まりが幼児にとってどのような意味をもつか考
える。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

3

地域における子ども同士の関わり等，幼児を取り巻く人間関係に
ついて、現代的特徴と課題を考える。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

4

幼稚園教育において育みたい資質能力を領域「人間関係」の視点
から考察し、大学生活で求められる人と関わる力との関連につい
て考える。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

9

なし なし なし

10

なし なし なし

7

集団の中で見られる具体的な幼児の姿や幼児同士の関係の発達を
理解する。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

8

授業のまとめ
資料・返却された課題・小テストなどを確認し、復習を行う。

まとめに向けて、・資料・返却され
た課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習、整理を行うこと。（20
分）

すべての返却された課題や小テスト
などに必ず目を通し、復習を行うこ
と。（25分）
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13

なし なし なし

14

なし なし なし

11

なし なし なし

12

なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本授業は、幼稚園教員免許を取得する者の必修科目である。

備考欄

その他 0 なし

教科書

テキスト無し
随時、課題及び資料を配布する

参考文献

『最新保育資料集1』ミネルヴァ書房、毎年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領が
掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11249011 幼児と言葉 1 1

到達目標

「人間にとっての話し言葉や書き言葉などの言葉の意義と機能について，説明できること」「乳幼児の言葉の発達過程について，言葉の機
能への気付きも含めて説明できること」「言葉の楽しさや美しさについて，具体的な例を挙げて説明できること」「言葉遊びなどの言葉の
感覚を豊かにする実践について，基礎的な知識を身に付けること」「言葉の楽しさや美しさに気付き，言葉を豊かにする実践を，幼児の発
達の姿と合わせて説明できること」「児童文化財（絵本・物語・紙芝居等）について，基礎的な知識を身に付けること」「幼児の発達にお
ける児童文化財の意義について理解すること」である。

授業の方法

配布印刷物等を用いて授業をすすめる。基本的に、コメントシートを基にした、受講者の意見交流や学びのフィードバックを行い、双方向
の学びを目指す。第５回授業においては、グループ協議及び発表等を行う。また、理解度確認テストを実施する。次回の授業において、採
点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用 ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーに示されている、「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこど
も、 障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能） 」科目であるとともに、「変化する社
会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）
」」ようになる科目である。そして、領域「言葉」の指導の基盤となる，幼児が豊かな言葉や表現を身に付け、想像する楽しさを広げるた
めに必要な専門的事項に関する知識を身に付ける科目である。

授業の概要

幼稚園教育要領において 領域「言葉」は、「経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする
意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う」と示されている。そのような幼児を育成するために、人間にとっての言
葉の意義や機能を理解し、また、言葉に対する感覚を豊かにする実践について理解し、そして、幼児にとっての児童文化財の意義を理解
し、加えて、保育者は何をすべきかを考え、実際に行動・実践できるようになるための授業である。

1

オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなどの解説） シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。　（25分）

2

言葉の発達過程において、乳幼児が言葉の意義と機能をどのよう
に理解していくか理解する。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

次回の授業において、採点した理解度確認を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

しりとりやなぞなぞ等、言葉に対する感覚を豊かにする言葉遊び
を体験するとともに、言葉遊びと幼児の言葉の発達とその関連を
考える。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

6

絵本などの児童文化財の中に描かれている幼児の姿を読み解くこ
とで、幼児理解を深めるとともに、幼児にとっての児童文化財の
意義を考える。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

3

言葉の意義や機能について、「言葉による伝え合い」（コミュニ
ケーションとしての機能）を取り上げ、映像資料や事例を通し
て、具体的な幼児の姿を基に理解を深める。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

4

言葉の意義や機能について、「文字の意味や役割」（文字の機
能）を取り上げ、映像資料や事例を通して、具体的な幼児の姿を
基に理解を深める。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

9

なし なし なし

10

なし なし なし

7

絵本などの児童文化財を実際に読んだり、演じたりすることで、
その楽しさを体験的に理解し、保育への取り入れ方を具体的に考
える。

講義の内容を事前に調べておくこ
と。（25分）　

返却された課題や小テストなどに必
ず目を通し、復習を行うこと。（20
分）　

8

授業のまとめ
資料・返却された課題・小テストなどを確認し、復習を行う。

まとめに向けて、・資料・返却され
た課題・小テストなどに必ず目を通
し、復習、整理を行うこと。（20
分）

すべての返却された課題や小テスト
などに必ず目を通し、復習を行うこ
と。（25分）
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13

なし なし なし

14

なし なし なし

11

なし なし なし

12

なし なし なし

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト・発表内容・提出物

15

なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本授業は、幼稚園教員免許を取得する者の必修科目である。

備考欄

その他 0 なし

教科書

テキスト無し
随時、課題及び資料を配布する

参考文献

『最新保育資料集1』ミネルヴァ書房、毎年４月発行予定（幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領が
掲載されている為使用する）。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11250011 幼児と表現 1 1

到達目標

・幼児の遊びや生活における領域「表現」の位置づけについて説明できる。
・表現を生成する過程について理解している。
・幼児の素朴な表現を見出し、受け止め、共感することができる。
・様々な表現を感じる・みる・聴く・楽しむことを通してイメージを豊かにすることができる。
・身の周りのものを身体の諸感覚で捉え、素材の特性を生かした表現方法を理解している。
・協働して表現することを通し、他者の表現を受け止め共感し、より豊かな表現につなげていくことができる。
・様々な表現の基礎的な知識技能を生かし、幼児の表現活動に展開させることができる。

授業の方法

①板書、プリント配布のほか、視聴覚メディア、ICTなどを使用する。
②講義・演習（実技含む）の両形式を織り交ぜてすすめる。
③グループワーク、学生による発表などを行う（第４回）。

ＩＣＴ活用 Googleクラスルームを活用し、場合によっては双方向型授業を行う。

後期

教員氏名 今井　由惠、笠見　康大

授業の位置づけ

①幼稚園の領域に関する専門的事項を学ぶ専門科目であり、ディプロマポリシーの特に「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理
解に加え、幼児期のこどもについての基本的な知識」、また「多様なこどもの実態に即して成長・発達を支援するための基本的資質」を身
につけるための科目である。
②主に保育内容指導法（音楽表現・造形表現）の基礎となる。

授業の概要

幼稚園教育要領の領域「表現」には、「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創
造性を豊かにする」と示されている。これらを実現するためには、教諭自身が豊かな表現者であることが望ましい。本講義では、領域「表
現」に関する、こどもの表現の姿やその発達およびそれを促す要因、こどもの感性や創造性を豊かにする様々な表現遊びや環境の構成など
について学び、多様な表現活動への理解を深め、こどもの表現活動を支援するための知識・技能を身につける。

1

ガイダンス（授業構成・内容について説明）
領域「表現」のねらい、内容、位置づけ、および表現を生成する
過程について学ぶ。（今井）

テキスト添付の「幼稚園教育要領」
の表現に関する部分と、テキスト
「第１章」を読み、理解を深められ
るよう準備すること。（90分）

本時の講義内容について振り返り、
リアクションペーパーにまとめる。
（90分）

2

幼児の音楽表現の発達段階について、映像資料や事例を通して学
ぶ。（今井）

テキスト「第２章」と配布資料を読
み、理解を深められるよう準備する
こと。（90分）

本時の講義内容について振り返り、
リアクションペーパーにまとめる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。（今井）
高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。（笠見）

課題に対する
フィードバック

の方法

各回のリアクションペーパーについて、コメントを記載し返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

幼児の造形活動を「発達的側面」「特徴・特質的側面」「造形
的・美的側面」から学ぶ。（笠見）

保育所保育指針及び幼稚園教育要領
の領域「表現」について読んでお
く。（90分）

本時の講義内容について振り返り考
えをまとめる。（90分）

6

幼児の豊かな経験と創造的環境について考察する。（笠見） 子どもの頃の遊びについてまとめて
おく。（90分）

本時の講義内容について振り返り考
えをまとめる。（90分）

3

身近な自然や環境の中の音素材に触れ、「感じる・みる・聴く・
楽しむ」ことを幼児の視点で分析し、教諭として幼児の素朴な表
現を感受することを考察する。（今井）

テキスト「第４章」と配布資料を読
み、理解を深められるよう準備する
こと。（90分）

本時の講義内容について振り返り、
リアクションペーパーにまとめる。
（90分）

4

協働による音楽表現（アンサンブル）、伝承遊びとしてのわらべ
うたについて学ぶ。（今井）

テキスト「第６～10章」のうちの事
前提示個所を読み、理解を深められ
るよう準備すること。（90分）

本時の講義内容について振り返り、
リアクションペーパーにまとめる。
（90分）

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

感じたことや考えたことを色や形を使って表出することについて
考察する。（笠見）

子どもの頃の造形体験についてまと
めておく。（90分）

本時の講義内容について振り返り考
えをまとめる。（90分）

8

幼児の多様な表現の保証と意味づくりに参加できる教諭の資質・
能力について考察する。
領域「表現」のまとめ。（笠見）

社会の中の「多様性」「創造性」に
ついて調べておく。（90分）

本時の講義内容について振り返り考
えをまとめる。（90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

15 なし なし なし

成績評価の方法
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定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 リアクションペーパーの提出・内容（40％）、レポート課題（60％）

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本授業は、幼稚園教員免許状を取得する者の必修科目である。

備考欄

その他 0 なし

教科書

「表現者を育てるための保育内容『音楽表現』―音遊びから音楽表現へ―」石井玲子編、教育情報出版（幼稚園教育要領・保育所保育指
針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領を含む）
「保育をひらく造形表現」槇英子著、萌文書林

参考文献

「幼稚園教育要領解説」平成30年3月 文部科学省、フレーベル館
「新訂 事例で学ぶ保育内容＜領域＞表現」無藤隆監修、萌文書林
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10230011 国語科概論 3440 2 1

到達目標

１　国語科教育の目標についてしっかり捉えて、説明したり論じたりできる。
２　国語科がすべての教科の基本となる意味を自分自身の言語生活と結びつけて考えることができる。
３　学習指導要領は、言語生活の実態や社会的な要請をふまえ、こどもの発達段階にそって系統的、構造的に 書 かれていることを把握
し、新学習指導要領の趣旨と内容を説明することができる。
４   学習指導要領の趣旨を生かして編集されている教科書について考えを深め、意見を述べることができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式で進めるが、一部アクティブラーニング（主体的・対話的で深い学び）も取り入れていく。
講義の終わりには小課題を実施するととも、感想・質問・内省の文等を書く。
事前事後課題についての質問等を取り上げ、共通理解を図る。
理解しやすいように実物投影機やデジタル教科書などを活用する。

ＩＣＴ活用

国語教育に関する動画を視聴した上で、質疑応答を行う。また、デジタル教科書やパワーポイントを活用し、国語科学習指導要領について
の解説を行う。

前期

教員氏名 森田　弘行

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる【思考・判断・表現】」ための科目である。
より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけ、国
語科における「果たす役割」や「今日的な課題」をふまえながら、学習指導要領や教科書等を検討することで言語能力を高めていく。 教
職原論、教科教育法国語、教育実習指導Ⅱ、教育実習Ⅱの基礎として位置づけられる。

授業の概要

国語科がすべての教科の基本と言われる意味は何か。国語科の今日的な課題は何か。国語の教科書はどのような意図で編集され、扱う留意
点は何か。そんな疑問や課題に答えていくような講義を展開する。国語科の果たすべき役割を系統的にたどりながら国語科の重要性を再認
識する.。また、2020年に学習指導要領が改訂になるため、具体的な授業場面と新旧の学習指導要領とを結び付け、主体的・対話的で深い
学びとは何かを理解しし学びを深める。なお、自己課題をもって積極的に自学を行うよう、図書館やメディアコーナー、コンピュータ・ラ
ボラトリーの利用を習得する。

1

【オリエンテーション】　　
国語教育とは何か、国語科学習指導要領とは何かについて知る。
「国語科概論」の目標、概要、評価について や「国語科」のね
らいについて学ぶ。また、「国語教育」と「日本語教育」の違い
とは何か、「言語能力」の基本的な押さえを理解する。

国語科学習指導要領を全体に目を通
してくること。
（90分）

「小学校学習指導要領解説国語編」
第1章総説編(以後、「解説編」と記
す)P1-P2を読み直しまとめる（90
分）

2

【国語科教育の今日的な課題】
国語科教育の今日的な課題について考える。国語科教育の今日的
な課題を話し合い、プリントにまとめ、その背景を理解する。特
に  国際化、学力の低下、教育力の低下などについて問題意識を
持ち、国語科の果たす役割について理解を深める。

国語科学習指導要領の「解説編」
P1-P5を読んでくること。 （90分）

国語科学習指導要領の「総則の要点
やキーワードをまとめておくこと。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

小学校教員として、３５年勤務した経験を生かして、国語教育の今日的課題や国語の教育課程などについての授業を行う。また、小学校国
語教育における授業アドバイザーとして各学校に授業協力してきた経験があり、国語教育について幅広い知識、知見を有している。この経
験を生かした講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義におけるメモ内容と感想・要望・質問・内省等の文章に対して評価し、コメントを返す。
また、全体にフィードバックした方が良い内容は、回収後、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【低学年の目標と内容　～教科書２年～】　
低学年の特徴と目標をしっかり押さえた上で、教科書内容と指導
事項とを結び付け、低学年の学習について理解を深める。具体的
な単元を取り上げながら解説し、指導法を学ぶ。また、実際にグ
ループで単元構成や授業内容を検討し合う。　　       

解説編 P41-P75を読み自分の考えを
まとめてくること。   （90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。（90分）

3

【国語科学習指導要領の趣旨】
学習指導要領「国語科」の趣旨を読み取ったり、学習指導要領の
あゆみや趣旨を知る。また、学習指導要領と教科書との関係につ
いて理解する。一方で新学習指導要領と現行の指導要領を比較
し、時代の要請と改定のあゆみ、不易としての言語能力、教科書
の生かし方を学ぶ。

「解説編」P5-P10をしっかりと読
み、考えをまとめてくること。（90
分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。（90分）

4

【学習指導要領「国語科」の目標と内容】
新学習指導要領と現行の指導要領を比較しながら、目標及び内
容、指導事項の概要をとらえる。児童の発達段階と今日的な課題
をふまえた目標と内容を理解する。幼稚園教育、中学校教育との
関連で学習指導要領を理解し、自分なりの考えをまとめる。

「解説編」P11-P40を読み自分の考
えをまとめてくること。（90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。（90分）
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6

【中学年の目標と内容　～教科書４年～】
中学年の特徴と目標をしっかり押さえた上で、教科書内容と指導
事項とを結び付け、中学年の学習についての理解を深める。具体
的な単元を取り上げながら解説し、指導法を学ぶ。また、相手・
目的意識、文の中心、段落相互の関係について理解する。

解説編　P76-P113を読み自分の考え
をまとめてくること。    （90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。（90分）

9

【｢書くこと｣の指導】　
国語科の２年，４年，６年の教科書を活用しながら、「解説編」
の書くことの内容について理解する。こどもの生活場面に生きる
書く指導について考えを深め、学習指導案と学習指導要領との関
連性を考察する。また、他教科との関連も確認する。

「解説編」P204及びP205を読んでく
ること。（90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。　（90分）

10

 【｢読むこと｣の指導】　
国語科の２年，４年，６年の教科書を活用しながら、「解説編」
の読むことの内容について理解する。こどもの生活場面に生きる
読む指導について考えを深め、学習指導案と学習指導要領との関
連性を考察する。また、読書指導や並行読書との関連性も学ぶ。

「解説編」P206及びP207を読んでく
ること。（90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。　（90分）

7

【高学年の目標と内容　～教科書６年～】
高学年の特徴と目標をしっかり押さえた上で、教科書内容と指導
事項とを結び付け、高学年の学習についての理解を深める。具体
的な単元を取り上げながら解説し、指導法を学ぶ。また、形式的
操作、広い視野、隠喩、メタ言語的思考についても理解する。

　

解説編 P115-P152を読み自分の考え
をまとめてくること。    （90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。　（90分）

8

【「話すこと・聞くこと」の指導】
国語科の２年，４年，６年の教科書を活用しながら「解説編」の
話すこと・聞くことの内容について理解する。こどもの生活場面
に生きる指導について考えを深め、教科書と学習指導要領との関
連性を考察する。

「解説編」P202及びP203を読んでく
ること。（90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。（90分）

13

【「伝統的な言語文化に関する事項」について】　　　教科書２
年，４年，６年の「解説編」について学び、単元の中にどのよう
に位置付いているかを理解する。また、古典、言葉の特徴やきま
り、文字に関する事項についての指導の在り方について理解を深
める。小論文のテーマ確認と解説を通して小論文の書き方を理解
する。

「解説編」p152-53  p88-90  p126-
127までをしっかり読んでくるこ
と。（90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。小論文テストに備えること（90
分）

14

【読書指導の充実】　　　　　　　　　　　　　　教科書２年，
４年，６年の読書指導に関する関する単元について検討し、具体
的な指導方法を学ぶ。また、現在行われている読書指導とその課
題について考察する。並行読書のあり方や国語における読書の広
がり、司書教諭の役割、他教科との関連、朝読書、地域図書館と
のつながりなどについても理解を深める。

読書に関して調べてくること。事後
これまでの授業をふりかえり、最終
時の課題について構想を練ること。
（90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。小論文テストに備えること。
（90分）

11

【教科書の全体構成と系統性】
１年間の国語の学びと単元構成構築の仕方を学び、話すこと、聞
くこと、書くこと、読むこと３領域の関連指導について理解す
る。また、話すこと・聞くこと・書くことの領域別特徴を知る。
各学年間の系統性についてグループワークを行い理解を深める。

「解説編」P202からP207を読んでく
ること。（90分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。（90分）

12

【デジタル教科書及び書写の指導(硬筆と毛筆)】
デジタル教科書が国語科学習の中でどのように活用されているか
を知る。また、書写における文字に関する指導が書くこととの領
域の指導と結びついていることをモニターを見ながら交流し合い
理解する。「硬筆」と「毛筆」の特徴などに触れながら書写指導
の意義について学ぶ。　

デジタル教科書について調べてくる
こと。小学校の時に受けた書写指導
についてまとめてくること。（90
分）

配布プリントの重要箇所をマーキン
グしたり、要点をまとめたりするこ
と。（90分）
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定期試験 0 行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 毎回のメモと小課題5点×14=70点 (1-14)    小論文課題30点×1=30点 (最終回)

15

これまでの講義を振り返り、国語科概論の趣旨を再確認する。講
義からの学びを踏まえて小論文を書く。小論文のテーマは「今日
的課題と新学習指導要領を踏まえ、自分が教壇に立った時にどの
ような授業や言語活動を行いたいか自分の考えを具体的に述べ
よ」このテーマに沿って文章にまとめる。
　　　　


学習指導要領を踏まえ、小論文につ
いての構想をまとめてくること。
（90分）

これまでに配布プされたプリントの
見直す。学習指導要領を読み直すこ
と。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・座席は列ごとに固定とする。
・筆記用具は濃い鉛筆もしくはペンとする。
・辞書の持ち込みは可。

備考欄

その他

0 なし


教科書

・小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　国語編　文部科学省　東洋館出版社
・小学校国語教科書２年上　ひろがる言葉　教育出版
・小学校国語教科書２年上　たんぽぽ　　　光村図書
・小学校国語教科書４年上　かがやき　　　光村図書
・小学校国語教科書 6年　　創造　               光村図書

参考文献 適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10335011 社会科概論 3442 2 1

到達目標

➀本授業を通して、受講生は小学校「社会科」において必要とされる子どもの「学び」に関する教育学の基本的な知見を理解し、説明する
ことができる。（知識・理解）
➁「社会科」に関し、理論と実践を結びつけて思考することができる。（技能）
③「主体的・対話的で深い学び」について関心を持って考え、積極的に表現できる。（態度）

授業の方法

①パワーポイントと配布印刷物を用いる。
②講義形式で授業を行う。学生の発言を重視しながら双方向的に授業を進める。
③理解度確認テストを１０回行い、基本的な知識の定着を図る。また、レスポンスシート等による受講生の意見を講義の中で紹介し、対話
的な学びを行う。第７回、第１４回では、講義内容を踏まえたグループワークを行う。

ＩＣＴ活用 ・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

➀授業「社会科概論」（以下、本授業）は、教育（学校、幼稚園）と社会の関係にかかわる課題を認識し、これまでの日本における社会科
教育の実践と理論に学びながら、意欲的に考察するための科目である。ディプロマポリシーの教育に関わる者としての「教育的能力」、成
長・発達を支援するための「基本的資質」、不断に学ぶ意欲・態度を身につけ、「より適切な教育のあり方を考え続ける」ことと関係す
る。
➁また、小学校教諭免許取得に必要な教職科目であり、「生活科概論」、「社会科概論」、「小学校教育実習」と接続する科目である。

授業の概要

➀本授業は、子どもの獲得する「社会認識」と、教育における「社会科」の課題に関わる知見を学ぶ。（知識・理解）
➁そして、「主体的・対話的で深い学び」を実践するための技能を修得する。（技能）
③さらに、良き「学び手」としての教師となるため、授業に対し主体的に参加する姿勢を身につける。（態度）

1

１．オリエンテーション:授業のすすめ方、授業を通して身につ
けてもらいたい資質、課題、評価について説明する。
２．社会科とは何かについて被教育経験を通して対話する。
３．レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読んでおくこと。（９０
分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

2

１．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
２．社会科という教科の概要や性格について、考える。
３．レスポンスシートの作成・提出

小学校学習指導要領「社会科」を読
んでおくこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

・フィードバックとして、理解度確認小テストを行う。また、レスポンスシートから、論点を選び、全体に紹介する。また、G-classroom
等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその成果を参加者に
紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバックをより豊か
なものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

１．小テストによる知識の定着③
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で共
有する課題について対話する。
３．社会科の歴史③1989年学習指導要領改定・低学年社会科の廃
止から、２００８年学習指導要領改定までの社会科の変化につい
て理解し、目指す子ども像について対話する。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

3

１．小テストによる知識の定着①
２．社会科の歴史①日本国憲法の公布から1947年学習指導要領試
案および、それに伴って生まれた新教科「社会科」と「初期社会
科」について概要を理解し、目指した子ども像について対話す
る。
３．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

4

１．小テストによる知識の定着②
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
３．社会科の歴史②1955年学習指導要領から1989年学習指導要領
改定までの、社会科教育の変化について、その歴史的背景ととも
に理解し、目指した子ども像について対話する。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）
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6

１．小テストによる知識の定着④
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
３．社会科の歴史④2018年学習指導要領改定に伴う、社会科の構
想について理解し、現在目指そうとしている「公民的資質」につ
いて対話を深める。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

9

１．小テストによる知識の定着⑦
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
３．社会科教育実践史②小学校３年生の社会科授業について過去
の優れた実践を提示し、考察を行う。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

10

１．小テストによる知識の定着⑧
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
３．社会科教育実践史③小学校４年生の社会科授業について過去
の優れた実践を提示し、考察を行う。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

7

１．小テストによる知識の定着⑤
２．担当教員による、社会科の模擬授業を行う。受講者は児童役
として参加し、授業についての考察を行う。
３．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

8

１．小テストによる知識の定着⑥
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
３．社会科教育実践史①低学年社会科の過去の実践例を提示し、
小学校低学年期における社会認識や自然認識獲得の筋道や、現在
の小学校生活科との関連について理解し、低学年期に必要な授業
方法のあり方について対話する。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

13

１．小テストによる知識の定着（予備）
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容について対話
する。
３．社会科におけるICT(Information and Communication
Technology)の活用について、現在行われている授業方法を提示
し、その意義について考え、対話する。
４．レスポンスシートの作成、提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

14

１．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
２．SDGsと社会科の授業づくりの関係について、その意義や具体
的な実践例について考察する。
３．レスポンスシートの作成と提出

SDGsに関わって、現代社会の様々な
事象から「社会科教育」で扱うべき
内容について探し、その理由をまと
めておく。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

11

１．小テストによる知識の定着⑨
２．フィードバック：前回のレスポンスシートについて紹介し、
知見を深める。
３．社会科教育実践史④小学校５年生の社会科授業について過去
の優れた実践を提示し、考察を行う。
4．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

12

１．小テストによる知識の定着⑩
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
３．社会科教育実践史④小学校６年生の社会科授業について過去
の優れた実践を提示し、考察を行う。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト10回＋α（20％）、レスポンスシート(課題）10回＋α（60％）、講義中に取り組む課題等
（20％）

15

・これまでの授業をふりかえり、深めるべき課題をピックアップ
し、対話、討議する。

シラバスに記された評価基準に照ら
し、自己評価を行っておく。（９０
分）

授業内で紹介された参考文献を参照
し、子どもの学力と教育方法に関す
る教育学的知見を深める。（９０
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0
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履修条件・留意
事項等

・レポート等の課題は提出期限を厳守する。

備考欄

教科書 ・授業内でテキスト及び必要な資料を印刷配布する。

参考文献

・中西仁、小林隆(2018)「初等社会科教育」（ミネルヴァ書房）
・鈴木正氣（1978）「川口港から外港へ」（草土文化）
・澤井陽介、唐木清志（２０２１）「小中社会科の授業づくり」（東洋館出版社）
そのほか、授業中に適宜紹介し、活用する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10753011 理科概論（1組） 3444 2 1

到達目標

①小学校理科の学習において、授業の基準となっている学習指導要領の趣旨や教科書の内容の理解を通して、理科の目標と内容を把握する
とともに、望ましい授業づくりについて工夫することができる。
②小学校理科の目標を実現するための授業の在り方や、「自然を愛する心情」、「主体的に問題解決しようとする態度」を培う指導の在り
方について、実際の観察や実験を通して工夫することができる。

授業の方法

理科の意義や役割、目標などについて解説する。また、小学校理科の内容を学年順に取り上げて解説する。さらに、小学校理科の内容から
観察・実験を含んだ項目を選択し、プレゼンテーションソフトを用いて履修学生全員が発表し、質疑の交流を通して、より深めていく活動
を取り入れる。
指導教員は、発表内容の補足と詳しい解説を、観察・実験の実習やハンドアウト・プレゼンテーションソフトを活用して付け加える。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトや教育クラウドプラットフォームを活用した説明や資料の提示、電子黒板やデジタル教科書、タブレットや携帯
端末を使った指導法の説明等を行う。また、これらを利用した双方向型授業も体験させる。
理科におけるプログラミング教育について取り上げる。

後期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」および「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な
保育・教育のあり方を考え続けることができる。【思考・判断・表現】」ための科目である。
小学校教員一種免許取得のためには、この科目の後、「教科教育法　理科」を履修しなければならない。

授業の概要

小学校教師として、小学校理科の目標及び内容について、小学校学習指導要領解説理科編を参考にしながら理解を深める。また、理解した
ことを、児童と同じ視点に立ち、自然の様々な事象や現象に対して疑問を抱いたり、不思議さを感じたりしながら、具体的事象・現象につ
いて観察・実験することで、科学的探究の方法を身につける。

1

オリエンテーション　
「児童が疑問を持ちながら、楽しく取り組んで力がつく授業を考
えよう」 
過去に自分が受けた理科の授業を振り返りながら、疑問を持った
り、自分から調べたくなるような授業とはどんな授業なのかを考
えさせる。自分たちの体験をもとに、３，４人の小グループで話
し合い、それを発表し合う。その中からこれからの本授業への意
欲を高める。

シラバスを読み授業内容を把握す
る。（90分）

オリエンテーション資料を熟読す
る。（90分）

2

「教科書と学習指導要領」　
使用されている教科書が、どのような法律や規準によって作られ
ているのか、また学習指導要領と教科書との関係について、具体
的な単元を例に解説する。デジタル教科書の活用について学ぶ。
「幼稚園、小学校生活科、中学校理科の学習の流れと内容の概
観」　
幼稚園の「環境」及び小学校１，２年生活科と３年生からの理科
との関連、また小学校理科と中学校理科の内容を概観して、内容
のつながりや系統性について解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験の操作①（計量・計測）を学
ぶ。

幼稚園の「環境」について、幼稚園
教育要領を読んでおく。小学校学数
指導要領の第２章第５節を読んでお
く。（90分）

小学校学習指導要領と教科書との関
係について理解したことをまとめて
提出。（課題１）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

実務経験のある
教員の教育内容

理科教育に係る研修機関の指導主事として教育委員会での勤務経験があり、理科教育に関して幅広い知識を有している。この経験を生かし
て小学校理科の目標や内容について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学生の発表(１人１回)について、教員からの評価と学生からの質疑を行い、今後の発表に生かすようフィードバックする。提出された課題
には、講評を付記して返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

「教科『理科』の意義と身に付ける力」　
理科の教科が何のためにあるのか、理科の学習でどんな力を身に
付けようとしているのか、そのためには理科の授業はどうあるべ
きかについて、科学者の業績、開発された科学技術などの発表を
通して意見交換を行う。
小学校理科の基本的な観察・実験の操作②(加熱・反応）を学
ぶ。

自分が知っている科学者の業績、開
発された科学技術などの例を調べて
おく。（90分）

理科教育の意義についてまとめて提
出する。（課題２）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

4

「小学校理科の目標と内容」　
理科の目標と内容について概観する。今回は特に､「自然に親し
むことの大切さ」の意味を中心に、具体例を示しながら解説す
る。
小学校理科の基本的な観察・実験③（野外観察）を学ぶ。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、理科の目標について確認してお
く。（90分）

配布プリントの完成。（課題３）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。
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5

「小学校理科の目標と内容」　
理科の目標と内容について概観する。今回は特に「理科の見方・
考え方」の意味を中心に、具体例を示しながら解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験④（顕微鏡操作）を学ぶ。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、理科の目標について確認してお
く。（90分）

理科におけるICTの活用についてま
とめて提出する。（課題４）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

6

「小学校理科の目標と内容」　
理科の目標と内容について概観する。今回は特に「見通しを持っ
て観察、実験を行う」の意味を中心に、具体例を示しながら解説
する。
小学校理科におけるプログラミング教育を学ぶ。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、理科の目標について確認してお
く。（90分）

小学校理科の目標についてまとめて
提出する。（課題５）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

9

４年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、４年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した４年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

10

４年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。　
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、４年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した４年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

7

３年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て、他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、３年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した３年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

8

３年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、３年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した３年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

13

６年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、６年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した６年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

14

６年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、６年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。
（90分）

配布した６年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

11

５年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、５年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した５年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

12

５年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。　
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、５年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した５年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

定期試験 0 定期試験は行わない。

15

「各学年の目標と内容」 
３、４、５、６年生　それぞれの学年の目標と内容について概観
する。また、授業づくりのポイントや観察、実験の留意点などに
ついて意見交換させる。
また、指導計画の作成と指導略案の書き方について解説する。

小学校学習指導要領解説理科編の
「指導計画の作成と内容の取扱い」
を読んで理解しておく。（90分）

全学年の内容から１時間分の指導略
案を作成し提出する。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題（50％）
発表（20％） 
指導略案（20％）
授業中の意欲・態度（10％）

履修条件・留意
事項等

小学校教員免許必修。

備考欄

その他 0

教科書 小学校学習指導要領解説　理科編（平成30年2月）文部科学省　東洋館出版社

参考文献

小学校理科教科書３，４，５，６年用　教科書の指導書３，４，５，６年用
生活科教科書上下　幼稚園教育要領解説（環境）  中学校学習指導要領解説理科編
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10753012 理科概論（2組） 3444 2 1

到達目標

①小学校理科の学習において、授業の基準となっている学習指導要領の趣旨や教科書の内容の理解を通して、理科の目標と内容を把握する
とともに、望ましい授業づくりについて工夫することができる。
②小学校理科の目標を実現するための授業の在り方や、「自然を愛する心情」、「主体的に問題解決しようとする態度」を培う指導の在り
方について、実際の観察や実験を通して工夫することができる。

授業の方法

理科の意義や役割、目標などについて解説する。また、小学校理科の内容を学年順に取り上げて解説する。さらに、小学校理科の内容から
観察・実験を含んだ項目を選択し、プレゼンテーションソフトを用いて履修学生全員が発表し、質疑の交流を通して、より深めていく活動
を取り入れる。
指導教員は、発表内容の補足と詳しい解説を、観察・実験の実習やハンドアウト・プレゼンテーションソフトを活用して付け加える。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトや教育クラウドプラットフォームを活用した説明や資料の提示、電子黒板やデジタル教科書、タブレットや携帯
端末を使った指導法の説明等を行う。また、これらを利用した双方向型授業も体験させる。
理科におけるプログラミング教育について取り上げる。

後期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」および「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な
保育・教育のあり方を考え続けることができる。【思考・判断・表現】」ための科目である。
小学校教員一種免許取得のためには、この科目の後、「教科教育法　理科」を履修しなければならない。

授業の概要

小学校教師として、小学校理科の目標及び内容について、小学校学習指導要領解説理科編を参考にしながら理解を深める。また、理解した
ことを、児童と同じ視点に立ち、自然の様々な事象や現象に対して疑問を抱いたり、不思議さを感じたりしながら、具体的事象・現象につ
いて観察・実験することで、科学的探究の方法を身につける。

1

オリエンテーション　
「児童が疑問を持ちながら、楽しく取り組んで力がつく授業を考
えよう」 
過去に自分が受けた理科の授業を振り返りながら、疑問を持った
り、自分から調べたくなるような授業とはどんな授業なのかを考
えさせる。自分たちの体験をもとに、３，４人の小グループで話
し合い、それを発表し合う。その中からこれからの本授業への意
欲を高める。

シラバスを読み授業内容を把握す
る。（90分）

オリエンテーション資料を熟読す
る。（90分）

2

「教科書と学習指導要領」　
使用されている教科書が、どのような法律や規準によって作られ
ているのか、また学習指導要領と教科書との関係について、具体
的な単元を例に解説する。デジタル教科書の活用について学ぶ。
「幼稚園、小学校生活科、中学校理科の学習の流れと内容の概
観」　
幼稚園の「環境」及び小学校１，２年生活科と３年生からの理科
との関連、また小学校理科と中学校理科の内容を概観して、内容
のつながりや系統性について解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験の操作①（計量・計測）を学
ぶ。

幼稚園の「環境」について、幼稚園
教育要領を読んでおく。小学校学数
指導要領の第２章第５節を読んでお
く。（90分）

小学校学習指導要領と教科書との関
係について理解したことをまとめて
提出。（課題１）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

実務経験のある
教員の教育内容

理科教育に係る研修機関の指導主事として教育委員会での勤務経験があり、理科教育に関して幅広い知識を有している。この経験を生かし
て小学校理科の目標や内容について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学生の発表(１人１回)について、教員からの評価と学生からの質疑を行い、今後の発表に生かすようフィードバックする。提出された課題
には、講評を付記して返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

「教科『理科』の意義と身に付ける力」　
理科の教科が何のためにあるのか、理科の学習でどんな力を身に
付けようとしているのか、そのためには理科の授業はどうあるべ
きかについて、科学者の業績、開発された科学技術などの発表を
通して意見交換を行う。
小学校理科の基本的な観察・実験の操作②(加熱・反応）を学
ぶ。

自分が知っている科学者の業績、開
発された科学技術などの例を調べて
おく。（90分）

理科教育の意義についてまとめて提
出する。（課題２）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

4

「小学校理科の目標と内容」　
理科の目標と内容について概観する。今回は特に､「自然に親し
むことの大切さ」の意味を中心に、具体例を示しながら解説す
る。
小学校理科の基本的な観察・実験③（野外観察）を学ぶ。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、理科の目標について確認してお
く。（90分）

配布プリントの完成。（課題３）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。
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5

「小学校理科の目標と内容」　
理科の目標と内容について概観する。今回は特に「理科の見方・
考え方」の意味を中心に、具体例を示しながら解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験④（顕微鏡操作）を学ぶ。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、理科の目標について確認してお
く。（90分）

理科におけるICTの活用についてま
とめて提出する。（課題４）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

6

「小学校理科の目標と内容」　
理科の目標と内容について概観する。今回は特に「見通しを持っ
て観察、実験を行う」の意味を中心に、具体例を示しながら解説
する。
小学校理科におけるプログラミング教育を学ぶ。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、理科の目標について確認してお
く。（90分）

小学校理科の目標についてまとめて
提出する。（課題５）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

9

４年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、４年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した４年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

10

４年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。　
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、４年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した４年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

7

３年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て、他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、３年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した３年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

8

３年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、３年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した３年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

13

６年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、６年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した６年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

14

６年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、６年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。
（90分）

配布した６年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

11

５年生の「エネルギー」及び「粒子」を柱にした内容構成につい
て他学年とのつながりや系統性を重視して解説する。
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、５年生理科A区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した５年生理科A区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

12

５年生の「生命」及び「地球」を柱にした内容構成について他学
年とのつながりや系統性を重視して解説する。　
小学校理科の基本的な観察・実験を行う。

小学校学習指導要領解説理科編を読
み、５年生理科B区分の目標と内容
について確認しておく。（90分）

配布した５年生理科B区分の教科書
の内容を読み理解しておく。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

定期試験 0 定期試験は行わない。

15

「各学年の目標と内容」 
３、４、５、６年生　それぞれの学年の目標と内容について概観
する。また、授業づくりのポイントや観察、実験の留意点などに
ついて意見交換させる。
また、指導計画の作成と指導略案の書き方について解説する。

小学校学習指導要領解説理科編の
「指導計画の作成と内容の取扱い」
を読んで理解しておく。（90分）

全学年の内容から１時間分の指導略
案を作成し提出する。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

- 316 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題（50％）発表（20％） 指導略案（20％）授業中の意欲・態度・自己評価（10％）

履修条件・留意
事項等

小学校教員免許必修。

備考欄

その他 0

教科書 小学校学習指導要領解説　理科編（平成30年2月）文部科学省　東洋館出版社

参考文献

小学校理科教科書３，４，５，６年用　教科書の指導書３，４，５，６年用
生活科教科書上下　幼稚園教育要領解説（環境）  中学校学習指導要領解説理科編
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10313011 算数概論 3446 2 1

到達目標

１　算数科における指導内容について述べることができる。
２　算数科を指導するにあたり基本的な数学的概念についてその内容を説明できる。
３　「数と計算」，「図形」，「測定」，「変化と関係」，「データの活用」の内容について述べることが 
    できる。
４　人間の営みと数学の関係について説明できる。

授業の方法

　教科書及び配布物を用いて，講義形式及びグループワークでの学修を進める。ミニレポートを時間内に行う（１２回）。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　専門科目のうち，小学校教科科目に関する科目である。将来算数科を指導するにあたって，必要で基本的な数学的視点，考察力を取り上
げる。これまで学習してきた算数・数学の主要な内容の中から，基本的な概念や性質などを取り上げ，それらの発展と関連について学ぶ授
業である。変化する社会の中で，教育に求められるニーズに的確に対応し，より適切な教育のあり方を考え続けることのできる基礎力を得
るための科目である。
　授業での学修成果が教科教育法の学修へとつながる。

授業の概要

　小学校算数科で児童が学習する内容について再確認するとともに，関連性，発展性の観点から見直し，小学校算数科の内容がどのように
関連しているかについて学ぶ。
　人類の遺産として形成されてきた数学的成果を整理し，算数科で指導するにあたっての基礎的数学の能力が身につくよう授業を展開す
る。

1

　【オリエンテーション　】授業の進め方について理解する。
　【なぜ算数を学ぶのか】算数科の意義や目的及びその展開につ
いて説明できる。

小学校学習指導要領算数科の目標に
ついて読み込んでおくこと。（90分

講義資料の復習をすること。（90
分）

2

　【学習指導要領について】学習指導要領の変遷と算数教育の目
標について説明できる。事前に調べた算数科の目標についてその
概要をグループで交流し合う。

小学校学習指導要領算数科を読み込
んでおくこと。（90分）

講義資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，算数・数学教育に関して幅広い知識を有している。算数科の指導内容に数学的背景，算数のよさやおもしろさを味わ
える教材や指導方法のについて指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　リアクションペーパー，レポートを読み，コメントを記すことによって学修へのフィードバックとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

　【小数の計算】小数の意味についての指導，計算指導について
具体例をもとに，その具体的方法について整理することができ
る。レポート課題＃１

小学校算数科で取り扱われる「小
数」の学習内容について調べておく
こと。（90分）

講義資料の復習をすること。（90
分）

6

【分数の指導】分数の意味についての指導，計算指導について具
体例をもとに，その具体的方法について整理することができる。

小学校算数科で取り扱われる「分
数」の学習内容について調べておく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

3

　【数学的な見方・考え方】学習指導要領における「数学的な見
方・考え方」について，その意義，指導上の留意点について述べ
ることができる。

前時に示した小学校学習指導要領算
数科の内容を読み込んでおくこと。
（90分）

講義資料の復習をすること。（90
分）

4

【整数と計算】整数指導のねらい，数の四則計算指導についてそ
の具体例を基に，意義やねらいを説明できる。

前時に示した小学校学習指導要領算
数科の内容を読み込んでおくこと。
（90分）

講義資料の復習をすること。（90
分）

9

【変化と関係】「変化と関係」の領域での指導内容の概観を整理
し，その指導について説明できる。レポート課題＃２

小学校算数科で取り扱われる「変化
と関係」の学習内容について調べて
おくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

7

【図形】図形領域についてのねらい，その具体的指導について整
理し，その具体的な指導方法について整理することができる。

小学校算数科で取り扱われる「図
形」の学習内容について調べておく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

【測定】測定の指導について整理し，量の概念をもとに，測定の
指導について述べることができる。

小学校算数科で取り扱われる「測
定」の学習内容について調べておく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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10

【データの活用】「データの活用」の領域での指導内容の概観を
整理し，その指導について説明できる。

小学校算数科で取り扱われる「デー
タの活用」の学習内容について調べ
ておくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

13

【授業づくり】授業にあたっての教材研究の意義，方法について
整理し，授業づくりの具体的な方法について説明できる。レポー
ト課題＃３

「授業づくり」について調べておく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

【学習指導の実際】学習指導案の内容について整理し，指導過程
や教材の工夫について説明できる。実際に学習指導案を作成でき
る。各自が作成した指導案についてグループ内で交流し，改善方
策について指摘し合うことができる。

算数科における問題解決的指導過程
について具体的な教材を例に考えて
おくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

【数学的活動】「数学的活動」の意義をとらえ，実際の授業での
展開の方法を示すことができる。

小学校算数科における「数学的な活
動」について調べておくこと。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

【学習指導】学習指導に必要な要件を整理し，小学校算数科の学
習における展開について説明できる。実際の学習の展開について
のアイデアをグループ内で交流し，特に「数学的な見方・考え
方」の取り扱いについて指摘することができる。

小学校算数科における「学習指導」
について調べておくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 リアクションペーパー，レポート（３回）

15

【まとめ】小学校算数科の授業における基本的な数学的概念につ
いて整理することができる。評価テスト：学修資料に関する課題

これまでの配付資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 40 評価テスト

教科書

１　小学校学習指導要領（平成２９年告示）／文部科学省
２　小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　算数編／文部科学省

参考文献

１　中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　数学編／文部科学省
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10408011 生活科概論（1組） 3448 2 2

到達目標

　小学校生活科の学習において、教育課程編成・実施の基準となっている学習指導要領や教科書の内容の理解を通して、生活科の目標、内
容を把握するとともに、目標を実現するための望ましい授業づくりを工夫できる。
　小学校生活科の目標を実現するための授業の在り方、特に、「具体的な活動や体験を通し」、「身近な生活に関わる見方・考え方を生か
す」指導の在り方について工夫できる。

授業の方法

　生活科の内容の中から、興味・関心ある単元を選択し、プレゼンテーションソフトで発表することを中心に進める。履修学生全員が発表
するようにする。
　指導教員は、発表内容の補足と、詳しい解説をハンドアウトやプレゼンテーションソフトを活用して付け加える。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトや教育クラウドプラットフォームを活用した説明や資料の提示、電子黒板やデジタル教科書、タブレットや携帯
端末を使った指導法の説明等を行う。また、これらを利用した双方向型授業も体験させる。

前期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」および「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な
保育・教育のあり方を考え続けることができる。【思考・判断・表現】」ための科目である。
小学校教員一種免許取得のためには、この科目の後、「教科教育法　生活」を履修しなければならない。

授業の概要

　小学校の教育課程における生活科の意義や特性について理解する。また、指導計画や学習指導のあり方等について学ぶ。小学校低学年に
おける生活科教育の果たす役割を具体的な活動や体験を通して学ぶ。
　（１）生活科の意義を理解する。
　（２）生活科の内容や特質を理解する。
　（３）具体的な指導内容と指導方法について、略案を作成する方法を身に付ける。

1

・オリエンテーション
　シラバス解説や授業におけるICT機器の活用法
・生活科の授業の振り返り
　自分が受けた生活科の授業を振り返り、理想的な生活科の授業
について考える。自分の体験をもとに、小グループで話し合って
発表する。その中から本授業への意欲を高める。

シラバスを読み授業内容を理解して
おく。（90分）

オリエンテーション資料を読み内容
を確認する。
理想的な生活科の授業についてまと
める。（課題１）
（90分）

2

・「学習指導要領における生活科の変遷」  
　かつての小学校１，２年生の理科や社会科で学習した内容と、
生活科の内容を比較しながら、生活科設立の背景や教科としての
ねらいについて理解を図る。また、昭和30-50年代に行われてい
た合科学習についての実践について学ぶ。
　これからの時代を生きる児童に学ばせる生活科の在り方につい
て考える。

かつての小学校１，２年生の理科・
社会科の学習指導要領と現在の生活
科の学習指導要領を読んで理解して
おく。（90分）

生活科設立の背景をまとめる。（課
題２）
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　教育委員会において学校教育に係る研修機関の指導主事として勤務経験があり、教科指導に関して幅広い知識を有している。この経験を
生かして小学校生活科の指導法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　学生の発表(１人１回)について、教員からの評価と学生からの相互評価を行い、今後の発表に生かすようフィードバックする。提出され
た課題には、講評を付記して返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・内容(1) 学校と生活
　当該単元の内容について発表する。
　学内やキャンパスを使って、学校生活に関わる授業の内容や指
導法を習得する。
　学校生活を支えている人々について考えることや、楽しく安全
に生活する方法を身に付けさせるための授業の工夫や配慮につい
て考える。

(1)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(1)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

3

・「生活科の存在意義と身に付ける力」　
　生活科の教科が何のためにあるのか、生活科の学習でどんな力
を身に付けようとしているのかについて考えさせる。
　学習指導要領における生活科の目標について理解する。

生活科の学習指導要領を読んで理解
しておく。（90分）

生活科の意義についてまとめる。
（課題３）
（90分）

4

・「幼稚園教育要領の『環境』『人間関係』との関連や、小学校
３，４年生の理科、社会とのつながり」
　 幼稚園の「環境」及び「人間関係」のねらいや内容と、生活
科のねらいや内容とのつながりを考える。また、生活科の大まか
な内容と、小学校３年生からの理科、社会科との関連について学
ぶ。

「幼稚園教育要領の『人間関係』と
『環境』を読んで理解しておく。
（90分）

生活科からつながる小学校３，４年
生の理科、社会の学習指導要領の内
容をまとめる。（課題４）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。
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6

・内容(2) 家庭と生活
　単元(2)(3)の内容について発表する。
　家族のことや自分でできることについて考える授業の内容や指
導法を習得する。
　自分の役割を積極的に果たしたり、規則正しく健康に気をつけ
て生活する態度を身に付けさせるための授業の工夫や配慮につい
て考える。

(2)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(2)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

9

・内容(5) 季節の変化と生活
　森林や川を利用して、自然を観察したり四季の変化に気付かせ
る授業の内容や指導法を習得する。
　季節によって生活が変わることや、それを取り入れて生活を楽
しむための授業の工夫や配慮について考える。

(5)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(5)の内容を確認す
る。
フィールドノートを完成させる。
（課題６）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

10

・内容(6) 自然や物を使った遊び
　当該単元の内容について発表する。
　身近な自然を利用したり、身近にあるものを使ったりして遊ぶ
活動を取り入れた授業の内容や指導法を習得する。
　自然を利用した遊びの面白さや自然の不思議さに気付き、みん
なと楽しみながら遊ぶための授業の工夫や配慮について考える。

(6)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(6)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

7

・内容(3) 地域と生活
　単元(4)(5)の内容について発表する。
　自分が生活する地域で働いたりしている人々について考える授
業の内容や指導法を習得する。
　自分の生活が様々な人や場所と関わっていることや地域に適切
に接したり、安全に生活する方法を身に付けさせるための授業の
工夫や配慮について考える。

(3)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(3)の内容を確認す
る。
（90分）

8

・内容(4) 公共物や公共施設の利用
　駅や公共施設を利用して、それらの良さや役割を理解する授業
の内容や指導法を習得する。
　身の回りにはみんなで使う施設とそれを支えている人々がいる
ことを理解し、大切に正しく利用しようとするための授業の工夫
や配慮について考える。

(4)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(4)の内容を確認す
る。
フィールドノートを完成させる。
（課題５）
（90分）


13

・内容(9) 自分の成長
　当該単元の内容について発表する。
　自分自身を振り返る活動を取り入れた授業の内容や指導法を習
得する。
　自分や支えてくれた人々について考え、自分の成長がわかると
ともに、支えてくれた人々に感謝の気持ちを持ち、意欲的に生活
しようとするための授業の工夫や配慮について考える。

(9)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(9)の内容を確認す
る。
（90分）

14

「授業の実際と工夫　 １学年」  
　１年生の単元の中から、１時間分の授業を選び、指導内容や指
導方法について考え、略案を作成する。特に、「気付きを増や
す」「活動を活発にする」ための方法について工夫する。

 １年生の単元の中から１時間分の
授業内容を選び、教科書等を参考に
して授業の展開を考える。（90分）

指導略案の完成・提出。（90分）

11

・内容(7) 動植物の飼育・栽培
　当該単元の内容について発表する。
　動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらが育
つ場所、変化や成長の様子を理解する授業の内容や指導法を習得
する。
　それらが生命を持っていることや成長していることに気付き、
生き物への親しみをもち大切にしようとする気持ちを育てるため
の授業の工夫や配慮について考える。

(7)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(7)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

12

・内容(8) 生活や出来事の伝え合い
　当該単元の内容について発表する。
　自分たちの生活や地域の出来事を伝え合う活動を通して、相手
のことを想像したり、伝える内容や方法を選んだりできる授業の
内容や指導法を習得する。
　身近な人々と関わることのよさや楽しさが分かり、進んで触れ
合い交流しようとする態度を育てるための授業の工夫や配慮につ
いて考える。

(8)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(8)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

15

「授業の実際と工夫　 ２学年」  
　２年生の単元の中から、１時間分の授業を選び、指導内容や指
導方法について考え、略案を作成する。特に、「気付きを増や
す」「活動を活発にする」ための方法について工夫する。

 ２年生の単元の中から１時間分の
授業内容を選び、教科書等を参考に
して授業の展開を考える。（90分）

指導略案の完成・提出。（90分）

成績評価の方法
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定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題・フィールドノート（40％）　
指導略案（30％）　
単元の内容の発表（20％）　
 授業中の意欲・態度（10％）

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教諭および小学校教諭免許　必修。

備考欄

その他 0

教科書 小学校学習指導要領解説　生活編（平成30年2月）文部科学省　東洋館出版社

参考文献

小学校生活科教科書　上、下　教科書用指導書
小学校社会・理科教科書　３，４年用
幼稚園教育要領解説（環境）（人間関係）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10408012 生活科概論（2組） 3448 2 2

到達目標

　小学校生活科の学習において、教育課程編成・実施の基準となっている学習指導要領や教科書の内容の理解を通して、生活科の目標、内
容を把握するとともに、目標を実現するための望ましい授業づくりを工夫できる。
　小学校生活科の目標を実現するための授業の在り方、特に、「具体的な活動や体験を通し」、「身近な生活に関わる見方・考え方を生か
す」指導の在り方について工夫できる。

授業の方法

　生活科の内容の中から、興味・関心ある単元を選択し、プレゼンテーションソフトで発表することを中心に進める。履修学生全員が発表
するようにする。
　指導教員は、発表内容の補足と、詳しい解説をハンドアウトやプレゼンテーションソフトを活用して付け加える。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトや教育クラウドプラットフォームを活用した説明や資料の提示、電子黒板やデジタル教科書、タブレットや携帯
端末を使った指導法の説明等を行う。また、これらを利用した双方向型授業も体験させる。

前期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」および「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な
保育・教育のあり方を考え続けることができる。【思考・判断・表現】」ための科目である。
小学校教員一種免許取得のためには、この科目の後、「教科教育法　生活」を履修しなければならない。

授業の概要

　小学校の教育課程における生活科の意義や特性について理解する。また、指導計画や学習指導のあり方等について学ぶ。小学校低学年に
おける生活科教育の果たす役割を具体的な活動や体験を通して学ぶ。
　（１）生活科の意義を理解する。
　（２）生活科の内容や特質を理解する。
　（３）具体的な指導内容と指導方法について、略案を作成する方法を身に付ける。

1

・オリエンテーション
　シラバス解説や授業におけるICT機器の活用法
・生活科の授業の振り返り
　自分が受けた生活科の授業を振り返り、理想的な生活科の授業
について考える。自分の体験をもとに、小グループで話し合って
発表する。その中から本授業への意欲を高める。

シラバスを読み授業内容を理解して
おく。（90分）

オリエンテーション資料を読み内容
を確認する。
理想的な生活科の授業についてまと
める。（課題１）
（90分）

2

・「学習指導要領における生活科の変遷」  
　かつての小学校１，２年生の理科や社会科で学習した内容と、
生活科の内容を比較しながら、生活科設立の背景や教科としての
ねらいについて理解を図る。また、昭和30-50年代に行われてい
た合科学習についての実践について学ぶ。
　これからの時代を生きる児童に学ばせる生活科の在り方につい
て考える。

かつての小学校１，２年生の理科・
社会科の学習指導要領と現在の生活
科の学習指導要領を読んで理解して
おく。（90分）

生活科設立の背景をまとめる。（課
題２）
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　教育委員会において学校教育に係る研修機関の指導主事として勤務経験があり、教科指導に関して幅広い知識を有している。この経験を
生かして小学校生活科の指導法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　学生の発表(１人１回)について、教員からの評価と学生からの相互評価を行い、今後の発表に生かすようフィードバックする。提出され
た課題には、講評を付記して返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

・内容(1) 学校と生活
　当該単元の内容について発表する。
　学内やキャンパスを使って、学校生活に関わる授業の内容や指
導法を習得する。
　学校生活を支えている人々について考えることや、楽しく安全
に生活する方法を身に付けさせるための授業の工夫や配慮につい
て考える。

(1)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(1)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

3

・「生活科の存在意義と身に付ける力」　
　生活科の教科が何のためにあるのか、生活科の学習でどんな力
を身に付けようとしているのかについて考えさせる。
　学習指導要領における生活科の目標について理解する。

生活科の学習指導要領を読んで理解
しておく。（90分）

生活科の意義についてまとめる。
（課題３）
（90分）

4

・「幼稚園教育要領の『環境』『人間関係』との関連や、小学校
３，４年生の理科、社会とのつながり」
　 幼稚園の「環境」及び「人間関係」のねらいや内容と、生活
科のねらいや内容とのつながりを考える。また、生活科の大まか
な内容と、小学校３年生からの理科、社会科との関連について学
ぶ。

「幼稚園教育要領の『人間関係』と
『環境』を読んで理解しておく。
（90分）

生活科からつながる小学校３，４年
生の理科、社会の学習指導要領の内
容をまとめる。（課題４）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

- 323 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

6

・内容(2) 家庭と生活
　単元(2)(3)の内容について発表する。
　家族のことや自分でできることについて考える授業の内容や指
導法を習得する。
　自分の役割を積極的に果たしたり、規則正しく健康に気をつけ
て生活する態度を身に付けさせるための授業の工夫や配慮につい
て考える。

(2)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(2)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

9

・内容(5) 季節の変化と生活
　森林や川を利用して、自然を観察したり四季の変化に気付かせ
る授業の内容や指導法を習得する。
　季節によって生活が変わることや、それを取り入れて生活を楽
しむための授業の工夫や配慮について考える。

(5)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(5)の内容を確認す
る。
フィールドノートを完成させる。
（課題６）
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

10

・内容(6) 自然や物を使った遊び
　当該単元の内容について発表する。
　身近な自然を利用したり、身近にあるものを使ったりして遊ぶ
活動を取り入れた授業の内容や指導法を習得する。
　自然を利用した遊びの面白さや自然の不思議さに気付き、みん
なと楽しみながら遊ぶための授業の工夫や配慮について考える。

(6)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(6)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

7

・内容(3) 地域と生活
　単元(4)(5)の内容について発表する。
　自分が生活する地域で働いたりしている人々について考える授
業の内容や指導法を習得する。
　自分の生活が様々な人や場所と関わっていることや地域に適切
に接したり、安全に生活する方法を身に付けさせるための授業の
工夫や配慮について考える。

(3)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(3)の内容を確認す
る。
（90分）

8

・内容(4) 公共物や公共施設の利用
　駅や公共施設を利用して、それらの良さや役割を理解する授業
の内容や指導法を習得する。
　身の回りにはみんなで使う施設とそれを支えている人々がいる
ことを理解し、大切に正しく利用しようとするための授業の工夫
や配慮について考える。

(4)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(4)の内容を確認す
る。
フィールドノートを完成させる。
（課題５）
（90分）


13

・内容(9) 自分の成長
　当該単元の内容について発表する。
　自分自身を振り返る活動を取り入れた授業の内容や指導法を習
得する。
　自分や支えてくれた人々について考え、自分の成長がわかると
ともに、支えてくれた人々に感謝の気持ちを持ち、意欲的に生活
しようとするための授業の工夫や配慮について考える。

(9)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(9)の内容を確認す
る。
（90分）

14

「授業の実際と工夫　 １学年」  
　１年生の単元の中から、１時間分の授業を選び、指導内容や指
導方法について考え、略案を作成する。特に、「気付きを増や
す」「活動を活発にする」ための方法について工夫する。

 １年生の単元の中から１時間分の
授業内容を選び、教科書等を参考に
して授業の展開を考える。（90分）

指導略案の完成・提出。（90分）

11

・内容(7) 動植物の飼育・栽培
　当該単元の内容について発表する。
　動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して、それらが育
つ場所、変化や成長の様子を理解する授業の内容や指導法を習得
する。
　それらが生命を持っていることや成長していることに気付き、
生き物への親しみをもち大切にしようとする気持ちを育てるため
の授業の工夫や配慮について考える。

(7)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(7)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

12

・内容(8) 生活や出来事の伝え合い
　当該単元の内容について発表する。
　自分たちの生活や地域の出来事を伝え合う活動を通して、相手
のことを想像したり、伝える内容や方法を選んだりできる授業の
内容や指導法を習得する。
　身近な人々と関わることのよさや楽しさが分かり、進んで触れ
合い交流しようとする態度を育てるための授業の工夫や配慮につ
いて考える。

(8)の内容について学習指導要領を
読み理解しておく。
（90分）

教科書を読み(8)の内容を確認す
る。
（90分）
次回発表者は発表の準備をする。

15

「授業の実際と工夫　 ２学年」  
　２年生の単元の中から、１時間分の授業を選び、指導内容や指
導方法について考え、略案を作成する。特に、「気付きを増や
す」「活動を活発にする」ための方法について工夫する。

 ２年生の単元の中から１時間分の
授業内容を選び、教科書等を参考に
して授業の展開を考える。（90分）

指導略案の完成・提出。（90分）

成績評価の方法
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定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題・フィールドノート（40％）　指導略案（30％）　単元の内容の発表（20％）　 授業中の意欲・態
度・自己評価（10％）

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

幼稚園教諭および小学校教諭免許　必修。

備考欄

その他 0

教科書 小学校学習指導要領解説　生活編（平成30年2月）文部科学省　東洋館出版社

参考文献

小学校生活科教科書　上、下　教科書用指導書
小学校社会・理科教科書　３，４年用
幼稚園教育要領解説（環境）（人間関係）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10102011 家庭科教育概論 3450 2 2

到達目標

・現代の家庭生活の課題や特徴をふまえて、家庭科の必要性や目標を明確に挙げることができる
・家庭科の授業展開を考え、授業を実践することができる
・必要な知識や技術を習得する必要性に気づき、論じることができる
・家庭科の内容の把握と理解を通して学生一人ひとりが、児童の生活をふまえた家庭科の重要性を説明できる
・小学校家庭科の学習において、学習指導要領の目標や内容を把握し、授業づくりを工夫することができる。

授業の方法

おもにパワーポイントと配布印刷物を用いた講義形式である。必要に応じて実技を取り入れる。
小学校家庭科の知識確認の小テストを実施して理解度の確認を行う（2回目～13回目＝全12回）

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業等を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに対応し、より適切な保育・教育の在り方を考え続けることができ
る【思考・判断・表現】」、「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに
対応できる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」を重点に位置づけている科目である。
小学校教員免許を取得するために必須の科目であり、教科教育法 家庭の基礎となる。

授業の概要

家庭科は家庭生活と直結しており、生活のあり方や社会生活の基礎を培う教科である。学校教育における家庭科教育の意義を認識するとと
もに、小学校「家庭」の到達目標や内容を理解する。特に、児童・学校・地域の実情に応じた扱いや実践的・体験的学習を重視した教材の
工夫について学ぶ。
家庭科の意義や役割、目標や内容などについて解説する。

1

「家庭科の授業とは」
生活の定義、家庭生活と社会生活の考え方、家庭生活に関わる事
柄について理解する。家庭科教育と日常の生活との関係性とその
重要性を認識する。家庭科の意義と目的、学校教育における必要
性を知る。保育・教育との関連のあることの概要を知る.

