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新渡戸文化短期大学 

生  活  学  科 

専攻科児童生活専攻 



シラバス（Syllabus）の活用について 
 
 
このシラバスは、生活学科（食物栄養専攻・児童生活専攻）及び専攻科児童生活専攻が設定

する授業科目について、その到達目標、概要、方法、予習・復習、受講上の注意、授業計画（テ

ーマ・内容・キーワード）、教科書・参考書、成績評価の方法が記載されています。学生のみな

さんは、これをよく読んで効率的にまた自らが積極的に学習できるよう上手に活用してくださ

い。 

 
シラバスの目的は、学生のみなさんだけではなく、教員も授業計画の進捗、内容、学習成果

のまとめに使用します。学生さんと教員のコミュニケーションツールとして活用すると良いで

しょう。 

 
大学の授業は、高等学校までの受け身の授業ではありません。自らが問題点や課題を見出し、

調べて学び取る姿勢が求められます。みなさんが、将来有効な情報や技術等が得られるよう支

援することを目的として、大学の授業は展開されています。 

 
昨今、シラバスは学生さんと教員の授業契約だけではなく、大学のホームページに情報公表

することで、社会一般に公開し評価を受けています。 

 
今一度、シラバスの意味するところを再認識し、積極的な活用を期待します。 

 
                            ２０１９年４月 

教務・入試広報部長 

 



     １．基礎教育科目                            

基 礎 生 理 学 (101) 1 臨 床 栄 養 学 (211) 39

基 礎 化 学 (102) 2 臨 床 栄 養 学 実 習 (309) 40

哲 学 (103) 3 栄 養 教 育 論 Ⅰ (212) 41

文 学 (104) 4 栄 養 教 育 論 Ⅱ (213) 42

心 理 学 (105) 5 栄 養 教 育 実 習 Ⅰ (214) 43

社 会 学 (106) 6 栄 養 教 育 実 習 Ⅱ (310) 44

法 学 （ 日 本 国 憲 法 ） (107) 7 公 衆 栄 養 学 概 論 (311) 45

暮 ら し の 経 済 (108) 8 調 理 学 (215) 46

日 本 文 化 と 国 際 理 解 (109) 9 調 理 学 実 習 Ⅰ (216) 47

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン (110) 10 調 理 学 実 習 Ⅱ (217) 48

基 礎 英 語 (111) 11 調 理 学 実 習 Ⅲ (312) 49

英 会 話 (112) 12 給 食 計 画 ・ 実 務 論 (218) 50

海 外 語 学 研 修 (113) 13 給 食 管 理 実 習 Ⅰ ( 前 期 ） (313) 51

ス ポ ー ツ実 技（ Ｄ専 攻） (114) 14 給 食 管 理 実 習 Ⅰ （ 後 期 ） (313) 52

ス ポ ー ツ 実 技（ Ｃ専 攻） (115) 15 給 食 管 理 実 習 Ⅱ (314) 53

ス ポ ー ツ科 学（ Ｄ専 攻） (116) 16 情 報 機 器 演 習 (219) 54

ス ポ ー ツ 科 学（ Ｃ専 攻） (117) 17 栄 養 ﾏ ﾙ ﾁ ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ 演 習 (220) 55

基 礎 ゼ ミ （ Ｄ 専 攻 ） (118) 18 フ ー ド コ ー デ ィ ネ ー ト (323) 56

基 礎 ゼ ミ （ Ｃ 専 攻 ） (119) 19 イ ン タ ー ン シ ッ プ 演 習 (320) 57

ビ ジ ネ ス マ ナ ー (120) 20 卒 業 研 究 ゼ ミ ナ ー ル (319) 58

製 菓 ・ 製 パ ン 実 習 (221) 59

ﾌﾟﾛに学ぶ専門料理実習 (316) 60

　　 ２．食物栄養専攻（栄養士）  栄養士ﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ (315) 61

公 衆 衛 生 学 (301) 21 栄 養 士 ｷ ｬ ﾘ ｱ ｱ ｯ ﾌ ﾟ 講 座 (321) 62

社 会 福 祉 概 論 (302) 22 フードプロデュース実習 (318) 63

体 の 構 造 ・ 機 能 学 (201) 23 フルーツカッティング演習 (317) 64

体 の 構 造 ・ 機 能 学 実 習 (304) 24 調 理 学 実 習 Ⅳ (322) 65

栄 養 生 化 学 (202) 25

生 化 学 (303) 26

運 動 生 理 学 (305) 27

健 康 管 理 概 論 (306) 28

食 品 学 総 論 (203) 29

食 品 学 実 験 (204) 30

食 品 学 各 論 (206) 31

食 品 化 学 実 験 (307) 32

食 品 衛 生 学 (205) 33

食 品 衛 生 学 実 験 (207) 34

基 礎 栄 養 学 (208) 35

栄 養 学 (209) 36

ライフステージの栄養学 (210) 37

ライフステージの栄養学実習 (308) 38

2019年度　生活学科　シラバス目次    　



 　 ３．児童生活専攻（保育士・幼稚園教諭）

生 活 学 (251) 66 生 活 学 実 習 Ａ (351) 92
生 活 学 実 習 Ｂ (252) 67 相 談 援 助 (352) 93
保 育 原 理 (254) 68 社 会 的 養 護 (353) 94
教 育 原 理 (257) 69 児 童 心 理 学 (359) 95
子 ど も 家 庭 福 祉 (255) 70 障 害 児 心 理 学 (360) 96
社 会 福 祉 概 論 (253) 71 子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅰ (354) 97
保 育 者 論 (256) 72 子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅱ (357) 98
子ども家庭支援の心理学 (258) 73 子 ど も の 保 健 Ⅰ (355) 99
保 育 内 容 総 論 (259) 74 子 ど も の 保 健 Ⅱ (358) 100
子 ど も と 健 康 Ⅰ (260) 75 子 ど も の 保 健 演 習 (356) 101
子 ど も と 言 葉 Ⅰ (261) 76 子 ど も の 生 活 と 健 康 Ⅱ (361) 102
子 ど も と 人 間 関 係 (262) 77 子 ど も の 生 活 と 言 葉 Ⅱ (362) 103
子 ど も と 環 境 (263) 78 乳 児 保 育 Ⅰ (365) 104
教 育 実 習 指 導 (274) 79 ・80 障 害 児 保 育 Ⅱ (363) 105
教 育 実 習 (275) 81 社 会 的 養 護 内 容 (366) 106
国 語 (268) 82 保 育 相 談 支 援 (367) 107
器 楽 Ⅰ (264) 83 保 育 課 程 論 (364) 108
図 画 工 作 (265) 84 器 楽 Ⅱ (368) 109
子 ど も と 表 現 (267) 85 小 児 体 育 Ⅰ (369) 110
教 職 概 論 (266) 86 小 児 体 育 Ⅱ (370) 111
情 報 機 器 演 習 (269) 87 保 育 実 習 Ⅰ (379) 112
幼児教育のためのICT演習 (272) 88 保 育 実 習 指 導 Ⅰ (378) 113 ･114
文 章 表 現 法 (270) 89 子 ど も と 表 現 (372) 115
イ ン タ ー ン シ ッ プ 演 習 (271) 90 文 章 表 現 法 (270) 116
声 楽 (273) 91 イ ン タ ー ン シ ッ プ 演 習 (271) 117

国 語 (268) 118
子 ど も と 社 会 (375) 119
教 育 課 程 論 (373) 120
教 育 方 法 論 (376) 121
幼 児 理 解 (374) 122
教 育 相 談 (377) 123
教職実践演習（幼稚園） (371) 124
教 育 実 習 (275) 125
声 楽 (273) 126

2019年度入学生【1年生】 2018年度入学生【2年生】



 　　４．専攻科児童生活専攻（保育士）

子ども生活支援の理論 (451) 127
子ども生活支援の方法 (455) 128
臨 床 発 達 心 理 学 (454) 129
食 育 の 理 論 (452) 130
食 育 の 方 法 (456) 131
子 ど も と 食 育 (458) 132
家 庭 支 援 論 (459) 133
地域子育て支援の理論 (453) 134
地域子育て支援の方法 (457) 135
小 児 保 健 特 講 (460) 136
身 体 表 現 特 講 (467) 137
子 ど も と 人 間 関 係 特 講 (464) 138
乳 児 保 育 Ⅱ (463) 139
子 ど も の 遊 び と 文 化 (468) 140
特 別 支 援 の 理 論 (461) 141
特 別 支 援 の 方 法 (465) 142
施 設 養 護 の 理 論 (462) 143
施 設 養 護 の 方 法 (466) 144
音 楽 表 現 の 指 導 法 (469) 145
音 楽 表 現 の 理 論 (470) 146
音 楽 表 現 の 方 法 (473) 147
造 形 表 現 の 指 導 法 (472) 148
造 形 表 現 の 理 論 (471) 149
造 形 表 現 の 方 法 (474) 150
保 育 実 習 Ⅱ (480) 151
保 育 実 習 Ⅲ (481) 152
保 育 実 習 指 導 Ⅱ (482) 153
保 育 実 習 指 導 Ⅲ (483) 154
就 業 力 育 成 演 習 (475) 155
子 ど も の 心 理 臨 床 (476) 156
放 課 後 児 童 論 (478) 157
お も ち ゃ 論 (477) 158
絵 本 論 (479) 159
保 育 実 践 演 習 （ 廣 川 ） (484) 160
保 育 実 践 演 習 （ 川 村 ） (484) 161
保 育 実 践 演 習 （ 榊 原 ） (484) 162
保 育 実 践 演 習 （ 小 山 ） (484) 163
保 育 実 践 演 習 （ 濱 中 ） (484) 164
保 育 実 践 演 習 （ 藤 田 ） (484) 165

2017年度入学生【専攻科生】



授業形態 授業担当者

講義・演習・講義演習・実習 　　〇〇　〇〇

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

○回 ○単位 ○○／○期

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

[教科書・参考書] [成績評価]

教科書：

参考書： 　

　

授業科目名

〇〇〇〇

[授業方法]

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

１４.

１５.

テーマ

７.

８.

９.

１０.

１１.

３.

４.

５.

６.

１.

２.

　

[授業の概要]

１２.

１３.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

授業名称を示しています。 

「講義」「演習」「実技」「講義演習」など授

業の実施形態を示しています。 
授業を担当する教員の氏名を示しています。 

最終的に学生に到達して欲しい知識や技能の量や
レベルが書かれています。 

授業前の必要とされる予習内容や、授
業後の復習内容あるいは課題などが示
されます。 

授業を履修するに当たって、特に留意して欲しいこと、
前もって準備して欲しいこと等が書かれています。 

授業全体を通しての学習内
容が書かれています。 

教科書は、授業を履修する上で購
入すべき書籍が指定されていま
す。参考書は、購入するには及ば
ないが図書館などで借り出して読
んで欲しい「参考文献」を紹介し
ています。 

「成績評価」は、シラバスに述べられている到達目標を、
授業終了時点において履修者がどの程度達成しているかを
測るものです。評価の方法は、学期末の試験をはじめ、レ
ポート、小テスト、授業中の発表を評価に加味する場合等、
それぞれの科目や教員の教育方針などによって異なりま
す。成績評価の反映方法が示されています。 

授業の進度に即した毎回の授業のテー
マ、内容及びキーワードが示されます。
皆さんの予習や復習の参考にもなるはず
です。 

座学、実技、ディスカッション、グループ調査・発表、ビデオ視
聴など、実施授業の方法を示しています。 

授業回数を示しています。 

修得単位数を示しています。 

対象学年、開講時期を示しています。 

この授業と学位授与の方針との関連性を示しています。 

授業前後の予習・復習に必要な時間をを示しています 



授業形態 授業担当者

講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D (C)／前期 必修(D) / 選択(C)

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

細胞の構成、細胞膜のはたらき 細胞内小器官、受動輸送、能動輸送

生殖器系、妊娠時の注意、乳幼児
卵巣、精巣、エストロゲン、プロゲス
テロン、アンドロゲン

消化器系の構成とはたらき
食道、胃、小腸、大腸、膵臓、胆の
う、肝臓

消化吸収のしくみ
アミラーゼ、ペプシン、トリプシン、
リパーゼ、胆汁酸

腎臓・尿路の構造と役割 ネフロン、腎小体、尿細管、集合管

腎臓の病気 急性腎不全、ネフローゼ、慢性腎不全

ホルモンによるシグナル伝達の流れ
視床下部、脳下垂体、甲状腺、副甲状
腺

ホルモンの種類と作用機序
副腎、膵臓、性ホルモン、アディポサ
イトカイン

血液の役割と成分 血球、ヘモグロビン、貧血

血圧、血液のpH、血液凝固、血液型
アンジオテンシン、アシドーシス、ア
ルカローシス、ビタミンK

免疫のしくみと白血球の役割 液性免疫、細胞性免疫、抗体

神経系の構成と神経伝達のしくみ
自律神経、神経伝達物質、静止電位、
活動電位

心臓の構造とはたらき 動脈血、静脈血、収縮期、拡張期

骨や筋肉の構造とはたらき 骨髄、骨吸収、アクチン、ミオシン

呼吸器の構造とはたらき 横隔膜、ガス交換、分圧

[教科書・参考書] [成績評価]

教科書：プリント配布

参考書：　高校の教科書（生
物、生物基礎）、講義時に適宜
紹介します。

　

授業への取組、確認問題、試験などを総合して評価します。

授業科目名

基礎生理学(101)

[授業方法]

[予習・復習]

予習としては、下記のキーワードについて、高校の教科書（生物基礎、生物）やWeb等で下調べをし
ておきましょう。復習としては、授業内容を参考書等と照らし合わせて、疑問点がないかどうか確
認しましょう。

人間の体のしくみを理解することで、どうしたらより健康でいられるかや体に不調が生じたらどう
したらいいかを考える基礎を身につけることが目標です。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

講義形式で行います。パワーポイント、板書、動画視聴、配布プリントによって進めます。

１４.運動器

１５.呼吸器系

テーマ

７.内分泌系　その１

８.内分泌系　その２

９.血液系　その１

１０.血液系　その２

１１.免疫系

４.消化器系　その２

５.腎・尿路系　その１

３.消化器系　その１

６.腎・尿路系　その２

１.細胞

２.妊娠と発達

人間の態度は、他人に伝染する性質を持ちます。授業と無関係な態度があれば、それはしらずしら
ず教室内に伝わってしまい、授業に集中したい人の妨害になってしまいます。そのような妨害のな
いようにしましょう。

[授業の概要]

１２.神経系

１３.循環器系

人間の体を構成するそれぞれの要素について説明します。

- 1 -



授業形態 授業担当者

講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D(C)／前期 必修(D)／選択(C)

[授業の到達目標]

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

原子の構造、周期表の規則 元素記号、分子式、イオン式

電子軌道の規則、点電子則 電子殻、s軌道、p軌道、d軌道

化学結合の種類と性質 電気陰性度、共有結合、イオン結合

ナトリウムの化学的性質と体内におけ
る役割

高血圧、浸透圧、グルコースの吸収

モルを使った計算 アボガドロ数、分子量

モルを使った濃度の計算、溶液の性質 モル濃度、沸点上昇、凝固点降下

化学反応式のつくり方と例、化学量論 化学平衡、ルシャトリエの法則

定義、酸や塩基の強さ、pH
ブレンステッド・ローリーの定義、
解離、中和

定義、酸化数、酸化還元反応 酸化剤、還元剤、酸化還元滴定

炭化水素の種類と性質、構造式
アルカン、アルケン、アルキン、芳
香族

数詞、基本骨格と置換基について アルキル基、位置番号

特別な置換基がある場合について 接頭語、接尾語

代表的な官能基の性質 水酸基、カルボニル化合物、アミン

有機化合物の各種異性体、気体に関する
法則

光学異性体、幾何異性体、ボイルの
法則、シャルルの法則

上記の諸規則の復習、体内の鉄につい
て

ヘモグロビン、鉄欠乏性貧血

[教科書・参考書] [成績評価]

人間の態度は、他人に伝染する性質を持ちます。授業と無関係な態度があれば、それはしらずしら
ず教室内に伝わってしまい、授業に集中したい人の妨害になってしまいます。そのような妨害のな
いようにしましょう。

[授業の概要]

１２.命名法　その２

１３.官能基

まずは、化学に関する一般的な規則を学びます。その後、生体を構成する主要な物質である有機化合物につい
ての基本を学びます。

[授業方法]

１１.命名法　その１

３.化学結合

４.ナトリウム

５.モル

６.濃度

テーマ

７.化学反応

８.酸塩基

９.酸化還元

１０.有機化学基礎

１.周期表

２.電子軌道

教科書：　プリント配布

参考書：　高校の教科書（化学、
化学基礎）

　

定期試験（50%）授業への取組み（50%）で評価します。　

１４.異性体、気体の性質

１５.まとめ（鉄を例にして）

[授業外学修に必要な時間]

授業科目名

基礎化学(102)

講義形式で行います。パワーポイント、板書、動画視聴、配布プリントによって進めます。

予習としては、下記のキーワードについて、高校の教科書やWeb等で下調べをしておきましょう。
復習としては、演習問題の理解程度を確認しておきましょう。

化学は物質の性質に関する学問です。物質の性質は、物質の安全性や有用性を判断する手がかりになります。
そのための知識として、初歩を身につけることが目標です。

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　濱中　啓二郎

授業の回数 時間数（単位数）対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) C,D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

哲学の語源、哲学の意味、哲学の範囲
哲学、倫理学、道徳、哲学的
思考、アルケー

宇宙の始まり、世界観の変遷、人類の誕生
世界観、宇宙の存在、神の存
在、思考方法

ソクラテス、プラトン、アリストテレスの
思想

ソフィスト、問答法、産婆
術、イデア界、洞窟の比喩、
アカデメイア、リュケイオン

宗教のはじまり、宗教と何か、宗教の意義 三大宗教、宗教改革

芸術や美とは何か
再生、子ども観、人間中心主
義、人文主義、ルネサンス

子ども観の形成・変遷、子ども教育の源流
を探る

子ども、絵本、人間形成、法
整備、学校

政治と哲学の結びつき：ホッブス、ロッ
ク、ルソー

社会契約、自然主義、三権分
立、政治思想

認識の始まり：ベーコン、デカルトの思想
経験論、合理論、帰納法、演
繹法、方法的懐疑

ヒューム、カント、ヘーゲルの思想
ドイツ観念論、道徳法則、批
判哲学、弁証法、止揚、人倫

産業革命とマルクス思想の受容－現代的考
察－

資本主義、社会主義、共産主
義、産業革命、資本論

パース、ジェームズ、デューイのプラグマ
ティズム論と我々の生活

道具主義、経験主義、実験学
校

カントの「永遠平和のために」、ラッセル
「幸福論」など

永遠平和、戦争

コミュニケーション論、法と道徳、幸福の
意義、人生の成功と失敗

人間関係、法、道徳、人生

生きること、生命倫理 生、命、輪廻転生

「ソフィーの世界」から哲学に迫る、全体
的なまとめ・テーマ別討論

哲学的思考、ソフィーの世界

[教科書・参考書] [成績評価]

１３.生活と哲学（１）

１.生活と哲学―考え方の基礎―

２.人間生活の根幹－宇宙の根源－

　配布されたプリントは整理しておき、次の授業にも持参すること。

[授業の概要]

１２.生活と平和

１１.生活とプラグマティズム

３.生活と人間

４.生活と宗教

５.生活と芸術

６.生活と子ども

授業科目名

哲学(103)

[授業方法]

[予習・復習]

　様々な本を読み、考えを深めることができるようにしておく。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

　本授業の到達目標は、あくまでも「生活の中の哲学」を熟慮し、物事の本質を追求するプロセスを
楽しむことにある。また、保育・栄養を専攻する学生が履修することを踏まえた内容（絵本など）も
取り上げ、それらを理解し考えることができる。

　まず、思想史をたどることによって様々な事象に対する多くの「考え」や「取り組み」が存在する
ことを理解する。そこから、現代の様々な問題（学び、人間、宗教、生命倫理、心、宇宙、幸福、認
識など）を考えていき、自分なりの考えをまとめる。一人の人物や一つの事象を取り上げ、追求して
いく。

　講義の中で、ディスカッションや自己の考えをまとめる時間なども取り入れる。絵本も哲学を理解
するツールと考え、考察の対象とする。

教科書：適宜プリントを配布

参考書：授業の中で指示 　

授業への取り組み、提出物(課題・レポート)、試験などを総合的に判断する。　

１４.生活と哲学（２）

１５.生活と哲学（３）－哲学総論－

テーマ

７.生活における社会論

８.生活と認識Ⅰ

９.生活と認識Ⅱ

１０.生活と労働
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授業形態 授業担当者

講義 　　廣川　加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) D，C／前期 選択

[授業の到達目標]

前もって本文が配られた場合は、必ず読んでくること。復習ではきっと新たな発見が得られると思います。

[授業外学修に必要な時間]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

『きつねのおきゃくさま』 人物、出来事、語り手

『注文の多い料理店』 論文から引用する

『山男の四月』 前景化

『空中ブランコ乗りのキキ』 二重の構造

梶井基次郎『檸檬』 感覚の喜び

芥川龍之介『蜜柑』 語り手の役割

小川未明『赤い蝋燭と人魚』 人魚　形象

那須正幹『六年目のクラス会』 子ども像　座談会

佐藤さとる　石井桃子 戦後児童文学

メルヘンとファンタジー ファンタジーと子ども

戦後短編小説より 短編小説再発見

江國香織など 作品論を書く

作品を持ち寄って リテラチャー・サークル

作品を持ち寄って 作品論を書く

わたしの読書のありよう 成熟した読書人

[教科書・参考書] [成績評価]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

１４.現代文学④

１５.まとめ

テーマ

７.児童文学①

８.児童文学②

９.児童文学③

１０.児童文学④

３.高校の小説を読もう

４.中学校の小説を読もう

５.近代文学①

６.近代文学②

１.小学校の物語を読もう

２.小学校・高校の物語を読もう

１３.現代文学③

１１.現代文学①

１２.現代文学②

教科書：なし

参考書：適宜紹介する 　

　

授業への取り組み重視、告知した場合の読書カード、テスト

授業科目名

文学(104)

[予習・復習]

[授業方法]

毎時間プリントを配布する。個人で読んだり周囲の人たちと読んだりしながら、文学の知識を高める。

文学理論の基本をおさえながら、素朴に読む楽しさを味わう。教科書の作品、近代文学、児童文学、現代の短
編について、読み、書き、話し、様々な読み手の多様性に出会って自己を広げる。

言葉によってつくられた世界を、受けとめ、味わい、そして批評へ向かっていく。作品を読んで共感したり違
和感をもったりしたことを大切にしながら、時には文章を書き、時には周囲の人たちと交流し、読書経験を積
み重ねる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

[授業の概要]
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授業形態 授業担当者

講義 　　鷹阪　龍太

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) D，C／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業方法]

[予習・復習]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

講義の説明など/心理学とは何か 「こころ」、科学、研究

心理学の歴史 精神分析、行動主義

心理学の研究方法 実験法、調査法、観察法

視覚のしくみ、知覚と恒常性 視覚、恒常性、錯視

空間認知
図と地、主観的輪郭、奥行き知
覚

動機づけ、感情 欲求、原因帰属

発達 遺伝、環境、成熟、発達課題

パーソナリティの形成
パーソナリティ、類型論、特性
論

パーソナリティの測定 アセスメント、自己理解

対人認知 出会い、第一印象、認知

対人魅力 対人関係の維持、恋愛と友情

他者の存在とその影響 社会的促進、社会的抑制、説得

集団における影響 同調、服従、集団

適応と不適応 適応、ストレス、コーピング

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

９.パーソナリティ（2）

１０.対人関係（1）

１１.対人関係（2）

３.心理学とは（2）

４.感覚・知覚（1）

５.感覚・知覚（2）

６.動機づけ

７.発達

８.パーソナリティ（1）

次の授業内容に合わせた資料を配布し作業をしてくるような課題を出すこともある。

１.心理学とは？

２.心理学とは（1）

[受講上の注意]

私語は厳禁である。また、配布資料を毎回用意するためファイルなどがあると良い。

テーマ

授業科目名

心理学(105)

通して学んでいく。また、心の不思議について日常的な出来事を含めた幅広い内容を扱う。

適宜授業内容に合わせて指示をする。

講義形式で行う。授業内容に合わせて、アンケート調査や実験、ワークなどを行い、

体験を通して学ぶことを目指す。

心理学がどのように「こころ」を科学的に扱おうとしてきたのか理解することができる。心理
学の考え方を学び、人間の行動を捉えることにより、人間への理解を深めることができる。ま
た、心理学的・科学的なものの見方・考え方を理解することができる。

[授業の概要]
心理学をはじめて学ぶ人を対象にした授業である。心理学とはどのような学問か？を授業を

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１３.社会行動（2）

１２.社会行動（1）

定期試験（60％）、授業の取り組み状況（40％）教科書：中里至正・松井洋・中村
眞　編著　「新・心理学の基礎を
学ぶ」八千代出版

１４.心の健康

１５.学習成果のまとめ

授業の取り組み状況は、主として授業時課題や小レポート等などから
総合的に評価する。
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授業形態 授業担当者

講義 　　三具　淳子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) D、C／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業概要]

[授業方法]
講義形式で行うが、内容によってはDVDを利用する。

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間］
開講期間内において、約20時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

社会学とは何か､日常生活の出来事から学ぶ
こと。

社会学、新聞、常識、思い込
み

何気なく使っている言葉と意識、人権とは
何か？

差別、区別、偏見、人権

家族の歴史的変遷と近代家族 家族意識、愛情、役割

多様化する現代家族 非法律婚、パートナー関係

恋愛、結婚と離婚 愛情、婚姻、子ども、

社会でつくられた性意識を考える
男らしさ、女らしさ、男女平
等

子育て支援と子ども虐待の対応 子ども虐待、親支援

社会、家庭、恋人同士の暴力と対処
ドメスティック・バイオレン
ス、デートDV

自分の問題としてとらえる視点 家族の役割、自分の家族

ワークとライフの関係 生産労働、再生産労働

現代の男女の生き方 性別役割分業

何を目指すのか 労働時間、格差是正

人間としての権利、命を守る 人権、自殺、不当な扱い

身近な生活と健康 地球の人口、食料、安全

差別、現代社会と家族問題、コミュニケー
ションと人間関係

人権、差別、家族、DV、
虐待、相互理解

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

社会学(106)

１．人と人との関係や人と社会の関係を読み解くための基礎および社会学的なものの考え方を身に付ける。
２．さまざまな制度や人間関係の中でおこるトラブルや矛盾に気づくことができる。

社会の中で起こるさまざまな問題を取り上げて、社会によってつくられている意識や構造について学ぶ。家族
間における暴力やデートDV、子どもへの虐待、恋愛、結婚、離婚などの実態を把握し、問題の所在を明らかに
する。さらに、ワークライフバランス実現に向けた取り組みについても考える。

授業内容についてはレジュメ、配付資料を見直し、疑問点があれば次回の授業で質問をすること。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１３.人権と命

１４.地球の環境問題と生活

教科書：なし(資料を配布す
る）

　参考書：授業時に紹介する

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

日常で起こっている事柄、事件などに目を向けて、新聞、テレビなどを視聴して社会への問題意識を持って授
業に参加すること。

[受講上の注意]

１５.まとめ、学習成果の確認

テーマ

７.現在家族の子育てと困難

８.家族における暴力

９.さまざまな家族問題

１０.ワークライフバランス　Ⅰ

１１.ワークライフバランス　Ⅱ

３.家族を考える　Ⅰ

４.家族を考える　Ⅱ

５.家族を考える　Ⅲ

６.社会・家族における性役割

１.社会学のものの見方

２.差別化と差異化・人権

１２.ワークライフバランス　Ⅲ
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授業形態 授業担当者

講義 　 河合　敏嗣

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1C(D)／前期 必修(1C) / 選択(D)

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

憲法の有する意義、「法律」との差異 法の支配

憲法前文、大日本帝国憲法 国民主権、八月革命説

憲法第１条～第９条 象徴天皇、戦争の放棄

憲法第１０条～第１３条 人権の享有主体

憲法第１０条～第１３条 公共の福祉、私人間効力

憲法第１３条 包括的基本権

憲法第１４条 法の下の平等

憲法第１９条、第２０条、第２３条 思想・良心の自由等

憲法第２１条 表現の自由

憲法第２２条、第２９条 職業選択の自由、財産権

憲法第２５条～第２８条 生存権、労働基本権

憲法第４１条～第９５条 権力分立等

憲法第４１条～第９５条 権力分立等

憲法第31条～第40条、第96条～第99条他 憲法改正、裁判員裁判

第１４回授業までの学習成果確認 日本国憲法の３原則等

[教科書・参考書] [成績評価]

授業最終回に「学習成果の確認」を行うので、各授業において予習復習を徹底されたい。

[授業の概要]

１２.統治機構(１)

１３.統治機構(２)

単なる条文説明にとどまらず、学説の対立を踏まえた裁判例等の理解を身につける。

１１.社会権

３.天皇制と平和主義

４.基本的人権概論(１)

５.基本的人権概論(２)

６.幸福追求権

テーマ

７.平等権

８.精神的自由権(１)

９.精神的自由権(２)

１０.経済的自由権

１.法学概論

２.国民主権

教科書：適宜プリントを配布
参考書：初回授業時に示す 授業の取り組み状況（40％）、期末試験（60％）

１４.憲法を取り巻く現状

１５.学習成果の確認

授業科目名

法学（日本国憲法）(107)

[授業方法]

３原則を念頭に置き、精神的自由権、経済的自由権、統治機構等を理解することができる。

[予習・復習]

授業前に参考書の該当箇所を読み、授業後は記載したノート等を含めて復習されたい。

我が国の最高法規である日本国憲法が有する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という

参考書に従って解説し、解説内容はノート等に記載する。適宜、発言を求める場合がある。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　毎日新聞社

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) D，C／後期 選択

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

講座の目的。「デジタル毎日」の使い方 情報検索

円高・円安の損得 外国為替相場、輸出・輸入

日本経済を牽引してきた製造業の実力は？ 国際競争力

どれだけお金がかかるのか
住宅、子育て、介護、老後、年
金、税金、健康保険

クレジットカードの使い方。金融トラブルの
実態

マルチ商法、クーリングオフ制
度

景気の変動と物価、金利、株価の関係を理解
する

景気判断、インフレ目標政策

個人情報はどう使われ、どう守るか。マイナ
ンバーの活用は？

個人情報、ターゲティング広
告、マイナンバー

ＴＰＰのその後について 経済連携協定、農業

将来への不安は
消費税１０％、税と社会保障の
一体改革

増え続けた理由は？ 国債残高、ギリシャ

東日本大震災と福島の現状 原発立地自治体

観光産業の現状について おもてなし、自治体の取り組み

アベノミクスは有効なのか ３本の矢、成長戦略

日本の果たす役割とは 京都議定書、ＣＯ２

グループ討議 新聞は総合栄養食

[教科書・参考書] [成績評価]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１４.地球温暖化

１５.まとめ

テーマ

７.個人情報とマイナンバー

８.トランプ政権と日米経済

９.少子高齢化社会

１０.国の借金１０００兆円

１１.原発問題

３.日本のものづくり

４.人生デザインとお金

５.消費者教育

６.景気

１.デジタルと新聞

２.円高・円安

１２.東京五輪と観光産業

１３.政府の経済政策

期末レポート４０点　　計１００点

授業への取り組み・授業中の課題６０点教科書：デジタル毎日 プリン
ト配布

授業科目名

暮らしの経済(108)

からテーマを決めて、学生のくらしに関わりがありそうな経済問題について、新聞記事を活

[予習・復習]

し、将来の姿を理解することによって、各自がこれからのライフスタイルや働き方・暮らし

その発表なども交えて進める。「デジタル毎日」で関連の記事を資料とする。

[授業方法]

講義演習形式で行う。「デジタル毎日」を利用し、記事を閲覧し、適宜ディスカッションや
グループワークを取り入れる。

社会と暮らしに焦点を当てながら、生活経済と密接に関係する多様な現代社会の変化を理解

用しながら授業を展開する。一方的な講義のみではなく、個人の課題提出やグループワーク、

携帯端末所有者は毎回持参する。授業中の携帯の操作は課題に限る。

方の確立を目標とする。

[授業の概要]

ベテラン新聞記者がオムニバスで担当する。財政、金融、貿易、産業、社会制度の各分野

経済についてニュースを見ておく。分からない用語は調べておく。
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授業形態 授業担当者

講義 　　毎日新聞社

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) D，C／前期 選択

[授業の到達目標]