小･中･高校で学んだ家庭科の内容の
全体を復習すること（90分）

配布プリントと「学習指導要領」の
該当部分を読み、対応部分を見出す
こと（90分）

2

「家族を考える」
現代家族の様相や課題を知り、家族の定義と世帯との違いを理解
する。家族の多様な形態を知り、これまでに得た家族観に広がり
を持つ。家族の多様性と現代の家族の抱える課題を見出す。
小テスト１生活の工夫 と手縫いの方法・・・手縫いの基礎的な
知識を習得する。

日常的な家庭生活の行為を小学校教
育の視点で分類すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校での家庭科教員としての勤務経験を生かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学んだことや質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。小テストは返却時に解説を行う。課題に対しては、適宜指導・
助言を行う。


授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「家庭科教育的特質と児童の家庭との連携」　
　家庭科と児童との家庭生活の関係と保護者との連携の重要性を
知り、家庭への対応を考える。家庭科で学んだことが家庭で実践
できるように、家庭との十分な連携の必要性を理解する。
小テスト４適切な衣服の整え方・・・衣服の整理の基礎的な知識
を習得する

日常的な家庭生活の行為を児童の生
活実態の視点で整理すること（90
分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

3

「家庭科の成り立ちから現在まで」
家庭科の学びの特徴と、生きる力の育成との関わりを理解する。
日常生活に必要な育成を家庭科的視点から学ぶ意義を見出す。日
常生活の自立と社会生活の自立のつながりを理解する。
小テスト２布を使っての製作（ミシン縫い）・・ミシンの機能と
各名称、使い方の知識を習得する。（事前）小･中･高校で学んだ
家庭科の内容を復習すること。（事後）「学習指導要領」の該当
部分を読み理解する。

日常的な家庭生活の行為を生きる力
の視点で整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

4

「家庭科の特性」
　家庭科と実際の家庭生活の接点と体験・実践することの大切さ
を理解し、育成される人間像を考える。日常生活の自立は実践を
伴って実現されることを再確認する。家庭科での体験学習重視を
理解する。
小テスト３袋の製作と生活に役立てる工夫・・・裁縫技術を得る
ための基礎的知識を習得する

日常的な家庭生活の行為を実験・実
習の視点で整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）
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6

「小学校家庭科の目標」
　家庭生活への関心を高め、生活の営みの大切さに気付かせるこ
とを理解する。小学校家庭科における目標を理解し、日常生活の
重要な要点を理解する。（学習指導要領P.4～7、8～13）
小テスト５調理用具と器具の扱い・・・調理の基本的な知識と調
理器具の安全な扱い方法を習得する

日常的な家庭生活を重要な行為とし
ての視点で整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

9

「小学校家庭科の内容B快適な衣服と住まい」　
　快適な衣服の整え方と住まい方について理解する。衣服の取り
扱い方や洗濯の仕方など、環境に配慮した衣生活の重要性を理解
する。（学習指導要領P.37～48）
小テスト８栄養のバランス・・・5大栄養素とそのはたらき、主
な食品の知識を習得する

日常的な家庭生活を衣生活の視点で
整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

10

「小学校家庭科の内容C身近な消費生活と環境」　
　消費者としてのあり方と、身近な地域環境への配慮を基にした
実践の重要性を理解する。消費生活が地域環境さらと地球環境と
の関係の重要性を知る。（学習指導要領P. 49～53）
小テスト９住まいの掃除・・・整理整頓と清掃に関する基本的な
知識を習得する

日常的な家庭生活を消費者としての
視点で整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

7

「小学校家庭科の内容A家庭生活と家族」　
　家庭生活と家族に関して扱う内容と児童に考えさせる要点を理
解する。家族の大切さ、家族との関係性を理解する。（学習指導
要領P.17～24）
小テスト６朝食の献立と野菜炒め・・・朝食を想定しての献立作
成と野菜の調理の基礎知識を習得する

日常的な家庭生活を家族関係の視点
で整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

8

「小学校家庭科の内容B日常の食事の調理」　
　日常の食事の調理方法と実習を含めての授業について理解す
る。調理の基本を身に付けるために必要な実践例を知り調理の重
要性を理解する。（学習指導要領P.25～36）
小テスト７炊飯と味噌汁の作り方・・・炊飯と味噌汁の調理に関
する基礎的な知識を習得する

日常的な家庭生活を日常の調理の視
点で整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

13

「学習指導計画の作成と内容の取り扱い」　
　道徳との関連、実習の指導、言語活動の充実について理解す
る。発表の重要性と家庭科での調べ学習の必要性を理解する。
（学習指導要領P.54～63）
小テスト12地域とのつながり・・・地域の人々との連携のに仕方
の基礎的知識を習得する

授業計画作成の目的と方法を復習す
ること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

14

「家庭生活とジェンダー」
　性別役割分業と男女参画について理解する。家事のアンペイ
ド・ワークやワーキング・シェアについて考える。教師の提示し
た、ジェンダーに関する課題や事例をもとに、現代社会の男女参
画のあり方を考え、観点を広げる。

家庭生活における性別役割分業と男
女参画について整理する（90分）

学習指導要領での該当部分を理解す
ること（90分）

11

「学習指導と評価」　
　家庭科の学習に沿った評価の方法を知る。実習における評価の
捉え方を理解する。家庭科の評価は実践的な体験件を重視するた
め、知識だけではなく、ポートフォリオやレポート発表など意
欲・態度を評価することを理解する。
小テスト10快適な住まい方・・・寒暖に対応したエコロジーな住
まい方の基本知識を習得する。

教育評価の考え方と方法を復習する
こと（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

12

「環境教育と家庭科」　
　環境に配慮した家庭生活と社会生活のあり方を理解して児童に
考えさせる方法を知る。リサイクル、リデュース、リフォームを
生活で実践できることの重要性を理解する。
小テスト11金銭や物の扱い方・・・物の購入に関して考えるべき
こと、意思決定のための基礎知識を習得する

日常的な家庭生活を環境への配慮の
視点で整理すること（90分）

小テストを復習して学習指導要領で
の該当部分を理解すること（90分）

15

「総合的な学習としての家庭科」
　家庭生活と社会との密接な関係を理解する。生活には多種多様
な事柄のあることを再認識する。資料を基に、「家族問題」や
「税」、「法律」、「福祉」、「子育て」などを題材に実際の家
庭生活との関係性を見出す。

家庭科の領域に関係することで、総
合的な学習に取り上げたい内容や教
材を自分なりに考え、整理する（90
分）

学習指導要領での該当部分を理解す
ること（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト１～12（60%）、課題・レポート（40%）

履修条件・留意
事項等

・小学校教諭一種免許状を取得する者の必修科目である
・課題・レポート等は提出期限を厳守する

備考欄

その他 0 なし

教科書

小学校学習指導要領　家庭編／文部科学省　
小学校家庭科教育法／大竹美登利他編著／建帛社
小学校家庭科教科書「新編新しい家庭５・６」／東京書籍
小学校家庭科教科書「小学校５・６私たちの家庭科」／開隆堂

参考文献 小学校家庭科教育研究／教師養成研究会・家庭科教育学部会 編著／東洋館出版社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11109011 英語概論 3452 2 2

到達目標

・小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語運用力を習得し、授業場面で使用することができる。
・小・中学校の接続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な背景的な知識を身に付け、授業
場面に適用することができる。
・英語に関する基本的な事柄について理解し、指導に応用することができる。  
・第二言語習得に関する基本的な事柄について理解し、授業場面に応用することができる。      
・児童文学について理解し、授業場面に知識を適用することができる。      
・異文化理解に関する事柄について理解し、授業場面に応用することができる。

授業の方法

基本的には、板書及び、プレゼンテーションソフトや授業支援用のwebアプリ、ハンドアウトを活用して講義形式で進める。英語でのmini
presentation、ポスタープレゼンテーション、読み聞かせ活動のパフォーマンステストを行う。また、小テストを授業内に行う（計6
回）。

ＩＣＴ活用 Webアプリ(Pear Deckなど）を用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 沢谷　佑輔

授業の位置づけ

この講義は、ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、
それに対応できる教育的能力を身につけている。（知識・技能）」、「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、よ
り適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」、「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のも
とで、より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身に
つけている。（関心・意欲・態度）」に関連する。また、「教科教育法英語」の基礎となる科目である。

授業の概要

授業実践に必要な英語力を身に付けるため、講義冒頭でmini presentationを行い、授業のまとめとしてのポスタープレゼンテーションも
英語で行う。講義内ではクラスルームイングリッシュを多用し、リスニング能力の向上にも努める。また、自律した英語学習者としての成
長を促すために、身近にある英語教材を活用した課題及びそれに基づいた小テストを行う。読み聞かせ活動のパフォーマンステスト及び授
業評価のレポートなど、さまざまな評価方法を実際に経験しながら学ぶ。

1

【講義ガイダンス】グローバル化する社会における英語学習の意
義を考える。講義内容及び課題を理解し、発表計画を立てる。

グローバル化する社会における英語
学習の意義に関して自分の考えをま
とめておく(90分)。

講義内容の復習をする(90分）。

2

【外国語活動・外国語科の目的】小学校における外国語活動及び
外国語科の目的を理解し、中学校との接続について考える。

学習指導要領の該当箇所を読んで自
分なりの考えをまとめておく(90
分）。

講義内容の復習をする(90分）。

実務経験のある
教員の教育内容

特別支援学校及び高等専門学校での勤務経験があり、教育現場における英語指導について幅広い知識を有している。この経験を活かして実
際の教育現場に即した英語の教育法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

適宜、課題の形式に応じたフィードバックを講義中やweb上で行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【国際化と英語教育】バイリンガル教育の視点から国際化する日
本社会における英語教育の実際について理解し、教育現場が直面
する課題とその解決方法について議論する。議論を通じ、授業実
践に必要な聞く力、話す力を身に付ける。
Mini presentation 2（学生によるプレゼンテーション）: 小テ
スト2

小テスト及びmini presentationに
向けた準備を行う。国際化する日本
社会で、英語教育を実施する上で教
育現場が直面する課題について自分
の考えをまとめておく(90分）。

講義内容の復習をする(90分）。

6

【異文化理解教育としての英語教育】異文化理解教育の基本的な
考え方を理解し、外国語活動や外国語科の学習を通じてどのよう
に偏見や固定観念を打ち砕き、他者への敬意を育むことができる
か考える。
Mini presentation 3（学生によるプレゼンテーション）: 小テ
スト3

小テスト及びmini presentationに
向けた準備を行う。外国語活動及び
外国語科がどのように児童の異文化
理解に寄与するのか自分なりの考え
をまとめておく(90分)。

講義内容の復習をする(90分）。

3

【自律した学習者になるために】自らの英語運用能力を高めてい
くどのような取り組みができるのか学び、自律した英語学習者に
なるために必要なことについて考える。

自律した英語学習者になるために必
要な要素について自分なりの考えを
事前にまとめておく(90分）。

講義内容の復習をする(90分）。

4

【第二言語習得と母語習得】母語習得との相違点を中心に、教育
実践の基盤となる第二言語習得の基本的な概念について理解す
る。
Mini presentation 1（学生によるプレゼンテーション）: 小テ
スト1

小テスト及びmini presentationに
向けた準備を行う。母語の習得と第
二言語の習得の相違点について自分
なりの考えをまとめておく(90分)。

講義内容の復習をする(90分）。

7

【ALTとの協働】ALTとTTをするに当たって生じる文化摩擦の例を
取り上げ、効果的なTTを円滑に行うために必要なコミュニケー
ションのとり方について議論する。場面や目的に応じたALTとの
会話を考える。（話すこと、やり取り、発表）

ALTと授業を運営する上で課題にな
る点について自分の考えをまとめて
おく(90分）。

講義内容の復習をする(90分）。
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9

【外国語活動・外国語科の指導に活用できる英語の歌】外国語活
動・外国語科の指導に活用できる英語の歌をいくつか取り上げ、
どのように指導に組み込むことができるか考える。（聞くこと、
話すこと）

小テスト及びmini presentationに
向けた準備を行う。外国語活動・外
国語科の指導に活用できる英語の歌
の例を自分なりに考えておく(90
分）。

講義内容の復習をする(90分）。

10

【英語の音とスペリングの関係】英語の音とスペリングの関係に
ついておおよそ理解し、フォニックスの手法など効果的な指導方
法と教材について学ぶ。（聞くこと、書くこと）
Mini presentation 5（学生によるプレゼンテーション）: 小テ
スト5

小テスト及びmini presentationに
向けた準備を行う。フォニックスと
は何か自分で調べておく(90分）。

講義内容の復習をする(90分）。

8

【英語の音声】英語の音声について概観し、日本人学習者が苦手
とする音声の効果的な指導方法を探る。（聞くこと）
Mini presentation 4（学生によるプレゼンテーション）: 小テ
スト4

小テスト及びmini presentationに
向けた準備を行う。日本人英語学習
者はどのような音声が苦手なのか事
前に調べておく(90分）。

講義内容の復習をする(90分）。

13

【読み聞かせ実践】第12週に学んだ児童文学・絵本のうちから一
点を選び、読み聞かせを実践し課題について考える。（聞くこ
と、話すこと、読むこと）

読み聞かせ活動のパフォーマンステ
ストの準備を行う(90分)。

講義内容の復習をする(90分）。

14

【ポスタープレゼンテーション】本講義で学んだ事柄から一つ
テーマを選び、深く掘り下げた内容を説明するポスターを作製
し、ポスタープレゼンテーション（英語）を行う。掲示物等にお
ける英語の正しい表記、効果的な表記について考える。（書くこ
と）

ポスタープレゼンテーションのの準
備を行う(90分)。

講義内容の復習をする(90分）。

11

【英語の中の外来語】英語の中の外来語について理解を深め、英
語の語彙の多様性を理解する。
Mini presentation 6（学生によるプレゼンテーション）: 小テ
スト6

小テスト及びmini presentationに
向けた準備を行う。外来語について
事前に調べておく(90分)。

講義内容の復習をする(90分）。

12

【外国語活動・外国語科で活用できる児童文学】外国語活動・外
国語科で活用できる児童文学や絵本取り上げ、発達段階に応じて
どのように指導に組み込むことができるか考える。（読むこと）

授業でどのような児童文学や絵本が
活用できるか自分の考えをまとめて
おく（90分）。

講義内容の復習をする(90分）。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト　各5％=30%
Mini Presentation 15%
読み聞かせ実践 10%
ポスタープレゼンテーション20%
第15週で行う授業評価レポート　25%

15

【まとめ】小学校における外国語活動及び外国語科の授業実践の
映像を見て、本講義で学んだ事柄を反映させた授業評価レポート
を作成する。

これまで講義で学習してきたことを
復習する(90分)。

レポートを完成させる(90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

しっかりと事前、事後学習を行うこと。また、課題などの提出期限は厳守すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

小学校学習指導要領
小学校学習指導要領解説　外国語・外国語活動編

参考文献 講義内で適宜配布する。

- 330 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11105011 特別支援教育概論 1020 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．特別支援教育の特徴を把握し、個別の教育的支援について説明することができる。
２．共生社会の実現に向けてインクルーシブ教育が重視される理由を説明することができる。
３．障害者差別解消法など、社会的な支援の実際を理解し、障害と支援を関連付けて記述することができる。
４．個別の教育的支援を行う支援者として、共生社会の重要性を説明することができる。

授業の方法

①プレゼンテーションの方法：パワーポイントと印刷物を併用する。現場を理解する手立てとして、指導場面の画像や動画を提供する。
②授業形態：毎回、講義形式で行い専門的な知識と現場でのエピソードを織り交ぜながら講義を進める。
③第４回、第７回、第９回、第１０回に小グループまたは個人での体験や課題解決を行う。また、毎回、振り返りシートの記入を行い、学
んだことをまとめる活動を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

本講義は、教員免許の取得のための必修である。特別の支援を必要とする児童の増加から、社会の要請にこたえるものである。多様なこど
もの実態に即した成長・発達を支援するための基本的資質、教育的能力を身につけ、より適切な教育のあり方を考え続けることができる指
導者としての基礎となるものである。特別支援教育総論や知的障害教育につながるものである。

授業の概要

通常の学級にも在籍する様々な困難さのある幼児・児童及び生徒が安心感・充実感をもって集団に参加しながら，将来の社会参加・自立に
必要な知識・技能を学習し，活用することができるようになるための組織的な支援方法を個別の支援計画・個別の指導計画に基づく取り組
みとして理解する．

1

オリエンテーション．特殊教育時代を振り返り，特別支援教育が
目指す共生社会の意義と重要性について，全15回の講義を通して
学ぶことを理解する．

障がいについて、自分なりの考えを
まとめておく（９０分）

共生社会について整理し、意義と役
割について整理する（９０分）

2

交流及び共同学習という特別支援教育を特徴付ける取組から，実
態に応じた指導・支援の重要性とインクルーシブ教育の理念を理
解する．

共生社会について整理すし、前回配
布した「交流学習」についての配布
資料を読み込む（９０分）

講義内容について、キーワードをも
とに整理する（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

用語の理解に関する小テストを第７回で行い、理解度の確認を行う。また、振り返りシートからの質問や疑問を講義で取り上げる形で受講
者にフィードバックし、全体で共有する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

障害者差別解消法における合理的配慮について知り，具体的な事
例をもとに実際場面での運用について理解する．

前回配布した「障碍者差別解消法」
の資料を読み込んでおく（９０分）

障害者差別解消法について、ポイン
トを整理する（９０分）

6

集団参加や学習困難な事例から，保護者対応の緊急性と重要性を
知り，関係者の連携と情報共有の重要性を理解する．（1）就学
困難事例と家庭内暴力について

こどもへの暴力についての資料を読
み込んでおく（９０分）

家庭との連携についてまとめておく
（９０分）

3

個別の支援計画をもとに，小学校・中学校における集団参加に困
難さのある児童・生徒への組織的な取り組みと特別支援教育の役
割について学習する．

前回配布した「個別の支援計画」の
資料を読み込んでおく（９０分）

講義内容について、キーワードをも
とに整理する（９０分）

4

校内学びの支援委員会の位置付けと役割を知り，その推進役であ
る特別支援教育コーディネーターの重要性を学習する．校内にお
いて「障害はないが特別な教育的ニーズのある事例」の把握や支
援の為の具体的な動きについて課題解決などで理解する．

前回配布した「校内学びの支援員
会」の資料を読み込んでおく（９０
分）

特別支援教育コーディネーターにつ
いて、理解したことを整理しておく
（９０分）

9

幼児児童生徒の発達段階を学習し，WISC−ⅣやビネーⅤなど一般
的に実施されている発達検査の特質や課題点とその読み取り方に
ついて理解する．

前回配布した「発達検査」の資料を
読み込んでおく（９０分）

聞き取り式の発達検査を体験したこ
とをまとめておく（９０分）

7

視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む障害
を学習上及び生活上の困難さを疑似体験し、理解する．

前回、この回は、小テストの対象で
あることを知り、障害種について資
料を読み込んでおく（９０分）

各障害について、特徴をまとめてお
く（９０分）

8

学習意欲の向上や知識・技能への興味関心を広げる取り組みで
は，自立活動が有効であることを中学校や高校の実際の指導場面
及び指導案等を通して学習する．

前回配布した「自立活動」について
の資料を読み込んでおく（９０分）

学習意欲について自分の考えをまと
める（９０分

- 331 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

10

ICF（国際生活機能分類）について学習し，活動と参加という社
会的側面から障害をとらえる必要があることを理解する．具体的
には、目だった障害が認められない事例でも、ICFの観点から支
援の必要性が生じることがあることを理解する．

前回配布したICFについての資料を
読み込んでおく（９０分）

ICFを体験した感想をまとめておく
（９０分）

13

学年や年齢が上がっていくにつれて社会問題化していく，不登校
やひきこもり等について特別な教育的ニーズのある具体的な事例
を通して、その背景や対応について学習する．

前回配布した引きこもりの事例の資
料を読み込んでおく（９０分）

不登校や引きこもりのもたらす困難
さについてまとめておく（９０分）

14

学習上及び生活上の困難が認められる場合，困難さの背景を把握
し，個別の支援計画や個別の指導計画をもとに組織的に対処して
いく必要があることを理解する．

前回配布した、「生活上の課題」に
関する資料を読み込んでおく（９０
分）

学校におけるチーム支援のポイント
をまとめておく（９０分）

11

障害者が社会でその能力を最大限に発揮して活躍していることを
知り，支援の意味と「生きる力」について学習する．

前回配布した障害者の就労について
の資料を読み込んでおく（９０分）

就労施設や事業所のしくみやはたら
きをまとめておく（９０分）

12

集団参加や学習困難な事例から，保護者対応の緊急性と重要性を
知り，関係者の連携と情報共有の重要性を理解する．（2）保護
者支援と教育相談について

前回配布した教育相談についての資
料を読み込んでおく（９０分）

小学校教育において教育相談の果た
す役割についてまとめておく（９０
分）

定期試験 0% 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 第7回に行う小テスト20％、最終レポート80％

15

特別支援教育への理解促進の必要性について学習し，よき理解者
の一人となることが共生社会の実現への力となることを理解す
る．

前時までの自身のまとめを読み返す
（９０分）

本時で作成した「あるべき共生社会
の姿」と「自分が取り組むべきこ
と」についてまとめる（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 0 なし

教科書

なし
毎回資料配布

参考文献 「はじめての特別支援教育」　柘植雅義・渡部匡隆・二宮真一・納富恵子編　有斐閣　2014
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10164011 教育課程の編成と実施 3504 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

➀本授業を通し、現代教育の課題から現状を見つめ、教育課程編成の重要性や編成・実施の方法などについて理解することができる。（知
識・技能）
②現代社会において必要とされる子どもの豊かな「遊び」や「学び」に関する基本的な知見を理解し、説明できる。（知識・思考・表現）
③子どもの豊かな「遊び」や「学び」を引き出す幼稚園づくり、学校づくり、そして社会に開かれた教育課程の在り方への関心を持ち、対
話的な活動に意欲的に参加できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀本授業では、プレゼンテーションソフトを活用し、適宜配布印刷物も用いて説明する。
➁提出課題に見る学生の問題意識を拾い上げ、フィードバックしながら、双方向あるいは対話的に授業をすすめるとともに、グループワー
クなどを通じて意見の交流を行う。
③理解度確認小テスト、レスポンスシート、課題を活用する。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業をも効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

➀授業「教育課程の編成と実施」（以下「本授業」）は、教育に関わる者として、一人一人の子どもの特徴と発達へのニーズを見極め、そ
れに対応できる教育的能力を身に付けることを目指している。
本授業では、現代教育の課題を見つめ、それらに対応したカリキュラム編成の在り方や社会に開かれた教育課程の実際などに関する探究を
行う。
②本授業は、幼稚園教諭および小学校教諭免許を取得するうえで必修の教職科目であり、「教育基礎論」や「教育方法論」との連続性のも
と、「教育実習指導Ⅰ・Ⅱ」に接続する科目である。

授業の概要

➀本授業では、現代の学校教育の課題を認識し、学習指導要領を踏まえたカリキュラム編成に関わる知見や方法を学ぶ。（知識・技能）
➁また、カリキュラムを編成する上で重要となる、「学び」の三要素について理解し、子どもの学びが生まれる全体的計画について、考え
や意見を交流しながら考察する。（思考）
③さらに、地域の教育力を生かした学習環境の充実やカリキュラム・マネジメントの確立について、意欲と関心を持ち、調査研究内容につ
いて積極的に発表する。（関心・意欲・態度）

1

オリエンテーション：授業のすすめ方、授業を通して身につけて
もらいたい姿勢、課題、評価について理解する。

シラバスを読んで理解しておくこ
と。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

2

学習指導要領の法的根拠について学び、学習指導要領の重要性を
理解する。

「学習指導要領総則」等を読む。
（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、教育課程編成の意義や実際の編成方法等の理解を促すとともに、探究的
な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその成
果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバッ
クをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

１．小テストによる知識の定着③
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から幼児教育
について対話する。
３．根拠となる法令等を踏まえたカリキュラム編成のあり方を考
える。　
４．レスポンスシートの作成

前時に示された関係法令等の概要を
調べる。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

6

１．小テストによる知識の定着④
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から子どもの
姿の見とり方に関する学生の問題意識を全体で共有する。
３．地域の少子高齢化から保育・教育のカリキュラム編成のあり
方を考える。
４．レスポンスシートの作成．

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

3

１．小テストによる知識の定着①
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から、全体で
共有すべき課題について対話する。
３．「主体的・対話的で深い学び」の示す学びの姿について、グ
ループでディスカッションする。
４．レスポンスシートの作成・提出

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

4

１．小テストによる知識の定着②
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
える問題を共有する。
３．「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」「幼保連携型認定
こども園教育・保育要領」について考える。
４．レスポンスシートの作成

事前に示された教育要領等の資料を
読む。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

- 333 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

１．小テストによる知識の定着⑦
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
える問題を共有する。
３．学習指導要領等の改訂と教育・保育との関係を考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

10

１．小テストによる知識の定着⑧
２．コミュニティー・スクールと子どもとの関係について考え
る。
３．経済格差と子どもの学力の関係を考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

7

１．小テストによる知識の定着⑤
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
える問題を共有する。
３．カリキュラムマネジメントを意識した実践的カリキュラム編
成を考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

8

１．小テストによる知識の定着⑥
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容保育実践の充
実について対話する。
３．「社会に開かれた教育課程」の観点から現代の子どもの課題
を考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

13

１．小テストによる知識の定着（予備）
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から地域の教
育力について対話する。
３．子どもの学力を地域で支える取組として、具体的な実践事例
から学ぶ。
４．レスポンスシートの作成

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

14

１．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
える問題を共有する。
２．子どもの学力を確かなものにするための学びに向かう力（学
力の３要素）などのあり方について考える。

授業内テストに向け、事前に配布さ
れたプリントをしっかり読み、考え
をまとめておくこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

11

１．小テストによる知識の定着⑨
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
える問題を共有する。
３．子どもの学びと学習環境の関係を考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

12

１．小テストによる知識の定着⑩
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から学習環境
について対話する。
３．教育・保育を地域社会から考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

予告された範囲の小テストに向けた
準備をする。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト10回＋α（40％）、レスポンスシート(課題）10回＋α（60％）

15

15回の授業全体を振り返り、教育・保育と子どもに関わり、さら
に深めるべき課題について議論する。

事前に配布された評価基準に照ら
し、授業内テストに対する自己評価
を行っておく。（９０分）

授業内で紹介された参考文献を読
み、子どもの学力とカリキュラム編
成に関する教育学的知見を深める。
（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・レポート等の課題は提出期限を厳守する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・独自のテキストや資料をプリントにまとめその都度配布する。

参考文献

・幼稚園教育要領解説　文部科学省
・保育所保育指針解説　厚生労働省
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説　内閣府・文部科学省・厚生労働省
・小学校学習指導要領解説　総則編　文部科学省
・工藤勇一『学校の「当たり前」をやめた。』時事通信社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10428011 生徒指導の意義と内容 3506 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．生徒指導の意義と課題、教育課程における位置付けについて説明することができる。
２．児童生徒の発達の特徴や児童生徒理解の方法、教育相談の進め方について説明することができる。
３．いじめ、不登校、非行・暴力、児童虐待等の問題について、未然防止や対応の仕方について説明することができる。
４．生徒指導における学校と家庭・地域・関係機関との連携の在り方について説明することができる。
５．進路指導・キャリア教育の意義、教育課程における位置付けについて説明することができる。
６．キャリア教育の進め方、ガイダンスの機能を生かした指導の在り方について説明することができる。

授業の方法

・ プレゼンテーションソフトによる説明と配布資料により、講義形式を基本に進める。
・ グーグルクラスルームのフォームの機能を用い、学生の考えや意見を適時に集約し、反映させる。
・ グループワークとグループ発表、学生によるプレゼンテーションを取り入れて行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトを活用した事例研究を行うとともに、グーグルクラスルームのフォームの機能の活用により、学生の考えを把握
し、タイムリーにフィードバックする。

前期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

　生徒指導は、児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動であ
る。また、進路指導・キャリア教育は、児童生徒の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度の育成を通してキャリア発達
を促す教育である。本科目は、それらの意義や機能を捉え、実践的な指導力を身に付けるとともに、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な教育の在り方を考え続ける姿勢を身に付けることなどをねらいとしている。子どもの心身の成長・発達及び学童期の子ども
の心理等についての知識を身に付けるための科目でもあり、｢教育相談論Ⅰ､Ⅱ｣、｢青年心理学」と関連する。

授業の概要

　本授業では、生徒指導の意義や課題、教育課程における位置付け、児童生徒理解の方法や教育相談の進め方、学校における生徒指導体制
の確立について学習するとともに、生徒指導上の今日的な課題である、いじめ、不登校、非行・暴力、児童虐待等の問題への対応の仕方、
家庭・地域・関係機関との連携の在り方について、具体的な事例や実践例をもとに学習する。また、進路指導・キャリア教育の意義や内容
について学習するとともに、ガイダンスの機能を生かした指導の在り方について学習し、教員に求められる実践的な指導力を身に付ける。

1

◎ オリエンテーション
・生徒指導、進路指導･キャリア教育とは何かを学習し、学ぶ意
義を確認する。
・授業の概要、到達目標、授業の方法、授業計画等を把握し、学
習に見通しをもつ。

・ シラバスを読んでおくこと。(90
分)

・ 配布資料を復習し、生徒指導、
進路指導･キャリア教育について学
習する意義をまとめること。(90分)

2

◎ 生徒指導の意義と原理について
・生徒指導の意義と課題について学習する。
・教育課程における生徒指導の位置付けについて学習し、考察す
る。

・ 教科書のp1～p8、p23～p39を読
んでおくこと。
     (90分)

・ 配布資料を復習し、生徒指導の
意義と課題、教育課程における位置
付けについてまとめること。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

　教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては、北海道いじめ不登校等対策本部会議の運営に関わる
とともに、小中高等学校の生徒指導上の諸課題への対応について、教員等に指導助言を行ってきた。こうした経験を活かし、、生徒指導上
の諸問題への対応の仕方、積極的な生徒指導の在り方、家庭･地域･関係機関との連携等について指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

　フィードバックとして、課題レポートにコメントを返す。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

◎ 学校における生徒指導体制について
・生徒指導の校内体制の確立、組織的・計画的な取組について学
習し、意義を考察する。
・基本的生活習慣の確立、規範意識の醸成に向けた取組について
学習する。

・ 教科書のp75～p91を読んでおく
こと。(60分)

・ 基本的生活習慣の確立に向けた
取組計画を作成すること。(120分)

6

◎ いじめの問題への対応について
・いじめが起きない学級づくりについて考えを出し合い、研究す
る。（個人→グループ）
・いじめの未然防止、早期発見、具体的な対応について学習し、
考察する。

・ いじめが起きない学級づくりに
ついて、考えをまとめておくこと。
(60分)

・ 配布資料を復習し、いじめの未
然防止と対応の仕方についてまとめ
ること。
 (120分)

3

◎ 児童生徒の生徒指導上の諸問題について
・いじめ、不登校、非行・暴力、児童虐待等の問題の現状を学習
し、課題を把握する。
・児童生徒を取り巻く環境の問題について学習し、課題を考察す
る。

・ いじめ、不登校、非行・暴力、
児童虐待の現状を調べておくこと。
(90分)

・ 子どもの貧困について調べ、現
状と課題についてまとめること。
(90分)

4

◎ 児童生徒理解と教育相談について
・幼児期、児童期、青年期の発達の特徴、児童生徒理解の意義と
方法について学習する。
・事例をもとに教育相談の場面を設定し、教育相談の進め方につ
いて学習する。

・ 教科書のp44～p74、p92～p126を
読んでおくこと。(90分)

・ 配布資料を復習し、児童生徒理
解の方法、教育相談を進める上での
配慮事項をまとめること。(90分)

- 335 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

◎ 児童虐待の問題への対応について
・児童虐待の事例をもとに対応の仕方について考えを出し合い、
研究する。（個人→グループ）
・児童虐待の要因、気付きのポイント、発見したときの対応につ
いて学習し、考察する。

・ 児童虐待を発見したときの対応
の仕方について、考えをまとめてお
くこと。     (60分)

・ 配布資料を復習し、児童虐待へ
の対応の仕方についてまとめるこ
と。(120分)

10

◎ 生徒指導に関する法制度等について
・校則の内容や運用の仕方、懲戒の加え方等について学習し、留
意点を考察する。
・青少年の保護育成に関する法令や非行少年の処遇等について学
習する。

・ 教科書のp192～p207を読んでお
くこと。(90分)

・ 配布資料を復習し、生徒指導に
関する法令等についてまとめるこ
と。(90分)

7

◎ 不登校の問題への対応について
・不登校にさせない指導の在り方について考えを出し合い、研究
する。（個人→グループ）
・不登校にさせない指導、不登校になった児童生徒への対応につ
いて学習し、考察する。

・ 不登校にさせない指導の在り方
について、考えをまとめておくこ
と。  (60分)

・ 配布資料を復習し、不登校の未
然防止と対応の仕方についてまとめ
ること。          (120分)

8

◎ 非行・暴力の問題への対応について
・非行･暴力の事例をもとに対応の仕方について考えを出し合い､
研究する。(個人→グループ）
・非行･暴力を起こさせない指導、非行･暴力が起きたときの対応
について学習し、考察する。

・ 非行・暴力が起きたときの対応
の仕方について、考えをまとめてお
くこと。     (60分)

・ 配布資料を復習し、非行・暴力
の未然防止と対応の仕方についてま
とめること。(120分)

13

◎ キｬﾘア発達課題に基づくキｬﾘア教育について
・キｬリア発達課題に基づく、各学年段階のキｬリア教育の進め方
について学習する。
・ガイダンスの機能を生かした指導の意義や留意点について考察
する。

・ キャリア発達課題について調べ
ておくこと。(60分)

・ 配布資料を復習し、キャリア発
達課題に基づくキャリア教育の進め
方についてまとめること。(120分)

14

◎ 進路探索の基礎を養う指導と相談について
・職業に関する体験的学習の計画立案や指導の在り方について学
習し、課題を考察する。
・キｬリア･カウンセリングの基本的な考え方とその実際について
学習する。

・ 小中学校時に行った職業に関す
る体験学習について想起しておくこ
と。(60分)

・ 配布資料を復習し、職業体験学
習の計画立案の仕方についてまとめ
ること。          (120分)

11

◎ 学校と家庭･地域･関係機関との連携について
・保護者と信頼関係を築く対応の仕方について学習し、留意点を
考察する。
・児童生徒や家庭を支援する社会資源について学習し、連携する
意義を考察する。

・ 児童生徒や家庭を支援する社会
資源について調べておくこと。(120
分)

・ 配布資料を復習し、保護者との
信頼関係づくりについてまとめるこ
と。(60分)

12

◎ 進路指導･キｬリア教育の意義と原理について
・進路指導･キｬリア教育の意義と内容、教育課程における位置付
けについて学習する。
・進路指導･キｬリア教育の指導計画の作成、家庭や関係機関との
連携について学習する。

・ 進路指導・キャリア教育につい
て調べておくこと。(60分)

・ 配布資料を復習し、進路指導･
キャリア教育の意義と内容等につい
てまとめること。(120分)

定期試験 0 　実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・授業への取組（20％）　   ・調査・発表力（20％）
・課題提出（30％） 　　 　 ・評価テスト（30％）

15

◎ 生徒指導、進路指導･キャリア教育についての学習のまとめ
・生徒指導の意義と課題、進路指導･キャリア教育の意義と内容
についてまとめ、学習の成果を確認する。
・評価テストを行う。

・ 評価テストに向け、学習内容を
復習しておくこと。　(150分)

・ 学習成果の自己評価を行うこ
と。(30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

　小学校教諭一種免許状取得のための必修科目である。

備考欄

その他 0

教科書 「生徒指導提要」／文部科学省／教育図書

参考文献

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 / 小学校　特別活動 /  国立教育政策研究所 / 東洋館出版社
その他、必要に応じて適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10745011 幼児の理解 3508 2 2

到達目標

（１）幼児ひとりひとりの内面が予測でき、子どもの行為の意味や発達段階を理論的に理解することができる。
（２）子どもの理解を深めるための観察と記録の意義と方法を学び、実践できる。
（３）子ども理解の方法を具体的な実践事例から学び、実施できる。

授業の方法

基本的には講義形式で授業を展開する。視聴覚メディアなどを活用しながら行う。
第1回と第13回にグループワークを実施する。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）]」と「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のも
とで、より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身に
つけている。（関心・意欲・態度）」ことと特に関係がある科目である。「保育内容IV言葉２」、「保育内容II人間関係２」、「幼稚園教
育実習指導」または「小学校教育実習事前事後指導」と関連する。

授業の概要

子どもを理解することは、保育者の重要な役割と言える。なぜなら、保育者はひとりひとりの幼児の内面に何が起こり、どのような思いを
抱いているのかに目を向けながら、保育を展開していくためである。子どもを理解するための観察や記録、研修について理解を深めつつ、
その方法を具体的な実践例から考えていく。また、子どもの行為の意味を保護者と共有していくことと子どもの育ちの関連について理解す
る。

1

授業の概要：
「理解」とはどういうことかについて考える。グループワークを
行う。

「子ども」に関連する文献を探す。
(90分)

「理解」とはどういうことかについ
てまとめておくこと。(90分)

2

保育における子ども理解とは：
保育の始まりとしての「子ども理解」、子どもを見る「まなざ
し」、子どもの行為の「意味」を探ること、「カウンセリングマ
インド」について知る。

カウンセリングマインドについて調
べておくこと。(90分)

子どもを理解することについてまと
めること。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業内で配布するリアクションペーパーに記入された受講生の意見・感想等を共有、フィードバックする時間を設ける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「理解」から生まれる「ねらい」と「援助」：遊びの実態をとら
えて「ねらい」をたてる。「ねらい」に応じた援助や遊びの中か
ら「学び」の可能性をとらえる。

ねらいと援助について調べておくこ
と。(90分)

ねらいと援助についてまとめるこ
と。(90分)

6

「子ども理解」を深める観察と記録：
保育者の基礎的な態度・視点、観察をするというのはどういうこ
とか、保育の場で子どもを「ミル」というのはどういうことか、
記録をとることの意味について知る。

保育における観察について調べてお
くこと。(90分)

観察と記録についてまとめること。
(90分)

3

子どもの発達理解：
子どもの発達について、「発達段階」「発達過程」、発達におけ
る「内側」と「外側」、能力論的発達と行為論的発達などについ
て知る。

発達段階・発達過程について調べて
おくこと。(90分)

発達の理解についてまとめておくこ
と。(90分)

4

保育における「理解」と「援助」：
かかわりながら理解をし、理解しつつかかわること、個々の子ど
もに応じた援助の関係、子ども集団としてみた理解。

保育についての援助の種類について
調べておくこと。(90分)

「理解」と「援助」についてまとめ
ること。(90分)

9

特別の支援が必要な子どもの保育から考える子ども理解：
障がいのある子どもとの出会い、さまざまな課題、保育者が抱え
る葛藤など、人間の多様性への理解に向けて考えていく。

特別な支援が必要な子どもの保育に
ついて調べておくこと。(90分)

特別な支援が必要な子どもの保育に
ついてまとめておくこと。(90分)

7

「子ども理解」を深める保育カンファレンス：
園内研修の必要性と意義、保育カンファレンスとはなにか。保育
カンファレンスを「子ども理解」に役立てるためにはどうするべ
きか。

保育カンファレンスについて調べて
おくこと。(90分)

保育カンファレンスについてまとめ
ておくこと。(90分)

8

保育カンファレンスの素材：
文字による記録物、写真、映像等で語り合う。自分の保育を「振
り返る」目を育む。

保育カンファレンスの素材について
調べておくこと。(90分)

保育カンファレンスの素材について
まとめておくこと。(90分)
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10

子ども理解と保育現場でのカウンセリング：
保育カウンセラーとはどのようなどのような専門家なのか、保育
カウンセラーに求められる役割などについて知る

保育カウンセラーについて調べてお
くこと。(90分)

保育カウンセラーについてまとめて
おくこと。(90分)

13

子ども理解の方法：ＫＪ法
ＫＪ法とはなにか、ＫＪ法の利点について、具体的実践例から知
る。グループワークを行う。

ＫＪ法について調べておくこと。
(90分)

ＫＪ法についてまとめておくこと。
(90分)

14

子ども理解の方法：ラーニング・ストーリー
ラーニングストーリーとはなにか、ラーニングストーリーの利点
について、ラーニングストーリーの具体的実践例から知る。

ラーニングストーリーについて調べ
ておくこと。(90分)

ラーニングストーリーについて調べ
ておくこと。(90分)

11

子育て支援・家庭支援における子ども理解：
子育て支援・家庭支援の必要性、子どもの行為の「意味」を保護
者と共有していくこと、子どもの育ちを「ともに」味わう保育実
践の広がりについて知る。

子育て支援について調べておくこ
と。(90分)

子育て支援についてまとめておくこ
と。(90分)

12

子ども理解の方法：エピソード記述
エピソード記述とはなにか、エピソード記述の利点について、具
体的実践例から知る。

エピソード記述について調べておく
こと。(90分)

エピソード記述についてまとめてお
くこと。(90分)

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート（60％）、授業内のリアクションペーパー（30％）、授業参加の態度（10％）

15

まとめ：幼児の理解についての復習
幼児の理解をするために、どのような方法があり、どのような視
点があるのかを考える。

授業の内容を振り返ること。(90分) 幼児の理解についてまとめておくこ
と。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育者をめざす者として必要な科目です。積極的な授業参加を望みます。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。適宜資料を配布する。

参考文献

「子ども理解のメソドロジー」、中坪史典ほか、ナカニシヤ出版
「新しい保育講座３　子ども理解と援助」、高嶋景子・砂上史子編著、ミネルヴァ書房
「最新保育資料集」（1年次に購入したもの）：本テキストに含まれる保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・
保育要領を参照のこと
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10561011 道徳教育の指導法 3510 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．幼稚園・保育園における道徳性の芽生えからつながる小学校の道徳教育の目標・内容及び具体的な取組や学習指導法の基本的な活用と
中学校の道徳へのつながりを説明できる。
２．小学生の心に届き、心に響く授業構想と授業ができるよう、道徳性の育成に資する道徳学習指導案を作成でき、授業ができる。
３．自己の道徳性を見つめること（メタ認知）ができるとともに、他者と協力的・論理的思考により、自らの道徳性育成への意欲を高めて
いけるようになることを身に付け、それを保育・教育の実践に生かすことができる。

授業の方法

基礎知識の理解については資料と板書を活用しながら講義形式ですすめ、随時発問を入れながら主体的に考え合うようにさせる。後半は教
材を活用しながら実践的な場面を想定して学習をする。（６回）。　授業計画と指導案作成実習、模擬授業はグループワーク、個人での授
業構想と模擬授業の取り組みに取り組ませ、実践力を育成する。　予習してきた内容をもとに授業を行い、相互評価や毎授業後のレポート
等で復習と理解の定着を図る。（９回）。

ＩＣＴ活用

原則として教科書を使用した日常の道徳科の授業ができるようになる力をつける。授業実践場面で映像教材や画像、ICTを活用した授業に
ついて指導する。模擬授業中に学生が必要部分でICTを活用していける力をつける。

前期

教員氏名 加藤　一郎

授業の位置づけ

道徳教育を学びながら人間としてよりよい生き方を追求し、学校の教育活動全体で行われる道徳教育とその要として行われる「特別の教科
道徳」の授業について学ぶ。教職課程を学ぶ学生にとって全ての学習に関連した学びとなり、教育者としての資質づくりにつながる科目で
ある。

授業の概要

道徳教育と道徳科の授業についての学びをもとに幼保・小・中のつながりを意識した道徳の授業ができ、道徳教育を推進していける力を修
得する。道徳性の芽生えと道徳教育についての基礎知識を身につけ、その重要性について認識を深める。要となる道徳科の学習指導案作成
と模擬授業や主体的で協動的な学習を通して、教員として必要な道徳教育の資質と具体的なスキルを身につける。

1

【道徳教育の意義（ガイダンスを含む）】　授業スケジュールと
授業での到達目標を確認。道徳教育の意義について文部科学省
「小学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」（以下必携）を
もとに道徳教育と道徳科の授業の具体的なイメージを持ちつつ、
実践体験を通し学習する。〔レポート１，２〕

・「小学校学習指導要領解説　特別
の教科道徳編」（以下教科書）　Ｐ
１～２１を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

2

【道徳教育・道徳科の目標及び道徳性】　歴史的な部分も押さえ
ながら、「小学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」をもと
に、日本国憲法等に基づく道徳教育・道徳科の目標及び目的、道
徳性について、具体的なイメージをもてるよう学習し、学びをま
とめる。〔レポート３〕

・配布された資料、教科書Ｐ１０～
７１を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

中学校教員として道徳教育と中学校・小学校の道徳の時間、道徳科の授業指導経験を積み重ねてきた。全国小学校道徳教育研究会、全日本
中学校道徳教育研究会、北海道道徳教育研究会、札幌市道徳教育研究会の会長・副会長として小学校、中学校の道徳教育と道徳科の授業研
究をしてきた。全国の研究大会、日本道徳教育学会での研究等々の最新の学び活かして、授業の実践的な活動を取り入れ、教師としての資
質を持ち道徳教育と道徳科の授業ができる学生を育成する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・レポートや提出物にコメントを返す。
・授業の中で解説と補足、指導を随時おこなう。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【学習指導案の内容と作成手順、指導方法の創意工夫と模擬授
業】　道徳の学習指導案に盛り込むべき内容と作成手順、児童の
心に届き、響くことに留意しつつ、児童の発達段階や個に応じた
道徳性の育成に資する指導方法について、具体的な取組み事例を
もとに学習する。〔レポート６〕

・配布された資料、教科書を読みな
おしておくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）
・共通教材集を読む

3

【道徳教育の全体計画と教育活動全体を通じた道徳教育、要とし
ての道徳科と家庭や地域社会との連携】　道徳教育の全体計画の
必要性と道徳科以外の教科等における道徳教育とはどういうもの
なのか、家庭や地域社会との連携の必要性について具体的な計画
例や事例をもとに学習する。〔レポート４〕

・配布された資料、教科書Ｐ７２～
１０６を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

4

【道徳科の年間計画と小学校の道徳の授業における指導法の工夫
や評価】　道徳科の年間計画の必要性と道徳科における指導法と
評価について、具体的な計画例や事例をもとにした学習した後、
簡単な実践演習を行う。〔演習シート５〕

・配布された資料、教科書Ｐ７２～
１１６を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、演習シートの作成
（90分）
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6

【教材分析と授業構想、指導案作成Ⅰ（一部グループワーク）】
何点かの共通教材より選択したものを活用した授業を各自構想
し、同じ教材を選択したグループで模擬授業を構想しながら指導
案を作成する演習を行う。教師は各グループの支援を行いながら
内容を高めていく。〔演習シート７，８，９〕

・配布された教材を読んで選択し、
吟味しながら授業構想をたてておく
こと（90分）

・共通教材の分析と指導案作成、模
擬授業構想決定し、指導案の完成と
模擬授業準備（90分）
教科書教材から自主選択教材を探す
演習シートの作成

9

【模擬授業実践と振り返り、評価③（一部グループワーク）】
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と児
童・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１４、模擬授業課題レポート１５〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成（90分）
教科書教材から自主選択教材を決定

10

【教材分析と授業構想、指導案作成Ⅱ】　提示された教材から選
択した教材分析と授業構想もとに各自指導案を作成。個別面談、
学生による説明と教師による支援と指導。指導案を完成させる。
選択した教材ごとにグループに分ける。〔演習シート１６，１
７，１８〕

・模擬授業準備
・模擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）
教科書教材から自主選択教材を吟味

7

【模擬授業実践と振り返り、評価①（一部グループワーク）】
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と児
童・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１０、模擬授業課題レポート１１〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・指導案の完成と模擬授業準備
・実践後の指導案修正、演習シート
とレポート作成（90分）
教科書教材から自主選択教材を探す

8

【模擬授業実践と振り返り、評価②（一部グループワーク）】
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と児
童・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１２、模擬授業課題レポート１３〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・指導案の完成と模擬授業準備
・実践後の指導案修正、演習シート
とレポート作成（90分）
教科書教材から自主選択教材を探す

13

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流②】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後授業内容、方法、考え方の補足指導。次
回のよりよい授業を目指し赤で修正した指導案を提出。〔演習
シート２２、模擬授業課題レポート２３〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）

14

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流③】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後授業内容、方法、考え方の補足指導。次
回のよりよい授業を目指し赤で修正した指導案を提出。〔演習
シート２４、模擬授業課題レポート２５〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）
中心発問を核にした模擬授業の準備

11

【道徳教育と道徳科についての学びの再確認】　これまでの演習
や学びを振り返り、学んだことを再確認しながら、グループで中
心発問部分を核にした短時間の模擬授業の準備しながら、新たな
疑問や深めたい道徳性の学びについて共有し、具体的な事例をも
とに学習し、指導案を修正する。〔レポート１９〕

・模擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）
・教科書教材から自主選択教材を吟
味しながら授業構想と指導案作成

12

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流①】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後補足指導。次回のよりよい授業を目指し
赤で修正した指導案を提出。〔演習シート２０、擬授業課題レ
ポート２１〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）
中心発問を核にした模擬授業の準備

15

【道徳教育と道徳科についての総括】　これまでの学習と実践を
振り返りまとめの講義。道徳教育と道徳科に関する考えを発表
し、検討をする。学びのまとめを記述して提出。〔まとめ論文２
６〕

・教科書を復習しながら学んだこと
をまとめておく（90分）

・まとめ論文の完成（90分）

成績評価の方法
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定期試験

0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中に実施するレポート,演習シート,論述文章,発表等60％、道徳科学習指導案と模擬授業40％

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・教職の免許状取得のための必修科目

備考欄

その他 0 なし

教科書

・小学校学習指導要領解説特別の教科道徳編
・授業毎に必要資料や道徳科最新の資料を配布する

参考文献

・小学校学習指導要領解説総則編、  「小学校新学習指導要領の展開　特別の教科道徳編」（永田繁雄編著明治図書）、「こだわりの道徳
授業レシピ」（東洋館出版社）「道徳科授業構想グランドデザイン」（明治図書）浅見哲也、学会・研究大会等での道徳科最新の資料
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11110011 総合的な学習の時間の指導法 2 3

到達目標

１． 総合的な学習の時間の導入の趣旨を述べることができるとともに、教科等を越えたすべての学習の基盤となる資質・能力について説
明することができる。
２． 総合的な学習の時間の目標や内容を説明することができるとともに、探究の過程を重視した学習について、指導の在り方を述べるこ
とができる。
３．総合的な学習の時間について、中・高学年の学習の進め方の理解を踏まえて、観点別の適切な評価方法を考慮した指導計画を作成し模
擬授業を実施することができる。

授業の方法

・教科書及びプレゼンテーション資料等を用いて、講義形式で行う。
・グループワークと発表、学生によるプレゼンテーション及び模擬授業を行う。

ＩＣＴ活用

グーグルクラスルームのアンケート機能を用いて、学生の意見等を集約し、タイムリーに還元する。
映像やアニメーションを活用したプレゼンテーションを行う。

前期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

本科目は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、実社会や実生活の中から問いを見出し、自分で課
題を立て、情報を収集し、整理・分析して、まとめ・表現することができる力を養うことを目標とする総合的な学習の時間について、その
教育的意義や指導の在り方を学び、教員に求められる指導力を身に付けることをねらいとしている。変化する社会の中で、教育に求められ
るニーズに的確に対応し、より適切な教育の在り方を考え続けることのできる基礎力を得るための科目である。

授業の概要

本授業では、総合的な学習の時間の導入の趣旨の理解を踏まえて、小学校における総合的な学習の時間の目標・内容の理解や、総合的な学
習の時間の特質に応じた学習の進め方等について、近隣の小学校での実践を参考にしながら学び、年間指導計画及び単元計画を作成するこ
とや、模擬授業を行うことを通して、その指導法の理解を深める。

1

〇オリエンテーション　
総合的な学習の時間の導入の趣旨等について学ぶ。
授業の概要、到達目標、授業の方法、授業計画等を把握し、学習
に見通しをもつ。

シラバス及び教科書のp1～p7を読ん
でおくこと。(90分)

配布資料を復習し、総合的な学習の
時間について学ぶ意義をまとめるこ
と。(90分)

2

〇総合的な学習の時間の目標、内容
総合的な学習の時間の目標の構成、趣旨について学ぶ。
道徳や特別活動との関連、生活科や理科、社会科等との関連や相
違点などについて学ぶ。

教科書のp8～p34を読んでおくこ
と。(120分)

配布資料を復習し、総合的な学習の
時間の目標や内容についてまとめる
こと。(60分)

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に
付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

グーグルクラスルームを通じて学生のレポートや発表に対してアドバイスを行う。また、学生の学習過程やその成果を共有することで学生
同士が相互に学びあえるよう、教員がファシリテータとしての役割も担い、フィードバックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

〇総合的な学習の時間の内容の理解③
 国際理解や外国の文化、アイヌの人々の文化などを扱った学習
について参考事例に学ぶ。
各教科との関連やこうした内容の指導方法について学ぶ。

国際理解や外国の文化、アイヌの
人々の文化を取り上げた事例を調べ
ておくこと。(120分)

配布資料を復習し、国際理解や外国
の文化、アイヌの人々の文化につい
ての探究的な学習の在り方等をまと
めること。(60分)

6

〇総合的な学習の時間の内容の理解④
身近な地域や国内及び海外の食と生活を扱った学習について、参
考事例に学ぶ。
各教科との関連やこうした内容の指導方法について学ぶ。

身近な地域や国内及び海外の食と生
活を扱った事例を調べておくこと。
(90分)

配布資料を復習し、身近な地域や国
内及び海外の食と生活についての探
究的な学習の在り方等をまとめるこ
と。(90分)

3

〇総合的な学習の時間の内容の理解①
地域の自然を生かした活動、フィールドや環境を扱った学習につ
いて参考事例に学ぶ。
各教科との関連やこうした内容の指導方法について学ぶ。

自然環境を取り上げた事例を調べて
おくこと。(120分)

配布資料を復習し、自然を生かした
課題についての探究的な学習の在り
方等をまとめること。(60分)

4

〇総合的な学習の時間の内容の理解②
 地域の歴史や文化、特色を扱った学習（ふるさと学習）につい
て、参考事例に学ぶ。
各教科との関連やこうした内容の指導方法について学ぶ。

地域の歴史や文化、特色を取り上げ
た事例を調べておくこと。(120分)

配布資料を復習し、地域の歴史や文
化、特色についての探究的な学習の
在り方等をまとめること。(60分)

7

〇総合的な時間の学習の内容の理解⑤
身近な地域の環境問題や防災を扱った学習について、参考事例に
学ぶ。
各教科との関連やこうした内容の指導方法について学ぶ。

身近な地域の環境問題や防災を取り
上げた事例を調べておくこと。(120
分)

配布資料を復習し、身近な地域の環
境問題や防災についての探究的な学
習の在り方等をまとめること。(60
分)
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9

〇総合的な学習の時間の進め方の理解②
書籍や資料・文献検索の方法を学ぶ。
取材や調査・インタビューの仕方を学ぶ。

教科書p114～119を読んでおく。(60
分)

配布資料を復習し、j情報収集の仕
方、整理・分析の方法をまとめるこ
と。(120分)

10

〇総合的な学習の時間の進め方の理解③
書籍や資料・文献検索で得られた情報や取材や調査・インタ
ビューで得られた情報のまとめ方を学ぶ。
まとめに際しては協働的な学びの視点を重視する。

教科書p119～p123を読んでおくこ
と。(90分)

配布資料を復習し、まとめの表現方
法を整理すること。(90分)

8

〇総合的な学習の時間の進め方の理解①
総合的な学習の時間の学習指導の基本的な考え方について学ぶ。
学習課題の焦点化、仮説の設定や修正について学ぶ。

教科書p108～p113を」読んでおくこ
と。(90分)

配布資料を復習し、総合的な学習の
時間の学習指導の基本的な考え方や
仮設の設定等の方法などをまとめる
こと。(90分)

13

〇総合的な学習の時間の指導計画の作成③
グループで作成した単元計画から模擬授業を行う時間を選び、指
導案を作成する。
（書籍や資料・文献検索及び取材や調査・インタビューを含めた
ものとする。）

単元計画を完成させること。(90分) 単元計画及び指導案の交流、模擬授
業の準備をすること。(90分)

14

〇総合的な学習の時間の指導計画の交流と模擬授業の実施①
グループで作成した指導計画の紹介を行う。
いくつかのグループは模擬授業を実施する。

単元計画及び指導案の交流、模擬授
業の準備をすること。(90分)

交流した単元計画や指導案、模擬授
業をもとに振り返りを行い、成果と
課題をまとめること。(90分)

11

〇総合的な学習の時間の指導計画の作成①
グループ分けを行い、内容の理解として学習した５つの参考事例
から選択し、8~12時間の単元計画を作成する。
（書籍や資料・文献検索及び取材や調査・インタビューを含めた
ものとする。）

作成する単元計画について構想して
おくこと。(90分)

単元計画の作成を進めること。(90
分)

12

〇総合的な学習の時間の指導計画の作成②
グループ内でディスカッションしながら、単元計画を作成する。
（書籍や資料・文献検索及び取材や調査・インタビューを含めた
ものとする。）

単元計画の作成を進めること。(90
分)

単元計画を見直しながら作成を進め
ること。(90分)

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業編への取組(15%)、調査・発表(15%)、指導計画の作成(40%)、評価テスト(30%)

15

〇総合的な学習の時間の指導計画の交流と模擬授業の実施②
グループで作成した指導計画の紹介を行う。
いくつかのグループは模擬授業を実施する。
評価テストを行う。

単元計画及び指導案の交流、模擬授
業の準備をすること(90分)

交流した単元計画や指導案、模擬授
業をもとに振り返りを行い、成果と
課題をまとめること。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

小学校教諭一種免許状取得のための必修科目である。

備考欄

その他 0

教科書 「小学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編 / 文部科学省 / 東洋館出版社

参考文献

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料　小学校　総合的な学習の時間 
/ 国立教育政策研究所 / 東洋館出版
その他、必要に応じて適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10983011 特別活動の指導 3512 2 3

到達目標

１．特別活動の目標及び教育的意義を説明することができる。
２．学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事の目標及び内容を説明することができる。
３．特別活動の全体計画、各活動・学校行事の年間指導計画の作成の仕方及び配慮事項を説明することができる。
４．学級活動の年間指導計画及び指導案を作成し、模擬授業を行うことができる。
５．話合い活動、係活動、集会活動を充実させる方法について考えを述べることができる。
６．特別活動における家庭・地域・関係機関との連携の意義を説明することができる。

授業の方法

・ プレゼンテーションソフトによる説明と配布資料により、講義形式を基本に進める。
・ グーグルクラスルームのフォームの機能を用い、学生の考えや意見を適時に集約し、反映させる。
・ グループワークとグループ発表、学生によるプレゼンテーションを取り入れて行う。

ＩＣＴ活用

　プレゼンテーションソフトを活用した事例研究を行うとともに、グーグルクラスルームのフォームの機能の活用により、学生の考えを把
握し、タイムリーにフィードバックする。

後期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

　本科目は、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、集団や自己の生活上の課題を解決することを通して、集団活動における行動の
仕方や合意形成を図って解決する力を身に付け、人間関係をよりよく形成しようとする態度を養うことを目標とする特別活動について、そ
の教育的意義や指導の在り方を学び、教員に求められる指導力を身に付けることをねらいとしている。変化する社会の中で、教育に求めら
れるニーズに的確に対応し、より適切な教育の在り方を考え続けることのできる基礎力を得るための科目であり、「道徳教育の指導法」と
関連し、「生徒指導の意義と内容」の基礎となる。

授業の概要

　本授業では、集団活動であること、実践的な活動であることを特質とする特別活動について、その目標や教育的意義を学習するととも
に、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事のそれぞれについて、目標及び内容、指導計画の作成と内容の取扱いについて学習す
る。また、特別活動の全体計画や各活動・学校行事の年間指導計画を作成する学習、学級活動の指導案を作成する学習及び模擬授業の実
施、話合い活動や係活動、集会活動を充実させる方法や家庭・地域・関係機関との連携についての学習を行い、教員に求められる実践的な
指導力が身に付く学びとする。

1

◎ オリエンテーション
・特別活動とは何かを学習し、特別活動について学ぶ意義を確認
する。
・授業の概要、到達目標、授業の方法、授業計画等を把握し、学
習に見通しをもつ。

・ 教科書のp1～p10、シラバスを読
んでおくこと。      (90分)

・ 配布資料を復習し、特別活動に
ついて学ぶ意義をまとめること。
(90分)

2

◎ 特別活動の目標、教育的意義について
・特別活動の目標、基本的な性格と教育的意義について学習す
る。
・教育課程における特別活動の位置付け、各教科等との関連につ
いて学習し、考察する。

・ 教科書のp11～p42を読んでおく
こと。今日の子どもたちが抱える課
題について調べておくこと。(90分)

・ 配布資料を復習し、特別活動の
今日的な教育的意義をまとめるこ
と。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

　教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、
小中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身
に付けるための指導を行うとともに、集団の中で子どもたちが生き生きと活動するより充実した特別活動の実践について指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

　フィードバックとして、課題レポートにコメントを返す。



授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

◎ クラブ活動の目標、内容、指導計画について
・クラブ活動の目標、内容、育成を目指す力について学習する。
・クラブ活動の指導計画作成上の配慮事項、内容の取扱いにおけ
る重点を学習し、考察する。

・ 教科書のp102～p115を読んでお
くこと。楽しく取り組めるクラブ活
動を考えておくこと。(90分)

・ 配布資料を復習し、クラブ活動
の内容や育成を目指す力についてま
とめること。   (90分)

6

◎ 学校行事の目標、内容、指導計画について
・学校行事の目標、内容、育成を目指す力について学習する。
・学校行事の指導計画作成上の配慮事項、内容の取扱いにおける
重点を学習し、考察する。

・ 教科書のp116～p127を読んでお
くこと。学校行事で楽しかったもの
を想起しておくこと。(90分)

・ 配布資料を復習し、学校行事の
内容や育成を目指す力についてまと
めること。   　(90分)

3

◎ 学級活動の目標、内容、指導計画について
・学級活動の目標、内容、育成を目指す力について学習する。
・学級活動の指導計画作成上の配慮事項、内容の取扱いにおける
重点を学習し、考察する。

・ 教科書のp43～p61を読んでおく
こと。楽しい学級とはどんな学級か
考えておくこと。　(90分)

・ 配布資料を復習し、学級活動の
内容や育成を目指す力についてまと
めること。  　   (90分)

4

◎ 児童会活動の目標、内容、指導計画について
・児童会活動の目標、内容、育成を目指す力について学習する。
・児童会活動の指導計画作成上の配慮事項、内容の取扱いにおけ
る重点を学習し、考察する。

・ 教科書のp84～p101を読んでおく
こと。経験してきた児童会活動を想
起しておくこと。(90分)

・ 配布資料を復習し、児童会活動
の内容や育成を目指す力についてま
とめること。  (90分)
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9

◎ 学級活動の指導案の作成について
・学級活動の指導案の作成の仕方を学習する。
・学級活動の指導案を作成し、授業の展開、評価方法等について
研究・交流する。（個人→グループ）

・ 教科書のp68～p70を読んでおく
こと。作成する指導案の｢題材｣を考
えておくこと。(60分)

・ グループでの研究をもとに、作
成した指導案を見直し、完成させる
こと。
     (120分)

10

◎ 話合い活動、係活動の充実について
・話合い活動や係活動の意義、充実させる方法等について学習す
る。
・話合い活動や係活動を充実させる具体的な方法を出し合い、研
究する。（個人→グループ）

・ 教科書のp70～p72，p78を読んで
おくこと。経験した話合い活動、係
活動を想起しておくこと。(60分)

・ 配布資料を参考に、より充実し
た話合い活動や係活動の在り方につ
いて考えをまとめること。(120分)

7

◎ 特別活動の全体計画、年間指導計画について
・特別活動の全体計画について、内容や構造、作成上の配慮事項
を学習する。
・各活動・学校行事の年間指導計画について、内容や構造、作成
上の配慮事項を学習する。

・ 教科書のp136～p143を読んでお
くこと。(60分)

・ 配布資料を復習し、全体計画や
年間指導計画作成上の配慮事項をま
とめること。  (120分)

8

◎ 学級活動の年間指導計画の作成について
・学級活動の年間指導計画の作成の仕方を学習する。
・学級活動の年間指導計画を作成し、その内容について研究・交
流する。（個人→グループ）

・ 教科書のp62～p68を読んでおく
こと。(60分)

・ グループでの研究をもとに、作
成した年間指導計画を見直し、完成
させること。  (120分)

13

◎ 家庭・地域・関係機関との連携について
・ 特別活動における家庭・地域・関係機関との連携の意義につ
いて考察する。
・ 活用できる人材、施設・設備等を出し合い、その活かし方を
研究する。

・ 教科書のp142を読んでおくこ
と。活用できる地域の人材、社会教
育施設等を調べておくこと。(60分)

・ 配布資料を参考に、家庭･地域･
関係機関との連携の意義についてま
とめること。       (120分)

14

◎ 所属感､自己有用感を高める特別活動について
・所属感、自己有用感を高める 特別活動の意義について考察す
る。
・ 所属感、自己有用感を高める特別活動を計画し、実施計画案
を作成する。

・ 所属感、自己有用感を高める特
別活動の案を考えておくこと。(60
分)

・ 所属感、自己有用感を高める特
別活動の実施計画案を完成させるこ
と。 (120分)

11

◎ 児童会活動の実施計画案の作成について
・委員会活動や集会活動の実施計画案の作成の仕方を学習する。
・より楽しく充実した児童会活動について改善点を出し合い、研
究する。（個人→グループ）

・ 教科書のp84～p101を読んでおく
こと。(60分)

・ 配布資料を参考に、より楽しく
充実した児童会活動の在り方につい
て考えをまとめること。(120分)

12

◎ 学校行事の実施計画案の作成について
・運動会、学芸発表会等の実施計画案の作成の仕方を学習する。
・ より楽しく充実した学校行事について改善点を出し合い、研
究する。(個人→グループ)

・ 教科書のp127～p131を読んでお
くこと。(60分)

・ 配布資料を参考に、より楽しく
充実した学校行事の在り方について
考えをまとめること。(120分)

定期試験 0 　実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・授業への取組（20％）   　　・調査・発表力（10％）　　
・課題提出（30％）　　　　   ・評価テスト（40％）

15

◎ 特別活動についての学習のまとめ
・ 特別活動の目標や内容、教育的意義についてまとめ、学習の
成果を確認する。
・ 評価テストを行う。

・ 評価テストに向け、学習内容を
復習しておくこと。(150分)

・ 学習成果の自己評価を行うこ
と。(30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

　小学校教諭一種免許状取得のための必修科目である。

備考欄

その他 0

教科書 「小学校学習指導要領解説 特別活動編」／文部科学省／東洋館出版社

参考文献

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料　小学校特別活動 / 国立教育政策研究所 / 東洋館出版社
　その他、必要に応じて適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10170011 教育方法論 3514 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

➀本授業を通して受講生は、現代教育の課題を認識し、それに対する方法論に関わる知識を説明できるようになる。（知識・技能）
➁授業や活動における子どもの学びを引き出す教育実践について探究する力を身に付ける。（思考）
③「主体的・対話的で深い学び」の方法論上の課題について関心を持って考え、積極的に表現できる。（態度）

授業の方法

➀パワーポイントと配布印刷物を用いて解説を行う。
➁学生の発言を重視し、アクティブ・ラーニングとなるよう双方向的に授業を進める。
③理解度確認テスト、レスポンスシート等の課題を活用し、そのフィードバックを軸に授業を進める。
　

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や双方向的な遠隔授業をも効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 加藤　裕明

授業の位置づけ

➀授業「教育方法論」（以下、本授業）は、ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児
期のこども、学童期のこども、 障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけている。（知識・技能）」ことと強
く関係する科目である。
➁本授業は、小学校教諭、幼稚園教諭免許を取得するうえで必修の教職科目であり、「教育基礎論」や「教育課程の編成と実施」との連続
性のもと、小学校教育実習、幼稚園教育実習に接続する科目である。

授業の概要

➀本授業では、現代教育の課題を整理し、それに向き合う方法論の知見を学ぶ。（知識）
➁また、「主体的・対話的で深い学び」及びアクティブ・ラーニングの方法論的課題について考える力を養う。（思考）
③さらに、「授業リフレクション」に関心を持ち、反省的な実践の意義を考え、表現する力を養う。（態度）

1

１．ガイダンス:　授業のすすめ方、授業を通して身につけても
らいたい大学生としての学びの姿勢、課題、評価について説明す
る。

シラバスを読んでおくこと。（９０
分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

2

・日本の現代保育及び教育と、日本国憲法・教育基本法との関係
を考える。

『日本国憲法』を読んでおくこと。
（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

実務経験のある
教員の教育内容

・公立高等学校に30年間勤務し、教科指導、ＨＲ指導、生活指導をはじめとする実践経験を有する。また、この間、部活動指導にも従事
し、演劇教育を質的方法によって研究し、博士学位を取得した。以上の経験を活かし、学校現場における具体的な子どもたちの姿を想定
し、「主体的・対話的で深い学び」のための授業づくり、活動づくりの方法を提案させ、全体での議論をファシリテートする。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が対話的に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

１．小テストによる知識の定着③
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から保育・幼
児教育の方法論上の課題について対話する。
３．遊びやアートを重視した幼児教育の実践的方法について検討
する。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

3

１．小テストによる知識の定着①
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から子どもの
「主体的な学び」について対話する。
３．現代日本の保育・幼児教育の実践と、「遊び」の意義につい
て考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

自分の幼少期の遊びの経験について
振り返り、その教育的な意味を考え
る。（９０分）

4

１．小テストによる知識の定着②
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から現代にお
ける保育・幼児教育の課題について対話する。
３．「森の幼稚園」の理念と方法を検討する。
４．レスポンスシートの作成・提出

「森の幼稚園」について調べ、その
意義について考える。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）
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6

１．小テストによる知識の定着④
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から「遊びや
アートを重視した幼児教育の実践的方法」について対話する。
３．幼児教育における対話的な学びについて議論する。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

9

１．小テストによる知識の定着⑦
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から子どもの
育ちとICT、及び会情動的スキルの関係について対話する。
３．現代日本の教育課題を整理し、「主体的・対話的で深い学
び」に関する方法論を検討する。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

10

１．小テストによる知識の定着⑧
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から「主体
的・対話的で深い学び」について対話する。
３．「対話的な学び」の実践的方法について考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

7

１．小テストによる知識の定着⑤
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から幼児教育
における対話的な学びについて対話する。
３．ICTの導入と、教育方法論上の問題を考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

8

１．小テストによる知識の定着⑥
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から、ICTの
導入と、教育方法論上の問題を考える。
3.　子どもの育ちとICT及び社会情動的スキルの関係について考
える。
4．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

13

１．小テストによる知識の定着（予備）
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から、学校教
育における「対話的な学び」の意義について対話する。
３．21世紀の学校教育のあり方を考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

14

１．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から「21世紀
の学校教育のあり方」について対話する。
２．学びにおける「質と平等の同時追求」の観点から、世界に広
がる「学びの共同体」としての学校の意義を考える。
３．レスポンスシートの作成・提出

前回の授業のプリントを読み、自分
の考えをまとめておく。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

11

１．小テストによる知識の定着⑨
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から、「対話
的な学び」について対話する。
3.　北欧における「対話的な学び」の方法論を検討する。
３．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

12

１．小テストによる知識の定着⑩
２．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から北欧にお
ける「対話的な学び」の意義について対話する。
３．近代日本の学校体制と、「学びの共同体」としての学校のあ
り方について考える。
４．レスポンスシートの作成・提出

指定された範囲の小テストに向け基
礎的知識を確認しておくこと。（９
０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

定期試験 0 実施しない

15

１．フィードバック：前回のレスポンスシート内容から「学びに
おける質と平等の同時追求」について対話する。
２．15回の授業全体を通して、議論し残した問題について出し合
い、対話する。

これまでの授業資料全体に目を通
し、自分が何を身に付けたかをまと
める。（９０分）

授業内で紹介された参考文献を参照
し、子どもの学びと教育方法に関す
る知見を深める。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト（20％程度）、レスポンスシート(課題）（60％程度）、挙手発言（20％程度）

履修条件・留意
事項等

・課題は提出期限を厳守する。

備考欄

授業テーマによっては、現代教育の課題に取り組むゲストスピーカーを招聘し、受講者との対話をデザインすることを検討する。

その他 0 なし

教科書 ・適宜、テキストと資料を印刷し配布する。

参考文献

・佐藤学（2012）『学校を改革する』岩波ブックレット
・近藤幹生（2018)『保育の自由』岩波新書
・渡辺貴裕（2019）『授業づくりの考え方』くろしお出版
・レッジョ・チルドレン著,ワタリウム美術館編(2012)『レッジョエミリアの幼児教育の実践記録　子どもたちの一００の言葉』日東書院
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10168011 教育相談論I（1組） 3516 1 2

到達目標

　この授業では、演習方式を生かし、理論学習とあわせて体験学習や討論を行うことを通して、教育相談の基礎理論と方法（心理アセスメ
ント・児童生徒理解・カウンセリングの理論と技法）について理解を深めることを目標とします。また、関係力育成プログラムに基づく
ロールプレィおよびクリッカーを活用した行動観察・分析を通して、児童生徒理解のための観察力を高めることを目指します。

授業の方法

　この授業では、授業担当者が作成した資料を受講生に配布します。講義とあわせて、グループによる体験学習、ロールプレィ学習、ク
リッカーを活用した分析体験学習、文献講読など、多様な方法を通して授業を展開していきます。なお、グループによる体験学習において
は、あわせて、全体への学習成果の発表・ディスカッションを行います。

ＩＣＴ活用

　この授業では、クリッカー（反応収集提示装置）による行動分析を行います。ここでは、特に集団遊戯療法場面をクリッカーを用いて分
析し、受講者全員で分析結果のふりかえりを行うことを通して、遊戯療法の実際に関する理解を深めます。

前期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

　この授業は、こども発達学科における小学校・幼稚園教職科目として指定されています。ここでは、教育相談の成り立ちや教育相談の基
礎理論の学習を深め、課題解決発展型の取組ができる力を習得していきます。ディプロマポリシーでは、主に「知識・技能」の領域におけ
る「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有するこどものいずれかに
ついての基本的な知識を身につけている」に関わる科目です。なお、ここで学んだことは、後期開講の「教育相談論Ⅱ」の基礎となりま
す。

授業の概要

　今日、いじめ、不登校、学級崩壊の問題に代表されるように、学校はさまざまな問題を抱えています。このような学校現場の状況に教師
として適切に対処していくためには、教科の指導力と合わせて児童・生徒の心の問題に対処できる力が求められています。この演習では、
教育相談の成り立ち、教育相談の基礎理論についての学習を深め、教育相談に関わる関係者（保護者を含む）と適切な連携を取り、課題解
決発展型の取組ができる力を習得することを意図した学習を展開します。

1

オリエンテーションおよび授業担当者の教育相談に関する学習の
軌跡と教育臨床実践の紹介を行います。また、授業の内容や目
的、進め方、留意すること等についての説明を行います。

事前にシラバスを読んで授業の概要
を把握すること(20分)

配布資料を読み、今後の授業の流
れ・留意事項等について理解するこ
と(25分)

2

受講生相互の自己紹介を通して、この演習を円滑に進めるための
ベースを構築します。ここでは、「私の偏愛マップ」の作成・発
表を行い、自己の内面を視覚的に表現することを通して、自己理
解・他者理解を深めます。また、教育相談に携わる者としての自
己理解の重要性について学びます。

自己理解というキーワードを心理学
的視点から整理すること(30分)

完成させたマップを通して自己理解
を深めること(15分)

実務経験のある
教員の教育内容

　授業担当者は、公認心理師・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有しています。これら
の実務経験及び研究実績を生かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

　クリッカーを活用した行動分析に関しては、分析結果をフィードバックします。分析結果に基づいたディスカッションやレポート作成を
行うことにより、さらに学びを深めます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

教育相談とカウンセリングの理論と実際（1）：来談者中心療法
の理論について学習します。ここでは、ロジャーズの提唱した来
談者中心療法の理論について教育相談事例を交えながら実践的に
学びます。特に、自己概念と経験の一致・不一致に関しては、具
体的な事例を想定して、相談の進め方について理解を深めます。

来談者中心療法について調べること
(20分)

事例に対する自分の考えをまとめる
こと(25分)

6

教育相談とカウンセリングの理論と実際（2）：心理アセスメン
トについて学習します。ここでは、教育相談・カウンセリングに
おける心理アセスメントの位置づけ、方法、流れについて理解を
深めます。また、知能検査、性格検査の活用については、実際の
検査の体験学習を通して実践的な学びを深めます。

心理アセスメントというキーワード
について調べること(20分)

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

3

教育相談と臨床心理学（1）：教育相談と臨床心理学の歴史と背
景について学びます。ここでは、臨床心理学の成り立ちについて
学び、臨床心理学の過去・現在・未来について理解を深めます。
また、教育相談に関わる専門職および資格・職務内容・職域につ
いても学習します。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(30分)

配布資料について専門用語を中心に
して整理すること(15分)

4

教育相談と臨床心理学（2）：児童生徒理解におけるパーソナリ
ティの発達に関する理論を学習します。ここでは、フロイトに
よって提唱された精神分析に関わる理論について学びます。あわ
せて、エリクソンやピアジェによる精神発達に関する理論につい
ても理解を深めます。

パーソナリティというキーワードに
ついて調べること(25分)

配布資料を読んで専門用語を中心に
整理すること(20分)
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9

スクールカウンセリングと児童生徒理解（3）：スクールカウン
セリングに関わって、ゲストスピーカーを招聘し、さまざまな特
性の児童生徒の理解と支援の実際について学びます。ここでは、
特に、障がいのある児童生徒における学校生活、対人関係などに
関する具体的な相談事例を検討することを通して、これからのス
クールカウンセリングのあり方について学びを深めます。

児童生徒理解に関して学んだことを
整理すること(20分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(25分)

10

教育相談と遊戯療法の理論と実際（1）：児童を対象とした集団
遊戯療法の理論について学びます。ここでは、教育相談に関わっ
て、心理療法と遊戯療法との関係性について理解を深めます。ま
た、文献講読を通して、「関係力育成プログラム」の理論の枠組
みを学習します。

遊戯療法というキーワードについて
調べること(30分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(15分)

7

スクールカウンセリングと児童生徒理解（1）：学校における教
育相談と生徒指導との関わりについて学びます。ここでは、児童
生徒理解に関わる視点として、学校心理学モデルと生徒指導モデ
ルを学習します。また、学校心理学における心理教育的援助サー
ビスの構造についても理解を深めます。

学校心理学というキーワードについ
て整理すること(25分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(20分)

8

スクールカウンセリングと児童生徒理解（2）：スクールカウン
セリングの技法を通して教育相談の世界を学びます。ここでは、
教育相談において児童生徒理解に関わるさまざまな心理療法を取
りあげます。交流分析の学習では、自分の感情、考え方、行動に
ついて、エゴグラムの実習を通して実践的な学びを深めます。

交流分析というキーワードについて
整理すること(20分)

エゴグラムに関する知識をまとめる
こと(25分)

13

教育相談における関係機関・関係者との連携・協働（1）：教育
相談における学級担任、保護者、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー等のさまざまな立場とそれらの連携・協働
について理解を深めます。また、関係機関と学校・教師との協力
関係について討論を通して学びます。

スクールカウンセリングについて学
んだことを整理すること(25分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(20分)

14

教育相談における関係機関・関係者との連携・協働（2）：教育
相談における関係機関との連携・協働について、事例を関する分
析および討論を通して学習します。ここでは、保護者との連携・
協働についても、事例を通して理解を深めます。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(30分)

配布資料について専門用語を中心に
まとめること(15分)

11

教育相談と遊戯療法の理論と実際（2）：教育相談の事例を想定
して、集団遊戯療法のロールプレィ実習を行います。ここでは、
教育相談の事例を想定し、対象児童の状態像をイメージした「関
係力育成プログラム」に基づくロールプレィを実施します。子ど
も・指導者・観察記録の役割担当によって集団遊戯療法の実践的
な学びを深めます。

課題レポートを作成すること(30分) B-S評定スケールによる評価を行う
こと(15分)

12

教育相談と遊戯療法の理論と実際（3）：教育相談の事例を想定
した集団遊戯療法のロールプレィに基づいて行動観察を行いま
す。ここでは、ロールプレィにおける行動に関して、クリッカー
を用いた分析の方法を学びます。また、これらの学習の成果につ
いてレポート作成を行います。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(30分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(15分)

定期試験 0 定期試験は実施しません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

75 演習への参加態度、グループでの活動状況及び授業内容に関係するレポート作成によって評価します。

15

演習の振り返りと学習の成果の確認を行います。ここでは、この
演習で学んだことについて全体のまとめを行います。これまでの
演習で学んだことを振り返り、課題について小論文の作成および
スピーチによる意見交換を行います。

演習を通して学んできたことについ
て、自分の考えを整理すること(25
分)

配布資料および関連文献を読み、こ
れまでの学習のまとめを行うこと
(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他

25 集団遊戯療法に関しては「クリッカーによる行動分析」および所定の書式で作成した「ロールプレィ体験
レポート」によって評価します。

教科書 教科書は使用しません。関連する資料は、講義担当者が作成して、その都度、配布します。

参考文献

教育相談支援 子どもとかかわる人のためのカウンセリング入門　西見奈子編著　萌文書林                             学校心理学　石
隈利紀著　誠信書房
心の病理学　大塚義孝編著　至文堂
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履修条件・留意
事項等

この演習では、教育相談に関する、ロールプレィ実習、体験学習の取り組みが重視されます。そのため、積極的な授業参加が求められるの
で留意してください。

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10168012 教育相談論I（2組） 3516 1 2

到達目標

　この授業では、演習方式を生かし、理論学習とあわせて体験学習や討論を行うことを通して、教育相談の基礎理論と方法（心理アセスメ
ント・児童生徒理解・カウンセリングの理論と技法）について理解を深めることを目標とします。また、関係力育成プログラムに基づく
ロールプレィおよびクリッカーを活用した行動観察・分析を通して、児童生徒理解のための観察力を高めることを目指します。

授業の方法

　この授業では、授業担当者が作成した資料を受講生に配布します。講義とあわせて、グループによる体験学習、ロールプレィ学習、ク
リッカーを活用した分析体験学習、文献講読など、多様な方法を通して授業を展開していきます。なお、グループによる体験学習において
は、あわせて、全体への学習成果の発表・ディスカッションを行います。

ＩＣＴ活用

　この授業では、クリッカー（反応収集提示装置）による行動分析を行います。ここでは、特に集団遊戯療法場面をクリッカーを用いて分
析し、受講者全員で分析結果のふりかえりを行うことを通して、遊戯療法の実際に関する理解を深めます。

前期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

　この授業は、こども発達学科における小学校・幼稚園教職科目として指定されています。ここでは、教育相談の成り立ちや教育相談の基
礎理論の学習を深め、課題解決発展型の取組ができる力を習得していきます。ディプロマポリシーでは、主に「知識・技能」の領域におけ
る「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有するこどものいずれかに
ついての基本的な知識を身につけている」に関わる科目です。なお、ここで学んだことは、後期開講の「教育相談論Ⅱ」の基礎となりま
す。

授業の概要

　今日、いじめ、不登校、学級崩壊の問題に代表されるように、学校はさまざまな問題を抱えています。このような学校現場の状況に教師
として適切に対処していくためには、教科の指導力と合わせて児童・生徒の心の問題に対処できる力が求められています。この演習では、
教育相談の成り立ち、教育相談の基礎理論についての学習を深め、教育相談に関わる関係者（保護者を含む）と適切な連携を取り、課題解
決発展型の取組ができる力を習得することを意図した学習を展開します。

1

オリエンテーションおよび授業担当者の教育相談に関する学習の
軌跡と教育臨床実践の紹介を行います。また、授業の内容や目
的、進め方、留意すること等についての説明を行います。

事前にシラバスを読んで授業の概要
を把握すること(20分)

配布資料を読み、今後の授業の流
れ・留意事項等について理解するこ
と(25分)

2

受講生相互の自己紹介を通して、この演習を円滑に進めるための
ベースを構築します。ここでは、「私の偏愛マップ」の作成・発
表を行い、自己の内面を視覚的に表現することを通して、自己理
解・他者理解を深めます。また、教育相談に携わる者としての自
己理解の重要性について学びます。

自己理解というキーワードを心理学
的視点から整理すること(30分)

完成させたマップを通して自己理解
を深めること(15分)

実務経験のある
教員の教育内容

　授業担当者は、公認心理師・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有しています。これら
の実務経験及び研究実績を生かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

　クリッカーを活用した行動分析に関しては、分析結果をフィードバックします。分析結果に基づいたディスカッションやレポート作成を
行うことにより、さらに学びを深めます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

教育相談とカウンセリングの理論と実際（1）：来談者中心療法
の理論について学習します。ここでは、ロジャーズの提唱した来
談者中心療法の理論について教育相談事例を交えながら実践的に
学びます。特に、自己概念と経験の一致・不一致に関しては、具
体的な事例を想定して、相談の進め方について理解を深めます。

来談者中心療法について調べること
(20分)

事例に対する自分の考えをまとめる
こと(25分)

6

教育相談とカウンセリングの理論と実際（2）：心理アセスメン
トについて学習します。ここでは、教育相談・カウンセリングに
おける心理アセスメントの位置づけ、方法、流れについて理解を
深めます。また、知能検査、性格検査の活用については、実際の
検査の体験学習を通して実践的な学びを深めます。

心理アセスメントというキーワード
について調べること(20分)

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

3

教育相談と臨床心理学（1）：教育相談と臨床心理学の歴史と背
景について学びます。ここでは、臨床心理学の成り立ちについて
学び、臨床心理学の過去・現在・未来について理解を深めます。
また、教育相談に関わる専門職および資格・職務内容・職域につ
いても学習します。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(30分)

配布資料について専門用語を中心に
して整理すること(15分)

4

教育相談と臨床心理学（2）：児童生徒理解におけるパーソナリ
ティの発達に関する理論を学習します。ここでは、フロイトに
よって提唱された精神分析に関わる理論について学びます。あわ
せて、エリクソンやピアジェによる精神発達に関する理論につい
ても理解を深めます。

パーソナリティというキーワードに
ついて調べること(25分)

配布資料を読んで専門用語を中心に
整理すること(20分)
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9

スクールカウンセリングと児童生徒理解（3）：スクールカウン
セリングに関わって、ゲストスピーカーを招聘し、さまざまな特
性の児童生徒の理解と支援の実際について学びます。ここでは、
特に、障がいのある児童生徒における学校生活、対人関係などに
関する具体的な相談事例を検討することを通して、これからのス
クールカウンセリングのあり方について学びを深めます。

児童生徒理解に関して学んだことを
整理すること(20分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(25分)

10

教育相談と遊戯療法の理論と実際（1）：児童を対象とした集団
遊戯療法の理論について学びます。ここでは、教育相談に関わっ
て、心理療法と遊戯療法との関係性について理解を深めます。ま
た、文献講読を通して、「関係力育成プログラム」の理論の枠組
みを学習します。

遊戯療法というキーワードについて
調べること(30分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(15分)

7

スクールカウンセリングと児童生徒理解（1）：学校における教
育相談と生徒指導との関わりについて学びます。ここでは、児童
生徒理解に関わる視点として、学校心理学モデルと生徒指導モデ
ルを学習します。また、学校心理学における心理教育的援助サー
ビスの構造についても理解を深めます。

学校心理学というキーワードについ
て整理すること(25分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(20分)

8

スクールカウンセリングと児童生徒理解（2）：スクールカウン
セリングの技法を通して教育相談の世界を学びます。ここでは、
教育相談において児童生徒理解に関わるさまざまな心理療法を取
りあげます。交流分析の学習では、自分の感情、考え方、行動に
ついて、エゴグラムの実習を通して実践的な学びを深めます。

交流分析というキーワードについて
整理すること(20分)

エゴグラムに関する知識をまとめる
こと(25分)

13

教育相談における関係機関・関係者との連携・協働（1）：教育
相談における学級担任、保護者、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー等のさまざまな立場とそれらの連携・協働
について理解を深めます。また、関係機関と学校・教師との協力
関係について討論を通して学びます。

スクールカウンセリングについて学
んだことを整理すること(25分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(20分)

14

教育相談における関係機関・関係者との連携・協働（2）：教育
相談における関係機関との連携・協働について、事例を関する分
析および討論を通して学習します。ここでは、保護者との連携・
協働についても、事例を通して理解を深めます。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(30分)

配布資料について専門用語を中心に
まとめること(15分)

11

教育相談と遊戯療法の理論と実際（2）：教育相談の事例を想定
して、集団遊戯療法のロールプレィ実習を行います。ここでは、
教育相談の事例を想定し、対象児童の状態像をイメージした「関
係力育成プログラム」に基づくロールプレィを実施します。子ど
も・指導者・観察記録の役割担当によって集団遊戯療法の実践的
な学びを深めます。

課題レポートを作成すること(30分) B-S評定スケールによる評価を行う
こと(15分)

12

教育相談と遊戯療法の理論と実際（3）：教育相談の事例を想定
した集団遊戯療法のロールプレィに基づいて行動観察を行いま
す。ここでは、ロールプレィにおける行動に関して、クリッカー
を用いた分析の方法を学びます。また、これらの学習の成果につ
いてレポート作成を行います。

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(30分)

配布資料について専門用語を中心に
整理すること(15分)

定期試験 0 定期試験は実施しません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

75 演習への参加態度、グループでの活動状況及び授業内容に関係するレポート作成によって評価します。

15

演習の振り返りと学習の成果の確認を行います。ここでは、この
演習で学んだことについて全体のまとめを行います。これまでの
演習で学んだことを振り返り、課題について小論文の作成および
スピーチによる意見交換を行います。

演習を通して学んできたことについ
て、自分の考えを整理すること(25
分)

配布資料および関連文献を読み、こ
れまでの学習のまとめを行うこと
(20分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他

25 集団遊戯療法に関しては「クリッカーによる行動分析」および所定の書式で作成した「ロールプレィ体験
レポート」によって評価します。

教科書 教科書は使用しません。関連する資料は、講義担当者が作成して、その都度、配布します。

参考文献

教育相談支援 子どもとかかわる人のためのカウンセリング入門　西見奈子編著　萌文書林                             学校心理学　石
隈利紀著　誠信書房
心の病理学　大塚義孝編著　至文堂
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履修条件・留意
事項等

この演習では、教育相談に関する、ロールプレィ実習、体験学習の取り組みが重視されます。そのため、積極的な授業参加が求められるの
で留意してください。

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10169011 教育相談論II（1組） 3517 1 2

到達目標

　この授業では、学校現場で遭遇する児童生徒の心の問題に適切に対処できる教育相談に関する基本的な理解の枠組を学習します。「教育
相談論Ⅰ」において学んだことを基礎として、さらに遊戯療法と音楽療法および家族療法の理論と方法について学習し、受講生が教育相談
に関する基本姿勢を構築することを到達目標にします。また、ここでは、講義とあわせて、グループによる体験学習、ロールプレィ学習、
クリッカーを活用した分析体験学習、文献講読など、多様な方法を通して授業を展開していきます。なお、グループによる体験学習におい
ては、あわせて、全体への学習成果の発表・ディスカッションを行います。

授業の方法

　この授業では、授業担当者が作成した資料を受講生に配布します。また、Microsoft PowerPoint 2016によって作成した資料をスクリー
ンに投影します。ここでは、講義とあわせて、グループによる体験学習、ロールプレィ学習、クリッカーを活用した分析体験、文献講読な
ど、多様な方法を通して授業を展開していきます。なお、グループによる体験学習においては、あわせて、全体への学習成果の発表・ディ
スカッションも行います。

ＩＣＴ活用

　この授業では、クリッカー（反応収集提示装置）による行動分析を行います。ここでは、特に遊戯療法の理論に基づいたロールプレイ場
面をクリッカーを用いて分析し、受講者全員で分析結果のふりかえりを行うことを通して、遊戯療法の実際に関する理解を深めます。

後期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

　この授業は、こども発達学科における小学校・幼稚園教職科目として指定されています。ここでは、学校現場で遭遇する児童生徒の心の
問題に適切に対処できる教育相談に関する基本的な理解の枠組を学習します。ディプロマポリシーでは、主に「知識・技能」の領域におけ
る「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有するこどものいずれかに
ついての基本的な知識を身につけている」に関わる科目です。「教育相談論Ⅰ」において学んだことを基礎として、教育相談の理論と実際
について学びを深めます。

授業の概要

　学校現場はさまざまな課題を抱えています。この問題は教科指導の問題を超えて、児童生徒の心の問題として大きな比重を占めていま
す。この演習では、将来、教師を目指す受講生が学校現場で遭遇する児童生徒の心の問題に適切に対処できる教育相談に関する基本的な理
解の枠組みと姿勢を学習します。特に、ここでは、発達初期の子どもたちの抱えている心の問題に対する解決の糸口として、遊戯療法、音
楽療法および家族療法の理論と方法を中心にして学習を深め、心理臨床的支援に関わる関係者（保護者も含む）との共通なベースを構築し
ていくための手がかりを提供します。また、学習を深めていくために、①これらの療法についてのロールプレィ、②臨床実践を跡づけてい
くための分析法の実習、を組み入れて演習を進めていきます。

1

オリエンテーションおよび授業担当者の教育相談に関する学習の
軌跡と教育臨床実践の紹介を行います。ここでは、教育相談論Ⅰ
との関連性について説明します。また、授業の内容や目的、進め
方、留意すること等についての説明を行います。

事前にシラバスを読み、授業の概要
を把握すること(20分)

配布資料を読み、今後の授業の流
れ・留意事項等について理解するこ
と(25分)

2

受講生相互の自己紹介を通して、この演習を円滑に進めるための
ベース作りを行います。ここでは、「私の対人地図」の作成を通
して、これまでの対人関係を振り返り、視覚的に表現することを
通して、自己理解・他者理解を深めます。また、教育相談に携わ
る者としての自己理解・他者理解の重要性について学びます。

自己理解というキーワードを心理学
的視点から整理すること(25分)

私の対人地図を振り返り、自己理解
を深めること(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

　授業担当者は、公認心理師・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有しています。これら
の実務経験及び研究実績を生かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

　クリッカーを活用した行動分析に関しては、分析結果をフィードバックします。分析結果に基づいたディスカッションやレポート作成を
行うことにより、さらに学びを深めます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

教育相談の対象者の特性（抱えている課題・関連する要因等）に
ついて、各受講生が描くイメージを交換し、教育相談の対象の輪
郭を明らかにします。ここでは、ＫＪ法を用いて、教育相談の対
象となる人々の特性に関するイメージを出し合い、グループごと
に分析します。この取組を通して教育相談の対象の理解を深めま
す。

ＫＪ法について調べること(20分) 関連文献を参照しながら教育相談の
対象について整理すること(25分)

4

子どもの発達の理解と遊戯療法（1）　行動観察を通した子ども
の発達の理解と遊戯療法の導入における理論と方法について学び
ます。ここでは、文献講読を通して、子どもの行動観察と遊戯療
法に関する基本的知識を学びます。また、文献とあわせて、映像
資料を視聴することを通し、遊戯療法についての具体的・実践的
なイメージを持つことを目指します。

遊戯療法というキーワードについて
心理学的視点から整理すること(25
分)

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(20分)
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5

子どもの発達の理解と遊戯療法（2）　発達面に課題のある子ど
もへの遊戯療法に基づくアプローチに関する文献の講読を通し
て、対人・対物関係場面における子どもに対する環境の側の教育
臨床的かかわりについて、討論を交えながら理解を深めます。こ
こでは、文献におけるテーマについて、グループでの意見交換を
通して、子どもを取り巻く環境へのアプローチについて学びま
す。

集団遊戯療法というキーワードにつ
いて整理すること(20分)

配布した文献について専門用語を中
心に整理すること(25分)

6

遊戯療法の理論と実際（1）　集団遊戯療法の実際について映像
を視聴し、討論を通して共通理解を深めます。ここでは、関係力
育成プログラムによる子どもたちへの指導場面に関する映像を視
聴し、遊戯療法場面における行動観察のあり方について理解を深
めます。

行動観察というキーワードについて
整理すること(20分)

関係力育成プログラムに関する文献
を読んでレポートを作成すること
(25分)

9

音楽療法の理論と実際（1）　心理臨床的場を構築するための音
楽療法について学習を深めます。ここでは、教育相談・カウンセ
リングの世界と音楽療法の関係性について学びます。また、文献
の紹介を通して、発達に課題のある子どもに対する音楽療法につ
いて理解を深めます。

音楽療法というキーワードについて
整理すること(20分)

配布した文献を読んで概要をまとめ
ること(25分)

10

音楽療法の理論と実際（2）　自己表現力を引き出す音楽療法に
ついて学習を深めます。ここでは、グループに分かれて「自己表
現」をテーマとする曲の創作活動に取り組み、その発表に取り組
みます。このように、音楽療法のセッションを体験することを通
して、自己表現力を引き出す音楽療法について実践的に学びま
す。

配布した文献を専門用語を中心に整
理すること(20分)

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

7

遊戯療法の理論と実際（2）　集団遊戯療法の実際についてロー
ルプレィを通して学習します。ここでは、具体的な相談事例を想
定して、関係力育成プログラムに基づき、子ども役、父親役、母
親役、指導者役、観察者役に分かれ、プレイルームで「ファミ
リーロールプレィ実習」を行います。このことを通して、子ども
とその家族を対象とした遊戯療法の実際について学びを深めま
す。

事前に設定した子どもの発達段階に
ついて整理すること(20分)

B-S評定スケールによる評価を行う
こと(25分)

8

遊戯療法の理論と実際（3）　集団遊戯療法の指導場面につい
て、クリッカーを用いた分析の方法を学習します。ここでは、関
係力育成プログラムによる指導場面について、クリッカーを活用
して分析することを学びます。また、心理学的手法を用いた遊戯
療法場面の分析例について紹介します。

ロールプレィ実習を通して考えたこ
とについてまとめること(20分)

関連文献を参照しながら遊戯療法に
関する学習のまとめを行うこと(25
分)

13

家族療法の理論と実際（2）　家族療法における心理学的アセス
メントの体験を通してこの療法の有用性について理解を深めま
す。ここでは、家族療法におけるアセスメント法として、家族イ
メージ法（FIT）に取り組み、この体験を通して家族療法的視点
から見た教育相談のあり方について考えていきます。

配布した文献を専門用語を中心に整
理すること(20分)

ＦＩＴの臨床的な活用について自分
の考えをまとめること(25分)

14

家族療法の理論と実際（3）　家族療法による発達的変容に関す
る分析法を通して、子どもを取り巻く環境のあり方について理解
を深めます。また、教育相談を通した、保護者による家族イメー
ジの発達的変容に関する追跡研究について、文献を通して学びま
す。

教育相談と家族療法の関係性につい
て自分の考えをまとめること(20分)

これまでに学んできた家族療法に関
する知識を整理すること(25分)

11

音楽療法の理論と実際（3）　関係力の育成としての音楽療法に
ついて学習を深めます。ここでは、文献の講読を通して、子ども
のための「関係力育成プログラム」を下支えするBGMの構成を学
びます。また、音楽療法のセッションに関する映像資料の視聴を
通して、音楽療法の実際について理解を深めます。

遊戯療法と音楽療法の関係性につい
て学んだことを整理すること(25分)

これまでの音楽療法に関する学習を
まとめること(20分)

12

家族療法の理論と実際（1）　家族療法についての文献の講読を
通して家族療法の考え方について理解を深めます。ここでは、ゲ
ストスピーカーを招聘し、家族療法の基本的な考え方について学
びます。家族療法の視点を通した子ども理解について学ぶことに
より、子どもとその子どもを取り巻く保護者・家族全体への支援
のあり方について理解を深めていきます。

家族療法というキーワードについて
整理すること(20分)

参考文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

15

演習の振り返りと学習の成果の確認　ここでは、この演習で学ん
だことについて全体のまとめを行います。これまでの演習で学ん
だことを振り返り、「教育相談」について考えたことについて、
レポート作成及びスピーチによる意見交換を行います。

教育相談について学んだことについ
て、自分の考えを整理すること(20
分)

配布資料及び関連文献を読み、これ
までの学習のまとめを行うこと(25
分)
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定期試験 0 定期試験はありません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

75 演習場面への参加態度、グループでの活動状況、およびレポート課題提出によって評価します。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この授業では、教育相談に関する、ロールプレィ実習、体験学習の取り組みが重視されます。そのため、積極的な授業参加が求められるの
で留意してください。

備考欄

その他

25 遊戯療法に関しては「クリッカーを用いた行動分析」および所定の書式で作成した「ファミリーロールプ
レィ実習レポート」によって評価します。

教科書

教科書は使用しません。必要な資料は、授業担当者が作成して、その都度、配布します。

参考文献

 家族のイメージ　亀口憲治著　河出書房新社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　  　　子どもとかかわる人の
ためのカウンセリング入門　西見奈子編著　萌文書林　　　　　　　　　              　　　　高度情報化時代の学びと教育　渡部信一
編著　東北大学出版会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10169012 教育相談論II（2組） 3517 1 2

到達目標

　この授業では、学校現場で遭遇する児童生徒の心の問題に適切に対処できる教育相談に関する基本的な理解の枠組を学習します。「教育
相談論Ⅰ」において学んだことを基礎として、さらに遊戯療法と音楽療法および家族療法の理論と方法について学習し、受講生が教育相談
に関する基本姿勢を構築することを到達目標にします。また、ここでは、講義とあわせて、グループによる体験学習、ロールプレィ学習、
クリッカーを活用した分析体験学習、文献講読など、多様な方法を通して授業を展開していきます。なお、グループによる体験学習におい
ては、あわせて、全体への学習成果の発表・ディスカッションを行います。

授業の方法

　この授業では、授業担当者が作成した資料を受講生に配布します。また、Microsoft PowerPoint 2016によって作成した資料をスクリー
ンに投影します。ここでは、講義とあわせて、グループによる体験学習、ロールプレィ学習、クリッカーを活用した分析体験、文献講読な
ど、多様な方法を通して授業を展開していきます。なお、グループによる体験学習においては、あわせて、全体への学習成果の発表・ディ
スカッションも行います。

ＩＣＴ活用

　この授業では、クリッカー（反応収集提示装置）による行動分析を行います。ここでは、特に遊戯療法の理論に基づいたロールプレイ場
面をクリッカーを用いて分析し、受講者全員で分析結果のふりかえりを行うことを通して、遊戯療法の実際に関する理解を深めます。

後期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

　この授業は、こども発達学科における小学校・幼稚園教職科目として指定されています。ここでは、学校現場で遭遇する児童生徒の心の
問題に適切に対処できる教育相談に関する基本的な理解の枠組を学習します。ディプロマポリシーでは、主に「知識・技能」の領域におけ
る「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有するこどものいずれかに
ついての基本的な知識を身につけている」に関わる科目です。「教育相談論Ⅰ」において学んだことを基礎として、教育相談の理論と実際
について学びを深めます。

授業の概要

　学校現場はさまざまな課題を抱えています。この問題は教科指導の問題を超えて、児童生徒の心の問題として大きな比重を占めていま
す。この演習では、将来、教師を目指す受講生が学校現場で遭遇する児童生徒の心の問題に適切に対処できる教育相談に関する基本的な理
解の枠組みと姿勢を学習します。特に、ここでは、発達初期の子どもたちの抱えている心の問題に対する解決の糸口として、遊戯療法、音
楽療法および家族療法の理論と方法を中心にして学習を深め、心理臨床的支援に関わる関係者（保護者も含む）との共通なベースを構築し
ていくための手がかりを提供します。また、学習を深めていくために、①これらの療法についてのロールプレィ、②臨床実践を跡づけてい
くための分析法の実習、を組み入れて演習を進めていきます。

1

オリエンテーションおよび授業担当者の教育相談に関する学習の
軌跡と教育臨床実践の紹介を行います。ここでは、教育相談論Ⅰ
との関連性について説明します。また、授業の内容や目的、進め
方、留意すること等についての説明を行います。

事前にシラバスを読み、授業の概要
を把握すること(20分)

配布資料を読み、今後の授業の流
れ・留意事項等について理解するこ
と(25分)

2

受講生相互の自己紹介を通して、この演習を円滑に進めるための
ベース作りを行います。ここでは、「私の対人地図」の作成を通
して、これまでの対人関係を振り返り、視覚的に表現することを
通して、自己理解・他者理解を深めます。また、教育相談に携わ
る者としての自己理解・他者理解の重要性について学びます。

自己理解というキーワードを心理学
的視点から整理すること(25分)

私の対人地図を振り返り、自己理解
を深めること(20分)

実務経験のある
教員の教育内容

　授業担当者は、公認心理師・臨床心理士・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有してい
ます。これらの実務経験及び研究実績を生かして授業を行います。

課題に対する
フィードバック

の方法

　クリッカーを活用した行動分析に関しては、分析結果をフィードバックします。分析結果に基づいたディスカッションやレポート作成を
行うことにより、さらに学びを深めます。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

教育相談の対象者の特性（抱えている課題・関連する要因等）に
ついて、各受講生が描くイメージを交換し、教育相談の対象の輪
郭を明らかにします。ここでは、ＫＪ法を用いて、教育相談の対
象となる人々の特性に関するイメージを出し合い、グループごと
に分析します。この取組を通して教育相談の対象の理解を深めま
す。

ＫＪ法について調べること(20分) 関連文献を参照しながら教育相談の
対象について整理すること(25分)

4

子どもの発達の理解と遊戯療法（1）　行動観察を通した子ども
の発達の理解と遊戯療法の導入における理論と方法について学び
ます。ここでは、文献講読を通して、子どもの行動観察と遊戯療
法に関する基本的知識を学びます。また、文献とあわせて、映像
資料を視聴することを通し、遊戯療法についての具体的・実践的
なイメージを持つことを目指します。

遊戯療法というキーワードについて
心理学的視点から整理すること(25
分)

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(20分)
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5

子どもの発達の理解と遊戯療法（2）　発達面に課題のある子ど
もへの遊戯療法に基づくアプローチに関する文献の講読を通し
て、対人・対物関係場面における子どもに対する環境の側の教育
臨床的かかわりについて、討論を交えながら理解を深めます。こ
こでは、文献におけるテーマについて、グループでの意見交換を
通して、子どもを取り巻く環境へのアプローチについて学びま
す。

集団遊戯療法というキーワードにつ
いて整理すること(20分)

配布した文献について専門用語を中
心に整理すること(25分)

6

遊戯療法の理論と実際（1）　集団遊戯療法の実際について映像
を視聴し、討論を通して共通理解を深めます。ここでは、関係力
育成プログラムによる子どもたちへの指導場面に関する映像を視
聴し、遊戯療法場面における行動観察のあり方について理解を深
めます。

行動観察というキーワードについて
整理すること(20分)

関係力育成プログラムに関する文献
を読んでレポートを作成すること
(25分)

9

音楽療法の理論と実際（1）　心理臨床的場を構築するための音
楽療法について学習を深めます。ここでは、教育相談・カウンセ
リングの世界と音楽療法の関係性について学びます。また、文献
の紹介を通して、発達に課題のある子どもに対する音楽療法につ
いて理解を深めます。

音楽療法というキーワードについて
整理すること(20分)

配布した文献を読んで概要をまとめ
ること(25分)

10

音楽療法の理論と実際（2）　自己表現力を引き出す音楽療法に
ついて学習を深めます。ここでは、グループに分かれて「自己表
現」をテーマとする曲の創作活動に取り組み、その発表に取り組
みます。このように、音楽療法のセッションを体験することを通
して、自己表現力を引き出す音楽療法について実践的に学びま
す。

配布した文献を専門用語を中心に整
理すること(20分)

関連文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

7

遊戯療法の理論と実際（2）　集団遊戯療法の実際についてロー
ルプレィを通して学習します。ここでは、具体的な相談事例を想
定して、関係力育成プログラムに基づき、子ども役、父親役、母
親役、指導者役、観察者役に分かれ、プレイルームで「ファミ
リーロールプレィ実習」を行います。このことを通して、子ども
とその家族を対象とした遊戯療法の実際について学びを深めま
す。

事前に設定した子どもの発達段階に
ついて整理すること(20分)

B-S評定スケールによる評価を行う
こと(25分)

8

遊戯療法の理論と実際（3）　集団遊戯療法の指導場面につい
て、クリッカーを用いた分析の方法を学習します。ここでは、関
係力育成プログラムによる指導場面について、クリッカーを活用
して分析することを学びます。また、心理学的手法を用いた遊戯
療法場面の分析例について紹介します。

ロールプレィ実習を通して考えたこ
とについてまとめること(20分)

関連文献を参照しながら遊戯療法に
関する学習のまとめを行うこと(25
分)

13

家族療法の理論と実際（2）　家族療法における心理学的アセス
メントの体験を通してこの療法の有用性について理解を深めま
す。ここでは、家族療法におけるアセスメント法として、家族イ
メージ法（FIT）に取り組み、この体験を通して家族療法的視点
から見た教育相談のあり方について考えていきます。

配布した文献を専門用語を中心に整
理すること(20分)

ＦＩＴの臨床的な活用について自分
の考えをまとめること(25分)

14

家族療法の理論と実際（3）　家族療法による発達的変容に関す
る分析法を通して、子どもを取り巻く環境のあり方について理解
を深めます。また、教育相談を通した、保護者による家族イメー
ジの発達的変容に関する追跡研究について、文献を通して学びま
す。

教育相談と家族療法の関係性につい
て自分の考えをまとめること(20分)

これまでに学んできた家族療法に関
する知識を整理すること(25分)

11

音楽療法の理論と実際（3）　関係力の育成としての音楽療法に
ついて学習を深めます。ここでは、文献の講読を通して、子ども
のための「関係力育成プログラム」を下支えするBGMの構成を学
びます。また、音楽療法のセッションに関する映像資料の視聴を
通して、音楽療法の実際について理解を深めます。

遊戯療法と音楽療法の関係性につい
て学んだことを整理すること(25分)

これまでの音楽療法に関する学習を
まとめること(20分)

12

家族療法の理論と実際（1）　家族療法についての文献の講読を
通して家族療法の考え方について理解を深めます。ここでは、ゲ
ストスピーカーを招聘し、家族療法の基本的な考え方について学
びます。家族療法の視点を通した子ども理解について学ぶことに
より、子どもとその子どもを取り巻く保護者・家族全体への支援
のあり方について理解を深めていきます。

家族療法というキーワードについて
整理すること(20分)

参考文献を読んで概要をまとめるこ
と(25分)

15

演習の振り返りと学習の成果の確認　ここでは、この演習で学ん
だことについて全体のまとめを行います。これまでの演習で学ん
だことを振り返り、「教育相談」について考えたことについて、
レポート作成及びスピーチによる意見交換を行います。

教育相談について学んだことについ
て、自分の考えを整理すること(20
分)

配布資料及び関連文献を読み、これ
までの学習のまとめを行うこと(25
分)
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定期試験 0 定期試験はありません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

75 演習場面への参加態度、グループでの活動状況、およびレポート課題提出によって評価します。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この授業では、教育相談に関する、ロールプレィ実習、体験学習の取り組みが重視されます。そのため、積極的な授業参加が求められるの
で留意してください。

備考欄

その他

25 遊戯療法に関しては「クリッカーを用いた行動分析」および所定の書式で作成した「ファミリーロールプ
レィ実習レポート」によって評価します。

教科書

教科書は使用しません。必要な資料は、授業担当者が作成して、その都度、配布します。

参考文献

 家族のイメージ　亀口憲治著　河出書房新社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　  　　子どもとかかわる人の
ためのカウンセリング入門　西見奈子編著　萌文書林　　　　　　　　　              　　　　高度情報化時代の学びと教育　渡部信一
編著　東北大学出版会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10173011 教科教育法 国語 3540 2 2

到達目標

・学習指導要領の目標・内容の持つ理念を授業づくりに応用できる。
・児童の発達段階と実態を考慮した指導案作成や授業実践ができる。
・自己や他者の授業実践を正しくフィードバックし、授業づくりの改善に応用できる。
・ICT機器操作に習熟し、児童への習得指導に応用できる。

授業の方法

・教材配信システムを用いて配信したハンドアウト教材、板書、OHC等の視聴覚メディア等を使用した講義
　形式での説明に基づき、グループワーク（模擬授業）や自己・相互評価を行う。
・授業後半は模擬授業の計画立案・実施のグループワーク中心に行う。
・模擬授業は写真等の記録を取り、教材配信システム上に配信する。
・自己・相互評価（フィードバック）を全模擬授業に対して行う。
・オンラインによる模擬授業構築と実施を通して、児童にICT機器操作を習得させる技術を指導する。

ＩＣＴ活用 オンラインによる模擬授業構築と実施を通して、児童にICT技術の習熟を促す教授法を修得する。

後期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

  「国語科概論」に続き、小学校における国語科教育を、授業実践の視点からより深化させる科目である。
　 ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な教育のあり方を考え続けること
ができる（思考・判断・表現）」ことと特に関係がある科目である。また「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこども
の特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応できる教育的能力を身につけている。（知識・技能）」こととも関係する。

授業の概要

・小学校国語科教育の目標、内容、指導方法、評価の理論と実際の指導に関する知識を「学習指導要領の理
　念」に基づき理解する。
・プロフェッショナル教師の講話を聴講し、教育現場に臨む態度を身につける。
・学習指導案の作成・模擬授業実施・自己評価・相互評価の経験による授業構築・実践技能を習得する。
・オンラインによる模擬授業構築と実施を通して、児童へのICT機器操作指導技能を習得する。

1

学習指導要領を通じて国語科教育（書写を含む）を知ろう
　小学校国語科の目標・内容・理念・歴史を具現する「学習指導
要領」の理念を、〔知識及び技能〕、〔思考力、判断力、表現力
等〕の目標や内容から理解する。

　課題の事前予習（教科書の準備・
一読）。（90分）

　授業の要点・課題の整理
（配信した次回教材の熟読）（90
分）

2

教育課程・年間指導計画について理解しよう
　学習指導要領「総則」、「国語」（書写を含む）などから教育
課程や年間指導計画（教育内容・方法・評価等）立案の意義と実
際について理解する。

　課題の事前予習（教科書の準備・
一読）。（90分）

　授業の要点・課題の整理
（配信した次回教材の熟読）（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、学校教育特に国語科教育に幅広い知識と経験を有する。これらを生
かして多面的な視野に基づく初等国語教育指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

作成した指導案と模擬授業の内容に関して教員・学生による相互評価・自己評価を行い、その内容を全員でシェアする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

教材指導案立案（２）
　様々な例や方法論に基づき指導案作成への理解を深める。

　課題の事前予習（教科書の準備・
配信教材の一読・指導案作成）（90
分）

　授業の要点・課題の整理
（配信した次回教材に基づき、完成
に向けて指導案作成を進める）（90
分）

6

情報リテラシーガイダンス
　指導案作成や授業づくりに実物投影機（書画カメラ）、デジタ
ル教科書、電子黒板、アプリケーション、SNS、ウェブサイト
等、児童にICT活用を指導した授業を紹介し、理解を深める。

　課題の事前予習（教科書の準備・
配信教材の一読・図書館への理解を
深める）。（90分）

　授業の要点・課題の整理
（配信した次回教材に基づき、図書
館の資料やICTを授業に活かすとい
う視点を持ち、指導案作成を進め
る）（90分）

3

学習指導案について理解しよう
　授業指導案の形式と書き方について理解する。

　課題の事前予習（教科書の準備・
一読）。（90分）

　授業の要点・課題の整理
（配信した次回教材の熟読）（90
分）

4

教材指導案立案（１）
　「きつねのおきゃくさま」（あまんきみこ作　第2学年教材）
を対象に、様々な教材（デジタル教材等ICT含む）を活用した指
導案づくりの初歩的方法を理解する。

　課題の事前予習（教科書の準備・
一読）。（90分）

　授業の要点・課題の整理
（配信した次回教材に基づき指導案
作成を進める）（90分）

7

教材指導案立案（３）
　情報リテラシーガイダンスで習得したスキルを活用し指導案を
完成させる。

　課題の事前予習。（教科書の準
備・配信教材の一読・指導案の完成
を目指す）（90分）

　授業の要点・課題の整理（図書館
の資料を活かすという視点を持ち、
指導案作成を完成させる、外部講師
への質問等準備。）（90分）

8

プロから学ぼう
　現役教師の出張授業の内容から国語科授業の実態を理解する。

　課題の事前予習・外部講師への質
問等準備。（90分）

　授業の要点・課題の整理・外部講
師への礼状作成。（90分）
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9

模擬授業の計画を立てる（グループワーク）
　「きつねのおきゃくさま」模擬授業のグループ分け、授業計画
立案等グループワークの開始などの活動を通して授業構築能力
（デジタル教材等ICT活用含む）を身につける。

課題の事前予習
　グループワークに向けての準備。
（90分）

　授業の要点・課題の整理・班毎の
指導案作成。（90分）

10

模擬授業の計画を完成させる（グループワーク）
　計画立案の完了、グループごとの役割分担の決定、模擬授業順
の決定などの活動を通して、授業構築能力（デジタル教材等ICT
活用や児童へICT活用技術指導含む）に習熟する。

　課題の事前予習・班毎の指導案作
成・役割分担に向けての話し合い。
（90分）

　授業の要点・課題の整理・班毎の
指導案未完成の場合は完成させる。
役割分担未定の場合は決定する。
（90分）

13

模擬授業（3）（グループワーク）
　1回2班各10分ずつ。模擬授業と相互評価――授業者と学習者の
役割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点・児童
へのデジタル教材等ICT活用指導等について相互評価を行う。教
育実習に対応できる実践的な授業力を身につける。

　課題の事前予習・模擬授業準備。
（90分）

　授業の要点・課題の整理・模擬授
業相互評価・次回模擬授業準備（90
分）

14

模擬授業（4）（グループワーク）
　1回2班各10分ずつ。模擬授業と相互評価――授業者と学習者の
役割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点・児童
へのデジタル教材等ICT活用指導等について相互評価を行う。教
育実習に対応できる実践的な授業力を身につける。

　課題の事前予習・模擬授業準備。
（90分）

　授業の要点・課題の整理・模擬授
業相互評価・次回模擬授業準備（90
分）

11

模擬授業（１）（グループワーク）
　1回2班各10分ずつ。模擬授業と相互評価――授業者と学習者の
役割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点・児童
へのデジタル教材等ICT活用指導等について相互評価を行う。教
育実習に対応できる実践的な授業力を身につける。

　課題の事前予習・模擬授業準備。
（90分）

　授業の要点・課題の整理・模擬授
業相互評価・次回模擬授業準備（90
分）

12

模擬授業（2）（グループワーク）
　1回2班各10分ずつ。模擬授業と相互評価――授業者と学習者の
役割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点・児童
へのデジタル教材等ICT活用指導等について相互評価を行う。教
育実習に対応できる実践的な授業力を身につける。

　課題の事前予習・模擬授業準備。
（90分）

　授業の要点・課題の整理・模擬授
業相互評価・次回模擬授業準備（90
分）

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 指定された授業内課題：50％、模擬授業：50％。
出席率66％以上の者を評価対象とする。

15

模擬授業（5）（グループワーク）
　1回2班各10分ずつ。模擬授業と相互評価――授業者と学習者の
役割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点・児童
へのデジタル教材等ICT活用指導等について相互評価を行う。教
育実習に対応できる実践的な授業力を身につける。

課題の事前予習・模擬授業準備．総
フィードバックの準備（90分）

　授業の要点・課題の整理・模擬授
業相互評価・総フィードバック（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

履修条件：小学校の教員免許状取得を目指す者。
留意事項等：
状況に応じて、授業の順番や内容を変更する場合がある。
出席率66％以上で、かつ模擬授業の構成・実施に参加した者を評価対象とする。
授業時間外にも、国語科指導に有益な問題を出すことがあるので、積極的に取り組むこと。

備考欄

その他

0 なし　

教科書 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 国語編 ―平成30年2月28日初版発行／文部科学省／東洋館出版社

参考文献


ひろがることば　小学国語　2上　令和３年1月20日発行／田近洵一ら／教育出版
（上記は「国語科概論」で使用したものを用いる）
その他必要に応じて提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10175011 教科教育法 社会 3542 2 3

到達目標

➀現代日本における「社会科」の課題を理解し、それに対応した授業方法に関する知識を説明することができる。（知識・技能）
➁現代日本における「社会科」の課題に対応した授業づくりを構想できる。（思考）
③現代日本における「社会科」の授業づくりへの探究的姿勢をもって参加できる。（態度）

授業の方法

①パワーポイントと配布印刷物を用いて授業を進める。
②小学校における社会科授業の具体例を示すため、模擬授業の形を取り入れる。説明的な内容は講義形式で進める。
③毎回の講義ではレスポンスシートの作成と紹介を行う。また小テストを５回行い、基礎的な知識の定着を図るとともに、実践的な内容理
解を深め、実践力を身につけるため、第９回、第１４回ではグループワークを行う。

ＩＣＴ活用 ・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

➀授業「教科教育法 社会」（以下、本授業）は、現代の社会科の持つ課題を認識し、それに対する豊かな教育実践を実現するため、「不
断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度」や教育に関わる者としての「教育的能力」、「人間的コミュニケー
ション能力」を身につける科目である。
➁また、小学校教諭免許取得に必要な教職科目であり、「生活科概論」、「社会科概論」、「小学校教育実習」と接続する科目である。

授業の概要

➀本授業は、現代における「社会科」の課題を探究し、豊かな授業実践を創造するための知見を学ぶ。（知識・理解）
➁そして、「主体的・対話的で深い学び」を実践するためのスキルを養成する。（技能）
③さらに、教師自身が良き「学び手」となるため、探究的な活動に参加する意欲的態度を養成する。（意欲・態度）

1

1. 授業方法、授業計画、評価、についての説明を行う。
2. 受講者の「社会科教育」の被教育経験について交流する。
3. 模擬授業を通し、この授業で身につけたい社会科教育の「技
法」について提示する。
4. レスポンスシートの作成

シラバスを読んでおくこと。（９０
分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

2

1. 小テスト①
2. フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。　
3. 子どもの発達・認識の広がりかたと社会科の授業について、
小学校３年生「町探検」の授業を通して概括する。
4. レスポンスシートの作成・提出

小学校学習指導要領「社会科」を読
み、小テストの準備をしておくこ
と。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

・フィードバックとしてリフレクションシートから、論点を選び、全体に紹介する。また、G-classroom等も活用し、学生自身のレポート
や発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその成果を参加者に紹介することによって、学生同士
が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

1. 小テスト②
2. レスポンスシートの紹介と質疑応答
3. SDGsの視点からの、ライフラインの現状と課題、及び授業化
について
小学校４年生ではゴミ・水道の学習単元がある。SDGsの視点から
地域持続の問題を、ライフライン問題から掘り下げて授業をする
方法について学習する。
4. レスポンスシートの作成・提出

小学校学習指導要領「社会科」を読
み、小テストの準備をしておくこ
と。シラバスを読み該当する箇所の
指導要領解説を読み、要点を整理し
ておくこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

3

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答。
2. 地域産業の授業の計画実践〜小学校中学年における、産業学
習〜①
主に、農業の学習について、北海道の農業について概括しながら
模擬授業をして、授業方法を学習する。
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

4

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答
2. 地域産業の授業の計画と実践〜小学校中学年における、産業
学習〜②
主に、工業の学習について、地域の工業について概括しながら模
擬授業をして、授業方法を学習する。
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）
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6

1. 小テスト③
2. レスポンスシートの紹介と質疑応答
3. 社会科見学・体験学習の意義と授業方法
社会科においては見学・体験といった身体性を生かした学習が効
果的であり、また必要である。その意義と方法について理解し、
授業の構想を立てることができるようにする。
4. レスポンスシートの作成・提出

小学校学習指導要領「社会科」を読
み、小テストの準備をしておくこ
と。シラバスを読み該当する箇所の
指導要領解説を読み、要点を整理し
ておくこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

9

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答
2. 地域を捉える教師の視点とその方法 ①
自分のゆかりのある地域について、産業、歴史、数値データを調
べ、教材研究を行う。（提出課題①）
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

10

1. 小テスト④
2. レスポンスシートの紹介と質疑応答
3. 地域を捉える教師の視点とその方法②
調べたことについて交流を行い、どんな内容が授業化できそう
か、考えていく。
4. レスポンスシートの作成・提出

小学校学習指導要領「社会科」を読
み、小テストの準備をしておくこ
と。シラバスを読み該当する箇所の
指導要領解説を読み、要点を整理し
ておくこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

7

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答
2. 子どもの社会認識を育てるための地域史の授業①
小学校４年生の地域史の単元について、北海道の歴史の特性（続
縄文文化・アイヌ民族・開拓史）を踏まえた授業の展開について
考察する。
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

8

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答
2. 子どもの社会認識を育てるための地域史の授業②
北海道の産業史、アイヌ民族に関する授業を通してして、社会認
識を育む社会科教育について考察する。
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

13

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答
2. 主権者教育をめざした小学校社会科の授業
小学校６年、日本国憲法の授業を通して、主権者教育の方法につ
いて学ぶ。
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

14

1. 小テスト⑤
2. フィードバック：前回のレスポンスシート内容から全体で考
えることを共有する。
3. 社会科の指導計画作成の方法、学習指導案の作成方法につい
て提示し、これまでの講義内容を踏まえて、指導計画案・学習指
導案の作成を協働して行う。（提出課題②）

小テストの準備をする。これまでの
講義資料を読み返し、自身の社会科
指導計画・指導案の構想を立てる
（90分）

社会科指導計画・学習指導案の作成
を行い期日までに提出する。（９０
分）

11

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答
2. リスクを授業化する理論と方法①〜防災教育〜
自然災害を想定した単元、授業作りの実践と方法について学習を
する。
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

12

1. レスポンスシートの紹介と質疑応答
2. リスクを授業化する理論と方法②〜現代的課題に即応する社
会科授業づくり〜
感染症などの現代的課題に即応した単元、授業作りの実践と方法
について学習をする。
3. レスポンスシートの作成・提出

シラバスを読み該当する箇所の指導
要領解説を読み、要点を整理してお
くこと。（９０分）

配布プリントを復習し、疑問点等を
整理し、考えをまとめること。（９
０分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 小テスト５回（２０％）２回の提出課題（４０％）、レスポンスシート(課題）10回＋α（４0％）

15

1. 現代の課題とされる、社会科教育に「社会参加意欲の育成」
が挙げられる。このことについてはSDGsを背景としたESDの視点
からの学習内容の構築が求められる。そこで、「子どもの社会参
画」をめざした授業の実践と方法について提示し、どこまで到達
可能であるかを考察することで、講義全体のまとめを行う。
2. レスポンスシートの作成と提出。

これまでの授業をふりかえり、自己
評価を行っておく。（９０分）

授業内で紹介された参考文献を参照
し、子どもの学力と教育方法に関す
る教育学的知見を深める。（９０
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0
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履修条件・留意
事項等

・レポート等の課題は提出期限を厳守する。

備考欄

教科書 ・授業内でテキスト及び必要な資料を印刷配布する。

参考文献

・文部科学省（２０１９）「小学校学習指導要領」（HPでダウンロード可能）
・文部科学省（２０１９）「小学校学習指導要領解説社会編」（HPでダウンロード可能）
・唐木清志編著（２０１６）「公民的資質とは何か」（東洋館出版）
・池田考司・杉浦真理他（２０２０）「感染症を学校でどう教えるか」(明石書店）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10174011 教科教育法 算数 3544 2 2

到達目標

１．小学校算数について、学習指導要領に記された学習内容を概括し、教材開発や授業計画の作成を通して、授業づくりができる。
２．算数科の目標や内容を理解し、指導案作成や模擬授業を通して、算数科の授業づくりができる。

授業の方法

・パワーポイントや配布印刷物を用いて、主に講義形式で行う。
・学習指導案を個人で作成し、その指導案をもとにグループで交流を行う。その後、グループで模擬授業づくりを行い、発表する。（実物
投影機、パワーポイント、DVD等の情報機器や自作教材を活用する）
・コメントシートに授業のポイントや質問を記入する。

ＩＣＴ活用

・プログラミングを取り入れた授業展開（５年生の図形学習等）※タブレット端末使用
・模擬授業の授業計画及び本時案～各自パソコンで作成

前期

教員氏名 小島　雅人

授業の位置づけ

変化する社会の中で教育に求められるニーズを的確に対応し、より適切な算数科指導法の基礎的知識や技能を身に付けるための科目であ
る。
「算数概論」を基礎とする科目である。

授業の概要

学習指導要領に示された算数科の目標や学習内容について、背景となる数学と関連させながら理解を深めるとともに、様々な学習指導理論
を踏まえて、指導案作成やグループでの模擬授業の演習を通して授業づくりの方法を学ぶ。

1

オリエンテーション（本講義の目的と概要）
小学校学習指導要領解説～算数編～の総説、ポイントについて
算数科年間指導計画について

シラバスを読んで授業について確認
しておくこと。
学習指導要領解説P1～P32及びP351
～P372を読んでおくこと。（90分）

算数科年間指導計画作成（90分）

2

小学校学習指導要領解説～算数編～
～育成を目指す資質能力、主体的・対話的で深い学びの授業づく
り等
全国学力・学習状況調査　問題演習

学習指導要領解説P33～P75を読み込
んでおくこと。（90分）

学習指導要領解説より、算数科の内
容のポイントをまとめる。

実務経験のある
教員の教育内容

小学校３８年間の勤務経験があり、小学校教育、算数科指導法に関して幅広い知識を有している。また、教育委員会の指導主事の経験によ
り、授業づくりにおける的確な指導助言ができる。
これらの経験を生かし、「教科教育法　算数」について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