ベテラン新聞記者から日本文化・国際理解に関するテーマについて一話完結の形で講義
する。「デジタル毎日」で関連の記事を資料とする。

[授業方法]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

講座の目的。「デジタル毎日」の使い
方

メディアリテラシー、マ
スコミ、クチコミ

貧困、紛争と日本のＮＧＯ 国際支援

生前退位、皇位継承 元号、皇室典範

日本を世界に伝えた国際人としての新渡戸を知る 国際連盟、女子教育

イスラムと日本 難民、紛争、ＵＮＨＣＲ

日本とアジア諸国との関係 中国、韓国、領土

日本人選手のチャレンジ 平和運動、商業主義

未来を担う子どもたちに何をどう伝え
るか

新学習指導要領、ＡＩ、
プログラミング

落語から歌舞伎まで古典芸能一般
古典芸能、歌舞伎、文
楽、落語

少年野球から見た日米比較 スポーツ文化

１１．世界遺産の和食 調理、栄養、芸術から観る だし、うまみ、もてなし

世界に評価された日本文化 宮崎駿（ジブリ）、黒沢明、

トランプ政権 日米・米中関係

紛争と平和のメカニズム 平和、第二次世界大戦

多文化共生への道しるべ 日本文化と国際理解

[教科書・参考書] [成績評価]

携帯端末所有者は毎回持参する。授業中の携帯の操作は課題に限る。

伝統・文化に根差した自己の確立と自ら発信し行動することのできる力をもつ。

１２.映画・アニメ

１３.国際政治

[授業の概要]

講義形式で行う。「デジタル毎日」を利用し、記事を閲覧し、適宜ディスカッションやグ
ループワークを取り入れる。

１４..国連の仕組み

１５.まとめ

テーマ

６.アジア

７.五輪への挑戦

８.子どもたちの教育

９.古典芸能

１０.異文化理解

３.天皇陛下の譲位

４.初代校長・新渡戸稲造

５.イスラムの世界

１.デジタルと新聞

２.アフリカ

期末レポート４０点　　計１００点

　

授業への取り組み・授業中の課題６０点教科書：デジタル毎日　プリント配
布
参考書：

授業科目名

日本文化と国際理解(109)

レポートは「自分の意見」としてまとめたものを書く。

を身につけ、異なる文化を持つ人々を受容し、「つながる」ことのできる力、 自らの国の

[予習・復習]

日本文化や国際社会についてニュースを見ておく。分からない用語は調べておく。

国際社会において、地球的視野に立って、主体的に行動するために必要な態度・能力の基礎

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　廣川  加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) D，C／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業の進め方　アイスブレイク アイデンティティ

偏愛マップで話す、聞く、聴く コンピテンス

コミュニケーションとは　モデル図 プロセスの要素

図形カード並べ　show and tell コンテキスト

ことばのはたらき シンボル　恣意性

非言語の特徴 周辺言語、空間、時間

話を盛り上げ効果的に伝える ハンドジェスチャー

感知、選択、理解、判断 リスニング力アップ

行動、態度の変化 承諾獲得の方略

動機づけの配列 ５段階の配列

対人魅力　人間関係の段階 段階ごとの特徴

攻撃的　非主張的　主張的 アサーション

対人魅力　人間関係の段階 発展と後退

問題解決、意志決定 リーダーシップ

自己をふり返る 理解の共有　合意形成

[教科書・参考書] [成績評価]

授業で学んだことを、ぜひ日常の生活に生かしましょう。

[授業の概要]

授業で扱った部分について確認し、日常生活においても人間どうしのかかわりをよく観察する。

講義、及び受講生参加によるコミュニケーション活動を行う。

４.誤解と混乱　的確な指示

２.自分を語る、人を見る

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

１５.全体のまとめ

テーマ

９.説得のスキル

１１.対人関係欲求と人間関係の発展

１３.対人関係欲求

５.ことばとコミュニケーション

６.非言語コミュニケーション

７.シナリオで話そう

８.認識のプロセス

１.コミュニケーションを学ぶ意味

３.コミュニケーションの基本

１２.自分も相手も大事にする

１４.小集団コミュニケーション

１０.コマーシャルを作ろう

教科書：なし
参考書：『新版入門コミュニ
ケーション論』宮原哲　松柏社

授業への取り組みと試験で評価を行う。

授業科目名

コミュニケーション(110)

[予習・復習]

[授業方法]

コミュニケーションの基本をおさえ、コミュニケーションの道具となる言語、非言語のシンボルに焦点を当
て、説得コミュニケーションなどの知識を増やしコンピテンスを向上させる。

社会生活に必要な考え方や行動、スキル（能力）を探る実学としてのコミュニケーション論をもとに、自らの
コンピテンスを知り、表現すべき自分を磨く意義を理解することができる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

演習 　　西貝　真紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D,C／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約　30　時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

Introduction 自己紹介

Countiries 世界の国々

Personal Items 持ち物

Activities 活動

Food 食べ物

Family 家族

学習成果の確認と評価

Time 時間

Holidays 世界の祝日

Living 日常生活

Housing 住まい

Shopping 買い物

Job 仕事

今学期の復習 各章の重要表現

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

基礎英語(111)

[授業方法]

[予習・復習]

次回の授業で扱う単語の意味を調べておくこと。

基礎的な英語表現を復習しながら異文化理解を深め、４技能（聞く、読む、話す、書く）を
総合的に運用することができる。

教科書の他ペアワークを取り入れ、一人ひとりがより多く発話する機会を設ける。
課題に対するフィードバックは、毎回のペアワーク後に行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１. Lesson 1

２. Lesson 2

Good Morning World 1

参考書：

１４. 総復習

１５. 学習成果

授業への取り組み、課題、学習成果の確認により、総合的に評価す
る。

　英和辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。なお、授業中にスマートフォン・携帯電話
の辞書機能を使用することは認めない。

[授業の概要]

１２. Lesson 11

１３. Lesson 12

実用的な英語コミュニケーション能力の向上を目指し、読む、聞く、話す、書くことを通し
て、様々な場面に応じた基本表現を学ぶ。

１１. Lesson 10

３. Lesson 3

４. Lesson 4

５. Lesson 5

６. Lesson 6

テーマ

７. 学習成果

８. Lesson 7

９. Lesson 8

１０. Lesson 9
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授業形態 授業担当者

演習 西貝　真紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） D,C／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

入国審査で聞かれること、答えること
入国審査を問題なく通過す
ることができる。

電車・タクシーの乗り方
交通機関をスムーズに利用
することができる。

予約の仕方
ホテルの予約をすることが
できる。

トラブル対応
ホテルでのトラブルに対応
することができる。

銀行でのやり取り
銀行で両替することができ
る。

レストランにて、おすすめの聞き方
レストランで食事を楽しむ
ことができる。

ファストフードにて、トッピングの頼み方
ファストフードで好みのメ
ニューをカスタマイズする

学習成果と評価

チケットの取り方、座席の見方
カウンターでチケットを取
ることができる。

店員とのやり取り、サイズや好みの伝え方
ショッピングをスムーズに
行うことができる。

薬の買い方、処方箋の見方
症状に合った薬を購入する
ことができる。

症状の伝え方
病院で自分の症状を正確に
伝えることができる。

ホテルにて、チェックアウトの仕方
ホテルをチェックアウトす
ることができる。

空港にて、手荷物の預け方
空港でスムーズに手荷物を
預けることができる。

学習成果と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

英会話(112)

[授業方法]

[予習・復習]

１０.ショッピングへ行こう

1. どきどきの入国審査

2. 交通機関を使ってみよう

間違いを恐れずに、英語にたくさん触れていきましょう。

[授業の概要]

毎週１時間程度の復習をしてください。

旅行をテーマに、実用的な英語コミュニケーション能力の習得を目指します。

教科書の他ペアワークを取り入れ、一人ひとりがより多く発話する機会を設ける。
課題に対するフィードバックは、毎回のペアワーク後に行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

教科書：A Shorter Course in
Rhythmical Conversation

参考書：

授業への取り組み、学習成果の確認により、総合的に評価する。

１４.帰国に向けて(2)

１５.学習成果

１２. もしもの体調不良(2)

１３.帰国に向けて(1)

旅行中の様々なシチュエーションにおける会話表現を、実践的な練習を通して身に付けてい
きます。また、コミュニケーションに必要な４技能（読む・書く・聞く・話す）の向上を目
し、精読、ペアワーク、プレゼンなど多岐にわたる活動を行います。

１１. もしもの体調不良(1)

3. ホテルにて(1)

4. ホテルにて(2)

5. 両替ってどうやるの？

6. 注文してみよう(1)

テーマ

7. 注文してみよう(2)

8. 学習成果

9. 舞台を見に行こう
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授業形態 授業担当者

演習 　　生活学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) D，C／3月 選択

[授業の到達目標]

[授業方法]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

海外語学研修(113)

この研修では次の項目を主な目的として計画・実施する。
１）英語圏の国（オーストラリア）で生きた英語を学ぶ。
２）ホームステイ先にてオーストラリアの暮らしと文化を体験する。
３）日本で学んだ文化を外国の人々に英語で伝える
４）現地施設（食品関係・幼児教育など）の建学と施設で働く人達と交流する。

本科目は、オーストラリア文化を深く理解するとともに、事前の英会話講座及び現地語学学校
等での授業ならびにホームステイ先での生活を通して、英会話スキルを上達させることを目的
とする。

5日目現地学生とのグループ別交流

1日目.空港集合（夕方）、出発 

2日目.現地着（朝）、市内観光
　　　ホームステイ先へ

テーマ

研修内容：学内での英会話講座（３日）、説明会、報告会
下記日程案

研修場所：オーストラリア（シドニー）

事前の説明会、学内英会話講座、現地での体験学習を行う。

3日目.英語研修・学生交流
 　　（現地学校にて）

4日目.学科専攻別研修、
自由行動（グループ別）

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

教科書：英語辞書。必要なプリン
トは配布する。その他、説明会で
指示する。

事前の学内説明会、英会話講座、現地での行程修了者には、演習単
位として認定する。

参加受講者へ詳細指示 参加受講者へ詳細指示

実施期間：３月１６日～２１日の６日間の予定

学内の説明会などを含み、集団での行動がスムーズにできること。行程・費用などの詳細は学内に掲示、および
ガイダンス時に示す。　参加希望者が少ない場合は実施しない場合がある。

[予習・復習]
自ら積極的な参加をすること。手続きに関すること、事前の英会話講座参加、現地（オーストラリア・シド
ニー）の下調べ、健康管理を行う。現地ではスタッフの指示で集団活動、自由時間を目的にそって活動し研修成
果をあげる努力をする。

6日目.現地発（朝）、
      成田着（夕方）
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授業形態 授業担当者
実技 　　藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 1D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業の概要]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業内容・評価の説明
自身の生活習慣を振り返る

生活習慣
健康状態

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横と
び、立ち幅跳び等

自己の筋力、運動能力を確認

ルール理解、チーム編成、パス・サーブ・
レシーブ練習

ゲーム

ルール理解、チーム編成、パス・サーブ・
レシーブ練習

ゲーム

ルール理解、レシーブ・サーブ練習

ゲーム（シングルス）

ゲーム（ダブルス）

ルール理解、チーム編成、パス・シュート
練習

ゲーム

ルール理解、チーム編成、パス・シュート
練習

ゲーム

ルール理解、チーム編成、サーブ・レシー
ブ・ラリー練習

卓球のルール理解と基礎的技能習得

ゲーム（シングルス・ダブルス） ゲーム・授業の振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

運動ができる服装・靴（ストッキング着用不可、体育館履き、外履き）を準備すること。ピアスやネックレス等の装飾
品は外し、長い髪は結ぶ。また、授業中の飲食・携帯電話使用は固く禁じる。

14.卓球①

フラバールバレーボールのルール理解
と基礎的技能習得

バスケットボールのルール理解と基礎
的技能習得

フットサルのルール理解と基礎的技能
習得

ソフトバレーボールのルール理解と基
礎的技能習得

バドミントンのルール理解と基礎的技
能習得

15.卓球②、まとめ

テーマ

７.バドミントン①

８.バドミントン②

９.バドミントン③

10.バスケットボール①

11.バスケットボール②

３.フラバールバレーボール①

４.フラバールバレーボール②

５.ソフトバレーボール①

６.ソフトバレーボール②

１.ガイダンス　健康チェック

２.体力測定

12.フットサル①

13.フットサル②

教科書：適宜資料を配布

参考書：適宜資料を配布
　

レポートや授業課題（50％）、平常点（学習意欲、受講姿勢・態度、取り組み状況
含む（50％））にて評価を行う。

授業科目名
スポーツ実技(114)

各種目のルールについて予習・復習を行う。

[授業方法]
毎時間、ストレッチとウォーミングアップ・クールダウンを行う。また、各種目についてのルールを学び、ゲームを中
心に授業を行う。

[予習・復習]

本授業では、主に球技種目・ニュースポーツを教材として扱う。それらの運動・スポーツに積極的に取り組み、楽しむ
中で、自己の運動能力の維持向上を目指す。また、学生同士のコミュニケーションを深めること、積極的にリーダー
シップをとること、ルールやマナーを守ること、準備・片づけを行うことをねらいとする。

①様々な運動やスポーツに親しむ姿勢を持ち、積極的に活動することができる。
②運動やスポーツに関する基礎的な知識や技能を身に付け、体力増進を図ることができる。
③他者とのコミュニケーションを図り、よりよい人間関係を構築することができる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者
実技 　　藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) １C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業の概要]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業内容・評価の説明
自身の生活習慣を振り返る

生活習慣
健康状態

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横と
び、立ち幅跳び等

自己の筋力、運動能力を確認

ルール理解、チーム編成、パス・サー
ブ・レシーブ練習

ゲーム

ルール理解、チーム編成、パス・サー
ブ・レシーブ練習

ゲーム

ルール理解、レシーブ・サーブ練習

ゲーム（シングルス）

ゲーム（ダブルス）

ルール理解、チーム編成、パス・シュー
ト練習

ゲーム

ルール理解、チーム編成、パス・シュー
ト練習

ゲーム

ルール理解、チーム編成、サーブ・レ
シーブ・ラリー練習

卓球のルール理解と基礎的技能習得

ゲーム（シングルス・ダブルス） ゲーム・授業の振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

運動ができる服装・靴（ストッキング着用不可、体育館履き、外履き）を準備すること。ピアスやネックレス
等の装飾品は外し、長い髪は結ぶ。また、授業中の飲食・携帯電話使用は固く禁じる。

14.卓球①

フラバールバレーボールのルール理
解と基礎的技能習得

バドミントンのルール理解と基礎的
技能習得

バスケットボールのルール理解と基
礎的技能習得

フットサルのルール理解と基礎的技
能習得

ソフトバレーボールのルール理解と
基礎的技能習得

15.卓球②、まとめ

テーマ

９.バドミントン③

10.バスケットボール①

12.フットサル①

13.フットサル②

３.フラバールバレーボール①

４.フラバールバレーボール②

７.バドミントン①

８.バドミントン②

１.ガイダンス　健康チェック

２.体力測定

５.ソフトバレーボール①

６.ソフトバレーボール②

11.バスケットボール②

教科書：適宜資料を配布

参考書：適宜資料を配布
　

レポートや授業課題（50％）、平常点（学習意欲、受講姿勢・態度、取り組
み状況含む（50％））にて評価を行う。

授業科目名
スポーツ実技(115)

各種目のルールについて予習・復習を行う。

[授業方法]
毎時間、ストレッチとウォーミングアップ・クールダウンを行う。また、各種目についてのルールを学び、
ゲームを中心に授業を行う。

[予習・復習]

本授業では、主に球技種目・ニュースポーツを教材として扱う。それらの運動・スポーツに積極的に取り組
み、楽しむ中で、自己の運動能力の維持向上を目指す。また、学生同士のコミュニケーションを深めること、
積極的にリーダーシップをとること、ルールやマナーを守ること、準備・片づけを行うことをねらいとする。

①様々な運動やスポーツに親しむ姿勢を持ち、積極的に活動することができる。
②運動やスポーツに関する基礎的な知識や技能を身に付け、体力増進を図ることができる。
③他者とのコミュニケーションを図り、よりよい人間関係を構築することができる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 15時間(1単位) 1D／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

スポーツ科学とは、健康の考え方
世界保健機関、平均寿命、
少子高齢化、生活習慣病

古代・近代のスポーツの歴史
古代のスポーツ、近代のスポーツ、
古代オリンピック

現代のスポーツ・日本のスポーツの歴史 現代のスポーツ、学校体育の変遷

現代スポーツの特徴、現代オリンピック
生涯スポーツ、地域とスポーツ

プロスポーツ・アマチュアリズム、
現代オリンピック、生涯スポーツ

体力の定義 行動体力・防衛体力

トレーニング理論、トレーニングの種類
ルーの法則、トレーニングの原理・
原則

スポーツと心理のかかわり、ストレス
動機づけ、パフォーマンス、バーン
アウト、ストレッサー

ウォーミングアップとクーリングダウン、
ストレッチ、応急処置

静的ストレッチ、動的ストレッチ、
応急処置

[教科書・参考書] [成績評価]

自身の運動・スポーツ経験をイメージしながら受講すること。授業日程は、掲示で確認すること。

[授業の概要]

テーマ

７．スポーツと心理

１．スポーツと健康

２．スポーツと歴史①

８．応急手当、熱中症
　　ウォーミングアップと
　　クーリングダウン

３．スポーツと歴史②

４．スポーツと社会

５．体力とは

６．トレーニングについて

教科書：適宜参考資料を配布

参考書：適宜参考資料を配布
　

筆記試験（80%）、レポートや授業課題、平常点（学習意欲、受講姿勢・態度、
取り組み状況含む（20％））にて評価を行う。

授業科目名

スポーツ科学(116)

[授業方法]

復習：授業内容を振り返り、まとめて理解を深めておく。

[予習・復習]

予習：スポーツ・健康関連の話題を調べておく。

パワーポイントや配布資料による講義形式の授業を行う。

①自身の生活と運動経験を振り返りながらスポーツと健康について考え、歴史、体力、応急処置に関連した基
礎的な知識を得ることができる。
②より健康で楽しい日常生活を送るために、自身の生活を振り返ることができる。

近年の科学・ＩＴ技術の発達をふまえて、人々が健康で幸せに暮らすにはどのように生活するべきかを改めて
考える必要がある。本授業では、スポーツと健康について、歴史、社会、生理学、心理学の領域から基礎的事
項を学び、自分自身の体や健康・スポーツについて考えを深めていく。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 15時間(1単位) 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

スポーツ科学とは、健康の考え方
世界保健機関、平均寿命、
少子高齢化、生活習慣病

古代・近代のスポーツの歴史
古代のスポーツ、近代のスポーツ、
古代オリンピック

現代のスポーツ・日本のスポーツの歴史 現代のスポーツ、学校体育の変遷

現代スポーツの特徴、現代オリンピック
生涯スポーツ、地域とスポーツ

プロスポーツ・アマチュアリズム、
現代オリンピック、生涯スポーツ

体力の定義 行動体力・防衛体力

トレーニング理論、トレーニングの種類
ルーの法則、トレーニングの原理・
原則

スポーツと心理のかかわり、ストレス
動機づけ、パフォーマンス、バーン
アウト、ストレッサー

ウォーミングアップとクーリングダウン、
ストレッチ、応急処置

静的ストレッチ、動的ストレッチ、
応急処置

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

スポーツ科学(117)

[授業方法]

復習：授業内容を振り返り、まとめて理解を深めておく。

[予習・復習]

予習：スポーツ・健康関連の話題を調べておく。

パワーポイントや配布資料による講義形式の授業を行う。

①自身の生活と運動経験を振り返りながらスポーツと健康について考え、歴史、体力、応急処置に関連した基
礎的な知識を得ることができる。
②より健康で楽しい日常生活を送るために、自身の生活を振り返ることができる。

近年の科学・ＩＴ技術の発達をふまえて、人々が健康で幸せに暮らすにはどのように生活するべきかを改めて
考える必要がある。本授業では、スポーツと健康について、歴史、社会、生理学、心理学の領域から基礎的事
項を学び、自分自身の体や健康・スポーツについて考えを深めていく。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

教科書：適宜参考資料を配布

参考書：適宜参考資料を配布
　

筆記試験（80%）、レポートや授業課題、平常点（学習意欲、受講姿勢・態度、
取り組み状況含む（20％））にて評価を行う。

８．応急手当、熱中症
　　ウォーミングアップと
　　クーリングダウン

３．スポーツと歴史②

４．スポーツと社会

５．体力とは

６．トレーニングについて

[授業の概要]

テーマ

７．スポーツと心理

１．スポーツと健康

２．スポーツと歴史①

自身の運動・スポーツ経験をイメージしながら受講すること。授業日程は、掲示で確認すること。
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授業形態 授業担当者

演習 　　食物栄養専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業の概要]

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

・ナビゲーションの活用方法
・講義の受け方、レポートの書き方
・カウンセラーの話、心理テスト

大学生とは
講義、実験・実習の受け方
自己分析・自己再確認

①数学の基礎・化学の基礎
②一般常識の基礎

栄養士になるための化学、数学、
国語力

①一般常識の基礎
②数学の基礎・化学の基礎

栄養士になるための化学、数学、
国語力

①学内外の清掃と美化活動
②調理技術の修得

３Ｈ精神の実践
包丁技術の向上

①調理技術の修得
②学内外の清掃と美化活動

包丁技術の向上
３Ｈ精神の実践

5/18(土)スポーツ大会に参加 クラスの親睦、協調

・食品成分表の使い方 食品成分表の活用

・栄養計算演習
食品成分表、純使用量、使用量
（可食量）、廃棄率、栄養計算

・お弁当献立演習Ⅰ 献立技術、食品の組みあわせ

・お弁当献立演習Ⅱ
食材・食品の基礎知識、目安量
献立技術、食品の組みあわせ

・お弁当献立演習Ⅲ
献立技術、食品の組みあわせ
食材・食品の基礎知識、目安量

・栄養士の仕事を知る
 ～学外講師～

栄養士の職域と仕事内容

・校外実習を終えた二年生の話を聞き、自
分の学びを振り返る

前期振り返り
夏休みの取り組み

・学習成果の確認と評価
・ＳＬＰ～新渡戸検定～記入

基礎ゼミの振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

４.基礎学力演習②

テーマ

・短大生活を始めるにあたって
・基礎ゼミ、リメディアルについて
・ＳＬＰ～新渡戸検定～について
・授業科目の関連、勉強法
・GPA、栄養士実力認定試験について

１.基礎ゼミとは
　 新渡戸フォリオについて

授業科目名

基礎ゼミ
（栄養士フォローアップ講座）(118)

予習として、シラバスの確認。復習は、毎回の学習成果についてまとめ理解を深める。

[受講上の注意]

大学での学び方を理解すると共に栄養士専門教科を学ぶ上での基礎的知識と技術を学ぶ。
[授業方法]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

グラムでの課題を学習成果到達目標まで行う。

Plan～新渡戸検定～」に整理する。

　社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

　

課題、授業への取り組み、学習成果の確認などにより総合的に教科書：「めざせ!栄養士・管理栄
養士まずはここから　ナビゲー
ション 第2版」第一出版
参考書：食品成分表

１５.学習成果のまとめ

評価する。

本学の教育理念、食物栄養専攻の授業内容や学びを理解し、大学生活を有意義に送るための取り組み
ができる。また、栄養士のトレーニングとして企画力・実行力・問題解決力育成をめざし、各プロ

演習形式で行う。テーマに応じてグループ演習を取り入れる。配布資料や返却物は「Student Life

２.大学での学び

１４.二年生に学ぶ

５.新渡戸クオリティ①

６.新渡戸クオリティ②

１０.栄養士になるために①

１３.栄養士になるために④

８.献立の基礎①

１２.栄養士になるために③

３Ｈ精神、沈黙
基礎ゼミの目的
SLP～新渡戸検定～
基礎教育科目、専門教科
履修、単位、ＧＰＡ

栄養士のための重要な授業科目と理解し、意欲的に演習に関わること。

３.基礎学力演習①

９.献立の基礎②

７.行事への参加

１１.栄養士になるために②
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授業形態 授業担当者

演習 　　児童生活専攻教員

授業の回数 時間数（単位数）対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(１単位) 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

こども園見学　乳幼児の映像を見る 短大生活　幼稚園理解

心の変化　相談室の利用　 カウンセラー　自己再確認

短期大学の学び　漢字テスト 講義・演習・ゼミ　ノート

充実した参加　行事の意義　企画・運営 クラスの親睦　協調

教育・保育者の言葉　わかりやすい文章 保育用語　基礎学習能力

児童文学　絵本　紙芝居 保育にとっての大切さ

楽典　ピアノ伴奏のために 楽典　音楽理論

充実した参加　自己を高める 保育フェスタ　舞台　発表

パネルシアターの表現方法と製作方法 専門家の深さ

手遊び・うた遊びの表現方法 実習へつなげる

一日の仕事　やりがいと苦労 キャリアプラン

こども園園児との表現活動 子どもの表現

社会的養護を知る 社会的養護

体験を通したボランティアへの理解 自発的・主体的

成果の確認と評価　 基礎ゼミの振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]
教科書：特になし
参考書：なし

課題、授業への取り組み、学習成果の確認などにより総合的に評価
する。

保育者養成のための重要な授業科目と理解し、意欲的に演習に関わること。

[授業の概要]

１２.子どもと出会う

１３.様々な暮らしと子ども

１１.卒業生に学ぶ

３.大学での学び

４.スポーツ大会に向けて

５.保育の言葉

６.専門家に学ぶ①

テーマ

７.音楽表現の基礎

１４.ボランティア

１５.学習成果のまとめ

開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。

授業科目名

基礎ゼミ（Ｃ専攻）(119)

[授業方法]

[予習・復習]

予習として、シラバスの確認。復習は、毎回の学習成果についてまとめ理解を深める。

パワーポイントやレジュメを用いながらの講義・解説に加え、実技、グループ討論、講話
など
を含めた実技・演習を中心に展開する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

大学の学び、児童生活専攻の学びを理解し、短大生としての自覚ある生活の仕方を身につ
け、本学の授業や実習、行事などへの充実した参加ができるようにするとともに、保育者
に求められる知識や技能の一端に触れてキャリアプランの基礎とすることができる。

大学生としての学び方を理解し、基礎になる保育技術の学びや、施設見学、及び卒業生や
男性保育士などの現場で働く方の話を聞き、保育者の仕事への理解を深める。

８.保育フェスタに向けて

９.専門家に学ぶ②

１０.専門家に学ぶ③

１.オリエンテーション

２.カウンセラーのお話
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授業形態 授業担当者

演習 　　常松  玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 (30時間）1単位 1D (C)／前期 必修(D)/選択©

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］
開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。
[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

受講姿勢、評価の基準等確認 評価、参画意識

自己パターンの理解 自己理解・他者理解

敬語の正しい使い方 敬語の種類

組織人としての心構え 基本となる8つの意識

マナーの基本 マナーの5原則、CS
印象のよい対応 席次、名刺、冠婚葬祭

身だしなみの基本 授業、就職活動シーン等

ビジネス電話の基本 電話の受け方、かけ方

ビジネス電話の応用 伝言の依頼、不在時の電話

ビジネス文書の基本 ビジネス文書フォーマット

ビジネス文書の応用 文面作成、あて名書き

相手に伝えるということの理解 コンセプト・デリバリースキル

就職面接の基本 入室から退室まで

和食のマナーの基本 箸使い・所作

基礎マナーの振り返り 学生時代と就職後全般

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

ビジネスマナー(120)

[授業方法]

[予習・復習]

・マナーの基本は、相手を敬い思いやりの心を持つことができる。
・ビジネス社会で必要な、実務に即した知識や技術を理解することができる。
・社会人として基本的なマナーを応用することができる。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

・次回授業内容に関する情報を積極的に得る。
・授業後は学習内容を整理して、理解できなかった点を明らかにする。
・理解できなかった点は、質問ができるようにまとめて次回の授業に臨む。

仕事の場での心構えを理解したうえで、現場で求められる知識とスキルを学ぶ。知識の定着と併せ課題
解決や、実技を学ぶためのロールプレイングを導入する。

社会人としての常識やマナー、ビジネスに関する基礎的な知識を学習することで、社会で通用するコ
ミュニケーション能力を獲得する。

教科書：プリント資料を適宜配布

14.和食のマナー
15. 総括

テーマ

7. 身だしなみ
8. 電話応対【1】
9. 電話応対【2】
10. ビジネス文書【1】
11. ビジネス文書【2】

3. 敬語の基本

4. 会社活動の基本

1. オリエンテーション

2. コミュニケーションの基礎

　

12. プレゼンテーション
13. 面談対応スキル

定期試験（50％）、学習成果の確認・提出物（20％）、授業への取り組み
（30％）

参考書：授業時に示す

5. ホスピタリテイ

6.社交のマナー
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授業形態 授業担当者

講義 　 箕形　崇史

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） ２D／後期 必修

[授業の到達目標]

 事項を整理すること。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

 公衆衛生の歴史、諸外国の公衆衛生  健康、生存権、公衆衛生

 環境汚染と健康影響、生活環境  地球規模の環境破壊

 保健統計とは、人口統計、疾病統計  健康寿命、健康指標

 疫学とは、疫学の方法  疫学指標、因果関係

 保健・医療・福祉行政、衛生法規  行政組織、衛生法規 

 感染の成立要件、世界の感染症  感染症法、感染予防

 食の安全と安心  食品微生物、有害物質

 生活習慣病の発症予防と重症化防止  健康日本21

 妊婦及び乳幼児の健康、母子保健法  健やか親子21

 高齢者の健康と保健・医療・介護  高齢者の保健、医療、福祉

 学校保健とは、学校保健安全対策  学校保健統計

 労働者の健康、職業と健康被害  労働安全衛生、職業病

 健康課題の把握とその改善策の検討  ヘルスプロモーション

 保健・医療・介護・福祉のしくみ  国民皆保険、医療計画

 地球規模の健康問題、震災時の保健  国際協力、災害保健

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

公衆衛生学(301)

 　統計資料、事例などを通してさまざまな健康課題について学習する。また、これら健

 　予習として受講前に教科書を一読する。また、復習として教科書及び配布資料の重要

 によって大きく影響を受ける。近年、新興感染症が世界各地で猛威を振るい、我国にお

[授業方法]　　

 　講義形式（パワーポイント使用）とし、討議時間（グループ討議、ディベート等）も確保する。

[予習・復習]　

　 人の健康は、生物学的要因のみならず、その国や地域の社会・経済などの社会的要因

 康課題の解決方法について自由な発想で討議する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力及び豊かな人間性を身に着けている。

１０. 高齢保健

 １.　公衆衛生とその歴史

 ２.　環境と健康

　定期試験80％、授業の取り組み20％（取組状況50％、発表50％）教科書：「社会・環境と健康 公衆
衛生学 2018年版」 柳川洋、尾島
俊之（編著）医歯薬出版

１４. 社会保障、医療制度

１５. 国際保健、健康危機管理

[受講上の注意]

　 主体的に授業に参加し、課題を考えを自分の意見を発言すること。

 いて所得による健康格差が拡大している。健康問題を社会のあり方と関連付けて学習し、

１２. 産業保健

１３. 地域保健活動

 公衆衛生の視点に立って、考えをまとめ自分の意見を述べることができる。

[授業の概要]

１１. 学校保健

 ３.　保健統計

 ４.　疫  学

 ５.  保健行政、衛生法規

 ６.  感染症

テーマ

 ７.  食品保健

 ８.  生活習慣病

 ９.　母子保健
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授業形態 授業担当者

講義 　　古川　繁子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

生活支援、QOL、生存権、 自己決定、エンパワメント

イギリスの歴史、日本の歴史 エリザベス救貧法、慈善事業

子どもの貧困、格差社会、家庭支援の現状 児童虐待、ワーキングプア

社会福祉に携わる専門職と生活支援 福祉の定義、障害の多様性

社会保障制度及び福祉サービスの概要と種類 生存権、社会保険、措置から契約へ

社会福祉行政と財政の概要と課題 中央集権から地方分散へ、社会保障給付費

福祉相談窓口、福施設祉の概要 福祉事務所、児童相談所、児童福祉施設

福祉の職種と担い手、 社会福祉主事、国家資格、ソーシャルワーカー

社会保障制度と関連制度の概要と種類 介護保険方式、保育園方式

社会福祉における相談援助の歴史と種類 慈善組織協会、ケースワークからマネジメントへ

福祉相談窓口、子ども家庭福祉現場の概要 福祉事務所、児童相談所他

児童、障害、女性、生活困窮者、高齢者への支援 相談と課題解決の過程

面接、傾聴、記録、評価、自己覚知 ４P、バイステックの7原則、

権利擁護、苦情解決、情報提供、第3者評価 アドボカシー、チームアプローチ

民間ボランティアと専門職種との連携、地域福祉の推進 子ども食堂、かよい場、ホットサロン

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

社会福祉概論(302)