コメントシートや小課題から特徴ある内容・質問を提示し、そのポイントを解説する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

作成2年指導案交流
授業づくり（導入部分）、グループ交流、全体発表、相互評価
プログラミング教育について

前時に配布されたプリントにて、授
業の問題、課題、導入等を考えてお
くこと。（90分）

プログラミング体験（教科書サイ
ト）レポート作成（90分）

6

インターネット学習サイトについて
算数科の基礎基本（３）第３学年の「目標」と「内容」及び指導
法

学習指導要領解説P134～P178を読み
込んでおくこと。（90分）

３年算数「わり算」指導案作成（90
分）

3

学習指導案づくりについて
～構成、目標、評価規準、本時案等
算数科の基礎基本（１）第1学年の「目標」と「内容」及び指導
法

学習指導要領解説P76～P101を読み
込んでおくこと。（90分）

１年算数「たし算」指導案作成（90
分）

4

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業づくり
作成１年指導案交流
算数科の基礎基本（２）第２学年の「目標」と「内容」及び指導
法

学習指導要領解説P102～P133を読み
込んでおくこと。（90分）

２年算数「ひき算」指導案作成（90
分）

9

全国学力・学習状況調査　問題演習
作成５年指導案交流
算数科の基礎基本（６）第６学年の「目標」と「内容」及び指導
法

学習指導要領解説P284～P321を読み
込んでおくこと。（90分）

６年算数「比例」指導案作成（90
分）

10

作成６年指導案交流
指導案の作成と模擬授業の計画１（内容と展開、評価の工夫）※
情報機器等の活用

学習指導案（模擬授業）を作成する
単元を選んでおくこと。（90分）

グループで、模擬授業の分担等を決
めて、指導案を作成する。（90分）

7

授業における話し合い活動について
作成３年指導案交流
算数科の基礎基本（４）第４学年の「目標」と「内容」及び指導
法

学習指導要領解説P179～P231を読み
込んでおくこと。（90分）

４年算数「広さ比べ」指導案作成
（90分）

8

授業における書く活動について
作成４年指導案交流
算数科の基礎基本（５）第５学年の「目標」と「内容」及び指導
法

学習指導要領解説P232～P283を読み
込んでおくこと。（90分）

５年算数「小数のかけ算」「正多角
形」指導案作成（90分）
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13

模擬授業の実施と相互評価２（３グループ） 模擬授業実施に向けた準備を進め
る。
※発表を終えたグループは前時の事
後学習と同様課題（90分）

他グループの発表を参考に、自分の
指導案を改善する。（90分）

14

模擬授業の実施と相互評価３（３グループ） 模擬授業実施に向けた準備を進め
る。
※発表を終えたグループは前時の事
後学習と同様課題。（90分）

授業発表後、成果と課題をまとめ、
指導案を改善し、教育実習に備え
る。（90分）

11

指導案の作成と模擬授業の計画２（教材の工夫や情報機器の活
用）

学習指導案を作成する。（90分） グループで、模擬授業の分担等を決
めて、指導案を作成する。（90分）

12

模擬授業の実施と相互評価１（３グループ） グループで模擬授業実施に向けた準
備を進める。（90分）

他グループの発表を参考に、自分の
指導案を改善する。（90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 指導案（各学年）・小課題と相互評価コメントシート30％、グループワーク・発表20％、作成指導案（模
擬授業）および最終レポート50％

15

まとめと今後の算数教育について これまでの配布資料を読み込んでお
くこと。（90分）

レポートの課題に取り組む。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

配布されたプリント・資料をファイルすること

備考欄

その他

0

教科書 「小学校学習指導要領解説（平成29年告示）算数編」文部科学省　日本文教出版株式会社

参考文献 必要に応じて提示する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10179011 教科教育法 理科（1組） 3546 2 2

到達目標

① 　理科教材の学習や研究を通して、理科の目標・内容の理解を深める。
② 　指導案作りや模擬授業を通して、理科の実践的指導力を身につける。

授業の方法

学生が作成した指導計画に基づいて、模擬授業を行う学習をを中心に授業を進める。指導計画作成についてのポイントや授業づくり、授業
の進め方について、学生同士の相互評価も行わせる。

ＩＣＴ活用 プレゼンテーションソフトによる説明や資料の提示、携帯端末やデジタル教科書の活用等を行う。

前期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができる。【思考・判断・表現】」ことを主な目的とする科目である。さらに、ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる
者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応できる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」ため
の科目である。
事前に、理科概論を既習していること。

授業の概要

本科目においては、理科概論で学習した、小学校理科の目標、内容の理解を踏まえて、理科の教材について学習、研究すること中心とす
る。また、指導案作りや模擬授業を通して、小学校理科の授業づくりについて学ぶ。

1

オリエンテーション(授業の進め方、模擬授業のやり方等の説
明)。　理科教育の特徴や重点である観察・実験の重視、問題解
決の過程や能力、科学的に探求する心などの意義について再確認
させる。理科学習における情報機器の活用やICT教育について説
明する。
指導計画の作成・模擬授業を実施する内容を選択させる。

シラバスを読み内容を知る。（90
分）

オリエンテーション資料や授業の進
め方について、再度確認する。（90
分）

2

小学校理科の内容(３，４、５，６年生)についての授業作りにつ
いて学ぶ。
①　３人のグループを編成し、内容の理解、指導計画の作成、授
業の工夫、模擬授業のやり方について考えさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を考える。（90分）

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を考える。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

教育委員会において理科教育に係る研修機関の指導主事として勤務経験があり、理科教育に関して幅広い知識を有している。この経験を生
かして観察や実験を取り入れた小学校理科の指導法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

作成した指導計画を相互評価する。模擬授業について、優れている点や改善点を意見交換する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「エネルギー・粒子」に関する内容(３，４年生)についての模擬
授業の実施。
②　45分の授業。実際の観察や実験を行う（実験・観察にかかわ
る教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせる。相
互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

6

「生命・地球」に関する内容(３，４年生) についての模擬授業
の実施。
①　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

3

小学校理科の内容(３，４、５，６年生)についての授業作りにつ
いて学ぶ。
②　３人のグループを編成し、内容の理解、指導計画の作成、授
業の工夫、模擬授業のやり方について考えさせる。　
指導計画の作成においては、ICT技術を効果的に活用するよう指
導する。

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を決める。（90分）

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を決める。（90分）

4

「エネルギー・粒子」に関する内容(３，４年生)についての模擬
授業の実施。
①　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

7

「生命・地球」に関する内容(３，４年生) についての模擬授業
の実施。
②　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）
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9

「エネルギー・粒子」に関する内容(５，６年生)についての模擬
授業の実施。
②　４５分の授業。　実際の観察や実験を行う（実験・観察にか
かわる教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせ
る。相互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

10

「エネルギー・粒子」に関する内容(５，６年生)についての模擬
授業の実施。
③　４５分の授業。　実際の観察や実験を行う（実験・観察にか
かわる教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせ
る。相互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

8

「エネルギー・粒子」に関する内容(５，６年生)についての模擬
授業の実施。
①　４５分の授業。　実際の観察や実験を行う（実験・観察にか
かわる教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせ
る。相互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

13

「生命・地球」に関する内容(５，６年生) についての模擬授業
の実施。
③　45分の授業。実際の観察や実験を行う（実験・観察にかかわ
る教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせる。相
互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

14

観察・実験を取り入れた授業づくりについての要点整理(ねらい
の焦点化、時間配分、問題解決能力の育成、ICT機器の活用な
ど)。

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

11

「生命・地球」に関する内容(５，６年生) についての模擬授業
の実施。
①　45分の授業。実際の観察や実験を行う（実験・観察にかかわ
る教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせる。相
互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

12

「生命・地球」に関する内容(５，６年生) についての模擬授業
の実施。
②　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

定期試験 0 定期試験は、行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 模擬授業にかかわる指導計画・指導案（40％）
模擬授業（40％）
相互評価（10％）
その他授業への取組みの姿勢等（10％）

15

指導計画の改善。自分の作成した指導計画を、相互評価の内容を
踏まえて、改善する。

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

改善した指導計画を精査する。
模擬授業の進め方について吟味す
る。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

小学校教諭一種免許取得には、必修である。

備考欄

その他 0 なし。

教科書

小学校学習指導要領解説　理科編（平成30年2月）文部科学省　東洋館出版社　※「理科概論」に引き続いて使用する。

参考文献 小学校理科教科書３，４，５，６年用　教科書の指導書３，４，５，６年用
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10179012 教科教育法 理科（2組） 3546 2 2

到達目標

① 　理科教材の学習や研究を通して、理科の目標・内容の理解を深める。
② 　指導案作りや模擬授業を通して、理科の実践的指導力を身につける。

授業の方法

学生が作成した指導計画に基づいて、模擬授業を行う学習をを中心に授業を進める。指導計画作成についてのポイントや授業づくり、授業
の進め方について、学生同士の相互評価も行わせる。

ＩＣＴ活用 プレゼンテーションソフトによる説明や資料の提示、携帯端末やデジタル教科書の活用等を行う。

前期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができる。【思考・判断・表現】」ことを主な目的とする科目である。さらに、ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる
者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応できる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」ため
の科目である。
事前に、理科概論を既習していること。

授業の概要

本科目においては、理科概論で学習した、小学校理科の目標、内容の理解を踏まえて、理科の教材について学習、研究すること中心とす
る。また、指導案作りや模擬授業を通して、小学校理科の授業づくりについて学ぶ。

1

オリエンテーション(授業の進め方、模擬授業のやり方等の説
明)。　理科教育の特徴や重点である観察・実験の重視、問題解
決の過程や能力、科学的に探求する心などの意義について再確認
させる。理科学習における情報機器の活用やICT教育について説
明する。
指導計画の作成・模擬授業を実施する内容を選択させる。

シラバスを読み内容を知る。（90
分）

オリエンテーション資料や授業の進
め方について、再度確認する。（90
分）

2

小学校理科の内容(３，４、５，６年生)についての授業作りにつ
いて学ぶ。
①　３人のグループを編成し、内容の理解、指導計画の作成、授
業の工夫、模擬授業のやり方について考えさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を考える。（90分）

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を考える。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

教育委員会において理科教育に係る研修機関の指導主事として勤務経験があり、理科教育に関して幅広い知識を有している。この経験を生
かして観察や実験を取り入れた小学校理科の指導法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

作成した指導計画を相互評価する。模擬授業について、優れている点や改善点を意見交換する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「エネルギー・粒子」に関する内容(３，４年生)についての模擬
授業の実施。
②　45分の授業。実際の観察や実験を行う（実験・観察にかかわ
る教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせる。相
互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

6

「生命・地球」に関する内容(３，４年生) についての模擬授業
の実施。
①　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

3

小学校理科の内容(３，４、５，６年生)についての授業作りにつ
いて学ぶ。
②　３人のグループを編成し、内容の理解、指導計画の作成、授
業の工夫、模擬授業のやり方について考えさせる。　
指導計画の作成においては、ICT技術を効果的に活用するよう指
導する。

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を決める。（90分）

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を決める。（90分）

4

「エネルギー・粒子」に関する内容(３，４年生)についての模擬
授業の実施。
①　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

7

「生命・地球」に関する内容(３，４年生) についての模擬授業
の実施。
②　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

- 370 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

「エネルギー・粒子」に関する内容(５，６年生)についての模擬
授業の実施。
②　４５分の授業。　実際の観察や実験を行う（実験・観察にか
かわる教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせ
る。相互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

10

「エネルギー・粒子」に関する内容(５，６年生)についての模擬
授業の実施。
③　４５分の授業。　実際の観察や実験を行う（実験・観察にか
かわる教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせ
る。相互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

8

「エネルギー・粒子」に関する内容(５，６年生)についての模擬
授業の実施。
①　４５分の授業。　実際の観察や実験を行う（実験・観察にか
かわる教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせ
る。相互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。　（90分）

13

「生命・地球」に関する内容(５，６年生) についての模擬授業
の実施。
③　45分の授業。実際の観察や実験を行う（実験・観察にかかわ
る教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせる。相
互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

14

観察・実験を取り入れた授業づくりについての要点整理(ねらい
の焦点化、時間配分、問題解決能力の育成、ICT機器の活用な
ど)。

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

11

「生命・地球」に関する内容(５，６年生) についての模擬授業
の実施。
①　45分の授業。実際の観察や実験を行う（実験・観察にかかわ
る教具・教材活用）。工夫点や安全面への配慮も考えさせる。相
互評価を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

12

「生命・地球」に関する内容(５，６年生) についての模擬授業
の実施。
②　45分の授業。実際の観察や実験を行う。工夫点や安全面への
配慮も考えさせる。相互評価（ICT活用の提示についても含め
る）を行い、改善点を明らかにさせる。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

定期試験 0 定期試験は、行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 模擬授業にかかわる指導計画・指導案（40％）
模擬授業（40％）
相互評価（10％）
その他授業への取組みの姿勢等（10％）

15

指導計画の改善。自分の作成した指導計画を、相互評価の内容を
踏まえて、改善する。

教員の指導や学生同士の相互評価に
基づいて、指導計画を改善する。模
擬授業の進め方についても、改善方
法を考える。（90分）

改善した指導計画を精査する。
模擬授業の進め方について吟味す
る。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

小学校教諭一種免許取得には、必修である。

備考欄

その他 0 なし。

教科書

小学校学習指導要領解説　理科編（平成30年2月）文部科学省　東洋館出版社　※「理科概論」に引き続いて使用する。

参考文献 小学校理科教科書３，４，５，６年用　教科書の指導書３，４，５，６年用
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10177011 教科教育法 生活 3548 2 2

到達目標

① 　生活科教材の学習や研究を通して、生活科の目標・内容の理解を深める。
② 　指導案作りや模擬授業を通して、生活科の実践的指導力を身につける。

授業の方法

学生が作成した指導計画に基づいて、模擬授業を行う学習を中心に授業を進める。指導計画作成についてのポイントや授業づくり、授業の
進め方について、学生同士の相互評価も行わせる。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトによる説明や資料の提示、携帯端末の活用やデジタル教科書の操作の説明等を行う。


後期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができる。【思考・判断・表現】」ことを主な目的とする科目である。さらに、ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援に関わる
者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応できる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」ため
の科目である。
事前に、生活科概論を履修していること。

授業の概要

本科目においては、生活科概論で学習した、小学校生活科の目標、内容の理解を踏まえて、生活科の教材について学習、研究すること中心
とする。また、指導案作りやも模擬授業を通して、小学校生活科の授業づくりについて学ぶ。

1

オリエンテーション(授業の進め方、模擬授業のやり方等の説
明)。　生活科教育の特徴や重点であるフィールド学習の重視、
自立への基礎や育てる能力・態度などの意義について再確認させ
る。
生活科学習における情報機器の活用やICT教育について説明す
る。

シラバスを読み授業内容を確認す
る。（90分）

オリエンテーション資料を再読す
る。（90分）

2

指導計画についての学習と模擬授業の行い方の指導。
学習内容(1)～(9)について、実際に行う内容の選択。

学習指導要領を熟読して、自分が行
いたい内容・単元を考えておく。
（90分）

自分が行いたい内容・単元を考えて
おく。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

教育委員会において学校教育に係る研修機関の指導主事として勤務経験があり、教科指導に関して幅広い知識を有している。この経験を生
かして小学校生活科の指導法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

作成した指導計画を相互評価する。模擬授業について、優れている点や改善点を意見交換する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

フィールド学習の模擬授業②
近郊の原っぱや公園を散策・探検する(自然観察)授業作りと模擬
授業。30分を1コマ。

近郊の自然を活用したフィールド学
習の意義について、解説書を読んで
おく。（90分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分

6

フィールド学習の模擬授業③
近郊の商店や公園を散策・調査する授業作りと模擬授業。30分を
1コマ。

近郊の商店や公園などのフィールド
学習について、解説書を読んでお
く。（90分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分

3

学習内容(1)～(9)について、実際に行う内容の選択と指導計画の
作成、模擬授業の準備。
指導計画の作成においては、ICT技術を効果的に活用するよう指
導する。

実際に行う内容・単元を選択してお
く。（90分）

模擬授業を行う班ごとに、指導計画
の作成、模擬授業の準備にかかわる
話し合いを行う。（90分）

4

フィールド学習の模擬授業①　　
大学構内(学校内)を散策・探検する授業作りと模擬授業。30分を
2コマ。

校舎を使ったフィールド学習の意義
について、解説書を読んでおく。
（90分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分）

7

フィールド学習の模擬授業④　
地域の公共物、公共施設を活用した授業づくりと模擬授業。30分
1コマ。

地域の公共物、公共施設を活用した
授業づくりについて、解説書を読ん
でおく。（90分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分

8

中間評価。　
模擬授業について、評価票を確認しながら、指導案や模擬授業に
ついて、改善点を考えさせる。また、相互評価の交流などを通し
て、望ましい授業づくりについて考えさせる。交流にはICT機器
の活用も行う。

これまでの4つの模擬授業につい
て、各班の指導計画を再読してお
く。（90分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は他の班の改善点についてまとめを
行う。相互評価に基づく指導計画の
改善を行う。（90分）
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9

ものづくりの模擬授業
①　身近なものや材料を使った実際のものづくりや作ったものを
使った遊びの模擬授業を行う。楽しく、数人で遊ぶ工夫点や安全
面への配慮も考えさせる。30分を2コマ。

ものづくりにかかわる授業づくりに
ついて、解説書を読んでおく。（90
分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分

10

ものづくりの模擬授業
②　季節(秋)を考慮し、季節の素材を使ったものづくりや作った
ものを使った遊びの模擬授業を行う。。安全面への配慮も考えさ
せる。30分を２コマ。

季節(秋)を考慮し、季節の素材を
使ったものづくりについて、解説書
を読んでおく。（90分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分

13

自分の成長に関する授業　
②　実際の自分の写真や日記の活用、手紙の作成やインタビュー
のシュミレーション等を行う。工夫点や配慮面も考えさせる。３
年生に向かう気持ちを持たせる工夫を考える。30分を2コマ。

自分の成長に関する授業づくりにつ
いて、解説書を読んでおく。（90
分）

自分たちの改善点の話し合いを行
う。（90分

14

中間評価以降後半の５回の模擬授業について、評価票を確認しな
がら、指導案や模擬授業について、改善点を考えさせる。また、
相互評価の交流などを通して、望ましい授業づくりについて考え
させる。交流にはICT機器の活用も行う。

後半の5つの模擬授業について、各
班の指導計画を再読しておく。（90
分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は他の班の改善点についてまとめを
行う。相互評価に基づく指導計画の
改善を行う。（90分）

11

ものづくりの模擬授業
③　身近なものや材料を使ったおもちゃづくりの模擬授業を行
う。楽しく、数人で遊ぶ工夫点や安全面への配慮も考えさせる。
30分を2コマ。

身近なものや材料を使ったおもちゃ
づくりについて、解説書を読んでお
く。（90分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分

12

自分の成長に関する模擬授業　
①　実際の自分の写真や日記の活用、手紙の作成やインタビュー
のシュミレーション等を行う。工夫点や配慮面も考えさせる。２
年生に向かう気持ちを持たせる工夫を考える。30分を2コマ。

自分の成長に関する授業づくりにつ
いて、解説書を読んでおく。（90
分）

自分たちの改善点の話し合いあるい
は模擬授業の準備を行う。（90分

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 模擬授業にかかわる指導計画・指導案（40％）
模擬授業（40％）
相互評価（10％）
その他授業への取組みの姿勢等（10％）

15

生活科の授業づくりについての要点整理をしながら、自分が作成
した指導計画の改善を行う。　
単元の指導計画の作成、内容の留意点など、学習指導要領解説書
の要点を説明する。

生活科の授業づくりについて、配布
資料や各班のの指導計画を確認す
る。（90分）

単元の指導計画の作成、内容の留意
点など、解説書の要点を復習する。
改善した指導計画を提出する。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

小学校教諭一種免許必修。

備考欄

その他 0

教科書 小学校学習指導要領解説　生活編（平成30年2月）文部科学省　東洋館出版社

参考文献 小学校生活科教科書　上、下　教科書用指導書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10171011 教科教育法 音楽 3550 2 2

到達目標

・学習指導要領における音楽科の目標、主な内容、全体構造などについて把握し、述べることができる
・指導上の留意点、および学習評価の方法について理解し、実践を想定した考察ができるようになる
・指導案作りや模擬授業を通し、表現と鑑賞、〔共通事項〕を関連付けた授業構成を考えるようになる
・歌唱共通教材の実技と指導法、及び身近な楽器の奏法と指導法を身に付け、積極的な実践ができる
・効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた、情報機器の活用や教材の工夫などを考察し、実践できるようになる

授業の方法

①板書、プリント配布のほか、視聴覚メディア、ICTなどを使用する。
②講義・演習（実技含む）の両形式を織り交ぜてすすめる。
③グループワーク、学生による発表のほか、学生相互の評価を行う。

ＩＣＴ活用 本学の環境に適した、タブレット端末（あるいはスマートフォンなど）や電子黒板を用いた実践を取り入れる。

後期

教員氏名 今井　由惠

授業の位置づけ

①こどもの教育に関する専門科目「小学校教職科目」分野の科目であり、教育者としての教育的能力、成長・発達を支援するための基本的
資質、より適切な教育のあり方を考え続け、学び続けることができる意欲・態度を身につけるための科目である。
②「教職原論」「基礎音楽」「表現Ⅰ幼児音楽1・2」「保育内容Ⅴ音楽リズム1・2」と関連し、実技に関しては「総合表現音楽Ⅰ・Ⅱ」に
連続する。

授業の概要

小学校の教科音楽における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に示された教科音楽の学習内容について、背景とな
る学問領域と関連させて理解を深めるとともに、さまざまな学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を身
に付ける。あわせて、教員が音楽の楽しみを伝える授業を展開するために必要な、自身の豊かな感性を育むことを目指す。

1

ガイダンス：授業の概説、および教育実習と教員採用試験までの
見通しをたてる

ガイダンスまでに、テキストP8～11
とP114～115、解説書P1～8を熟読す
る。（90分）

テキストを読み直し、これまでに出
会った教師について振り返り、自身
が尊敬する教師像についてまとめる
（次週提出）。（90分）

2

初等科音楽の概説１：音楽科の目標、指導内容
小学校における音楽科の目標と指導内容について、学習指導要領
に沿って学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：う
み、かたつむり、日のまる　（120
分）

テキストを読み返し、理解を深め、
歌唱共通教材については教材研究を
行う。（60分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題、あるいは小テストにおいてはコメントなどを記した後に返却し、実技においては随時行う。
模擬授業については、優れている点や改善点などをコメントするほか、学生による相互評価を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

表現１：歌唱について１
歌唱における意義や留意点、および児童の発達段階に準じた指導
法を、テキストと実践を通して学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：う
さぎ、茶つみ　(120分)

テキストを読み返し、理解を深め、
歌唱共通教材については教材研究を
行う。（60分）

6

表現２：歌唱について２
児童の歌う心を引き出す方法、伴奏の基本、および指揮につい
て、テキストと実践を通して学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：春
の小川、ふじ山　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
指揮法の復習と、歌唱共通教材につ
いては教材研究を行う。（60分）

3

第３回：  初等科音楽の概説２：〔共通事項〕、情報機器の活用
と教材の工夫について
〔共通事項〕、情報機器および教材の活用について、学習指導要
領とテキスト、実践を通して学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：ひ
らいたひらいた、かくれんぼ、春が
きた　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
歌唱共通教材については教材研究を
行う。（60分）

4

初等科音楽の概説３：学習指導計画・音楽学習の評価、および
「今日的課題」について
学習指導計画、教育評価と他教科等との関連や校種間の連携など
の諸課題について、テキストに沿って学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：虫
のこえ、夕やけこやけ　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
歌唱共通教材については教材研究を
行う。（60分）

9

表現５：音楽づくりについて
音楽づくりにおける意義や留意点、指導法について、視聴覚教材
とテキストを用いて学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：こ
いのぼり、子もり歌　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
歌唱共通教材については教材研究を
行う。（60分）

7

表現３：器楽について１
器楽における意義や留意点、および鍵盤ハーモニカ・打楽器の奏
法の基本、指導法について、テキストと実践を通して学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：さ
くらさくら、とんび　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
楽器奏法の復習と、歌唱共通教材に
ついては教材研究を行う。（60分）

8

表現４：器楽について２
リコーダーの取り扱い、および奏法の基本、指導法について、テ
キストと実践を通して学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、リコーダーの運指の確認を行
う。伴奏付き歌唱：まきばの朝、も
みじ　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
リコーダー運指の確認と、歌唱共通
教材については教材研究を行う。
（60分）
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10

鑑賞について
鑑賞における意義や留意点、指導法について、テキストを用いて
学ぶ

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：ス
キーの歌、冬げしき　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
歌唱共通教材については教材研究を
行う。（60分）

13

模擬授業１
作成した指導案をもとに模擬授業（ICTの活用を含む）を体験
し、音楽の指導法について考察する

模擬授業の準備・練習と、学習指導
要領について見直しをする。伴奏付
き歌唱：ふるさと、われは海の子
（120分）

模擬授業を通して見つけた課題につ
いて、授業者・非授業者ともにコメ
ントをまとめる準備をする。（60
分）

14

模擬授業２
前回に引き続き模擬授業（ICTの活用を含む）を体験し、音楽の
指導法について考察する

模擬授業の準備・練習と、学習指導
要領について見直しをする。伴奏付
き歌唱：任意曲　（120分）

模擬授業を通して見つけた課題につ
いて、授業者・非授業者ともにコメ
ントをまとめる準備をする。（60
分）

11

学習指導案の作成
学習指導案の書き方を学び、模擬授業に備える　※ICTを活用し
た指導法を含む

テキストと解説書の関連箇所に目を
通し、予習する。伴奏付き歌唱：越
天楽今様、おぼろ月夜　（120分）

テキストを読み返し、理解を深め、
指導案を完成させることと、歌唱共
通教材については教材研究を行う。
（60分）

12

和楽器への誘い：筝の特別講義
筝の取り扱い方、奏法の基本などについて、実践を通して学ぶ
（注意点）外部講師による授業のため、欠席することのないよう
特に留意のこと

テキストP74～75と、5・6年生教科
書の箏に関するページに目を通し、
予習する。伴奏付き歌唱：任意曲
（120分）

箏に関する資料を読み返し、ポイン
トをまとめ、歌唱共通教材について
は教材研究を行う。（60分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

35 受講姿勢（15％）　課題・小テスト（20％）

15

模擬授業３、振り返りとまとめ
前回に引き続き模擬授業（ICTの活用を含む）を体験し、音楽の
指導法について考察する
模擬授業全体の振り返りと、まとめを行う

模擬授業の準備・練習と、学習指導
要領について見直しをする。伴奏付
き歌唱：任意曲　（120分）

実践に活かすために必要な基礎知識
の補填を行い、模擬授業などは学生
同士で更に経験を積むよう心がける
こと。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

五線ノートと、ソプラノリコーダー、鍵盤ハーモニカ（いずれも小学校で使用した楽器でよい）を準備のこと。

備考欄

その他

65 学習指導案の作成（15％）　模擬授業と全体討議（20％）　歌唱共通教材の弾き歌い2曲（30％）

教科書

最新初等科音楽教育法 2017年告示／音楽之友社
小学校学習指導要領解説音楽編
小学校音楽教科書(1～6年)

参考文献 その他の参考資料は、授業の中で適宜配布、紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10176011 教科教育法 図画工作（1組） 3552 2 3

到達目標

１図画工作における教育の目標・内容の考え方を理解できる。
２図画工作における指導法や評価方法について理解を深め実践できる。
３図画工作の授業の在り方を社会の中で思考し、育成すべき「生きる力」について考え続けることができる。

授業の方法

小学校指導要領図画工作編をもとに１５回の講義・演習をすすめる。
各授業の導入部分で配布プリントやDVDなどの教材を使用しテーマを把握させる。
各自が設定したテーマをもとに制作活動や模擬授業をする。活動内容についてグループごとに討議しポートフォリオにまとめる。

ＩＣＴ活用

2回～15回まで、ICTを活用した教材の提示方法や投影機を使った作品発表の仕方を実践的に学ぶ。また、題材ごとに活動を振り返るポート
フォリオを作成する。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

小学校の教育課程における教育方法を学ぶ科目である。教育者としての教育活動や実践力を身につけ、小学校教諭免許取得に必須となる図
画工作についての理解を深め実践力を培う。ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より
適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係のある科目である。「保育内容指導法（造
形表現1,2）」「表現Ⅱ造形１，２」は本科目の基礎となる。

授業の概要

小学校における図画工作を実践する上で、当面する諸課題について研究するとともに、図画工作の変遷や理論について理解する。また、子
どもがつくりだす喜びを感じ取る授業づくりのために、造形遊びなど具体的な教材研究を行う。

1

講義：教科教育法　図画工作の授業計画の説明と「美術と人間」
について考察する。
美術の変遷と現代アートの多様性について学ぶ。（2回～15回ま
で、ICTを活用した教材の提示方法や投影機を使った作品発表の
仕方を実践的に学ぶ。また、題材ごとに活動を振り返るポート
フォリオを作成する。）

指導要領ｐ１～ｐ５まで読んでお
く。美術の歴史について調べる。
（９０分）

授業内容をふまえ現代美術の多様性
についてまとめること。(９０分)

2

Ａ表現　絵に表す活動について
絵に表す活動（体験想起、空想想像、観察記録）の違いについて
考察し、指導案を作成する。

教科書の絵に表す活動に関する部分
を読んでおく。(９０分)

本時の活動内容をポートフォリオに
まとめる。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

レポート、ポートフォリオ、指導案、についてはコメントをつけて返却し、振り返る機会を設ける。作品に関しては鑑賞の授業の一環とし
てとりあげる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Ａ表現　立体に表す活動－「粘土を使った」指導案の作成。粘土
を使った授業案の考察。各自テーマを決めて教材研究をする。制
作で気づいたことを生かし指導案を作成する。

教科書の立体表現に関する部分を読
んでおく。（９０分）

授業内容をポートフォリオにまとめ
る。（９０分）

6

Ａ表現　立体に表す活動―「粘土を使った」模擬授業。各班で用
意した授業案の実践。導入方法を振り返り意見交換する。授業内
容をワークシートにまとめる。

指導案を完成させ人数分用意する。
（90分）

意見交換した内容や他の班の模擬授
業などをポートフォリオにまとめ
る。（９０分）

3

Ａ表現　絵に表す活動―共同制作について。共同で絵に表す活動
についての演習を行なう。各班でテーマを設定し描画活動をす
る。また共同で絵に表す活動の指導案を作成する。

こどもの発達と描画活動について調
べておく。（９０分）

本時の内容をポートフォリオにまと
める。（９０分）

4

Ａ表現　絵に表す活動―評価と指導法について。法則化運動の功
罪。代表的な描画法「キミコ式」と「酒井式」の実践例を紹介
し、その特質と問題点を考察する。

指導法・描画法の種類を調べてお
く。（９０分）

現在求められている指導法（授業の
あり方）についてレポートをまとめ
る。（９０分）

7

学習指導要領の共通事項　〜形や色、イメージ。共通事項につい
て考察し、形や色をとらえ自分のイメージを持つことについて
ワークシートを完成させる。

指導要領の共通事項に関する部分を
読んでおく。（９０分）

共通事項をまとめるワークシートを
完成させる。（90分）

8

美術教育の変遷と指導法の変容　〜映画「絵を描く子供たち」か
ら学ぶ。また、指導要領の変遷から見えてくる現在求められてい
る図画工作のあり方について考察しワークシートをまとめる。

美術教育の変遷について調べてお
く。（90分）

授業内容を振り返り美術教育の変わ
るものと変わらないものについてレ
ポートにまとめる。（90分）
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9

図画工作•美術教育の指導と評価。資質・能力の育成の仕方や評
価基準の作成の仕方にについて考察する。また、児童作品への接
し方と評価のポイントを実際に作った作品を通して考察する。

図画工作における評価の観点をしら
べておく。（90分）

任意の制作物（活動）について評価
基準を作成する。（90分）

10

図画工作における鑑賞活動について　〜DVD「モナリザは怒って
いる」から学ぶ。児童の感受性を育む鑑賞教育のあり方について
考察し、これからの鑑賞教育のあり方についてレポートを書かせ
る。

指導要領の鑑賞に関する部分を読ん
でおく。（90分）

現在行なわれている鑑賞教育のレ
ポートを完成させる。（90分）

13

Ａ表現　造形遊びについて①。造形遊びの概念を明確にするとと
もに、素材や場所とのかかわりからイメージを膨らませていく活
動について、クリストとゴールズワージーの実践から学び指導案
を作成。

ランドアートやインスタレーション
について調べておく。（90分）

ランドアートやインスタレーション
についてワークシートにまとめる。
（90分）

14

Ａ表現　造形遊びについて②　実践編。空間との関わりをテーマ
に新聞紙をつかってグループ活動する。活動後は発表、鑑賞を行
い。意見を交わし造形遊びの理解を深めるものとする。

指導要領のA表現（１）に関する部
分を読んでおく。（90分）

活動内容をもとに指導案を作成す
る。（90分）

11

Ａ表現　工作に表す表現「ぱらぱら漫画」を作る。映像機器の適
切な使用法を考察する。指導要領を参考に学年ごとに適切な道具
の使い方及びICTの使用法についてワークシートをまとめる。

指導要領の工作に関する部分を読ん
でおく。（90分）

各自製作したものをポートフォリオ
にまとめる。（90分）

12

図画工作科における道徳の授業との関連。道徳教育の目標に関連
付けられる造形活動を考察し実践する。演習「いろいろなものに
目を張ってものの気持ちを考えよう」。デジタルカメラを使用し
た作品制作の方法を実践的に学ぶ。

道徳の指導要領を読んでおく。（90
分）

活動内容をポートフォリおにまとめ
る。（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 指導案・模擬授業・ポートフォリオ

15

図画工作における教育の意味について再構築する。教師を目指す
者の資質や、子どもにとって理想の教育者とはどのようなものか
を考察する。また課題のぱらぱら漫画の発表を行なう。

図画工作科の目標を再度確認してお
く。（90分）

レポート課題について必要な文献の
収集をおこなう。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポート、ポートフォリオ、指導案、提出作品については、既定の枚数、締め切りの厳守を最低要件とする。

備考欄

その他

50 ・作品（フリップブック）の提出　レポート課題「これからの図画工作に求められる教師像」（1200字以
上）

教科書

文部科学省　平成30年発行　「小学校学習指導要領解説　図画工作編」　日本文教出版「ずがこうさく1・2上、図画工作3・4上、図画工作
5・6上」　日本文教出版

参考文献

文部科学省国立教育政策研究所「評価基準作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料小学校図画工作」教育出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10176012 教科教育法 図画工作（2組） 3552 2 3

到達目標

１図画工作における教育の目標・内容の考え方を理解できる。
２図画工作における指導法や評価方法について理解を深め実践できる。
３図画工作の授業の在り方を社会の中で思考し、育成すべき「生きる力」について考え続けることができる。

授業の方法

小学校指導要領図画工作編をもとに１５回の講義・演習をすすめる。
各授業の導入部分で配布プリントやDVDなどの教材を使用しテーマを把握させる。
各自が設定したテーマをもとに制作活動や模擬授業をする。活動内容についてグループごとに討議しポートフォリオにまとめる。

ＩＣＴ活用

2回～15回まで、ICTを活用した教材の提示方法や投影機を使った作品発表の仕方を実践的に学ぶ。また、題材ごとに活動を振り返るポート
フォリオを作成する。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

小学校の教育課程における教育方法を学ぶ科目である。教育者としての教育活動や実践力を身につけ、小学校教諭免許取得に必須となる図
画工作についての理解を深め実践力を培う。ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より
適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係のある科目である。「保育内容指導法（造
形表現1,2）」「表現Ⅱ造形１，２」は本科目の基礎となる。

授業の概要

小学校における図画工作を実践する上で、当面する諸課題について研究するとともに、図画工作の変遷や理論について理解する。また、子
どもがつくりだす喜びを感じ取る授業づくりのために、造形遊びなど具体的な教材研究を行う。

1

講義：教科教育法　図画工作の授業計画の説明と「美術と人間」
について考察する。
美術の変遷と現代アートの多様性について学ぶ。（2回～15回ま
で、ICTを活用した教材の提示方法や投影機を使った作品発表の
仕方を実践的に学ぶ。また、題材ごとに活動を振り返るポート
フォリオを作成する。）

指導要領ｐ１～ｐ５まで読んでお
く。美術の歴史について調べる。
（９０分）

授業内容をふまえ現代美術の多様性
についてまとめること。(９０分)

2

Ａ表現　絵に表す活動について
絵に表す活動（体験想起、空想想像、観察記録）の違いについて
考察し、指導案を作成する。

教科書の絵に表す活動に関する部分
を読んでおく。(９０分)

本時の活動内容をポートフォリオに
まとめる。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

レポート、ポートフォリオ、指導案、についてはコメントをつけて返却し、振り返る機会を設ける。作品に関しては鑑賞の授業の一環とし
てとりあげる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

Ａ表現　立体に表す活動－「粘土を使った」指導案の作成。粘土
を使った授業案の考察。各自テーマを決めて教材研究をする。制
作で気づいたことを生かし指導案を作成する。

教科書の立体表現に関する部分を読
んでおく。（９０分）

授業内容をポートフォリオにまとめ
る。（９０分）

6

Ａ表現　立体に表す活動―「粘土を使った」模擬授業。各班で用
意した授業案の実践。導入方法を振り返り意見交換する。授業内
容をワークシートにまとめる。

指導案を完成させ人数分用意する。
（90分）

意見交換した内容や他の班の模擬授
業などをポートフォリオにまとめ
る。（９０分）

3

Ａ表現　絵に表す活動―共同制作について。共同で絵に表す活動
についての演習を行なう。各班でテーマを設定し描画活動をす
る。また共同で絵に表す活動の指導案を作成する。

こどもの発達と描画活動について調
べておく。（９０分）

本時の内容をポートフォリオにまと
める。（９０分）

4

Ａ表現　絵に表す活動―評価と指導法について。法則化運動の功
罪。代表的な描画法「キミコ式」と「酒井式」の実践例を紹介
し、その特質と問題点を考察する。

指導法・描画法の種類を調べてお
く。（９０分）

現在求められている指導法（授業の
あり方）についてレポートをまとめ
る。（９０分）

7

学習指導要領の共通事項　〜形や色、イメージ。共通事項につい
て考察し、形や色をとらえ自分のイメージを持つことについて
ワークシートを完成させる。

指導要領の共通事項に関する部分を
読んでおく。（９０分）

共通事項をまとめるワークシートを
完成させる。（90分）

8

美術教育の変遷と指導法の変容　〜映画「絵を描く子供たち」か
ら学ぶ。また、指導要領の変遷から見えてくる現在求められてい
る図画工作のあり方について考察しワークシートをまとめる。

美術教育の変遷について調べてお
く。（90分）

授業内容を振り返り美術教育の変わ
るものと変わらないものについてレ
ポートにまとめる。（90分）
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9

図画工作•美術教育の指導と評価。資質・能力の育成の仕方や評
価基準の作成の仕方にについて考察する。また、児童作品への接
し方と評価のポイントを実際に作った作品を通して考察する。

図画工作における評価の観点をしら
べておく。（90分）

任意の制作物（活動）について評価
基準を作成する。（90分）

10

図画工作における鑑賞活動について　〜DVD「モナリザは怒って
いる」から学ぶ。児童の感受性を育む鑑賞教育のあり方について
考察し、これからの鑑賞教育のあり方についてレポートを書かせ
る。

指導要領の鑑賞に関する部分を読ん
でおく。（90分）

現在行なわれている鑑賞教育のレ
ポートを完成させる。（90分）

13

Ａ表現　造形遊びについて①。造形遊びの概念を明確にするとと
もに、素材や場所とのかかわりからイメージを膨らませていく活
動について、クリストとゴールズワージーの実践から学び指導案
を作成。

ランドアートやインスタレーション
について調べておく。（90分）

ランドアートやインスタレーション
についてワークシートにまとめる。
（90分）

14

Ａ表現　造形遊びについて②　実践編。空間との関わりをテーマ
に新聞紙をつかってグループ活動する。活動後は発表、鑑賞を行
い。意見を交わし造形遊びの理解を深めるものとする。

指導要領のA表現（１）に関する部
分を読んでおく。（90分）

活動内容をもとに指導案を作成す
る。（90分）

11

Ａ表現　工作に表す表現「ぱらぱら漫画」を作る。映像機器の適
切な使用法を考察する。指導要領を参考に学年ごとに適切な道具
の使い方及びICTの使用法についてワークシートをまとめる。

指導要領の工作に関する部分を読ん
でおく。（90分）

各自製作したものをポートフォリオ
にまとめる。（90分）

12

図画工作科における道徳の授業との関連。道徳教育の目標に関連
付けられる造形活動を考察し実践する。演習「いろいろなものに
目を張ってものの気持ちを考えよう」。デジタルカメラを使用し
た作品制作の方法を実践的に学ぶ。

道徳の指導要領を読んでおく。（90
分）

活動内容をポートフォリおにまとめ
る。（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 指導案・模擬授業・ポートフォリオ

15

図画工作における教育の意味について再構築する。教師を目指す
者の資質や、子どもにとって理想の教育者とはどのようなものか
を考察する。また課題のぱらぱら漫画の発表を行なう。

図画工作科の目標を再度確認してお
く。（90分）

レポート課題について必要な文献の
収集をおこなう。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

レポート、ポートフォリオ、指導案、提出作品については、既定の枚数、締め切りの厳守を最低要件とする。

備考欄

その他

50 ・作品（フリップブック）の提出　レポート課題「これからの図画工作に求められる教師像」（1200字以
上）

教科書

文部科学省　平成30年発行　「小学校学習指導要領解説　図画工作編」　日本文教出版「ずがこうさく1・2上、図画工作3・4上、図画工作
5・6上」　日本文教出版

参考文献

文部科学省国立教育政策研究所「評価基準作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料小学校図画工作」教育出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10172011 教科教育法 家庭 3554 2 3

到達目標

１．家庭科の授業計画作成から、授業を実践するための方法を学び、必要な知識や技術を習得することができる
２．衣食住に関する製作や実習に必要な基礎的な知識や技術を身につけることができる
３．生活に添ったエコライフを理解し、環境教育の基礎とすることができる

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いた解説を行った後、グループ学習を中心として指導計画の作成および模擬授業を行う。





ＩＣＴ活用

Webアプリを用いたプレゼンテーション等、教材作りを行う上で必要に応じて取り入れる。

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに対応し、より適切な保育・教育の在り方を考え続けることができ
る【思考・判断・表現】」に重点を置く科目である。また「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へ
のニーズを見きわめ、それに対応できる教育的能力を身につけている。【知識・技能】」を大切にしている。
小学校教員免許を取得するために必須の科目である。「家庭科教育概論」を履修していること。

授業の概要

小学校「家庭」の内容を理解し、学習指導要領に沿って教材の工夫や指導内容・方法について学習する。実践的・体験的な学習の理解を深
めるために、具体的な教材・教具を情報機器の活用を含めて研究する。消費者教育として、購買行動、消費者問題などの理解を深め、学生
自身がエコライフを実践して指導力を高める。

1

生活時間と家庭の仕事への改善を目指す教育的視点の授業作りを
考える。児童へのはたらきかけに必要な考え方と児童や保護者へ
の配慮を理解する。家庭科の学習指導計画立案の方法を知る

シラバスをよく読んでくる。（90
分）

本時の授業の進め方の説明を振り返
る。指導計画書の作成の方法を復習
する。(90分)

2

児童が家庭の大切さを認識できるような学習指導計画に沿った模
擬授業をする。
「調理実習の準備」授業計画案作成の必要な授業内容を把握し、
教材を考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元、
内容を考える。（90分）

指導計画書作成、模擬授業の準備を
行う。(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校での家庭科教員としての勤務経験を生かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

作成した指導計画について指導・助言のほか、学生間で相互評価する。また模擬授業については、評価できる点や改善点などを意見交換す
ることで、相互に学びを深められるようにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

児童が実践的に整理整頓の工夫のできるような授業計画に沿った
模擬授業をする。「糸と針を使う（手縫い）」授業計画案作成に
必要な内容を把握し、手縫いを習得しつつ、教材を考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

6

児童が糸と針を使う（手縫い）の授業計画に沿った模擬授業をす
る。「布を使った製作（ミシン・アイロン使用）」授業計画作成
に必要な内容を把握し、ミシン等の扱い方を習得しつつ、教材を
考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

3

児童が調理実習の準備ができるような学習指導計画に沿った模擬
授業をする。「野菜の調理実習」授業計画案作成に必要な授業内
容を把握し、教材を考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

4

児童が実践的に調理実習のできるような授業計画に沿った模擬授
業をする。
「整理整頓の工夫」授業計画案作成に必要な授業内容を把握し、
情報機器を活用した教材を考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

7

「布を使った製作（ミシンを使う・アイロンを使う）の基礎」授
業計画に沿った模擬授業をする。
児童が「布を使った製作」授業計画作成に必要な内容を把握し、
情報機器を活用した教材を考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）
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9

「食事について考える」授業計画案作成に必要な授業内容を把握
し、教材を考える。栄養教諭との連携の授業を計画する。栄養教
諭の知識と技術を知り、家庭科の視点を持った共同の授業内容を
把握する。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

10

児童が食事について考えることができるような授業計画に沿った
模擬授業をする。エコライフをふまえた「住まい方を考える」授
業計画案作成に必要な内容を把握し、情報機器を活用した教材を
考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

8

児童が袋などを製作することのできる授業計画に沿った模擬授業
をする。
手縫い、ミシンの扱い・アイロンの扱い方を習得できたか確認す
る。見本縫いの布の提出をする。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

13

児童が衣服のはたらきと洗濯を考えることのできる授業計画に
沿った模擬授業をする。購買行動をふまえて「お金の使い方と物
の使い方」授業計画案作成のための授業内容を把握し、教材を考
える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

14

児童がお金の使い方と物の使い方を考えることのできる授業計画
に沿った模擬授業をする。「地域と生活を見つめる」授業計画案
作成のための授業内容を把握し、情報機器を活用した教材を考え
る。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

11

住まい方を考えることができるような授業計画に沿った模擬授業
をする。エコライフをふまえた「エコクッキングを考える」授業
計画案作成の授業内容を把握し、教材を考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

12

児童がエコクッキングを考えることのできる授業計画に沿った模
擬授業をする。エコライフをふまえた「衣服のはたらきと洗濯」
授業計画案作成の授業内容を把握し、情報機器を活用した教材を
考える。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。模擬授
業実施者は指導計画書を改善する。
（90分）

定期試験 0 定期試験は実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業計画案（30%）　模擬授業（10％）　基本縫いの製作物（10%）
小テスト（50％）

15

児童が地域と生活を見ことを考えることのできる授業計画に沿っ
た模擬授業をする。『小テスト』をとおして「学習内容確認」小
学校家庭科教育に必要な知識を確認し、教材研究に努める態度を
持つ。

指導計画作成・模擬授業実施単元の
指導計画を作成する。
模擬授業の進め方を考える。（90
分）

これまでの模擬授業を振り返る。模
擬授業実施者は指導計画書を改善す
る。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・小学校教諭一種免許状を取得する者の必修科目である
・課題・レポート等は提出期限を厳守する

備考欄

その他 0

教科書

※「家庭科教育概論」で使用した下記4冊の教科書を引き続き使用する
初等家庭科教育／吉田武男監修　河村美穂編著／ミネルヴァ書房
小学校学習指導要領解説　家庭編／文部科学省
新編新しい家庭５・６／東京書籍
小学校５・６私たちの家庭科／開隆堂

参考文献 よくわかる小学校家庭科 ビジュアル解説 授業への生かし方／櫻井純子ほか監／開隆堂／平成21年
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10178011 教科教育法 体育 3556 2 3

到達目標

1. 体育科の目標である，「運動に親しむ資質や能力の育成」，「健康の保持増進」及び「体力の向上」を達成するための系統的な学習内
容を理解している．（知識と運動技能）
2. 体育科授業における教材研究などの教育的な方法論について理解し，児童の体力・運動能力の向上を目指した授業を展開する実践的指
導力を身につけている．（実践力，指導力）
3. 児童を取り巻く環境や体育科に生起する諸課題を解決するための探求心と学び続ける意欲を身につけている．（探求心と意欲）
4. 教育現場において，協業的に教育実践を行うことができる意識とコミュニケーション能力を身につけている．（社会性や対人能力）

授業の方法

主にスライドによる説明とグループワークによって講義を進める．
授業では毎回小レポートにより講義の理解度の確認や振り返りを行う．

ＩＣＴ活用 授業ではクリッカーを使用し，即時的で双方向的なフィードバックを取り入れた授業を実施する．

前期

教員氏名 中島　寿宏

授業の位置づけ

小学校の教育課程の中で、「身体活動を通して」行われると言う特色を生かして心身の健康を育み、社会性に富んだ人格形成を構築する基
礎的な科目である。他教科との連携や共通点を考えて、全人格的教育の基盤となることに寄与する科目である。（指導計画、指導法、評価
法などの基礎となる）「生涯スポーツ」、食育に関する科目など広く連動する。ディプロマポリシー「より適切な教育のあり方を考え続け
ることができる」と特に関係がある科目である。

授業の概要

教科教育の「体育」では他の教科と大きく違う特徴を持った教科目である．「身体活動を通した教育」であるということであり，身体活動
が伴うことや教科書がないことなどが他の教科目と異なる点である．心と体を一体としてとらえ，体を動かすことの楽しさや喜びを感じな
がら運動に親しむ資質や能力を養う体育科授業を構想し，実践する指導力を身につけることが本講義では重要となる．

1

オリエンテーション及び小学校体育の位置付け
体育の授業は子供たちにとって興味のあるような「体育を学ぶ活
動」を意図的、計画的な教育の場（機会）である。基本的な考え
方を基に体育教育の教科活動の重要性を理解する（概論）

「体育課教育法」の文献，学習指導
要領，参考書を図書館等で検索して
おくこと（９０分）

授業の流れを理解し，講義内容を
ノートにまとめる（９０分）

2

学習指導要領の変遷からみた体育科の目標と学習内容の理解
1）これまでの我が国での体育科教育の変遷を理解する
2）新学習指導要領の重点を理解する

「体育科教育」の位置づけを考える
て、講義に臨む準備をする（９０
分）

講義内容と自分が考えてい教科目の
特徴がどの程度理解されたかについ
て再考する（９０）

実務経験のある
教員の教育内容

本講義の担当教員は日本，ヨーロッパ，北米において学校教員としての勤務経験があり，様々な環境下での幅広い教育的知識を有してい
る．この経験を活かして，体育科教育での国際比較による日本特有の体育文化についての解説も行う．

課題に対する
フィードバック

の方法

コメントを付して返却をする。再度疑問があれば、相互にやり取りをする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

体育科における知識・技能
1）学習指導要領における知識・技能の考え方を理解する
2）体育授業における知識・技能の捉え方と教師の関わり方を検
討する

配布資料を熟読して講義に臨む準備
をしておくこと（９０分）

発展課題の発見のために文献検索を
行うこと(９０分）

6

体育科における思考力・判断力・表現力
1）学習指導要領における思考力・判断力・表現力の考え方を理
解する
2）思考力・判断力・表現力の捉え方と教師の関わり方を検討す
る

学習指導要領における体育科の目標
について自分の考えをまとめておく
こと（９０分）

思考力・判断力・表現力を育成する
体育授業の実践について考えを整理
すること（９０分）

3

体育授業における教師行動について
1）体育の授業の中で教師が行う行動の種類について理解する
2）教師行動によって子どもの学習成果にどのように影響するか
を考察する

体育科における教師の子どもへの関
わりについて事前に学習しておくこ
と（９０分）

講義内容を再考して、理解を深める
ための課題発見に努める（９０分）

4

体育指導と子どもの発育発達
1）幼児期〜児童期における子どもの身体的発育発達の特徴・傾
向について理解する
2）発育発達を促す体育について考察・検討する

運動が子どもの発育発達に及ぼす影
響について検索しておくこと(９０
分）

発育発達はどのように促されるかに
ついて文献検索をする（９０分）

7

体育科における学びに向かう力，人間性等
1）学習指導要領における学びに向かう力，人間性等の考え方を
理解する
2）学びに向かう力，人間性等と教師の関わり方について検討す
る

学習指導要領および解説の内容を確
認しておくこと（９０分）

体育科における育成すべき3つの資
質・能力についてまとめる（９０
分）

- 382 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9

体育の授業作り②
1）体育授業の構成単位について理解する
2）学年ごとの単元計画の作成方法を理解する
※グループでの話し合いによる授業づくりと振り返り（アクティ
ブ・ラーニング形式）

具体例について検索・調査・検討し
ておく（９０分）

授業課題に従って単元計画を作成す
る　(９０分）

10

体育の授業づくり③
1）単元計画の具体化と指導過程について理解する
※グループでの話し合いによる授業づくりと振り返り（アクティ
ブ・ラーニング形式）

「単元」の意味を文献検索しておく
（９０分）

単元の進展過程を簡略化して記述し
ておく　（９０分）

8

体育の授業づくり①
1）年間指導計画の作成方法について理解する
2）実際に年間指導計画を作成し，内容を検討する
※グループでの話し合いによる年間計画・単元計画の作成（アク
ティブ・ラーニング形式）

体育科の年間指導計画について具体
的な例を検索・確認する（９０分）

作成した年間指導計画を修正・改善
しまとめる（９０分）

13

体育科における評価方法
1）体育授業での評価・評定の方法について理解する
2）具体例をもとに児童の何を見とるのかを検討する

体育での評価・評定について自分の
考え方をまとめておく（９０分）

評価・評定についての文献検索する
こと　（９０分）

14

運動が苦手な児童への指導
1）運動が苦手・意欲的でない児童への指導の在り方について理
解する
2）実例をもとにして具体的な関わり方について協議する

運動が苦手・意欲的ではない児童へ
の援助方法について文献をもとに考
えをまとめる（９０分）

「体育科教育法」をの重要性につい
て、４００字程度に要約してノート
に記載する（９０分）

11

体育の授業づくり④
1）学習指導案（本時案）の作成方法を理解する
2）実際に学習指導案を作成する

学習指導案の作成方法について実例
をまとまておく（９０分）

学習指導案を理解するための参考文
献を3編検索すること　（９０分）

12

体育科における教材・教具
1）体育の授業に必要な教材・教具について理解する
2）実例をもとに体育の教材・教具の在り方を考える
3）ICTを活用した体育授業の在り方を考える

配布資料の授業例を把握しておく
（９０分）

教材・教具を意識した学習指導案を
作成する(９０分）

定期試験 0% 定期試験は実施しません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80% 学則を超えた欠席数は評価の対象外、提出物（期限厳守）

15

体育の立場から見た児童の捉え方
1）授業計画の段階で体育の立場から「こども」の実態を把握す
る
2）　①運動に対する欲求とその変化　②運動に対する態度と人
格形成の関係　③体力や運動技能の習熟度から児童の特性を検討
する

全講義を通して疑問点を選択してお
くこと（９０分）

配布資料や参考文献の整理を行うこ
と　（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

次の項目が重要な受講条件です。
①　講義への積極的・主体的な参加姿勢
②　グループワークへの積極的・主体的な参加姿勢

備考欄

その他 20% グループワークへの貢献度および受講時の積極的な学習態度

教科書

小学校学習指導要領（平成29年3月）
小学校学習指導要領解説体育編（平成29年7月）

参考文献 講義の中で適宜紹介する．
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11112011 教科教育法 英語 3558 2 2

到達目標

・小学校外国語教育に係る背景知識や主教材、小・中・高等学校の外国語教育における小学校の役割、多様な指導環境について指導計画の
作成に応用することができる。
・児童期の第二言語習得の特徴について理解し、授業場面に応用することができる。
・実践に必要な基本的な指導技術を身に付け、授業場面に応用することができる。
・実際の授業づくりに必要な知識・技術を身に付け、授業場面に応用することができる。

授業の方法

基本的には、板書及び、プレゼンテーションソフトや授業支援用のwebアプリ、ハンドアウトを活用して講義形式で進める。グループを作
り、それぞれのグループが1回ずつ実際に学習指導案を作成し、模擬授業を行う機会を設ける。そして授業者側のグループ、その他の学生
ともにそれぞれの模擬授業終了後に振り返りレポートを提出することとする（計5回）。

ＩＣＴ活用 Webアプリ(Pear DeckやKahoot!など)を用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 沢谷　佑輔

授業の位置づけ

教育職員免許状（小学校）を取得するための科目であり、ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に
対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる。（思考・判断・表現）」に関係する科目である。施行規則に定める科
目区分等で「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」に位置づく科目である。「英語概論」を基礎とする科目である。

授業の概要

学習指導要領とその解説の内容を理解すると同時に模擬授業を行いながらそれをどのように具現化するか議論し、実際の外国語及び外国語
活動の授業実践に向けて具体的なイメージを持つ。

1

小学校外国語教育の変遷について概観し、小学校の外国語活動や
外国語科の学習について学習指導要領の内容に沿って理解する。

教科書の第一部及び第二部のUnit 1
を読んで、内容を理解しておく(90
分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

2

中・高等学校の外国語科の目標を概観し、小学校の外国語活動及
び外国語科の学習と中学校・高等学校の学習の連携について考察
し、小学校の役割について理解を深める。

教科書の第一部Unit 2を読んで、内
容を理解しておく(90分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

実務経験のある
教員の教育内容

特別支援学校及び高等専門学校での勤務経験があり、教育現場における英語指導について幅広い知識を有している。この経験を活かして教
育現場に即した英語の教育法について授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

適宜、課題の形式に応じたフィードバックを講義中やweb上で行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

学習到達目標に基づいた指導計画（年間指導計画、単元計画、学
習指導案、短時間学習等の授業時間の設定を含めたカリキュラ
ム・マネジメント等）について理解し、学習指導案の書き方を学
ぶ。主教材の趣旨、構成、特徴について理解する。

教科書の第一部Unit 11及びUnit 12
を読んで、内容を理解しておく(90
分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

6

模擬授業①：歌やチャンツなどを取り入れた音声指導を中心にし
た授業案を作成し、模擬授業を行い、全体で討議する。レポート
①提出

学習指導案を作成し、模擬授業の準
備を行う(90分）。

振り返りレポートを完成させる(90
分）。

3

言語使用を通して言語を習得することを理解する。音声によるイ
ンプットの内容の類推から理解へと進むプロセスを経ることを理
解し、児童の発達段階を踏まえた音声によるインプットの在り方
を学ぶ。

教科書の第一部Unit 4を読んで、内
容を理解しておく(90分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

4

受信から発信、音声から文字へと進むプロセスを理解し、児童の
発達段階に応じた指導のあり方について学ぶ。

教科書の第一部Unit 6を読んで、内
容を理解しておく(90分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

9

Classroom English, Small Talk, Teacher Talk　　児童の発話
につながるよう、効果的に英語で語りかけることができる。児童
の英語での発話を引き出し、児童とのやり取りを進めることがで
きる。児童や学校の多様性への対応について、基礎的な事柄を理
解する。

教科書第一部Unit 3及びUnit 8を読
んで内容を理解をしておく(90
分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

7

コミュニケーションの目的や場面、状況に応じて意味のあるやり
取りを行う重要性を理解し、指導で活用できるさまざまなタスク
について学ぶ。ALT等とのティーム・ティーチングによる指導の
在り方について理解する。

教科書第一部Unit 13及び第二部
Unit 6を読んで内容を理解をしてお
く(90分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

8

模擬授業②：ゲームなどのタスクを活用した授業案を作成し、
ALTとのTTをイメージした模擬授業を行い、全体で討議する。レ
ポート②提出
国語教育との連携　国語教育との連携等による言葉の面白さや豊
かさへの気づきについて理解し、指導に生かすことができる。

学習指導案を作成し、模擬授業の準
備を行う。
教科書第一部Unit 7を読んで理解を
しておく(90分）。

振り返りレポートを完成させる(90
分）。
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10

模擬授業③：タスクを活用した授業案を作成し、ALTとのTTが可
能でない状況をイメージした模擬授業を行い、全体で討議する。
レポート③提出

学習指導案を作成し、模擬授業の準
備を行う(90分）。

振り返りレポートを完成させる(90
分）。

13

ICT等の効果的な活用の仕方について理解する。 教科書第一部Unit 14を読んで内容
を理解をしておく(90分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

14

模擬授業⑤：映画などの視聴覚教材を効果的に取り入れた授業案
を作成し、模擬授業を行い、全体で討議する。レポート⑤提出

学習指導案を作成し、模擬授業の準
備を行う(90分）。

振り返りレポートを完成させる(90
分）。

11

文字言語との出合わせ方、読む活動・書く活動への導き方につい
て理解する。教材研究の仕方について理解し、適切に題材選定・
教材研究ができるようになる。

教科書第一部Unit 9及びUnit 10を
読んで内容を理解をしておく(90
分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

12

模擬授業④：絵本の読み聞かせを中心にした授業案を作成し、模
擬授業を行い、全体で討議する。レポート④提出

学習指導案を作成し、模擬授業の準
備を行う(90分）。

振り返りレポートを完成させる(90
分）。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 模擬授業指導案：25%
模擬授業：25%
模擬授業振り返りレポート５本：各10%=50%

15

学習状況の評価(パフォーマンス評価や学習到達目標の活用を含
む)について理解する。

教科書第一部Unit 15を読んで内容
を理解をしておく(90分）。

講義内容の復習を行う(90分)。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

しっかりと事前、事後学習を行うこと。また、課題などの提出期限は厳守すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書

小学校英語 はじめる教科書 外国語科・外国語活動指導者養成のために ― コアカリキュラムに沿って：小川隆夫・東仁美　著　mpi 松香
フォニックス　
小学校学習指導要領
小学校学習指導要領解説　外国語・外国語活動編

参考文献 講義内で適宜配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10565011 特別支援教育総論 3570 2 2

到達目標

　
（１） 特別支援教育の全体像を把握し、障害という現象を構成している諸条件を踏まえて学習し、記述することができる。
（２） 発達論・関係論的観点から特徴的な実践事例について学び、特別支援教育の現状について理解を深め、説明することができる。
（３）特殊教育から特別支援教育への移行の経過を通して、特別支援教育の意義と重要性を理解し、説明することができる。
（４）学校現場における「特別支援教育コーディネーター」の役割について実践例から学習し、記述することができる。


授業の方法

　この授業では、講義担当者の実際の指導事例を紹介しながら、特別支援教育の輪郭を分かりやすく説明する。また、講義内容に関連した
ビデオの視聴を行い（数回程度）具体的なイメージがもてるようにする。振り返りシートを活用して、感想や質問に対してアドバイス等を
行う。

ＩＣＴ活用 パワーポイントを多用して、プレゼンテーションを効果的に行う

後期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

　本講義は、特別の支援を必要とする児童の増加から、社会の要請にこたえるものである。児童の多様な実態に応じた発達支援について学
び、成長・発達を支援するための基本的資質を身につけ、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につ
けるものである。この科目は知的障がい教育Ⅰ・Ⅱにつながるものであり、特別支援教育の重層化した全体像の理解を深めることができ
る。

授業の概要

　この講義では、障害児教育の歴史的背景を俯瞰し、特別支援教育の意義や全体像を明らかにするものである。障害という個別的・事例的
に捉える必要のある問題を構成している諸要因を明らかにし、それらに関わる基礎的知識を学ぶことにより，障害者個々のニーズに応じた
発達支援のあり方（特別支援教育の基本的な枠組み）を理解する。

1

　オリエンテーション：全15回を通してインクルーシブ教育シス
テムにおいて特別支援教育がめざす教育について学び、中でも小
学校における特別支援教育の在り方について学ぶことを理解す
る。

この授業を受講する動機をテーマに
した小レポートを作成するのでその
準備をしておく。（90分）

講義の内容を振り返り要点をまとめ
る（90分）

2

小学校に設置される特別支援学級の具体的な様子について視聴
し、日課表からその学習の意味について理解する。

文部科学省の特別支援教育前文を読
み込んでおく（90分）

事後学習での専門用語と合わせて、
特別支援教育分野に関連する用語に
ついてさらに調べてみる。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれのレベ
ルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業づくり、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んでき
た。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り入れながら、学生とのコミュニケーションを重視
し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

振り返りシートを活用して、質問を記入させ、全体で共有することで理解の深化を図る。また、合わせてアドバイス等を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

特別支援教育において、各機関が連携して支援するべき問題とし
ての引きこもりについて学習する。事例を通して、その理由や解
決の困難さについて理解する。

身近な引きこもりの友達などについ
て自分なりの考えをまとめておく
（90分）

講義の内容をまとめておく。（90
分）

6

医療の対象でもあるLDやADHDと診断されている事例をもとに、診
断名ではなく、その子の実態から必要な支援を構築していくこと
の大切さを理解する。

LD,ADHDの専門用語を調べておく。
（90分）

配布資料に基づいて、整理する。
（90分）

3

小学校通常の学級とそこに設置されている特別支援学級の役割や
意義について、指導案などの具体的な事例をもとに理解する


文部科学省　特別支援教育「交流及
び共同学習ガイド」平成31年3月版
の第1章の前文を読み込んでおく
（90分）

障がいのある子ども達に対する理解
の仕方や教育のあり方について自分
の考えを整理しておく。（90分）

4

特別支援教育において、集団参加と自己表現が重要であり、将来
の社会参加の基礎となることを理解する。また、コミュニケー
ションに関するグループワークを通して理解を深める。

文部科学省「共生社会の形成に向け
たインクルーシブ教育システム構築
のための特別支援教育推進」を読み
込んでおく（90分）

特別支援教育について理解したこと
をまとめておく（90分）

7

ICF（国際生活機能分類）について学習し、活動と参加という社
会的側面から障害をとらえる必要がるということを理解する。加
えて、具体的には目立った障害が認められない事例でも、ICFの
観点から支援の必要性が生じることがあることを理解する。

交通機関利用時などで見かける障害
者の不便さなどを自分なりに考えて
おく（90分）

次週、授業から得られた学習内容に
ついて疑問点を洗い出し、次回講義
での質問につなげる。（90分）
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9

小学校特別支援学級での実践例の動画を視聴する。授業場面の実
際から、授業の目的や随所に見られる手立てなどについて、解説
を聞き、特別支援教育の目指しているところを理解する。

体験を通した学びについて自分なり
に考えをまとめておく（90分）

実際の指導場面を視聴して考えたこ
となどについてまとめておく。（90
分）

10

  修学年限を終え、就労する場合の支援について学ぶ。ハロー
ワークのデータをもとに引きこもりやニートなどの問題や就労支
援の実際と課題等について学ぶ。質問シートなどで積極的に質問
する。

障害者差別解消法について資料を読
み込んでおく。（90分）

さらに疑問に感じたことをノートに
書き留めておく（90分）

8

ここまでの振り返りを行い、積極的な質問を期待する。その後障
害のある子どもの理解の第一歩として，グループに分かれて、コ
ミュニケーションが阻害される状況を体験する。体験した感想を
互いに交流することで理解をより深める。講義後半では、質問紙
を配布し、記入したものをもとにフィードバックする。

これまでの講義を振り返り質問を準
備する。（90分）

授業内容を聞き、自分の考えをノー
トに整理しておく。（90分）

13

一人一人の教育的ニーズとは何か、具体的な事例として、学ぶこ
とが困難な状況にある生徒への支援の在り方を映画の視聴を通し
て理解し、考察することができる。（前編）

 学ぶことが困難な状況について自
分なりに考えをまとめておく（90
分）

 視聴した映画に対する自分の意見
及び感想をまとめる。（90分）

14

一人一人の教育的ニーズとは何か、具体的な事例として、学ぶこ
とが困難な状況にある生徒への支援の在り方を映画の視聴を通し
て理解し、考察することができる。（後編）

教育的ニーズに対応した支援につい
て考えをまとめておく（90分）

  支援の在り方に対する自分の考え
をまとめておく（90分）

11

教育現場に入った際に必ず関わることになる特別支援教育コー
ディネーターの役割について理解を深める。校内学びの支援委員
会の位置づけや役割を個別の支援計画・個別の指導計画の作成過
程からもコーディネーターの重要性について理解する。

合理的配慮についての資料を読み込
んでおく（90分）

授業で説明を受けた特別支援教育
コーディネーターの重要性につい
て、箇条書きにノートにまとめてお
く。（90分）

12

記憶に新しい地震災害などを踏まえて、障害者が身につけておか
なければならない事柄について、災害の際の写真をもとに考え
る。答えのない取り組みではあるが、より良い習慣や災害時にも
役に立つ生活習慣をみにつけることを教育として取り組む必要が
あることを理解する。

災害時の自分の行動などを思い起こ
してまとめておく（90分）

今後に備えて、自分でできることを
ノートに書いておく。（90分）

定期試験 0 　定期試験実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 第8回・第10回での質問の的確さ（40％）　最終レポート（60％）

15

　 講義全体についての振り返りの授業を聞き、インクルーシブ
教育について、考察をする。指定された課題についての最終レ
ポートを作成するための準備をする。課題を読み込み、疑問点を
質問することが期待される。

  これまで学習した事柄について、
講義ノート全体に目を通し、重要な
ところについてマーカーペンを入れ
ておく。（90分）

指定されたテーマについての最終レ
ポートを作成する。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

最終レポートの課題になる映画等の視聴があるので、見逃さないようにすること。 
最終レポート提出期日が指定されるので注意すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 はじめての特別支援教育「あるある事例」の解決法９８　青山眞二監修　図書文化　2022
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10498011 知的障がい教育I 3572 2 2

到達目標

①知的障がいの理解と知的障がい児教育の歴史を説明することができる。
②知的障がい児教育の各教科、総合的な学習の時間、特別の教科道徳、特別活動、自立活動等についての基本的な事項や合わせた指導が必
要となる背景について説明することができる。
③特別支援学校等での教育実践から必要な知識や取組を学び、今後の課題について討議することができる。

授業の方法

パワーポイントおよび配布物を用いるとともに、授業内容に合わせ講義形式やアクティブラーニングの手法を取り入れた演習方式で進めて
いく。
資料映像なども活用しながら授業を進める。



ＩＣＴ活用

毎時間パワーポイントを活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
知的障がい等に係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流で
きる場面を設定する。　

前期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長･発達について全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につける【知識･技能】」ための科目である。さらに、特別支援専門科目であり、特別支援
学校教諭免許取得希望者は、必修である。
知的障がい者の心理･生理・病理(１年)を基礎とし、知的障がい教育Ⅱ（２年）の基礎となる。

授業の概要

知的障がい児教育の歴史や障がいの特性を知り、どのように創設され、現在はどのように展開されているのかを学ぶことを目的とする。特
別支援学校学習指導要領から、知的障がい児教育の教育課程に焦点を当て、その内容について学ぶ。また、知能とは何か、各教科や特別の
教科道徳、特別活動、自立活動等の指導が学校教育の中でどのような形で取り組まれているのか等、実際に特別支援学校で行われている指
導について学ぶ。

1

＜講義の内容と講義予定について＞
講義予定、受講時の諸注意、教科用図書、評価等について説明す
る。知的障がいの定義とその特性、知的障がい児教育の歴史につ
いて解説する。

知的障がい教育について、関係する
専門書なども含めて授業内容につい
て調べておくこと。（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

2

＜通常教育と知的障がい児教育との違いについて＞
　小学校で履修してきたことを手がかりに通常教育で学んできた
ことの教科や領域を構造化し、知的障がい児に必要な教育との共
通点や相違点をグループごとに考えて発表する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

実務経験のある
教員の教育内容

知的障がい特別支援学校での勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介など、より具体的でわかり
やすい授業を行う。また、保護者や関係機関との連携についても勤務経験を活かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出した課題の返却時に、確実に定着が図れるよう解説をする加えるなど工夫することで、フィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜特別支援学校学習指導要領について＞
    特別支援学校学習指要領の内容構成や障がいの種類や程度に
応じた指導を可能とする特例等について解説し、通常教育との共
通点や違いについて理解する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

6

＜特別支援学校（知的障がい）の教育と学習指導要領について＞
   特別支援学校の教育課程で見られる「準ずる教育」や「下学
年対応教育」、「知的代替教育」、「自立活動中心教育」など通
常４つの類型の意義と、知的障がい教育の基本や特徴を学習指導
要領と関連づけて解説する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

3

＜知的障がいについて＞
　知的障がいの主な原因と行動特性について詳しく解説し、教育
的な対応で必要となる指導上のポイントについて説明する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

4

＜学習指導要領について＞
　学習指導要領の法的根拠やこれまでの改訂の歴史を解説し、小
学校学習指導要領の内容構成や教育課程の編成について説明す
る。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

7

＜幼児・児童・生徒の障がいと発達について＞
　一人一人の障がいや社会性発達の状況についての把握の仕方
と、いくつかの障がい事例を通してどのような進め方がいいのか
グループごとに考える。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）
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9

＜教育課程の編成について＞
　知的障がい児教育で使われている教育課程がどのように編成さ
れているか調べ、他の障がいとの共通点や相違点を整理し特有な
部分についての理解を深める。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

10

＜特別支援学校（知的障がい児教育）の学習について＞
　本道の特別支援学校の概要を解説し、学習の様子を紹介する映
像から実際の場面でどのように指導が進められているかを理解す
る。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

8

＜知的障がい教育の教育内容・方法について＞
　知的障がいのある幼児・児童・生徒の教育的ニーズについて考
え、どんな学習内容や方法を用意し指導すべきか教育課程編成の
観点から説明する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

13

＜知的障がい児への就学支援について＞
　障がい児の就学について関係する法令や市町村教育委員会の業
務について解説し、早期からの相談・支援事業について説明す
る。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

14

＜特別支援学級（知的障がい）について＞
　インクルーシブ教育システムの中で、知的障がい児のための特
別支援学級の教育はどのような内容で行われているのかを、通常
学級や通級指導学級との関係で説明する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

11

＜知的障がい児教育と個別の計画について＞
　一人一人のニーズに対応した教育を支える個別の教育支援計画
や個別の指導計画等を解説し、どのように作成し活用されている
のか説明する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

12

＜心理アセスメントと知能検査について＞
　知能検査で捉えた知能の定義、その発達や生きていく時に必要
な知識や技能などとの関係を考える。また、学校現場での実施の
仕方や結果の活用、留意点について解説する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

定期試験

0 実施しない。


定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出（１５％）
授業への参加態度（１５％）
授業内での発表状況（２０％）
まとめのテスト（３０％）

15

＜知的障がい児教育Ⅰのまとめ＞
　知的障がい児の家族や生活をとりまく状況を福祉や保育、教育
の現状から解説し、誕生から就学、卒業後の社会参加までを見通
した教育のあり方について考える。まとめのテストを実施する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べるとともに、
まとめのテストに向けて全体の授業
内容について確認しておくこと。
（９０分）

配布プリント及びまとめのテストを
振り返り、授業内容についてまとめ
ておくこと。 
  （９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修。

備考欄

その他 0

教科書

特別支援学校学習指導要領解説　総則編　平成30年3月
文部科学省

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10499011 知的障がい教育II 3573 2 2

到達目標

①　特別支援教育にかかわる今日的課題を踏まえながら、知的障がい教育の概要とその歴史や課題を述べることができる。
②　知的障がいのある児童、生徒の発達及び学習の特性を理解し、鬼ごっこなどの具体的な取り組みの中で応用することができる。
③　知的発達の遅れを伴わない発達障害のある児童生徒の教育と対比させながら、知的障がい教育について理解を深め、共生社会について
考察し、レポートにすることができる。

授業の方法

IT機器や映像を多用しながら、知的障害について、よりわかりやすい授業を進めるように工夫し、 特に、指導の実際例を紹介しながら展
開していく。さらに、講義形式と並行させてレポート等を提出させて、受講生の理解の様子を確かめながら、授業をすすめていく。フィー
ドバックとして振り返りシートを活用し、講義の中で質問に答えたり、アドバイス等を行う.

ＩＣＴ活用 パワーポイントを使用して、プレゼンテーションを印象的に提示する

後期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

   この授業は理解面に困難さがある幼児・児童・生徒に対する基本的な知識、および適切な支援・指導のための基本的資質を身に付けつ
けるためのものである。こどもの心身の成長・発達の理解を土台として、個別の教育的ニーズに対応している現場の取組に触れることで、
共生社会を目指す上で教育について常に思考し「学びに困難さのある児童のよき理解者」になることができる科目である。知的障がいⅠを
より発展させ、特別支援教育総論と合わせて受講することで特別支援教育についての理解をより深めることができ、３年次のこども学総合
演習Ⅰ・Ⅱに続き、さらに４年次の卒業研究へと発展する科目として位置づけられる

授業の概要

　本講義では、障がいのある児童、生徒を巡る現状から、共生社会への動向を俯瞰し、知的障がい教育の歴史や課題について学習する。具
体的には、特殊教育から特別支援教育、障害者差別解消法の流れ、そして、その教育課題を取り上げる。つまり、知的障がいのある児童、
生徒の発達の特性と、それに伴う学習の特性を踏まえた取り組みのあり方を学習する。特に、集団性を育てる遊びである鬼ごっこを例に取
り上げ、共生社会につながる教育の取組をひも解き、個別の教育的ニーズに応じた教育の重要性を学ぶ。

1

オリエンテーション：共生社会と知的障がい教育
共生社会の実現の立場から、義務教育の取り組みと就労までを学
び、社会参加推進の観点から、交流及び共同学習の実際を学ぶ。
講義の内容を踏まえ、受講の動機について小レポート（特別支援
教育についての連想項目）を作成する。

「共生社会の形成に向けたインク
ルーシブ教育システム構築」に関す
る資料（中教申、平成24年7月）を
調べておく。（90分）

   授業の振り返りをしておく。
（90分）

2

知的障がいの定義について学習する。知的障がいの概念を巡っ
て、医療や文部科学省、厚生労働省の定義を取りあげ、社会的な
位置づけについて学ぶ。

  文部科学省の特別支援教育につい
ての前文を読み込んでおく（90分）

  授業の振り返りをし、ノートをま
とめておく。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

振り返りシートを活用し、質問に答えたり、アドバイス等を行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

知的障がい児童生徒の発達と学習の特性
知的障がい及び知的障がいを伴う自閉症スペクトラム、また、知
的障がいを伴わない自閉症スペクトラムの児童生徒の発達の特徴
を理解し、合わせて、その学習の特性について学習する。

  発達障害の定義について調べてお
く。（90分）

授業の振り返りをし、重要な事項を
中心にノートを整理しておく。（90
分）

6

知的障がいのある児童生徒の教育について「個別目標」と「指導
の手立て」という二つの項目から理解を深める。加えて、学校教
師のかかわりについて、映像を通して学習することでさらに理解
を深める。

学習指導案の項目について調べてお
く（90分）

 授業の振り返りをし、重要事項を
中心にノートを整理しておく。（90
分）

3

知的障がいの特性や社会生活上での困難さについて理解する。講
義の中で知的障がいについて体験することで理解を深める。

 知的障がいについて自分の考えを
まとめておく（90分）

 　授業の振り返りをし、重要な事
項についてノートにまとめておく。
（90分）

4

知的障がい教育の歴史～京都盲唖院に始まる日本の障害児教育の
歴史をたどりながら、特別支援教育の意義を理解する。養護学校
義務化の意義・重要さを理解する

通常の学級に在籍していた障害のあ
る友達のことなど自身の経験をまと
めておく（90分）

  授業の振り返りをし、重要事項を
ノートに整理しておく。（90分）

7

知的障がいのある児童生徒の教育：生活単元学習を取り上げ「領
域・教科を合わせた指導」について学習し、自立に向けた取り組
みであることを理解する。

 領域・教科を合わせた指導につい
て調べておく。（90分）

授業の振り返りをし、重要な事項を
中心にノートを整理しておく。（90
分）
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9

社会的な支援の広がりを「就労支援」という観点で捉えなおす。
働くこと・集団参加することで生きがいを感じることができると
いうことを理解する。

 キャリア教育と就労支援の違いに
ついて調べておく。（90分）

授業の振り返りをし、特に重要項目
を中心にノートを整理しておく。
（90分）

10

知的障害のある児童生徒の指導として効果的な指導方法について
理解する。講義の中で、指導方法を体験することで、理解を深め
る。体験したことを小レポートにまとめる。

  特別支援教育における就労支援に
ついて調べておく。（90分）

授業の振り返りをし、重要事項を中
心にノートを整理しておく。（90
分）

8

自立とはなにか。特別支援教育が必ず直面するこの課題について
学習する。障害のある児童生徒の生きることの困難さを理解し、
支援という観点から理解を深める。

放課後等ディサービスについて調べ
ておく。（90分）

授業の振り返りをして、重要事項を
中心にノートを整理しておく。（90
分）

13

小学校における特別支援教育について学習する。特に特別支援学
級のおかれている位置や意義について交流学習の観点から理解す
る。（後編）

各自の体験から障害のある友達が交
流に来ていたことなどを思い出しま
とめておく（90分）

授業の振り返りをし、重要事項を中
心にノートを整理しておく。（90
分）

14

共生社会という大きな目標を実現する手立てとしての特別支援教
育であることを理解する。配布資料を通して、共生社会について
考察し、理解する。

障害者の自立について資料を読み込
んでおく（90分）

授業の振り返りをし、重要事項を中
心にノートを整理しておく。（90
分）

11

知的障がいのある児童生徒にとって、効果的な指導方法としてい
くつかあげれれるが、スモールステップ・繰り返し・具体物を
使った活動について理解を深める。

体験的な活動について調べておく
（90分）

授業の振り返りをし、重要事項を中
心にノートを整理する。
（90分）

12

小学校における特別支援教育について学習する。特に特別支援学
級のおかれている位置や意義について交流学習の観点から理解す
る。（前編）

各自の体験から障害のある友達が交
流に来ていたことなどを思い出しま
とめておく（90分）

授業の振り返りをし、重要事項を中
心にノートを整理する。（90分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 
  授業で実施する第10回小レポート（40％）及び最終レポート（60%）

15

全講義のふりかえり
キーワードを使って１４回分の授業内容をふりかえり、レポート
の作成作業に着手する。また、グループに分かれて、振り返りを
行い、疑問点等を質問することができる。

1～14回目の学習ノートと授業期間
中に配布した資料に目を通してお
く。（90分）

最終のレポート課題に取り組む（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10255011 肢体不自由児教育I 3576 2 2

到達目標

①肢体不自由障がいの理解と肢体不自由児教育の歴史を説明することができる。
②肢体不自由児教育の各教科、総合的な学習の時間、特別の教科 道徳、特別活動、自立活動等についての基本的な事項や学習内容につい
て述べることができる。
③特別支援学校や医療機関等での指導実践から必要な知識や取組を学び、今後の課題について討議することができる。

授業の方法

パワーポイントおよび配布物や教材教具等を用いて、授業内容に合わせた講義形式やアクティブラーニングの手法を取り入れた演習方式で
進めていく。
毎回、宿題・予習プリントを配布し、集中して授業に取り組めるようにする。
途中、５回目・１０回目に小テストを実施し、授業内容の確認・整理に努める。

ＩＣＴ活用

毎時間パワーポイントを活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいやい量的配慮に係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見
交流できる場面を設定する。

前期

教員氏名 児玉　稔、白幡　知尋

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「こどもの心身の成長･発達について全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につける【知識･技能】」ことと関連する科目である。
肢体不自由児の心理･生理･病理（１年）を基礎としており、肢体不自由児教育Ⅱ（２年後期）の基礎となる。

授業の概要

肢体不自由児教育の歴史や障がいの特性を知り、肢体不自由児教育がどのように創設されてきたのか、また、現在までどのように発展して
きたのかを知ることを目的とする。特別支援学校の学習指導要領から、肢体不自由児教育における教育課程に焦点を当て、その内容につい
て整理する。また、各教科や特別の教科道徳、特別活動、自立活動等の指導が学校教育の中でどのような形で取り組まれているのか、さら
に医療機関との連携等、実際に特別支援学校で行われている様々な形態の授業について学ぶ。

1

【オリエンテーション　肢体不自由と教育】　
講義の概要と今後の予定及び受講上の注意について周知する。肢
体不自由特別支援学校の一日をビデオでたどり、視聴後の討議か
ら今後の受講における視点や学習内容の整理を行う。
（児玉・白幡）

①肢体不自由について,教科書に目
を通して、概要を調べておくこと。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

2

【子どもの発達と肢体不自由】
通常の新生児と肢体不自由障がい新生児の身体発達を比べ、その
共通点や違いから肢体不自由障がいの定義を考え、肢体不自由障
がいがその後の心身の発達にどのような影響を及ぼすのかを調べ
る。（白幡）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

肢体不自由特別支援学校及び医療機関等での勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介及び医療機
関で使用されている器具など、より具体的でわかりやすい授業を行う。また、保護者や関係機関との連携についても勤務経験を活かした授
業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出した課題については、返却時に回答例を解説し、確実に定着が図れるよう工夫することで、フィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【肢体不自由障がいの理解Ⅱ　肢体不自由児の特性】
　関係する障がいの原因や分類の仕方を解説し、近年の出現率の
傾向や特徴を調べる。また、就学前幼児の障がい特性を理解し、
障がいを踏まえた学校教育の可能性や必要な取り組みについて考
える。　
小テストを実施する。（白幡・児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び小テストも含め
て、授業内容についてまとめておく
こと。（９０分）

6

【肢体不自由児教育の教育課程】
　学校教育法や学習指導要領の法的根拠をもとに、特別支援教育
の位置づけと役割を考える。また幼稚園や小学校の教育課程と特
別支援学校や特別支援学級の教育課程の共通点と相違点を調べ
る。(児玉)

小テストの振り返り及び次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

3

【肢体不自由児教育の歴史】
肢体不自由児教育の成立とその時代背景をさぐり、整形外科医療
の発達と療育や教育の関係を解説する。さらに肢体不自由教育の
創始から現在に至るまでの歴史を振り返り、先人の業績や教育発
展の歴史を調べる。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

4

【肢体不自由障がいの理解Ⅰ 主な障がいと教育】
　肢体不自由児教育を進める観点から主な障がいの理解を図り、
運動と認知の発達と障がいについて解説する。特に脳性まひ、二
分脊椎、筋ジストロフィー症の三大障がいについて詳しく調べ
る。
(白幡)

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）
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9

【肢体不自由児教育の実践Ⅱ　各教科の指導と工夫】
各教科ごとの特性を調べ、肢体不自由障がいのある子どもへの指
導にあって必要なことは何かをグループごとに考える。学習内容
の精選や教材・教具の活用、工夫について解説する。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめてお
く。（９０分）

10

【肢体不自由児教育の実践Ⅲ　総合的な学習の時間の指導】
　特別支援学校での総合的な学習の時間における指導事例から、
学習内容や学習形態・指導体制等がどのように工夫されているか
を調べる。　
小テストを実施する。（児玉・白幡）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び小テストも含め
て、授業内容についてまとめておく
こと。（９０分）

7

【肢体不自由児教育を進める理論】
　肢体不自由児教育を支える個別の教育支援計画や個別の指導計
画がどのように作成、活用されているのか、また内容や役割は何
かを解説する。さらに策定・活用・評価・改善のシステムについ
てグループで考え、内容を発表するなどして理解を図る。（児
玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

8

【肢体不自由児教育の実践Ⅰ　各教科の指導と指導法】
　各教科で指導されている教育の紹介から、準ずる教育や下学年
対応教育の指導、知的障がいに対応した教育の指導の内容を整理
し、グループごとに一人一人の障がいに応じた各教科の教育の工
夫を考える。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

13

【肢体不自由児の教育の実践Ⅵ　共同学習及び交流学習】
　共同学習及び交流学習指導の現状やその共通点や違いについて
解説する。また、実施されている幼稚園や小中学校との連携の在
り方や指導の工夫について考える。　(児玉)

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

14

【特別支援教育センターとしての役割】
　特別支援学校が果たしているセンター的役割 について解説す
る。さらに地域の福祉事業所との連携や教育相談について考え
る。（児玉）


予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び小テストも含め
て、授業内容についてまとめておく
こと。（９０分）

11

【肢体不自由児教育の実践Ⅳ　特別の教科 道徳・特別活動の指
導】
特別支援学校で取り組まれている特別の教科 道徳、特別活動に
おける指導を紹介し、障がいや発達を踏まえ一人一人のニーズに
応ずる特別の教科 道徳や特別活動指導の工夫を調べる。（児
玉）

小テストの振り返り及び次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

12

【肢体不自由児教育の実践Ⅴ　自立活動の指導】
　自立活動とは何なのか、なぜ肢体不自由児教育で重要な要素と
されているのかを考え、自立活動の意義や指導の実際を解説す
る。（白幡）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

定期試験

0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出（１５％）
授業への参加態度（１５％）
授業内での発表状況（２０％）
２回の小テスト（２０％）
まとめのテスト（３０％）

15

【講義のまとめ　肢体不自由教育の課題】
これまでの講義を振り返ってキーワードから、要点を整理する。
さらに、肢体不自由児教育の現状から学んだ成果と課題につい
て、まとめのテストを実施する。（児玉・白幡）

予習のプリント及び次回の授業内容
に関わる箇所を調べておくこと。ま
とめのテストに向けて全体の授業内
容について確認しておくこと。（９
０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0
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履修条件・留意
事項等

特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修。
宿題・予習のプリントは、必ず提出すること。

備考欄

教科書

改訂版 肢体不自由児の教育　
川間健之介　西川公司
放送大学教育振興会


参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10256011 肢体不自由児教育II 3577 2 2

到達目標

① 通常学校や特別支援学校、医療機関等での肢体不自由児教育における様々な教育の現状を説明することができる。
② 社会参加に必要な力を育むための授業づくりについて、関連する知識や指導法の基本を説明することができる。
③ 基盤となる自立活動の指導や身体の仕組み、医療的ケア、摂食指導、センター的役割等の現状を知り、今後の課題について討議するこ
とができる。

授業の方法

パワーポイントおよび配布物を用いて、授業内容に合わせて講義形式やアクティブラーニングの手法を取り入れた演習方式で進めていく。
毎回、宿題・予習プリントを配布し、集中して授業に取り組めるようにする。
途中、５回目・１０回目に小テストを実施し、授業内容の確認・整理に努める。
最終回に、まとめのテストを実施する。

ＩＣＴ活用

毎時間パワーポイント等を活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいや医療的配慮等に係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意
見交流できる場面を設定する。

後期

教員氏名 児玉　稔、白幡　知尋

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「保育者・教育者・子育て支援者として、地域社会と保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの実
態に即して成長･発達を支援するための基本的資質を身につけている【知識･技能】と特に関係する科目である。特別支援専門科目であり、
特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修である。肢体不自由児教育Ⅰ(２年前期)、を基礎とし、重複障がい教育総論(４年)の基礎とな
る。

授業の概要

特別支援学校や特別支援学級、医療機関等での肢体不自由児教育における教育方法や支援方法を学ぶことを目的とする。日々の授業が、肢
体不自由のある幼児・児童・生徒の現在および将来の生活にとってより有意義なものとなるよう、個別の教育支援計画、個別の指導計画と
授業つくりとの関連性について学ぶ。また、現在日常的に実施されている医療的ケアや摂食指導の取り組み、社会参加のためのキャリア教
育や進路支援、情報機器、補助具等の活用等について学ぶ。

1

【オリエンテーション、学校制度と特別支援教育」　
　講義の概要と今後の予定、及び受講上の注意について周知す
る。日本の学校制度における特別支援教育の歴史を振り返る。肢
体不自由児の保育や教育の現状とその就学制度について解説し、
障がいのある幼児、児童、生徒の就学の在り方について考える。
（児玉・白幡）

肢体不自由者について、教科書や図
書などから調べておくこと。（９０
分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

2

【通常学校での肢体不自由児教育】
　通常学級や肢体不自由児学級での肢体不自由児教育の現状を調
べ、通常学校での課題を整理する。また、インクルーシブ教育や
特別支援教室を紹介し、通常学校での肢体不自由児教育の在り方
を考える。
（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

肢体不自由特別支援学校及び医療機関での勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介など、より具
体的でわかりやすい授業を行う。また、保護者や関係機関との連携についても勤務経験を活かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出した課題については、返却時に回答例を解説することで、フィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【授業づくりの工夫Ⅱ　授業の組み立てと学習指導案】
　個別の指導計画や日常の観察から授業の組み立てに必要な情報
を取り出し、目標や学習内容、方法指導を考え初歩的な指導案つ
くりを行う。指導案の評価や活用についてグループごとに考えて
発表する。第１回小テストを実施する。
（児玉・白幡）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び小テストも含め
て、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

3

【特別支援学校での肢体不自由児教育】
　全国や北海道の肢体不自由特別支援学校の配置や在籍数、障が
い状況等を調べ、北海道の肢体不自由障がいのある子どもたちの
就学や教育相談の在り方について考える。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

4

【授業づくりの工夫Ⅰ　授業について考える】
授業とは、授業つくりとは何かを今までの学習から考える。通常
学級と特別支援学校での授業の共通点、違いや特徴を解説し、授
業つくりの視点や学習課題を整理する。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）
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6

【学級経営の在り方】
　学級担任の役割をまとめ、学級経営の大切さを考える。学級経
営案について解説し、学級つくりのための日常指導の要点や保護
者との連携の在り方についての理解を図る。（児玉）

小テストの振り返り及び次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

9

【自立活動指導の実際Ⅰ　目標と内容、コミュニケーション】
　自立活動の目標及び教育課程上のおさえについて解説し、６つ
の区分と２７項目の内容について理解を図る。また、コミュニ
ケーションに関する障がいや困難点を調べ、指導や補助具の活用
を考えると共に、最新のコミュニケーション支援機器やＩＴ関連
機器を導入した指導について紹介する。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

10

【ICFと日常生活活動】
　肢体不自由児の身体状況とICFの考え方に基づいた自主生活活
動のとらえ方、社会参加について考える。（白幡）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び小テストも含めて
、授業内容についてまとめておくこ
と。
（９０分）

7

【幼稚部、小学部の教育】
　入門期となる幼稚部や小学部教育の基盤となるものは何かを指
導事例から考える。豊かな感性を育み一人一人の持つ良さや可能
性を伸ばす教育について解説し、そのために必要な指導の在り方
について解説する。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

8

【中学部、高等部の教育】
社会の中でたくましく生きていくために必要な力は何かを指導事
例を通して考え、ニーズに応じたキャリア教育や移行支援計画の
活用の視点から、卒業までの教育の在り方を考える。（児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

13

【自立活動指導の実際Ⅱ　移動手段】
　肢体不自由児の移動に関する様々な器具やその使用方法等につ
いて説明をし、体験活動等を通じて肢体不自由児の困難点などに
ついて考え、理解を図る。（白幡）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

14

【自立活動指導の実際Ⅲ　姿勢や運動動作】
　肢体不自由児教育に携わる自立活動教諭から特別支援学校での
運動動作の指導やポジショニングについて学び、指導上の要点や
配慮事項を理解し、医師をはじめとする関係者との連携の在り方
について考える。（白幡・児玉）

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び小テストも含め
て、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

11

【医療機関における医療的ケアの実情】
　医療的機関における肢体不自由児に係る医療的ケアの実情と対
応について紹介する。（白幡）

小テストの振り返り及び、次回の授
業内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

12

【医療的ケアと摂食指導】
　肢体不自由児教育に携わる養護教諭より、特別食による摂食指
導や学校での医療的ケアの歴史や現状の取り組みを学び、必要と
する障がい児の実態や教育の場で身につけたい技能や知識につい
ての初歩的な理解を図る。（白幡・児玉）　

予習のプリントも含め、次回の授業
内容に関わる箇所を調べておくこ
と。
（９０分）

配布プリント及び復習プリントによ
り、授業内容についてまとめておく
こと。
（９０分）

定期試験

0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出（１５％）
授業への参加態度（１５％）
授業内での発表状況（２０％）
２回の小テスト（２０％）
まとめのテスト（３０％）

15

【講義のまとめ　肢体不自由教育の展望】
　今回の講義を振り返り、キーワードから要点を整理する。さら
に、肢体不自由児教育で学んだ感想や疑問点を出し合い肢体不自
由児教育の未来について考える。
まとめのテストを実施する。（児玉・白幡）

次回の学習内容に関わる箇所及びま
とめのテストに向けて全体の授業内
容について確認をしておくこと。
（９０分）

配布プリント及びまとめのテストを
振り返り、授業内容についてまとめ
ておくこと。 
  （９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0
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履修条件・留意
事項等

特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修。
宿題・予習のプリントは、必ず提出すること。

備考欄

教科書

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　自立活動編 (幼稚部・小学部・中学部) 平成30年3月
文部科学省

参考文献 改訂版  肢体不自由児の教育 　川間健之介・西川公司　放送大学教育振興会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10664011 病弱教育 3580 2 4

到達目標

①　 様々な病気の種類や特性について理解するとともに、病気を患っている児童生徒の不安感を論じることができる。
②　病弱な児童生徒の繊細な心理状況を把握するとともに、個々の状態に対応した支援の在り方を説明することができる。

授業の方法

配布講義資料とパワーポイントを用いて、授業内容に合わせて、グループワーク（演習）による発表を取り入れる。病弱教育にかかわる視
聴覚教材を通して学び、まとめる。様々な病気の種類やかかわり方の理解を目的に、アクティブラーニング型の授業(全6回)を展開する。

ＩＣＴ活用

パソコンなどを活用し、各自、調査資料を作成する。また、Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、遠隔授業を効
果的に取り入れる。

前期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

　ディプロマ・ポリシーの「保育者、教育者、子育て支援者として、地域社会と保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの
実態に即して成長・発達を支援するための基本的資質を身につけている。
（知識・技能）」と関係する科目である。
　特別支援教育の専門科目であり、特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修の科目である。
　病弱者の心理・生理・病理（１年）、特別支援教育総論（２年）に関連する。

授業の概要

 この授業は、病気の種類とその実態をはじめ、入院児童生徒の心理的特性や病弱養護学校、特別支援学級、院内学級の状況と学校、家
庭、病院等の関係について取り上げ、病弱児童生徒の心理状況を把握する。授業は、配付資料や視聴覚教材などを参考に行うとともに、
様々な病気の種類や関わり方について、各自が主体となって調査を行い、資料を作成する。また、その成果物を全員で分かち合う事で、病
弱児に対する理解を深める。

1

●オリエンテーション
　本講義のシラバスや成績・評価についての説明を受けるととも
に、病弱教育の概要について学習する。病弱教育の教育課程・位
置づけを考えたり、様々な病種を理解する講義であることを認識
する。

＜準備学習＞本講義の内容を認識す
る。(90 分）

＜事後学習＞病弱教育の概要をまと
める。（90分）

2

●病弱教育の意義と病気の子供たちの困り感の理解
　病弱養護学校、特別支援学級（院内学級）、小学校や中学校に
在籍している児童生徒たちが、自分の病気のことで困っているこ
とや悩んでいることについて考える。

＜準備学習＞病気の子供たちの不安
感を考える。
（90分）

＜事後学習＞病気の子供たちの困り
感をまとめる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

臨床心理士/公認心理師として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー業務に従事した実務経験を活かし、病弱教育に関す
る知識と理解、さらに、対応方法についての学びを提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、質問事項に対してコメントを返したり、解説を行ったりする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

●こころの不調をかかえる児童生徒への理解①
　こころの不調に関する基本的な理解の仕方や、様々な状態像に
ついて学ぶ。

＜準備学習＞こころの不調について
調べる。
（90分）

＜事後学習＞こころの不調に対す
る、基本的な考え方をまとめる。
（90分）

6

●こころの不調をかかえる児童生徒への理解②
　視聴覚教材や、事例を通して、こころの不調をかかえる児童生
徒への理解を深める。

＜準備学習＞こころの不調について
考え、まとめたことを話し合う。
（90分）

＜事後学習＞視聴覚教材の内容や事
例についての感想をまとめる。（90
分）

3

●学校教育における病弱教育の場
　病弱教育の対象と実態についての説明を受けるとともに、病気
を患っている児童生徒が学んでいるすべての関係機関と病弱教育
のしくみや制度について学習する。

＜準備学習＞病弱教育の対象につい
て調べる。
（90分）

＜事後学習＞病弱教育のしくみ・制
度をまとめる。
（90分）

4

●児童生徒や家族への配慮
　プライバシーの保護についての考え方や、教員の守秘義務の重
要性について学ぶ。また、児童生徒を取り巻く重要な環境として
の、家族に焦点を当て、配慮の視点をより深める。

＜準備学習＞プライバシーの保護
や、守秘義務について調べる。（90
分）

＜事後学習＞プライバシーの保護や
守秘義務についてまとめる。（90
分）

7

●カウンセリング技術の活用①
　児童生徒一人一人の不安や悩み、繊細な思いを理解する関わり
方を、心理臨床で活用されている方法論から学ぶ。

＜準備学習＞視聴覚教材の内容や事
例についての感想を話し合う。（90
分）

＜事後学習＞心理臨床で活用されて
いる方法論についてまとめる。（90
分）

8

●カウンセリング技術の活用②
　演習を通して、児童生徒一人一人の不安や悩み、繊細な思いを
理解する関わり方を学ぶ。

＜準備学習＞心理臨床で活用されて
いる方法論について話し合う。（90
分）

＜事後学習＞演習の感想をまとめ
る。（90分）
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9

●病弱教育に対する課題の発見
　これまでに学んだ病弱教育の中で、各自がより詳しく調べてみ
たいこと、解決したい疑問等を見つけ出す作業を行い、自分の課
題を確認する。

＜準備学習＞これまでの配布資料等
を見直して、学びの振り返りをす
る。
（90分）

＜事後学習＞各自が発見した課題の
解決方法を考える。（90分）

10

●病弱教育に対する課題の解決①
　各自が見つけた、より詳しく調べてみたいこと、解決したい疑
問について、グループで紹介し合い、それぞれの課題を解決する
方法について、意見を交換する。課題解決方法の見通しがついた
時点で、指導教員に報告し、調査活動を始める。

＜準備学習＞各自が発見した課題の
解決方法について話し合う。（90
分）

＜事後学習＞各自の調査内容をまと
める。（90分）

13

●病弱教育に対する理解と表現①
　グループ内で、調査報告会にむけて、表現方法を確認し合う。
報告会では、各自の調査内容を全体にシェアする。他者の報告内
容から学ぶ。

＜準備学習＞相手に伝わる表現とな
るよう、準備する。（90分）

＜事後学習＞自分の発表や他者の発
表について感想をまとめる。（90
分）

14

●病弱教育に対する理解と表現②
 報告会では、各自の調査内容を全体にシェアする。他者の報告
内容から学ぶ。

＜準備学習＞相手に伝わる表現にな
るよう準備する。（90分）

＜事後学習＞自分の発表や他者の発
表について感想をまとめる。（90
分）

11

●病弱教育に対する課題の解決②
　グループ内で、各自の調査の進捗状況を確認し合う。行き詰ま
りをかかえるメンバーがいれば、その解決方法をメンバー全員で
考える。課題解決方法の見通しがついたグループから、指導教員
に報告し再度調査活動へと展開する。

＜準備学習＞調査の進捗状況につい
て話し合う。
（90分）

＜事後学習＞各自の調査内容をまと
める。（90分）

12

●病弱教育に対する課題の解決③
　グループ内で、各自の調査の進捗状況を確認し合う。行き詰ま
りをかかえるメンバーがいれば、その解決方法をメンバー全員で
考える。課題解決方法の見通しがついたグループから、指導教員
に報告し、調査をまとめる活動へと展開する。

＜準備学習＞調査のまとめ方を考え
る。（90分）

＜事後学習＞調査報告の仕方の工夫
について考える。  
 （90分）

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート内容と、学びの定着を確認するテストの点数（70％）
グループ単位の発表活動及び、ディスカッションへの参加の積極性（30％）

15

●まとめ
　この授業についての全体的な内容を振り返り、学びの定着を確
認するレポートを提出する。

＜準備学習＞講義で学んだことを確
認する。
（90分）

＜事後学習＞授業全体を通しての感
想や意見をまとめる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この講義では、積極的な授業参加態度が求められる。

備考欄

その他 0

教科書 必要な資料はその都度配布する。

参考文献

・病気の子どもの理解のために　全国特別支援学校病弱教育校長会
・病気の子どもの理解のために－こころの病 編－（平成21年度刊行)　全国特別支援学校病弱教育校長会
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10323011 視覚・聴覚障がい教育 3582 1 3

到達目標

視覚・聴覚障害児の主たる疾患等や視覚・聴覚障害教育の教育課程の編成、自立活動等に係る教育内容・方法の基礎的・基本的事項につい
て理解できる。
視覚・聴覚障害児教育の教育課程編成に係る基礎的知識を身に付けることができる。

授業の方法

パワーポイントによるプレゼンテーション及び資料により、授業内容に合わせて講義形式やアクティブラーニングの手法を取り入れた演習
方式で進めていく。
フィードバックとして振り返りのミニレポートなどによる理解度の確認を行う。

ＩＣＴ活用

毎時間パワーポイントを活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいに係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流できる場
面を設定する。　

前期

教員氏名 児玉　稔、佐藤　靖典

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「保育者、教育者、子育て支援者として、地域社会にと保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの
実態に即して成長・発達を支援する基本的な資質を身につけている【知識･技能】」ことと関係する科目であり、視覚及び聴覚に障がいの
ある幼児、児童生徒の特性などを理解し、基礎的・基本的な知識を修得する科目である。さらに、「特別支援教育総論」及び「視覚・聴覚
障がい者の心理・生理・病理」と関連し、「特別支援教育実習」の基礎となる。

授業の概要

本授業は、特別支援教育に関する視覚障害児及び聴覚障害児の教育課程及び指導法に関する科目として、視覚障害教育及び聴覚障害教育の
国内外の教育の歴史、就学制度を含む教育の制度、個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成、重複障害者等に関する教育課程の取扱い
などによる教育課程編成について学ぶ。
視覚障害及び聴覚障害を教育する特別支援学校に示された配慮事項に基づく指導内容・方法、点字指導・歩行指導・視覚補助具の指導や聴
覚口話法・指文字・手話、各種情報機器等の活用についての基礎的知識について学ぶ。

1

＜テーマ＞「教育課程の編成と特別支援学校（聴覚障害）の現
状」
教育課程の編成、対象と学びの場、特別支援学校（聴覚障がい）
の現状を知り、聴覚障がい教育の概要を学ぶ。（佐藤 靖）

1年次に履修した聴覚障がい者の心
理･病理･生理」を復習する。  （90
分）

  特別支援学校（聴覚障がい）の教
育の特徴についてまとめる。　（90
分）

2

＜テーマ＞「言語指導（日本語の指導）①意義、発達課題」
言語指導（日本語の指導）の意義を理解するとともに、子どもの
発達を学ぶ。　(佐藤 靖）

聴覚障がいによる言語発達の遅れに
ついて復習する。（90分）

聴覚障がい児の言語発達の特徴と言
語指導の意義についてまとめる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

盲学校及び聾学校での勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介など、より具体的でわかりやすい
授業を行う。また、保護者や関係機関との連携についても勤務経験を活かした授業を行う。
　

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして振り返りのミニレポートなどによる理解度の確認を行う。また、全体にフィードバックした方がよい内容について
は、回収後に解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

＜テーマ＞「視覚障がい教育の歴史と教育制度」
視覚障がい児教育の歴史から現行のインクルーシブ教育制度の下
での教育内容や学ぶ場について説明し、障がいの程度や状況を踏
まえ就学や教育的ニーズへの支援の観点から必要な教育課程につ
いて考える。(児玉)

視覚障がい教育の歴史について調べ
る。　   （90分）

視覚障がい教育の歴史と学ぶ場につ
いてまとめる。　 （90分）

6

＜テーマ＞「視覚障がい児の教育的課題と個別の指導計画」
個別の指導計画の作成及び視覚障がい児（全盲児・弱視児）と重
複障害児の障がい特性や指導内容・方法の違いを踏まえ、学習や
生活指導の基盤となる概念学習や触察、空間認知などの技能につ
いて説明する。(児玉)

  触察について調べる。
 （90分）

 触察指導と点字の関係についてま
とめる。 （90分）

3

＜テーマ＞「言語指導（日本語の指導）②指導方法１＿音声」
音声を活用した言語指導（日本語の指導）を学ぶ。　（佐藤
靖）

聴覚障がいによる聞こえにくさと言
語発達の遅れについ復習する。
（90分）

音声を活用した言語指導についてま
とめる。 （90分）

4

＜テーマ＞「言語指導（日本語の指導）③」指導方法２＿手話併
用」
手話を活用した言語指導（日本語の指導）を学ぶ。
(佐藤 靖)

手話やゆびもじについて復習する
（90分）

手話を活用した言語指導についてま
とめる。 （90分）
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9

なし なし なし

10 なし なし なし

7

＜テーマ＞「視覚障がい児指導の実際Ⅰ」
特別支援学校（視覚障がい）の配慮事項及び点字の構成や具体的
な触読に挑戦させ点字指導の内容や方法を学習する。また、弱視
児のための拡大鏡や教科書等の視覚補助具について紹介する。
(児玉)

 点字の構成について調べる。
（90分）

  弱視児への支援機器についてまと
める。 （90分）

8

＜テーマ＞「視覚障がい児指導の実際Ⅱ」
幼児期のボディイメージから白杖操作までの歩行指導の在り方、
職業指導と進路指導及び視覚障がい児の情報機器の活用について
説明する。さらに、聴覚障がい教育と視覚障がい教育に関して学
んだ成果と課題等について、まとめのテストを実施する。(児玉)

歩行指導等について調べる。また、
まとめのテストに向けて全体の学習
内容について確認する。(90分）

まとめのテストの振り返り及び視覚
障がい者の社会参加についてまとめ
る。 （90分）

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験

0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出（２０％）授業への参加態度（２０％）授業内での発表状況（１５％）レポート提出(１５％)
８回目にまとめのテストを実施する（３０％）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修。

備考欄

その他

0 

教科書

新・視覚障害教育入門
青柳まゆみ・鳥山由子 編著
ジアーズ教育新社

参考文献

視覚・聴覚・言語障害児の医療・療育・教育　改訂２版　
監修 篠田 達明
金芳堂
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10342011 重複障がい教育総論 3584 2 4

到達目標

①重複障がいについての定義や対象児を理解すると共に、重複障がい教育の歴史や可能性について説明できる。
②学習指導要領で示された重複障がい者に関する教育課程の取り扱いを理解し、障がいの状態から必要とされる教育的ニーズに対する授業
づくりについて関連づけることができる。
③特別支援学校等での教育実践から必要な知識や取組を学び、今後の課題について討議することができる。

授業の方法

パワーポイントおよび配布物を用いて、授業内容に合わせて講義形式やアクティブラーニングの手法を取り入れた演習方式で進めていく。
資料映像や当事者のお話を直接聞くなどしながら授業を進める。
レポートへのコメント等によりフィードバックする。

ＩＣＴ活用

パワーポイント等を活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいに係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流できる場
面を設定する。　

前期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「保育者、教育者、子育て支援者として、地域社会にと保護者のニーズに応え、同僚と協力しつつ多様なこどもの実
態に【即して成長・発達を支援する基本的な資質を身につけている【知識･技能】」に関係する科目であり、主体的・探求的な学習を通じ
て、変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることのできる基礎力を得
るための科目である。
特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修である。
知的障がい教育Ⅰ・Ⅱ、肢体不自由児教育Ⅰ・Ⅱ(２年)及び発達障がい等教育総論(３年)が基礎となっている。

授業の概要

 重複障がい教育の歴史や障がいの特性を知り、どのように進められてきたのか、また、現在の重複障がい児教育がどのように発展してき
たか学ぶ。
特別支援学校学習指導要領から、重複障がい児教育の教育課程と編成について解説し、教科や領域を合わせた指導や自立活動の指導につい
て学ぶ。また、障がいを見通して展開されている多様な教育活動について紹介し、あわせて保護者や障がい者から社会参加の現状を聞き、
これからの課題について考える。

1

【オリエンテーション　重複障がい児と教育】　
    講義の概要と今後の予定、及び受講上の注意について周知す
る。特別支援教育における重複障がい児の概念及び、教育の現状
からから今後の受講における視点や今後の学習内容の整理を行
う。

重複障がいついて、関係する専門書
などを中心に調べておくこと。（９
０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

2

【重複障がいについて知る】
   重複障がい教育を進める上で必要な身体状況や発達、心理的
な特性などを知る方法を解説する。さらに実際に身体状況の
チェック表や発達診断テスト等に取り組み、重複障がい児の特徴
を把握する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

実務経験のある
教員の教育内容

複数の障がい種の特別支援学校における勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介など、より具体
的でわかりやすい授業を行う。また、保護者や関係機関との連携についても勤務経験を活かした授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出した課題の返却時に回答例を解説することで、フィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【重複学級の経営と学内外との連携】
   重複学級や訪問学級の経営について必要な知識や方策を考え
させ、保護者や医療、療育、福祉等の関係者と連携した学級経営
の在り方について解説する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

3

【重複障害児のための教育課程】
　学習指導要領等に示された重複障がい者等に関する教育課程の
取り扱いについて解説し、障がいの状況を踏まえた教育課程の編
制についての考え方を理解する。　

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

4

【知的障がい教育の教育課程】
　重複障がい児は知的障がいを伴うことが多い。そのため特別支
援学校の実践例を示しながら、知的障がい教育の考え方を取り入
れた教育課程について解説する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）
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6

【訪問教育】
　重複障がい児への訪問教育の制度や歴史をたどり指導の実態等
を紹介しながら、訪問教育で必要な知識や指導の在り方や授業作
りなどをグループごとに考えて発表する。


次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

9

【支援や介助の実際について知る】
　重複障がい児教育の場で必要な支援や介助の仕方について解説
する。一人一人の障がい実態や指導する環境、支援機器の活用状
況等の紹介から、必要な支援や介助の在り方をグループごとに考
える。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

10

【障がい児の保護者の思いを知る】
　重い障がいのある子どもを育てている保護者から出生から現在
までの子育てについての思いを知り、子どもの障がいや地域での
生活の様子を知り、教育への期待や保護者としての思いや願いに
ついてグループごとに考える。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

7

【幼児の発達支援と教育】
   重複障がい幼児の誕生からその後の発達を支援する療育・教
育について解説し、幼児への特別支援教育が果たす役割を考え
る。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

8

【障がい者を知る】
    重い障がいがありながらも社会の中で活躍されている障がい
者からそのたくましい生き方についての思いを知り、特別支援教
育が求められていること、果たすべき役割を考える。　


次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

13

【重複障がい児のための授業つくり 1】
   特別支援学校の重複学級で作成された指導案をもとに、様式
や内容から作成における手順や配慮事項を解説し、実際に指導案
を作成する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

14

【重複障がい児のための授業つくり 2】
   特別支援学校の重複学級で作成された指導案をもとに、様式
や内容から作成における手順や配慮事項を解説し、実際に指導案
を作成する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

11

【てんかん児の健康管理】
   抗てんかん薬の投与や吸引器、人工呼吸器等使用などの医療
面での管理が必要な子どもの学校での健康管理について主にてん
かんから解説し、医療的ケアの実際や日常的な健康管理について
考える。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

12

【障がいと教育】
　障害者観の歴史をたどり、最近の「ＩＣＦ」の考え方を紹介し
障がいのある人々の社会参加について考える。また、社会参加の
ために学校教育の中で取り組まれている、移行支援や進路支援に
ついて解説する。

次回の授業内容の予告に基づき関係
する箇所について調べておくこと。
（９０分）

配布プリントを中心に、授業内容に
ついてまとめておくこと。（９０
分）

定期試験

0 実施しない。


定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の提出（15％） 授業への参加態度（15％） 授業内での発表状況（20％）
小論文の提出（10％） 感想文の提出 （10％）まとめのテスト （30％）

15

【講義のまとめ　重複障がい教育の課題】
   講義を振り返って要点を整理する。
   重複障がい教育のまとめのテストを実施する。

授業内容の予告に基づき、内容及び
まとめのテストに向け、全体の授業
内容について確認しておくこと。
(９０分)

まとめのテストの確認及び配布プリ
ントを中心に、授業内容についてま
とめをしておくこと。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0
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履修条件・留意
事項等

特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修.

備考欄

教科書 なし

参考文献 なし

- 404 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10626011 発達障がい等教育総論 3586 2 3

到達目標

①　LD、ADHD、ASDなど、多様なこどもの認知や行動特性を理解できる。
②　こうした特徴を持つ人々の認知や行動特性が社会的場の中で、どのようにして他者とのかかわりのひずみを生じさ せているかを、関
係論的観点からも理解を深め、支援の手がかりを発見する。
③　自分自身の認知や行動特性を知ることを通して、発達障がいのある児童生徒に対する理解を深め、説明することができる。

授業の方法

  授業とグループ単位で取り組む演習を組み合わせて行う。アクティブな学習環境を提供し、受講学生中心の授業展開とする。

ＩＣＴ活用 Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、遠隔授業を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

　ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニ
ケーション能力を身につけている。（思考・判断・表現）」と関係する科目である。特に、発達障がいと共にあるこどもなど、多様なこど
もに対する適切なものの見方、考え方、行動の仕方に関専門して専門的に学習する。学校現場における、インクルーシブな教育についての
理解を深める、重要な科目として位置付けられる。
　特別支援教育の専門科目であり、特別支援学校教諭免許取得希望者は、必修の科目である。
　特別支援教育総論の学びがベースになっている。

授業の概要

発達障がいに含まれる主なものとして、限局性学習症（LD）、注意欠如・多動症（ADHD)、自閉スペクトラム症（ASD）などがあげられる。
ここでは、障がいという問題を構成している諸要因の関連の枠組みの中で、こうした特徴を持つ人々の課題と解決の糸口を学ぶ。

1

●オリエンテーション
講義担当者の臨床実践や、研究の経過を紹介し、講義の内容や目
的、進め方についての説明を行う。発達障がいに対してもってい
るイメージや、各自のこれまでの経験を確認する。

 シラバスを読み、学習内容を確認
し、特に興味がある内容を書き出
す。(90分）

 配布された資料を基に、これから
の授業の見通しを持つ。(90分）

2

●ASDについて①
ASDとはどのような障がいなのかについて、視聴覚教材等を活用
しながら理解を深める。　

ASDの概念についてこれまでの学び
を確認する。(90 分）

他の受講生の発言や、授業で取り扱
われた内容について、重要と思われ
る事柄を取り上げ、まとめておく。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

臨床心理士/公認心理師として、発達相談及び、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー業務に従事してきた実務経験を活か
し、発達障がいに関する知識と理解、さらに、対応方法についての学びを提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポートにコメントを書き添えてフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

●LDについて
LDとはどのような障がいなのかについて、視聴覚教材等を活用し
ながら、理解を深める。

LDの概念についてこれまで学んだこ
とをまとめておく。(90分)

配付されたプリントを参考にして、
LDの特徴についてまとめておく。
（90分）

6

●こどもがもつ多様なニーズ①
発達障がいの視点に限らず、様々なニーズを持つこどもがいるこ
とを知り、こどもの思いに寄り添うこととは、どのようなことな
のかを学ぶ。

こどもの多様なニーズについてこれ
まで学んできたことをまとめる。
（90分）

授業で紹介された事例について整理
しておく。（90分）

3

●ASDについて②
ASD当事者が書いた文章や、映像を通して、ASD当事者の内的な体
験世界にふれる。

ASDの概念について調べる。(90
分）

  配布されたプリントを参考にし
て、ASDの特徴についてまとめてお
く。（90分）

4

●ADHDについて
ADHDとはどのような障がいなのかについて、視聴覚教材等を活用
しながら理解を深める。

ADHDの概念についてこれまでに学ん
だことをまとめておく。(90分)

 配布されたプリントを参考にし
て、ADHDの特徴についてまとめてお
く。（90分）

9

●障がいと共にある人への社会のサポート②
児童発達支援の分野で行われている、こどもへの支援や、保護者
への支援について学ぶ。

児童発達支援について調べる。（90
分）

配付されたプリントを参考にして、
児童発達支援についてまとめる。
（90分）

7

●こどもがもつ多様なニーズ②
発達障がいの視点に限らず、様々なニーズを持つこどもがいるこ
とを学び、こどもを理解するための視野を広げる。　　

こどもの多様なニーズについてこれ
まで学んできたことをまとめる。
（90分）

配付されたプリントを参考にして、
こどもがもつ多様なニーズについて
まとめる。（90分）

8

●障がいと共にある人への社会のサポート①
障がいと共にある人への社会のサポート体制について、乳幼児期
から成人期まで整備されている様々なサポートの全体像を学ぶ。

障がいと共にある人への社会のサ
ポートについて調べる。(90分）

配付されたプリントを参考にして、
社会のサポート機能についてまとめ
る。（90分）
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10

●障がいと共にある人への社会のサポート③
児童発達支援の分野で行われている、こどもへの支援や、保護者
への支援について学ぶ。この回は特に、放課後等デイサービスに
ついて学ぶ。

放課後等デイサービスについて調べ
る。(90分）

配付されたプリントを参考にして、
自身の理解をまとめる。(90分）

13

●特性シート①
発達障がいの特性をまとめるのに役立つシートを紹介する．項目
の意味や記入方法について、記入例を通して理解を深める。

自分自身の得意や苦手について書き
出す。（90分）

 自分の特性シートの内容を見直し
て、気付いたことを書き出す。(90
分）　

14

●特性シート②
自分自身の特性をシートに書き起こしてまとめる。グループ内
で、互いに知識や理解を補い合いながら演習を行う。

シートの内容でわからないところが
ないか点検する。(90分）

自分自身の特性をまとめたシートを
見直して、気付いたことなどを整理
する。（90分）

11

●障がいと共にある人への社会のサポート④
児童発達支援の分野で行われている、こどもへの支援や、保護者
への支援について学ぶ。この回は特に、放課後等デイサービスの
具体的な支援内容について学びを深める。

様々な放課後等デイサービスの具体
的な支援内容について調べる。

配付されたプリントを参考にして、
自身の理解をまとめる。(90分）

12

●保護者の思い
発達障がいがあるこどもを育てる、保護者の思いや願いについて
学ぶ。

これまでに学んできた保護者の心情
について確認する。(90分）

配付されたプリントを参考にして、
保護者の思いや願いについてまとめ
る。（90分）

定期試験 0 　定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート内容と、学びの定着を確認するテストの点数（70％）
グループ単位の発表活動及び、ディスカッションへの参加の積極性（30％）

15

●まとめ
この授業についての全体的な内容を振り返り、学びの定着を確認
する。

演習を振り返り、気付いたことをま
とめる。（90分）

 この講義全体を通した感想及び意
見についてまとめる。　（９0分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

この講義では、積極的な授業参加態度が求められている。

備考欄

その他 0

教科書 なし。

参考文献 必要な資料は適宜配付する。

- 406 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10747011 教育実習指導Ｉ 3830 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

幼稚園における教育実習の全体像を知る。また、教育実習についての知識や、実習に役立つ技能を身につけていく。加えて、幼児ついての
理解を深め、幼児の育ち（＝自立）を援助する保育者としての資質や役割、心構えなどについて理解し、実際に行動・実践できるかが到達
目標である。

授業の方法

配布印刷物を用いて演習形式ですすめる。
次回の授業において、課題を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

ＩＣＴ活用

配布資料の他、ワークシートや保育記録等の資料、実践場面の映像の提供及び収集などICTを用いて具体的・実践的に学ぶ。

前期・後期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、
不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけている（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目で
ある。また、教育実習Ⅰ（幼稚園実習）で必要な、実践的な指導力の基礎を培い、幼稚園に関する基礎的な技術等を具体的に習得する科目
である。
「幼児の理解」を基礎とし、 「教育実習Ⅰ」及び「教職実践演習」に繋がる科目である。　

授業の概要

幼稚園教育実習に向けての指導として、幼稚園実習の目的、意義、保育の部分指導に関する実習指導案作成等を行う。幼稚園教育実習で最
小限必要な、実践的な指導力の基礎を培う。幼稚園教育実習を円滑にするために、幼稚園に関する基礎的な知識・実習に必要な技術、実習
に関わる実務などを具体的に習得する。

1

【前期】
①オリエンテーション（注意事項・講義のねらいなど）。②渡さ
れた資料を理解し、次回からの授業準備などを怠らない。
【後期】
保育実習Ⅰ－２（保育所）での経験をグループ討議等によって、
幼稚園教育実習に生かす。（アクティブラーニング）



シラバスを十分に確認しておくこ
と。（20分）

オリエンテーション（注意事項・講
義のねらいなど）にて
渡された資料を復習し、十分に再確
認しすること。（25分）

2

【前期】
幼稚園教育実習について理解する。
【後期】
部分案におけるねらいの立案方法について理解する。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

次回の授業において、課題を返却し、フィードバック、確認を行い、理解度を高める。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【前期】
部分実習「手遊び」を発表する①。（アクティブラーニング）
【後期】
部分案を作成する①。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

6

【前期】
部分実習「手遊び」を発表する②。（アクティブラーニング）

【後期】
部分案を作成する②。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

3

【前期】
部分実習「手遊び」についての指導計画を立案する①。
【後期】
部分案におけるねらいの立案方法について理解する。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

4

【前期】
部分実習「手遊び」についての指導計画を立案する②。
【後期】
部分案の作成方法について理解する。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）
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9

【前期】
「園外保育」について考える①。「園外保育」において留意する
こと等を理解する。
【後期】
幼稚園教育実習単位取得者からの解説を通して、幼稚園教育実習
への理解を深める。


返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

10

【前期】
「園外保育」について考える②。「園外保育」のロールプレイン
グを通して実際的に理解する。（アクティブラーニング）

【後期】
幼稚園教育実習園の選び方について理解する。


返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

7

【前期】
部分実習「手遊び」を発表する③。（アクティブラーニング）

【後期】
部分案を作成する③。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

8

【前期】
部分実習「絵本読み」について留意すること等を理解する。
【後期】
部分実習（責任実習）を行う際に留意することについて理解を深
める。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

13

なし なし なし

14 なし なし なし

11

【前期】
指導計画とは①。指導計画について理解する。
【後期】
幼稚園教育実習個人調査票や日誌の記入方法について理解する。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

12

【前期】
指導計画とは②。「週案」を理解し作成する。
【後期】
幼稚園教育実習後の事後指導について理解する。

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（20分）

返却された課題や資料などに目を通
し、復習を行うこと。（25分）

定期試験 0 行わない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題・提出物・発表内容　１００％

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

教育実習Ⅰ（幼稚園教育実習）を選択する学生は必ず履修すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 幼稚園教育要領解説（平成30年３月）文部科学省

参考文献 特になし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10746011 教育実習Ⅰ 4832 4 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．幼稚園という保育・教育の場の機能、役割を理解することができる。
２．幼稚園における遊びや生活を通して子どもを理解することができる。
３．幼稚園教諭の職務・役割・仕事の内容を具体的に学び理解することができる。
４．大学における学習と実習の内容を有機的に融合することができる。

授業の方法

幼稚園教諭の職務・役割・仕事を、実習指導教諭を中心とした指導や実習巡回指導教員による指導によって理解を深める。

ＩＣＴ活用 特になし

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ


ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び 教育実践を実現するために、
不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係がある科目
である。また、幼稚園における教育・保育計画の立案・実践を行い、幼稚園教諭の姿から子どもとの関わり方、援助の方法を学ぶ科目であ
る。加えて、「教育実習指導Ⅰ」を基礎とし、「教職実践演習」に繋がる科目である。