[授業方法]

[予習・復習]

講義形式、DVD・ロールプレイなども使用し行う。

１、現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷及び社会福祉に行ける子どもの家庭支援の視点について理
解する。
２、社会福祉の制度や実施体系・動向や課題について理解する。
３、社会福祉における相談援助について・利用者保護について理解する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

社会福祉の理念、歴史、制度の変遷について概要を説明する。現在の社会保障制度と社会福祉サービスの種類や
内容について事例を使って、実生活に利用できるように説明する。

１４.利用者保護に係る仕組み

１５.社会福祉の動向と課題

テーマ

７.社会福祉施設

８.社会福祉の専門職

９.社会保障及び関連制度の概要

１０.社会福祉における相談援助

１１、相談援助の意義と機能

３.子ども、家庭支援と社会福祉

「社会福祉概論ワークブック」学
文社

参考書：「社会福祉小六法」みら
い社

　

コメントペーパー、小テスト、授業への取り組み姿勢、学習成果などを総
合評価

・積極的に参加する。・参加できないときは明確に提示する。・参加するときはプラスの思考で　・マイナス思
考や態度は慎む。・守秘義務は守る。

[授業の概要]

１２.相談援助の対象と過程

１３.相談援助の方法と技術

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

４.理念と専門性の構造

５.社会福祉の制度と法体系

６.社会福祉行政財政と実施機関

１.社会福祉の理念と概念

２.社会福祉の歴史的変遷

次の単元の学習予定について事前に予習課題を設けることがある。授業で学んだことは配布プリントなどで、確
認をしておくこと。疑問点があれば質問すること。
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授業形態 授業担当者

講義 小長井　ちづる

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業概要、細胞・組織の構造と機能
細胞内小器官、生体膜、四大
組織

骨格系の構成とはたらき 骨、軟骨、関節、骨代謝

筋肉系の構成とはたらき
心筋、横紋筋、平滑筋、赤
筋・白筋

内分泌系の構成とはたらき ホルモン、フィードバック

神経系の構成とはたらき
中枢神経系、末梢神経系、
脳、ニューロン、自律神経

消化器系の構成と各器官のはたらき
咀嚼・嚥下、消化・吸収、排
便

血液・造血器・リンパ系の構成とはたら
き

赤血球、白血球、血小板、血
漿、止血機構

循環器系の構成とはたらき 心臓、動脈、静脈、血圧調節

呼吸器系の構成とはたらき
気道、肺、呼吸運動、ガス交
換

腎・尿路系の構成とはたらき 腎臓、尿、体液の調節

生殖器系の構成とはたらき
生殖器の発育、性周期、排
卵、妊娠

感覚器系の構成と性質 受容器、伝導路、摂食の調節

免疫系の構成とはたらき
体液性免疫、細胞性免疫、抗
原、抗体

皮膚組織の構成と体温の調節機構
表皮、真皮、皮下組織、ホメ
オスタシス、産熱・放熱

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]
教科書：栄養科学イラストレイテッド解
剖生理学（改訂第2版）　羊土社　  志
村二三夫 他編
参考書：栄養科学イラストレイテッド演
習版解剖生理学ノート（改訂第2版）
羊土社　志村二三夫 他編

授業への取り組み（20%）、確認問題（20%）、定期試験（60&）に
より評価する。

予習は、各回で採り上げる内容について、基礎生理学や基礎栄養学で学んだことをよく復習してお
く。復習は、教科書、ノート、配布資料を用いてノートを整理し、内容を十分理解してから確認問題
に取り組む。

授業科目名

体の構造・機能学(201)

[授業方法]

[予習・復習]

講義形式で行なう。必要に応じて配布資料、パワーポイントを使用する。   

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

   人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

1）人体の構造を説明できる、2）器官の機能を理解できる、3）摂取された栄養素の消化・吸収と代
謝を説明できる、4）食と健康を考察できる。

体の構造・機能学では、人体を構成する各組織・器官の構造を機能について学習する。摂取した栄養
素が人体の各器官でどのように代謝され、機能しているのかを理解し、ヒトの栄養や健康を考える。

１４．皮膚組織・体温調節

１５．学習成果のまとめ

テーマ

７．　血液・造血器・リンパ系

１３．免疫系

１．　細胞と組織

２．　骨格系

自身の健康にも関わる事柄なので、興味をもって積極的に取り組んでください。

[授業の概要]

１２．感覚器系

８．　循環器系

９．　呼吸器系

１０．腎・尿路系

１１．生殖器系

３．　筋肉系

４．　内分泌系

５．　神経系

６．　消化器系
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授業形態 授業担当者
実習 廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人体解剖模型による各臓器の位置的関係の確
認と各臓器の観察

人体の構造、筋肉

人体骨格模型による骨の部位と名称の確認、
各臓器の組織標本の観察

構成骨、細胞の種類

身長・体重・胸囲・腹囲・上腕囲・下腿囲・
皮下脂肪厚等の計測と評価

栄養アセスメント、栄養指
数、体格指数

体力測定（握力、上体起こし、長座体前屈
等）

インピーダンス法、最大骨
量、健康状態の把握、最大酸
素摂取量

血圧・脈拍・体温の測定、心音の観察、体位
等による血圧変化の観察

心臓の機能、体温の測定部位
や性周期による差異と日内変
動、血圧とその変動

温熱性・精神性発汗による発汗反応の相違の
検討

発汗現象、汗腺密度

呼吸数・肺活量の測定、肺活量の体位による
変化

肺の機能、呼吸中枢

寒冷刺激の負荷や運動の負荷による循環器
系・呼吸器系の変化の観察

寒冷刺激や運動負荷による体
温・脈拍・血圧・呼吸数の変
化

血液像および血液型判定
尿に関する一般検査

血球の特徴、血液型と抗原抗
体反応、腎臓の機能、尿の生
成と再吸収

刺激による唾液分泌量の差異の観察
聴覚・視覚に関する実験

唾液腺、耳下腺、舌下腺、顎
下腺、骨伝導、盲点

味覚に関する実験
特殊感覚、味覚閾値、認知
閾、刺激閾、味の相互作用

皮膚感覚・重量感覚・空間閾値に関する実験
体性感覚、皮膚感覚と身体の
部位の関係

神経系の反応に関する実験 反射弓、敏捷性、小脳

疲労の程度の客観的および主観的評価法
ストレス、自覚症しらべ、中
心フリッカー値

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

３.身体測定と評価

４.体力測定と評価

５.循環に関する実験①

６.循環に関する実験②

テーマ

１.実験ガイダンス
   人体の構造
２.人体骨格模型の観察
　 組織標本の観察

教科書：プリントを配布
参考書：「体の構造・機能学」の講
義で使用の教科書、青峰正裕・藤田
守編著『解剖生理学実験』（建帛
社）

授業への取り組み、レポート、学習成果の確認により、総合的に評
価する。

　

人体の構造について、人体模型や組織標本の観察により把握する。さらに人体の機能について、自ら
を被験者として循環器や呼吸器、感覚や血液・尿等に関する種々の実験を行ない理解を深める。

正確な測定を行なう技術を身につけることができる。また、実験より得られた結果から、人体のしく
みや働きを理解し、健康の維持や増進のための健康管理の在り方について考えることができる。

１４.疲労による身体への
     影響に関する実験

１５.学習成果のまとめ

７.呼吸に関する実験

８.寒冷および運動負荷による
　 身体の変化の観察

９.血液に関する実験
   尿に関する実験

１０.唾液に関する実験
     感覚器に関する実験①

遅刻をしないこと。レポートは提出期限を守ること。

[授業の概要]

１２.感覚器に関する実験③

１３.神経機能に関する実験

１１.感覚器に関する実験②

授業科目名
体の構造・機能学実習(304)

[授業方法]

[予習・復習]
授業計画に沿って、事前に『解剖生理学』の教科書の該当箇所を読んでおく。実験後は、結果を各自
でまとめ、考察し、レポートを提出する。

実験の目的や方法について講義をした後、4名程度を1グループとして共同で実験を行なう。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業の概要]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

三大栄養素の基本的性質 糖質、脂質、タンパク質

糖質の性質と種類 単糖類、二糖類、多糖類

トリグリセリドの性質と種類 脂肪酸、n-系、必須脂肪酸

アミノ酸の性質と分類
必須アミノ酸、分枝アミノ酸、含
硫アミノ酸、糖原性、ケト原性

タンパク質の機能と構造
輸送タンパク質、構造タンパク質、一次
構造、二次構造

酵素の性質と阻害
基質特異性、補因子、競争阻害
（拮抗阻害）

三大栄養素の消化吸収の仕組み
アミラーゼ、リパーゼ、ペプシ
ン、トリプシン

インスリンの代謝における役割 脂肪酸合成、コレステロール合成

グルコースの嫌気的代謝と好気的代謝 グルコース6-リン酸、乳酸、コリ回路

グリコーゲンの分解と合成
肝グリコーゲン、筋グリコーゲ
ン、グリコーゲンホスホリラーゼ

肝臓の体内における生化学的な役割
糖新生、アミノ基転移反応、尿素
回路

食後の代謝と空腹時の代謝 ペントースリン酸経路、ケトン体

細胞内におけるミトコンドリアの役割
クエン酸回路、酸化的リン酸化、脂肪
酸β酸化

各ビタミンの作用と欠乏症 脂溶性ビタミン、水溶性ビタミン

カルシウムの体内における役割と調節
パラソルモン、カルシトニン、ビタ
ミンD

[教科書・参考書] [成績評価]
教科書：　プリント配布
参考書：講義時に適宜紹介します。

[授業方法]

１２.食事と生化学

１３.ミトコンドリア

講義形式で行います。パワーポイント、板書、動画視聴、配布プリントによって進めます。

[予習・復習]

１１.肝臓と代謝

３.トリグリセリド

４.アミノ酸

５.タンパク質

６.酵素

テーマ

　

定期試験（50%）、授業への取り組み（50%）で判断します。　

１５.カルシウム

授業科目名

栄養生化学(202)

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識（と高度な調理技術）を身につけている。

１４.ビタミン

１.三大栄養素

２.糖

人体は、各臓器が登場人物となって織りなすドラマです。そして、臓器同士の関係をつなぎ人体を成立さ
せているのは、様々な化学物質です。生体を構成する物質の基本を理解することが目標です。

予習としては、下記のキーワードについて、参考書やWeb等で下調べをしておきましょう。復習としては、
授業内容を参考書等と照らし合わせて、疑問点がないかどうか確認しましょう。

人間の態度は、他人に伝染する性質を持ちます。授業と無関係な態度があれば、それはしらずしらず教室
内に伝わってしまい、授業に集中したい人の妨害になってしまいます。そのような妨害のないようにしま
しょう。

７.消化吸収

８.糖尿病と代謝

９.解糖系

１０.グリコーゲン

三大栄養素を中心として、生体に必要な物質の体内における働きを説明します。
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授業形態 授業担当者
講義 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択
15回 30時間（2単位） 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ホルモンの種類と機能
副腎皮質、甲状腺、成長ホル
モン

ホルモンの種類と機能 性ホルモン、その他ホルモン

核酸の構造と特徴および機能 ヌクレオチド、DNA、RNA

核酸の代謝 de novo合成、サルベージ回路

生命の基本原理、DNAの複製 セントラルドグマ

蛋白質合成、遺伝子発現の調節
RNA,リボソーム、転写制御因
子

DNAの損傷と修復 変異原、突然変異

栄養と遺伝子、遺伝と多型 遺伝子多型

血液、呼吸、肝臓
凝固、線溶、ガス交換、糖代
謝

腎臓、筋
尿の生成、アクチン、ミオシ
ン

骨、脳、神経系 ニューロン、シナプス

情報伝達
受容体、セカンドメッセン
ジャー

体液性免疫、細胞性免疫 リンパ球、顆粒球、抗原提示

アレルギー、自己免疫 免疫不全、自己免疫

学習のまとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

[予習・復習]
毎回の講義の前に教科書に目を通しておくことが必要です。復習として、毎回のテーマごとの重
要項目を整理しておきましょう。

基礎化学、基礎生物学、栄養生化学の学習に基づき、生体中で起こっている物質の変化とそれに
よって引き起こされる生命現象について理解すること。

[授業の概要]

１１.臓器の化学 (3)

１０.臓器の化学 (2)

２.ホルモンの生化学 (2)

３.ヌクレオチドと核酸 (1)

４.ヌクレオチドと核酸 (2)

９.臓器の化学 (1)

テーマ

１.ホルモンの生化学 (1)

５.遺伝子の発現とその制御 (1)

６.遺伝子の発現とその制御 (2)

７.遺伝子の発現とその制御 (3)

８.遺伝子の発現とその制御 (4)

１５.まとめ

教科書：Nブックス　人体の構造と機
能『三訂 生化学』、木元　幸一監
修、建帛社
参考書：講義時に適宜紹介します。

　

　

１２.臓器の化学 (4)

定期試験（90%）、授業への取組み(10%)で評価します。

１３.生体防御と免疫 (1)

１４.生体防御と免疫 (2)

授業科目名
生化学(303)

[授業方法]
講義形式で行います。講義は教科書や配布資料を参照し、適宜パワーポイント、DVD等を使用し
ながら行います。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識（と高度な調理技術）を身につけている。

食物として体内に取り入れた成分の変化（代謝）や、生命維持（生体内での情報の伝達や恒常性
の維持、遺伝子の機能および生体防御の仕組み等）に寄与する現象を化学的に理解することを目
的とします。

生化学では、体内物質の情報伝達機構、遺伝子の生化学、器官（臓器）における生化学、生体防
御と免疫に視点を置いて説明します。
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授業形態 授業担当者

講義 　　赤澤　暢彦

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 16時間(1単位) 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

　開講期間内において、約３０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

健康の定義、骨格筋が収縮するしく
み

WHO、健康、体力、筋線維、
アクチン、ミオシン、赤筋
（遅筋）、白筋（速筋）、
運動単位

運動時における呼吸循環、内分泌、
内臓、免疫

心拍数、心拍出量、血圧、
酸素摂取量、換気量、内分
泌、ホルモン、免疫

エネルギー供給機構と栄養素による
代謝の違い

ATP、クレアチンリン酸、解
糖系、有酸素系、グリコー
ゲン、アミノ酸、タンパ
ク、遊離脂肪酸、β酸化

運動時の食事内容 基礎食品群、サプリメント

運動による疲労、暑熱や低酸素環境
における環境

筋疲労、乳酸、休養、熱産
生・拡散、熱中症、低酸
素、ヘモグロビン

トレーニングの原則、基礎、種類
原則、運動強度、コンディ
ショニング、身体活動、運
動量

運動による生活習慣病の予防と治療
持久性トレーニング、レジ
スタンストレーニング、ス
トレッチング、生活習慣病

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

運動生理学(305)

[授業方法]

[予習・復習]

[授業の概要]

　講義形式で、教科書を中心に、スライドおよび資料を用いて行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

　運動時における生理機能の働きに関する基礎的な知識を学び、健康のための運動処方や運動
療法について理解する。

　運動時における生理機能の応答や適応、栄養素とエネルギー代謝について概説し、生活習慣
病の予防や治療のための運動の意義ついて学ぶ。

１.健康と運動、筋

２.運動と生理機能

　遅刻をしないこと。提出物は期限を守ること。

テーマ

　予習は、教科書の該当部分を読んでおく。復習は、ノートや配布資料を整理する。

教科書：教科書：岸恭一・上
田伸男・塚原丘美編『運動生
理学 人体の構造と機能 第2
版（栄養科学シリーズ
NEXT）』（講談社）

授業への取り組み、確認テスト、学習成果の確認により、総合的
に評価する。

３.運動とエネルギー代謝、
栄養素代謝

４.運動と食事

５.運動と疲労、環境

６.運動処方、身体トレーニ
ング

７.運動療法

８.学習成果のまとめ
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授業形態 授業担当者

講義
　関谷 透　神谷直樹
  伊藤文之 土肥美智子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回 16時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約３０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

健康の定義について
健康意識の現状について（関谷透）

WHO、日本国憲法25条、
平均寿命、健康寿命

女性一生の健康問題について
                    （神谷直樹）

生涯の健康問題
予防対策

周産期における健康問題について
　　　　　　　　  　（神谷直樹）

妊娠・分娩・産褥
正常と異常

更年期の健康問題について（神谷直
樹）

体も心も変化する更年期

アスリートの体組成改善について
　　　　　　　　　　（土肥美智子）

血中の鉄やカルシウム病の予防

感染症の予防について （伊藤文之） ワクチン、抗生物質

アレルギー疾患などについて
　　　　　　　     　（伊藤文之）

アレルギーの発現

高血圧、糖尿病などについて
まとめとレポート作成 （関谷透）

生活習慣病

[教科書・参考書] [成績評価]

キーワードを理解するために関係書物などで事前に内容を把握しておく。講義で理解できなかった内容
については、積極的に質問し理解を深める。

テーマ

教科書：特に使用しない。 レポート作成（５０％）、授業への取り組み状況（３０％）及び受講態
度（２０％）から、総合的に評価する。

精神を集中して、将来、自分の糧となる知識を習得する。教員および他の学生に迷惑をかけない。

４．更年期の健康管理

８.生活習慣病

３.周産期の健康管理

５．女性と運動

６.小児の健康管理

７.小児の健康と食育・食と疾
患

１.健康の概念

２.女性の健康管理

授業科目名

健康管理概論(306)

[授業方法]

適宜、まとめの作成や意見交換を行う。

[予習・復習]

配布資料とパワーポイントを用い、講義形式で行う。

健康を定義し、我が国の健康についての意識と現状の問題点を説明できる。
女性の健康管理の問題点を説明できる。栄養士に必要な感染症や生活習慣病の原因や予防を説明でき
る。

[授業の概要]

健康の概念、小児・女性の健康管理、アレルギー、感染症、生活習慣病について、医学的、栄養学的な視点から解説する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　荒木　葉子
授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人間と食品 食生活・健康・食嗜好

食品と栄養、食環境の問題点、 フードマイレージ

原材料、生産様式、栄養成分、その他によ
る分類

3色食品群・4つの食品群・6つの食品
群

日本食品標準成分表2010および食品成分の
分析法

収載食品の分類と配列・数値の表示
方法

食品中の水分の役割、水分子の構造につい
て説明する。

水分活性・自由水・結合水・中間水
分食品・食品の保存性

炭水化物の特徴と分類について述べる。
3大栄養成分・糖質・食物繊維・オリ
ゴ糖・デンプン

脂質の定義と分類、脂質の化学的、物理的
性質について述べる。

飽和脂肪酸・不飽和脂肪酸・必須脂
肪酸・硬化油・水素添加・トランス
脂肪酸

アミノ酸の構造、種類、性質、タンパク質
の構造、分類、性質について説明する。

単純タンパク質・複合タンパク質・
必須アミノ酸・アミノ酸スコア・遊
離アミノ酸・ペプチド

食品中の無機質、機能、役割について述べ
る。

多量元素・微量元素・灰分・食塩相
当量

ビタミンの特徴、脂溶性ビタミン、水溶性
ビタミンについて述べる。

脂溶性ビタミン・水溶性ビタミン・
プロビタミン

食品の色、味、香り成分について述べる。
嗜好成分・基本味成分・におい成
分・色素成分

生態調節機能について述べる。
生活習慣病・特定保健用食品・抗酸
化作用

褐変反応（酵素的褐変反応と非酵素的褐変反応） アミノカルボニル反応・酸化酵素

タンパク質の変性と加工食品 等電点沈殿・金属・塩類

学習成果の確認と評価

教科書：  成績評価：定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

　　谷口　亜樹子編、光生館

１４.食品成分の変化と栄養

１５.学習成果のまとめ

授業科目名

食品学総論(203)

[授業方法]

[予習・復習]

具体的な食品知識が得られるよう、なるべく実際の食品を提示しながら講義形式で行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

８.食品成分の性質と一次機能
(タンパク質)

９.食品成分の性質と機能(ミネ
ラル)

１０.食品成分の性質と機能(ビ
タミン)

１.ガイダンス

２.食品の定義

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおくこと。授業後、単元ごとの確認
問題も適宜実施し、知識の定着を確認する。

食品は、各種栄養成分とともに、生理作用によって我々の健康に影響を及ぼす成分を含んでい
る。また、色、味、香り、食感などの特性は、食品中の成分の調理・加工による変化と密接に関
係していることも学ぶ。

本講義では、食品を構成する成分の化学的・物理性質やその機能を解説し、食品について総合的
理解を高めることができる。

将来、食の専門家として必要な知識を習得するために、積極的に学ぶ。

[授業の概要]

テーマ

７.食品成分の性質と一次機能
(脂質)

「食べ物と健康 食品学総論」

１２.食品成分の性質と三次機能

１３.食品成分の変化と栄養

１１.食品成分の性質と二次機能　

３.植物性食品

４.植物性食品

５.植物性食品

６.食品成分の性質と一次機能
(炭水化物)
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授業形態 授業担当者

実験 　　荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(１単位) 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ガイダンス、実験器具の取り扱い、滴定の
練習

実験器具および天秤の使い方レポートの書き方

各種ミネラルウォーター中の硬度測定 キレート法・ミネラル・軟水・硬水

食酢、柑橘類の有機酸量の測定 酢酸・クエン酸・中和滴定

各種醤油、味噌などの食塩量の測定 モール法・塩化ナトリウム

新しい油と古い油（酸化された油）の化学
的、官能的特性を比較

アルデヒド・酸価・ケン価・セッケン

アミノ酸およびタンパク質の定性分析につ
いて

ビウレット反応・ニンヒドリン反応・キサントプロテイン
反応

 ７.呈色成分に関する実験
食品中に含まれる天然色素のpHや金属イオ
ンによる色の変化

クロロフィル・カロテノイド・アントシアニン

酢漬けによるキュウリ中のクロロフィル色
素の変化を見る

フラボノイド・フェオフィチン

飲料水中の全糖の定量 ソモギー・ネルソン法

飲料水中の還元糖・ショ糖の定量 ソモギー変法

飲料水中のグルコースの定量 ヨウ素法

各種植物油のヨウ素価の測定 ウィス法

酵素的褐変反応に関する実験 還元剤・漂白剤・ブランチングおよびpH低下の影響

非酵素的褐変反応に関する実験 アミノカルボニル反応

学習成果の確認と評価

[成績評価] 例：授業の取り組み状況（20％）、筆記試験（40％）、レポート（40％）［教科書・参考書］実験書は実験内容
を記した資料を配布する。各回の実験
は、この実習書に沿って行う。日本食
品成分表も持参する。

３.有機酸の定量に関する実験

講義後に実験を行うので、遅刻および欠席には特に注意すること。

授業計画にそって、前もってテーマに関する実験書を読んでおくこと。実験後、単元ごとの確認問題も適宜実施し、知識の定着

を確認する。

１２.油脂のヨウ素価の測定

１３.食品の褐変反応

１１.糖質の定量(3)　

４.食塩の定量に関する実験

５.脂質に関する実験

６.タンパク質に関する実験

テーマ

８.ピクルスの製造

９.  糖質の定量(1)

１０.糖質の定量(2)

１.ガイダンス

２.飲料水の硬度測定

１４.食品の褐変反応

１５.学習成果のまとめ

授業科目名

食品学実験(204)

[授業方法]

[予習・復習]

3～8名を1グループとして、共同で実験を行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

実験器具や測定機器の扱い方や、実験データのまとめ方、レポートの書き方など、実験の基本的なテクニックを習得させ
るとともに、各種栄養素の構造と性質に関する実験を通して、それらの特性を把握できるようにする。さらに、食品成分
の貯蔵や加工中の化学的変化を知り、食品成分の特性や品質への影響について、知識を身につけられるようにする。

食品学で学んだ理論について実際に検証する実験を行い、実験の持つ意味と得られた結果について学生が理論的に理解で
きるようになることを目標とする。

実験結果とそれに対する考察をまとめ、各自がレポートを作成して提出する。

[授業の概要]
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授業形態 授業担当者
講義 　　荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食品の機能・成分・分類 一次機能・二次機能・三次機能

食品の消費と供給 生活習慣病・フードマイレージ

米
アミロース・アミロペクチン・制限
アミノ酸

小麦・大麦 グルテン・粘弾性・伸展性

トウモロコシ・ソバ・イモ類 ルチン・ソラニン・γ線

豆・種実類 補足効果・トリプシンインヒビター

野菜類 ビタミン・ミネラル・食物繊維

果実類 糖酸比・有機酸・ペクチン

キノコ類
エルゴステロール・ビタミンD・食物
繊維・グアニル酸

藻類 紅藻・褐藻・緑藻・水溶性食物繊維

食肉類 食肉の熟成・飽和脂肪酸・融点

乳・乳製品 殺菌方法・カゼイン・乳糖

卵類
卵白・卵黄・鮮度・ハウユニット・
レシチン

魚介類 不飽和脂肪酸・K値・TMA

学習成果の確認と評価

[成績評価] 例：定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

１４.動物性食品

１５.学習成果のまとめ

授業科目名
食品学各論(206)

[授業方法]

[予習・復習]

具体的な食品知識が得られるよう、なるべく実際の食品を提示しながら講義形式で行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

８.植物性食品

９.植物性食品

１０.植物性食品

１.ガイダンス

７.植物性食品

「食べ物と健康 食品学各論・
食品加工学」（谷口亜樹子編、
光生館）

２.食品の定義

食品は、各種栄養成分とともに、生理作用によって我々の健康に影響を及ぼす成分を含んでい
る。また、色、味、香り、食感などの特性は、食品中の成分の調理・加工による変化と密接に関
係していることも学ぶ。

私たちは、食に関する生産・加工・流通などの技術革新に支えられ、豊かな食生活を営んでい
る。調理に際しても多種多様な食材を入手することが可能であるため、健康な生活を営む上で、
それぞれの持つ特徴や栄養価について、正しい知識を身につけることができる。

将来、食の専門家として必要な知識を習得するために、積極的に学ぶ。

[授業の概要]

テーマ

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおくこと。講義後、単元ごとの確認
問題も適宜実施し、知識の定着を確認する。

１２.動物性食品

１３.動物性食品

１１.植物性食品　

３.植物性食品

４.植物性食品

５.植物性食品

６.植物性食品
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授業形態 授業担当者
実験 　　荒木　葉子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(１単位) 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ガイダンス、実験器具の取り扱い、滴定の
練習、試料の調製法

実験器具および天秤の使い方レポートの書き方

穀類の一般成分に関する実験 試料調製・四分法

恒量の求め方、電気炉によるルツボの灰化 水分・灰分・迅速法・乾式灰化法

受器の恒量・脂質の抽出、マッフルによる
ルツボの灰化

ソックスレー抽出法・乾式灰化法

電気炉によるルツボの灰化 常圧加熱乾燥法・乾式灰化法

脂質の恒量 常圧加熱乾燥法・キレート法

予備実験：NH４Cl中のＮの定量（ブランク

の定量）
ケルダール法・タンパク質の分解

本実験：穀類中のタンパク質の定量、炭水
化物の計算

ケルダール法・差し引き換算法

 ９.炭水化物に関する実験 小麦粉中のグルテン形成能 グルテニン・グリアジン・グルテン・粘度

卵の鮮度判定 ハウユニット・卵白係数・卵黄係数

豆腐の製造 塩析・酸凝固・グルコノδラクトン

人工イクラの原理 アルギン酸・褐藻類・増粘剤

ビタミン類・ポリフェノール類 抗酸化剤・ビタミン・ポリフェノール

節水に関する省エネ効果の定量 節水・節湯・洗浄・二酸化炭素排出量

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書]
[成績評価] 授業の取り組み状況（20％）、筆記（40％）、レポート（40％）

１４.環境問題と食品に関する実験

１５.学習成果のまとめ

３.植物性食品

講義後に実験を行うので、遅刻および欠席には特に注意すること。

７.食品成分の性質と一次機能(脂質)

実験書は実験内容を記した資料を配布す
る。各回の実験は、この実習書に沿って
行う。日本食品成分表も持参する。

１２.食品成分の性質と三次機能

１３.食品成分の変化と栄養

１１.豆に関する実験　

授業科目名
食品化学実験(307)

[授業方法]

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

実験器具や測定機器の扱い方や、実験データのまとめ方、レポートの書き方など、実験の基本的なテクニック
を習得させるとともに、各種栄養素の構造と性質に関する実験を通して、それらの特性を把握できるようにす
る。さらに、食品成分の貯蔵や加工中の化学的変化を知り、食品成分の特性や品質への影響について、知識を
身につけられるようにする。

分析法は食品成分表作成に用いられる方法に準じたものを用いるので、成分表の成り立ち、見方、測定結果の
検出限界を知ることが出来る。その他、実験を通じて器具の操作法や、重量分析、容量分析などの基本的な分
析技術を習得することができる。

[授業の概要]

種々の食品を用いて基礎的な化学実験を行う。食品の一般成分を行って、それらの各成分の化学的性質を理解
する。

授業計画にそって、前もってテーマに関する実験書を読んでおくこと。実験後、単元ごとの確認問題も適宜実
施し、知識の定着を確認する。

テーマ

８.食品成分の性質と一次機能
(タンパク質)

 １０.卵に関する実験

１.ガイダンス

２.食品の定義

４.植物性食品

５.植物性食品

６.食品成分の性質と一次機能
(炭水化物)
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授業形態 授業担当者
講義 　　伊藤　僚子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食品衛生行政の現状と法律 食品衛生法

微生物制御法、衛生検査 微生物制御、一般性菌数

微生物による変質、化学的変質、変質の防
止

変質の機序、保存法

食中毒の発生状況と特徴 動向、季節性

種類、特徴、感染経路 感染型

種類、特徴、感染経路 毒素型

動物性自然毒、植物性自然毒、 ふぐ毒、きのこ、カビ毒

経口感染症、寄生虫症 感染症、寄生虫症の予防

食品汚染物質、学習成果の確認
環境ホルモン、化学物質による汚
染

HACCPによる衛生管理手法 HACCP

材質による性質、取り扱い方 メラミン樹脂等

概論、安全性評価 安全性試験1日摂取許容量

種類、特徴 保存料、殺菌剤、防かび剤等

遺伝子組み換え食品、 GM食品

食品中の放射性物質による健康影響 放射性物質

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名
食品衛生学(205)

講義形式で行う。必要に応じてDVD、パワーポイントを使用する。

[予習・復習]

[授業方法]

食中毒予防法など、食の安全性確保の方法についての理論の理解ができる。また、実践的な食品の衛生
管理法が理解できる。

本来、人間に有益であるはずの食品も、取り扱いを間違えれば有害である。本講義では、食品衛生関連
の法律、政策に始まり、具体的な食中毒予防法、対処法、食品添加物の有用性と有害性、HACCPを用いた
衛生管理手法等について学ぶ。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

予習として、教科書を一読しておくこと。復習は、必要事項を暗記し、キーワードについて説明できる
ようにしておく。

　

　

 中間テスト(30％）定期試験（60％）授業の取り組み状況（10％）教科書：「食品衛生学」西瀬弘著
化学同人
参考書：「わかりやすい細菌性・ウイ
ルス性食中毒」伊藤武監修　社団法人
日本食品衛生協会

１４.食品の安全性問題①

１５.食品の安全性問題②

テーマ

７.食中毒④　自然毒

８.食品と感染症、寄生虫症

９.有害物質と食品汚染

１０.HACCPによる衛生管理

１１.容器、包装の衛生

３.食品の変質と防止法

４.食中毒①　概論、発生状況

５.食中毒②　細菌性食中毒

１３.食品添加物②

衛生管理は人命にかかわることなので、現場で使える知識をきちんと習得すること。そのためには、予
習復習が欠かせない。

６.食中毒③　続・細菌性食中毒

１.食品衛生行政と法規

２.食品と微生物

１２.食品添加物①
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授業形態 授業担当者
実験 　　関口　晋

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、レポート作成等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

実験室のルール、実験操作上の注意
レポート作成上の注意、顕微鏡の使い方

鼻腔内の常在菌の培養と鑑別
ブドウ球菌、マンニット食塩培地、レ
シチナーゼ

手指の細菌の培養、汚染防止効果
表皮ブドウ球菌、大腸菌群
デオキシコーレイト培地

４.手指の細菌検査Ⅱ 黄色ブドウ球菌の鑑別 黄色ブドウ球菌、大腸菌

浮遊微生物の培養、薬剤感受性 空中落下細菌、薬剤感受性、耐性

混釈培養法による生菌数の測定 標準寒天培地、混釈培養法、CFU
寒天培地およびブイヨン培地での大腸菌
群の検査

BGLB培地、加熱殺菌

細菌のグラム染色 細胞壁、グラム陽性、グラム陰性菌

加熱処理後の生残菌の検出 芽胞形成細菌、生残率

市販のサラダ中の細菌を検出 一般生菌、大腸菌群、ブドウ球菌

サラダ中の細菌の評価、前半のまとめ 食中毒、毒素、感染、殺菌

食品から色素の抽出 タール色素

１３.食用着色料の定性② 色素の定性 クロマトグラフィー、Rf値

１４.漂白剤の定性 漂白剤（SO2）の定性 ヨウ素・でんぷん反応

学習のまとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

数人で構成された班ごとに実験を進めます。授業の冒頭で、実験操作等に関する説明やデモンストレーションが
行われます。実験で失敗しないためには、この説明をしっかり聞いてわからない点をなくしておくことが、とて
も重要です。
[予習・復習]