授業の概要

これまでの幼児教育の学習の集大成として、実践をより深めるための実習である。教育実習では、実際に幼稚園のクラスに入り、クラス担
任の助手的な役割を務め、部分的にあるいは１日の指導計画の立案・実践を行う（責任実習）。このことを通して、幼児期の子ども達がど
のような発達過程を歩んでいるのかを実際の子どもの遊び・仲間関係・興味・関心に触れながら学習する。また、幼稚園教諭がどのように
幼児と関わり、幼児を援助しているのかを、幼稚園教諭の姿から学ぶ。

1

○幼稚園において、４週間（原則２０日間）の実習を行う
○事前訪問
・実習先と実習のスケジュール等について確認を行い、実習に向
けた諸注意等の指導を受ける

なし。 なし。

2

○参加実習
・保育の中に入り生活や遊びを共にする中から保育を体験的に学
ぶ
・幼稚園教諭の職務を理解し、日々の生活を通してその役割を理
解する

なし。 なし。

実務経験のある
教員の教育内容


科目担当教員は、幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。
実習では、直接、幼稚園教員から学ぶ。

課題に対する
フィードバック

の方法

教育実習Ⅰ後に事後指導を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

○部分案を作成し部分実習を行う
・個々の幼児に応じた指導案を作成し部分的な責任実習を行う
・幼児の興味関心及び安全に十分配慮する

なし。 なし。

6

○巡回指導を受ける
・巡回指導教員及び実習指導者からの指導を受け、日々の実践の
反省及び課題をより明確化する
・巡回指導による助言を今後の実践に十分生かす

なし。 なし。

3

○幼児の個人差やニーズについて理解し、その援助方法を習得す
る
・幼児に共感し、受容する態度を身につける。
・幼児の個人差や発達の違いに応じた援助を身につける

なし。 なし。

4

○家庭との意思疎通を具体的な事例を通して学ぶ
・日常の保護者との対応を通して、コミュニケーションの方法を
学ぶ
・親子のコミュニケーションについても学ぶ

なし。 なし。

7

○日案を作成し全日実習を行う
・個々の幼児に応じた指導案を作成し全日（一日）の責任実習を
行う
・幼児の興味関心及び安全に十分配慮する

なし。 なし。

8

○事後訪問
・実習終了に係る挨拶を兼ねて訪問し、実習日誌等を提出する
・実習園に対して感謝の気持ちを伝える

なし。 なし。
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9

○事後指導
・幼稚園における体験をもとにし、反省や課題を明確化する。
・今後の学習計画（教職実践演習等）を明確にし、インターン
シップ等で実践する。

なし。 なし。

10 なし。 なし。 なし。

13 なし。 なし。 なし。

14 なし。 なし。 なし。

11 なし。 なし。 なし。

12 なし。 なし。 なし。

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 実習日誌３０％（記述内容・実習後の反省・考察）・実習態度２０％（出席簿等の結果）

15 なし。 なし。 なし。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

こども発達学科学外実習履修要件を満たしていること。

備考欄

その他

50 実習園評価５０％（実習態度・理解・指導力等）

教科書 特になし

参考文献 特になし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10564011 特別支援教育実習講義（1組） 3880 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１　特別支援学校における教育実習にむけた心構えなどについて理解できる。
２　実習を行う学校種別ごとに分かれての教材研究や学習指導案の作成ができる。
３　反省や評価に基づく模擬授業及び授業観察を行うことができる。

授業の方法

パワーポイントによるプレゼンテーション及び資料により、授業内容に合わせて講義形式・演習方式で進めていく。
フィードバックとしてミニレポートなどによる理解度の確認を行う。

ＩＣＴ活用

パワーポイント等を活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいに係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら模擬授業や授業観察等を
通して、互いに意見交流できる場面を設定する。　

後期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長･発達について全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有するこ
どものいずれかについての基本的な知識を身につける【知識･技能】」ことと関連する科目であり、学習指導要領に準拠した教育課程並び
に特別支援学校での教育実習に向けた心構えについて学び、学習指導案に基づく模擬授業及び授業観察を行う科目である。
4年次の特別支援教育実習につながる。

授業の概要

特別支援学校の教育実習にあたっての心構えや特別支援学校の組織並びに通常の学校と異なる点について学ぶ。また可能な範囲で実習を行
う学校種別ごとに分かれて学習指導案の作成方法について学ぶ。さらに実際に学習指導案を作成して模擬授業を行い、模擬授業の反省に基
づいた授業の評価方法を身につける。

1

○ オリエンテーション
　・特別支援学校における教育実習講義のシラバスについての説
明を受ける。
　・特別支援学校における教育実習にむけた基本的な心構えにつ
いて考える。

本講義の内容（シラバス）について
確認する。
（25分）

基本的な心構えをまとめる。（20
分）

2

○教育実習ハンドブックについて
　・「保育実習・教育実習ハンドブック」（こども発達学科編）
の内容について確かめる。
　・ハンドブックにより｢特別支援学校教諭免許取得」にかかる
実習内容などについて理解する。

ハンドブックの内容について確認す
る。（25分）

免許取得の内容をまとめる。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

複数の障がい種の特別支援学校における勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介,指導案の作成
のポイント等について、より具体的で実習に活かせるような授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出物については、返却時に補足説明をし、フィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

○特別支援学校における教育実習の意義と目的について
　・特別支援教育に関するＤＶＤを視聴し、その教育に関するレ
ポートをまとめる。
　・特別支援学校における教育実習にむけた自分の考えや抱負を
まとめ発表する。

教育実習の意義・目的を確認する。
（25分）

実習に向けた考え方などをまとめ
る。　（20分）

6

○特別支援学校の組織や通常の学校との違いなどについて
　・なぜ、特別支援教育に変わったのか、その基本となる考え方
は何かを理解する。
　・特別支援教育コーディネーターの役割について知る。
　・特別支援学校と特別支援学級並びに普通学級における教育の
違いを理解する。

特別支援教育に関して調べる。
（25分）

通常学級との違いをまとめる。
（20分）

3

○あいさつの仕方など、実習中の子供たちとのかかわり方につい
て
　・特別支援教育実習における配慮事項などについて、ハンド
ブックをもとに考える。
　・特別支援教育実習における教職員、保護者及び児童生徒への
接し方について考える。

実習での配慮事項を確認する。（25
分）

実習現場での配慮点をまとめる。
（20分）

4

○校務分掌と学級経営、学級（ホーム・ルーム）活動について
　・特別支援学校における校務分掌や学級の形態について理解す
る。
　・特別支援学校における｢個別指導計画」「個別の教育支援計
画」について理解する。

特別支援学校の実態について調べ
る。（25分）

指導計画・教育支援計画をまとめ
る。（20分）
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9

○学習指導案の作成について（教科別の指導）
　・「教科別の指導」に関する教材研究と指導案の作成に取り組
む。
　・「教科指導」と「「教科別の指導」との違い（教育課程の再
編成）について理解する。
＜準備学習＞教科別の指導について調べる。　　＜事後学習＞教
育課程の再編成についてまとめる。

教科別の指導について調べる。（25
分）

教育課程の再編成についてまとめ
る。（20分）

10

○学習指導案の作成について（領域・教科を合わせた指導）
　・「領域・教科を合わせた指導」に関する教材研究と指導案の
作成に取り組む。
　・「日常生活の指導」｢遊びの指導」「生活単元学習」「作業
学習」及び｢自立活動」について理解する。

学習指導案の作成について調べる。
（25分）

合わせた指導についてまとめる。
（20分）

7

○良い学級づくり、良い授業の進め方について
　・特別支援教育における教育課程の構造について理解する。
　・知的障害教育及び視覚･聴覚･肢体不自由･病弱教育に関する
教育課程の内容について理解する。
　・４領域（各教科･特別な教科 道徳･特別活動･自立活動）及び
各指導の形態について理解する。

教育課程の構造について調べる。
（25分）

領域、指導の形態についてまとめ
る。（20分）

8

○教材研究、授業への準備について
　・個別の実態把握から授業の計画･実施･評価（Ｐ・Ｄ・Ｃ・
Ａ）について理解する。
　・特別支援教育で対象となる児童生徒について考える。
　・支援を要する（障害のある）児童生徒への対応について考え
る。

授業のP・D・C・Aについて調べる。
（25分）

児童生徒への対応についてまとめ
る。（20分）

13

 ○模擬授業「反省・評価に基づく授業及び授業観察」
　・各グループの模擬授業に対する反省･評価などをもとに授業
を展開する。
　・反省･評価などをもとにした授業に関する観察記録を作成す
る。

模擬授業の反省・評価に関して調べ
る。　（25分）

模擬授業の観察記録を仕上げる。
（20分）

14

○教育実習に向けて
　・実習ハンドブックなどを参考に実習日誌の書き方について考
える。
　・実習報告書等の作成に取り組む。
　・実習の自己評価などの観点について整理し、実習課題との整
合性をもたせる。

実習日誌の記入について確認する。
（25分）

自己評価の観点についてまとめる。
（20分）

11

○学習指導案の作成及び授業観察について
　・特別支援学校に関する学校種別（障害種別）の教育内容等に
関して理解する。
　・特別支援学校における５つの障害種に関して、各グループ毎
に課題学習を取り組む。

特別支援学校の障害種について調べ
る。（25分）

グループごとの課題をまとめる。
（20分）

12

○模擬授業「学習指導案にそった授業及び授業観察」
　・作成した指導案をもとに、各グループ毎に模擬授業を行う。
　・各グループの模擬授業に関する観察記録を作成する。

模擬授業に関して調べる。 （25
分）

模擬授業の観察記録をまとめる。
（20分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・課題の提出（２０％）  ・授業観察時の討議及び観察記録の提出（２５％）
・学習指導案の作成（２５％）  ・模擬授業の実施（３０％）

15

○まとめ
　・特別支援教育実習講義の内容について整理する。
　・教育実習にあたっての決意や抱負について改めて整理し、発
表する。

実習に向けた決意や抱負を考える。
（25分）

本講義の内容についてまとめる。
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0

教科書 なし

参考文献 なし
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履修条件・留意
事項等

４年次の特別支援学校教育実習については、３年次終了時までに、特別支援学校教諭免許の必修科目の
８０％以上（事前事後指導科目を含む）の単位履修が必要となることに留意する。

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10564012 特別支援教育実習講義（2組） 3880 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１　特別支援学校における教育実習にむけた心構えなどについて理解できる。
２　実習を行う学校種別ごとに分かれての教材研究や学習指導案の作成ができる。
３　反省や評価に基づく模擬授業及び授業観察を行うことができる。

授業の方法

パワーポイントによるプレゼンテーション及び資料により、授業内容に合わせて講義形式・演習方式で進めていく。
フィードバックとしてミニレポートなどによる理解度の確認を行う。

ＩＣＴ活用

パワーポイント等を活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいに係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流できる場
面を設定する。　
　

後期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不
断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」と特に関係する科目であ
る。４領域（各教科、特別の教科 道徳、特別活動、自立活動）及び総合的な学習の時間の指導形態による授業観察、個別の指導計画・個
別の教育支援計画に基づく学習指導を行い、学習指導案作成を含めた教材研究・教材作成を行う科目である。
特別支援教育実習講義及び幼稚園教育実習または小学校教育実習のスキルを基礎としている。

授業の概要

特別支援学校の教育実習にあたっての心構えや特別支援学校の組織並びに通常の学校と異なることについて学ぶ。また可能な範囲で実習を
行う学校種別ごとに分かれて学習指導案の作成方法について学ぶ。さらに、実際に学習指導案を作成して模擬授業を行い、模擬授業の反省
に基づいた授業の評価方法を身につける。

1

○ オリエンテーション
　・特別支援学校における教育実習講義のシラバスについての説
明を受ける。
　・特別支援学校における教育実習にむけた基本的な心構えにつ
いて考える。

本講義の内容（シラバス）について
確認する。　
（25分）

基本的な心構えをまとめる。（20
分）

2

○教育実習ハンドブックについて
　・「保育実習・教育実習ハンドブック」（こども発達学科編）
の内容について確かめる。
　・ハンドブックにより｢特別支援学校教諭免許取得」にかかる
実習内容などについて理解する。

ハンドブックの内容について確認す
る。（25分）

免許取得の内容をまとめる。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

複数の障がい種の特別支援学校における勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介、指導案作成の
ポイント等について、より具体的で実習に活かせるような授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法


提出物については、返却時に補足説明をし、フィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

○特別支援学校における教育実習の意義と目的について
　・特別支援教育に関するＤＶＤを視聴し、その教育に関するレ
ポートをまとめる。
　・特別支援学校における教育実習にむけた自分の考えや抱負を
まとめ発表する。

教育実習の意義・目的を確認する。
（25分）

実習に向けた考え方などをまとめ
る。　（20分）

3

○あいさつの仕方など、実習中の子供たちとのかかわり方につい
て
　・特別支援教育実習における配慮事項などについて、ハンド
ブックをもとに考える。
　・特別支援教育実習における教職員、保護者及び児童生徒への
接し方について考える。

実習での配慮事項を確認する。（25
分）

実習現場での配慮点をまとめる。
（20分）

4

○校務分掌と学級経営、学級（ホーム・ルーム）活動について
　・特別支援学校における校務分掌や学級の形態について理解す
る。
　・特別支援学校における｢個別指導計画」「個別の教育支援計
画」について理解する。

特別支援学校の実態について調べ
る。（25分）

指導計画・教育支援計画をまとめ
る。（20分）
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6

○特別支援学校の組織や通常の学校との違いなどについて
　・なぜ、特別支援教育に変わったのか、その基本となる考え方
は何かを理解する。
　・特別支援教育コーディネーターの役割について知る。
　・特別支援学校と特別支援学級並びに普通学級における教育の
違いを理解する。

特別支援教育に関して調べる。
（25分）

通常学級との違いをまとめる。
（20分）

9

○学習指導案の作成について（教科別の指導）
　・「教科別の指導」に関する教材研究と指導案の作成に取り組
む。
　・「教科指導」と「「教科別の指導」との違い（教育課程の再
編成）について理解する。
＜準備学習＞教科別の指導について調べる。　　＜事後学習＞教
育課程の再編成についてまとめる。

教科別の指導について調べる。（25
分）

教育課程の再編成についてまとめ
る。（20分）

10

○学習指導案の作成について（領域・教科を合わせた指導）
　・「領域・教科を合わせた指導」に関する教材研究と指導案の
作成に取り組む。
　・「日常生活の指導」｢遊びの指導」「生活単元学習」「作業
学習」及び｢自立活動」について理解する。

学習指導案の作成について調べる。
（25分）

合わせた指導についてまとめる。
（20分）

7

○良い学級づくり、良い授業の進め方について
　・特別支援教育における教育課程の構造について理解する。
　・知的障害教育及び視覚･聴覚･肢体不自由･病弱教育に関する
教育課程の内容について理解する。
　・４領域（各教科･特別な教科 道徳･特別活動･自立活動）及び
各指導の形態について理解する。

教育課程の構造について調べる。
（25分）

領域、指導の形態についてまとめ
る。（20分）

8

○教材研究、授業への準備について
　・個別の実態把握から授業の計画･実施･評価（Ｐ・Ｄ・Ｃ・
Ａ）について理解する。
　・特別支援教育で対象となる児童生徒について考える。
　・支援を要する（障害のある）児童生徒への対応について考え
る。

授業のP・D・C・Aについて調べる。
（25分）

児童生徒への対応についてまとめ
る。（20分）

13

 ○模擬授業「反省・評価に基づく授業及び授業観察」
　・各グループの模擬授業に対する反省･評価などをもとに授業
を展開する。
　・反省･評価などをもとにした授業に関する観察記録を作成す
る。

模擬授業の反省・評価に関して調べ
る。　（25分）

模擬授業の観察記録を仕上げる。
（20分）

14

○教育実習に向けて
　・実習ハンドブックなどを参考に実習日誌の書き方について考
える。
　・実習報告書等の作成に取り組む。
　・実習の自己評価などの観点について整理し、実習課題との整
合性をもたせる。

実習日誌の記入について確認する。
（25分）

自己評価の観点についてまとめる。
（20分）

11

○学習指導案の作成及び授業観察について
　・特別支援学校に関する学校種別（障害種別）の教育内容等に
関して理解する。
　・特別支援学校における５つの障害種に関して、各グループ毎
に課題学習を取り組む。

特別支援学校の障害種について調べ
る。（25分）

グループごとの課題をまとめる。
（20分）

12

○模擬授業「学習指導案にそった授業及び授業観察」
　・作成した指導案をもとに、各グループ毎に模擬授業を行う。
　・各グループの模擬授業に関する観察記録を作成する。

模擬授業に関して調べる。 （25
分）

模擬授業の観察記録をまとめる。
（20分）

定期試験

0 定期試験は実施しない。

15

○まとめ
　・特別支援教育実習講義の内容について整理する。
　・教育実習にあたっての決意や抱負について改めて整理し、発
表する。

実習に向けた決意や抱負を考える。
（25分）

本講義の内容についてまとめる。
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・課題の提出（２０％）  ・授業観察時の討議及び観察記録の提出（２５％）
・学習指導案の作成（２５％）  ・模擬授業の実施（３０％）

履修条件・留意
事項等

４年次の特別支援学校教育実習については、３年次終了時までに、特別支援学校教諭免許の必修科目の
８０％以上（事前事後指導科目を含む）の単位履修が必要となることに留意する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10563011 特別支援教育実習 4882 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１　教育実習を通して、障がいのある幼児、児童・生徒の実態把握や配慮すべき留意事項などを習得することができる。
２　「領域・教科をあわせた指導」「教科別の指導」の学習指導案を作成することができる。
３　配属となった学級において授業研究を行うことができる。

授業の方法

道内の特別支援学校（盲学校・聾学校・養護学校など）において、２週間から３週間の期間、教育実習を行う。
授業研究のフィードバックとしての研究協議の場において、自己評価を行う。

ＩＣＴ活用

パワーポイント等を活用し、提示したスライドを確認するなどしながら視覚的に内容が理解しやすい授業展開とする。
障がいに係るビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流できる場
面を設定する。　
　

後期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「今日の教育･保育･子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために、不断
に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲･態度を身につけている【関心･意欲･態度】」と特に関係する科目である。４
基領域（各教科、特別の教科 道徳、特別活動、自立活動）及び総合的な学習の時間の指導形態による授業観察と、個別の指導計画・個別
の教育支援計画に基づく学習指導を行い、学習指導案作成を含めた教材研究・教材作成を行う科目である。
特別支援教育実習講義及び幼稚園教育実習または小学校教育実習のスキルを基礎としている。

授業の概要

特別支援学校において、学校経営の内容、学校評価の方法、保護者との連携、児童生徒の安全、地域のセンター機能の実際等を理解する。
次に、各教科、特別の教科 道徳、特別活動、自立活動、総合的な学習の時間の観察を行い、その後、指導案を作成して実際の指導を行
う。また、学級経営の基礎や生徒指導についても理解を深める。実習終了後の反省会などを通して、教職に対する意欲を喚起する。

1

○　特別支援学校における事前指導（オリエン
　　テーション）
　・特別支援学校の実態等について説明を受け
　　る。
　・特別支援教育に関する基礎的知識や教員の
　　一員としての心得について説明を受ける。

なし なし

2

○　各特別支援学校での教育実習（３週間）
　・特別支援学校での実習にあたっての配慮事項
　　について説明を受ける。
　・学校経営、学校評価、保護者との連携、児童
　　生徒の安全などについて理解する。

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

複数の障がい種の特別支援学校における勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の紹介など、より具体
的でわかりやすい授業を行う。また、保護者や関係機関との連携についても勤務経験を活かした授業を行う。
　

課題に対する
フィードバック

の方法

提出した課題については、研究協議の場でフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

　・「領域・教科をあわせた指導」「教科別の
　　指導」について理解を深める。
　・実習校の障害種や児童生徒の実態に応じた
　　学習指導案の作成を取り組む。

なし なし

6

　・授業研究の準備（教材研究等）並びに授業
　　研究に向けた事前の授業を繰り返し行う。
　・授業研究に向けて、指導教諭並びに実習担
　　当教諭の指導を受ける。

なし なし

3

　・地域における特別支援教育の「センター的
　　機能の発揮」について理解する。
　・障がいのある幼児･児童・生徒の実態把握や配　
　　慮すべき留意事項などについて理解する。

なし なし

4

　・各学級に所属し、指導教員(学級担任等)のも
　　と、基本的な事柄を学びながら実習を行う。
　・学級の子供の観察と理解や教育目標の設定、
　　教育内容・方法などについて説明を受ける。

なし なし

- 417 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

9 なし。 なし なし

10 なし。 なし なし

7

　・授業研究を実施すると共に、授業に対する
　　自己反省の内容を整理する。
　・授業研究に関する反省会において、実習校
　　の教員並びに大学の巡回指導担当より指導
　　を受ける。

なし なし

8

○　大学における事後指導
　・教育実習に関する自己評価（反省等）を行
　　い、課題レポートとしてまとめる。
　・実習報告会において成果などを発表する。

なし なし

13 なし。 なし なし

14 なし。 なし なし

11 なし。 なし なし

12 なし。 なし なし

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・実習校による評価（40%）＜総合評価＞
・実習日誌（30%）＜記述内容、実習後の反省･考察＞
・実習態度（30%）＜巡回指導教員の評価＞

15 なし。 なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・基礎免許（幼稚園または小学校）の教育実習を履修すること。
・３年次終了時までに、特別支援学校教諭免許の必修科目の８０％以上（事前事後指導科目を含む）の単位
　履修が必要である。

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10351011 教育実習指導II 3850 1 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１　教育実習の意義や内容、学習指導要領について、深く捉えることができる。
２　小学校の教育活動について理解し、教育実習に備えることができる。
３　実習課題・研究課題を明らかにし、教育実習に意欲的に取り組む心構えをもつことができる。
４　演習を通して教育者としての教養やコミュニケーション力、表現力を高めることができる。
５　模擬授業を通して、発問・指導案・板書計画の作り方について作成することができる。

授業の方法

指導案作りや模擬授業などの演習がメインとなるが、パワーポイントと配布物、そして視聴覚メディアを活用しながら行い、学生の質問や
対話を多く取り入れていく。毎回、小学校の教育現場における具体的な事例を提示し、「学級経営のあり方」とや「指導案や板書の重要
性」に気付かせる。可能な限り、学生が主体的・対話的・深い学び（＝アクティブラーニング）ができるような工夫をする。課題に対する
フィードバックは、毎回授業の振り返り文やメモについてコメントを書く。また、必要に応じてルーブリック評価も取り入れる。 

ＩＣＴ活用

毎時間、パワーポイントを使用し、視覚的にも理解しやすいように教育課程や単元構成の構築について解説する。また、電子黒板、実物投
影機、スライド黒板などを連動させた、板書指導や模擬授業作りの場を設定する。

後期

教員氏名 森田　弘行、高桑　純

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができる（思考・判断・表現）」ことを重視した科目である。また、ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援において、同僚、保
護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニケーション能力を身につけている（思考・判断・表現）」ための科目で
ある。小学校教育実習（4年前期）、教職実践演習（4年後期）の基礎的な資質能力を身につける科目として位置づけられる。

授業の概要

   教員を目指す学生が、教育実習の基礎的理解、技術習得、要領等について学び、実習の心構えを確実なものとする。そのため教育実習
の意義と目的、形態や方法、授業実践の基本や技能習得等について理解を深める。教員としての資質を磨き、実践に結び付くように演習で
は様々な教育活動の場を想定して実践的に行う。

1

【オリエンテーション】　　　　　　　 本P1-P14　  
教育実習の意義や内容、要領について理解する。
大学の学びと実習、教員の資質、実践研究、実践的な能力、倫理
性を高める基礎訓練について理解することが目的となる。具体事
例から 、教職につくための要件や教育現場の実態と今日的な課
題について学ぶ。 (森田)

教育実習ハンドブックをひと通り、
しっかり読んでおくこと。    (25
分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。 (20分）

2

【教育実習の心構え】　本P15-P16 
介護等体験をふまえて、教員として求められる資質や実習の心構
えについて話し合い課題意識を持つことの大切さを理解する。。
特に使命感、責任感、教育的愛情、知識・理解、指導力、コミュ
ニケーション力の重要性について学ぶ。 (森田)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

実務経験のある
教員の教育内容

小学校教員として３５年勤務した経験を生かして、学校教育の在り方や教育課程などの授業を行う。また、教育実習生の指導担当教員とし
ての経験も多くあり、教育実習における心構え、指導案作成、生徒指導、板書指導の知識、知見を有している。この経験を生かした授業を
行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

  授業におけるメモ内容と感想・要望・質問・内省等の文章に対しては、コメントを返す。
また、模擬授業や指導案作成については個別指導を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【今日的な教育課題】　    
グループ討議を行い、学力　・いじめ　・不登校　・虐待　・Ｉ
ＣＴ活用　・危機管理等について深く学ぶ。
また、教育課題ごとに、現状と対策、意見を交流することで、新
学習指導要領で重視されている「主体的・対話的・深い学び」や
「カリキュラム・マネージメント」などを理解する。 (森田)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

3

【学校教育と教育法規】　　　本P46-P49  
 法規により教員は校長を中心とした学校組織の一員として教育
に当たっていることを理解する。
 特に法令の体系、日本国憲法、教育基本法、学校教育法、政
令、省令、校務分掌などについて学ぶ。 (森田)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

4

【学校教育と教育課程　】
学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を考慮した教育課
程によって教育活動が行われている ことを学ぶ。日本各地の小
学校の教育課程が今日的な教育課題を踏まえていることを主体的
に対話しながら深く理解する。 (森田)

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）
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6

【１年間の学校行事・活動と担任としての役割】　　　 今時の
学校校舎・子供の様子を知り、楽しい授業の作り方を学ぶ。実際
に子どもが意欲的になる各教科の授業を再現し、理解を深める。
(森田)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

9

【授業作りに向けてその3】　
構造型指導案から板書計画を立て、望ましい板書の仕方を学ぶ。
授業デザインと板書計画の関連から板書の意図や子どもの思考の
流れをについて検討し、理解を深める。(色々なタイプの板書を
知る)　また、アクティブラーニング型の授業についてもグルー
プワークで検討しながら理解する。 (森田)　

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

10

【授業作りに向けてその4】　
実際の指導案作りを通して、従来型と構造型の違いについて不明
な点や指導案と板書をリンクさせていく方法について議論を深め
ながら理解する。また、単元計画の再検討や教師の児童への支援
の在り方についても検討し、理解を深める。 (森田)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

7

【指導案作りに向けてその１】本p22-23
「指導案の作り方と板書計画の関連性を理解する。これまでの各
教科教育法、各教科指導論を踏まえ、子どもの実態に即した指導
案作りの基礎基本を確かめる。従来型の指導案と構造型の指導案
を比較し、その違いを理解する。

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。　(25
分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

8

【授業作りに向けてその2】
従来型指導案から板書計画を立て、望ましい板書の仕方を学ぶ。
授業デザインと板書計画の関連から板書の意図や子どもの思考の
流れをについて検討し、理解を深める。 (森田)　

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(20分）

13

【教育実習での授業作りに向けて】
模擬授業グループその3　                    
作成してきた指導案をもとに一人13分間の模擬授業を行い授業作
りの理解を深める。また、相互評価を行い、模擬授業の仕方を再
確認する。(森田・高桑)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。　(25
分）

配布された模擬授業の指導案と板書
を検討し、自分の模擬授業に生かす
こと。
(20分）

14

【教育実習での授業作りに向けて】
模擬授業グループその4　                    
作成してきた指導案をもとに一人13分間の模擬授業を行い授業作
りの理解を深める。また、相互評価を行い、模擬授業の仕方を再
確認する。(森田・高桑)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布された模擬授業の指導案と板書
を検討し、自分の模擬授業に生かす
こと。(20分）

11

【教育実習での授業作りに向けて】
模擬授業グループその1　                    
作成してきた指導案をもとに一人13分間の模擬授業を行い授業作
りの理解を深める。また、相互評価を行い、模擬授業の仕方を再
確認する。(森田・高桑)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布された模擬授業の指導案と板書
を検討し、自分の模擬授業に生かす
こと。
(20分）

12

【教育実習での授業作りに向けて】
模擬授業グループその2 　                    
作成してきた指導案をもとに一人13分間の模擬授業を行い授業作
りの理解を深める。また、相互評価を行い、模擬授業の仕方を再
確認する。(森田・高桑)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布された模擬授業の指導案と板書
を検討し、自分の模擬授業に生かす
こと。
(20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物　  ・5点(小課題）×10回＝50点　　・小テスト10点　・模擬授業10点・模擬授業指導案10点　・3
教科全体指導案10点　相互評価10点

15

【教育実習での授業作りに向けて】
模擬授業グループその5                    
作成してきた指導案をもとに一人13分間の模擬授業を行い授業作
りの理解を深める。また、相互評価を行い、模擬授業の仕方を再
確認する。(森田・高桑)

事前に配布された小学校教育に関す
る資料を読んでくること。(25分）

配布された模擬授業の指導案と板書
を検討し、指導案作成にに生かすこ
と。
(20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし

教科書

・保育実習、教育実習ハンドブック（すでに配布済み）
・小学校国語　かざぐるま　1年上　光村図書
・小学校国語　はばたき　　4年下　光村図書
・小学校国語　銀河　　　　５年　  光村図書

参考文献 各教科概論や各教科教育法で使用した教科書やノート、資料。
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履修条件・留意
事項等

・最終の課題(指導案作成：3教科)を提出する。

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10350011 教育実習Ⅱ 4852 4 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

教育現場で、教師の立場で教育実習を体験することにより、次の目標を達成させる。
①教職の素晴らしさに気付くことができる。
②教員としての資質や能力の基礎を身に付けることができる。
③資質・能力の向上に向けて、より意欲的に学習する態度を高めることができる。

授業の方法

4月から、実習までの4週間には、直前指導として、実習目標や心構えの確認や授業の進め方の確認をする。
4月下旬から5月上旬、ＧＷ中に、各自購入した教科書を使って、該当学年の指導計画づくりや授業の進め方について、事前の学習をさせ
る。
実習中の休日を利用して、実習記録の書き方や研究授業の構想などの交流や指導を通して、不安解消や実習の充実を目指す。
実習終了後は、実習の内容や努力が教員としての実践的能力に結びつくよう、事後の指導を充実させる。

ＩＣＴ活用 プレゼンテーションソフトや教育クラウドプラットフォームを活用した説明や資料の提示を行う。

前期

教員氏名 高桑　純、相馬　哲也、村田　敏彰

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができる。【思考・判断・表現】」ことを主な目的とする科目である。さらに「こどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、それに対応で
きる教育的能力を身につけている。」および「同僚と協力しつつ多様なこどもの実態に即して成長・発達を支援するための基本的資質を身
につけている。」ことを目的としている。事前に教育実習指導Ⅱを履修していなければならない。また、小学校教員免許取得のためには、
この授業あるいは「教育実習Ⅰ」が必修であるが、小学校教師になる場合はこの授業を選択すること。

授業の概要

事前指導を踏まえ、教育実習の意義を再確認しながら、授業観察の方法、指導案の書き方や授業実践の仕方について具体的に学び、実習に
ついての心構えを身につける。また、教育実習での子ども理解や対処の仕方、学級経営などについて、現場の教員から学んだことを生かし
て、研究授業等に取り組む。

1

「オリエンテーション」　
　事前指導のポイントを再確認する。本実習の内容を中心に、そ
の直前の指導や事中指導の内容を伝え、心構えを確立させる。
　実習記録の書き方について説明し、個人調査書の内容を実習記
録に転記させる。
　事前登校(学校への電話)や実習のための通学定期券の申し込み
について説明する。

なし なし

2

事前指導①
　指導略案書きと模擬授業の準備
　実習の目的を再確認する中で、教材研究の仕方について説明す
る。(ハンドブック使用) 　
　購入教科書の申し込みを行う。

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

教員、教育委員会指導主事、また学校管理職としての勤務経験があり、教育全般に関して幅広い知識を有している。これらの経験を生か
し、教育実習を通して、教員としての資質・能力の育成や学級経営及び授業実践について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習記録の点検と指導
①事前指導　事前訪問の内容と目標の記載
②実習中指導　記録の書き方
③事後指導　目標に対する実施状況や考察

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

実習中指導①
　実習記録の交流と指導。授業観察の仕方の再指導。教材研究の
仕方や児童との触れ合い(学級経営)についての指導。

なし なし

6

実習中指導②
　教材研究に基づく指導案作成の留意点の指導。特に、国語、算
数を中心に「ねらいに基づく」「“教える”と“考えさせる”」
指導を重点的に行う。

なし なし

3

事前指導②
　教材研究、指導案書きを行う。また、 先輩の体験談を聴き、
実習に向けて意欲の向上を図る。

なし   なし

4

事前指導③
　授業参観の仕方、実習記録の書き方（実習校の概要、自己目標
の具体化、日々の記録など）、出勤簿、実習評価についての説明
する。購入教科書を活用した教材研究の準備をさせる。

なし なし

7

実習中指導③
　指導案作成の留意点と授業づくりの指導。特に、「わかる、で
きる授業」「個に応じる」 指導を重点的に行う。教員としての
法的事項や身分・立場についての学習についても触れる。

なし なし
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9

事後指導①
　自己課題（目標）に基づく反省・評価の交流と自己課題の焦点
化。礼状の書き方の指導と実際。 実習記録の整理と実習校への
提出などの指導。

なし なし

10

事後指導②
　「実習のまとめと考察の交流」自己課題の焦点化と教職実践演
習に向けての指導。　また、道徳や学級活動の指導、学級経営に
ついて補足の指導を行う。

なし なし

8

実習中指導④
   研究授業及び研究協議における指導。巡回指導教員による。
指導のねらいに基づく授業実践の反省・評価に対する指導。児童
理解に基づく授業づくりに対する指導など。

なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 定期試験は、行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 実習日誌30％（記述内容）
実習に対する取り組み状況30％（巡回指導の評価、出勤簿、自己評価）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

小学校教員免許取得希望者　必修
学外実習履修要件を満たしていること。（「保育実習・教育実習ハンドブック」３ページ参照）

備考欄

その他 40 実習校による評価40％（学習指導力・生徒指導力・実習態度）

教科書 保育実習・教育実習ハンドブック

参考文献 なし。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50982011 保育実習指導I-１（１組） 3800 1 2

到達目標

１．保育実習の意義や目的、実習の内容について理解し、自らの実習課題を説明することができる。
２．実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等についての説明ができる。 
３．支援における計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解し、適用できる。
４．実習後において、適切な総括と自己評価を行い、今後の学習課題や目標の説明ができる。

授業の方法

保育実習の枠組みの理解については、講義と保育実習場面の映像（DVD）視聴等を併用して行う。保育実践技術の習得及びその実践、保育
者としての態度等の養成については、模擬保育等を 中心に行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 美馬　正和、小田　進一

授業の位置づけ

この科目は、ディプロマポリシー「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、そ
れに対応できる教育的能力を身につけている。」に関連する科目である。保育内容総論や保育者論な どの多くの科目を前提とし、保育実
践にかかわる多様な授業を基盤にして、保育実習Ⅰ-１に必要な知識・技術を具体的に習得する。さらに保育実習Ⅲの基礎ともなる。

授業の概要

保育実習の目的、内容、方法について理解し、実習生として必要な知識・技術を習得し、実習に対する意欲を高める。実習後においては、
実習の自己評価をもとに、各自の学習課題や、研究 テーマを明確にし、他教科における学びとの統合を図る。施設実習を行うため必要な
「施設の現状と課題」「施設実習の意義と目的」「施設実習の特徴」「施設実習の心得」「実習日誌について」などを学ぶ。

1

オリエンテーション（小田）
保育実習の概要を知り、実践的な学びの重要性について理解す
る。 

保育実習についての自己のイメージ
を整理しておく（25分）

.配布プリントの復習と要点のまと
め （20分）

2

実習の意義・目的について（小田）
実習の意義や目的、また、保育士の定義や専門性、守秘義務等に
ついて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

障害者入所施設、発達支援センターでの勤務経験があり、福祉施設についての知識や経験を有している。この経験をしかして指導を行う。
（美馬）

課題に対する
フィードバック

の方法

提出物やグループワークへの具体的な解説を行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

実習の段階と方法　(小田)
実習の形態（観察実習・参加実習・責任実習等）と、その具体的
内容について学び、各段階における留意点等について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

6

実習生としての心構え　(美馬)
実習前、実習中、実習後における、実習生としての心構えについ
て学ぶ｡

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

3

実習施設について（小田）
児童福祉施設の社会的な役割､｢社会的養護を行う施設｣の特性に
ついて､また､実習園の特色を理解することの重要性について学
ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

4

児童福祉法と関連法規　(小田)
児童福祉法、社会福祉法等についての確認を行い、その概要につ
いて理解を深める。また、「こどもの最善の利益」の意味を理解
し、取り組みについて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

7

実習日誌(記録)について　(美馬)
実習日誌の意義について理解し、各実習段階における実習日誌の
形式や内容について学び、実習日誌の作成を通して、記録の意義
について理解を深める。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

8

実習に必要な手続きについて　(美馬)
施設実習の各段階における手続きの内容について学ぶ（実習園の
選択・決定、実習における必要書類、実習園によるオリエンテー
ション、事前事後指導､　事後の御礼等）。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）
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9

施設実習の実際について①　(美馬)
施設の役割りと機能、施設における子どもの生活と保育士の援助
や関わりについて理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

10

施設実習の実際について②　(美馬)
対象者の理解をするために、観察の方法、記録の取り方、具体的
援助や関わりについて理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

13

施設実習の実際について⑤　(美馬)
施設における保育士の業務内容や職員間の分担や連携、職業倫理
について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

14

｢もしもの時｣に備える　(美馬)
施設においての安全対策や健康管理について理解をする。また、
実習中に、1）事故にあったら　2）ケガをさせたら　3）園の物
を壊したら 4）具合が悪くなったらどうするかについて知る。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

11

施設実習の実際について③　(美馬)
各施設における計画や活動、対象者の状態に応じた生活、活動や
環境について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

12

施設実習の実際について④　(美馬)
支援計画の理解、活用とこれらの計画に対する記録と省察・自己
評価について理解する

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（20）　授業ごとの課題への取り組み内容（30）　計画案等の提出物（50）

15

まとめ　(美馬)
実習を行うにあたり､1）訪問指導の意義 2）訪問指導の内容を理
解し､実習に臨む。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育者の立場で子どもに関わる体験的学習への準備であるので、明確な課題意識を持っての履修が望まれる

備考欄

その他 0 なし

教科書

Let's have a dialogue！ワークシートで学ぶ施設実習／同文書院
保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編

参考文献

保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編
保育所保育指針／フレーベル館
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50982012 保育実習指導I-１（２組） 3800 1 2

到達目標

１．保育実習の意義や目的、実習の内容について理解し、自らの実習課題を説明することができる。
２．実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等についての説明ができる。 
３．支援における計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解し、適用できる。
４．実習後において、適切な総括と自己評価を行い、今後の学習課題や目標の説明ができる。

授業の方法

保育実習の枠組みの理解については、講義と保育実習場面の映像（DVD）視聴等を併用して行う。保育実践技術の習得及びその実践、保育
者としての態度等の養成については、模擬保育等を 中心に行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 美馬　正和、小田　進一

授業の位置づけ

この科目は、ディプロマポリシー「教育・保育・子育て支援に関わる者として、一人一人のこどもの特徴と発達へのニーズを見きわめ、そ
れに対応できる教育的能力を身につけている。」に関連する科目である。保育内容総論や保育者論な どの多くの科目を前提とし、保育実
践にかかわる多様な授業を基盤にして、保育実習Ⅰ-１に必要な知識・技術を具体的に習得する。さらに保育実習Ⅲの基礎ともなる。

授業の概要

保育実習の目的、内容、方法について理解し、実習生として必要な知識・技術を習得し、実習に対する意欲を高める。実習後においては、
実習の自己評価をもとに、各自の学習課題や、研究 テーマを明確にし、他教科における学びとの統合を図る。施設実習を行うため必要な
「施設の現状と課題」「施設実習の意義と目的」「施設実習の特徴」「施設実習の心得」「実習日誌について」などを学ぶ。

1

オリエンテーション（小田）
保育実習の概要を知り、実践的な学びの重要性について理解す
る。 

保育実習についての自己のイメージ
を整理しておく（25分）

.配布プリントの復習と要点のまと
め （20分）

2

実習の意義・目的について（小田）
実習の意義や目的、また、保育士の定義や専門性、守秘義務等に
ついて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

障害者入所施設、発達支援センターでの勤務経験があり、福祉施設についての知識や経験を有している。この経験をしかして指導を行う。
（美馬）

課題に対する
フィードバック

の方法

提出物やグループワークへの具体的な解説を行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

実習の段階と方法　(小田)
実習の形態（観察実習・参加実習・責任実習等）と、その具体的
内容について学び、各段階における留意点等について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

6

実習生としての心構え　(美馬)
実習前、実習中、実習後における、実習生としての心構えについ
て学ぶ｡

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

3

実習施設について（小田）
児童福祉施設の社会的な役割､｢社会的養護を行う施設｣の特性に
ついて､また､実習園の特色を理解することの重要性について学
ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

4

児童福祉法と関連法規　(小田)
児童福祉法、社会福祉法等についての確認を行い、その概要につ
いて理解を深める。また、「こどもの最善の利益」の意味を理解
し、取り組みについて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

7

実習日誌(記録)について　(美馬)
実習日誌の意義について理解し、各実習段階における実習日誌の
形式や内容について学び、実習日誌の作成を通して、記録の意義
について理解を深める。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

8

実習に必要な手続きについて　(美馬)
施設実習の各段階における手続きの内容について学ぶ（実習園の
選択・決定、実習における必要書類、実習園によるオリエンテー
ション、事前事後指導､　事後の御礼等）。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）
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9

施設実習の実際について①　(美馬)
施設の役割りと機能、施設における子どもの生活と保育士の援助
や関わりについて理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

10

施設実習の実際について②　(美馬)
対象者の理解をするために、観察の方法、記録の取り方、具体的
援助や関わりについて理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

13

施設実習の実際について⑤　(美馬)
施設における保育士の業務内容や職員間の分担や連携、職業倫理
について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

14

｢もしもの時｣に備える　(美馬)
施設においての安全対策や健康管理について理解をする。また、
実習中に、1）事故にあったら　2）ケガをさせたら　3）園の物
を壊したら 4）具合が悪くなったらどうするかについて知る。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

11

施設実習の実際について③　(美馬)
各施設における計画や活動、対象者の状態に応じた生活、活動や
環境について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

12

施設実習の実際について④　(美馬)
支援計画の理解、活用とこれらの計画に対する記録と省察・自己
評価について理解する

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（20）　授業ごとの課題への取り組み内容（30）　計画案等の提出物（50）

15

まとめ　(美馬)
実習を行うにあたり､1）訪問指導の意義 2）訪問指導の内容を理
解し､実習に臨む。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育者の立場で子どもに関わる体験的学習への準備であるので、明確な課題意識を持っての履修が望まれる

備考欄

その他 0 なし

教科書

Let's have a dialogue！ワークシートで学ぶ施設実習／同文書院
保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編

参考文献

保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編
保育所保育指針／フレーベル館
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50983011 保育実習指導Ⅰ-２（1組） 1 3

到達目標

１．保育実習の意義や目的、実習の内容について理解し、自らの実習課題を説明することができる。
２．実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等についての説明ができる。 
３．支援における計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解し、適用できる。
４．実習後において、適切な総括と自己評価を行い、今後の学習課題や目標の説明ができる。

授業の方法

保育実習の枠組みの理解については、講義と保育実習場面の映像（DVD）視聴等を併用して行う。保育実践技術の習得及びその実践、保育
者としての態度等の養成については、模擬保育等を 中心に行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小田　進一、渡邉　尭宏

授業の位置づけ

変化する社会の中で、保育・教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることのできる基礎力を
得るための科目である。保育内容総論や保育者論な どの多くの科目を前提とし、保育実践にかかわる多様な授業を基盤にして、保育実習
Ⅰ-2に必要な知識・技術を具体的に習得する。さらに保育実習Ⅱの基礎ともなる。

授業の概要

保育実習の目的、内容、方法について理解し、実習生として必要な知識・技術を習得し、実習に対する意欲を高める。実習後においては、
実習の自己評価をもとに、各自の学習課題や、研究 テーマを明確にし、他教科における学びとの統合を図る。保育所実習を行うため必要
な「保育施設の現状と課題」「保育所実習の意義と目的」「保育所実習の特徴」「保育所実習の心得」「実習日誌について」「指導計画の
作成」などを基にして、模擬保育等を通じて実践を学ぶ。

1

オリエンテーション（小田・渡邊）
保育実習の概要を知り、実践的な学びの重要性について理解す
る。 

保育実習についての自己のイメージ
を整理しておく（25分）

.配布プリントの復習と要点のまと
め （20分）

2

実習の意義・目的について（小田）
実習の意義や目的、また、保育士の定義や専門性、守秘義務等に
ついて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

保育園約25年、幼稚園18年と乳幼児期の保育に携わってきた。保育実践のみならず運営や経営についての役割も担ってきた。実習生の受け
入れプログラム作り作りや、障碍児の受け入れと充実、保育現場における研修体制つくり、保育内容の充実に向けての見直し、保育者の実
践研究等の課題に取り組んできた。これらの実務から得た内容と研究活動を基にして、個々の学生の実習に向かう姿勢を支えていく。
（小田）

課題に対する
フィードバック

の方法

提出物やグループワークへの具体的な解説を行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

実習の段階と方法　(小田)
実習の形態（観察実習・参加実習・責任実習等）と、その具体的
内容について学び、各段階における留意点等について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

6

実習生としての心構え　(渡邊)
実習前、実習中、実習後における、実習生としての心構えについ
て学ぶ｡

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

3

実習園について（小田）
保育所の社会的な役割、「幼児教育を行う施設」の特性につい
て、実習園の特徴を理解することの重要性について学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

4

保育所保育指針と関連法規　(小田)
保育所保育指針と関連する法規等（児童福祉法、教育基本法、幼
稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育保
育要領等）について確認し、その概要について理解を深める。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

7

実習日誌(記録)について　（渡邊)
実習日誌の意義について理解し、各実習段階における実習日誌の
形式や内容について学び、実習日誌の作成を通して、記録の意義
について理解を深める。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

8

実習における計画①　(渡邊)
保育における計画に意義を確認し、指導計画作成の実際に触れ
る。（指導計画の内容と作成の具体的な方法）

指導案を作成して授業に臨む（25
分）

指導案の改定と要点のまとめ  （20
分）
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9

実習における計画②　(渡邊)
部分実習の指導計画（指導案）を作成し、作成した指導案の検討
を通じて指導計画作成の意義を学ぶ。

模擬保育作成のための計画準備、参
考文献等の収集（25分）

グループに寄る保育のねらいと内容
の検討と模擬保育準備 （20分）

10

模擬保育①(渡邊)
部分実習指導案作成とその計画に元ずく実践と評価委を行う。
（グループ活動）

模擬保育の実践及び園児として参加
（25分）

実践内容の検討 及び参加者として
の評価（20分）

13

安全管理と衛生管理の実際(渡邊)
実習園における安全管理・衛生管理に触れ、実習生としての安
全・衛生管理の姿勢と身に着けるための要点を学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

14

実習課題の明確化（小田・渡邊）
実習課題の重要性について理解し、課題設定や自己評価の視点に
ついて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
及び実習課題の立案（20分）

11

模擬保育②(渡邊)
部分実習指導案作成とその計画に元ずく実践と評価委を行う。
（グループ活動）

模擬保育の実践及び園児として参加
（25分）

実践内容の検討 及び参加者として
の評価（20分）

12

模擬保育③(渡邊)
部分実習指導案作成とその計画に元ずく実践と評価委を行う。
（グループ活動）

模擬保育の実践及び園児として参加
（25分）

実践内容の検討 及び参加者として
の評価（20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（20）　授業ごとの課題への取り組み内容（30）　計画案等の提出物（50）

15

まとめ　(小田・渡邊)
実習に除く自己の姿勢を点検し、意欲を高めるとともに具体的な
準備や具体的な留意点の確認を行う。

実習に向かう姿勢の確認を小集団に
よるディスカッションを通じて高め
る（25分）

実習課題の具体化と確認（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育者の立場で子どもに関わる体験的学習への準備であるので、明確な課題意識を持っての履修が望まれる

備考欄

その他 0 なし

教科書

Let's have a dialogue！ワークシートで学ぶ保育所実習／同文書院
保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編

参考文献

保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編
保育所保育指針／フレーベル館
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

50983012 保育実習指導Ⅰ-２（2組） 1 3

到達目標

１．保育実習の意義や目的、実習の内容について理解し、自らの実習課題を説明することができる。
２．実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮、プライバシーの保護と守秘義務等についての説明ができる。 
３．支援における計画・実践・観察・記録・評価の方法や内容について具体的に理解し、適用できる。
４．実習後において、適切な総括と自己評価を行い、今後の学習課題や目標の説明ができる。

授業の方法

保育実習の枠組みの理解については、講義と保育実習場面の映像（DVD）視聴等を併用して行う。保育実践技術の習得及びその実践、保育
者としての態度等の養成については、模擬保育等を 中心に行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小田　進一、渡邉　尭宏

授業の位置づけ

変化する社会の中で、保育・教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることのできる基礎力を
得るための科目である。保育内容総論や保育者論な どの多くの科目を前提とし、保育実践にかかわる多様な授業を基盤にして、保育実習
Ⅰ-2に必要な知識・技術を具体的に習得する。さらに保育実習Ⅱの基礎ともなる。

授業の概要

保育実習の目的、内容、方法について理解し、実習生として必要な知識・技術を習得し、実習に対する意欲を高める。実習後においては、
実習の自己評価をもとに、各自の学習課題や、研究 テーマを明確にし、他教科における学びとの統合を図る。保育所実習を行うため必要
な「保育施設の現状と課題」「保育所実習の意義と目的」「保育所実習の特徴」「保育所実習の心得」「実習日誌について」「指導計画の
作成」などを基にして、模擬保育等を通じて実践を学ぶ。

1

オリエンテーション（小田・渡邊）
保育実習の概要を知り、実践的な学びの重要性について理解す
る。 

保育実習についての自己のイメージ
を整理しておく（25分）

.配布プリントの復習と要点のまと
め （20分）

2

実習の意義・目的について（小田）
実習の意義や目的、また、保育士の定義や専門性、守秘義務等に
ついて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

保育園約25年、幼稚園18年と乳幼児期の保育に携わってきた。保育実践のみならず運営や経営についての役割も担ってきた。実習生の受け
入れプログラム作り作りや、障碍児の受け入れと充実、保育現場における研修体制つくり、保育内容の充実に向けての見直し、保育者の実
践研究等の課題に取り組んできた。これらの実務から得た内容と研究活動を基にして、個々の学生の実習に向かう姿勢を支えていく。
（小田）　

課題に対する
フィードバック

の方法

提出物やグループワークへの具体的な解説を行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

実習の段階と方法　(小田)
実習の形態（観察実習・参加実習・責任実習等）と、その具体的
内容について学び、各段階における留意点等について理解する。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

6

実習生としての心構え　(渡邊)
実習前、実習中、実習後における、実習生としての心構えについ
て学ぶ｡

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

3

実習園について（小田）
保育所の社会的な役割、「幼児教育を行う施設」の特性につい
て、実習園の特徴を理解することの重要性について学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

4

保育所保育指針と関連法規　(小田)
保育所保育指針と関連する法規等（児童福祉法、教育基本法、幼
稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育保
育要領等）について確認し、その概要について理解を深める。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

7

実習日誌(記録)について　（渡邊)
実習日誌の意義について理解し、各実習段階における実習日誌の
形式や内容について学び、実習日誌の作成を通して、記録の意義
について理解を深める。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）
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9

実習における計画②　(渡邊)
部分実習の指導計画（指導案）を作成し、作成した指導案の検討
を通じて指導計画作成の意義を学ぶ。

模擬保育作成のための計画準備、参
考文献等の収集（25分）

グループに寄る保育のねらいと内容
の検討と模擬保育準備 （20分）

10

模擬保育①(渡邊)
部分実習指導案作成とその計画に元ずく実践と評価委を行う。
（グループ活動）

模擬保育の実践及び園児として参加
（25分）

実践内容の検討 及び参加者として
の評価（20分）

8

実習における計画①　(渡邊)
保育における計画に意義を確認し、指導計画作成の実際に触れ
る。（指導計画の内容と作成の具体的な方法）

指導案を作成して授業に臨む（25
分）

指導案の改定と要点のまとめ  （20
分）

13

安全管理と衛生管理の実際(渡邊)
実習園における安全管理・衛生管理に触れ、実習生としての安
全・衛生管理の姿勢と身に着けるための要点を学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

14

実習課題の明確化（小田・渡邊）
実習課題の重要性について理解し、課題設定や自己評価の視点に
ついて学ぶ。

テキスト該当箇所の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
及び実習課題の立案（20分）

11

模擬保育②(渡邊)
部分実習指導案作成とその計画に元ずく実践と評価委を行う。
（グループ活動）

模擬保育の実践及び園児として参加
（25分）

実践内容の検討 及び参加者として
の評価（20分）

12

模擬保育③(渡邊)
部分実習指導案作成とその計画に元ずく実践と評価委を行う。
（グループ活動）

模擬保育の実践及び園児として参加
（25分）

実践内容の検討 及び参加者として
の評価（20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（20）　授業ごとの課題への取り組み内容（30）　計画案等の提出物（50）

15

まとめ　(小田・渡邊)
実習に除く自己の姿勢を点検し、意欲を高めるとともに具体的な
準備や具体的な留意点の確認を行う。

実習に向かう姿勢の確認を小集団に
よるディスカッションを通じて高め
る（25分）

実習課題の具体化と確認（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育者の立場で子どもに関わる体験的学習への準備であるので、明確な課題意識を持っての履修が望まれる

備考欄

その他 0 なし

教科書

Let's have a dialogue！ワークシートで学ぶ保育所実習／同文書院
保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編

参考文献

保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編
保育所保育指針／フレーベル館
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10888011 保育実習指導II（1組） 3806 1 3

到達目標

１．保育について総合的な理解が深まり、既習の知識・技術を土台とした保育の実践ができる。
２．保育の観察、記録等を生かした保育の改善についての理解が深まり、望ましい保育計画について考えることができる。
３．保育士の専門性と職業倫理について説明することができる。
４．実習後において、適切な総括と自己評価を行い、保育に対する課題や認識を明確にすることができる。

授業の方法

保育実習の枠組みの理解については、パワーポイントと配布印刷物を使用した講義形式で実施する。保育実践技術の習得及びその実践、保
育者としての態度等の養成については、模擬保育（全6回）を中心に行う。毎回の授業において、コメントシートの記述を行う。

ＩＣＴ活用

幼児たちの生活を知り、保育実践の理解を深めるためには、実践場面についての情報収集が必要である。写真のみならず映像なども活用す
るとともに、実践の場におけるポートフォリオの導入についても取り組む。

後期

教員氏名 小田　進一、渡邉　尭宏

授業の位置づけ

変化する社会の中で、保育・教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考える続けることのできる基礎力
を得るための科目である。保育実習Ⅰ－１、保育実習Ⅰ－２を体験し、更に実践的実習である保育実習Ⅱへの準備を行う。

授業の概要

保育実習Ⅰ-２に対する自己評価を行い、実習園による評価との分析を行う。新たな実習課題の設定と共に、既習の保育の知識・技術を土
台とした実践力の習得を図る。実習後は、事後指導を通して実習の総括と自己評価を行ない、保育に対する課題や認識の明確化を図る。

1

オリエンテーション、保育実習Ⅰ-２の評価
保育実習の意義と目的を確認し、実践的な学びの重要性について
改めて理解する。保育実習Ⅰ-２に対しての自己評価を行い、実
習園による評価との分析を行う。
小田・渡邊

保育実習Ⅰ－２の振り返り（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

2

保育士の専門性と職業倫理、「子どもの最善の利益」について
「保育所保育指針解説」や関連法規等に示された保育士の専門
性、職業倫理について学ぶ。また、「子どもの最善の利益」を考
慮した保育について具体的に学び、理解を深める。
小田

「保育所保育指針解説」pp17～18の
読了（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

保育園約25年、幼稚園18年と乳幼児期の保育に携わってきた。保育実践のみならず運営や経営についての役割も担ってきた。実習生の受け
入れプログラム作り作りや、障碍児の受け入れと充実、保育現場における研修体制つくり、保育内容の充実に向けての見直し、保育者の実
践研究等の課題に取り組んできた。これらの実務から得た内容と研究活動を基にして、個々の学生の実習に向かう姿勢を支えていく。
（小田）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業において、コメントシートによる質問等への解説を行う。
提出物やグループワークへの具体的な解説を行う。


授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「保育環境」への配慮について
保育環境を構成する上で配慮すべき点について学び、保育におけ
る環境の重要性について理解を深める。
小田

「環境を通して行う教育」について
の確認（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

6

保育の計画と実践について①
保育の全体計画に基づく具体的な計画と実践について学ぶ。
小田

保育指導案の作成法（保育実習指導
Ⅰ）の復習（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

3

保育所保育指針と関連法規
保育所保育指針と関連法規等（児童福祉法、教育基本法、幼稚園
教育要領等）についての確認を行い、その概要についての理解を
深める。
小田

「保育所保育指針」の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

4

保育の観察と記録、評価について
保育における観察や記録、評価の意義について理解し、それらに
基づく保育の改善の重要性について学ぶ。
小田

保育実習Ⅰ－２で記述した実習日誌
についての改善点の検討（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

7

保育の計画と実践について②
指導計画の作成、検討を通して、保育の計画の意義についての理
解を深める。
小田

保育指導案の作成（25分） 保育指導案の改善（20分）
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9

保育の具体的な計画と実践②
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

10

保育の具体的な計画と実践③
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

8

保育の具体的な計画と実践①
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
小田


保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

13

保育の具体的な計画と実践⑥
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

14

保護者支援について
保育士と保護者との関係性について理解し、保育所における保護
者に対する支援の内容と関わり方について学ぶ。
渡邉

保育実習Ⅰ－２において学んだ保護
者支援についてのまとめ（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

11

保育の具体的な計画と実践④
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

12

保育の具体的な計画と実践⑤
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（30）　指導計画（30）とその実践（20）　提出物（20）

15

実習課題の明確化
これまでの実習や学びについて振り返り、保育実習Ⅱに向けての
自己課題を明確にする。
　小田　渡邊

実習課題の内容検討（25分） 配布プリントの復習と要点のまと
め、実習課題の設定（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育実習Ⅰ－１及び保育実習Ⅰ－２の単位を取得していること

備考欄

その他 0 なし

教科書 ワークシートで学ぶ保育所実習　同文書院　2010年4月

参考文献 必要に応じて指定する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10888012 保育実習指導II（2組） 3806 1 3

到達目標

１．保育について総合的な理解が深まり、既習の知識・技術を土台とした保育の実践ができる。
２．保育の観察、記録等を生かした保育の改善についての理解が深まり、望ましい保育計画について考えることができる。
３．保育士の専門性と職業倫理について説明することができる。
４．実習後において、適切な総括と自己評価を行い、保育に対する課題や認識を明確にすることができる。

授業の方法

保育実習の枠組みの理解については、パワーポイントと配布印刷物を使用した講義形式で実施する。保育実践技術の習得及びその実践、保
育者としての態度等の養成については、模擬保育（全6回）を中心に行う。毎回の授業において、コメントシートの記述を行う。

ＩＣＴ活用

幼児たちの生活を知り、保育実践の理解を深めるためには、実践場面についての情報収集が必要である。写真のみならず映像なども活用す
るとともに、実践の場におけるポートフォリオの導入についても取り組む。

後期

教員氏名 小田　進一、渡邉　尭宏

授業の位置づけ

変化する社会の中で、保育・教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考える続けることのできる基礎力
を得るための科目である。保育実習Ⅰ－１、保育実習Ⅰ－２を体験し、更に実践的実習である保育実習Ⅱへの準備を行う。

授業の概要

保育実習Ⅰ-２に対する自己評価を行い、実習園による評価との分析を行う。新たな実習課題の設定と共に、既習の保育の知識・技術を土
台とした実践力の習得を図る。実習後は、事後指導を通して実習の総括と自己評価を行ない、保育に対する課題や認識の明確化を図る。

1

オリエンテーション、保育実習Ⅰ-２の評価
保育実習の意義と目的を確認し、実践的な学びの重要性について
改めて理解する。保育実習Ⅰ-２に対しての自己評価を行い、実
習園による評価との分析を行う。
小田・渡邊

保育実習Ⅰ－２の振り返り（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

2

保育士の専門性と職業倫理、「子どもの最善の利益」について
「保育所保育指針解説」や関連法規等に示された保育士の専門
性、職業倫理について学ぶ。また、「子どもの最善の利益」を考
慮した保育について具体的に学び、理解を深める。
小田

「保育所保育指針解説」pp17～18の
読了（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

保育園約25年、幼稚園18年と乳幼児期の保育に携わってきた。保育実践のみならず運営や経営についての役割も担ってきた。実習生の受け
入れプログラム作り作りや、障碍児の受け入れと充実、保育現場における研修体制つくり、保育内容の充実に向けての見直し、保育者の実
践研究等の課題に取り組んできた。これらの実務から得た内容と研究活動を基にして、個々の学生の実習に向かう姿勢を支えていく。
（小田）

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業において、コメントシートによる質問等への解説を行う。
提出物やグループワークへの具体的な解説を行う。


授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「保育環境」への配慮について
保育環境を構成する上で配慮すべき点について学び、保育におけ
る環境の重要性について理解を深める。
小田

「環境を通して行う教育」について
の確認（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

6

保育の計画と実践について①
保育の全体計画に基づく具体的な計画と実践について学ぶ。
小田

保育指導案の作成法（保育実習指導
Ⅰ）の復習（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

3

保育所保育指針と関連法規
保育所保育指針と関連法規等（児童福祉法、教育基本法、幼稚園
教育要領等）についての確認を行い、その概要についての理解を
深める。
小田

「保育所保育指針」の読了（25分） 配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

4

保育の観察と記録、評価について
保育における観察や記録、評価の意義について理解し、それらに
基づく保育の改善の重要性について学ぶ。
小田

保育実習Ⅰ－２で記述した実習日誌
についての改善点の検討（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

7

保育の計画と実践について②
指導計画の作成、検討を通して、保育の計画の意義についての理
解を深める。
小田

保育指導案の作成（25分） 保育指導案の改善（20分）
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9

保育の具体的な計画と実践②
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

10

保育の具体的な計画と実践③
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

8

保育の具体的な計画と実践①
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
小田


保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

13

保育の具体的な計画と実践⑥
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

14

保護者支援について
保育士と保護者との関係性について理解し、保育所における保護
者に対する支援の内容と関わり方について学ぶ。
渡邉

保育実習Ⅰ－２において学んだ保護
者支援についてのまとめ（25分）

配布プリントの復習と要点のまとめ
（20分）

11

保育の具体的な計画と実践④
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

12

保育の具体的な計画と実践⑤
グループによる保育計画の立案と、それに基づく実践、評価、改
善を行う。
渡邉

保育指導案の作成と保育準備（25
分）

実践後の評価、指導案の改善（20
分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（30）　指導計画（30）とその実践（20）　提出物（20）

15

実習課題の明確化
これまでの実習や学びについて振り返り、保育実習Ⅱに向けての
自己課題を明確にする。
　小田　渡邊

実習課題の内容検討（25分） 配布プリントの復習と要点のまと
め、実習課題の設定（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

保育実習Ⅰ－１及び保育実習Ⅰ－２の単位を取得していること

備考欄

その他 0 なし

教科書 ワークシートで学ぶ保育所実習　同文書院　2010年4月

参考文献 必要に応じて指定する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10889011 保育実習指導III 3810 1 3