１５.まとめ

実習書：実験内容を詳述した実習
書を配布します。また、必要に応
じて資料を適宜配布します。

成績評価は、定期試験（50%）および毎回実験の終了後に提出するレポート
（50%）で評価します。

　

実験室のルールを順守してください。ルールを守らないと、事故により自分や他人が傷つく恐れがあります。ま
た、実験を適切に行うためには、しっかりした体調と班メンバーの協調が欠かせません。体調管理とグループ活
動の基本を大切にしましょう。

１１. 市販食品の細菌検査Ⅱ

１２.食用着色料の定性①

予習としては、下記の授業計画の記載内容について、食品衛生学の講義における関連個所を復習しておいてくだ
さい。復習としては、実験内容のレポートを作成して提出してください。

１０.市販食品の細菌検査

２.鼻前庭のブドウ球、菌の検査

３.手指の細菌検査

５.空中落下細菌、感受性

６.生菌数の測定（平板法）

７.大腸菌群の検査

８.グラム染色

９.芽胞菌の性質

テーマ

１.ガイダンス

授業科目名
食品衛生学実験(207)

[授業方法]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識（と高度な調理技術）を身につけている。

[授業の概要]

実験操作並びにレポート作成を通じて、食品の安全性に係る主要な要件（微生物や化学物質など）の基本的な特
性を理解することが第一の目標です。第二の目標は、実験操作に関する技術の習得です。

微生物による腐敗や食中毒を防止するための方法を考えるため、食中毒等に関係する様々な微生物について、培
養や鑑別を行います。また、食品の安全性に係る添加物についての分析を行います。
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授業形態 授業担当者

講義 　　廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養の定義、栄養学の歴史、栄養と健康・疾
患

栄養と栄養素

空腹感と食欲、食事のリズムとタイミング
摂食調節因子、生体リズムと
日内リズム

糖質の分類、エネルギー比率、体内代謝①
単糖類、二糖類、多糖類、エ
ネルギー源

糖質の体内代謝②、他の栄養素との関係、食
物繊維

糖質と他の栄養素、食物繊維

脂質の種類と構造
中性脂肪、脂肪酸、リン脂
質、コレステロール

脂肪酸の種類、脂質の体内代謝と特性
飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、
貯蔵エネルギー

たんぱく質の種類と構造・性質
たんぱく質、ペプチド、アミ
ノ酸、必須アミノ酸

アミノ酸の臓器間輸送、たんぱく質の評価 生物学的評価法、アミノ酸価

たんぱく質の合成と分解、体内代謝 半減期、アミノ酸の代謝

消化器系の構造と機能、消化過程の概要、管
腔内消化の調節①

消化器、消化酵素、消化管ホ
ルモン

管腔内消化の調節②、膜消化・吸収
脳相・胃相・腸相、受動輸
送、能動輸送、共輸送

吸収後の栄養素の体内動態、生物学的利用度
門脈系、リンパ管系、腸管循
環、消化吸収率

エネルギー消費量
基礎代謝量、食事誘発生熱産生、
安静時代謝量、除脂肪体重、身体
活動レベル、メッツ

臓器別エネルギー代謝 呼吸商、非たんぱく質呼吸商

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

１２.消化と吸収③

１３.エネルギー代謝①

１１.消化と吸収②

３.炭水化物の栄養①

４.炭水化物の栄養②

５.脂質の構造と性質

６.脂質の構造と栄養

７.たんぱく質の構造と性質

８.たんぱく質の性質

９.たんぱく質の栄養

１０.消化と吸収①

教科書：田地陽一編『栄養科学イラストレ
イテッド　基礎栄養学　改訂第3版』（羊
土社）

参考書：田地陽一編『栄養科学イラストレ
イテッド［演習版］　基礎栄養学ノート
改訂第3版』（羊土社）

　

授業への取り組みと小テストおよび学習成果の確認により総合的に
評価する。

１４.エネルギー代謝②

１５.学習成果のまとめ

１.栄養の概念

２.食物の摂取

遅刻をしないこと。

[授業の概要]

テーマ

授業計画を確認し、該当箇所に目を通しておく。復習は、授業内容についてノートの整理や小テスト
の振り返りをする。

講義形式で行なう。講義は教科書その他配付資料、パワーポイント等を使用する。2回目以降の講義開
始時に小テストを行い、翌授業日以降にコメントおよび得点未到達者に再テストを実施する。

食物中の各栄養素について理解し、食物摂取後の生体内の動態の概要を把握することは栄養を学ぶ上
で最も基本となる知識である。本講義では、各栄養素の特性、および生体内での各栄養素の動態（消
化・吸収・代謝・排泄）の概要について学ぶ。また、摂食行動と食欲の調節機構、エネルギー代謝の
基礎を学ぶ。

授業科目名

基礎栄養学(208)

[授業方法]

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

栄養の意味を理解する。各栄養素の体内代謝および生体内での機能の概要を説明することができる。
食物摂取により生体が受ける各影響及びその環境について説明することができる。
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授業形態 授業担当者

講義 廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食物摂取と体の変化の概要、遺伝形質と栄
養の相互作用

DNA、遺伝子、遺伝子多型

エネルギー源としての作用
解糖系、TCAサイクル、電子
伝達系、酸化的リン酸化、
ATP

その他の代謝経路
グリコーゲン、ペントース・
リン酸回路、グルクロン酸経
路

血糖とその調節、他の栄養素との関係
グルコース・アラニン回路、
コリ回路、糖新生

脂質の臓器間輸送
リポタンパク質、キロミクロ
ン、VLDL、LDL、HDL、LPL

食後の脂質代謝、貯蔵エネルギーとしての
作用

中性脂肪、コレステロール代
謝、HMG-CoA還元酵素

空腹時の脂質代謝、他の栄養素との関係
ホルモン感受性リパーゼ、β
酸化、アセチルCoA、ケトン
体

たんぱく質の合成と分解
遺伝子発現、リソソーム系、ユ
ビキチン・プロテアソーム系

たんぱく質・アミノ酸の体内代謝
体タンパク質、アミノ基転移
反応、尿素サイクル

ビタミンの分類と性質、脂溶性ビタミンの
構造と機能

脂溶性・水溶性ビタミン、欠
乏症、過剰症

水溶性ビタミンの構造と機能 欠乏症・過剰症

ミネラルの分類と栄養学的機能
多量ミネラル、微量ミネラ
ル、カルシウム代謝

ミネラルの分類と栄養学的機能 鉄代謝、酵素反応

生体内における水や電解質の機能と代謝
水の出納、細胞内液、細胞外
液、カリウム、ナトリウム

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

遅刻をしないこと。

[授業の概要]

１３.ミネラルの分類と機能②

１４.水・電解質の機能

１２.ミネラルの分類と機能①

４.糖質の代謝③

５.脂質の代謝①

６.脂質の代謝②

７.脂質の代謝③

テーマ

８.タンパク質の代謝①

９.タンパク質の代謝②

１０.ビタミンの構造と機能①

１１.ビタミンの構造と機能②

２.糖質の代謝①

３.糖質の代謝②

教科書：田地陽一編『栄養科学イラスト
レイテッド　基礎栄養学　改訂第3版』
（羊土社）

参考書：田地陽一編『栄養科学イラスト
レイテッド［演習版］　基礎栄養学ノー
ト　改訂第3版』（羊土社）

　

授業への取り組みと小テストおよび、学習成果の確認により総合的
に評価する。

１.食物摂取、遺伝形質と栄養

１５.学習成果のまとめ

授業計画の該当箇所に目を通しておく。復習はノートの整理および小テストの振り返りをする。

授業科目名

栄養学(209)

[授業方法]

[予習・復習]

各種栄養素の生体内における代謝と、相互作用について説明できる。

講義形式で行なう。講義は教科書その他配付資料、パワーポイント等を使用する。2回目以降の講義
開始時に小テストを行い、翌授業日以降にコメントおよび得点未到達者に再テストを実施する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

栄養素の細胞内代謝は栄養マネジメントを行うための基本知識となる。本講義では、エネルギー産生
栄養素の代謝およびエネルギーの生成機構、ビタミンやミネラルの機能、各種栄養素の関わりを理解
する。また、遺伝子と栄養の関係についても学ぶ。
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授業形態 授業担当者
講義 廣瀬　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養ケア・マネジメントの概要
栄養スクリーニング、栄養ア
セスメント、栄養ケア（PDCA
サイクル）

食事摂取基準の考え方と活用
食事摂取基準、推定平均必要
量、推奨量、目安量、耐容上
限量、目標量

成長・発達・加齢
妊娠期・授乳期の食生活と栄養

女性の生理、胎児の発育、授
乳、栄養ケア

新生児期・乳児期の発育・発達
身体的発育、生理的機能の発
達、消化吸収機能の発達

乳児期の食生活と栄養の摂取
授乳・離乳の支援、母乳栄
養、人工栄養、混合栄養、離
乳食

成長期の発育・発達
発達・発育曲線、成長期の心
身の発達と発育

幼児期の食生活と栄養の摂取
幼児期の栄養ケア・食生活上
の問題、保育所給食、食育

学童期の食生活と栄養の摂取
学童期の栄養ケア・食生活上
の問題点、学校給食

思春期の食生活と栄養の摂取
思春期の栄養ケア・食生活上
の問題点

成人期の特性、更年期の特性
成人期の食生活の現状、更年
期の心身の変化

成人期の栄養摂取と生活習慣病
成人期の栄養ケア、生活習慣
病の発症とその予防

高齢期の特性と疾患
加齢による身体の変化、疾患
と食生活、PEM

高齢期の食生活と栄養摂取
高齢期の栄養アセスメントと
ケア

運動、ストレス、環境が身体機能に与え
る影響と栄養ケア

運動のメリット・デメリッ
ト、サーカディアンリズム、
ストレス、適応

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

各ライフステージにおける身体や栄養の状態に合わせた栄養マネジメントを考えることができる。ま
た、特殊環境やストレス負荷における栄養ケアについて理解することができる。

妊娠期・授乳期、新生児期・乳児期、幼児期、学童期、思春期、成人期、高齢期のライフステージご
とに、その身体的特性および栄養の特徴を学び、各ライフステージにおける栄養アセスメントとケア
について概説する。

教科書：江澤郁子・津田博子編著
『Nブックス四訂応用栄養学（第2
版）』（建帛社）
参考書：日本人の食事摂取基準＜
2015年版＞（第一出版）

授業への取り組み、到達度、学習成果の確認により、総合的に評価
する。単元毎の到達度の確認テストも含む。

　

遅刻をしないこと。提出物は期限を守ること。

[授業の概要]

１２.高齢期の栄養①

１３.高齢期の栄養②

１１.成人期の栄養②

３.成長・発達・加齢
　　母性栄養

４.新生児期・乳児期の栄養①

５.新生児期・乳児期の栄養②

６.成長期の栄養①

テーマ

１４.環境と栄養

１５.学習成果のまとめ

授業科目名
ライフステージの栄養学(210)

[授業方法]

[予習・復習]
予習は授業計画に沿って、教科書の該当部分を読んでおく。復習は教科書を中心に配布資料や参考
書、実施した小テストなどを用いて要点整理をすること。

講義形式で行なう。講義は教科書その他配付資料、パワーポイント等を使用する。2回目以降の講義開
始時に小テストを行い、翌授業日以降にコメントおよび得点未到達者に再テストを実施する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

 栄養の食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

７.成長期の栄養②

８.成長期の栄養③

９.成長期の栄養④

１０.成人期の栄養①

１.栄養ケア・マネジメント

２.日本人の食事摂取基準
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授業形態 授業担当者

実習 廣瀬　明子・浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

実際について嗜好も考慮し、栄養・食事計画、献立の作成、調理ができることを目的とする。

予習をしてくる。

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養マネジメントの具体的な組み立て 年代別栄養アセスメント

妊娠期、授乳期の食事計画、栄養管理 妊娠期、授乳期

乳児期の栄養管理、離乳期 授乳・離乳の支援ガイド

調乳体験、離乳食の作成と市販品を学ぶ 調乳、離乳食の実習・試食

幼児期の栄養と諸問題の対応 食物アレルギー他健康問題

学童期・思春期の食事計画、栄養管理 食育推進基本計画、痩せ等

学童期の朝食、間食の調理 欠食予防・アレルギー対応

成人期、更年期の栄養管理 メタボリックシンドローム

高齢期の栄養管理 高齢者の生理的特徴の理解

咀嚼・嚥下障害のための調理実習 高齢者に適した食事

メタボリックシンドローム予防の栄養管理 成人男性のお弁当献立作成

成人期男性お弁当の献立修正 栄養比率、内容の確認

発注計画、ポスター製作、提案書作成等 発注、提案書

特殊環境、健康増進、スポーツ栄養 高温低温環境下、競技選手

グループで考えたお弁当献立の調理 各グループでの調理と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

ライフステージの栄養学実習(308)

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

ライフステージの栄養学で学んだ知識をもとに、人の各ライフステージに応じた栄養管理の

２.母性栄養

[授業の概要]

各ライフステージに応じた栄養管理を把握した上で、栄養状態に応じた栄養ケアマネジメントや

献立作成を行い、そのステージに適した調理方法を習得するため、調理実習を行う。

[授業方法]

講義ではパワーポイントを使用し、演習、調理実習ではプリントを配布して行う。

[予習・復習]

理解を深めるために1年次の復習と教科書を読んでおく。献立作成を行うときは作成手順の

ライフステージ別に講義で1年次の学びを復習し、演習、調理実習で実践する授業です。

意見や質問を出しながら積極的に参加してください。

テーマ

１.栄養マネジメント

１４.ライフスタイルと栄養

３.乳児期の栄養管理、離乳栄養

４.乳児期の調理実習

５.幼児期の栄養

６.学童期・思春期の栄養

７.学童期、思春期の調理実習

８.成人期・更年期の栄養

９.高齢期の栄養

１０.高齢期の調理実習

１１.成人期に適した献立作成

１２.グループワーク

１３.グループワーク

１５.成人期調理実習

「新編応用栄養学実習」 　定期試験（70％）、授業の取り組み状況（30%）

　健康なライフステージのために
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授業形態 授業担当者
講義 　　三好　由美・木口　圭子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

臨床栄養学を学ぶことの意義と目的
「臨床」を知り、栄養士として求
められている事を理解

糖尿病の病態と栄養療法
糖尿病の分類・特徴、交換表を理
解

脂質異常症・肥満の病態と栄養療法
脂質異常症・肥満の分類・診断基
準

高尿酸血症と痛風・骨粗鬆症の病態と栄養
療法

プリン体・カルシウムの機能の理
解

高血圧症・動脈硬化症の病態と栄養療法
血管の仕組みを理解し、診断基
準・減塩食の必要性を認識

虚血性心疾患・うっ血性心不全の病態と栄
養療法

心臓の働き、病態に合う栄養療法
を習得

胃・小腸・大腸疾患の病態と栄養療法 各臓器の働き・消化吸収を理解

肝臓・膵臓・胆道疾患の病態と栄養療法
各臓器の働き、脂質・蛋白質の摂
取

糸球体腎炎・ネフローゼ症候群の病態と栄
養療法

腎臓の働きについて理解、各疾患に合
わせた栄養補給を習得

慢性腎不全・慢性腎臓病（ＣＫＤ）の病態
と栄養療法

各疾患に合わせた栄養補給を習得
し、ＣＫＤの概念を理解

鉄欠乏性貧血・巨赤芽球性貧血・腎性貧血
の病態と栄養療法

貧血の概念を理解し、診断基準や造血
機能のある食事を習得

内分泌疾患・婦人科疾患の病態と栄養療法 各疾患を理解、栄養補給の仕方

小児科疾患・食物アレルギーの病態と栄養
療法

小児科疾患の種類・アレルギー献
立

外科疾患の病態と栄養療法 各疾患・栄養補給を理解

グループ合同テーマの発表 後期の総括

[教科書・参考書] [成績評価]

５.循環器疾患【１】

授業科目名
臨床栄養学(211)

講義・演習方式で行う。必要に応じてパワーポイント・プリントを使用する。

[予習・復習]

[授業方法]

臨床栄養学は、栄養学的なアプローチにより疾患の治療方法を学ぶ。その前提として疾患の病態知識が不
可欠であり、医療現場において栄養士の役割である、栄養補給・食事形成・栄養指導などに反映できるよ
うに、各疾患別の病態、栄養療法の理解を深める。

傷病者の疾患、病態の特徴に基づいて、適切な栄養管理を行うために、各疾患の病因や症状を理解し、栄
養・食事療法について学習する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

   人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。　　　  　

　

　

定期試験（８０％）・授業の取り組み（２０％）教科書：Ｎブックス新版臨床栄養
学第4版（建帛社）田中明・加藤昌
彦編著
参考書：腎臓病食品交換表第9版
（医歯薬出版会社）黒川清監修 糖
尿病食事療法のための食品交換表
第7版（文光堂）日本糖尿病学会編

１４.外科疾患と栄養

１５.後期授業振り返り

１２.内分泌疾患・婦人科疾患

１３.小児・アレルギー疾患

[授業の概要]

６.循環器疾患【２】

１.ガイダンス

２.代謝疾患【１】

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおく。配布した資料の整理をし、学習した内
容について教科書や演習問題を再度確認する。

テーマ

７.消化器系疾患【１】

８.消化器系疾患【２】

９.腎疾患【１】

１０.腎疾患【２】

１１.血液疾患

３.代謝疾患【２】

４.代謝疾患【３】
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授業形態 授業担当者
実習 　　三好  由美・木口　圭子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択
15回 45時間(1単位) 2D／前期 必修

[授業の到達目標]

課題に対するフェードバックの方法は、毎回振り返りシートを記入する。

[授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

＜演習＞病院給食における　一般食患者の
食事摂取基準

年齢構成表、荷重平均所要量
食品構成表の求め方

＜演習＞一般治療食、特別治療食、献立作
成①（常食～粥食）

病院食における食事の種類
を理解し、献立作成を習得

＜演習＞献立作成②一般治療食から糖尿病
食への展開

１つの献立から他の食種への
展開の仕方を習得

＜調理実習＞糖尿病 調理、試食で糖尿病食を理解

＜調理実習＞高血圧症 減塩を体験し献立作成に反映

＜演習＞献立作成③腎臓病食 腎臓病交換表の使い方

＜調理実習＞腎不全 低蛋白、減塩、熱量の理解

＜調理実習＞嚥下障害 誤嚥を防ぐ食事の調理方法

＜実習＞病者用食品の評価 特別用途食品、栄養補給法

＜講義＞栄養アセスメント 栄養スクリーニングについて

＜講義＞ＰＯＳ①、症例検討 問題志向型システムの理解

＜演習＞ＰＯＳ②、症例発表 演習でＰＯＳ実践力を深める

＜講義＞貧血 鉄分、蛋白質、VCの理解.

＜講義＞チーム医療 栄養サポートチーム、緩和ケア

グループ合同テーマの発表 前期の総括

[教科書・参考書] [成績評価]

１２.栄養ケアの記録（２）

１３.栄養管理（５）

６.栄養管理（４）

１.栄養管理（１）

２.栄養管理（２）

授業計画にそって、臨床栄養学で学んだ内容を理解しておく。配布した資料の整理をし、学習した内容に
ついて再度確認をする。

　

定期試験（８０％）・授業の取り組み（２０％）教科書：三訂臨床栄養学実習（建
帛社）・臨床栄養学実習書（医歯
薬出版）
参考書：腎臓病食品交換表第9版
（医歯薬出版会社）黒川清監修
糖尿病食事療法のための食品交換
表第7版（文光堂）日本糖尿病学会
編

１４.これからの臨床栄養管理

１５.前期授業振り返り

テーマ

７.食事療法の実際（３）

８.食事療法の実際（４）

９.食品成分

１０.栄養評価

１１.栄養ケアの記録（１）

３.栄養管理（３）

４.食事療法の実際（１）

５.食事療法の実際（２）

授業科目名
臨床栄養学実習(309)

[授業方法]

[予習・復習]

パワーポイントを使用した講義、グループワーク、ディスカッションを取り入れた演習・実習方式で行う。

臨床栄養学で学んだ理論を基に、医療の一環として治療効果を上げる栄養療法が実践できるように、医師
の指示に基づいた患者の病態に応じた基本的な臨床栄養管理について理解する。また、病院におけるチー
ム医療の一員として栄養士の役割について認識を深める。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

    人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

具体的な症例、資料により栄養療法への理解図り、病院で行われている最新の栄養管理の方法を学習す
る。
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授業形態 授業担当者
講義 　　中島美雪　

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／前期 必修

配布資料、講義ノートを読み直し、学習成果（キーワード）を説明できるようにする。

内容 学習成果（キーワード）

栄養教育の意義・目標
栄養教育の目的・目標、栄養教
育の対象、栄養教育の場

栄養教育の歴史的変遷
栄養教育の歴史、栄養教育の背
景と推移

栄養に関する法律と栄養士の活動分野
栄養士法、健康増進法、学校給
食法、食育基本法等

食品成分表、食品群、食品の組み合わせ
食品成分表、3色食品群、6つの
基礎食品、食事バランスガイド

栄養に関わる食品の表示
日本人の食事摂取基準

日本人の食事摂取基準(2015版)
の基本的な考え方、活用方法

健康づくりと栄養、運動、休養の指針
健康日本21、食生活指針、運動
指針、休養指針

食生活・栄養に関する諸調査
調査の意義・目的、調査の種
類・方法、国民栄養・健康調査

学習成果の確認と解説

栄養教育の原則、対象の把握と問題点の提
起、栄養アセスメント

栄養マネジメント、栄養アセス
メントの種類と方法

栄養教育の計画、実施と評価
目標の設定、カリキュラムの立
案評価

栄養教育の対象と教育方法 個別教育、集団教育

栄養教育の技術、情報収集
媒体・教材、ﾌﾟﾚｾﾞｰﾃﾝｼｮﾝ技
術、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術、情報活用

栄養教育におけるカウンセリング
カウンセリングの理論と意義、
カウンセリングの技術と応用

食行動の成立と行動変容の背景 行動変容に関する理論と応用

総まとめと確認

[教科書・参考書] [成績評価]

参考書：「食品成分表」

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]
授業中に資料を配布することがあるため、欠席した場合は申し出ること。

７.栄養調査

１４.食行動変容と栄養教育

テーマ

１０.栄養教育の方法　②

９.栄養教育の方法　①

栄養指導論」相川りゑ子 編
株式会社建帛社

学習成果の確認と評価、課題、授業の取り組みなどにより総合的に
評価する。定期試験95％、学習成果の確認・課題5％。

教科書：「Nブックス改訂

４.栄養教育のための基礎知識（1）

５.栄養教育のための基礎知識（2）

予習は、授業計画に沿って教科書の該当部分を読んでおく。復習は、授業内容について、教科書、

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

１３.栄養教育の方法　⑤

１５.学習成果のまとめ

[授業計画]

１１.栄養教育の方法　③

１２.栄養教育の方法　④

３.栄養士制度と関係法規

６.健康づくりと栄養教育

１.栄養教育の概念

２.栄養教育の沿革

８.学習成果の確認

授業科目名
栄養教育論Ⅰ(212)

[授業方法]

それらを総合的に評価・判定できる知識を習得する。対象者に応じた栄養教育プログラムの作成・

[予習・復習]

栄養教育の目的、栄養士が担う役割を理解できる。栄養教育に必要な情報の収集・分析を行い、

講義形式で行う。教科書の他、必要に応じて配布資料、パワーポイントを使用する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
　人々の健康に広く貢献する者として意欲使命感を身つけている。

[授業の概要]
栄養教育の目的や目標、対象者の把握方法など、栄養教育実施のために関連する基礎知識を学ぶ。
さらに方法論として行動科学を理解し、対象者の行動変容につなげるための方法と技術を学ぶ。

[授業の到達目標]

実施・評価にマネジメントできる方法を理解する。
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授業形態 授業担当者
講義 若月 季美江

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／後期 必修

[授業計画]

テーマ 内容 学習成果（キーワード）

１.年代別栄養教育 妊娠・授乳期の特性に応じた栄養教育
妊娠の進行と栄養指導、乳汁分
泌

２.年代別栄養教育 乳幼児期の特性に応じた栄養教育
発育・発達と栄養指導、授乳・
離乳の支援ガイド、間食

３.年代別栄養教育 学童・思春期の特性に応じた栄養教育
身体的・心理的発達、学校給
食、ダイエット、食育

４.年代別栄養教育 成壮年期の特性に応じた栄養教育
生活習慣病予防、労働と栄養、
外食、単身生活者

５.年代別栄養教育 高齢期の特性に応じた栄養教育
介護・食事サービス、単身生活
者

６.健康障害と栄養教育 一次予防の栄養教育
肥満・るい痩、脂質代謝異常
症、高血圧症、貧血、食物アレ
ルギー

７.活動分野で行う栄養教育 病院で行う栄養教育 入院患者、外来患者

８.活動分野で行う栄養教育 学校で行う栄養教育
食事摂取基準、学校給食栄養管
理者

９.活動分野で行う栄養教育 事業所で行う栄養教育
労働者のQOLと栄養指導、生活
習慣病予防と栄養指導

１０.活動分野で行う栄養教育 社会福祉施設で行う栄養教育 児童福祉施設、老人福祉施設

１１.活動分野で行う栄養教育 地域で行う栄養教育 行政、保健センター

１２.活動分野で行う栄養教育 地域で行う栄養教育 在宅患者、障害者

１３.活動分野で行う栄養教育 運動と栄養 スポーツの種類と栄養特性

１４.栄養教育の国際的動向 外国における栄養教育 先進諸国、開発途上国

１５.学習成果のまとめ 学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]
学習成果の確認テスト、課題・授業への取り組みによって
総合的に評価する。
定期試験70％、課題・授業への取り組み30％。

課題の検討、発表は栄養教育論Ⅰで学んだこと実践すること。

[授業の到達目標]

教育が理解できる。

病院や学校、事業所などで行われる栄養教育を習得する。テーマにより、与えられた課題の

　　　　改訂栄養指導論」
　　　　相川りゑ子 編

教科書：「Nブックス

　　　　株式会社建帛社

応用栄養学、臨床栄養学の復習を行う。

[受講上の注意]

授業計画に沿って、教科書を読んでおく。単元ごとに確認問題を実施し、知識の定着を図る。

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

検討を行い、授業で発表を行う。

[授業外学修に必要な時間]

授業科目名
栄養教育論Ⅱ(213)

[授業方法]

できる。栄養士が活動している各分野での栄養教育の目的と、実際に行われている栄養

[予習・復習]

各ライフステージの特徴や食生活上の問題点を把握し、それに対応する栄養教育が理解

講義形式で行う。必要に応じて配布資料、パワーポイントを使用する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
　人々の健康に広く貢献する者として意欲使命感を身つけている。

[授業の概要]
栄養教育Ⅰで学んだことをもとに、対象者のニーズに合わせた栄養教育の各論を学ぶ。
そのため、対象者を年代別や健康状態別にとらえた栄養教育を学び、それらを踏まえて、
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授業形態 授業担当者

実習 　　大島  恵子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養教育の進め方
栄養素の種類と食品群

六つの基礎食品、３色食品群
野菜の分類

食事バランスガイドの目的と活用
食生活指針、食事バランスガ
イド

食事摂取基準の算出方法 食事摂取基準

「食品構成」と「荷重平均成分表」の考え
方と作成方法

食品構成表、荷重平均成分表

対象に適した献立作成の方法 食品成分表、食品目安量表

対象に適した献立作成 ① 年間計画と食育

対象に適した献立作成 ② 月間計画、旬、食材の知識

対象に適した献立作成 ③ 献立の具体化

対象に適した献立の実施 献立の実施、評価、課題

栄養教育計画の立案方法
対象、テーマ、指導方法、指
導の要点、指導目標、実施、
評価

班別指導案作成、教材・媒体作成 指導案と教材・媒体の関連

教材・媒体作成、実演準備 対象、指導内容と方法の確認

教材・媒体作成、実演準備 実演リハーサル

班別実演、評価
評価、自己評価、班別相互評
価

班別実演、評価
評価、自己評価、班別相互評
価

[教科書・参考書] [成績評価]

栄養教育テーマや指導内容、方法等への理解、知識の習得について徹底を図る。さらに
演習を重ね、その技法を自分のものとする。

予習はシラバスを確認し教科書を読むこと。復習では毎回の実習内容を整理し、学習成果

１４. 　 〃　　（４）  

１５.　  〃　　（５）

テーマ

７.栄養教育に必要な知識 (3)

８.栄養教育に必要な知識 (4)

９.栄養教育に必要な知識 (5)

１０.栄養教育計画の立案

１１.ライフステージ別栄養教育の
        実演　　　（１）

３.栄養教育に必要な基礎知識 (3)

４.栄養教育に必要な基礎知識 (4)

５.栄養教育に必要な知識 (1)

６.栄養教育に必要な知識 (2)

１.栄養教育に必要な基礎知識 (1)

１２.　  〃　　（２）

１３. 　 〃　　（３）

　

　

授業への取り組み、課題提出、試験での総合評価とする。教科書：プリント資料配布
参考書：「Nブックス改訂栄養指導
論」相川りゑ子編　株式会社建帛
社、「食品成分表」

授業科目名

栄養教育実習Ⅰ(214)

[授業方法]

[予習・復習]
講義及び実習形式で行う。グループでの取り組みが中心となる。

開講期間内において、課題等の授業外学修が必要となります。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
 人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

「栄養教育論」で学んだ知識・技法をもとに、実践の場において、対象に適した効果的な

（キーワード）が説明できるようにしておく。
[授業外学修に必要な時間]

栄養教育が行えるよう、その方法や技術を身につける。

毎回の授業での学びをリアクションペーパー等で振り返り、実習内容の確認、対象による

２.栄養教育に必要な基礎知識 (2)
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授業形態 授業担当者

実習 　　大島　恵子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) ２D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食事調査にむけての基礎知識 食品表示、目測量

ライフステージ別に対象・課題の設定およ
び指導計画の作成

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別栄養教育の課題

個人別食事記録の方法と調査の実際につい
て

食事調査の目的
方法、各種調査方法

栄養摂取量算出および判定 食事調査の判定

個人別食事調査レポート作成 食事調査の判定と評価

健康づくりのための身体活動基準2013
生活活動、身体活動、
＋10、ﾒｯﾂ

高齢者の食生活と食環境
加齢による体の変化、スマイ
ルケア食、嚥下障害、誤嚥

班別演習（２グループ）

班別演習（３グループ）

班別演習（３グループ）

「食事バランスガイド」を活用
した食事の組み立て方と活用上のポイント

食事バランスガイド
ＳＶ

幼児・小学生を対象とした食育
授業計画案の作成

幼児・小学生を対象とした食育
授業の実施

カウンセリングﾞ技法の演習
食事調査、生活時間調査、健
康アセスメントをもとに演習
を行う

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

　

栄養教育の要点、指導計画
案、評価、実演

栄養教育のﾎﾟｲﾝﾄ、指導計画
案、目標、指導方法、媒体

授業科目名

栄養教育実習Ⅱ(310)

[授業方法]

[授業外学修に必要な時間]

[予習・復習]
予習として、シラバスの確認。復習は、毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

講義・演習方式で行う。栄養教育の演習をグループで行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

栄養教育実習Ⅱは、栄養教育実習Ⅰに引き続き栄養教育論で学んだ知識、技法をもとに、学校・病
院・事業所・高齢者福祉施設・保育園などの栄養教育実践の場において必要な応用技術を身につけ
る。
[授業の概要]
指導対象に応じた効果的な栄養教育の内容と方法を学ぶ。

１３.ライフステージ別
　　　栄養教育(５)

開講期間内において、課題等の授業外学修が必要となります。

教科書：プリント資料配布参考書：
「ヘルス２１栄養教育・栄養指導
論」辻とみ子・堀田千津子編　医歯
薬出版株式会社、「食品成分表」

授業への取り組み、課題提出、試験での総合評価とする。

１４.栄養アセスメント 

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.ライフステージ別栄養教育(３)

８.ライフステージ別
　　　栄養教育の実演(１)
９.ライフステージ別
　　　栄養教育の実演(２)
１０.ライフステージ別
　　　栄養教育の実演(３)