到達目標

・ 保育実習Ⅲの意義と目的を理解し、現場体験にむけて現実の｢福祉｣の意味を知り、説明することができる。
・ 学内で習得した専門的知識・技術・技能を踏まえ実践力い応用できる。
・観察、記録自己評価などを踏まえ実践の場の改善に適用できる。
・ 実習を通して学ばなければならない理論、専門性や倫理綱領について述べることができる。
・身につけなければならない技術を適用することができる。

授業の方法

パワーポイントによるプレゼンテーション及び資料により、授業内容に合わせて講義形式とグループ学習で進めていく。
また、福祉施設や福祉サービス事業などに関して、調査学習によってレポートをまとめる。
次時の予告を行いながら、配布資料を中心に授業内容の確認・整理に務める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

この科目はディプロマポリシー「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するため
に、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行使用とする意欲・態度を身につける」に関連する科目である。
保育実習指導Ⅰ、保育実習Ⅰ-1と関連し、保育実習Ⅲの基礎となる。

授業の概要

本講義では、保育士として必要な資質・能力・技術の習得を目的としている保育実習Ⅲにむけた専門的、実践的な事前指導を行う。保育実
習は、大学で学んでいる子ども観や保育観、講義等で習得した知識・技術・技能を実習という体験を通して、具体的、総合的に身につけ
る。そして、これから更に学ばなければならない理論や身につけなければならない技能を実習現場の指導によって深く学ぶ。

1

○　オリエンテーション
・福祉施設実習の目的と意義について学ぶ。
・保育実習（福祉施設）の概要（実習の位置づけ、実施基準、保
育実習Ⅲの内容等）について学ぶ。

本講義の内容（シラバス）を確認す
る。　（25分）

実習の概要についてまとめる。
（20分）

2

○　福祉施設における実習内容について理解する。（グループ学
習）
・養護系福祉施設（児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、
児童自立支援施設）の法的な位置づけ、子どもの最善の利益につ
いて、施設の現状、道内の施設を知る。

福祉施設の種類について調べる。
（25分）

養護系福祉施設についてまとめる。
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

障害者入所施設、発達支援センターでの勤務経験があり、福祉施設についての知識や経験を有している。この経験をしかして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして課題などにコメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

○　障害児（者）支援施設の実習内容について理解する。（グ
ループ学習）
・障害者支援施設（指定障害者福祉サービス事業所）の種類につ
いて知る。
・障害児（者）施設での実習の特徴や各施設の現状と特徴につい
て知る。

障害者福祉サービスについて調べ
る。（25分）

各施設の現状についてまとめる。
（20分）

6

○　障害児（者）支援施設の実習内容について理解する。（グ
ループ学習）
・障害児（者）施設での実習のポイントについて考える。
・障害児（者）支援施設の一日の流れを考える。

障害児（者）支援施設の実習内容に
ついて調べる。（25分）

実習のポイントをまとめる。　（20
分）

3

○　福祉施設における実習内容について理解する。（グループ学
習）
    ・養護系福祉施設での実習の特徴や実習のポイントについて
理解する。
    ・児童養護施設実習の一日の流れについて考え,
子どもとの関わりについて考える。

福祉施設での実習内容について調べ
る。（25分）

実習の特徴・ポイントについてまと
める。　　（20分）

4

○　障害児（者）支援施設の実習内容について理解する。（グ
ループ学習）
・障害児支援施設の種類（入所型支援施設と通園型支援施設）に
ついて知る。
・障害児入所施設、児童発達支援センター（福祉型・医療型）等
について知る。

障害児（者）施設について調べる。
（25分）

入所型・通園型支援施設をまとめ
る。　（20分）

7

○　身体障害児（者）福祉施設の実習内容について理解する。
（グループ学習）
・医療型障害児入所施設と医療型児童発達支援施設について知
る。
・身体障害児（者）福祉施設での実習のポイントについて考え
る。

身体障害児（者）福祉施設を調べ
る。　（25分）

医療型入所施設・発達支援施設をま
とめる。　　（20分）
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9

○　保育実習Ⅲの目標と内容について理解する。
・保育実習Ⅰ（Ⅰ－１、Ⅰ－２）と保育実習Ⅲの違いについて考
える。
・施設における支援の具体的な内容について知る。

保育実習Ⅰ－１を振り返る。  （25
分）

保育実習ⅠとⅢの違いをまとめる。
（20分）

10

○　保育実習Ⅲにむけた事前学習に取り組む。
・各施設、入所対象児（者）についての理解を深める。
・保育士と権利保障（児童の権利に関する条約）の関係を考え
る。

児童の権利条約について調べる。
（25分）

保育士と権利保障の関係をまとめ
る。　（20分）

8

○　障害福祉サービスの概要について理解する。
・障害者総合支援法に基づくサービスの概要について知る。
・地域生活支援事業の概要について知る。

障害福祉サービスについて調べる。
（25分）

自立支援法に基づくサービスについ
てまとめる。　（20分）

13

○　保育実習Ⅲへの諸準備を行う。
・保育実習日誌や個人調査票の記入の仕方について考える。
・個人調査票、出席簿、施設実習評価票の必要箇所への記述を行
う。

実習日誌・調査票について確認す
る。（25分）

日誌・調査票等の記入について整理
する。　　（20分）

14

○　保育実習Ⅲへの諸準備を行う。
・先輩の「研究課題レポート」を参考事例とし、自分の感想をま
とめる。
・保育実習Ⅲにむけた実習課題や研究課題を整理し実習日誌に記
述する。

実習課題・研究課題について確認す
る。（25分）

実習課題・研究課題を整理する。
（20分）

11

○　保育実習Ⅲにむけた事前学習に取り組む。
・保育士とソーシャルワーカーとの連携について考える。
・保育士と地域社会との関わりを考える。

ソーシャルワーカーについて調べ
る。（25分）

保育士と地域社会と関わりをまとめ
る。　　（20分）

12

○　福祉施設実習に関するQ＆Aに取り組む。
・児童養護系施設の実習に関する内容について考える。
・障害児（者）系施設の実習に関する内容について考える。

児童養護系施設について調べる。
（25分）

養護系・障害系の実習についてまと
める。　　（20分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 ・授業における課題（配布資料、レポート）への取り組み状況

15

○　保育実習Ⅲへの抱負（決意）を発表する。
・保育実習Ⅰ－1、Ⅰ－2の体験（経験）を生かした内容を考え
る。

保育実習Ⅰ－１、Ⅰ－２を振り返
る。（25分）

保育実習Ⅲへの抱負をまとめる。
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・保育実習Ⅰ－１及びⅠ－２を履修していること。

備考欄

その他 40 実習課題・研究課題への取り組み状況

教科書 使用しない

参考文献 「保育実習・教育実習ハンドブック」（北海道文教大学人間科学部こども発達学科編）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10693011 保育実習I-１ 3802 2 2

到達目標

・児童福祉施設の役割や機能を具体的に理解する。
・観察や関わりを通して対象の理解や実習の意義や目的、内容などを理解できる。
・児童福祉施設での実習における様々な体験やふれ合いの中で、保育士としての業務内容や職業倫理について具体的に理解する。
・児童福祉施設での実習を通して計画・観察・記録・自己評価について理解すると共に、自らの課題を明確にすることができる。

授業の方法 基本的に児童福祉施設において２週間（実日数１０日）以上の実習を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

この科目は、ディプロマポリシー「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育
環境及び教育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態
度を身につけている」に関連する科目である。また、福祉施設での実習における体験で、施設の役割や生活支援のあり方などを理解し、保
育士としての基本的な専門性を修得する科目である。
保育実習指導Ⅰのスキルを生かすとともに、保育実習Ⅰ－２（保育所実習）へとつながる。

授業の概要

保育実習Ⅰ－１（福祉施設での実習）は、これまでに学んだ教科全体の知識･技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を身につ
ける。利用者に対する直接的な働きかけによって、保育の理論と実践の関係について理解する。つまり、福祉施設における実習を通して、
施設の役割や活動内容を理解すると共に、保育士と利用者とのかかわり等についても学ぶ機会となる。

1

○児童福祉施設における2週間（10日間）の実習である。
○実習形態としては参加実習を中心とし（状況によっては責任実
習を行うこともある）、実習先の実態把握をしながら、利用者と
の関わり等について学ぶ。実習内容については実習先によって異
なるが、大まかには次の通りである。

なし なし

2

○事前指導：「保育実習指導Ⅰ」
　（保育者としての基礎を培い、保育の質の向上に役立てること
をテーマとし、保育実習Ⅰ－１が円滑にまた効果的に進められる
よう、必要な知識・技術・実習にかかわる実務などを具体的に習
得する。）

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、実習終了後に事後指導を行なう。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

○部分実習
　（実習先の施設から短い時間をいただいて、指導、援助、介護
などに関わったりする。）

なし なし

6

○部分的な責任実習
　（実習生の状況によって、実習先の施設からある程度の時間を
いただいて、指導計画に沿った活動を行う。）

なし なし

3

○事前訪問
　（実習先に出向き、実習のスケジュール等について確認した
り、実習にむけた諸注意等の指導を受ける。）

なし なし

4

○見学観察実習、参加実習
　（利用者の中に入って活動や生活を共にしながら、観察をした
り援助に関わったりする。）

なし なし

9 なし。 なし なし

10

なし。  なし なし

7

○巡回指導
　・実習の状況などについて施設担当者と情報交換すると共に、
実習課題等をもとに学生指導を行う。

なし なし

8

○事後指導
　（施設実習の体験を整理すると共に自己評価を行い、課題レ
ポートをもとに保育士としての資質に関する今後の
　　課題を明らかにする。）

なし なし
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13

なし。  なし なし

14

なし。  なし なし

11

なし。  なし なし

12

なし。
 

なし なし

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 ・実習先による評価（40%）
・実習態度（30%）＜巡回指導教員の評価＞

15

なし。  なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・２年次への進級条件を満たしていることを履修条件とする。
・保育実習指導Ⅰを修得していることを履修条件とする。

備考欄

その他

30 ・実習日誌（30%）＜記載内容、実習後の反省･考察＞

教科書 なし

参考文献 保育実習・教育実習ハンドブック／北海道文教大学人間科学部こども発達学科編
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10694011 保育実習I-２ 3803 2 3

到達目標

１．保育所の役割や機能について説明することができる。
２．実習における具体的な観察や関わりにより、子どもへの理解を深めることができる。
３．保育の計画・観察・記録・自己評価等についての理解を深めることができる。
４．保育士の業務内容や職業倫理についての具体的な理解を深めることができる。
５．実習における様々な体験や触れ合いの中で、保育者としての必要な資質について理解を深めることができる。

授業の方法 保育所(園)において10日間の実習を行う。実習の実施前に「事前指導」、実施後に「事後指導」を行なう。

ＩＣＴ活用 該当なし。

前期

教員氏名 小田　進一、渡邉　尭宏

授業の位置づけ

より良い教育・保育環境及び教育・保育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を
身につけるための科目である。これまで学習したことを実践、確認するために保育現場で実習を行う。「保育実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」へ発
展していく。

授業の概要

これまでに学んだ教科全体の知識・技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力の養成を図る。乳幼児に対する直接的な働きかけに
よって、保育の理論と実践の関係について考えさせようとするものである。保育所における実習を通じて、保育所の役割や保育内容を理解
するとともに、保育者としての自己の在り方についても学ぶ機会となる。

1

保育所において10日間の実習を行う。実習形態としては参加実習
を中心とし、保育の場における様々な体験を通して、「保育所の
役割と機能」「子どもの理解」「保育内容・保育環境」「保育の
計画・観察・記録」「保育士の役割と職業倫理」等について、具
体的・総合的に学ぶ。

なし なし

2

〇事前訪問
実習先と、実習のスケジュールについて確認を行い、オリエン
テーションを受ける。

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

保育士の資格、短期大学保育学科の教員経験を活かし、保育実習に必要な知識と技術の専門性について、実践的な取り組み方を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習終了後に実施するアンケートに対しコメントを行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

〇事後訪問
実習終了に係る挨拶をかねて実習先を訪問し、実習日誌を提出す
る。

なし なし

6 〇お礼状の作成、郵送 なし なし

3

〇観察実習、参加実習
保育に参加し、子どもと生活や遊びを共にする中から、保育につ
いて具体的、総合的に学ぶ。必要に応じて、部分実習や全日実習
を行う。

なし なし

4

〇巡回指導
巡回指導教員から、実習課題を基に面談指導を受け、助言を今後
の実習に生かす。

なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

〇事後指導
実習について自己評価を行い、自らの課題を整理し、保育実習Ⅱ
に向けての準備を計画する。

なし なし

8 なし なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 実習への参加態度及び自己評価（30）　実習日誌等提出物（30）

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 40 実習施設による評価（実習評価票）
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履修条件・留意
事項等

・学外実習履修要件を満たしていること
・保育実習指導Ⅰの単位を取得していること

備考欄

教科書 「保育実習・教育実習ハンドブック」北海道文教大学人間科学部こども発達学科編

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10695011 保育実習II 3808 2 3

到達目標

１．保育所の役割や機能について、また、子ども、保育、子育て支援等について、具体的、総合的な理解が深まり、実践に繋げることがで
きる。
２．保育の計画・観察・記録・自己評価等について実施、改善することができる。
３．保育士の業務内容や職業倫理について、実践的な理解が深まり、適用することができる。
４．自己評価を行うことにより、今後の学びにおける課題を適切に設定することができる。

授業の方法 保育所（園）において10日間の実習を行う。実習の実施前に「事前指導」、実施後に「事後指導」を行う。

ＩＣＴ活用 該当なし。

後期

教員氏名 小田　進一、渡邉　尭宏

授業の位置づけ

より良い教育・保育環境及び教育・保育実践を実現するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を
身につけるための科目である。これまで履修した専門科目の総まとめとして、保育実習Ⅰにおける経験を基礎にして保育現場で実習を行
う。

授業の概要

保育実習Ⅰの成果を踏まえて、具体的な計画に基づく保育実践を学ぶとともに、自らの保育を評価し、保育を改善することも体験的に学
ぶ。保育所における実習の総括として、保育所の役割・機能への理解、保育の理解、保育士の職務への理解等を深めるとともに、必要とさ
れる保育の知識・技術の習得を図る。

1

保育所において10日間の実習を行う。保育の場における具体的な
実践を通して、「保育所の役割や機能の具体的展開」「観察に基
づく保育の理解」「子どもの保育及び保護者支援、地域社会との
連携」「指導計画の作成・実践・観察・記録・評価」「保育士の
業務と職業倫理」「自己の課題の明確化」等について理解を深め
る。

なし なし

2

〇事前訪問
実習先と、実習のスケジュールについて確認を行い、オリエン
テーションを受ける。

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

保育士の資格、短期大学保育学科の教員経験を活かし、保育実習に必要な知識と技術の専門性について、実践的な取り組み方を提供する。

課題に対する
フィードバック

の方法

実習終了後に実施するアンケートに対しコメントを行う

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

〇全日実習
実習指導案を作成し、それに基づく実践、評価、改善を行う。

なし なし

6

〇巡回指導
巡回指導教員から、実習課題を基に面談指導を受け、助言を今後
の実習に生かす。

なし なし

3

〇観察実習、参加実習
保育に参加し、子どもと生活や遊びを共にする中から、保育につ
いて実践的、総合的に学ぶ。

なし なし

4

〇部分実習
実習指導案を作成し、それに基づく実践、評価、改善を行う。

なし なし

9

〇事後指導
実習について自己評価を行い、自らの課題を整理し、今後の学び
に向けての課題を明確にする。

なし なし

10 なし なし なし

7

〇事後訪問
実習終了に係る挨拶をかねて実習先を訪問し、実習日誌を提出す
る。

なし なし

8 〇お礼状の作成、郵送 なし なし

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

定期試験 0 なし。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

60 実習の参加態度及び自己評価（30）　実習日誌等提出物（30）

履修条件・留意
事項等

・学外実習履修要件を満たしていること
・保育実習Ⅰ－１、及び保育実習Ⅰ－２の単位を取得していること

備考欄

その他 40 実習施設による評価（実習評価票）

教科書 「保育実習・教育実習ハンドブック」北海道文教大学人間科学部こども発達学科編

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10696011 保育実習III 3812 2 3

到達目標

・既知の教科目や保育実習の経験を踏まえ、福祉施設等（保育所以外）の役割や機能に関して、実習を通して理解を深め、説明することが
できる。
・利用者の最善の利益や保育士としての職業倫理を具体的に学び、説明することができる。
・福祉施設等の保育士に求められる資質・能力・技術に照らし合わせて、自己の課題を明確化し、説明することができる。

授業の方法 基本的に社会福祉施設（成人の施設）において２週間（実日数１０日）以上の実習を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

この科目は、ディプロマポリシー「教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的
コミュニケーション能力を身につけている」に関連する科目である。
また、社会福祉施設での実習をとおして、自己評価をもとにして保育士に関する自己課題を明確にするとともに、保育士の職業倫理につい
て習得する科目である。
保育実習Ⅰ－１、保育実習Ⅰ－２、保育実習指導Ⅲのスキルを基礎としている。

授業の概要

保育実習Ⅲは、保育実習Ⅰ－1（入所型施設での実習）をふまえて、施設養護にたずさわる保育士としてさらに高いレベルの養護技術と知
識を習得することを目的とする。あらゆる社会福祉関係諸法令に基づき設置される施設での実習を通して保育士に関する自己課題を明確化
にすると共に、保育士の職業倫理に関して学ぶ。

1

○児童福祉施設、あるいは社会福祉施設において、２週間（原則
１０日間）の実習を行う。
○事前訪問
　 ・実習先に出向き実習のスケジュール等について確認した
り、実習にむけた諸注意等の指導を受ける。

なし なし

2

○養護活動全般に参加し､養護技術を習得する。
　・実習先の実態把握をしながら、利用者との関わり等について
学ぶ。
　・保育士の職務を理解し､日々の生活を通してその役割を理解
する。

なし なし

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、事後指導を行なう。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

○地域社会との連携について具体的に学ぶ。
　・地域の子育て支援のニーズを理解し、施設の役割について学
ぶ。
　・地域支援事業等の実際に触れ、その地域の保育ニーズを理解
する。
　・地域の社会資源との連携について理解を深める。

なし なし

6

○利用者（子供等）の最善の利益への配慮を学ぶ。
　・受け入れ先の施設の理念、目標などから、配慮点を理解す
る。
　・保育士の援助の方法や対応から、その姿勢について学ぶ。
　・利用者（子供等）の権利擁護の実際について理解する。

なし なし

3

○利用者（子供等）の個人差やニーズについて理解し、その対応
方法を習得する。
　・利用者（子供等）に共感し、受容する態度を身につける。
   ・利用者（子供等）の個人差や発達の違いに応じた対応方法
を身につける。　
　・生活環境などに伴う利用者（子供等）のニーズを理解する。

なし なし

4

○家族との意思疎通の方法を具体的な事例を通して学ぶ。
　・日常の保護者との対応を通して、コミュニケーションの方法
を学ぶ。
　・子供と保護者（家族）のコミュニケーションの在り方につい
て学ぶ。

なし なし

7

○施設の保育士としての職業倫理を理解する。
　・守秘義務の遵守について、実際的に理解する。
　・保育士の具体的な職業倫理を理解する。

なし なし
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9

○事後指導
    （施設実習の体験を整理すると共に自己評価を行い、課題レ
ポートをもとに保育士としての資質に関する今後の課題を明らか
にする。）

なし なし

10 なし。 なし なし

8

○巡回指導
　・実習の状況や就職(採用）の見込みなどについて施設担当者
と情報交換すると共に、実習課題等をもとに学生指導を行う。

なし なし

13 なし。 なし なし

14

なし。  なし なし

11 なし。 なし なし

12 なし。 なし なし

定期試験

0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 ・実習先による評価（40%）
・実習態度（30%）＜巡回指導教員の評価＞

15

なし。  なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

・保育実習Ⅰ－１及びⅠ－２を履修していることを履修条件とする。

備考欄

その他 30 ・実習日誌（30%）＜記載内容、実習後の反省･考察＞

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501A こども学総合演習I(笠見康大) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。美術
館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。本科目では、アー
トプロジェクトを基盤に、プロジェクト型保育、アートワーク
ショップの開発、教材研究をテーマに授業を行なうものとする。
今後の研究テーマの選択等につき検討を行う。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）

- 448 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501B こども学総合演習I(吉岡亜希子) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

テーマを決め、グループで研究を行う。テーマに基づいて文献検討や調査等の情報収集を行い、分析、整理をする。子どもや保護者を支援
する施設や組織、子どもの学びを支える施設や組織の調査を行いながら研究することを基本とする。グループごとに研究成果を発表し、中
間報告書を提出する。

ＩＣＴ活用 Google　classroomを活用した双方向授業を行う。

前期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。


シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

子育て支援組織の実践者としての経験を活かし、理論と実践を往還する指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

グループごとに課題の進捗状況を報告し共有する。その都度、検討を行いフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 『保育・教育実践演習テキストノート』田中卓也編、ふくろう出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501C こども学総合演習I(村田敏彰) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。美術
館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。本科目では、アー
トプロジェクトを基盤に、プロジェクト型保育、アートワーク
ショップの開発、教材研究をテーマに授業を行なうものとする。
今後の研究テーマの選択等につき検討を行う。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

適宜資料を配布する。
「保育・教育実践演習テキストノート」　田中卓也編　ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501D こども学総合演習I(村越含博) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。美術
館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。本科目では、アー
トプロジェクトを基盤に、プロジェクト型保育、アートワーク
ショップの開発、教材研究をテーマに授業を行なうものとする。
今後の研究テーマの選択等につき検討を行う。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501E こども学総合演習I(西野美穂) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。美術
館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 西野　美穂

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

子どもを対象にしたコンサートでのピアノ演奏を30年間継続して行っている。この経験を活かして、保育、教育の現場で求められる、子ど
もの音楽活動を援助するために必要な知識や技術の実践的な習得を目指す授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501F こども学総合演習I(美馬正和) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。保育
施設へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備を行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。
本科目では、実際に保育施設に足を運び、こどもの育ちと環境構
成につれてをテーマに授業を行うものとする。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

環境による保育について調べてお
く。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

発達支援センターでの勤務や乳幼児健診における心理相談担当の経験から、就学前のこどもの育ちや環境についての知識を有している。こ
の経験をいかして取り組む。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオなどに関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

こどもの育ちについて調べておく。
（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

調査内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

発表に向けた準備をしておく。（25
分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501G こども学総合演習I(木谷岐子) 3600 1 3

到達目標

１．保育者・教育者としての使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援ができる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

保育・教育全般に対する思考を深める授業を展開する。個人及びグループで、文献調査や資料収集を行い、それぞれの研究課題を明確にす
る。明確になった研究課題の解決に向け、取材・見学等の調査活動を行い、結果と考察をまとめて、最終的に報告会で伝え合う活動を行
う。研究課題の内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンを活用し、発表や討論の資料を作成する。Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、遠隔授業を効果的に取
り入れる。　　

前期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある。

シラバスにより本科目の内容を把握
する。　（25分）

説明を受けた事項について整理す
る。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ　後期の活動についての日
程の確認、活動内容等についての指導】後期のグループ研究活動
について、研究活動の期間、研究発表会の日程など、日程に関す
る説明・確認と、今後の研究活動の方法、研究論文の作成に関す
る注意などについての指導を行う。また、テーマを次の4点とす
ることを周知する。①保育士の使命　②社会的コミュニケーショ
ン能力　③家庭・地域・子育て関連の機関との連携　④子育てに
関する支援。

シラバスを参照して、各自今後の授
業の流れをイメージする。（25分）

今後の研究テーマについて関心事を
まとめる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

大学所属の専門研究員として研究活動を行った実務経験を活かし、学生の研究活動能力を育成する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポートに関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

（全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望
まで選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テー
マを参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第
３希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更すること
も可能である。

前回例示されたテーマについて検討
する。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容について
検討する。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】1年次の基礎ゼミナール
Ⅰ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で体験した内容を踏まえ
て、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に関
する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と限界等について
の指導を行う。

基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで学んだ情報
の利用法について復習する。（25
分）

指導内容を整理・確認する。（20
分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

集めた情報を整理する。（25分） 今回の研究活動の内容を整理する。
（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

集めた情報を整理する。（25分） 取材・見学活動で得られた情報をま
とめる。
（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認する。（25
分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

取材・見学活動の計画を話し合う。
（25分）

研究活動の内容を整理する。（20
分）

13

（全体活動）【中間報告会１：半分のグループが発表を行う。発
表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活
動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の
発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、
聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

調査報告会に向けて発表の内容を検
討する。（25分）

発表に向けて資料作成の準備をす
る。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りのグループが発表を行う。発
表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活
動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の
発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、
聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

調査報告会に向けて発表の内容を検
討する。（25分）

発表に向けて資料の作成と、配布物
の準備をする。（20分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容
を踏まえながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法
と必要な準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時
の役割分担等につき指導を行う。


集めた情報を整理する。（25分） 取材・見学活動で得られた情報をま
とめる。
（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

集めた情報を整理する。（25分） 取材・見学活動で得られた情報をま
とめる。
（20分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)　２.授業参加(20%)　3.発表(20％)　4.レポート(20％)

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

調査報告会のリハーサルをする。
（25分）

調査報告を終えて、さらなる課題を
まとめる。
（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 特に指定しない。

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501H こども学総合演習I(長岡交子) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。美術
館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。本科目では、アー
トプロジェクトを基盤に、プロジェクト型保育、アートワーク
ショップの開発、教材研究をテーマに授業を行なうものとする。
今後の研究テーマの選択等につき検討を行う。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容


中高一貫校の教員として長年実務経験を積んできた。この経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

グループでのディスカッションや提出されたレポートへのコメント、プレゼンテーションにおいては発表後の講評を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501I こども学総合演習I(高桑純) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

教育委員会や学校に長年間勤務した経験を生かして、理科教育、環境教育、ＨＲ指導、生活指導、学校経営をはじめとする実践経験を有す
る。これらの経験を活かし、教育や学校の在り方について、具体的に指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

著作権について調べておく。（25
分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

発表内容についてまとめておく。
（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
これまで学んできたプレゼンテーション技術を踏まえながら　､
研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準備、パ
ワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担等につ
き指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501J こども学総合演習I(小椋佐奈衣) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。美術
館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。本科目では、アー
トプロジェクトを基盤に、プロジェクト型保育、アートワーク
ショップの開発、教材研究をテーマに授業を行なうものとする。
今後の研究テーマの選択等につき検討を行う。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

短期大学の保育学科の教員経験に基づき、子どもを対象とした実践的教育と視覚的教材を通した幼児教育についての知識を有している。こ
の経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501K こども学総合演習I(相馬哲也) 3600 1 3

到達目標

１．保育士・教師として使命を理解できる。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨き、身に付けることができる。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解し、説明できる。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を身に付けることができる。
５．実践と理論を結ぶ方法について理解できる。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けを行う。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い、成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。博物館、郷土資料館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備を行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士等
の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育
て関連の機関との連携　④子育てに関する支援。
本科目では、子どもを取り巻く様々な環境（家庭、学校、行政
等）をテーマに授業を行なう。今後の研究テーマの選択などにつ
いて検討を行う。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に
付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを選択
して登録する。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）

- 476 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考え方、Ｗｅｂ情報の利用法、その有
効性や課題等についての指導を行う。

著作権等について調べておく。（25
分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：前半のグループが発表を行う。発
表時間２０分、質疑時間５分程度】現段階での研究活動内容、研
究活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研
究の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

中間発表会に向けて準備をしてお
く。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：後半のグループが発表を行う。発
表時間２０分、質疑時間５分程度】現段階での研究活動内容、研
究活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研
究の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
これまでに学んできたプレゼンテーションの活用方法を踏まえな
がら　､研究発表の方法、提示方法の工夫と必要な準備、プレゼ
ンテーションソフトによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてプレゼンテーションソフトで提示する
発表資料の作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具
体的な事項について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出する。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定の
理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動の
反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課題
と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 　2．授業参加20% 　3．発表20% 　4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 必要に応じて、資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026501L こども学総合演習I(白幡知尋) 3600 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。美術
館等へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

前期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅰ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学原論を履修し、こども学総合演習Ⅱの基礎となる。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基盤として授業が展開される。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマ
を選び、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て前期終盤に中間報告会において
中間報告を行い、中間報告書を作成・提出する。

1

（全体活動）【オリエンテーションⅠ】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
担当教員により本科目設置の趣旨、本科目の目的と意義、前期１
５回の　授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点と心得など
について必要な説明・連絡を行う。学生は必ず出席をして必要な
事項を充分に理解する必要がある

シラバスにより本科目の内容を把握
しておく。　（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おく。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ】　各教員より以下の内容
に係る研究課題の例示、活動方法などの指導を行う。①保育士の
使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地域・子育て
関連の機関との連携　④子育てに関する支援。本科目では、アー
トプロジェクトを基盤に、プロジェクト型保育、アートワーク
ショップの開発、教材研究をテーマに授業を行なうものとする。
今後の研究テーマの選択等につき検討を行う。

シラバスを参照して各担当教員の専
門領域等を把握する。　（25分）

アートプロジェクトについて調べて
おく。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

歴史的遺跡の発掘調査等における人類学的調査や、養護学校勤務等の経験から、広い視点からの物事の理解を目指す。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ活動）　【活動内容・テーマの確定、活動内容案・活
動計画書の作成・提出】班のメンバーによる討議を行い、グルー
プ研究のテーマを確定し、研究活動の内容の検討を行い、活動計
画書を作成して提出する。メンバーによる討議を尽くすととも
に、必要に応じて、適宜指導教員の指導・助言を受けることとす
る。

研究テーマ・研究活動内容につきあ
らかじめ検討しておく。　（25分）

活動計画の内容を再度検討する。
（20分）

3

全体活動）【活動テーマの選択と登録　希望テーマを第３希望ま
で選択する】前回の授業で受けた説明と、例示された研究テーマ
を参考にして、活動テーマの検討を行い、希望するテーマを第３
希望まで選択して登録する。この段階では希望を変更することも
可能である。

前回例示されたテーマについて十分
に検討をしておくこと。（25分）

テーマの内容について検討する。
（20分）

4

（グループ活動）　【テーマごとにグループを編成　活動の目
標､方法､活動計画等の検討】希望する研究テーマ・領域により研
究活動の単位となるグループを編成し、以後はグループにより行
動することを原則とする。各班はリーダー・書記等の役割を決
め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行う。

希望するテーマについて必要な書籍
や文献を探る。　（25分）

グループにより決定された内容を整
理する。（20分）
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権に関する指
導、Ｗｅｂ情報の利用法などの指導】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容及び同科目で
体験した内容を踏まえて、研究活動を展開するために必要な文献
の探し方、著作権に関する考えかた、Ｗｅｂ情報の利用法、その
効用と限界等についての指導を行う。

レッジョエミリアについて調べてお
く。（25分）

調査範囲を分担し担当箇所をリサー
チする。（20分）

9

（グループ活動）【各グループによる活動：前回に引き続き資料
収集、取材などの活動】前回の活動に引き続き、収集した資料の
内容の検討、学外での活動の内容の整理などを行い、研究活動を
推進する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

前回の活動内容を整理しておく。
（25分）

今回の研究活動の内容を整理してお
く。（20分）

10

（グループ活動）【各グループによる活動：収集した資料などの
整理・分析】前回の授業まで収集した内容や研究活動の成果を整
理・分析して研究報告書の作成の準備を行い、研究報告会での発
表のための準備を始める。不十分と思われる部分等についての補
充や訂正などについても検討を行う。

研究活動全体の整理をしておく。
（25分）

鑑賞内容を次の活動に生かせるよう
にまとめておく。（20分）

7

（グループ活動）【必要な資料についての検討、リストアップ等
の実施】前回の授業の内容を受けて、各グループの研究テーマに
即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用文献
として適切な資料を検討し、リストアップを行う。図書館、パソ
コン等の利用を含めて活動を行う。

前回の授業の内容を確認しておく。
（25分）

リストアップした資料の関連資料に
ついても検討を行う。（20分）

8

（グループ活動）【各グループによる活動：資料収集、取材活動
など】前回の授業でリストアップした資料、収集した資料の内容
を検討し、更に資料の検討・収集の活動を行う。
学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は
事前に　指導教員に相談をして指示を受ける。

収集した資料の内容について研究を
しておく。（25分）

研究活動の内容を整理しておく。
（20分）

13

（全体活動）【中間報告会１：５グループが発表を行う。発表時
間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究活動の
成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展
への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き
取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

アートプロジェクトの達成に向けて
準備をしておく。（25分）

次回の発表に向けて資料の作成、配
布物の準備をする。（20分）

14

（全体活動）【中間報告会２：残りの５グループが発表を行う。
発表時間２０分、質疑時間５分】現段階での研究活動内容、研究
活動の成果について発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究
の発展への展望などについても述べる。発表者は制限時間を守
り、聞き取りやすくわかりやすい話し方をするように留意する。

実施のリハーサルを充分にしてお
く。（25分）

他のグループの発表内容をまとめ今
後の研究活動の参考にする。（20
分）

11

（全体活動）【中間報告会に向けての指導:プレゼンテーション
の基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら　､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な
準備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分
担等につき指導を行う。

テーマを検討する。（25分） グループ活動の具体的方法を検討す
る。（20分）

12

（グループ活動）【各グループによる活動：活動内容のまとめ、
発表資料作成】研究活動のまとめである研究論文の作成に向け
て、発表会用の資料としてパワーポイントで提示する発表資料の
作成を行い、実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事項
について検討を行う。

活動計画の確認、材料の準備をす
る。（25分）

実践の検討、反省をする。（20分）

定期試験 0 なし

15

（グループ活動）【中間報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて中間報告書を作成して
提出す　る。本報告書は中間報告書であるので、研究テーマ設定
の理由、研究の目的、研究計画、研究活動の経過、今までの活動
の反省点などと今後の研究活動への展望、後期の研究活動への課
題と展望などをまとめる。

報告書作成のための資料等を整理し
ておく。（25分）

報告書の内容を今後に生かす方法を
考える。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1．課題40% 2．授業参加20% 3．発表20% 4．レポート20%

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 適宜資料を配布する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601A こども学総合演習II(笠見康大) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
　　①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家
庭・地域・子
育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　について指導
の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。学生は
研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

定期試験 0 なし

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％) 2.発表(20％) 3.レポート(60％)

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601B こども学総合演習II(吉岡亜希子) 3601 1 3

到達目標

１．大学生としての研究活動能力の育成 （ 大学生として研究活動ができる）
２．情報収集とその活用に関する能力の育成(効率的に情報を収集し、活用することができる）
３．コミュニケーション能力とプレゼンテーション能力の育成（効果的な意志の伝達と情報の提示、説明ができる）

授業の方法

こども学総合演習Ⅰでまとめた中間報告書の検討を行い、発展・深化させる。そのための文献検討、補足調査等を行う。受講生全体での検
討を行い、最終報告書を完成させる。後半は、保育・教育に関連する文献の講読を行う。各回、レポーターを決めて報告を行いながら議論
する。文献講読で得られた成果を各自まとめる。こども学総合演習ⅠとⅡの成果をまとめ「研究成果報告書」として冊子に集約する。

ＩＣＴ活用 Google　classroomを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

「こども学総合演習Ⅰ」で取り組んだ課題の深化・発展を図り、課題の更なる追究を行う。中間報告において見い出された問題点や課題、
新しい発見などにより前期における研究を発展させながら、グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、学ぶ。ディスカッショ
ンや調査・研究活動を経て終盤に報告会において報告を行い、報告書を作成・提出する。学生は活動の時間の一部に休日、長期休暇中にお
ける活動を充てることができる。

1

前期の「こども学総合演習Ⅰ」でまとめた中間報告書の検討を行
う。中間報告書をさらに発展・深化させるための文献検討や補足
調査等の意見交換を行う。

中間報告書の振り返り（20分） 　 中間報告書の検討（25分）

2

中間報告書を最終報告書として完成させるための検討を引き続き
行う。

中間報告書の検討（20分） 　 中間報告書の検討（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題に対しては、コメントを返します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

グループで最終報告書をまとめ、提出する。 最終報告書のまとめ（20分） 文献講読の候補になる本を探す（25
分）

6

文献講読の文献を決める。講読は、毎回、レポーターを決め、担
当するページのレジュメを作成して報告する。レポーター以外の
受講生は、該当するページをあらかじめ読んでおく。文献講読の
初回に担当するページと日にちを確定する。

文献の候補になる本を探す（20分） 文献の担当部分の報告レジュメを作
成する。（25分）

3

最終報告書を完成させるための活動を各グループで行う。必要に
応じて、補足調査を行う。

中間報告書の検討（20分） 最終報告書のまとめ（25分）

4 グループで最終報告書をまとめる。 最終報告書のまとめ（20分） 最終報告書のまとめ（25分）

9

文献講読。各回レポーターを決め、担当ページのレジュメを作
成、報告を担当する。レポーターは、文献の内容に関連した議論
のテーマを提示し、受講生全員で討議する。

文献の該当箇所を読んでおく。（20
分）

文献の担当部分の報告レジュメを作
成する。（25分）

10

文献講読。各回レポーターを決め、担当ページのレジュメを作
成、報告を担当する。レポーターは、文献の内容に関連した議論
のテーマを提示し、受講生全員で討議する。

文献の該当箇所を読んでおく。（20
分）

文献の担当部分の報告レジュメを作
成する。（25分）

7

文献講読。各回レポーターを決め、担当ページのレジュメを作
成、報告を担当する。レポーターは、文献の内容に関連した議論
のテーマを提示し、受講生全員で討議する。

文献の該当箇所を読んでおく。（20
分）

文献の担当部分の報告レジュメを作
成する。（25分）

8

文献講読。各回レポーターを決め、担当ページのレジュメを作
成、報告を担当する。レポーターは、文献の内容に関連した議論
のテーマを提示し、受講生全員で討議する。

文献の該当箇所を読んでおく。（20
分）

文献の担当部分の報告レジュメを作
成する。（25分）
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13

文献講読。各回レポーターを決め、担当ページのレジュメを作
成、報告を担当する。レポーターは、文献の内容に関連した議論
のテーマを提示し、受講生全員で討議する。

文献の該当箇所を読んでおく。（20
分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(25分)

14

文献講読で得られた成果を受講生全員で振り返り、各自まとめ
る。

文献講読で得られた成果をまとめる
（20分）

1年間の研究成果を振り返る（25
分）

11

文献講読。各回レポーターを決め、担当ページのレジュメを作
成、報告を担当する。レポーターは、文献の内容に関連した議論
のテーマを提示し、受講生全員で討議する。

文献の該当箇所を読んでおく。（20
分）

文献の担当部分の報告レジュメを作
成する。（25分）

12

文献講読。各回レポーターを決め、担当ページのレジュメを作
成、報告を担当する。レポーターは、文献の内容に関連した議論
のテーマを提示し、受講生全員で討議する。

文献の該当箇所を読んでおく。（20
分）

文献の担当部分の報告レジュメを作
成する。（25分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 １.最終報告書（40％）　２.授業参加の態度（20％）　３.文献講読レポーターとしての報告（40％）

15

１年間の研究成果を振り返る。「こども学総合演習Ⅰ」の報告書
と「こども学総合演習Ⅱ」の文献講読による成果のまとめを「研
究成果報告書」として冊子に集約する。

1年間の研究成果を振り返る（20
分）

本科目で学んだ内容を卒業研究Ⅰ、
Ⅱに活かし、結び付けるためのまと
め。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的な授業参加を望みます。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献

適宜紹介する。
講読の文献は、話し合いで決定する。

- 486 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601C こども学総合演習II(村田敏彰) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。　

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
　　①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家
庭・地域・子
育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　について指導
の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。学生は
研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％) 2.発表(20％) 3.レポート(60％)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

適宜資料を配布する。
「保育・教育実践演習テキストノート」　田中卓也編　ふくろう出版（岡山）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601D こども学総合演習II(村越含博) 3601 1 3

到達目標

１．保育士・教師として使命を理解できる。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨き、身に付けることができる。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解し、説明できる。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を身に付けることができる。
５．実践と理論を結ぶ方法について理解できる。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。またこの演習では、小学校等をフィールドとし、実践力を高めるとともに、子ども
理解の具体について理論的に深める。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備を行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
①保育士等の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・
地域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援。
これらについての指導方針と指導方法、単位認定の方法等につき
説明を行う。学生は研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士等の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育・教育現場等の取材活動の実施１】収集した資料内容から
テーマに沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を
実施する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育・教育現場等の取材活動の実施２】前回の授業
において収集した資料の考察の検討、学外での活動の不十分な点
をふまえて研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして
指示を受ける。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、プレゼンテーションソフトで提示す
る発表資料の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、
具体的な事項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
これまで学んできたプレゼンテーションの技術を生かした研究発
表の方法等の指導を行う。特にプレゼンテーションをよりわかり
やすいものにするための方法と必要な準備、プレゼンテーション
ソフトによる発表の際の留意点、発表時の役割分担等につき指導
を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％) 　2.発表(20％) 　3.レポート(60％)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
必要に応じて、資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601E こども学総合演習II(西野美穂) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 西野　美穂

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
　　①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家
庭・地域・子
育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　について指導
の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。学生は
研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

子どもを対象にしたコンサートでのピアノ演奏を30年間継続して行っている。この経験を活かして、保育、教育の現場で求められる、子ど
もの音楽活動を援助するために必要な知識や技術の実践的な習得を目指す授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

定期試験 0 なし

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％)2.発表(20％)3.レポート(60％)

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601F こども学総合演習II(美馬正和) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。保育
施設へのフィールドワークも予定している。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　につい
て指導の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。
学生は研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

発達支援センターでの勤務や乳幼児健診における心理相談担当の経験から、就学前のこどもの育ちや環境についての知識を有している。こ
の経験をいかして行う。　　

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオなどに関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

キーワードや領域について予測して
おく。（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

定期試験 0 なし

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％)2.発表(20％)3.レポート(60％)

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601G こども学総合演習II(木谷岐子) 3601 1 3

到達目標

１．保育者・教育者としての使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援ができる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。

授業の方法

個人及びグループで教材研究・文献調査・情報収集や実践により研究活動を深める。研究活動をまとめ、他者と学びを分かち合う体験を持
つ。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンを活用し、報告書や発表資料を作成する。また、Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、遠隔授業を効果
的に取り入れる。

後期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

（全体活動）【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確
認、諸連絡を行う。
子ども学総合演習Ⅰにおいて実施された活動内容について振り返
り、今後の課題や次の活動に向けて実現したいことを意見交換す
る。

前期の研究活動内容を整理する。
（25分）

説明を受けた事項について整理す
る。（20分）

2

（全体活動）【オリエンテーションⅡ　後期の活動についての日
程の確認、活動内容等についての指導】後期のグループ研究活動
について、研究活動の期間、研究発表会の日程など、日程に関す
る説明・確認と、今後の研究活動の方法、研究論文の作成に関す
る注意などについての指導を行う。また、テーマを次の4点とす
ることを周知する。①保育士の使命　②社会的コミュニケーショ
ン能力　③家庭・地域・子育て関連の機関との連携　④子育てに
関する支援。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握する。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

大学所属の専門研究員として研究活動を行った実務経験を活かし、学生の研究活動能力を育成する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、教材に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

（グループ・個人活動）【活動内容・テーマの確定、活動内容・
活動計画書の作成・提出】メンバーによる討議を行い、テーマを
確定する。研究活動の内容の検討を行い、活動計画書を作成して
提出する。メンバーによる討議を行い、必要に応じて適宜指導教
員の指導・助言を受ける。

前期の研究の資料を整理する。(25
分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
内容を抽出する。(20分)

3

（全体活動）【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】前期
の活動の内容と成果を踏まえ、後期の研究活動のテーマ、内容、
方法等についての確認を行う。その結果を集約して活動報告書を
作成して提出する。前期の活動の内容からの発展としてのテーマ
設定を行う。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討する。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

（全体活動）【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方
法、活動計画等の検討】希望するテーマにより研究活動の単位と
なるグループまたは個人を編成する。リーダーを決め、活動の目
標、活動の方法、活動計画の検討を行う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

（全体活動）【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報
の利用法】1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、こども学総合演習Ⅰ
で行われた指導内容と経験を踏まえて、研究活動を展開するため
に必要な文献の探し方、著作権に関する考えかた､Ｗｅｂ情報の
利用法、その効用と注意点についての指導を行う。

後期の具体的活動内容について検討
する。（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

（グループ・個人活動）【保育現場等での取材活動の実施１】収
集した資料内容からテーマに沿った内容を把握して考察する。ま
た、学外での活動を実施する。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討す
る。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

（グループ・個人活動）【資料収集と保育現場等での取材活動の
実施２】前回の授業において収集した資料の考察の検討、学外で
の活動の不順分な点をふまえて研究内容を深める。学外での情報
や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は事前に、指導
教員に相談をして指示を受ける。

研究活動上の問題点を洗い出す。
(25分)

報告書の枠組み・骨格を検討する。
(20分)

7

（グループ・個人活動）【必要な資料についての検討、リスト
アップ等の実施】立案した研究テーマ、研究方法、研究活動計画
により資料収集、文献研究、見学、取材などの具体的な研究活動
を展開する。学外で活動を行う場合はその時期・方法等について
事前に指導教員の指導を受ける。

研究計画等に無理がないかを検討す
る。(25分)

研究の成果について整理・分析を行
う。（20分）

8

（グループ・個人活動）【取材活動の検討・計画】前回の授業で
リストアップした資料をふまえて取材活動の検討を行う。学外で
の情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場合は事前に
指導教員に相談をして指示を受ける。

さらに必要な資料がないか確認す
る。(25分)

指導内容を確認し発表に活かすポイ
ントを検討する。（20分）

13

（グループ・個人活動）【活動内容のまとめ、発表資料作成】パ
ワーポイントで提示する発表資料の作成を行い､実際の発表方法
や役割分担等につき、具体的な事項について検討を行う｡

発表に向けての適切な役割分担につ
いて検討する。（25分）

発表会での自分の役割を確認する。
(20分)

14

（全体活動）【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果につ
いて発表を行い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望
などについても述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやす
くわかりやすい話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考える。(25分)

講評の内容を今後の学習に役立て
る。(20分)

11

（グループ・個人活動）【活動：収集した資料などの整理・分
析】グループ・個人研究活動のまとめに入る。今までに収集した
資料や見学、取材の内容などを研究テーマに即して整理し、論
旨・論点について十分な検討を行って報告会の資料を作成し、報
告書作成の準備を行う。卒業研究への展望も考える。

研究の成果を整理・分析する。（25
分）

発表会に向けて、資料を点検する。
（20分）

12

（グループ・個人活動）【研究発表会に向けての準備：プレゼン
テーションの基礎】１年次後期の『プレゼンテーション技術』で
学んだ内容を踏まえながら､研究発表の方法、プレゼンテーショ
ンの方法と必要な準備、パワーポイントによる発表の際の留意
点、発表時の役割分担等につき指導を行う。

資料をどのようにプレゼンテーショ
ンに生かすか検討する。（25分）

発表会に向けた資料の活用を検討す
る。（20分）

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.課題(40％)　２.授業参加(20%)　3.発表(20％)　4.レポート(20％)

15

（全体活動）【報告書（１年間の活動のまとめ）の作成と提出】
1年間の研究の成果、発表会で発表した内容、教員から受けた講
評の内容や、メンバーからの感想や質問などを集約し、グループ
または個人の研究成果をレポートにして提出する。

1年間の活動経過を振り返る。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学習に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 保育・教育実践演習テキストノート／田中卓也　編／ふくろう出版（岡山）
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履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601H こども学総合演習II(長岡交子) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。　

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
　　①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家
庭・地域・子
育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　について指導
の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。学生は
研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校の教員として長年実務経験を積んできた。この経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

グループでのディスカッションや提出されたレポートへのコメント、プレゼンテーションにおいては発表後の講評を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

定期試験 0 なし

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％) 2.発表(20％) 3.レポート(60％)

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
資料を配布する

- 504 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601I こども学総合演習II(高桑純) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
　　①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家
庭・地域・子
育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　について指導
の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。学生は
研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

教育委員会や学校に長年間勤務した経験を生かして、理科教育、環境教育、ＨＲ指導、生活指導、学校経営をはじめとする実践経験を有す
る。これらの経験を活かし、教育や学校の在り方について、具体的に指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

著作権に関して調べておく。（25
分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

定期試験 0 なし

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％)　2.発表(20％)　3.レポート(60％)

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601J こども学総合演習II(小椋佐奈衣) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
　　①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家
庭・地域・子
育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　について指導
の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。学生は
研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

短期大学保育学科の教員経験に基づき、子どもを対象とした実践的教育など視覚的教材を通した幼児教育についての知識を有している。こ
の経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

定期試験 0 なし

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％) 2.発表(20％) 3.レポート(60％)

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601K こども学総合演習II(相馬哲也) 3601 1 3

到達目標

１．保育士・教師として使命を理解できる。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨き、身に付けることができる。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解し、説明できる。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を身に付けることができる。
５．実践と理論を結ぶ方法について理解できる。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。小学校等をフィールドとして理論と実践の研究を深める。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備を行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。　

授業の概要

こども発達学科の総合科目である。
学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
①保育士等の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・
地域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援。
これらについての指導方針と指導方法、単位認定の方法等につき
説明を行う。学生は研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に
付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士等の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育・教育現場等の取材活動の実施１】収集した資料内容から
テーマに沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を
実施する。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を
行う場合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育・教育現場等の取材活動の実施２】前回の授業
において収集した資料の考察の検討、学外での活動の不十分な点
をふまえて研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして
指示を受ける。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、プレゼンテーションソフトで提示す
る発表資料の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、
具体的な事項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
これまで学んできたプレゼンテーションの技術を生かした研究発
表の方法等の指導を行う。特にプレゼンテーションをよりわかり
やすいものにするための方法と必要な準備、プレゼンテーション
ソフトによる発表の際の留意点、発表時の役割分担等につき指導
を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）
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定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％) 　2.発表(20％) 　3.レポート(60％)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
必要に応じて、資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1026601L こども学総合演習II(白幡知尋) 3601 1 3

到達目標

１．保育士として使命を理解する。
２．社会的コミュニケーションの能力を磨く。
３．家庭・地域・子育て関連の機関との連携について理解する。
４．子育てに関して、必要な支援のできる能力を養う。
５．実践と理論を結ぶ方法について学ぶ。


授業の方法

配布資料や映像等を使い研究対象への動機付けをおこなう。個人及びグループで教材研究・文献調査を行い成果を発表する。発表後はアン
ケートをとりレポートにまとめ今後の学習につなげる。研究内容によっては、活動時間の一部が休日・長期休暇中となることもある。

ＩＣＴ活用

パソコンや映像機器を利用してデータ取集や編集、発表の準備をお行う。また、googleclassroomを活用した情報共有を行う。

後期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

「こども学総合演習Ⅱ」は、広い視野から保育・教育・子育て支援とそのあり方を考え、学際的なものの見方を養う総合科目である。学生
が保育者として、専門的知識や技術などを用い、こどもに対する適切な支援・指導のための情報を収集・分析・整理することができるよう
になることを目指し、保育者・教育者としての実践力を育成することを目的とする。
ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けるこ
とができる。（思考・判断・表現）」ことと特に関係する科目である。
こども学総合演習Ⅰを基礎とし、卒業研究に接続する。　

授業の概要

学生自身による主体的活動と教員との双方向的関わりを基とした授業である。学生は担当教員から提示される内容を参考にテーマを選び、
グループごとに自主的な学習・体験・研究活動を行い、ディスカッションや調査・研究活動を経て個別に報告を行い、報告書を作成・提出
する。

1

【オリエンテーション】 授業の方法、日程の確認、諸連絡を行
う。
科目の目的と意義、授業の進め方、今後の日程、履修上の留意点
につい　て必要な説明を行う。学生は必ず出席をして必要な事項
を充分に理解する必要がある。


前期の研究活動内容を整理してお
く。（25分）

説明を受けた事項につき整理をして
おくこと。（20分）

2

テーマを次の4点として、自主的な学習活動を行うことを周知す
る。
　　①保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家
庭・地域・子
育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　について指導
の方針と指導方法、単位認定の方法等につき説明を行う。学生は
研究テーマの検討を行う。

前期の研究活動の内容、反省点など
を把握しておく。(25分)

指導された内容を整理する。（20
分）

実務経験のある
教員の教育内容

歴史的遺跡の発掘調査等における人類学的調査や、養護学校勤務等の経験から、広い視点からの物事の理解を目指す。（白幡）

課題に対する
フィードバック

の方法

提出されたレポート、ポートフォリオ、作品に関してコメントする。プレゼンテーションにおいては発表後に講評する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

【活動内容・テーマの確定、活動内容・活動計画書の作成・提
出】メンバーによる討議を行い、テーマを確定する。研究活動の
内容の検討を行い、活動計画書を作成して提出する。メンバーに
よる討議を行い、必要に応じて適宜指導教員の指導・助言を受け
る。

前期の研究の資料を整理しておく。
(25分)

分析・反省から今後の研究に役立つ
資する内容を抽出する。(20分)

3

【テーマにそって具体的な学習方針を立てる】具体例として、①
保育士の使命　②社会的コミュニケーション能力　③家庭・地
域・子育て関連の機関との連携　④子育てに関する支援　等に係
る資料収集、実習の振り返り、フィールド・ワーク、グループ討
論等方針を立てる。

前期のテーマからの発展の方法につ
いて検討しておく。(25分)

活動計画の内容を再度点検する。
（20分）

4

【テーマごとにグループを編成　活動の目標、方法、活動計画等
の検討】希望するテーマにより研究活動の単位となるグループま
たは個人を編成する。
リーダーを決め、活動の目標、活動の方法、活動計画の検討を行
う。


前期の研究方法の反省点をまとめ
る。(25分)

活動の方法を検討する。(20分)
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6

【参考文献の探し方と活用法、著作権・Ｗｅｂ情報の利用法】
1年次の基礎ゼミナールⅠ・Ⅱで行われた指導内容と経験を踏ま
えて、研究活動を展開するために必要な文献の探し方、著作権に
関する考えかた､Ｗｅｂ情報の利用法、その効用と注意点につい
ての指導を行う。

鑑賞のポイントを予測しておく。
（25分）

テーマ、活動計画等の細目を検討す
る。（20分）

9

【保育現場の取材活動の実施１】収集した資料内容からテーマに
沿った内容を把握して考察する。また、学外での活動を実施す
る。学外での情報や資料の収集、見学、取材などの活動を行う場
合は事前に指導教員に相談をして指示を受ける。

役割分担に無理がないかを検討して
おく。（25分）

研究成果の分析と論文作成の準備を
進める。(20分)

10

【資料収集と保育現場の取材活動の実施２】前回の授業において
収集した資料の考察の検討、学外での活動の不順分な点をふまえ
て研究内容を深める。学外での情報や資料の収集、見学、取材な
どの活動を行う場合は事前に　指導教員に相談をして指示を受け
る。

研究活動の行き詰まりがあれば十分
に話し合うこと。(25分)

徐々に報告書の枠組み・骨格の検討
を始める。(20分)

7

【必要な資料についての検討、リストアップ等の実施】研究テー
マに即して研究活動に必要な資料の範囲等を検討し、参考・引用
文献として適切な資料を見出し、リストアップを行う。図書館、
パソコン等の利用を含めて活動を行う。

研究計画等に無理がないかを検討し
ておく。(25分)

研究の成果についてはただちに整
理・分析を行う。（20分）

8

【取材活動の検討・計画】前回の授業でリストアップした資料を
ふまえて取材活動の検討を行う。学外での情報や資料の収集、見
学、取材などの活動を行う場合は事前に指導教員に相談をして指
示を受ける。

研究テーマの再検討、整理を行う。
(25分)

指導内容を確実に理解して発表に活
かす。（20分）

13

【活動内容のまとめ、発表資料作成】研究活動のまとめである研
究レポートの作成に向けて、パワーポイントで提示する発表資料
の作成を行い､実際の発表方法や役割分担等につき、具体的な事
項について検討を行う｡

事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。(20分)

14

【研究報告会】研究活動内容、研究活動の成果について発表を行
い、研究活動の反省点や今後の研究の発展への展望などについて
も述べる。発表者は制限時間を守り、聞き取りやすくわかりやす
い話し方をするように留意する。

自分のグループの研究のどこに問題
があるかを考えておく。(25分)

講評の内容を今後の学修に役立て
る。(20分)

11

【活動：収集した資料などの整理・分析】前回の授業まで収集し
た内容や研究活動の成果を整理・分析して研究報告書の作成を行
い、発表のための準備を始める。不十分と思われる部分等につい
ての補充や訂正などについて検討を行う。

研究の成果を整理・分析しておく。
（25分）

発表会資料、教材を充分に点検す
る。（20分）

12

【研究発表会に向けての準備：プレゼンテーションの基礎】
１年次後期の『プレゼンテーション技術』で学んだ内容を踏まえ
ながら､研究発表の方法、プレゼンテーションの方法と必要な準
備、パワーポイントによる発表の際の留意点、発表時の役割分担
等につき指導を行う。


事前のリハーサルを充分に行う。
（25分）

他のグループ・個人の発表を聞き、
報告書作成の参考にする。（20分）

定期試験 0 なし

15

【研究報告書の作成と提出】
15回の授業、研究活動、研究発表を受けて報告書を作成して提出
する。研究テーマ設定の理由、研究の目的、研究計画、研究活動
の経過、今までの活動の反省点など今後の研究活動への課題と展
望などをまとめる。

論文の作成の仕方を復習する。（25
分）

本科目で学んだ研究者としての姿勢
を今後の学修に活かす。（20分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 1.研究活動報告書(20％)2.発表(20％)3.レポート(60％)

履修条件・留意
事項等

積極的に授業に参加し、提出物等の期限を厳守すること

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献

こども学総合演習Ⅰで用いたテキストノートを使用する
資料を配布する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10181011 教職実践演習（幼･小） 3604 2 4

到達目標

こども発達学科では、「教育に対する明確な理念と知識を持ち、幼稚園・学校現場で子どもたちと真剣に向き合うことのできる資質・能力
を有する教員の養成」を目指しており、そのため本演習では、「教育理念に裏付けられた実践的指導力の育成のため、望ましい授業づくり
の方法や子どもとの関わり方等を認識することができる。また、そのことを幼稚園・学校現場において具体的に実践しようとする気構えを
構築することができる。」を到達目標とする。

授業の方法

・初回のオリエンテーションにおいて、教職に関する授業や学外実習で残された課題をしっかり認識させる。
・学校参観や現場教員の講話をはじめ、事例研究、インターンシップなど、現場との強い関連を意識させながら学修に励ませる。
・幼稚園系、小学校系、特別支援学校系の、3つのグループ構成で進めていく。
・インターンシップは、本科目の最終に位置づけ、11月から12月の、連続3日間、幼稚園系は、恵庭市3園と附属幼稚園において、小学校
系、特別支援学校系は、恵庭市の小学校において行う。

ＩＣＴ活用

プレゼンテーションソフトや教育クラウドプラットフォームを活用した説明や資料の提示、電子黒板やデジタル教科書、タブレットや携帯
端末を使った指導法の説明等を行う。また、これらを利用した双方向型授業も体験させる。
ビデオや動画などを視聴し、より理解が深められるようにするとともに、グループワークをしながら互いに意見交流できる場面を設定す
る。　

後期

教員氏名 高桑　純、山口　宗兼、森田　弘行、児玉　稔、村田　敏彰、小田　進一

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニ
ケーション能力を身につけている【思考・判断・表現】」を最重点に位置付けている科目である。さらに、「こどもの心身の成長・発達に
ついての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有するこどものいずれかについての基本的な知識を身につけ
ている【知識・技能】」ための科目である。幼稚園教諭・小学校教諭の免許を取得するために必修の授業である。

授業の概要

教職課程科目として設置された教科に関する科目及び教職に関する科目や教職課程での様々な活動を通じて学生が身につけた資質能力が、
教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、形成されたかについて、本学科が目標とする教員像や到達目標に照らして最終
的に確認するための科目である。幼稚園系、小学校系、特別支援学校系に分けたクラス編成により、教育実習で焦点化された自己課題に基
づき、事例研究、インターンシップ等を取り入れた内容により行う。

1

オリエンテーション＆今日の教育課題と求められる教師像　
　オリエンテーションは前半合同で行い、後半グループ毎に行
う。　
　今日の教育課題と教師の資質や能力について、教育実習を振り
返りながら考えさせる。
　ICTの活用について説明する。
以下、A・Bに分かれている内容については、グループによってど
ちらかを実施する。

シラバスを読み授業内容を確認す
る。（20分）

幼稚園実習の「実習を終て」、小学
校実習の「まとめ・考察」を熟読
し、本科目での学習の自己課題を明
確にする。（25分）

2

A　視察や講話
恵庭市内の学校を訪問して、校内の見学と現職教員による講話を
行う。
B　恵庭市内の幼稚園の現職教員による講話を行う。

恵庭市内の訪問先の学校のＨＰを閲
覧し、教育活動等について確認して
おく。
講話する講師が所属する園の資料を
調べ、教育活動等について確認して
おく。（20分）

記録の整理と提出。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当者全員が幼稚園・小学校・特別支援学校での勤務経験を活かし、教育現場での子どもたちの様子や授業内容、教材・教具の工夫などに
ついても紹介する機会を設け、より実践的な授業内容とする。
　

課題に対する
フィードバック

の方法

課題についての振り返りやグループワーク等により授業のフィードバックができるようにする。
インターンシップの発表を通して、様々な事例に対する意見交換や自分の取組みに対する自己評価と教員からの講評を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

保護者との連携や対応（事例研究）
学級通信や家庭訪問・懇談の工夫などを通して、保護者や地域と
の連携・協力について考える。


学校や園における、保護者や地域と
の連携・協力について事前学習す
る。（20分）

配布プリントの再読。授業内容に関
する課題。（25分）　

3

特別支援学校視察　
　視察の視点に沿った観察と記録　小グループや個人への支援に
ついての学習
※午前午後にまたがるので、2日分、4コマ分になる。

視察先のＨＰを閲覧し、教育活動に
ついて確認する。（20分）

記録の整理と提出。（25分）

4

特別支援学校視察　
　視察の視点に沿った観察と記録　小グループや個人への支援に
ついての学習
※午前午後にまたがるので、2日分、4コマ分になる。

視察先のＨＰを閲覧し、教育活動に
ついて確認する。（20分）

記録の整理と提出。（25分）
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6

インターンシップオリエンテーション
　心構え、取り組む姿勢、準備、提出物、発表会等について。

「保育自習・教育実習ハンドブッ
ク」で、インターンシップに関連す
る項目を確認しておく。（20分）

インターンシップに向け心構えを確
立し、目標を設定する。また様々な
準備を行う。（25分）

9

インターンシップ③　３日間（12コマ分）にわたって、教育実習
の体験や、この授業でのこれまでの学習を踏まえ、地域の学校で
のインターンシップに臨む。例として、①授業等の補助や教材づ
くり　　②学級づくりの補助を通しての児童理解　⑤学校におけ
る実務・職務の補助などを重点課題にし、現場の教員の指導を受
け、教育活動の実践を体験的に学ぶ。

インターンシップの本日の目標の作
成と心構えの確認。（20分）

インターンシップの本日の記録と明
日の目標の設定。（25分）

10

インターンシップ④　３日間（12コマ分）にわたって、教育実習
の体験や、この授業でのこれまでの学習を踏まえ、地域の学校で
のインターンシップに臨む。例として、①授業等の補助や教材づ
くり　　②学級づくりの補助を通しての児童理解　⑤学校におけ
る実務・職務の補助などを重点課題にし、現場の教員の指導を受
け、教育活動の実践を体験的に学ぶ。

インターンシップの本日の目標の作
成と心構えの確認。（20分）

インターンシップの本日の記録と明
日の目標の設定。（25分）

7

インターンシップ①　３日間（12コマ分）にわたって、教育実習
の体験や、この授業でのこれまでの学習を踏まえ、地域の学校で
のインターンシップに臨む。例として、①授業等の補助や教材づ
くり　　②学級づくりの補助を通しての児童理解　⑤学校におけ
る実務・職務の補助などを重点課題にし、現場の教員の指導を受
け、教育活動の実践を体験的に学ぶ。