１１.食事バランスガイドの活用 

３.個人別食事調査の判定方法(１)

４.個人別食事調査の判定方法(２)

５.個人別食事調査の判定方法(３)

６.ライフステージ別栄養教育(２)

１.栄養教育への取り組み

２.ライフステージ別栄養教育(１)

１２.ライフステージ別
　　　栄養教育(４)
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授業形態 授業担当者

講義 　和田　アツ子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

予習は、授業計画に沿って教科書の該当部分を読んでおく。復習は、教科書や配布した資料は必ず確認する。

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

１.公衆栄養学の概念 公衆栄養学とは 公衆栄養学の意義と目的

２.公衆栄養学活動の歴史 公衆栄養活動の始まり、栄養士養成の始まり 脚気対策、法の整備

３.わが国の健康、栄養問題（Ⅰ）高齢化社会と健康、栄養問題 人口構成、疾病構造の変化

４.わが国の健康、栄養問題（Ⅱ）食生活、食環境の変化 国民健康・栄養調査

５.わが国の健康、栄養施策（Ⅰ）公衆栄養関連法規
地域保健法、健康増進
法、食育基本法

６.わが国の健康、栄養施策（Ⅱ）国民健康づくり運動 健康日本21（第2次）

７.わが国の健康、栄養施策（Ⅲ）健康・栄養指導の指針やガイドライン
食生活指針・
食事バランスガイド

８.わが国の健康、栄養施策（Ⅳ）健康・栄養指導の指針やガイドライン 運動、休養、睡眠指針

９.わが国の健康、栄養施策（Ⅴ）食料需給と自給率 食料自給率

１０.公衆栄養マネジメント（Ⅰ）公衆栄養マネジメントの意義、方法 マネジメントサイクル

１１.公衆栄養マネジメント（Ⅱ）公衆栄養アセスメントの意義、方法 食事摂取基準

疫学指標・疫学調査 EBN

食事調査法 申告誤差、日間変動

１４.公衆栄養活動の実際 公衆栄養プログラムの展開 地域特性、食環境

１５.諸外国の健康・栄養施策 世界の健康・栄養問題の現状と課題 フードガイド

[教科書・参考書] [成績評価]
教科書：公衆栄養学概論（同文書
院）
参考書：国民栄養の現状（第一出
版）

 定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

授業に積極的に参加し、地域、職域等に関する情報に関心を持つ。

授業科目名

公衆栄養学概論(311)

[授業の概要]

１２.栄養疫学

１３.食事調査

テーマ

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

   人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

わが国及び諸外国においてどのような健康、栄養問題やニーズがあり、その課題を解決するための法規や各制度が
果たしている役割を知り、公衆栄養活動を理解することを目的とする。
公衆栄養マネジメントを理解する。

国民の健康増進と生活の質の向上を図るために、国や市町村はどのような施策を推進しているかを学ぶ。さらに、
地域・職域などの健康・栄養問題とそれを取り巻く環境、保健・医療・福祉・介護等の情報収集や実態把握によ
り、改善に向けた公衆栄養活動を展開するために必要な理論及びマネジメントについて学ぶ。

講義形式で行う。適宜ディスカッションやグループワークを取り入れる。

[授業方法]

[予習・復習]
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授業形態 授業担当者

講義 　         堀　理佐

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／前期 必修

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食べ物を構成する基本要因
食べる人側の基本要因

基本の五味
味の相互作用

塩味料、甘味料、酸味料、うま味材料の種
類と調理特性

食塩・砂糖・食酢の調理性

調理の加熱前に行う操作方法とその目的 浸漬操作　解凍

水を使った調理と油を使った調理操作の熱
の伝わり方

湿式加熱　乾式加熱
対流熱　伝導熱　放射熱

米の調理性
デンプン　アミロース
アミロペクチン　糊化

小麦粉の調理性 グルテン　ドウ生地

いも類、豆類、種実類の調理性
ペクチン　酵素的褐変
糖化作用

野菜類の調理性 クロロフィル　カロチノイド

果実類、藻類の調理性 フラボノイド　アントシアン

食肉類、魚介類の調理性
タンパク質の変性　保水性
コラーゲン　ミオシン

鶏卵の調理性
希釈性　泡立ち性　熱凝固性
乳化性

牛乳・乳製品の調理性
カゼイン　コロイド
アミノカルボニル反応

デンプン、ゼラチン、寒天の調理性
糊化　ブレークダウン
ゲル　ゾル

油脂の調理性
酸化　クリーミング性
ショートニング性

調理器具の材質と特徴 電磁誘導加熱

[教科書・参考書] [成績評価]

定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシ-）との関連性

　毎回の予習は各回のキーワードを教科書で調べておく。復習はキーワードを理解し、説明できるよう努め
る。
[授業外学修に必要な時間]

　調味操作、非加熱・加熱調理操作の目的を理解し、植物性食品や動物性食品、成分抽出素材の調理性を学
ぶ。

１２.動物性食品の調理性

テーマ

１.調理と嗜好性

２.調理操作　調味操作

[受講上の注意]

８.植物性食品の調理性

９.植物性食品の調理性

１０.動物性食品の調理性

４.調理操作　加熱調理操作

６.植物性食品の調理性

７.植物性食品の調理性

　開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要になる。

[授業の到達目標]

　調理の理論と実践が繋がるよう教科書を熟読することを期待する。

[授業の概要]

３.調理操作　非加熱調理操作

授業科目名

調理学(215)

[授業方法]

[予習・復習]
　パワーポイントを使用し、ミニテストで授業内容の理解度を確認しながら授業を行う。

　調理操作の目的、食品の調理性が説明できる。調理は献立立案からはじまり、食材料の選択、調理操作を
経て食物を食卓に整えるすべての過程が対象となる。自らの生活と関連づけながら学び、調理体験を積み、
調理過程における様々な現象を科学的に理解しながら実践力を習得する。

　

教科書：「調理学」 木戸詔子・池田
ひろ編　化学同人　参考書：「新版
調理と理論」山崎清子・島田キミエ
共著 同文書院　「こつの科学 調理
の疑問に答える」杉田浩一著　柴田
書店

１４.成分抽出素材の調理性  油脂類

１５.エネルギー源および調理器具

１３.成分抽出素材の調理性
　　 デンプン ゲル化材料

１１.動物性食品の調理性

５.植物性食品の調理性
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授業形態 授業担当者

実習 　　堀 知佐子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

12回 45時間(1単位) 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

調理行う心構え 栄養・調理・実践

包丁研ぎ・切り方 包丁研ぐ・一般的な切り方

大根１本を切る　キャベツの千切り・じゃ
が芋を剥く

輪切り・桂むき・コールス
ロー・シャトーむき

大根１本を切る　キャベツの千切り・じゃ
が芋を剥く

輪切り・桂むき・コールス
ロー

三枚おろし・大名おろし･煮つけ・つみれ汁
包丁の動かし方・魚の構造を
知る・衛生管理

三枚おろし・大名おろし・酢〆・焼物
包丁の動かし方・魚の構造を
知る・衛生管理

三枚おろし・焼物・刺身
包丁の動かし方・魚の構造を
知る・衛生管理

オムレツ・出汁巻き卵
卵の取り扱いとたんぱく質の
変性温度帯を知る

オムレツ・出汁巻き卵
綺麗なオムレツと出汁量の多
い出汁巻き卵を作る

鍋にご飯を炊く・一番だしと二番出汁をと
り吸い物を作る

でんぷんの糊化・旨味の感じ
方

丸鶏をさばく　出汁をとる
部位別の加熱調理

鶏の構造を知る・フォンをと
る

烏賊・海老の下処理・５枚卸し
烏賊・海老の構造を知る・５
枚卸を知る

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

調理学実習Ⅰ(216)

[授業方法]

[予習・復習]

本講義では食材の成分・組織・物性からみた調理特性を理解し、実践することで調理理論とは別
に、包丁を中心とした基礎的技術を難易度別に組み、毎回くり返し練習することで充分に体得でき
るようにする。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

   栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

１０.ご飯を炊く・出汁をとる

１.ガイダンス

２.包丁とまな板の扱い

教科書：アンチエイジングクッ

キング(講談社) 　

参考書： 　

実技試験及びペーパー試験　

包丁や火など危険が伴うものなので十分注意して実習に臨む。

[授業の概要]

１２.魚介の下処理・５枚卸し

衛生管理を正しく理解させた上で基本的な調理操作及び調理技術の習得・向上を目的とし、それぞ
れの食品素材に適した取り扱い方、調理方法を実践で学ぶ。栄養学・食品学を加味して調理する意
識をつける。

調理に対する心構えなどは講義式で行うが他は全て調理実習とする。包丁など各自が持ち、待ち時
間などが発生しない効率の良い授業を行う。

授業計画にそって実習が進むため技術体得の遅れが出ないように復習し、またわかる範囲のことは
予習し、イメージトレーニングをする。

１１.鶏肉の構造

３.野菜を切る

４.野菜を切る

５.魚を卸して（鯖・鰯）調理する

６.魚を卸して（鯖・鰯）調理する

テーマ

７.魚を卸して（鯵・鯖）調理する

８.卵料理

９.卵料理
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授業形態 授業担当者

実習 　　石井　麻美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

足りない知識や技術は予習・復習を行い、向上を目指すこと。

[授業外学修に必要な時間]

　開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ご飯　味噌汁　魚の南蛮漬け
ほうれん草のお浸し

炊飯　煮干しだしの取り方
和え物について

二色ご飯　しじみ汁
わかめときゅうりの酢の物　みたらし団子

茶飯　三杯酢　団子の作り方

栗ごはん　けんちん汁　なすのはさみ揚げ
ひじきの煮物

かつおだしの取り方
乾物調理

ちらし寿司　お吸い物　かぼちゃの含め煮 寿司飯の作り方　野菜の煮物

什錦炒飯　蕃茹湯　鍋貼餃子　抜絲紅薯
鶏がらスープの取り方
砂糖の調理性

麻婆豆腐　玉米湯　春巻　小西米 豆腐の扱い　揚げ物調理

酢豚　菠菜豆腐湯　涼拌三絲　杏仁酥 中国料理の要領　

回鍋肉　焼売　辣白菜　杏仁豆腐
ひき肉料理
凝固剤の扱い

ムニエル　粉ふき芋　いんげんソテー
ミネストローネ　クレープシュゼット

スープの取り方　じゃがいも
調理　クレープ生地

クリームシチュー　フレンチサラダ　シュークリーム
ホワイトソースの作り方
ドレッシング　シュー生地

カレーライス　ポテトサラダ
フルーツゼリー

ブラウンルゥの作り方
凝固剤

ミートローフ　マッシュポテト
人参グラッセ　スープ　ショートケーキ

ひき肉調理　卵の調理性(起
泡性・共立て法)

おせち料理 行事食　おせち料理

あさりのスパゲティ　ジュリエンヌスープ
カリフラワーサラダ　シフォンケーキ

パスタの扱い　卵の調理性
(起泡性・別立て法)

基本技術についての実技試験

[教科書・参考書] [成績評価]

　遅刻をしないこと。受け身ではなく、学びたいという意欲を大切にし、班員と協力を

し、積極的に実習に臨むこと。

[授業の概要]

１２.西洋料理(行事食)

１３.日本料理(行事食)

　日本料理、西洋料理、中国料理の調理操作や調理の手法を学び、実践する。

１１.西洋料理

３.日本料理

４.日本料理

５.中国料理

６.中国料理

テーマ

７.中国料理

８.中国料理

９.西洋料理

１０.西洋料理

１.ガイダンス・日本料理

２.日本料理

教科書：あすの健康と調理：毎

回、レシピや資料を配布する。 ファイル(10％)、授業の取り組み(10％)

定期試験（40％）、実技試験（40％）、

１４.西洋料理

１５.実技試験

授業科目名

調理学実習Ⅱ(217)

[授業方法]

基本手法、各種食品の取り扱い方を理解し、習得する。

[予習・復習]

　実習後は作り方や要点、考察をまとめ、写真を添付し、ファイリングしておく。

　栄養士としての専門性を高めるために調理の理論や技術の向上を目標とする。調理の

　師範台での調理のデモンストレーション後、学生が実習を行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者

実習 　　堀　理佐・石井　麻美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) ２D／前期 必修

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシ-）との関連性

[授業外学修に必要な時間]

 開講時間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

受講要領

親子丼、すまし汁、きんぴらごぼう
1年の復習（炊飯、出し汁、包丁技
術）丼ものの調理

筍ご飯　若竹汁
高野豆腐と蕗の炊き合わせ

筍のゆで方　ふきのゆで方

ピザ　ハーブ入りのサラダ
カスタードプディング

ドウ生地・ピザ、　卵の熱凝固

炒米粉、酸辣湯、辣黄瓜、水果小湯元 米粉（ビーフン）、白玉粉の扱い

いなり寿司　すまし汁　白和え　わらび餅 寿司の応用、和え衣

オニオングラタンスープ　牛挽き肉のデュッセ
ス
ミモザサラダ　ブラマンジェ

コンソメの作り方
ベシャメルソースの作り方

菜飯、芙蓉蟹、八宝菜 炊きおこわ、野菜、いかの飾り切り

太巻き・細巻き　茶碗蒸し　利休まんじゅう 巻き寿司の作り方　卵液の蒸し物

ビシソワーズ　白身魚のマヨネーズ焼き
いかのサラダ　マドレーヌ

卵の調理（乳化性と起泡性）
マヨネーズの作り方

炸鮮魚、青椒牛肉絲、糖醋蕃茄黄瓜 魚介の卵白揚げ、食材の切り方

天丼　　赤だし味噌汁　　水ようかん 天ぷらの作り方　寒天の特性

ハヤシライス　ニース風サラダ　チーズケーキ 玉ねぎ・トマトの加熱特性

油淋鶏　姜汁墨魚片
香芒凍布旬

揚げ物の調理　飾り切り

コーンクリームスープ　ローストポーク
カッテージチーズのサラダ　マーブルゼリー

豚肉の調理　　牛乳の調理
ゼラチンの特性

実技試験　日本料理の汁物を作る

[教科書・参考書] [成績評価]

１４.西洋料理

１５.実技試験

１３.中国料理

教科書：あすの健康と調理：毎
回、レシピや資料を配付する。

　

 定期試験（40％）、実技試験（40％）
ファイル（10％）、授業の取り組み（10％）

９.　西洋料理

１０.中国料理

１１.日本料理

１２.西洋料理

４.　中国料理

５.　日本料理

６.　西洋料理

７.　中国料理

８.　日本料理

３.　西洋料理

[授業方法]

　師範台での調理のデモンストレーション後、学生が実習を行う。

[予習・復習]

　実習後は作り方や要点、考察をまとめ、写真を貼付し、ファイリングしておく。

　授業の前準備とデモンストレーションに遅刻をしないこと。自ら学ぶ意欲を持ち、班員と協力して積極的
に実習に臨むこと。

テーマ

２.　日本料理

１.　ガイダンス 日本料理

授業科目名

調理学実習Ⅲ(312)

　栄養士としての専門性を高めるために調理の理論や技術の向上を目標とする。１年次で学んだ調理の基本
手法、各種食品の取り扱い方を基礎としてさらに広い範囲にわたる応用性のある調理手法を習得する。

[授業の概要]

　日本料理、西洋料理、中国料理の調理操作や調理の手法を学び、実践する。

[授業の到達目標]

 栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 　　中島　美雪

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

給食の意義と目的
栄養士の役割

特定給食施設とは

各種給食施設における給食の
位置づけとその運営

健康増進法
入院時食事療養制度
学校給食法

経営管理の意義と目的
給食経営と組織

経営、給食の資源、外部委託
組織の原則、従業員教育

給食における原価の考え方
原価管理の目的
給食原価の３要素
原価計算、労働生産性

学習成果の確認と解説
練習問題と解説（No.1）

栄養食事のアセスメント
栄養食事の計画、実施

栄養計画、荷重平均エネルギー
量、給与栄養目標量、食品構成、
献立

献立作成方法と各給食施設における献立の
実際

献立作成基準、サイクル
メニュー、供食方式

食事の品質評価
ＰＤＣＡサイクル、標準化、栄養
管理報告書

食材料管理の目的と購入方法 流通、食材購入の契約方式

食材の購買と検収、保管・在庫管理 発注、検収、保管温度

食材の衛生管理 食中毒、中心温度、保存食

人・施設設備の衛生管理
大量調理施設衛生管理
マニュアル、ＨＡＣＣＰ

練習問題と解説（No.2）

給食の生産とサービス
大量調理の方法と技術

作業指示書、工程管理の
ポイント、大量調理の特性

給食施設の設備と設計
総まとめと確認

ドライシステム
作業区域、作業動線

[教科書・参考書] [成績評価]

１５.施設・設備管理
　　 学習成果のまとめ

１４.生産管理

テーマ

７.特定給食施設における献立

８.栄養・食事管理の評価

９.食材料管理（１）

１１.安全・衛生管理（１）

教科書及び配布されたプリントは毎回必ず持ってくること。

[授業の概要]

１２.安全・衛生管理（２）

１３.安全・衛生管理（３）

給食の意義、目的を理解し、栄養士の役割、給食運営の知識を修得する。

１０.食材料管理（２）

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

３.給食経営管理

４.原価管理、事務管理

５.学習成果の確認

６.給食における栄養管理の実際

１.給食の概要

２.給食施設の特徴と関連法規

学習成果の確認と評価、課題、授業の取り組みなどにより総合的に評
価する。定期試験95％、学習成果の確認・提出物5％。

教科書：サクセス管理栄養士講座
給食経営管理論　韓順子・大中佳
子著　第一出版

授業科目名

給食計画・実務論(218)

[授業方法]

[予習・復習]
予習として、シラバスの確認。復習は、毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

講義形式で行う。パワーポイントを使用し、配布資料と教科書ですすめる。

健康づくりに役立つ指導性をもった質の高い食事を提供するために必要とされる給食の運営ができる。
さらに、実際の業務が円滑に運営できるよう、給食の実務についても理解を深める。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者

実習 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 90時間(2単位) ２D／通年（前期） 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]
内容 学習成果（キーワード）

実習の進め方についての説明
栄養・食事計画の説明、献立の計画

食事摂取基準、給与栄養目標量、食品
構成・食品類別荷重平均成分表

予定献立の作成
栄養・食事管理、予定献立、栄養計
算、PFCバランス、原価

予定献立の試作
献立表の作成

献立表、調理方法、調味、盛付け量、
色彩、調理時間、食器、衛生・安全管

厨房の使用方法の説明
厨房施設・設備・機器、器具、調理時
間、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の説明と作成
作業指示書、作業工程表、時間配分、
人員配置、機器使用状況、衛生・安全

作業指示書・工程表の作成
役割分担の説明と決定

役割分担

発注・出庫説明と発注表の作成
媒体の説明と作成

発注量、発注、生鮮・貯蔵食品、在庫
管理、出庫、栄養教育媒体

納品・検収・保管・保存食の説明
厨房実習（大量調理）Ⅰの打合せ

食材管理、納品、発注伝票、検収、保
管、保存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅰ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付
け、配膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）Ⅱの打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保
管、保存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅱ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付
け、配膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）Ⅲの打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保
管、保存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅲ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付
け、配膳、保存食、洗浄、残菜調査

検食簿、栄養出納表等、帳票類の作成
納品書、検食簿、栄養出納表、栄養管
理報告書、実施価格計算

マネジメント帳のまとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

ことが大切である。グループワークの意義を自覚し、実習に臨んで欲しい。
学生便覧　「給食管理実習の履修等に関する規程（抄）」参照のこと。

教科書：「給食マネジメント

実習」齋藤 貴美子　編

株式会社 学建書院

１.前期ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝⅠ～Ⅳ
   食事・栄養管理計画

２.献立計画

テーマ

３.試作

４.厨房説明

５.調理作業計画

計画・実施・評価を担当教員の指導のもとに実習生が担当する。

給食計画・実務論のほか、栄養学、食品学、調理学、食品衛生学など、他の科目で学んだことを整理し、

実習形式で行う。実習に至るまでの学習もグループ単位で進めることが多く、各自が自主的に取り組む
ことが実習の成果に大きく影響する。

実習に臨む。実習後は自己評価を行うとともにまとめを行う。

参考書：「食品成分表」

１２.厨房実習打合せ・事前準備

１３.給食運営の実習Ⅲ

６.調理作業計画・役割分担

　

　

実習への取り組み、課題の提出状況などにより評価する。 　

１４.給食作業の評価

１５.前期実習のまとめ

７.発注・出庫計画
   栄養教育計画

８.厨房実習打合せ・事前準備

９.給食運営の実習Ⅰ

１０.厨房実習打合せ・事前準備

１１.給食運営の実習Ⅱ

チームワークづくりの結果が成果に大きく影響するため、一人ひとりが責任をもって自分の役割をはたす

授業科目名

給食管理実習Ⅰ(313)

[授業方法]

[予習・復習]

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
　社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、実習日誌等の授業外学修が必要となります。

給食管理実習Ⅰ(校内実習)では、給食計画・実務論で学んだ知識をもとに、実際に給食の提供を行い、
食事の計画から給食の品質管理、大量調理の方法、調理業務の効率的運営、衛生管理のあり方など、
給食サービスの提供に関する技術を修得する。

実習は献立作成から大量調理の実際、供食サービス、片付け作業など給食を運営する上で必要な業務の
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授業形態 授業担当者

実習 　　工藤　美奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 90時間(2単位) ２D／通年（後期） 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]
内容 学習成果（キーワード）

後期実習の進め方についての説明
献立の計画

給与栄養目標量、食品構成・食品類別
荷重平均成分表

予定献立の作成 予定献立

コンピュータの活用（献立作成） 栄養計算ソフト

予定献立の試作
調理方法、調味、盛付け、色彩、調理
時間、食器、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の作成
指示書、時間配分、人員配置、機器使
用状況、衛生・安全管理

作業指示書・工程表の作成
役割分担

役割分担

発注表の作成
媒体の作成

在庫管理、発注表、発注伝票、発注、
PR媒体、栄養教育媒体

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保
管、保存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅳ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付
け、配膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保
管、保存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅴ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付
け、配膳、保存食、洗浄、残菜調査

厨房実習（大量調理）の打合せ
食材管理、納品、発注伝票、検収、保
管、保存食、出庫

厨房実習（大量調理）Ⅵ
検収、出庫、下調理、主調理、盛付
け、配膳、保存食、洗浄、残菜調査

検食簿、栄養出納表等、帳票類の作成
納品書、検食簿、栄養出納表、栄養管
理報告書、実施価格計算

マネジメント帳のまとめ 給食マネジメントの振り返り、評価

[教科書・参考書] [成績評価]

ことが大切である。グループワークの意義を自覚し、実習に臨んで欲しい。
学生便覧　「給食管理実習の履修等に関する規程（抄）」参照のこと。

教科書：「給食マネジメント

実習」齋藤 貴美子　編

株式会社 学建書院

１６.後期オリエンテーション
   　食事・栄養管理計画

１７.献立計画

テーマ

１８.献立計画

１９.試作

２０.調理作業計画

計画・実施・評価を担当教員の指導のもとに実習生が担当する。

給食計画・実務論のほか、栄養学、食品学、調理学、食品衛生学など、他の科目で学んだことを整理し、

実習形式で行う。実習に至るまでの学習もグループ単位で進めることが多く、各自が自主的に取り組む
ことが実習の成果に大きく影響する。

実習に臨む。実習後は自己評価を行うとともにまとめを行う。

参考書：「食品成分表」

２７.厨房実習打合せ・事前確認

２８.給食運営の実習Ⅵ

２１.調理作業計画・役割分担

　

　

実習への取り組み、課題の提出状況などにより評価する。 　

２９.給食作業の反省と評価

３０.給食作業の評価

２２.発注・出庫計画
   　栄養教育計画

２３.厨房実習打合せ・事前確認

２４.給食運営の実習Ⅳ

２５.厨房実習打合せ・事前確認

２６.給食運営の実習Ⅴ

チームワークづくりの結果が成果に大きく影響するため、一人ひとりが責任をもって自分の役割をはたす

授業科目名

給食管理実習Ⅰ(313)

[授業方法]

[予習・復習]

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
　社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、実習日誌等の授業外学修が必要となります。

給食管理実習Ⅰ(校内実習)では、給食計画・実務論で学んだ知識をもとに、実際に給食の提供を行い、
食事の計画から給食の品質管理、大量調理の方法、調理業務の効率的運営、衛生管理のあり方など、
給食サービスの提供に関する技術を修得する。

実習は献立作成から大量調理の実際、供食サービス、片付け作業など給食を運営する上で必要な業務の
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授業形態 授業担当者

実習
中島　美雪
大島　恵子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 90時間(2単位) 2D／通年 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]
内容 学習成果（キーワード）

校外実習の目的・単位について 校外実習の意義と目的

事前準備・実習割当・校外実習票① 実習の心構えと目標

実習先での人との関わりを学ぶ① 接遇の基本

事前準備・実習割当・校外実習票② 実習の心構えと目標

実習先での人との関わりを学ぶ② 接遇の基本

実習目標の設定とその取り組み方 実習目標への取り組み

作成の目的と作成上の注意 実習記録の内容と記入上の注意点

お礼状の書き方 敬語の使い方

病院における実習とは

病院における栄養士業務と給食

実習課題指導 各施設からの課題と学び

福祉施設における実習とは 福祉施設の食事

特別養護老人ホームの栄養士業務 高齢者の食事サービス

実習課題指導 各施設からの課題と学び

保育所における実習とは 保育園給食、アレルギー

学校給食と栄養士業務について 学校給食の目的、意義

各自の実習内容と成果の報告 プレゼンテーション

学習成果のまとめ

前期のふり返りと今後にむけて 栄養士と栄養士業務

社員食堂における実習とは ヘルシーメニュー、食事サービス

各校からの課題 小中学校の給食実施基準

学校における給食とは、給食と食育 学校給食の献立・食育授業

実習課題指導 各施設からの課題と学び

実習課題指導 各施設からの課題と学び

実習課題指導 各施設からの課題と学び

各自の実習内容と成果の報告 プレゼンテーション

これからの栄養士に求められるもの 栄養士の専門性、技術

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

２.校外実習にむけての準備①

３.校外実習にむけての準備②

[授業方法]

１０.特別講義 

９.福祉施設実習学内集中講義

入院時食事療養制度
臨床栄養、治療食

８.病院実習生課題指導

[予習・復習]
予習として、シラバスの確認。復習は毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

テーマ
１.校外実習とは

４.校外実習先からの課題

５.校外実習記録について

開講期間内において、実習にむけた事前準備、実習課題、実習報告会等の取り組みとして授業外学修が必要とな

実習前に行われる学内及び学外集中講義、面接、実習終了後の実習報告会など、関連する授業には積極的に取
り組むこと。

※ 実習先の実習受け入れ時期により、授業内容が一部変更することもある。

授業科目名

給食管理実習Ⅱ(314)

技術を修得するとともに、栄養士業務や栄養士の専門性を身につける。
[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
　社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

給食管理実習Ⅱ（校外実習）は、本学を離れて学外の病院、小中学校、高齢者福祉施設、工場･事業所、保育園
などの実際の職場で実習を行う。学外での栄養士の指導のもと、実際の業務を行いながら給食サービスに関する

時間割上の給食管理実習Ⅱ（校外実習）の時間は下記のような予定で事前および事後指導のために使用される。

べき知識、技能について学ぶ。
校外実習前には事前指導を中心に､校外実習終了後は実習報告、事後指導等を行い、栄養士として身につける

実習形式で行う。事前指導は講義形式で行う。必要に応じ、プリント、ビデオ等を使用する。各自の事前学習、主体
的な取り組みが実習成果に大きく影響する。事後指導は講義及び演習形式で行う。

[授業外学修に必要な時間]

２２.事業所実習生課題指導 

２３.～２８．実習報告会②-⑦

１２.保育園実習学内集中講義

１３.学校実習学内集中講義

１４．実習報告会①

１５．まとめと評価

１６.後期にむけての取り組み

１８.学校実習にむけての事前指導①

１９.学校実習に向けての事前指導②

１７.事業所実習学内集中講義

７.病院実習学内集中講義

６.実習先への礼状と文章作法

１１.高齢者福祉施設実習生課題指導

３０.学習成果のまとめ 

教科書：資料配付 　課題、授業･実習への取り組みなどにより総合的に評価する。 

２９.校外実習のまとめ

２０.保育園実習生課題指導

２１.学校実習生課題指導
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授業形態 授業担当者

演習 　　太田　千津

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 1D／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

Windowsの基本操作説明 ログイン、パスワード、リボン、
保存と読み込み

メールの設定、使用方法説明
ポートフォリオ、マイコース、各
自の設定、パスワード

文字のみの文書作成
書式設定、ワードアート、様々な
文字装飾、印刷方法

表作成を含めた文書作成
罫線、セル結合、オンライン画
像、図形挿入、箇条書き

画像を用いた文書作成
表作成、写真・図の挿入、ページ
設定・印刷

様々なビジネス文書の作成
社内文書、社外文書、均等割り付
け、タブ設定

データ入力、表作成
計算式、オートフィル機能、オー
トSUM、構成比

作成した表の書式設定
罫線、データの移動・複写、相対
参照と絶対参照

統計処理
SUM 関 数 、 AVERAGE 関 数 、
ROUND関数、IF関数

論理関数
COUNT 関 数 、 COUNTIF 及 び
SUMIF関数、AND関数

グラフの作成
グラフツール、グラフの編集、図
形の挿入、書式設定

用途に応じたグラフの作成
第２軸を使うグラフ、レダー
チャート、新規グラフシート

検索関数、並び替え
VLOOKUP・ HLOOKUP関数、
RANK関数

データベース、集計
レコード、フィールド、オート
フィルター、集計

学習成果の確認と評価
前期内容の技術確認
自己評価

[教科書・参考書] [成績評価]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１２.表計算ソフト(6)

１３.表計算ソフト(7)

授業科目名

情報機器演習(219)

パワーポイントで説明を行い、パソコンを利用した演習形式。課題は新渡戸フォリオを活用し提出する。

[予習・復習]

[授業方法]

日々進化する現代の情報化社会において、自ら必要な情報を収集し活用できる力を養うとともに、Web
メール、ポートフォリオの利用法を学習し使えるようなる。また、ワープロソフト、表計算ソフトの使い
方を習得し、様々な文書や表・グラフを作成できるようになる。

食物栄養専攻の学生は、前期の情報機器演習においてパソコンの基礎技術を修得し、後期の栄養マルチメ
ディア演習を履修して栄養士として必要なＩＣＴ技術の修得を目指す。

８.表計算ソフト(2)

９.表計算ソフト(3)

１０.表計算ソフト(4)

１１.表計算ソフト(5)

[授業の概要]

　
　

授業の取り組み状況(20%)、提出課題の内容(30%)、習熟度試験(50%)教科書：適宜参考プリント配布
参考書：

１４.表計算ソフト(8)

１５.学習成果のまとめ

各自、空き時間などを積極的に利用し、技術を高めていくことが望ましい。

毎回の講義の内容を、理解し実践できるように復習すること。ほぼ毎回授業内で課題の作成を行うので、
講義の内容が身についているか課題を通して確認すること。

テーマ

７.表計算ソフト(1)

３.ワープロソフト(1)

４.ワープロソフト(2)

５.ワープロソフト(3)

６.ワープロソフト(4)

２.新渡戸フォリオ、電子メール

１.ガイダンス
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授業形態 授業担当者

演習 　　太田　千津

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 1D／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

利用状況の確認、レポート作成(1)
ポートフォリオ、レポート作成の
ポイント、見出し設定、文章校正

Word＆Excelの融合、レポート作成(2)
ピクチャーグラフ、データラベ
ル、グラフ貼り付け、リンク貼付

デジタル写真の補正・加工(1)
画像データのファイル形式、画像
補正、画像合成、保存方法

デジタル写真の補正・加工(2)
画像検索、レイヤー、切り抜き、
サイズ補正、アート効果

Webメールを利用した画像加工
添付ファイル、データの取り込
み・貼り付け、文字加工

ピボットテーブルの基本操作
ピボットテーブル、レイアウト変
更、３項目集計、アイテム限定

ピボットテーブルの応用
集計方法の変更、スタイル変更、
ラベル変更、ピボットグラフ作成

基本操作の説明
スライド選択、画像挿入、グラフ
挿入、表挿入、オンライン画像

様々な機能を利用したｽﾗｲﾄﾞ作成
箇条書きのレベル変更、スタイル
変更、スマートアート

栄養教育教材の作成
栄養教育活動指導案、スポイト
ツール、保存形式の種類

栄養教育教材の作成
スライドマスターの作成、背景の
変更、テンプレートとして保存

栄養教育教材の作成
アニメーション効果、画面切り替
え効果、効果のオプション

栄養教育教材の作成
ノートとスライドの印刷、配布資
料

栄養教育教材の作品完成
リハーサルの方法、スラ イド
ショーの設定

学習成果の確認と評価 各自発表する

[教科書・参考書] [成績評価]

４.Photoshop Elements(2)

５.Photoshop Elements(3)

６.ピボットテーブル(1)

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

[授業の概要]

授業科目名

栄養マルチメディア演習(220)

[授業方法]

[予習・復習]

パワーポイントで説明を行い、パソコンを利用した演習形式。課題は新渡戸フォリオを活用し提出する。

画像処理ソフト(Photoshop Elements)を利用し画像処理を行うことができる。ピボットテーブルを利用し
た効率的な集計方法を用いることができる。プレゼンテーションソフト(Microsoft Power Point)の使い
方を習得し、プレゼンテーションの実践を行う。

　
　

授業の取り組み状況（30％）、提出課題の内容（40％）、発表（30％）　教科書：適宜参考プリント配布
参考書：

１４.プレゼン資料作成(5)

１５.学習成果のまとめ

１２.プレゼン資料作成(3)

１３.プレゼン資料作成(4)

栄養士として、栄養教育現場に役立つＩＣＴリテラシーを身につける。

毎回の講義の内容を、理解し実践できるように復習すること。ほぼ毎回授業内で課題の作成を行うので、
講義の内容が身についたかどうか課題を通して確認すること。

１.新渡戸フォリオとレポート

２.Word＆Excelの復習・確認

各自、空き時間などを積極的に利用し、技術を高めていくことが望ましい。

９.Power Pointの使い方(2)

１０.プレゼン資料作成(1)

１１.プレゼン資料作成(2)

３.Photoshop Elements(1)

テーマ

７.ピボットテーブル(2)

８.Power Pointの使い方(1)
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授業形態 授業担当者

講義 浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2D／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食に関わる仕事について、基本理念 おいしさ、おもてなし

食情景の歴史 世界と日本の食事の文化・歴史

食のアメニティ、日常食、行事食 献立立案、行事食と通過儀礼

テーブルコーディネートの基本 ６Ｗ１Ｈ、食卓計画

イメージの分類、色彩と分類 ＴＡＬＫ、配色、イメージ

テーブルセッティングの方法 洋、和、中国他のテーブル

セッティングの構成要素 テーブル、リネン、食具

洋食器、和食器、中国食器、銘柄 食器の種類、特徴、用途

テーブルを飾るもの センターピース、フィギュア、花

日本料理、西洋料理、中国料理 盛りつけの基本

トータルコーディネート 行事、イベント、パーティー

西洋料理、日本料理、中国料理、韓国料理 セッティング、マナー

各自テーブルコーディネートを考える プランニング、スケッチ

ティーパーティの演出 器、カトラリー、色、演出

１５.コーディネート演習② ティーパーティコーディネートの実践 学習成果

[教科書・参考書] [成績評価]

フードコーディネート領域の知識や能力は、食に関わる場面で日常からフォーマル、

仕事まで幅広く必要なため、興味を持って積極的に受講し、演習に参加をしてほしい。

[授業の概要]

１２.配膳と食卓のマナー

１３.テーブルコーディネートの
デザイン

食生活における食物・食器・食空間・テーブルウェア・食事マナーを通して、「おいしさ」

「楽しさ」「美しさ」をどのように演出しコーディネートするかについて学ぶ。

１１.食空間の演出

３.食事の計画

４.食卓構成の基本①

５.食卓構成の基本②

６.テーブルセッティング①

テーマ

７.テーブルセッティング②

８.テーブルセッティング③

９.テーブルセッティング④

１０.料理の盛り付け

１.コーディネートとは

２.食事の文化・歴史

に評価する。

学習成果の確認テスト、課題の提出、授業への取り組みなど、総合的

１４.コーディネート演習①

教科書：食卓のコーディネート
（基礎）

授業科目名

フードコーディネート(323)

[授業方法]

講義・演習を通じて知識や感性を高め、コーディネート能力を身につけることができる。

[予習・復習]

幅広く学ぶことが多いため、資料を必ず読んで、語句の意味調べなども事前に行う。

フードコーディネートとは何かを学び、食のプロフェッショナルとして今後活躍するためにも

講義形式の授業と、演習を取り入れながらコーディネートの実際を学ぶ。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者

演習 　　生活学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) D，C／７月－９月 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

目的、内容 インターンシップ

実務研修先と研修内容 社会人基礎力

実習先の確定、ビジネスマナー

研修記録の目的と書き方、報告書の書
き方

事前指導、受入依頼、事前訪問 参加受講者へ詳細指示

実地研修（３～５日間）

研修報告書の仕上げ、提出、報告会

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

インターンシップ演習(320)

[授業方法]

[授業の概要]

教科書：特になし

[受講上の注意]

５．学外オリエンテーション

４．学内オリエンテーション

６～１４　実地研修

１５.まとめと報告、お礼状

テーマ

[予習・復習]

１．インターンシップ演習

２．本演習の進め方

３．学内オリエンテーション

詳細な日程や情報は適宜学内に掲示する。企業等での研修は夏期休暇中の３～５日間を予定。
研修先については事前に相談、受け入れ先企業の承諾を得て決定する。
研修内容については受け入れ先企業と調整を行うが基本的には受け入れ先の企画内容となる。

参考書：資料配付 研修先からの評価、研修報告書をもとに単位認定をする。

　

事前の学内説明会、学内・学外オリエンテーション、課題提出、

研修目標、面接対応

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となる。

この演習では次のような項目を目的として計画・実施する。
１）ビジネスマナーや一般常識・専門知識を得る。
２）実習先企業の知識や業界知識を得ることで社会の仕組みを知る。
３）実際の実習・研修を通して適切な職業選択ができるようになる。

事前指導及び事後指導は講義・演習形式。実地研修は３～５日間行う。

インターンシップとは、「学生が企業等で実習・研修的な就業体験をする」ことである。若者の勤労意識
を高めたり、企業と学生間のミスマッチを防ぐ目的でインターンシップという考えが導入されるようにな
り、多くの大学でその制度がカリキュラムとして採用されている。インターンシップの実習そのものは３
～５日間という短期間だが、そこに至るまでの事前講義、また実際の就業体験を通して、自分を見つめ、
「働く」ことの意義をつかむ。そして自分の進路に結びつける。

自ら積極的な参加をすることにより、手続きに関すること、事前の企業研究などを行う。研修中は現場で
の指示に従い研修成果をあげる努力をする。

- 57 -



授業形態 授業担当者

演習 　　食物栄養専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間（2単位） 2D／通年 選択必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約３０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

[教科書・参考書] [成績評価]

テーマ

１～３．
研究テーマ、目的、方法、年間計画

教科書：各研究室の指導教員に
よる。

ゼミへの取り組み、提出論文、研究発表などにより評価する。 

　

３０.卒業研究発表会

４～１２．
個人またはｸﾞﾙｰﾌﾟで研究･調査･実験

１３～１５．前期取り組みのまとめ

１６.後期研究計画

１７～２５．論文作成　　　

２６.論文修正、追加

２７.論文提出、指導

２８.発表にむけての準備

２９.リハーサル

テーマごとに別に記載。 テーマごとに別に記載。

授業科目名

卒業研究ゼミナール(319)

[授業方法]

年間スケジュールにそって、自ら計画し実施する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

  栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

卒研ゼミナールは、教員のもとで、自ら興味や関心を持ったテーマについて１年間研究を行い、「自
ら考える力を持った栄養士｣をめざす。研究を通して幅広い見識と技術を磨く。

各研究室の指導方法による。
○食品学研究室
食品成分の分析調査、食品加工及び製品開発、エコ活動の推進とそれに伴う行動変容などに関連するテーマに取
り組んでいる。その他、希望する課題があれば前向きに検討する。
○生理学研究室
香気物質が人体にもたらす作用について、生理面、心理面や作業・学習への影響を検討する。においが持つ様々
な側面のうち、特に興味深いテーマを選んで研究を進める。
○栄養指導研究室
給食や食育など、栄養士が活躍する場に関連する様々なキーワード（例：社員・学生食堂、食物アレルギー、郷
土料理、江戸東京野菜、子ども食堂等）の中から関心のあるものを選び、各々のテーマに基づき研究する。
〇フードデザイン研究室
フルーツカッティング・カービング、アイシングクッキー、スイーツなど、食物アレルギーや栄養面などの視点
から栄養士として活用できるレシピを研究する。
○調理学研究室
調理にはおいしくするためのコツがある。そのコツには科学があり、食品の成分や調理性が関係している。調理
に関するテーマを１年かけて調べ、試作や実験を繰り返し、おいしく作るためのコツの科学を研究する。
○給食管理研究室
季節行事食、郷土食、食物アレルギー食、災害食、食品ロス対応レシピ等、給食に関連するテーマに基づいたメ
ニュー提案や給食運営を考えた研究に取り組む。

演習形式。最後にまとめとして卒業研究発表会を行う。

[予習・復習]

[授業の概要]
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授業形態 授業担当者

実習 　　石井　麻美　

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

12回 45時間（1単位） 1D／後期 選択必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

　開講期間内において、レポート等の授業外学習が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

「パティスリー＆スイーツ業界の現状
と今後～トレンドから課題まで～」

スイーツの持つ力、製菓業界
のトレンドなど

ショートケーキ
パンナコッタとコーヒーゼリ―のパフェ

フランス菓子作りの技
焼き菓子と冷たいデザート

フルーツタルト　チョコレートケーキ
フランス菓子作りの技
フルーツの飾り切り

ティラミス　カントゥッチ イタリア菓子作りの技

ディアマンテ　プロフィテロール
イタリア菓子作りの技
シュー生地の作り方

プチ・パン・フランセーズ(小さなフラ
ンスパン)

パン生地の作り方・発酵・
成形・焼成

バターロール　ハムロール
マヨネーズロール　動物パン

パン生地の作り方・発酵・
成形・焼成

課題(ウェディングケーキ)のレシピ作
成

授業で学んだ技術を活かす

洋梨のキャラメルソテー　塩サブレ
セミブレッド　ブルティマボーニ

イタリア菓子作りの技
焼菓子・冷菓・皿盛り

どら焼き　みたらし団子　栗蒸し羊羹
和菓子作りの技　　　平鍋焼
き菓子・餅菓子・蒸し菓子

ウェディングケーキのデザインとレシピ作成

ウェディングケーキの作成

[教科書・参考書] [成績評価]

６.製パン

＊詳細は９月に配布する。

教科書：毎回、レシピや資料を
配布する。

授業で学んだ技術を活かして
ウェディングケーキの作成に
挑む

ノート提出（30％）

授業の取り組み状況（30％）、実技課題（40％）、

１２.製菓技術

１１.製菓技術

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

授業科目名

製菓・製パン実習(221)

[授業方法]

高い技術の習得を目標とする。洋菓子、和菓子、パンの歴史や行事との関わりなども理解する。

[授業の概要]

　基本的な技術や知識を理解した上で、有名店のパティシエや和菓子職人、パン職人を招き、

プロの技を学ぶ。

　実習後は作り方やポイントをまとめ、写真を添付したノート作りを行う。

　洋菓子、和菓子、パンに関する分野の知識や技術を基礎から応用まで幅広く段階を踏みながら学び、

　毎回、授業はテーマにあわせて専門の講師がオムニバス形式で進める。講師のデモ後、実習を行う。

[予習・復習]

１０.和菓子

１.ガイダンス・講演

２.フランス菓子

　授業の最初にデモンストレーションを行う。遅刻をしないこと。

テーマ

７.製パン

８.課題に向けて

９.イタリア菓子

３.フランス菓子

４.イタリア菓子

５.イタリア菓子
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授業形態 授業担当者

実習 堀　理佐・浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

26回 45時間(1単位) ２D／通年 必修

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシ-）との関連性

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

振り返りをまとめるために、レポート作成等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

前期授業の目的、進め方について 実習の心構えと目標設定

後期授業の目的、進め方について 実習の目標設定

１８．厨房実習

１９．厨房実習

２０．厨房実習

２１．厨房実習

２２．厨房実習

２３．厨房実習

２４．厨房実習

２５. 厨房実習

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

プロに学ぶ専門料理実習(316)

[授業方法]

[予習・復習]
　事前に配布された資料を熟読し、終了後は振り返りをまとめる。

　プロに学ぶ料理実習は、日本料理、西洋料理、中国料理などの分野で活躍されている高名な料理人からプロの
技を教わり、ランチの提供実習を行う。

　厨房実習は、約１０名のグループごとに実習を行う。

　事前指導としてレシピと作業工程表を配布し、説明を行う。厨房では作業を進めながら指導を行う。

 栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

[授業の概要]

１.   前期ガイダンス

２.   厨房実習

時間厳守、体調管理を心がけ、実習に臨むこと。

１３．厨房実習

１１. 厨房実習

１２. 厨房実習

テーマ

７.   厨房実習

８.   厨房実習

９ .  厨房実習

１０. 厨房実習

３.   厨房実習

４.   厨房実習

５.   厨房実習

６.   厨房実習

プロの料理人が提案するメニューを指導を受け
て８０～１００食作り、本格的なランチの提供を行
う。

プロの技にふれ、高度な料理技
術の向上、心構えを身につける

プロの料理人が提案するメニューを指導を受け
て８０～１００食作り、本格的なランチの提供を行
う。

プロの技にふれ、高度な料理技
術の向上、心構えを身につける

教科書：資料配付 レポート（80％）、実習への取り組み姿勢（20％）

２６. 厨房実習

１４．後期ガイダンス

１７. 厨房実習

１５. 厨房実習

１６. 厨房実習
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授業形態 授業担当者

演習 中島、石井、大島

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 １単位 ２D／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]
内容 学習成果（キーワード）

栄養士フィールドトレーニングの進め方、
ＳＬＰ～新渡戸検定～記入

授業の目的、ＳＬＰ～新渡戸検
定～

妊娠期・授乳期の栄養管理
「ママと赤ちゃんの栄養講座」

妊娠期の栄養、母乳と人工栄養

障がい者の栄養・食事管理
「障がい者の生活支援を通じての食

障がい者の食事

４.栄養士の専門性③
食物アレルギーについて
「食物アレルギーの基礎知識」①

原因食品、症状、アナフィラキ
シー、食品表示

５.栄養士の専門性④
食物アレルギーについて
「食物アレルギーの基礎知識」②

原因食品、症状、アナフィラキ
シー、食品表示

６.栄養士の専門性⑤
乳幼児期の栄養・食事管理
「保育園における栄養士の仕事」

乳幼児期の栄養、食育活動

スポーツ選手の栄養管理
「一流アスリートの食事」

勝負めし

今日から始める口腔ケア
「口腔ケアと歯磨き」

口腔ケアの目的、誤嚥性肺炎

災害時の食と栄養
「災害時の食事について」

災害食の内容、量、保管方法

詳細別紙による各活動 ベジブーケ / 熱中症対策

　　　　〃
デパ地下商品/スポーツ栄養食
品/食育活動実技編①

１２.フィールド別活動③ 　　　　〃
冷凍食品セミナー/健康エクサ
サイズ/食育活動実技編②

　　　　〃
アイマスク体験/料理写真の上
手な撮り方/食育活動実技編③

　　　　〃 お皿の演出/食育活動実技編④

施設見学、訪問等 栄養士のフィールド

[教科書・参考書] [成績評価]

１４.フィールド別活動⑤

１５.学外セミナーへの参加

教科書：適宜資料配付
参考書：授業時に示す

学習成果の確認テスト、課題、授業への取り組みなどにより総合的
に評価する。

開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。

栄養士としての自覚を持ち、意欲的に演習に関わること。
講師･見学先等の都合により実施時期・内容の変更あり。

１３.フィールド別活動④

３.栄養士の専門性②

７.栄養士の専門性⑥

テーマ

８.栄養士の専門性⑦

９.栄養士の専門性⑧

１０.フィールド別活動①

１１.フィールド別活動②

１.授業を始めるにあたって

２.栄養士の専門性①

授業科目名

栄養士フィールドトレーニング(315)

[授業方法]

[予習・復習]
予習として、シラバスの確認。復習は毎回の学習成果についてまとめ、理解を深める。

演習形式で行う。学外施設の見学も予定。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

　社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

栄養士としての専門性を深める4つのフィールド（子どもと食育、医療と福祉、フードサービス、健
康と運動）別に演習を行いながら栄養士の専門技術を身につけると共に栄養士としての今後につなげ
る。

ますます広がる栄養士の職場について理解し、求められる専門性に対応できるよう、演習や体験を交
えながら授業を進める。社会で活躍する栄養士・管理栄養士等からの最新の知見も学ぶ。

[授業の概要]

　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。
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授業形態 授業担当者

演習 　　食物栄養専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）
栄養士キャリアアップ講座の進め方、栄養士
実力認定試験について、ＳＬＰ～新渡戸検定
～記入

講座の目的、ＳＬＰ～新渡戸検定
～

第１回栄養士実力認定模擬試験／解答・解説 課題、自己分析、目標

食品学総論／食品学各論 ＳＬＰ到達目標

栄養学総論／栄養学各論 ＳＬＰ到達目標

生化学／解剖生理学 ＳＬＰ到達目標

臨床栄養学概論 ＳＬＰ到達目標

第２回栄養士実力認定模擬試験／解答・解説 課題、自己分析、目標

栄養指導論／公衆栄養学 ＳＬＰ到達目標

公衆衛生学／食品衛生学 ＳＬＰ到達目標

調理学／給食管理論 ＳＬＰ到達目標

第３回栄養士実力認定模擬試験 過去問題集参考

第３回栄養士実力認定模擬試験／解答･解説 結果、課題

申請にむけての準備① 戸籍謄(抄)本、住民票

申請にむけての準備②

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

Student　Life　Plan（ＳＬＰ）～新渡戸検定～に記載されている。

３.栄養士実力認定試験対策講座

４.栄養士実力認定試験対策講座

５.栄養士実力認定試験対策講座

ついてまとめ、理解を深める。

開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。
[授業外学修に必要な時間]

　栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。
　人々の健康に広く貢献する者としての意欲と使命感を身につけている。

１５.学習成果のまとめ

６.栄養士実力認定試験対策講座

７.栄養士実力認定試験対策講座

８.栄養士実力認定試験対策講座

９.栄養士実力認定試験対策講座

１０.栄養士実力認定試験対策講座

１１.栄養士実力認定試験対策講座

１２.栄養士実力認定試験対策講座

栄養士実力認定試験、課題、授業への取り組みなどにより総合的に評価す
る。

１３.栄養士免許申請について

１４.栄養士免許申請について

授業科目名

栄養士キャリアアップ講座(321)

[授業方法]

[予習・復習]
予習として、シラバスの確認と１年次に学習した教科の見直しをする。復習として、毎回の学習成果に

講義形式で行うが、問題を解く演習を多く取り入れ、問題と解説の繰り返しにより、知識を深める。

栄養士としての専門性をみがき、栄養士実力認定試験でのＡ判定を目標とする。各教科の到達目標は、

[授業の概要]
１年次に学習した教科の復習とともに、栄養士実力認定試験の対策講座とする。

テーマ

１.講座を始めるにあたって

参考書：「2019年版 栄養士実
力認定試験過去問題集」(一社)
全国栄養士養成施設協会 編

２.栄養士実力認定試験対策講座
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授業形態 授業担当者

実習 　　冨澤　剛

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(１単位) 2D／通年 選択必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

冨澤ファームの紹介と東京農業 野菜の選び方

加工品開発・商品化に向けて想像する ６次産業

冨澤ファーム農場見学 農業の現場を知る

夏野菜植え付け 野菜が育つまでを知る

たまねぎ収穫 収穫の楽しさを体験する

じゃがいも収穫 収穫の楽しさを体験する

冬野菜種まき（キャベツ・ブロッコリー） 野菜が育つまでを知る

エダマメ・スイートコーン試食 とれたてを味わう

開発する加工品を決定する 売れる商品

開発する加工品のレシピを作成する 創造する

加工品を試作する 実用化

内藤とうがらしの収穫 内藤とうがらしについて知る

三鷹市農業祭または
内藤とうがらしフェア見学

地域との交流

冬野菜の炊き出し 屋外での調理ができる

学習成果の確認 通年の実習の成果を確認する

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

フードプロデュース実習(318)

[授業方法]

[予習・復習]
加工品開発・商品化に向けて情報収集、研究、イメージを行うこと
マルシェや交流会などのイベントの案内をすることもあります。また農園の加工施設を使用することも可
能。

野菜の生産現場である農業を体感し、生産までの過程を知るとともに職業に就いた際、食育について考える
ことができる人材育成を目指し、かつ農産物の付加価値を高める加工品・商品開発し、それを販売し、利益
を生むことを学ぶことができる。

グループワークを中心とした座学、プレゼンテーション、および農場実習・農業体験により学ぶ（体験中心）

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

　

授業の取り組み状況（50％）、レポート（50％）参考書等は授業時に示す。座学
ではＰＰＴを用いる

１４.収穫・試食

１５.学習成果のまとめ

テーマ

８.収穫・試食

７.農業実習

９.試作検討

１０.レシピ作成

１１.試作実演

３.農業実習

４.農業実習

５.農業実習

６.農業実習

１.地産地消について

２.フードプロデュースについて

農業実習の際は農作業ができる服装で来ること

[授業の概要]

１３.農業実習

農業実習や試食を通じ、農産物の旬や栽培課程を学び、その習得した知識を元に付加価値をつけた農産物加
工を行い商品開発の技能を身に付ける。
「内藤とうがらしプロジェクト」に参画し、内藤とうがらしのフードプロデュースを行う。

１２.農業実習
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授業形態 授業担当者

演習 平野泰三・平野明日香

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

8回（180分） 16時間(1単位) ２D／前期 選択必修

フルーツの旬、選び方、食べ頃の見分け方、保存の方法についてレクチャーします。

季節行事、祝賀の席などにもフルーツ、野菜を使って楽しんでもらえる飾り切りまで学びます。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

道具について。旬のフルーツ一般的なフ
ルーツ数種のカッティング実技。フルー
ツの由来、旬、食べ頃、保存方法などレ
クチャー。

「フルーツカッティング」とは

同上 道具、フルーツの特徴について

同上 刃を使いこなす

同上 刃を使いこなす

ナイフの持ち方、切り方を学ぶ。素材の違い
について学ぶ。

ナイフについて考えて使いこな
す

テクニックを確実にし、速度と精度を高め
る。

技術について迅速さ美しさを目
指す

基本の技術確認。 これまでの振り返り

フルーツの盛り合わせを製作。カービング作
品を添える。

出来上がりを、考えて作る

[教科書・参考書] [成績評価]

実技試験　　７０％
授業への取り組み状況　　３０％

実技中心です。集中して、ケガの無いように。

[授業の概要]

基本的なカッティングテクニックを、各回２～３種類のフルーツを使用して学びます。

各フルーツに適したカットで美しい盛り合わせを作ります。

[卒業認定・学位授与の方針との関連性］　　実践的な技術と知識の習得

テーマ

７.カッテイング・カービング復
習

８.実技試験

３.同上

４.同上

５.カービング

６.カービング

１．カッテイングフルーツの基礎
知識を学ぶ

２.同上

「フルーツ＆ベジタブルカッティ
ング」

平野泰三・平野明日香共著旭屋出
版

（ISBN978-4-7511-1251-9)

平野泰三・平野明日香共作3枚組

教科書：「フルーツカッティン
グ」

参考書：「フルーツ＆ベジタブル
カッティング」

　

　

　学んだ内容の確認として、最終回に実技試験を行います。

平野泰三著DVD付き講談社
(ISBN978-4-7511-1231-4)

（ISBN978-4-7511-1251-9)

授業科目名

フルーツカッティング演習(317)

[授業方法]

復習として、自宅でなるべくナイフを使ってください。

カービングの回は、実技を進めつつ解説します。

[予習・復習]

予習として、テキストを読んでおいてください。　ＤＶＤを一度は観てください。

カッテイングは、フルーツの知識、由来も伝えつつデモンストレーション後、実技約60分。

[授業の到達目標]
各フルーツの特性を知り、美しく提供出来るようになる。
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授業形態 授業担当者

実習 堀　理佐

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 　45時間（1単位） 2D／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

 開講期間内において、レポート等の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ビーフシチュー　キャロットラペ
パンナコッタ（包丁技術の復習）

圧力鍋の使い方、牛肉の調理
ブラウンソース　包丁技術

豆腐獅子頭　抄手　芝麻球
豚骨スープの取り方
わんたんの作り方白玉粉の調理

秋の吹き寄せご飯　吸物　いり鶏
なます　栗蒸し羊羹

秋野菜の調理
蒸し羊羹の作り方

ベーグル　クラムチャウダー
豚肉のマスタード焼き　紅茶のフラン

ドウ生地・ベーグルの作り方

包子　木穉肉　凉拌茄子　中国茶 ドウ生地・包子の作り方

ナン　キーマカレー
カリフラワーとポテトのサブジ　ラッシー

ドウ生地・ナンの作り方、イ
ンドカレーベースの作り方

ピロシキ　ボルシチ
スィールニキ　ロシアンティー

ドウ生地・ピロシキの作り方、豚
肉の調理

糖酷全魚　棒々鶏　清蛋糕 魚の下処理、蒸し菓子

スップ　リチキンとクレソンのサラダ
リーフパイ

リゾットの作り方
パイ生地の作り方と焼成

松花堂弁当、すまし汁 松花堂弁当、吸い物の調理

火鍋子　鮮魚粥　開口笑
火鍋子について
粥の調理　揚げ菓子

ローストチキン　カリフラワーのポロネーズ
フロランタン

丸鶏の調理

おせち料理
行事食について
おせち料理

春餅　焼鶏　菠菜炒粉絲　韮菜炒豆芽
蝦仁炒蛋　鶏茸栗米羹

春餅について

松花堂弁当

[教科書・参考書] [成績評価]

　実習後は作り方や要点、考察をまとめ、写真を貼付し、ファイリングしておく。

　師範台でのデモンストレーションを受けた後、学生は実習を行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

 栄養と食のスペシャリストとして、実践的な専門知識と高度な調理技術を身につけている。

授業科目名

調理学実習Ⅳ(322)

[授業方法]

[予習・復習]

　栄養士としての専門性を高めるために調理学実習Ⅲよりさらに高度な調理技術を習得し、種々の
食品の扱い方、調理操作を経験し、技術の向上を目標とする。

２.  中国料理

教科書：あすの健康と調理

毎回、レシピや資料を配布する  授業の取り組み状況（10％）ファイル（10％）

 定期試験（40％）、実技試験（40％）

１４.中国料理

１５.実技試験

　授業の前準備とデモンストレーションに遅刻をしないこと。知識、技術向上への意欲を持ち、グ
ループ内でのコミュニケーションを図りながら実習に臨むこと。

[授業の概要]

１２.西洋料理

１３.日本料理

　日本料理、西洋料理、中国料理の調理操作や調理の手法を学び、実践する。

１１.中国料理

３.  日本料理

４.  西洋料理

５.  中国料理

６.  インド料理

テーマ

７.  ロシア料理

８.  中国料理

９.  西洋料理

１０.日本料理

１.  西洋料理
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　生活学科教員

授業の回数 時間数（単位数）対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約45時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

ボランティアの理念、意義、精神について
心構え・事例紹介

情報の受信方法、奉仕の精神
中野区ボランティアセンター

ニュースの読み取り方について解説する
身近なニュース、客観性、
情報判断能力

手紙の書き方を身に付け、文章を作成する
メールアドレス、メール対応、
メール文章

人間関係に必要な対人コミュニケーション
技能を学ぶ

挨拶、スマイル、アイコンタク
ト、対人コミュニケーション

社会生活で必要な問題解決の方法を探る 自己分析、課題、問題解決

メールの使い方、マナーを学ぶ メール、ＳＮＳ、マナー

より良い生活を目指して我々ができること 生活学、家政学、社会生活

専門性を磨くことに関する講義 専門性、学び方、課題解決

児童養護施設見学 児童養護施設見学

ボランティアを体験する① ボランティア、福祉、支援

１１.ボランティア体験② ボランティアを体験する② ボランティア、福祉、支援

１２.ボランティア体験③ ボランティアを体験する③ ボランティア、福祉、支援

１３.ボランティア体験④ ボランティアを体験する④ ボランティア、福祉、支援

活動報告書を元に報告及びディスカッショ
ン

ボランティア活動報告

学習成果の確認 まとめ

[成績評価]

「ボランティア活動報告書」は授業時に提出する。オムニバス形式のため、テーマや内容の順番は前後す
る場合がある。

１４.ボランティア体験報告

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.生活とより良い生き方

８.専攻科生に学ぶ

９.様々な暮らしと子ども

１０.ボランティア体験①

３.知人に手紙を書く

４.コミュニケーションスキル
を楽しもう
５.身の回りから課題を見つけ
る
６.メールの常識・マナーが身
に付く

１.ボランティア精神とは

２.身近なニュースを読み取る

て総合的に評価する。
　

学習成果の確認・評価、課題、活動報告書、授業への取り組みによっ

[教科書・参考書]
教科書：必要に応じて授業内で
指示する
参考書：随時指示する。

授業科目名

生活学(251)

[授業方法]

[予習・復習]
テーマに応じ、事前学習と事後学習をする。

パワーポイントやレジュメを用いながらの講義・解説に加え、実技、グループ討論、講話など
を含めた実技・演習を中心に展開する(学内外での活動体験を含む)。

生活の基礎知識と自主的な生活力が身につく。自分自身の生活を振り返り、生活の基礎知識と実践力の獲
得を目標とする。

自分自身の生活力を身につけるために、生活に関わる基礎知識と心構え、実践的に活用できるスキルにつ
いてオムニバス形式で学び、自主的な体験活動と報告を行う。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

- 66 -



授業形態 授業担当者

実習 浜守　杏奈

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間（1単位） 1C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、レポートの作成及び実技試験の練習の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

調理実習のガイダンス、包丁技術の調査 実習室の使い方、目標の理解

大豆つまみ、炊飯、おにぎり、味噌汁他 包丁、炊飯方法、煮干だし

ご飯、オムレツ、ミネストローネ
フライパン調理、野菜の切り
方

五目炒飯、中華風コーンスープ、杏仁豆腐 中華料理の基本、寒天の扱い

ホワイトシチュー、サラダ、カスタードプ
リン

ルー、卵の調理性

炊き込みご飯、かきたま汁、青菜のお浸し
混ぜご飯、鰹だし、青菜の調
理

ロールサンド、野菜のポタージュ、ゼリー
サンドイッチの基本、ゼラチ
ン

虹鱒のムニエル、付け合せ、グレープフ
ルーツ

１人一尾魚を裁く、
フルーツカット

焼き餃子、ほうれん草と豆腐のスープ、水
果小湯元

皮から作る餃子、白玉粉の扱
い

二色ご飯、野菜の煮物、きゅうりの漬物 幼児期のお弁当の基本

ミートローフ、付け合せ、クリスマスケー
キ

ひき肉料理、スポンジケーキ

雑煮、松かさ団子、伊達巻、なます、三つ
肴説明

関東風雑煮、おせち料理

個人テスト、グループテスト（弁当）準備 オムレツ試験、レシピ製作

包丁、箸の基礎調査、グループテスト準備
包丁、箸の技術確認、次週準
備

グループで考えた子どものお弁当作り 献立内容他実習成果の確認

[教科書・参考書]

１５.グループテスト

材料と作り方のプリントや グループ試験（幼児のお弁当メニューを考えて時間内に作成する）

資料の印刷物を配布する。 その他、実習への取り組み状況により、総合的に評価する。

[成績評価]　個人試験（オムレツ、大豆つまみ、りんごの皮むき、調理ノート）

１４.基礎調査

３.洋食の基本

４.中華の基本

５.素材から作る洋食

６.和食の応用

７.軽食（偏食克服メニュー）

８.生魚の調理

９.中華料理の応用

１０.お弁当について学ぶ

１１.行事食（クリスマス料理）

１２.行事食（お正月料理）

１３.個人実技試験

２.基礎調査②、和食の基本

[授業の概要]

基礎的な調理方法を取りながら、和・洋・中の献立を順番に行う。幼児の偏食予防の工夫や

摂りにくい栄養素を意識した献立の調理を行う。

[授業方法]

師範台でデモンストレーションを行ったあとに、各調理台で調理の実習を行う。

[予習・復習]

包丁技術、手順良く進める方法は経験を重ねるほど上達するので、調理の機会を増やすこと。

グループによる実習となるため、欠席や遅刻は班員への迷惑になったり、本人の興味の

低下につながるので、特に注意すること。

テーマ

１.実習ガイダンス、基礎調査①

や、正しいマナーを身につけることができる。

授業科目名

生活学実習Ｂ(252)

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身につけている。

基本的な調理技術の習得とともに、子どもの健やかな心身の発育を支援するための食事作り
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授業形態 授業担当者
講義 濱中　啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