インターンシップ学校のＨＰを閲覧
し、教育活動等について把握してお
く。（20分）

インターンシップの本日の記録と明
日の目標の設定。（25分）

8

インターンシップ②　３日間（12コマ分）にわたって、教育実習
の体験や、この授業でのこれまでの学習を踏まえ、地域の学校で
のインターンシップに臨む。例として、①授業等の補助や教材づ
くり　　②学級づくりの補助を通しての児童理解　⑤学校におけ
る実務・職務の補助などを重点課題にし、現場の教員の指導を受
け、教育活動の実践を体験的に学ぶ。

インターンシップの本日の目標の作
成と心構えの確認。（20分）

インターンシップの本日の記録と明
日の目標の設定。（25分）

13

A　教育現場における実際の業務内容（校務分掌、作成書類、危
機管理、児童の健康安全　等）とそれぞれに関する事例研究
　 教職におけるICT技術の実践的活用法
B　インターンシップの発表会準備

インターンシップ記録のまとめ。
（20分）

発表用プレゼンテーションの作成。
授業内容に関する課題。（25分）

14

A　教員の服務と働き方（義務、身分、待遇、懲戒　等）とそれ
ぞれに関する事例研究
　教職におけるICT技術の実践的活用法
B　インターンシップの発表会準備

インターンシップ記録のまとめ。
（20分）

発表用プレゼンテーションの作成。
授業内容に関する課題。（25分）

11

インターンシップ⑤　　３日間（12コマ分）にわたって、教育実
習の体験や、この授業でのこれまでの学習を踏まえ、地域の学校
でのインターンシップに臨む。例として、①授業等の補助や教材
づくり　　②学級づくりの補助を通しての児童理解　⑤学校にお
ける実務・職務の補助などを重点課題にし、現場の教員の指導を
受け、教育活動の実践を体験的に学ぶ。

インターンシップの本日の目標の作
成と心構えの確認  。（20分）

インターンシップの本日の記録と明
日の目標の設定。（25分）

12

インターンシップ⑥　３日間（12コマ分）にわたって、教育実習
の体験や、この授業でのこれまでの学習を踏まえ、地域の学校で
のインターンシップに臨む。例として、①授業等の補助や教材づ
くり　　②学級づくりの補助を通しての児童理解　⑤学校におけ
る実務・職務の補助などを重点課題にし、現場の教員の指導を受
け、教育活動の実践を体験的に学ぶ。

インターンシップの本日の目標の作
成と心構えの確認。（20分）

インターンシップの本日の記録と全
体のまとめ。（25分）

15

発表会   
発表の内容として　
①インターンシップで学んだこと　
②　この授業で、自己の課題解決に向けて特に取り組んできたこ
と　
③教員としての資質・能力(カルテ)を意識した今後の課題と抱負

学生同士の相互評価を行う。
受け入れ先に対するお礼状書きを確認する。

発表の準備。（20分） 　インターンシップのまとめと考察
を「生命の若木」に記録し、この授
業の学びを振り返る。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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定期試験 0 定期試験は、行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ・意欲（視察や講話の記録） 30％ 　・表現力（授業の課題）30％ 　 ・指導力（インターンシップ記
録・発表）40％

履修条件・留意
事項等

幼稚園教諭及び小学校教諭免許取得希望者は、必修

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10269011 こどもの発達と保幼小連携 3610 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．幼児期、児童期の子どもの発達と行動をしっかり捉え、疑問な点を指摘したり、論じたりできる。 
２．幼児期から児童期にかけての不登校、いじめ、小１プロブレム等の問題を正しく捉えることができる。３．子どもを中心に据えた幼保
小の連携のあり方や実際場面での支援・援助の方法について説明できる。
４．こどもの発達や幼小連携について自分なりの考えをもち、質問したり、意見を述べたりできる。

授業の方法

講義がメインとなるが、パワーポイントと配布物、そして視聴覚メディアを活用しながら行い、学生の質問や対話を多く取り入れていく。
毎回、小学校や幼稚園の具体的事例を提示し、「子どもの発達を見取っていくこと」と「幼小連携の重要性に気付かせる。可能な限り、学
生が主体的・対話的・深い学び（＝アクティブラーニング）ができるような工夫をする。課題に対するフィードバックは、毎回授業の振り
返り文やメモについてコメントを書く。また、必要に応じてルーブリック評価も取り入れる。

ＩＣＴ活用


毎時間、パワーポイントを使用し、視覚的にも理解しやすいようにする。こどもの発達や保幼小連携に関連した画像や動画を視聴し、互い
に意見を述べ合う活動を設定する。

後期

教員氏名 森田　弘行

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「こどもの心身の成長・発達についての全般的な理解に加え、乳幼児期のこども、学童期のこども、障がいを有する
こどものいずれかについての基本的な知識を身につけている（知識・技能）」を最重点に位置付けている科目である。さらに、ディプロマ
ポリシーの「教育・保育・子育て支援において、同僚、保護者、地域の人々と交わり、協力関係を形成できる人間的コミュニケーション能
力を身につけている（思考・判断・表現）」ための科目である。こども学総合演習Ⅰ・Ⅱ(3年)　教職実践演習(4年)に繋がっていく科目と
して位置づけられる。

授業の概要

幼児期から児童期における子どもの心身の発達を教育心理臨床の視点で捉えながら、具体的な事例をもとに検討・考察を行い理解を深め
る。また、子どもの成長を見守る保護者、担任、管理職がどのように連携しながら、支援、援助していくとよいのかを「コミュニケーショ
ン」をキーワードに実践的視座から検討、考察を加え、　幼稚園・保育所から小学校に滑らかに繋げていく方策を理解する。

1

【オリエンテーション】
「子どもの発達と幼小の関連」では、幼児期、児童期の基本的な
押さえと幼児教育と小学校教育の相違について解説する。また、
小１プロブレムなどの教育的な諸問題にも言及しながら、幼保小
の連携の重要性について理解する。      

シラバスをしっかり読んでおくこ
と。(90分)

今まで幼小保の科目で学んだ中か
ら、気になる学者・実践者（一人）
を調べてくること。      (90分)

2

「幼児期とは何か、児童期とは何か」を子どもの心身の発達面か
ら包括的に捉えていく。乳幼児期から児童期までを俯瞰し、いく
つかの発達理論や具体的な事例などを通して、グループで検討し
ながら幼児期から児童期にかけての成長を理解する。

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

公認心理師や臨床心理士としての経験を生かして発達心理学的な知識を盛り込んだ授業を展開していく。
また、小学校教員として３５年勤務した経験があるため、教育に関する幅広い知識、知見を有している。この経験を生かし、保幼小連携の
重要性などについての講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義におけるメモ内容と感想・要望・質問・内省等の文章に対しては、コメントを返す。
また出てきた課題や質問は、全体にフィードバックしながら理解を確かなものにする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

小1プロブレムの解消法について、多角的、多面的に理解しなが
ら、その解決策については小集団で検討し全体の場で発表する。
また、小学校入学時のこどもの発達や心理についても理解を深め
る。　　　　　　　　　　　　　

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

3

幼稚園や保育所での子どもの様子や行動に着目しながら、遊びの
種類、遊び方、遊びの相互作用などを確認しながら、幼児期の子
どもにとっての遊びが如何に重要であるかを理解する。

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

4

小学校と幼稚園をつなぐ、接続プログラムやスタートカリキュラ
ムについての知見を深め、その具体的な取り組み方について、グ
ループで検討し全体の場で発表し理解する。


事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)
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6

子どもの成長の様子の記録の取り方や日々の見取り方などを教育
現場で使われているチェック表や行動記録表などをもとに検討
し、よりよい記録の取り方を学ぶ。


事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

9

保護者との連絡・連携について、コミュニケーション対応の５原
則を踏まえながら、日々の連絡帳、家庭配布物、通知表などの書
きまとめ方などについて理解を深める。


事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

10

職場における同僚との協業・協働について、コミュニケーション
対応の５原則を踏まえながら、日々の指導・助言・支援などの仕
方について理解する。

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

7

幼小児童の問題行動について、実際の事例から検討し考察する。
また、学校になじめない少し気になるこどもの中には、発達障害
や愛着障害、さらには虐待やネグレクトの子がいる可能性がある
ことを理解する。

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

8

子どもとの関係作りについて、コミュニケーション対応の５原則
を踏まえながら、学校行事、授業場面、個別対応、集団行動時な
どの具体的事例から理解を深める。


事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

13

幼小連携の視座で「学力とは何か？」を幼児教育から見た学力と
小学校から見た学力の接点について解説する。また、幼児教育と
のつながりが濃い、生活科やそれに続く総合的な学習の時間につ
いても理解を深める。　　　　　　　　　　　　　

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。小論文テ
ストに備えて練習しておくこと(90
分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

14

幼児教育にしろ、小学校教育にしろ、子どもたちをどのように見
取り評価していくと良いのかを考察する。学習指導案や活動案を
比較検討し、総括評価、形成評価、到達度評価、変容度評価、パ
フォーマンス評価などと絡めて、子どもを多面的に捉えていくこ
との重要性を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。小論文テ
ストに備えて練習しておくこと(90
分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

11

管理職や指導的立場にいる者との関わり方を、コミュニケーショ
ン対応の５原則を踏まえながら、報告・連絡・相談など具体的な
場面を通して理解する。


事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

12

幼小連携の観点から、発達障害や軽度の知的障害についての理解
を深め、実際場面での具体的事例を通して、適切な指導・援助法
などを理解する。


事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。(90分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 提出物による　5点（小課題とメモ）×14＝70点（1-14) 　　　30点（小論文）×１＝30点   

15

【講義をふりかえって】　
これまでの講義を振り返り、内省しながら話し合い幼小連携の在
り方を再確認する。　　　　　　　　「幼保小の連携で今、求め
られていることとその理由を述べよ。また、自分が教育現場に
立った時に、どのような連携を行っていきたいか」について文章
にまとめる。◎400字以内　横書き

事前に配布された幼小と発達に関す
る資料を読んでくること。小論文テ
ストに備えて練習しておくこと(90
分)

配布プリントを復習し、考えをまと
めること。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他

0 なし

教科書 使用しない。

参考文献 適宜紹介する。
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履修条件・留意
事項等

辞書の持ち込みは可とする。質問は随時受け付ける。      
レポート等は提出期限を厳守する。
　      

備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10486011 地域活動論 3612 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・ボランティア活動の意義や内容、方法を説明できる。
・地域の理解や地域課題を理解するための方法について説明できる。
・地域活動を行う際の理論的背景となる自己教育主体形成を説明できる。

授業の方法

配布物とパワーポイントを用いる。講義による理論の理解と共に地域調査による地域課題の把握とボランティア活動の手法の理解を深め
る。第8回と第10回にグループワークを行う。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けること
ができる。（思考・判断・表現）」、「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び 教育実践を実現
するために、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・態度を身につけている。（関心・意欲・態度）」ことと特
に関連がある科目である。本科目は「子育て支援ネットワーク論」、「生涯教育論」と関連する。

授業の概要

地域社会におけるボランティア活動を地域づくりの観点から考える。ボランティア活動の概念、内容、方法について学び、同時にボラン
ティア活動の前提となる地域社会の実態・課題を理解する方法も学ぶ。ボランティアを行う者の学習過程、意識変容にかかわる理論は、自
己教育主体形成の展開過程に即して理解していくこととする。

1

ボランティア活動の概念 授業のテーマについて調べる（90
分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

2

ボランティア活動の内容と方法①
子育て支援拠点におけるボランティアの実際～住民による子育て
支援の意義と可能性

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

子育て支援組織の実践者としての経験を活かし、理論と実践を往還する指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

課題に対しては、コメントを返し対応する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

ボランティア活動の歴史①
国内の子育てに関わる事例から

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

6

ボランティア活動の歴史②
北海道内の子育てに関わる事例から

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

3

ボランティア活動の内容と方法②
地域の教育活動にかかわるボランティアの実際～教育と地域づく
りの関連を中心に

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

4

ボランティア活動の内容と方法③
図書館におけるボランティアの実際～読み聞かせボランティアの
意義と可能性

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

9

地域社会の理解と方法③
北海道の農村Ｂの事例～調査方法と農村の課題について

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

10

地域社会の理解と方法④
北海道の農村Ｂの事例～農村の課題と学習内容の検討（グループ
ワーク）

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

7

地域社会の理解と方法①
北海道の都市Ａの事例～調査方法と都市の課題について

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

8

地域社会の理解と方法②
北海道の都市Ａの事例～都市の課題と学習内容の検討（グループ
ワーク）

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

11

地域活動と自己教育主体形成①
父親の地域子育て協同における「意識化」を中心に

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

12

地域活動と自己教育主体形成②
父親の地域子育て協同における「自己意識化」を中心に

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）
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13

地域活動と自己教育主体形成③
父親の地域子育て協同における「理性形成」を中心に

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

14

地域活動と自己教育主体形成④
父親の地域子育て協同における「自己教育主体形成」を中心に

授業のテーマについて、資料を参考
にして調べる（90分）

学習内容を振り返りまとめる（90
分）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート（60％）、授業内のリアクションペーパー（30％）、授業参加の態度（10％）

15

まとめ 振り返りを行い、各自まとめる（90
分）

到達目標と自己の理解について振り
返りを行う（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

積極的な授業参加を望みます。

備考欄

その他 0

教科書 なし。

参考文献

「主体形成の教育学」、鈴木敏正、お茶の水書房
「住民自治へのコミュニティーネットワーク」、鈴木敏正ほか編著、吉岡亜希子ほか著、北樹出版
「教育の課程と方法」、鈴木敏正ほか編著、吉岡亜希子ほか著、学文社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10220011 公衆衛生学 2286 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・公衆衛生の基本を論じることができる。
・保健統計、疫学、公衆衛生に関する情報などの要点を述べることができる。
・生活習慣病、感染症などの疾患について説明できる。
・地域保健、衛生行政、母子・学校・高齢者などについて説明できる。

授業の方法

パワーポイントと教科書を用いて講義形式で進める。
毎回配布する国家試験対策問題で知識が深まるよう解説する。
フィードバックとして、8回目に第1回から第7回までの復習試験、第15回目に第8回から14回までの復習試験を行うことにより理解を深め
る。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 續　佳代

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「地域社会の生活習慣病予防・健康増進、および臨床の場において必要とされる高度な専門知識を体系的に身につ
けている（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。人間の健康を規定する要因である社会・環境に関する基礎知識、健康の維
持・増進や疾病予防に役立てる基本的な考え方、保健・医療・福祉制度や関連法規の概要についての基礎知識を学ぶ科目である。「環境と
化学」、「食品衛生学」の基礎となる。

授業の概要

公衆衛生学は、人の集団の健康に関わる自然条件や人為的条件を分析して、集団としての人の健康の保持と増進を図る学問である。人の生
命と健康を支える食と栄養の専門家として、健康について広い視野から考えるために、公衆衛生学の考え方や保健指標・分析方法などを学
び、生活習慣病などの現状と対策について理解を進め、基礎的知識を修得することを目的とする。

1

公衆衛生と健康の概念
・公衆衛生の定義、健康の定義を理解する。
・予防医学の概念を理解する。
・プライマリヘルスケアとヘルスプロモーションについて理解す
る。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

2

感染症対策-Ⅰ
・感染症成立の三要因について理解する。
・感染症法について理解する。
・検疫法について理解する。
・予防接種法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回配布する国家試験対策問題は講義内でフィードバックします。
復習試験を2回実施し回収後、問題を解説します。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

医療と社会-Ⅱ
・医療の質と安全の確保について理解する。
・医療保障制度について理解する。
・保健所と市町村保健センターの役割について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

6

成人保健と健康増進
・健康増進法について理解する。
・健康日本21（第2次）について理解する。
・生活習慣病対策について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

3

感染症対策-Ⅱ
・主要感染症発生状況について理解する。
・主要感染症の感染経路と特徴について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

4

医療と社会-Ⅰ
・医の倫理をめぐる歴史と医の倫理に関する規定を理解する。
・ヘルシンキ宣言とインフォームドコンセントについて理解す
る。
・終末期医療と死の概念について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

7

母子保健
・母子保健法について理解する。
・母体保護法について理解する。
・児童虐待防止法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

8

復習試験
・第1回目から7回目までの内容の復習試験を行う。
・復習試験のフィードバックを行う。
・障害者基本法について理解する。

第1回目から第7回目までに配布した
国家試験対策問題を勉強しておくこ
と。(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）
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9

高齢者保健
・高齢者の身体的変化、認知症について理解する。
・後期高齢者医療制度について理解する。
・介護保険法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

10

疫学
・疫学の概念について理解する。
・疾病、死亡の指標を理解する。
・検査の指標とスクリーニングについて理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

13

食品保健-Ⅱ
・食中毒の概念について理解する。
・細菌性食中毒、ウイルス性食中毒についてその原因微生物とそ
の予防法について理解する。
・自然毒、寄生虫、アレルギー様食中毒について原因物質とその
予防法について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

14

学校保健
・学校保健関係法規について理解する。
産業保健
・産業保健に関する法律について理解する。
・労働衛生の3管理について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

11

保健統計
・人口静態統計、人口動態統計について理解する。
・人口構造の変化について理解する。
・死因統計について理解する。
・疾病統計について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

12

食品保健-Ⅰ
・食品保健に関する法律について理解する。
・遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品、食品添加物について理
解する。
・食品の種類と機能について理解する。

シラバスを参考にしてあらかじめ教
科書を読んでおくこと。(90分）

講義で配布した国家試験対策問題を
復習すること。
(90分）

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 2回の筆記による復習試験で評価する。

15

復習試験
・第8回目から14回目までの内容の復習試験を行う。
・復習試験のフィードバックを行う。

第8回目から第14回目までに配布し
た国家試験対策問題を勉強しておく
こと。(90分）

講義で配布した復習試験の問題を復
習すること。
(90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

8回目と15回目に実施する復習試験は必ず受けること。

備考欄

その他 0

教科書

公衆衛生がみえる　2022-2023　医療情報科学研究所　メディックメディア　

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601A 卒業研究I(加藤裕明) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 加藤　裕明

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・公立高等学校に30年間勤務し、教科指導、ＨＲ指導、生活指導をはじめとする実践経験を有する。この間、部活動指導にも従事し、演劇
教育を専門的に研究し、博士学位を取得した。以上の経験を活かし、教育実践の具体的現場をリアルに想定すること、とりわけ具体的な子
どもの姿や言葉を想定しながら、学びの場の創造について、対話・討論によりながら認識を深めるよう学生を支援する。(加藤）　

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601B 卒業研究I(小田進一) 4701 1 4

到達目標

➀「論文」とは何か、「先行研究」とは何か等、研究論文を構成する基本的なキーワードについて説明できる。（知識・理解）
➁論文や作品・演奏の完成に至るまでの「研究計画書」を作成するための方法を操作できる。（技能）
③自分の研究計画について、指導教員や他の学生と対話し、アドバイスを受け、学びを深めようとする謙虚な姿勢を身につける。（態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて卒業研究完成までの計画を立案するための知識を解説する。
➁少人数のゼミ形式により、学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを不断に問い直す。
③発表にもとづき、質疑応答を繰り返す、学生の主体的で対話的な活動によってすすめる。

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 小田　進一

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等をめざす者が、4年間をかけて本学で学ん
だものの集大成としての卒業論文（作品）を完成させるための授業である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀卒研Ⅰでは、各教員の指導のもと、「論文」とは何かについての基本を理解したうえで、論文作成（卒研Ⅱ）及び発表のための研究計画
を立案する。（知識・理解）
➁そして、成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案するための技能を習得する。（技能）
③さらに、論文（芸術の場合は作品・演奏）完成まで、指導教員や他の学生と対話し、自分を問い直す謙虚な姿勢を身につける。（態度）

1

オリエンテーション
　卒業研究全体について目的や意義、その過程、ゴールについて
十分に理解する。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」（文献）を読み込み、その論点と自分の研究との
関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話・討論し、
アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容と、自分の
研究との関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話
し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」（文献）を読み、自分の研究目的と関わる部分を
把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への積極的な取り組み（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容
（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601C 卒業研究I(木谷岐子) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・博士の学位取得後、大学所属の専門研究員として、研究活動を行った実務経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を
提供する。また、学びの場の創造について、対話・討論によりながら認識を深めるよう学生を支援する。　

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601D 卒業研究I(高桑純) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

教育委員会や学校に長年間勤務した経験を生かして、教師の使命と職責や学校教育のあり方、理科教育、環境教育、ICT教育について学ぶ
ことにより、教職に関する基本を身につけるための授業を行う。（高桑）

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601E 卒業研究I(山口宗兼) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技能を解説す
る。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティブ・ラーニン
グによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601F 卒業研究I(今井由惠) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 今井　由惠

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。（今井）

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍

- 538 -



北海道文教大学　2022年度　こども発達学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601G 卒業研究I(児玉稔) 4701 1 4

到達目標

➀「論文」とは何か、「先行研究」とは何か等、研究論文を構成する基本的なキーワードについて説明できる。（知識・理解）
➁論文や作品・演奏の完成に至るまでの「研究計画書」を作成するための方法を操作できる。（技能）
③自分の研究計画について、指導教員や他の学生と対話し、アドバイスを受け、学びを深めようとする謙虚な姿勢を身につける事ができ
る。（態度）

授業の方法

➀「卒業研究Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて卒業研究完成までの計画を立案するための知識を解説する。
➁少人数のゼミ形式により、学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを不断に問い直す。
③発表にもとづき、質疑応答を繰り返す、学生の主体的で対話的な活動によってすすめる。

ＩＣＴ活用 ・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められているニーズに的確に対応し、より適切な保育･教育の在り方を考え続ける
ことができる【思考･判断・表現】」ための科目である。
➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等をめざす者が、4年間をかけて本学で学ん
だものの集大成としての卒業論文（作品）を完成させるための授業である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀卒研Ⅰでは、各教員の指導のもと、「論文」とは何かについての基本を理解したうえで、論文作成（卒研Ⅱ）及び発表のための研究計画
を立案する。（知識・理解）
➁そして、成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案するための技能を習得する。（技能）
③さらに、論文（芸術の場合は作品・演奏）完成まで、指導教員や他の学生と対話し、自分を問い直す謙虚な姿勢を身につける（態度）

1

オリエンテーション
　卒業研究全体について目的や意義、その過程、ゴールについて
十分に理解する。

シラバスを読んでおく。
（25分）

自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・障がい種の異なる複数の特別支援学校に35年間勤務し、個々の障がいに応じた生活指導、学習指導、自立活動の指導等に関する実践経験
を有する。この間、各障がいに応じた研究会等に参加し、研究発表も行ってきた。また、道立の教育センターにおいて１年間長期研究員と
して特別支援教育に関する内容について研修に努めた。以上の経験を活かし、子どもたちの障がいや様々な活動場面における配慮事項等に
ついて具体的に指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加えると同時に、学生の学習過程やその成
果を紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィードバックを行
う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。　
（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」（文献）を読み込み、その論点と自分の研究との
関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話・討論し、
アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容と、自分の
研究との関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話
し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。
（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」（文献）を読み、自分の研究目的と関わる部分を
把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。
（25分）


12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。
（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への積極的な取り組み（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容
（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601H 卒業研究I(白幡知尋) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

歴史的遺跡の発掘調査等における人類学的調査や、養護学校勤務等の経験から、広い視点からの物事の理解を目指す。
また、本学理学療法学科からの卒業研修指導を基に、論文作成、プレゼンテーション技法について指導を行う。（白幡）


課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601I 卒業研究I(西野美穂) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 西野　美穂

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

子どもを対象にしたコンサートでのピアノ演奏を30年間継続して行っている。この経験を活かして、実践的な音楽教育について指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601J 卒業研究I(平岡英樹) 4701 1 4

到達目標

➀「論文」とは何か、「先行研究」とは何か等、研究論文を構成する基本的なキーワードについて説明できる。（知識・理解）
➁論文や作品・演奏の完成に至るまでの「研究計画書」を作成するための方法を操作できる。（技能）
③自分の研究計画について、指導教員や他の学生と対話し、アドバイスを受け、学びを深めようとする謙虚な姿勢を身につける。（態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて卒業研究完成までの計画を立案するための知識を解説する。
➁少人数のゼミ形式により、学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを不断に問い直す。
③発表にもとづき、質疑応答を繰り返す、学生の主体的で対話的な活動によってすすめる。

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等をめざす者が、4年間をかけて本学で学ん
だものの集大成としての卒業論文（作品）を完成させるための授業である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀卒研Ⅰでは、各教員の指導のもと、「論文」とは何かについての基本を理解したうえで、論文作成（卒研Ⅱ）及び発表のための研究計画
を立案する。（知識・理解）
➁そして、成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案するための技能を習得する。（技能）
③さらに、論文（芸術の場合は作品・演奏）完成まで、指導教員や他の学生と対話し、自分を問い直す謙虚な姿勢を身につける。（態度）

1

オリエンテーション
　卒業研究全体について目的や意義、その過程、ゴールについて
十分に理解する。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」（文献）を読み込み、その論点と自分の研究との
関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話・討論し、
アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容と、自分の
研究との関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話
し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」（文献）を読み、自分の研究目的と関わる部分を
把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への積極的な取り組み（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容
（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601K 卒業研究I(美馬正和) 4701 1 4

到達目標

➀「論文」とは何か、「先行研究」とは何か等、研究論文を構成する基本的なキーワードについて説明できる。（知識・理解）
➁論文や作品・演奏の完成に至るまでの「研究計画書」を作成するための方法を操作できる。（技能）
③自分の研究計画について、指導教員や他の学生と対話し、アドバイスを受け、学びを深めようとする謙虚な姿勢を身につけることができ
る。（態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて卒業研究完成までの計画を立案するための知識を解説する。
➁少人数のゼミ形式により、学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを不断に問い直す。
③発表にもとづき、質疑応答を繰り返す、学生の主体的で対話的な活動によってすすめる。

ＩＣＴ活用 ・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、活発な議論が行われるように展開する。

前期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

この科目はディプロマポリシー「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するため
に、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行使用とする意欲・第度を身につける」に関連する科目である。
また、➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等をめざす者が、4年間をかけて本学
で学んだものの集大成としての卒業論文（作品）を完成させるための授業である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀卒研Ⅰでは、各教員の指導のもと、「論文」とは何かについての基本を理解したうえで、論文作成（卒研Ⅱ）及び発表のための研究計画
を立案する。（知識・理解）
➁そして、成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案するための技能を習得する。（技能）
③さらに、論文（芸術の場合は作品・演奏）完成まで、指導教員や他の学生と対話し、自分を問い直す謙虚な姿勢を身につける。（態度）

1

オリエンテーション
　卒業研究全体について目的や意義、その過程、ゴールについて
十分に理解する。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

発達支援センターでの勤務や乳幼児健診における心理相談担当の経験から、就学前のこどもの育ちや環境についての知識を有している。こ
の経験をいかして社会的養護や障がい児保育等についての論文指導に取り組む。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」（文献）を読み込み、その論点と自分の研究との
関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話・討論し、
アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容と、自分の
研究との関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話
し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」（文献）を読み、自分の研究目的と関わる部分を
把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への積極的な取り組み（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容
（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601L 卒業研究I(森田弘行) 4701 1 4

到達目標

➀「論文」とは何か、「先行研究」とは何か等、研究論文を構成する基本的なキーワードについて説明できる。（知識・理解）
➁論文や作品・演奏の完成に至るまでの「研究計画書」を作成するための方法を操作できる。（技能）
③自分の研究計画について、指導教員や他の学生と対話し、アドバイスを受け、学びを深めようとする謙虚な姿勢を身につけることができ
る。（態度）

授業の方法

➀「卒業研究Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて卒業研究完成までの計画を立案するための知識を解説する。
➁少人数のゼミ形式により、学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを不断に問い直す。
③発表にもとづき、質疑応答を繰り返す、学生の主体的で対話的な活動によってすすめる。

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業をも効果的に取り入れる。

前期

教員氏名 森田　弘行

授業の位置づけ

①「卒業研究Ⅰ」（以下卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切
な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させるための科目で
ある（思考・判断・表現）。また、その他DPとも関係している科目である。
②基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及び、こどもの学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長上に位置付けられる。


授業の概要

➀卒研Ⅰでは、各教員の指導のもと、「論文」とは何かについての基本を理解したうえで、論文作成（卒研Ⅱ）及び発表のための研究計画
を立案する。（知識・理解）
➁そして、成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案するための技能を習得する。（技能）
③さらに、論文（芸術の場合は作品・演奏）完成まで、指導教員や他の学生と対話し、自分を問い直す謙虚な姿勢を身につける。（態度）

1

オリエンテーション
　卒業研究全体について目的や意義、その過程、ゴールについて
十分に理解する。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・小学校教員として37年間勤務し、またその間、大学院で児童期の抵抗感の研究を行い、小学校教育、特に国語教育や心理教育などを中心
とした実践的研究を行った。これらの研究、実践の経験を生かし、児童の学習方法や主体的・対話的で深い学びを中心とした教育の在り方
について、具体的に指導する。(森田）　

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」（文献）を読み込み、その論点と自分の研究との
関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話・討論し、
アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容と、自分の
研究との関係を明らかにするため、指導教員や他の学生と対話
し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」（文献）を読み、自分の研究目的と関わる部分を
把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への積極的な取り組み（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容
（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・適宜資料を配布する。

参考文献

・野田敏孝（2005）『初めての教育論文』北大路書房
・松井  　豊(2010）『心理学論文の書き方』河出書房新社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601M 卒業研究I(山本愛子) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下、DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対
応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させ
るための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・授業担当者は、公認心理師・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有している。これらの
実務経験及び研究実績を生かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601N 卒業研究I(吉岡亜希子) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601O 卒業研究I(笠見康大) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。　

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文または制作タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文または制作のタイトルを発表
し、指導教員や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601P 卒業研究I(長岡交子) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校の教員として長年実務経験を積んできた。この経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601Q 卒業研究I(小椋佐奈衣) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

・児童相談所で発達相談および支援業務、大学の研究機関で発達障害の研究に従事、短期大学の教員など,
こども発達学に関する実践的経験を有する。以上の経験を活かし、学生が目指している発達支援や教育について、そのニーズに基づく卒業
研究の調査、論文作成の支援および指導をする。　

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601R 卒業研究I(相馬哲也) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、プレゼンテーションソフトや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するため
の知識と技能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に
付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏季休
業中のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・学習技術研究会『知へのステップ』くろしお出版
・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601S 卒業研究I(村田敏彰) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047601T 卒業研究I(村越含博) 4701 1 4

到達目標

➀研究を進めていく上で必要な「先行研究」を探し、読み、内容を説明することができる。（知識・理解）
➁先行研究の論点を整理し、自分の研究が、それらの論点とどのように結びつくのか、論理的に考え、説明することができる。（思考・判
断・表現）
③「研究計画書」を立案し、自分の問題関心、研究の目的、方法を討議できる。（関心・意欲・態度）

授業の方法

➀「卒研Ⅰ」では、パワーポイントや配布印刷物を用いて、卒業論文、卒業作品の完成に向けた「研究計画書」を立案するための知識と技
能を解説する。（知識・技能）
➁学生自身の「問題意識」や「研究の目的」などを対話・討論を通して表現させる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで意欲的、継続的に取り組むことができるよう、研究の社会的意義について対話・討論を主とするアクティ
ブ・ラーニングによって深める。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを効果的に取り入れ、学生自身が自分の研究の進捗状況について把握できるように
する。

前期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅰ」（以下、卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシー（以下DP）の「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応
し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させる
ための科目である。（思考・判断・表現）またその他のDPとも関係している科目である。
➁基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及びこども学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長線上に位置づけられる。

授業の概要

➀「論文」とは何かについての基本的理解や、論文の構成要素に関する基本的知識を理解する。（知識・理解）
➁成果発表（卒研Ⅱ）に至るまでの「研究計画」を立案方法を修得する。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業作品完成まで、指導教員や他の学生と対話・討論に意欲的に関わり、自分を問い直す態度を身に付ける。（関心・意欲・
態度）

1

ガイダンス
「卒業研究計画書」を作成するための全体的な見通し及び、自分
の問題意識、研究の目的、方法とはどのようなものかを理解す
る。

シラバスを読んでおく。（25分） 自分自身の「問題意識」を考える。
（20分）

2

「問題意識」の掘り下げ
　自分自身の問題意識を掘り下げるため、指導教員や他の学生と
対話・討論し、アドバイスを受ける。　

自分の「問題意識」を他者に説明で
きるよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、「問題意識」
を更に掘り下げる。（20分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等を活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

「研究の目的」の明確化（１）
　この研究で何を明らかにするか、「研究の目的」について、指
導教員や他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。

自分の研究は何を明らかにするの
か、「研究の目的」を考える。（20
分）

アドバイスを参考に、「研究の目
的」をさらに絞りこむ。（25分）

6

「研究の目的」の明確化（２）
　絞り込んだ「研究の目的」を、指導教官や他の学生に説明し、
不十分な点を洗い出す。

「研究の目的」を絞り込み、他者に
説明するための準備をする。（20
分）

授業を受けて、「研究の目的」をよ
り分かりやすく説明できるようにす
る。（25分）

3

「問題意識」の明確化
　自分の「問題意識」をより明確にするため、指導教員や他の学
生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「問題意識」をより明確に説明でき
るよう準備する。（25分）

アドバイスを参考に、自分の「問題
意識」について、更に明確化させ
る。
（20分）

4

論文タイトルの設定
　「問題意識」から設定した論文のタイトルを発表し、指導教員
や他の学生のアドバイスを受ける。

論文のタイトルを具体的に言葉にし
てみる。（25分）

アドバイスを参考に、論文タイトル
を絞り込む。
（20分）
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9

「先行研究」の検討（３）
　「先行研究」を読み込み、その論点と自分の研究とがどのよう
に関わるのか、その関係・論理を明らかにするため、指導教員や
他の学生と対話・討論し、アドバイスを受ける。


「先行研究」の論点を整理し、指導
教員や他の学生に説明できるように
しておく。（20分）

アドバイスを参考に、さらに「先行
研究」（文献）を探し、自分の研究
との接点や差異を考える。（25分）

10

「先行研究」の検討（４）
　これまでに集めた「先行研究」が明らかにした内容に対して、
自分の研究が位置づく点を明らかにするため、指導教員や他の学
生と対話し、アドバイスを受ける。

これまでに集めた「先行研究」の論
点を整理する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究」
の到達点と、自分の研究が明らかに
しようとしている点を整理する。
（25分）

7

「先行研究」の検討（１）
　「先行研究」とは自分が明らかにしようとする課題（「問
い」）に対して、先人がなした研究成果のことである。自分の研
究を他者の研究と比較し、自分のオリジナリティがどこにあるか
を明らかにするためのものであることをよく理解する。

あらためて自分の「問題意識」と
「研究の目的」がつながっている
か、整合性を確認しておく。（20
分）

「先行研究」の文献収集を行う。
（25分）

8

「先行研究」の検討（２）
　「先行研究」を探し、読解し、自分の研究目的と関わる部分を
整理・把握する。

自分の研究の目的と関わる「先行研
究」をリストアップする。（20分）

「先行研究」を熟読し、自分の研究
との接点と差異を考える。（25分）

13

「研究方法」の設定（３）
　「研究の方法」を具体化し、実行できる準備計画（フィールド
ワークや各種調査対象者への依頼文の作成等）について、指導教
員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。

フィールドワークや各種調査のた
め、実行可能な行動計画を立案す
る。（20分）

アドバイスを参考に、フィールド
ワークや各種調査のための具体化
（「アポ取り」等）を行う。（25
分）

14

「研究計画書」の作成
　「研究計画書」（下書き）を口頭で発表する。今後の研究のす
すめ方について、指導教員や他の学生からアドバイスをもらう。

「問題意識」「研究の目的」「先行
研究」「研究の方法」をまとめた
「研究計画書」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究計画
書」（下書き）を修正する。（25
分）

11

「研究方法」の設定（１）
　自分の「研究の目的」を遂行するためにふさわしい「研究の方
法」について説明し、指導教員や他の学生からアドバイスを受け
る。

自分の「研究の方法」について説明
できるようにしておく。（20分）

授業を受け、「研究の方法」をさら
に具体化する。（25分）

12

「研究方法」の設定（２）
　研究データを集めるためのフィールドワークや質問紙調査など
の計画を立て、指導教員や他の学生からアドバイスを受ける。

「研究の方法」を具体化し、説明す
る準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、実行可能な
「研究方法」（フィールドワークや
各種調査）の具体的な計画を立て
る。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 研究過程における対話・討論への意欲的な態度（40％）、「研究計画書」（Word データ）の内容（60％）

15

　修正版「研究計画書」を提出し、今後の研究の進め方や夏休み
のフィールドワーク等の計画についてアドバイスを受ける。


修正版「研究計画書」をWordで仕上
げ、提出準備をする。（20分）

アドバイスを参考に、夏休みにすす
めるフィールドワークや実験、各種
調査等の予定を立てる。（25分）　

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅱ」を見通し、卒業論文、卒業制作完成まで、意欲的に、かつ継続的にやり遂げる態度を示すことが切に望まれる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 ・各担当教員から、適宜資料を配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701A 卒業研究II(加藤裕明) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 加藤　裕明

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

・公立高等学校に30年間勤務し、教科指導、ＨＲ指導、生活指導をはじめとする実践経験を有する。この間、部活動指導にも従事し、演劇
教育を専門的に研究し、博士学位を取得した。以上の経験を活かし、子どものリアルな姿や言葉をとらえながら、具体的な子どもの学びの
姿をもとにした実践的研究が展開できるよう、有効な支援を行う。（加藤）　

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701B 卒業研究II(小田進一) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁データ収集のためのフィールドワークや実験を「研究計画」にもとづきながら実施できる。（技能）
③論文（作品）完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう責任をもって行動できる。卒
業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対しては真摯に応答できる。また、他の発表者に対しては
積極的に質問し、発表会の活性化に貢献できる。（態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究完成までに必要な知識や技能を説明する。
➁少人数のゼミ形式であり、学生の「卒業研究要旨」及び「卒業論文」の草稿をもとに、指導教員や他の学生との対話・討論を軸にすすめ
る。
③フィールドワークや、調査、実験等の活動を遂行しながらすすめる。成果発表の際の質疑に対しては、丁寧かつ真摯な対応ができるよ
う、発表のリハーサルを学生自身が行う。

ＩＣＴ活用

・学生が、パソコンやタブレットなどを適宜用いて、研究成果の発表を行い、他者との真摯で丁寧な対話・討論が生まれるようすすめる。

後期

教員氏名 小田　進一

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」は、保育者、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等をめざす者として、これまで学んできた知識・技能・態度を
より確実にし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。
➁「卒業研究Ⅱ」は、「卒業研究Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀「卒業研究Ⅱ」では、「先行研究」の批判的な読み、フィールドワークや実験の方法、また論文の構成などに関する知識を習得する。
（知識・理解）
➁フィールドワークや実験などデータ収集の方法に関する技能を身につける。（技能）
③「卒業研究Ⅰ」にもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を身につ
ける。（態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒業研究Ⅰ」で立てた「研究計画」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　執筆した論文の「はじめに」（問題意識と研究の目的）を、指
導教員や他の学生に読んでもらいアドバイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

保育園約25年、幼稚園20年と乳幼児期の保育に携わり、保育実践のみならず運営や経営についての役割も担ってきた。
実習生の受け入れプログラム作成や障碍児の受け入れシステムの構築及び充実、保育現場における研修体制つくり、保育内容の充実に向け
ての見直し、保育者の実践研究等の課題に取り組んできた。
これらの実務から得た内容を実際のエピソードを交えて伝えながら、個々の学生の保育・教育に向かう姿勢について検討してい

課題に対する
フィードバック

の方法

・学生の報告内容に対して指導的なコメントを行い、次回までの課題を提示する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　執筆した「先行研究の論点整理」を提出し、指導教員や他の学
生からアドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文（作品）の執筆（製作）（１）
　論文（作品）の構成について、指導教員や他の学生と対話・討
論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文（作品）の執筆（製作）（２）
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

卒業論文（作品）の執筆（製作）（５）
　執筆した「参考文献一覧」及び「卒業研究要旨」(下書き）
を、指導教員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。


「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文（作品）の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文（作品）を完成させ
る。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文（作品）の執筆（製作）（３）
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文（作品）の執筆（製作）（４）
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文（作品）の発表
　卒業論文（作品）について発表する。質疑に対して真摯に応答
する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701C 卒業研究II(木谷岐子) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 木谷　岐子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

博士の学位取得後、大学所属の専門研究員として、研究活動を行った実務経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を提
供する。また、学びの場の創造について、対話・討論によりながら認識を深めるよう学生を支援する。　

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701D 卒業研究II(高桑純) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 高桑　純

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

教育委員会や学校に長年間勤務した経験を生かして、教師の使命と職責や学校教育のあり方、理科教育、環境教育、ICT教育について学ぶ
ことにより、教職に関する基本を身につけるための授業を行う。（高桑）

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701E 卒業研究II(山口宗兼) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。また卒業研
究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し関心をもっ
て質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 山口　宗兼

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。（関心・意
欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

幼稚園と小学校において、教員としての実務経験がある。実務経験を生かし、具体的な授業展開する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文の構成
　卒業論文の全体構成について、指導教員や他の学生と対話・討
論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文を完成させ、最終
チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文の発表
　卒業論文について発表する。質疑に対して真摯に応答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 論文完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701F 卒業研究II(今井由惠) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 今井　由惠

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校講師としての勤務、保育士養成大学、その他教養科目としての音楽やピアノ音楽の教授経験、これまで継続している音楽表現活動
などを活かし、音楽の持つ力や魅力、可能性について学生にフィードバックし、学生自身が興味をもって音楽について思考・感受できるよ
う指導する。（今井）

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701G 卒業研究II(児玉稔) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁データ収集のためのフィールドワークや質問紙調査等を「研究計画」にもとづきながら実施できる。（技能）
③論文（作品）完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう責任をもって行動できる。卒
業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対しては真摯に応答できる。また、他の発表者に対しては
積極的に質問し、発表会の活性化に貢献できる。（態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究完成までに必要な知識や技能を説明する。
➁少人数のゼミ形式であり、学生の「卒業研究要旨」及び「卒業論文」の執筆に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を軸にすすめ
る。
③フィールドワークや、調査、実験等の活動を遂行しながらすすめる。成果発表の際の質疑に対しては、丁寧かつ真摯な対応ができるよ
う、発表のリハーサルを学生自身が行う。

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、オンデマンドやオンラインでの遠隔授業も効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 児玉　稔

授業の位置づけ

「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められているニーズに的確に対応し、より
適切な保育･教育の在り方を考え続けることができる【思考･判断・表現】」ための科目である。さらに「今日の教育、保育、子育て支援を
めぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するために不断学び、深く思慮し、適切に判断し、実行しようとする意欲・
態度を身につけている【関心･意欲・態度】」ための科目である。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀「卒業研究Ⅱ」では、「先行研究」の批判的な読み、フィールドワークや質問紙調査の方法、また論文の構成などに関する知識を習得す
る。（知識）
➁フィールドワークや質問紙調査などデータ収集の方法に関する技能を身につける。（技能）
③「卒業研究Ⅰ」にもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を身につ
ける。（態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で立てた「研究計画」にもとづき、フィールドワー
クや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　執筆した論文の「はじめに」（問題意識と研究の目的）を、指
導教員や他の学生に読んでもらいアドバイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。
（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

・障がい種の異なる複数の特別支援学校に35年間勤務し、個々の障がいに応じた生活指導、学習指導、自立活動の指導等に関する実践経験
を有する。この間、各障がいに応じた研究会等に参加し、研究発表も行ってきた。また、北海道立特別支援教育センターにおいて１年間長
期研究員として特別支援教育に関する内容について研修に努めた。以上の経験を活かし、子どもたちの障がいや様々な活動場面における配
慮事項等について具体的に指導する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　執筆した「先行研究の論点整理」を提出し、指導教員や他の学
生からアドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。
（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。
（25分）
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9

卒業論文（作品）の執筆（製作）（１）
　論文（作品）の構成について、指導教員や他の学生と対話・討
論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文（作品）の執筆（製作）（２）
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。
（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。
（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。
（25分）

13

卒業論文（作品）の執筆（製作）（５）
　執筆した「参考文献一覧」及び「卒業研究要旨」(下書き）
を、指導教員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。


「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。
（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文（作品）の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文（作品）を完成させ
る。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。
（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。
（25分）

11

卒業論文（作品）の執筆（製作）（３）
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文（作品）の執筆（製作）（４）
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。
（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文（作品）の発表
　卒業論文（作品）について発表する。質疑に対して真摯に応答
する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・浜田麻里 他 共著（1997）『大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版　
・川村陶子 監修 (2015）『大学生の文章術　レポート・論文の書き方』旺文社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701H 卒業研究II(白幡知尋) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 白幡　知尋

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

歴史的遺跡の発掘調査等における人類学的調査や、養護学校勤務等の経験から、広い視点からの物事の理解を目指す。
また、本学理学療法学科からの卒業研修指導を基に、論文作成、プレゼンテーション技法について指導を行う。（白幡）

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701I 卒業研究II(西野美穂) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 西野　美穂

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

子どもを対象にしたコンサートでのピアノ演奏を30年間継続して行っている。この経験を活かして、実践的な音楽教育について指導を行
う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701J 卒業研究II(平岡英樹) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁データ収集のためのフィールドワークや質問紙調査等を「研究計画」にもとづきながら実施できる。（技能）
③論文（作品）完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう責任をもって行動できる。卒
業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対しては真摯に応答できる。また、他の発表者に対しては
積極的に質問し、発表会の活性化に貢献できる。（態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究完成までに必要な知識や技能を説明する。
➁少人数のゼミ形式であり、学生の「卒業研究要旨」及び「卒業論文」の執筆に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を軸にすすめ
る。
③フィールドワークや、調査、実験等の活動を遂行しながらすすめる。成果発表の際の質疑に対しては、丁寧かつ真摯な対応ができるよ
う、発表のリハーサルを学生自身が行う。

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、保育者、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等をめざす者として、これまで学んできた知
識・技能・態度をより確実にし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」の批判的な読み、フィールドワークや質問紙調査の方法、また論文の構成などに関する知識を習得する。（知
識）
➁フィールドワークや質問紙調査などデータ収集の方法に関する技能を身につける。（技能）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を身につける。
（態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で立てた「研究計画」にもとづき、フィールドワー
クや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　執筆した論文の「はじめに」（問題意識と研究の目的）を、指
導教員や他の学生に読んでもらいアドバイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　執筆した「先行研究の論点整理」を提出し、指導教員や他の学
生からアドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文（作品）の執筆（製作）（１）
　論文（作品）の構成について、指導教員や他の学生と対話・討
論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文（作品）の執筆（製作）（２）
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

卒業論文（作品）の執筆（製作）（５）
　執筆した「参考文献一覧」及び「卒業研究要旨」(下書き）
を、指導教員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。


「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文（作品）の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文（作品）を完成させ
る。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文（作品）の執筆（製作）（３）
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文（作品）の執筆（製作）（４）
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文（作品）の発表
　卒業論文（作品）について発表する。質疑に対して真摯に応答
する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701K 卒業研究II(美馬正和) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁データ収集のためのフィールドワークや質問紙調査等を「研究計画」にもとづきながら実施できる。（技能）
③論文（作品）完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう責任をもって行動できる。卒
業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対しては真摯に応答できる。また、他の発表者に対しては
積極的に質問し、発表会の活性化に貢献できる。（態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究完成までに必要な知識や技能を説明する。
➁少人数のゼミ形式であり、学生の「卒業研究要旨」及び「卒業論文」の執筆に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を軸にすすめ
る。
③フィールドワークや、調査、実験等の活動を遂行しながらすすめる。成果発表の際の質疑に対しては、丁寧かつ真摯な対応ができるよ
う、発表のリハーサルを学生自身が行う。

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、反転学習や遠隔授業などを効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 美馬　正和

授業の位置づけ

この科目はディプロマポリシー「今日の教育・保育・子育て支援をめぐる諸条件のもとで、より良い教育環境及び教育実践を実現するため
に、不断に学び、深く思慮し、適切に判断し、実行使用とする意欲・第度を身につける」に関連する科目である。
また、➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、保育者、幼稚園教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭等をめざす者として、これまで学んで
きた知識・技能・態度をより確実にし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」の批判的な読み、フィールドワークや質問紙調査の方法、また論文の構成などに関する知識を習得する。（知
識）
➁フィールドワークや質問紙調査などデータ収集の方法に関する技能を身につける。（技能）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を身につける。
（態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で立てた「研究計画」にもとづき、フィールドワー
クや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　執筆した論文の「はじめに」（問題意識と研究の目的）を、指
導教員や他の学生に読んでもらいアドバイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

発達支援センターでの勤務や乳幼児健診における心理相談担当の経験から、就学前のこどもの育ちや環境についての知識を有している。こ
の経験をいかして社会的養護や障がい児保育等についての論文指導に取り組む。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　執筆した「先行研究の論点整理」を提出し、指導教員や他の学
生からアドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文（作品）の執筆（製作）（１）
　論文（作品）の構成について、指導教員や他の学生と対話・討
論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文（作品）の執筆（製作）（２）
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

卒業論文（作品）の執筆（製作）（５）
　執筆した「参考文献一覧」及び「卒業研究要旨」(下書き）
を、指導教員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。


「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文（作品）の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文（作品）を完成させ
る。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文（作品）の執筆（製作）（３）
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文（作品）の執筆（製作）（４）
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文（作品）の発表
　卒業論文（作品）について発表する。質疑に対して真摯に応答
する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701L 卒業研究II(森田弘行) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁データ収集のためのフィールドワークや質問紙調査等を「研究計画」にもとづきながら実施できる。（技能）
③論文（作品）完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう責任をもって行動できる。卒
業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対しては真摯に応答できる。また、他の発表者に対しては
積極的に質問し、発表会の活性化に貢献できる。（態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究完成までに必要な知識や技能を説明する。
➁少人数のゼミ形式であり、学生の「卒業研究要旨」及び「卒業論文」の執筆に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を軸にすすめ
る。
③フィールドワークや、調査、実験等の活動を遂行しながらすすめる。成果発表の際の質疑に対しては、丁寧かつ真摯な対応ができるよ
う、発表のリハーサルを学生自身が行う。

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education のプラットフォームやzoomなどを活用し、反転学習や遠隔授業を効果的に取り入れる。

後期

教員氏名 森田　弘行

授業の位置づけ

①「卒業研究Ⅰ」（以下卒研Ⅰ）は、ディプロマ・ポリシーの「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに的確に対応し、より適切
な保育・教育のあり方を考え続けることができる」ように、本学での学びの集大成としての卒業論文、卒業制作を完成させるための科目で
ある（思考・判断・表現）。また、その他DPとも関係している科目である。
②基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ及び、こどもの学総合演習を基礎に、すべての専門科目の理論と実践の延長上に位置付けられる。

授業の概要

➀「卒業研究Ⅱ」では、「先行研究」の批判的な読み、フィールドワークや質問紙調査の方法、また論文の構成などに関する知識を習得す
る。（知識）
➁フィールドワークや質問紙調査などデータ収集の方法に関する技能を身につける。（技能）
③「卒業研究Ⅰ」にもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を身につ
ける。（態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で立てた「研究計画」にもとづき、フィールドワー
クや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　執筆した論文の「はじめに」（問題意識と研究の目的）を、指
導教員や他の学生に読んでもらいアドバイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

・小学校教員として37年間勤務し、またその間、大学院で児童期の抵抗感の研究を行い、小学校教育、特に国語教育や心理教育などを中心
とした実践的研究を行った。これらの研究、実践の経験を生かし、児童の学習方法や主体的・対話的で深い学びを中心とした教育の在り方
について、具体的に指導する。(森田)

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　執筆した「先行研究の論点整理」を提出し、指導教員や他の学
生からアドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文（作品）の執筆（製作）（１）
　論文（作品）の構成について、指導教員や他の学生と対話・討
論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文（作品）の執筆（製作）（２）
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

卒業論文（作品）の執筆（製作）（５）
　執筆した「参考文献一覧」及び「卒業研究要旨」(下書き）
を、指導教員や他の学生に読んでもらい、アドバイスを受ける。


「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文（作品）の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文（作品）を完成させ
る。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文（作品）の執筆（製作）（３）
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文（作品）の執筆（製作）（４）
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文（作品）の発表
　卒業論文（作品）について発表する。質疑に対して真摯に応答
する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・野田敏孝（2005）『初めての教育論文』北大路書房
・松井  　豊(2010）『心理学論文の書き方』河出書房新社
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701M 卒業研究II(山本愛子) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 山本　愛子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロマポリシー（以下、DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

授業担当者は、公認心理師・音楽療法士等の資格を持ち、これまでに精神科病院・教育相談機関等での臨床経験を有している。これらの実
務経験及び研究実績を生かして授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701N 卒業研究II(吉岡亜希子) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 吉岡　亜希子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701O 卒業研究II(笠見康大) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 笠見　康大

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆・作品の制作（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆、あいは制作を開始し、指導教員や他の学生
に読んでもらいアドバイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校芸術科美術の指導及び絵画制作による国内外での発表経験、子どもを対象としたワークショップの実践など美術教育と美術を通し
た教育についての知識を有している。この経験を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆・作品の制作（４）
　執筆あるいは制作した「研究の方法」を指導教員や他の学生に
読んでもらいアドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆・作品の制作（５）
　執筆あるいは制作した「研究の対象」を指導教員や他の学生に
読んでもらいアドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆・作品の制作（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆、あるいは制作をし、指導教員
や他の学生からアドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆・作品の制作（３）
　執筆あるいは制作した「研究の課題」を指導教員や他の学生に
読んでもらいアドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆あるいは制作内容(「はじめに」～「研究の対
象」まで）を通して発表し、指導教員や他の学生のアドバイスを
受ける。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701P 卒業研究II(長岡交子) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 長岡　交子

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

中高一貫校の教員として長年実務経験を積んできた。この経験を活かし、学習・研究活動の基礎的な手法を伝える授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701Q 卒業研究II(小椋佐奈衣) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 小椋　佐奈衣

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

・児童相談所で発達相談および支援業務、大学の研究機関で発達障害の研究に従事、短期大学の教員などこども発達学に関する実践的経験
を有する。以上の経験を活かし、学生が目指している発達支援や教育について、そのニーズに基づく卒業研究の調査、論文作成の支援およ
び指導をする。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701R 卒業研究II(相馬哲也) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀プレゼンテーションソフトや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 相馬　哲也

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

教諭として、教科指導（英語）、生徒指導等に従事したほか、教育行政においては総合的な学習の時間や小学校外国語活動の導入など、小
中高校の教育課程編成・管理に関わった。こうした経験を活かし、探究的な活動を通じて研究意欲を高め、課題解決に向けた技法等を身に
付けるための指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・学習技術研究会『知へのステップ』くろしお出版
・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701S 卒業研究II(村田敏彰) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 村田　敏彰

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

小・中学校教員として３２年間勤務した。この間、通常学級担任・教頭・校長として、また、１２年間特別支援教育コーディネーターとし
て、校内支援体制整備、教育相談、心理アセスメント等に携わった。インクルーシブ教育の推進に関わっては個・学級・学校のそれぞれの
レベルで、個別支援や交流学級、学びのユニバーサルデザインの視点に立った授業作り、校内支援委員会の運営や人材育成等に取り組んで
きた。授業ではこれらの経験に加え、現場で日常的に起こっているエピソードを数多く取り上げながら、学生とのコミュニケーションを重
視し、より実践的な授業づくりに努める。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

1047701T 卒業研究II(村越含博) 4702 1 4

到達目標

➀一般的なレポートと「論文」との違いについて理解し、説明できる。（知識・理解）
➁自分の研究目的に合わせ、データ収集のためのフィールドワークや参与観察、インタビュー、質問紙調査等を「研究計画」にもとづき実
施できる。（思考・判断・表現）
③卒業論文、卒業制作完成のため、指導教員や他の学生との対話・討議に継続的に参加し、最後までやり遂げるよう意欲的に討議できる。
また卒業研究発表会では、研究の成果を他者にわかりやすく伝わるよう発表し、質問に対して真摯に応答できる。また、他の発表者に対し
関心をもって質問し、発表会の活性化に貢献できる。（関心・意欲・態度）　

授業の方法

➀パワーポイントや印刷配布物を用いて、卒業研究、卒業制作完成までに必要な知識や技能を説明する。（知識・技能）
➁「卒業論文」の執筆及び「卒業研究要旨」の構成に向け、指導教員や他の学生との対話・討論を主とするアクティブ・ラーニングにより
思考を深め、表現を明確にするようすすめる。（思考・判断・表現）
③フィールドワークや参与観察、インタビューや質問紙調査等のデータ収集活動を実行し、研究対象への関心を深めるようすすめる。また
成果発表の際には、質疑に対し真摯な対応ができるよう準備を促すとともに、他者の研究への関心を持って意欲的に参加できるようすすめ
る。（関心・意欲・態度）

ＩＣＴ活用

・Google Suite for Education 等のプラットフォームを活用し、学生自身の文章表現、論理構成を確認する。また教員から学生への
フィードバックのために活用する。

後期

教員氏名 村越　含博

授業の位置づけ

➀「卒業研究Ⅱ」(以下、卒研Ⅱ）は、ディプロ・マポリシー（以下DP）として、特に「変化する社会の中で、教育に求められるニーズに
的確に対応し、より適切な保育・教育のあり方を考え続けることができる（思考・判断・表現）」ように、これまで学んできた知識・技
能・態度をより確実になものにし、更なる展望を見出す発展的視野を身につけるための科目である。またその他のDPとも関係している。
➁「卒研Ⅱ」は、「卒研Ⅰ」をふまえ、こども発達学に関わるすべての科目の集大成として位置づけられるものである。

授業の概要

➀卒研Ⅱでは、「先行研究」を的確に読み、理解するための知識・技能を身に付ける。（知識・理解・技能）
➁フィールドワークによる参与観察法、インタビュー調査、質問紙調査などデータ収集の方法を、自分の研究の目的に合わせて修得する。
（思考・判断・表現）
③卒研Ⅰにもとづき、論文（作品）完成まで、粘り強く努力を継続する姿勢、さらには卒業研究発表会に意欲的に参加する態度を学ぶ。
（関心・意欲・態度）

1

研究計画の確認・修正
　「卒研Ⅰ」で提出した「研究計画書」にもとづき、フィールド
ワークや実験等を遂行し、データ収集を開始する。

論文作成に向けて、文章化のスケ
ジュールを作成しておく。（20分）

フィールドワークや実験等、データ
収集のための「アポ取り」や行動予
定を確認する。（25分）

2

論文の執筆（１）
　「研究計画書」にもとづき、論文の「はじめに」（問題意識と
研究の目的）を執筆し、指導教員や他の学生に読んでもらいアド
バイスを受ける。　


論文の「はじめに」（問題意識と研
究の目的）を下書きしておく。（20
分）

アドバイスを参考に、「はじめに」
を修正する。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道公立小学校に22年間勤務し、学級担任、教科専科（理科・算数）、ことばの教室担当教諭、生活指導、小学校全科の学習指導をはじ
めとする実践経験を有する。総合的な学習の時間における地域に根ざした教育と教育課程開発について実践をもとに研究し、修士論文を執
筆した。教育実践をもとにした共著・論文も執筆している。近年は感染症の授業開発や、ICT教育についても現場で実践を行ってきた。以
上の経験をもとに、実践面、理論面の双方から、特に子どもの具体的な姿とそれに応じた実践方法について認識を深めるよう学生を支援す
る。

課題に対する
フィードバック

の方法

・G-classroom等も活用し、学生自身のレポートや発表内容について、アドバイスやコメントを加える。と同時に、学生の学習過程やその
成果を参加者に紹介することによって、学生同士が相互に学びを深め合えるよう、教員がファシリテータとしての役割を担い、フィード
バックをより豊かなものとする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

5

論文の執筆（４）
　執筆した「研究の方法」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の方法」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の方
法」を修正する。
（25分）

3

論文の執筆（２）
　「先行研究の論点整理」を執筆し、指導教員や他の学生からア
ドバイスを受ける。

「先行研究の論点整理」の下書きを
作成する。（20分）

アドバイスを参考に、「先行研究の
論点整理」を修正する。（25分）

4

論文の執筆（３）
　執筆した「研究の課題」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の課
題」を修正する。（25分）
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6

論文の執筆（５）
　執筆した「研究の対象」を指導教員や他の学生に読んでもらい
アドバイスを受ける。

「研究の対象」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを参考に、「研究の対
象」をさらに推敲する。（25分）

9

卒業論文、卒業制作の構成
　卒業論文、卒業制作の全体構成について、指導教員や他の学生
と対話・討論し、アドバイスを受ける。

論文構成の章立てを考え、説明でき
るよう準備する。（20分）

アドバイスを参考に、論文の構成を
具体的に書いてみる。（25分）

10

卒業論文、卒業制作の「結果」
　執筆した「研究結果」を指導教員や他の学生に読んでもらい、
アドバイスを受ける。

データから読み取れることを「研究
結果」とし、その下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「研究結果」
を修正する。（25分）

7

中間発表会（１）
　これまでの執筆内容(「はじめに」～「研究の対象」まで）を
通して読んでもらい、指導教員や他の学生のアドバイスを受け
る。


これまでの執筆内容をつなげる。
（20分）

アドバイスを参考に、中間検討会用
のレジュメ作成にとりかかる。（25
分）

8

中間発表会（２）
　これまでの執筆内容をレジュメにまとめ、発表し、指導教員や
他の学生のアドバイスを受ける。


中間発表会で発表する文章を遂行す
る。（20分）

あらためて、これまでの文章（「は
じめに」～「研究の対象」）を推敲
する。（25分）

13

「卒業研究要旨」の執筆と対話・討論
　執筆した「卒業研究要旨」(下書き）を、指導教員や他の学生
に読んでもらい、アドバイスを受ける。　

「参考文献一覧」を作成し、論文全
体をまとめるとともに、「卒業研究
要旨」下書きを作成する。（20分）

アドバイスを受けて、「参考文献一
覧」及び「卒業研究要旨」を修正
し、提出する。（25分）

14

卒業論文、卒業制作の完成
　これまでの研究活動を総括し、卒業論文、卒業制作を完成さ
せ、最終チェックを行う。

指導担当教員から受けた最終アドバ
イスをもとに本論の文章を推敲す
る。（20分）

発表会の質疑応答を見通して、自分
の研究のポイントや弱点について再
考する。（25分）

11

卒業論文、卒業制作の「考察」
　執筆した「考察」を、指導教員や他の学生に読んでもらい、ア
ドバイスを受ける。

「考察」の下書きを作成する。（20
分）

アドバイスを受けて、「考察」を修
正する。
（25分）

12

卒業論文、卒業制作の「今後の課題」
　執筆した「今後の課題」を、指導教員や他の学生に読んでもら
い、アドバイスを受ける。

「今後の課題」の下書きを作成す
る。（20分）

アドバイスを受けて、「今後の課
題」を修正する。（25分）

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 卒業研究要旨（PDFファイルデータ）（30％）、卒業論文（作品）（50％）、卒業研究発表会での参加姿勢
（20％）

15

卒業論文、卒業制作の発表
　卒業論文、卒業制作について発表する。質疑に対して真摯に応
答する。




発表原稿を作成し、卒業研究発表会
での発表準備をする。（20分）

卒業研究の活動全体を振り返り、自
分の学びを総括する。（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「卒業研究Ⅰ」をふまえ、卒業論文（作品）完成まで、粘り強くやり遂げる、誠実で力強い意思を持つことが切に望まれる。

備考欄

その他 0

教科書 ・各授業において、論文（作品）完成に必要な資料を適宜配布する。

参考文献

・河野哲也（1997）『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会　
・細川英雄(2008）『論文作成デザイン　テーマの発見から研究の構築へ』東京書籍
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