 開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育の意味・語源、幼稚園、保育園、こど
も園とは何か

保育、教育、子ども、成長、
発達

保育の意義、子どもの権利、人権、養護と
教育とは何か

児童福祉法、子どもの最善の
利益

幼稚園教育要領、保育所保育指針の概要、
保育内容（5領域）の意味

5領域（言葉、人間関係、表現、
健康、環境）、遊び、環境

子どもの発達過程、子どもの発達観
乳児、幼児、赤ちゃん、発達
過程、発達年齢、成長

乳児保育の基本と最新脳科学研究
脳の発達、運動発達、基本的
生活習慣

認定こども園：法的根拠、実践事例、課
題、子ども子育て支援新制度、実施体系

保育内容、子ども子育て支援
新制度

子ども家庭福祉と保育、保育の社会的役割
家庭支援、社会的養護、社会
的役割、虐待

保育の歴史と思想の基礎的理解
ペスタロッチ、フレーベル、
和田實、倉橋惣三

教育課程・保育課程、保育における評価の
意味

カリキュラム、評価、計画、
デューイ、キルパトリック

待機児童、延長保育、預かり保育の問題と
解決

待機児童、延長保育、預かり
保育

虐待及び躾と虐待－その現状と保育者の役
割－

虐待、マルトリートメント、オレンジリボン
運動、児童相談所

保育における計画・実施・記録・評価・改
善

計画、改善、保育における評
価、省察、子ども理解

保育環境と保育方法―具体的事例を基に―
環境構成、保育方法、保育者
の専門性

諸外国位の保育、日本の保育の現状と課題
幼保連携、フィンランドの保
育、スウェーデンの保育

「よい保育とは何か」に関する考察－全体
的なまとめ－

[教科書・参考書] [成績評価]

１２.子ども理解と保育の過程

１３.保育の環境と方法

[授業の概要]
　まず、保育の基本となる用語を解説し、幼稚園教育要領、保育所保育指針を概観したい。その後に、5領域、
遊び、環境、子どもの発達などについて説明する。さらには、保護者支援、カリキュラム、計画・評価、保育
の歴史・思想についても触れる。加えて、現代の保育問題について考察し、自己の考えがもてるようにする。

４.保育の基本（２）

５.保育の基本（３）

６.保育の基本（４）

１.保育の意義・目的

２.子どもの最善の利益と保育

　テキスト、配布されたプリントは整理しておき、次の授業にも必ず持参すること。

授業科目名
保育原理(254)

[予習・復習]
　自身が受けてきた保育を振り返り、自己の保育観について考えをまとめておくこと。

[授業方法]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

　講義を中心とするがグループ討論も取り入れる。

参考書：授業の中で指示 　
　

　授業の到達目標は、①保育の意義及び目的について理解すること、②保育に関する法令及び制度を理解する
こと、③保育所保育指針や幼稚園教育要領における保育の基本を理解すること、④保育の思想や歴史を理解す
ること、⑤保育の現状と課題を考察すること、⑥これらの理解・考察を通して、「保育とは何か」、「よい保
育とはどのようなものか」、「保育者の専門性とは何か」を考える基礎的知識を身につける、ことが目標であ
る。

授業への取り組み、レポート、定期試験などを総合的に判断する。　教科書：①伊藤潔志 編『哲学する保育原理』教育情
報出版,②「保育所保育指針」,③「幼稚園教育要
領」,④「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

１４.保育の現状と課題

１５.「よい保育」とは何か

テーマ

７.保育の基本（５）

８.保育の基本（６）

９.保育の基本（７）

１０.保育の現代的問題（１）

１１.保育の現代的問題（２）

３.保育の基本（１）
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授業形態 授業担当者

講義 濱中啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） １Ｃ／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
  開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

教育の語源、教育原理を学ぶ意義
教育学、教育原理、こども
学、文化の創造、自己形成

教育の意義、目的とは何か
教育基本法、日本国憲法、学
問の自由、教育の機会均等

初期経験の重要性、子どもの発達観、学
びの成立

学びの成立、エリクソン、ピ
アジェ、ワトソン、ロック、
遺伝と環境、アマラとカマラ

学力調査とフィンランドの教育方法
ＯＥＣＤ、ＰＩＳＡ、フィンラン
ド・メゾット、基礎学校、就学前
教育、保育方法

古代ギリシャと教育思想
ソクラテス、プラトン、アリ
ストテレス

近代教育思想と子どもの発見
コメニウス、ルソー、ペスタ
ロッチ

子ども中心の教育思想 オーエン、フレーベル

経験主義の教育思想
デューイ、キルパトリック、
モンテッソーリ

幼稚園教育の始まりと明治・大正
学制、幼稚園令、大正自由教
育、恩物、フレーベル式

生活中心の幼児教育実践
和田実、倉橋惣三、城戸幡太
郎、誘導保育論、生活中心

遊びの意義、遊びの分類
遊び、ホイジンガ、カイヨ
ワ、ピアジェ

遊びの機能、伝承遊びの意義、運動遊び
で身につくもの

遊び、思考力、知的好奇心、
興味、情緒の安定、安全教育

子どもの成長と環境の意味、子どもの興
味を引き付ける環境

人的環境、物的環境、社会環
境、自然環境、レッジョ・エ
ミリア、独特な環境と教育

幼児教育の意味
教育、保育、環境、遊び、好
奇心、思考力、社会性

学習内容のまとめ、論文作成

[教科書・参考書] [成績評価]
教科書：①谷田貝公昭・石橋哲成監修『コンパクト版保
育者養成シリーズ新版教育原理』一藝社、②「幼稚園教
育要領」、③「保育所保育指針」、④「幼保連携型こど
も園教育・保育要領」

参考書：授業中に適宜資料を配布する
　

定期試験（80％）、レポートや授業内提出物（20％）

授業科目名

教育原理(257)

[授業方法]

[予習・復習]
　専門用語や教育史上の人物も多く出てくるので、授業後に自分で調べるようにすること。

　講義を中心とし、ディスカッションや自己の考えをまとめる時間なども取り入れる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

教育の基礎理念を理解し、それらが教育の歴史や思想の中でどのように現れてきたのかについて学び、教育及び学
校の営み（日本、西洋）がどのように捉えられ、変遷してきたのか、様々な思想家の思想に触れながら理解する。

まず、教育とは何か、その本質、役割、機能など、教育の基礎理念を学ぶ。次に、教育の歴史・思想の中で、それ
らが如何にあらわれてきたのかを知る。そして、現代の教育に関する諸問題を解決する方法論として、それらを考
察していく。

１５.現代の我が国における教育課題
の把握：「よりよい教育・保育」を目
指して

テーマ

　わからない用語は自分で調べるようにすること。

[授業の概要]

１２.教育に関する思想と現代教育の
方法の模索

１３.教育基本法、学校教育法、児童
福祉法、幼稚園教育要領、保育所保育
指針の成立と内容

１４.我が国における教育課題の把握
（歴史的考察を含む）

３.教育を成り立たせる諸要素とその
相互作用（子ども・家庭・学校・地
域）

４.子どもの発達と子ども観の変遷

５.教育に関する歴史（家族と社会に
よる教育の歴史）

６.教育に関する歴史（近代教育制度
の成立と展開）

１.保育・教育の定義、制度、法規の
概観
２.教育の本質・目標の理解（教育基
本法、学校教育法、児童福祉法）

７.教育に関する歴史（現代社会にお
ける教育課題の歴史的考察）

８.教育史を現代の教育課題の解決に
どう生かすか

９.教育に関する思想（家庭や子供に
関わる教育の思想）

１０.教育に関する思想（学校や学習
に関わる教育の思想）

１１.教育に関する思想（代表的な教
育家の思想）
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授業形態 授業担当者

講義 　　　鹿毛　弘通

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1C／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

児童福祉の歴史的変遷 石井十次、孤児院

子どもの貧困、外国籍、無国籍児童 少子化、ＤＶ，虐待

子どもの権利の変遷　児童憲章 子どもの権利条約　児童憲章

児童福祉六法と関連法 児童福祉法、少年法、権利条約

虐待の種類 発生原因、発見通報の義
務

児童相談所、子育てとは

優生保護・母体保護
母子保健、育児不安、子どもの
いのち

障害者・児の福祉サービス インクルージョン

グループ討議 振り返り

母子・父子家庭就労状況と子育て 貧困・制度・保育園

地域の支援サービス・保育サービス
子ども家庭支援センタ・保育
園ー

社会的養護の背景と施策 児童養護施設、里親

現状、施策 児童相談所、自立支援

ケアリーバーからのメッセージ 社会性　姿勢　ビデオ等

養育者からのメッセージ 事前学習と質問

グループ討議・発表 振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

　

　

授業への取り組み（40％）　課題提出（30％）　レポート（30％）　
教科書：この子を受けとめて育む
ために　全国児童養護施設協議会

授業科目名

子ども家庭福祉(255)

講義及びワーク　

[予習・復習]
各配付資料については、授業後に見直し、質問があれば聞きにくること。
中間、最終の振り返りグループワーク形式で発表。各自ファイルブックを用意すること。

[授業方法]

１４.養育者理解

１５.まとめ

テーマ

７.障害と児童福祉施策

８.中間評価

１.子ども家庭福祉の歴史的展開

２.子ども家庭福祉の現状

１３.当事者理解

[授業の概要]

９.ひとり親家庭の実態と支援

１０.地域子ども家庭支援

１１.社会的養護（１）

３.子どもの存在と権利

４.子ども家庭福祉の法制度

５.虐待とは

６.母子保健

１２.社会的養護（２）

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

  乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

１． 子ども家庭福祉の理念を理解する。
２． 子ども家庭福祉のサービスの種類、内容を説明できる。
３． 子ども家庭福祉の現状の課題点について多角的な視点を持つ事が出来る。
４． 子どもの最善の利益を追求し、子どもの人権を守る視点で児童福祉を理解する。

子ども家庭福祉の理念、児童福祉の歴史、現在の法制度と子どもをめぐる社会問題、今後の子ども家庭
福祉の方向性を学ぶ。個別のニーズに基づいて、家庭福祉サービスの種類と内容を把握する。

保育士として最も身近であり、必要な専門的知識であるため、制度政策、具体的サービスを把握するこ
と。
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授業形態 授業担当者

講義 　　古川　繁子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

生活支援、QOL、生存権、 自己決定、エンパワメント

イギリスの歴史、日本の歴史 エリザベス救貧法、慈善事業

子どもの貧困、格差社会、家庭支援の現状 児童虐待、ワーキングプア

社会福祉に携わる専門職と生活支援 福祉の定義、障害の多様性

社会保障制度及び福祉サービスの概要と種類 生存権、社会保険、措置から契約へ

社会福祉行政と財政の概要と課題 中央集権から地方分散へ、社会保障給付費

福祉相談窓口、福施設祉の概要 福祉事務所、児童相談所、児童福祉施設

福祉の職種と担い手、 社会福祉主事、国家資格、ソーシャルワーカー

社会保障制度と関連制度の概要と種類 介護保険方式、保育園方式

社会福祉における相談援助の歴史と種類 慈善組織協会、ケースワークからマネジメントへ

福祉相談窓口、子ども家庭福祉現場の概要 福祉事務所、児童相談所他

児童、障害、女性、生活困窮者、高齢者への支援 相談と課題解決の過程

面接、傾聴、記録、評価、自己覚知 ４P、バイステックの7原則

権利擁護、苦情解決、情報提供、第3者評価 アドボカシー、チームアプローチ

民間ボランティアと専門職種との連携、地域福祉の推進 子ども食堂、かよい場、ホットサロン

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

社会福祉概論(253)

[授業方法]

[予習・復習]

講義形式、DVD・ロールプレイなども使用し行う。

１、現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷及び社会福祉に行ける子どもの家庭支援の視点について理
解する。
２、社会福祉の制度や実施体系・動向や課題について理解する。
３、社会福祉における相談援助について・利用者保護について理解する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

社会福祉の理念、歴史、制度の変遷について概要を説明する。現在の社会保障制度と社会福祉サービスの種類や
内容について事例を使って、実生活に利用できるように説明する。

１４.利用者保護に係る仕組み

１５.社会福祉の動向と課題

テーマ

７.社会福祉施設

８.社会福祉の専門職

９.社会保障及び関連制度の概要

１０.社会福祉における相談援助

１１、相談援助の意義と機能

３.子ども、家庭支援と社会福祉

「社会福祉小六法」みらい社 コメントペーパー、小テスト、授業への取り組み姿勢、学習成果などを総
合評価

・積極的に参加する。・参加できないときは明確に提示する。・参加するときはプラスの思考で　・マイナス思
考や態度は慎む。・守秘義務は守る。

[授業の概要]

１２.相談援助の対象と過程

１３.相談援助の方法と技術

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

４.理念と専門性の構造

５.社会福祉の制度と法体系

６.社会福祉行政財政と実施機関

１.社会福祉の理念と概念

２.社会福祉の歴史的変遷

次の単元の学習予定について事前に予習課題を設けることがある。授業で学んだことは配布プリントなどで、確
認をしておくこと。疑問点があれば質問すること。

- 71 -



授業形態 授業担当者

講義 　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 1C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業方法]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育とは 養護と教育の一体化

保育者の役割、位置づけ 専門職、役割、位置づけ

保育者の倫理 全国保育士倫理綱領

幼稚園、保育所、こども園、地域型保育 保育の場で共有されるべきこと

専門性とは、対人援助職
専門職、保育の具体化、コミュニ
ケーション

保育における「遊び」の意味 学習の機会、指針、要領

保育における「環境」、計画的な環境構成 「環境」を通した保育

「生活」の場としての保育 主体的な学びと保育

保育の計画と記録 指導計画、省察、記録、自己評価

子育て支援の必要性、法制度 少子化対策、保護者支援

子育て支援における保育者の専門性 最善の利益の保障、援助の方法

保育の現状と課題
多文化保育、多様化、保育サービ
ス

養成校での学び、実習を通した学び 知識と実践知

研修のとらえ方、「協働」とは 園内研修、保育者の協働

学習内容のまとめ、自己課題の整理 自己形成、自己課題

[教科書] [成績評価]

授業科目名

保育者論(256)

講義、小レポート、パワーポイント、ディスカッション、グループワーク、演習

[予習・復習]

･保育者の役割と倫理を理解し、保育者の専門性として必要な知識・技術・能力等が明確になる。
･自ら目指す保育者像の構築と、それに基づく具体的な自己課題を設定する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

テーマ

１「保育者になる」ということ

９.保育者の専門性と「計画」

１０.「子育て支援」(1)

１１.「子育て支援」(2)

１２.現代社会と保育者

５.保育者の専門性とは

開講期間内において、約60時間の授業外学習が必要となる。

授業への取り組み(積極的な授業への参加、質問)、グループワーク(発
表)、学習成果の確認プリントやレポート等を総合的に評価する。

２.保育者とは(1)

３.保育者とは (2)

[授業の概要]

１３.保育者になるまでの学び

保育者の役割、倫理、制度上の位置づけを学ぶ。保育者の専門性、協同、成長について考察・検討する。

予習：各回のテーマについて教科書等を予め読む。自分自身の力点を置きたい点を明確にし、課題意識
をもって授業に臨むようにすること。
復習：講義の中で説明された専門用語や事例を自分で理解・説明できるようにする。ワークシート記入

「保育者」のイメージを具体化、多様化させる柔軟で積極的な思考を求める。
「自分はどんな保育者になりたいか」考え、今後の学びに何が必要か考える。

４.保育の場

６.保育者の専門性と「遊び」 

７.保育者の専門性と「環境」

８.保育者の専門性 と「生活」

教科書：『これからの保育者論
―日々の実践に宿る専門性―』
高橋貴志(萌文書林)

１４.保育者になってからの学び

１５.まとめ

- 72 -



授業形態 授業担当者

講義 榊原　久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) １C／前期 必修

［授業の到達目標］

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

新生児期と乳児期の育ち・愛着形成 周産期時期の子ども理解

認知・言語・社会性・自我の発達 初期経験の重要性

発達を踏まえた教育支援 学童期の子どもの教育支援

身体・認知・自己の発達と対人関係の変化 臨床的課題を知る

結婚と子育て・キャリア形成 社会情動的スキルの形成

超高齢化社会における高齢者 高齢気における心身の発達

家族の「定義」「機能」の変化 家族・親族・世帯

家族のライフサイクル・夫婦関係とは 家族システム論

妊娠・出産・産後（ゲストスピーカー：助
産師）

親として育つということ

晩婚化・非婚化・虐待・高度生殖医療
出産・子育てをめぐる社会的状
況

ライフコースの歴史的変化と特徴 性役割分業とライフコース

子どもを取り巻く様々な現状と課題 多様な家庭の理解

養育者のメンタルヘルス・子どもや家族の
障害

不適切な養育と家族の機能不全

子どもの環境とソーシャルメディア・子どもの
貧困

子どもの生育環境の現状と課題

習癖・心身症・発達障害・気になる子 子どもの心理臨床

[教科書・参考書] [成績評価]

講義に必要のないものは机上に置かない。本科目は他者との関わりが求められるため、講義に積極的に取り組むこと。レ
ポートの提出状況より、本科目の授業への取り組みを把握し評価に反映する。

[授業の概要]

１２.多様な家庭とその役割

１３.特別な配慮を必要とする家庭

メディアの情報等も活用しながら周産期医療・小児保健等の視点から包括的に子どもと家族の育ちを捉えていく。

周産期～育児期初期を理解するための視座を事例検討やゲストスピーカーから学ぶ

１１.ライフコースと仕事・子育て

３.学童期の発達

４.青年期の発達

５.成人期・中年期の発達

６.高齢期の発達

テーマ

７.家族・家庭の意義と機能

８.家族関係・親子関係の理解

９.子育ての経験と親としての育ち

１0.子育てを取り巻く社会的状況

１.乳児期の発達

２.幼児期の発達

教科書「子ども生活支援の心理学」（中央
法規）

　

　テスト及び授業への取り組みレポートの提出状況などで総合的に評価する。

１４.子どもの生活・生育環境とそ
の影響
１５.子どもの心の健康にかかわる
問題

授業科目名

子ども家庭支援の心理学(258)

[授業方法]

②子育て家庭をめぐる現代の社会的状況と課題について理解する。

[予習・復習]

予習：次回学習予定のテキストを読む。　復習：講義内容とテキストの振り返りをおこなう。

①家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、親子関係や家族関係等について発達的な観点から理解
し、子どもとその家族を包括的に捉える視点を習得する

テキストを中心としながら学習を進める。実際の事例を通してケースカンファレンスを重ねながら、周産期からの
継続した家族の育ちをアセスメントできる力を養成していく。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理に関わる専門的な知識と技術を身につけている
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授業形態 授業担当者

演習 榊原　久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション
「遊びを通した総合的指導」とは

幼稚園教育要領・保育所指針等

幼児が遊びの中で経験していること
(視聴覚教材を活用して遊びの場面から)

幼児の心情、意欲、態度、身に付いたこ
と

幼児の育ちにつながる物的・人的環境
(視聴覚教材を活用して遊びの場面から)

遊具・用具・素材、教師・友達の存在

幼児教育における五領域のねらい、
内容　教材研究①

領域「健康」領域「人間関係」ねらい・
内容

幼児教育における五領域のねらい、
内容　教材研究②

領域「言葉」領域「環境」領域「表現」
ねらい・内容

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 五領域、１０の姿、３歳からの積み重ね

保育記録の取り方、読み取り方について
(幼児理解・幼児が経験していること)

幼児理解、記録の視点心情・意欲・態度

保育記録の取り方、読み取り方について
(教師の役割や環境構成)

幼児理解、記録の視点援助、環境

保育における幼児理解・評価
(ＰＤＣＡサイクル・指導要録)

保育計画・実践・反省・評価、指導要録

配慮を必要とする幼児の理解と学級経営 障害の理解、個別指導計画、学級経営

日々の保育と園行事の関連・計画 行事の意味、保育内容季節行事、協同性

交流活動、アプローチ・カリキュラム、ス
タート・カリキュラム

互恵性、修了時の育ち生活科

教育課程・指導計画(長期・短期)の関係、指
導案の作成

教育課程、指導計画、週案、日案

模擬保育に向けた指導案の作成(グループ) 幼児の実態、ねらい、内容、援助、配慮
事項

模擬保育の実施(グループ) 実践・反省・評価

[教科書・参考書] [成績評価]

[授業方法]

[予習・復習]

１０.幼児理解③

１.幼児教育の基本①

２.幼児教育の基本②

 ３.遊びを通した総合的指導①

 ４.遊びを通した総合的指導②

 ５.遊びを通した総合的指導③

６.遊びを通した総合的指導④

テーマ

７.幼児理解①

８.幼児理解②

９.評価について

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

幼児教育は、「環境を通して行う教育を基本とし、遊びを中心とした生活を通して、一人一人の応じた総合的な指導を
行う」という考え方や五領域のねらいや内容を理解し、具体的な幼児の姿と結び付けながら環境を構成し実践するため
に必要な知識や技能を身に付ける。

保育のエピソード記録やビデオなどを活用し、幼児の具体的な姿から五領域や「幼児自ら環境に関わる遊びを中心とし
た生活」を理解し、保育の充実に向けた環境や援助の在り方を学び教材研究や指導案作成、模擬保育を通して実践力を
身に付ける。

授業科目名

保育内容総論(259)

[授業の概要]

授業態度（２０％）・発表（３０％）・レポート提出（５０％）で総合して評価

講義を中心として、グループワーク、演習、DVD視聴などをおこないながらすすめる。

予習：保育に関連するニュースや新聞記事を見つけてくる。復習：要領、指針と学んだ内容を照らし合わせ
る。

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

講義に必要ないものは机上に置かない。本科目は他者との関わりが求められるため、演習に積極的に取り組
むこと。演習やレポートの提出状況より、本科目の授業への取り組みを把握し評価に反映する。

教科書：幼稚園教育要領、幼稚園教育要領解
説
参考書：保育所保育指針、幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領、小学校学習指導要領

１４.指導計画と実践③

１５.指導計画と実践④

１２.小学校との連携・接続

１３.指導計画と実践②

１１.指導計画と実践①
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授業形態 授業担当者

演習 羽岡　佳子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション
現代の子どもを取り巻く環境・諸問題

世界保健機構、環境の悪化、利便性、家
庭

子どもの健康面の問題点と背景・原因
(情報機器などを活用した調べ学習・発表)

体力・運動能力、意欲、食物アレルギー

領域「健康」のねらいと内容、内容の取扱
い

幼稚園教育要領

領域「健康」と「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」との関係

幼稚園教育要領

身体的成長、運動系の発達・神経系の発達
スキャモンの発達曲線、生理機能、運動
機能

社会性の発達、情緒面の発達 人間関係、心の発達

睡眠・食事・運動の関係、食育 脳の発達、成長ホルモン、生活リズム

保育記録の取り方、読み取り方について
(年齢から見た基本的生活習慣)

生活習慣、生活リズム依存と自立

保育記録の取り方、読み取り方について
(遊びの記録から見た幼児の体力・運動能
力)

全身運動、微細運動

戸外における運動的な取り組み
幼児期運動指針、遊具・用具の活用、イ
メージ

室内における運動的な取り組み
幼児期運動指針、遊具・用具の活用、表
現

運動遊びと教科「体育」
ねらい、内容、指導法の違いとつながり

体育、小学校学習指要領、幼児期運動指
針

運動遊びにおける指導計画(長期・短期)の
関係指導案の作成

教育課程、指導計画、週案、日案

模擬保育に向けた指導案の作成(グループ) 幼児の実態、ねらい、内容、援助、評価

模擬保育の実施(グループ) 実践・反省・評価

[教科書・参考書] [成績評価]
授業態度（２０％）・発表（３０％）・レポート提出（５０％）で総合して評
価

講義を中心に領域「健康」の基礎的事項について学び、グループワークやディスカッションを通して具体的
な保育実践へとつなげて考えられるようにする。

予習：子どもの健康に関する用語や、子どもに関するニュースを調べておく。
復習：毎回の授業内容を自筆でまとめ、自身の幼児期の“遊び”体験と重ねてより具体的に理解する。

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

授業中の配布資料は別紙にしっかりまとめること。自分の生活が子どもの基本的生活習慣の見本となるよ
う、自覚を持って生活をするよう心掛けること。

教科書：新保育シリーズ「保育内容 健
康」、幼稚園教育要領、幼稚園教育要領解
説参考書：保育所保育指針、幼保連携型認定
こども園教育・保育要領

１４.指導計画と実践②

１５.指導計画と実践③

１２.小学校との連携・接続

１３.指導計画と実践①

１１.子どもと運動②

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身につけている。

社会の急激な変化による子どもを取り巻く社会環境・家庭環境が子どもに与える影響と、心身の健全育成のために幼児
教育の果たす役割を受け止め、領域「健康」のねらいや内容の意味を深く理解し具体的な幼児の姿と結び付けながら環
境を構成し実践するために必要な知識や技能を身に付ける。

情報機器を活用したデータの収集、保育のエピソード記録などを活用し、子どもの健康に関わる問題点を幼児の活動場
面からを把握し、領域「健康」との関わりや遊びの重要性を理解する。心身の健康を促す活動、環境、援助の在り方を
学び、教材研究や指導案作成、模擬保育を通して実践力を身に付ける。

授業科目名

子どもと健康Ⅰ(260)

[授業の概要]

[授業方法]

[予習・復習]

１０.子どもと運動①

１.子どもの健康①

２.子どもと健康②

３.領域「健康」①

 ４.領域「健康」②

 ５.子どもの発達と発育①

６.子どもの発達と発育②

テーマ

７.子どもの発達と発育③

８.幼児理解①

９.幼児理解②
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授業形態 授業担当者

演習 　　廣川  加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[授業計画]

内容（再課程認定） 学習成果（キーワード）

人間にとって「言葉」とは何か 言葉の役割

子どもは、言葉をどのように獲得するのか 言葉の機能

文字への興味と書き言葉 クーイング　喃語　発話

「言葉に対する感覚」とは何か ごっこ遊び　　内言

言葉遊びのいろいろ なぞなぞ・しりと
り・回文・早口言葉

保育指針、幼稚園教育要領

言葉遊びの保育への取り入れ方 現場での活用　言語環境

擬態語・擬音語を楽しむ 言語感覚　語彙

幼児の発達に合わせた言葉を豊かにする実
践

想像して遊ぶ楽しさ

言葉を育て、想像する楽しさを広げる「児
童文化財」

声で表現する

紙芝居を楽しむ 子どもの興味に応じる

絵本を楽しむ ひとりで読む　みんなで読む

昔話・民話を楽しむ 擬人化　動物の意味

ペープサートをつくる 書き言葉の世界へ

「児童文化財」の保育への取り入れ方 表と裏　簡便さ

子どもと一緒に楽しもう・模擬保育 言葉の成長、人間の成長

[教科書・参考書] [成績評価]

５.領域「言葉」

６.児童文化財

１.オリエンテーション

２.人間と言葉

授業科目名

子どもと言葉Ⅰ(261)

テキスト購読による内容把握と言語表現演習

[予習・復習]

[授業方法]

人間にとっての言葉、話し言葉と書き言葉の意義と機能を理解し、言葉に対する感覚を豊かにする実践
への知識を確かにし、幼児の発達における児童文化財の意義を理解する。

[授業の概要]

「言葉」そのものについて理解を深めた上で、幼児が豊かな言葉や表現を身に付け、想像する楽しさを
広げるための「実践」や「教材」（児童文化財）作成について、基礎的な力を身に付ける。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

時間内に課題が終わらなかった場合は、事後に仕上げておきましょう。

開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。

定期試験（５０％）、指導計画など小レポート（３０％）、実技（２
０％）

教科書：特定のテキストは使用しな
い。毎回資料を配布して授業を行
う。

参考書：子どもと本（松岡享子　岩
波新書）、よくわかる言語発達　改
定新版（岩立志津夫・小椋たみ子
ミネルヴァ書房）

１４.言葉を育むために④－２

１５.まとめ

テーマ

７.言葉を育むために①

 ８.言葉を育むために②　　　

９.言葉を育むために③

１０.言葉を育むために④－１

１１.紙芝居と絵本

１２.絵本の世界

１３.国語教育の児童期へ

３.乳幼児の言葉の発達①

４.乳幼児の言葉の発達②
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 授業担当者

演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） １C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人間関係について学ぶ意味 保育の基本,現代社会と子どもの生活

領域「人間関係」のねらいと内容
幼稚園教育要領,保育所保育指針,保育内
容の組立

乳幼児期の発達と「人間関係」 領域「人間関係」のねらいと内容

０歳から２歳児の生活 情動にもとづくコミュニケーション

３歳児から５歳児の生活 自己主張,安全基地

子どもと保育者のかかわり 集団保育,自己調整力の育ち

遊びの中の人とのかかわり 道徳性・規範意識の芽生え,協同

子どもの生活と人とのかかわり　−家族との関係− 現代の親子の姿,保育の課題

子どもの生活と人とのかかわり　−地域社会との
かかわり−

愛着関係,遊びと発達

個と集団の育ち
園という場,いざこざ,葛藤,イメージの共
有

人とのかかわりを見る視点 地域の人々との交流

人とのかかわりを育てる保育　−協働性を育む− 保育環境の意味,計画と実際

配慮を必要とする子どもとのかかわり
受け入れる,共感する,対話者としての役
割

家庭・園・学校・地域の人間関係の連携
自我の育ちと自己抑制,社会化と個性化,
自由と管理

現代社会における人間関係の課題

[教科書・参考書] [成績評価]

予習：次回のテーマに沿った教科書の内容を読み確認する。課題に取り組む。
復習：教科書、配布資料を基に内容を振り返り、疑問点や不明な点については質問し明らかにする。

授業科目名

子どもと人間関係(262)

１．乳幼児期の人間関係の発達について基本的な知識を身につける。２．「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」に規定されている「人間関係」の領域を理解する。３．子どもたちの人間関係を育む保
育者としてのかかわり方や役割について、実践的な理解を深める。

[授業の概要]
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「人間関係」の領域を学び、理解する。子ど
もたちの「人間関係」「人とかかわる力」を育む保育者のあり方について、発達的な課題や具体的な保育の場面を題材とし
ながら授業を進める。

[授業方法]
講義・演習形式で行う。心理劇(ロールプレイ)を使って、具体的に人間関係を学ぶ。また、パワーポイントなども適宜使用
する。

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

 子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身につけている。

８.子どもの生活と人とのかかわり

個人及びグループでのワークには積極的に取り組むこと。授業内で配布したプリントや資料はファイルに整理し毎回持参す
ること。

テーマ

１.保育と人間関係

２.保育内容「人間関係」

３.保育内容「人間関係」

４.乳幼児期の育ちと領域「人間関係」

５.乳幼児期の育ちと領域「人間関係」

６.乳幼児期の育ちと領域「人間関係」

７.乳幼児期の育ちと領域「人間関係」

９.子どもの生活と人とのかかわり

１０.子どもの生活と人とのかかわり

１１.子どもの生活と人とのかかわり

１２.人とのかかわりを育てる保育実践

１３.人とのかかわりを育てる保育実践

１４.人とのかかわりを育てる保育実践

１５.学習成果のまとめ

教科書：「事例で学ぶ保育内容　領域
人間関係」無藤隆監修　萌文書林

コメントペーパーと授業への取り組み姿勢、学習成果の確認（定期試験）の結果を
総合的に評価する。

参考書：保育所保育指針、幼稚園教育要
領、幼保連携型認定子ども園教育・保育
要領(平成29年告示　内閣府)など
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授業形態 授業担当者
演習 　　村上　八千世

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育内容「環境」のねらいと内容 環境を通しての保育

子どもの頃に遊んだ身近な自然を思い出し、経験し
た内容について話し合う

センス・オブ・ワンダー

近隣の公園に行って採取し、観察し、文献で調べる 調べる楽しさ、新しい発見

子どもに発見してほしいこと、伝えたいことをまと
める

調べたことを子どもに伝える技術

指導案を作成し、模擬保育を行う 子どもの好奇心を引き出す

体験：ひかるどろだんごづくり　土の種類、性質を
知る

土の使い分け、達成感

７.ものや道具にかかわって遊ぶ 事例を見てディスカッションをする ドキュメンテーション、アフォーダンス理論

８.文字や標識に関心をもつ 生活の中の文字・標識との出会い 文字を読む・書く・標識に親しむ

生活の中の数・図形との出会い 数える・量をはかる・図形に親しむ

体験：片栗粉粘土、紙飛行機で遊ぶ 感触遊び、風を読む

環境構成とそのねらいを理解する 園庭の環境構成、保育室の環境構成

運動会の競技の事例を参考にしてグループでディス
カッションする

子どもの工夫や創造性

子どもの創造性と協同性を引き出す競技をグループ
で考える

保育プログラムのデザイン

前回の成果を発表し、相互に評価し合う 保育のチームワーク

学習内容の振り返りと学習成果の確認

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[教科書・参考書]
教科書：特に指定しません。授業中に適
宜プリントを配布します。

参考書：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、事例で学ぶ保育内容・領域・環境
無藤隆編（萌文書林）など

９.数量や図形に関心をもつ

１０.ものの性質や仕組みに気付く

[成績評価]
個人課題と発表（50％）、グループワークと発表（50％）

予習：次回のテーマに沿った資料や材料を準備し、次の時間に備えること。（30分/回）
復習： 配布資料、ノートなどを再確認する。課題を次回までに仕上げてくること。（30分/回）

１５.学習成果のまとめ

テーマ

６.土に親しむ

１３.子どもの創造性、協同性を引き出
す環境構成について②

１２.子どもの創造性、協同性を引き出
す環境構成について①

日ごろの生活の中で周辺の環境に関心を持つように習慣づけ、その気づきや感動を授業から得た知識と結び付け、保育に活かせ
るように努めること。

１１.さまざまな園の保育環境

４.植物や虫に触れる②

５.植物や虫に触れる③

１.幼児教育の目的と領域「環境」につ
いて

２.身近な自然と子ども

３.植物や虫に触れる①

１４.子どもの創造性、協同性を引き出
す環境構成について③

授業科目名
子どもと環境(263)

[授業方法]

[予習・復習]

幼児が、周囲の様々な環境に好奇心や探求心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養うために支援する
保育方法を構想することができる。

領域「環境」のねらい及び内容を理解し、具体的な指導場面を想定した環境構成や教材について学ぶ。また身近な環境を活用し
た遊びを実際に体験したり、情報機器などを活用した教材研究、模擬保育などを行う。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

講義、演習形式で行う。グループワークを取り入れ、協力し合ったり、議論したりすることで多様な考えに触れます。

- 78 -



授業形態 授業担当者

演習 榊原久子　藤田倫子  濱中啓二郎
授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 30時間(１単位) 1C／通年 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション 教育実習・教育実習指導

レジュメの扱いと講義 実習段階・実習内容

テーマについての講義 保育の専門用語

テーマについての講義 保育の教育的価値

テーマについての講義 教育実習の推進

日誌の配布と講義 実習日誌

テーマについての講義 保育観察・メモ・記録

観察と記録の演習 保育観察・メモ・記録

観察と記録の演習 保育観察・メモ・記録

観察と記録の演習 保育観察・メモ・記録

観察と記録の演習 保育観察・メモ・記録

観察と記録の演習 保育観察・メモ・記録

観察と記録の演習 保育観察・メモ・記録

グループ討議 保育観察・メモ・記録

前期学習のまとめ 実習指導の学び・実践

[教科書・参考書] [成績評価]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

成績や授業態度によっては実際の幼稚園の実習に出られない場合がある。

[授業の概要]

原則的に教科書に沿って進めるので該当部分を読んでおくこと。また、必要に応じてレジメを配布するので専用
ファイルに綴じて学びの積み重ねを可視化していくこと。実際の幼稚園実習時には、そのファイルが自分の実習の
軌跡でもあると同時に、実習の手続きなどの手引きにもなる。毎回の授業を確実に理解し、実際の幼稚園実習で活
用できるようにすること。

１２.保育観察と記録（新渡戸文化子ど
も園での見学実習）②
１３.保育観察と記録（新渡戸文化子ど
も園での見学実習）③

１１.保育観察と記録（新渡戸文化子ど
も園での見学実習）①

３. 幼稚園における保育の概要と１日
の流れ
４. 幼稚園における保育者の仕事と環
境構成

５. 教育実習までの手続きと心構え

６. 実習日誌の書き方

テーマ

７. 実習記録のとり方・活かし方

８.実習記録のとり方の実際と実践①

９.実習記録のとり方の実際と実践②

１０.実習記録のとり方の実際と実践③

１. 教育実習の意義と目的

２. 教育実習の実習段階・実習内容

教科書：①よくわかるNEW保育・教
育実習テキスト（診断と治療社）
②幼稚園教育要領解説（フレーベ
ル館）

参考書：

１４. 見学実習のまとめ

１５. 前期学習のまとめと実習手続き
の確認

授業態度・提出物・実技､グループ討議､発表活動への取り組み・実習手続きの
推進により評価する。

授業科目名

教育実習指導(274)

[予習・復習]

入学後、初めてとなる現場での教育実習に臨むために必要な知識や心構えを習得する。教育実習という体験的な学
びと教育実習指導での学びや短期大学での各講義とを繋ぐ視点をもち、自身の職業観や保育観を培いながら、現場
での教育実習に積極的・意欲的に取り組めるようになる。

幼稚園教諭に求められる資質や専門性について学ぶ。観察の仕方や記録のとり方、具体的な保育指導などの実技の
習得に努力する。グループ討議や実習経験の発表に積極的に参加し他者の意見を充分に消化する習慣を身に付け、
プレゼンテーション能力を高める。実技課題の習熟と基礎知識の定着に努力し、自身の視野を広げ経験と結び付け
る思考能力を身に付ける。講義演習の基礎力を付けた後11月より2週間の教育実習を行う。

[授業の方法]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

講義・演習・ビデオ視聴・ロールプレイ・グループ討議・意見交換・発表など
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授業形態 授業担当者
演習 榊原久子　藤田倫子  濱中啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 30時間(１単位) 1C／通年 必修

[授業の到達目標]

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

まとめと演習 実習指導の学び・実践

まとめと演習 実習指導の学び・実践

テーマについての講義 自己課題

テーマについての講義 巡回指導

個別指導 指導計画・保育実技

個別指導 指導計画・保育実技

個別指導 指導計画・保育実技

テーマについての講義・個別指導 自己評価

テーマについての講義・個別指導 自己評価

テーマについての講義・個別指導 自己評価

テーマについての講義・個別指導 自己評価

演習とグループ討議・個別指導 責任実習・指導計画

演習とグループ討議・個別指導 責任実習・指導計画

演習とグループ討議・個別指導 責任実習・指導計画

年間学習のまとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

１８. 教育実習に向けた自己課題の明確化

１９. 巡回指導の意味・実習の実際

２０. 実習事前準備確認と学びの整理①

２１. 実習事前準備確認と学びの整理②

２７. 教育実習の振り返りと責任実習に向け
ての準備

２８ 教育実習の振り返りと責任実習に向けて
の準備

２２. 実習事前準備確認と学びの整理③

２３. 実習後の自己評価学びの整理と情報交
換

２４. 実習後の自己評価学びの整理と情報交換

２５. 実習後の自己評価学びの整理と情報交換

２６. 実習後の自己評価学びの整理と情報交
換

教科書：①よくわかるNEW保育・教育実
習テキスト（診断と治療社）②幼稚園教
育要領解説（フレーベル館）

参考書：

２９. 教育実習の振り返りと責任実習に向け
ての準備

３０. 教育実習指導のまとめ

授業態度・提出物・実技､グループ討議､発表活動への取り組み・実習手続きの
推進により評価する。

１７. 前期の復習と実習手続きの状況確認②

授業科目名
教育実習指導(274)

入学後、初めてとなる現場での教育実習に臨むために必要な知識や心構えを習得する。教育実習という体験的な学びと
教育実習指導での学びや短期大学での各講義とを繋ぐ視点をもち、自身の職業観や保育観を培いながら、現場での教育
実習に積極的・意欲的に取り組めるようになる。

幼稚園教諭に求められる資質や専門性について学ぶ。観察の仕方や記録のとり方、具体的な保育指導などの実技の習得
に努力する。グループ討議や実習経験の発表に積極的に参加し他者の意見を充分に消化する習慣を身に付け、プレゼン
テーション能力を高める。実技課題の習熟と基礎知識の定着に努力し、自身の視野を広げ経験と結び付ける思考能力を
身に付ける。講義演習の基礎力を付けた後11月より2週間の教育実習を行う。

１６.前期の復習と実習手続きの状況確認①

成績や授業態度によっては実際の幼稚園の実習に出られない場合がある。

[授業の概要]

[授業の方法]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

原則的に教科書に沿って進めるので該当部分を読んでおくこと。また、必要に応じてレジメを配布するので専用ファイ
ルに綴じて学びの積み重ねを可視化していくこと。実際の幼稚園実習時には、そのファイルが自分の実習の軌跡でもあ
ると同時に、実習の手続きなどの手引きにもなる。毎回の授業を確実に理解し、実際の幼稚園実習で活用できるように
すること。

講義・演習・ビデオ視聴・ロールプレイ・グループ討議・意見交換・発表など

テーマ
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授業形態 授業担当者

実習 　　児童生活専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

各2週間 180時間(4単位) 1C／後期、2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]

復習：１５時間

[授業計画]

学習成果（キーワード）

幼稚園理解

２.子どもの発達に応じた適切な関わり方及び指導方法を学ぶ 発達・援助

３.幼稚園における保育者の仕事と環境構成を学ぶ 保育者理解・保育環境

指導計画

責任実習

反省・課題

[教科書・参考書] [成績評価]

テーマ・内容

授業科目名

教育実習(275)

[実施概要]

１.幼稚園の１日の流れを理解し、その流れに沿って積極的に行動する

[授業方法]

オリエンテーション、現場での実習及び巡回指導

[授業の概要]

幼稚園教諭養成の目的・意義・役割、幼稚園教諭としての教育の基本・目的・教育課程の編成、幼児教育
の理論や指導法などの講義で得た知識と技能をもとに、幼稚園の実際の現場において、幼児期にふさわし
い生活の展開とはどのようなものなのか、またそのふさわしい生活を展開するためにはどのようにしたら
よいのかなどを修得することができる。１年次には、観察・参加実習、２年次に参加・責任実習を実施す
る。

学内での学びを基礎として、実際の幼稚園の現場に出て、指導担当教員から指導を受けながら現場での実
習を行う。

実習期間
１年次：9月～11月［うち２週間］　観察・参加実習
２年次：5月～ 7月［うち２週間］　参加・責任実習
ただし、受入先幼稚園の関係で上記の期間以外に行うこともある。
また、単位修得状況や学習態度等により実習できない場合があるので注意すること。

教育実習指導での学習成果を活かせるように、実習前及び実習後に教科書やノート等を読み返し、学習し
た知識と技術についての再確認を行う。

[受講上の注意]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

　

規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価及び平常授業時の学
習や行事等への取り組み状況などをもとに総合的に判断する。

４.指導計画に基づいた指導方法を学び、自らの指導計画立案に活かす

５.指導計画を立案し、その計画をもとに責任実習を行う

６.実習園での反省会から、実習での成果と今後の課題について学ぶ

教科書：

参考書：
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授業形態 授業担当者

講義 　　廣川  加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) C／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

教科としての「国語科」 日本語、国語、国語科

話す・聞く・書く・読む 入学前とのつながり

小学校低学年の内容 相手に応じて話す

言語活動の実際 ポスターセッション

小学校低学年の内容 口頭作文　文から文章へ

説明的な文章 順序

物語 想像を広げる

教科書の中の読書活動 ブックトーク

読書会 リテラテャー・サークル

昔話や神話・伝承 昔話を語る

短歌　俳句　ことわざ　慣用句 俳句に親しむ

教科書教材を見る 絵・写真とことば

１年生の絵日記　３・４年生の日記 生活を書いたものを読む

音読　二人読み　群読 声と身体性

入学前に求められること 子どもにとっての言葉

[教科書・参考書] [成績評価]

テーマ

８.読書活動①

７.読むこと②

６.読むこと①

教科書：なし

１４.詩を読もう

１.国語とはなんだろう

１３.子どもの日記を読む

２.小学校「国語科」の内容

９.読書活動②

４.話すこと・聞くこと②

１０.伝統的な言語文化①

１１.伝統的な言語文化②

１２.メディア・リテラシー

参考書：幼稚園教育要領

授業への取り組み重視。数回確認を行う学修成果と最後の試験で評
価する。

１５.まとめ

扱った内容が実際の生活（言語生活）でどのように生かされているかを考えてみること。

３.話すこと・聞くこと①

５.書くこと

授業科目名

国語(268)

[授業方法]

プリントを配布し、実際に言語活動を行う。

[予習・復習]

小学校の国語科教育の構造を知り、幼児教育とのつながりを考え、言葉を学ぶ楽しさと大切さを理解すること
ができる。さらに、自分が受けてきた国語科教育をふり返り、言葉の力を高めることができる。

小学校「国語科」の目標と内容を知り、３領域１事項について小学校低学年を中心に理解を深める。１年生の
教科書や小学生の書いた絵日記を考察したり、授業で実際に設定される言語活動を行う。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]
扱う内容は難しいものではありませんので、ご自分の問題意識で大いに考えを深めてください。
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授業形態 授業担当者

演習 　川村 祥子 ・ 村山 祐季子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) １Ｃ／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修を課す。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業方法、課題、音楽歴調査 導入教育の課題

各自の課題及び楽典（１）

課題のレッスン・弾き歌い

各自の課題及び楽典（２）
コードネーム
メジャー・マイナー

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

各自の課題及び楽典（３） コードネームセブンス

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、試験曲決定

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

課題のまとめ 課題仕上げ

授業成果の確認 授業の振り返り、まとめ

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、試験曲決定

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

課題のまとめ 課題仕上げ

授業成果の確認 授業の振り返り、まとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

２４.演習

レッスン室では、各人の技術や能力に応じた個人レッスンを行う。ピアノ練習室ではグループレッスンの実施以外は
終始練習に励む。「弾き歌い」に関しては、半期で１０曲を目標とする。子どもの曲を１曲でも多く習得するために
毎回の授業では「レパートリーメモ」には、自宅練習内容、レッスン内容、個人練習内容を記入し、担当教員が毎時

毎日３０分以上の練習が必須。課題がクリアできない者に関しては夏期・冬期・春期休暇に補習を実施する
場合あり。爪整える。

[受講上の注意]

テーマ

１.オリエンテーション

譜表、拍子、音符、指番号
階名唱、音階の説明
課題の練習、仕上げ

２５.～２８.演習

３０.まとめ

２.演習

１３.演習

１４.演習

１５.まとめ

１６.夏期休暇中の課題

１７.～２２.演習

９.演習

１０.演習

１１.演習

１２.演習

３.～７.演習

８.演習

２９.演習

２３.演習

　

前期、後期ともに最終授業日に半期の成果の確認をする。また、授業への
取り組み（授業態度、自宅練習）を重視する。

教科書：教育芸術社「音楽通
論」「改訂 幼児のための音楽
教育」
適宜プリント資料を配付する。

授業科目名

器楽Ⅰ(264)

[授業方法]

[予習・復習]

課題は毎回数曲並行して実施する。自らの目標を設定することが重要である。

個別およびグループによる演習の授業形態である。ＩＣＴ教材も利用する。

保育現場の音楽活動をスムーズに援助するために、コードによる簡単な伴奏によってピアノを弾きながら歌う「弾き
歌い」ができるようになる。また、音楽の基礎＝音楽通論を学び、読譜力、ピアノ演奏技術向上を目指す。ピアノ学
習経験の少ない学生は、姿勢、運指法、手や指の型などの基礎から重点的に学び、１年間で「バイエルピアノ教則

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者
演習 　　山本 吉男・浅羽 聡美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

美術教育を振り返り、技術の習得ではない人間形
成におけるアートの必要性を考える。学習記録の
ためのポートフォリオの作成方法。

アートの力、上手い下手、苦手意識、
評価、自己表現、シンボリックな造
形、キャラクター

自己の内面の動きを造形につなげて描き、形にな
らない表現について考える

タッチ、色彩、完成を予想しない、抽
象画、アナログ画、混色

身体的な動きを造形につなげて描き、子どものス
クリブルについて考える

心地のいいストローク、感触、筆圧

多様な描画材による身体的、感覚的な変化を感じ
ながら描き、その影響について考える

絵具の種類、絵具の状態、支持体、マ
チエール

多様な道具による身体的、感覚的な変化を感じな
がら描き、その影響について考える

筆、素手、ボディペインティング、ア
クションペインティング

これまで描いた抽象的な表現から感じたことを言
葉に置き換えて、他者と共有する

視覚言語、対話型鑑賞、答えを求めな
い

自由に描く上で、制作テーマの提示は必要かを考
えながら描く

放任と制限、自由の入口、表現のきっ
かけ、意欲、動機

制作テーマを設定したプログラムから描く 子どもへの実践、子どもの実際

自由に描く上で、モチーフの提示は必要かを考え
ながら描く

自然物と人工物、五感、写生と具象、
モチーフを超える

モチーフを設定したプログラムから描く 子どもへの実践、子どもの実際

多くの保育現場で行われている実例から、個々の
表現が充分に保障される場を考える

見栄え重視の落とし穴、個と協調、個
性、多様性

共同制作のプログラムから描く 子どもへの実践、子どもの実際

個々の表現が最大限尊重される作品の扱いについ
て、作品展示、鑑賞を通して考える

仕立て、壁面、掲示道具、対話型鑑賞
の形態、照明、空間

保育現場でどのように造形活動が取り入れられて
いるのか実際を知り、その意義を考える

生活の中のアート、日常のアート、造
形に留まらないアート

グループワークによる学習成果（ポートフォリ
オ）の発表と対話

子どもたちとの関わりの具体的イメー
ジ

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名
図画工作(265)

[授業方法]
講義後、5名程度のアイランド形式の座席で作品制作し、そこでの気付きをテーブル毎に対話し、ワーク
シートへ記入する。

[予習・復習]

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

予習として、次の授業時の制作で使用する画材、素材を準備する。復習として、毎授業の学習成果をポー
トフォリオに整理し、さらに自主的に制作した作品等をポートフォリオに追加していく。

造形を通して自己を表現することができる。その体験を、子どもの表現活動での関わりにつなげて考える
ことができる。

主に平面表現を通し、一般的な描画に限らない多彩な素材、手法を用い、技術の習得に偏らず、常に直感
的、衝動的な自分の感覚を意識しながら制作し、自分の内面の動きや、自分と他者の作品を見て感じるこ
とを対話形式で言語化する。自己表現の体験を、乳幼児期の造形活動とつなげて考えられるようにする。

１４.保育とアートⅠ

１５.まとめ

テーマ

７.テーマの必要性①

８.テーマの必要性②

９.具体的モチーフの必要性①

１０.具体的モチーフの必要性②

１１.共同制作を考える①

３.スクリブル

４.素材が及ぼす影響①

[受講上の注意]
毎回、制作に必要な持ち物があります。忘れないように気を付けてください。

５.素材が及ぼす影響②

６.造形を言語化する

１.保育におけるアートの意義Ⅰ

２.思考の視覚化

　

ポートフォリオによる学習成果の確認（80％）、定期試験（20％）教科書：浅羽聡美著『子どものチカラを
引き出す美術と大人の関わり合い』
(atlier le matin)
参考書：幼稚園教育要領（文部科学省）
ほか、授業中に適宜資料を配布する。

１２.共同制作を考える②

１３.作品展示と作品鑑賞
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授業形態 授業担当者

演習 川村 祥子・浅羽聡美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（1単位） １Ｃ／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

領域「表現」のねらいおよび内容、育みたい
資質能力との関連〔川村祥子〕

「ねらい」と「内容」

「幼稚園の終わりまでに育ってほしい幼児の
具体的な姿」、領域「表現」と他領域との関
連〔川村祥子〕

他領域と総合的に関わっている
こと・共通することを再確認

領域「表現」以前・誕生　他領域・小学校教
科との関連〔川村祥子〕

「表現」の歴史的変遷

環境設定　園環境が育む子どもの感性と表現
〔川村祥子〕

表現が生まれる環境構成

子どもと時間・空間・モノ・情報 情報機器
教材活用〔川村祥子〕

表現を育む環境

サウンドスケープ　校外学習〔川村祥子〕 五感の働きを認識する

動植物・人との関わり 情報機器教材活用
〔川村祥子〕

生命に対する感性を育てる

音楽的表現　〔川村祥子〕 身体で感じるリズム・言葉から
音楽へ・楽器あそび

造形の特性 情報機器教材の活用を含むさま
ざまな素材を活かす表現〔浅羽聡美〕

ダイナミックな環境を活かす

新聞あそび〔浅羽聡美〕 「もの」を媒体とした表現

ICTを活用した指導計画や学修記録作成
〔川村祥子〕

日常保育と行事との関連
保育集団のありよう

模擬保育（１）グループワーク 指導案作成
〔川村祥子〕

表現された子どもの世界

模擬保育（２）グループワーク 指導案作成
〔浅羽聡美〕

創造的表現活動

模擬保育（３）グループワーク
〔川村祥子〕

創造的表現活動

幼稚園要領 保育内容「表現」
自己評価、ディスカッション〔川村祥子〕

客観的な振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

　

教科書：「事例で学ぶ保育内容〈領域〉
表現」萌文書林
参考書：幼稚園教育要領（文部科学
省）、保育所保育指針（厚生労働省）そ
の他適宜用意する。

授業への取り組み（４０％）及びレポートによる評価（３０％）。幼稚園教育
要領の確認、各単元の確認、以上の点を総合的に評価する（３０％）。

授業科目名

子どもと表現(267)

[予習・復習]

[授業方法]

幼稚園教育要領の保育内容「表現」にある、子どもが「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」ことを目指し、幼児の発達や表現行動の特徴に即し
て、主体的・対話的で深い学びが実現する課程をふまえて、保育者としての適切な援助方法や指導場面を説明できる。

１４.ごっこ遊び・劇あそび

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.生命に対する感性と表現

８.音・音楽に対する感性と表現

９.造形に対する感性と表現１ 

１０.造形に対する感性と表現２

１１.子どもの感性と表現を育む保育者
の適切な援助

１３.造形表現　

この授業は幼稚園教諭のための教職課程科目であり、教育課程および指導法に関する科目として位置づけられている。幼
稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念を理解し、子どもの表現を受容するために必要な知識
と技術を習得し、適切な保育や援助ができるようになることを目的とする。

指導法の実践や事例についてグループディスカッションなどを適宜取り入れる。ビデオ視聴も効果的に利用。

授業計画のテーマに沿い、教科書を読んでおく。翌週までの課題を実施することで、知識の定着を確認する。

３.保育内容「表現」歴史的変遷

４.領域「表現」と保育者の役割

５.子どもの豊かな感性と表現を育む環
境

６.諸感覚を通しての感性と表現

１.オリエンテーション

２.幼稚園要領「表現」について

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

演習科目であるため、実践やディスカッションには積極的に参加することがのぞまれる。

[授業の概要]

１２.音楽的表現

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。
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授業形態 授業担当者
講義 濱中啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） １Ｃ／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

なぜ教師を目指すのか、教職とは何か 教職、教師、保育者、教育

教師（保育者）とはどのような存在か
遊び、学び、成長、発達、共同
作業者、子育て支援

保育者の専門性とは何か－基本原理－
保育者の専門性、全国保育士会
倫理綱領、保育技術

保育者の専門性とは何か－力量形成、研修
－

研修、力量形成、小学校教諭、
連携

戦後の教育と教職あり方
経験主義、ゆとり教育、体罰、
いじめ、学校制度

幼稚園教育要領の成立と教職あり方
幼稚園教育要領、保育所保育指
針、教育基本法、児童福祉法、教
員養成、教員採用試験

教師と教員養成のあり方
ルソー、フレーベル、ペスタ
ロッチ

教育実践と教師の指導法 デューイ、倉橋惣三

オルタナティブスクールとしてのモンテッ
ソーリスクール、シュタイナースクール

モンテッソーリ、シュタイナー

なぜ勉強しなければならないのか
勉強、強制、自立、興味・関
心、好奇心

人はなぜ遊ぶのか、遊びと学びの意味は何
か

遊び、仕事、学び、ホイジン
ガ、カイヨワ、ピアジェ

よい先生を考える視点－子ども、教師、保
護者－

教師像、保護者支援

学校としての連携の意味は何か－幼小連
携、幼保連携、小中連携、中高一貫－

連携、一貫校、発達の連続性

なぜ、指導案、指導計画が必要なのか、子
どもを評価するとはどういうことか

年間カリキュラム、指導案、法
則化運動、向山洋一

学習内容のまとめ、論文作成・提出

[教科書・参考書] [成績評価]

教科書：現代保育問題研究会
『保育をめぐる諸問題』一藝社

試験（80％）、レポートや授業内提出物（20％）　

参考書：幼稚園教育要領、井藤元 編
『ワークで学ぶ教職概論』ナカニシ
ヤ出版

　

授業科目名
教職概論(266)

[授業方法]

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身つけている。

現在社会における教職の重要性の高まりを背景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容などについて知
り、教職への意欲を高め、教職のあり方を考察できるようにする。また、現代に求められる教師の資質・専門性に
ついて適切に理解し、自己の考えがもてるようにする。

教職の意義、教職の役割、教員の職務内容、チーム学校運営への対応について学んでいく。その際、自身の子ども
時代の体験、理想の教師像を基本としながらも、教師論の変遷、現代社会と教師、教師の協働性（チーム）、教育
経営の実際について講義していく。

１５.教師における現代的課題とその
解決に関する模索

１.公教育の目的と教職の意義

８.子どもへの指導のあり方

９.教員の職務の全体像

[授業の概要]

１３.幼保小連携の意味

１０.教員の制度上の位置づけと全体
像

１１.教員の学び、研修の意義、省察

１２.教員に課せられる服務上・身分
上の義務

４.教育の動向を踏まえた現代の教職
のあり方
５.我が国における教職観の変遷と今
日の教育

６.西洋における教職観の変遷と現在
的視座

７.今日の教員に求められる基礎的な
資質・能力

１４.チーム学校としての連携、協
力、協働の意義

　講義を中心とし、ディスカッションや自己の考えをまとめる時間や発表なども取り入れる。

　自身が受けてきた教育・保育を振り返り、自己の教育観について考えをまとめておく。よい教育・保育とは何
か、子ども・社会との関わりの中で自己の考えを明確にできるようにしておく。

テーマ

　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

２.教職と他の職業との違い、教師の
専門性

３.教職の職業的特徴

　配布されたプリントは整理しておき、次の授業にも持参すること。
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授業形態 授業担当者

演習 　　太田　千津

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 1C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

Windowsの基本操作説明 ログイン、パスワード、リボン、
保存と読み込み

メールの設定、使用方法説明
ポートフォリオ、マイコース、各
自の設定、パスワード

文字のみの文書作成
書式設定、ワードアート、様々な
文字装飾、印刷方法

表作成を含めた文書作成
罫線、セル結合、オンライン画
像、図形挿入、箇条書き

画像を用いた文書作成
表作成、写真・図の挿入、ページ
設定・印刷

様々なビジネス文書の作成
社内文書、社外文書、均等割り付
け、タブ設定

データ入力、表作成
計算式、オートフィル機能、オー
トSUM、構成比

作成した表の書式設定
罫線、データの移動・複写、相対
参照と絶対参照

統計処理
SUM 関 数 、 AVERAGE 関 数 、
ROUND関数、IF関数

論理関数
COUNT 関 数 、 COUNTIF 及 び
SUMIF関数、AND関数

グラフの作成
グラフツール、グラフの編集、図
形の挿入、書式設定

用途に応じたグラフの作成
第２軸を使うグラフ、レダー
チャート、新規グラフシート

検索関数、並び替え
VLOOKUP・HLOOKUP関数、
RANK関数

データベース、集計
レコード、フィールド、オート
フィルター、集計

学習成果の確認と評価
前期内容の技術確認
自己評価

[教科書・参考書] [成績評価]

課題作成が遅れている場合や実習中の課題は空き時間を利用して必ず取り組むこと。

欠席をするとソフトウェアの使用法が分からなくなるので注意すること。

１４.表計算ソフト(8)

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.表計算ソフト(1)

８.表計算ソフト(2)

９.表計算ソフト(3)

１０.表計算ソフト(4)

１１.表計算ソフト(5)

３.ワープロソフト(1)

４.ワープロソフト(2)

５.ワープロソフト(3)

６.ワープロソフト(4)

１.ガイダンス

１２.表計算ソフト(6)

１３.表計算ソフト(7)

２.新渡戸フォリオ、電子メール

　

教科書：適宜参考プリント配布
参考書：

授業の取り組み状況(20%)、提出課題の内容(30%)、習熟度試験(50%)

授業科目名

情報機器演習(269)

パワーポイントで説明を行い、パソコンを利用した演習形式。課題は新渡戸フォリオを活用し
提出する。

[予習・復習]

[授業方法]

Webメール、ポートフォリオの利用法を学習し使えるようなる。ワープロソフト（Word）で園便
りやプログラム等の簡単な書類の作成ができるようになる。また、表計算ソフト（Excel）で基
本的な表計算やグラフの作成ができるようになる。

実際にパソコンを操作しながら体験的に、パソコンの操作方法、新渡戸フォリオの利用の仕
方、各種ソフト（Word、Excel）の使い方について学ぶ。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

演習 　　清水　憲二
授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 1C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

パソコンを利用した情報収集・メディアの利
用・デジタルカメラの使い方

ICT、ネット検索、e-メール
デジタルデータ、解像度と画質・印刷

Photoshop Elementsによる写真のレタッチ トリミング、解像度の変更、範囲指定、
修正、スマート補正

Photoshop Elementsによる写真のレタッチ コピーペースト、透明化､フィルター

Photoshop Elementsによる写真のレタッチ レイヤー、パノラマ
保存形式（JPEG、PNG、GIF）

各自の工夫による写真作成
Wordを使ったアルバムの作成

Wordへの図の挿入、飾り罫線、ワード
アート、テキストボックス

Epson Scanの使い方
Photoshop Elementsによる絵本の素材作成

アナログデータのデジタル化

Microsoft PowerPointの使い方 スライド､タイトルレイアウト､デザイン

Microsoft PowerPointの使い方 アニメーション効果,画面切り替え、図や
ビデオ・オーディオの挿入、グループ化

動く絵本のオブジェクト作成 アナログデータのデジタル化
カット、ペースト、修復ブラシ、

動く絵本のオブジェクト作成 アナログデータのデジタル化
カット、ペースト、修復ブラシ、

Microsoft PowerPointのスライド作成 アニメーション効果の設定（開始・強
調・終了）

Microsoft PowerPointのスライド作成 アニメーション効果の設定（軌跡）

Microsoft PowerPointのスライド作成 画面切り替え効果の設定、ＢＧＭの挿入

Microsoft PowerPointのスライド作成 リハーサル、著作権

作成した動く絵本の発表
作品の鑑賞と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

２.デジタル写真の加工　 １

１２.動く絵本の作成５

１３.動く絵本の作成６

１１.動く絵本の作成４

３. デジタル写真の加工　２

４. デジタル写真の加工　３

５. デジタル写真の加工　４

８.動く絵本の作成 ２

８.動く絵本の作成 １

９.動く絵本の作成 ４

１０.動く絵本の作成３

 授業の取り組み状況（20％）､課題（30％）､発表（50％）

１４.動く絵本の完成

１５.作品発表と鑑賞

教科書：適宜参考プリントやテキス
ト、デモ用データを配布する。
参考書：

８.動く絵本の作成 ３

授業科目名

幼児教育のためのICT演習(272)

[授業方法]

[予習・復習]

課題作成が遅れている場合や教育実習中の課題は空き時間を利用して必ず取り組むこと。

パソコンによる演習。新渡戸フォリオを活用し、課題提出等を行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

保育所や幼稚園でのＩＣＴ利用法を考え、ＩＣＴの基礎的な技術を習得する。保護者へのお知らせや日誌等のプリ
ント作成にとどまらず、ＩＣＴを利用した行事記録の作成や情操教育への応用ができるようになる。プレゼンテー
ション力が向上する。

パソコンを使った演習により各種ソフトの使用法を習得し、テーマに沿った作品をそれぞれ作成して印
刷・発表する。

欠席をするとソフトウェアの使用法が分からなくなるので注意すること。

[授業の概要]

テーマ

１. ICTメディアリテラシー
　　デジタル写真

- 88 -



授業形態 授業担当者

講義 　　廣川  加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) C／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

５段階でファンタジーを書く 外へ出かけ、帰ってくる

説明文　段落の連接関係 起承転結

意見文　結論を導く 論証と構成

日常に目を向ける 俳句　句会

日常をえがき、俳句を添える 随筆

報告書　800字で書く 相手と目的

報告書を読み合う 整合性

写真の特徴　文字の特徴 視覚に訴える

広告をつくる 相手へのアピール

自分の売りを見つけて書く 自分を語る言葉

自己PR文を読み合う 読みやすさ　相互批正

1000～1200字の意見文　小説 語彙を選ぶ　表現する

1000～1200字の意見文　小説 相互に論評する

そこで起こったことを視点を決めて書
く

人は何を見ているか

取り組みの確認　短歌を作る 自己の課題把握

[教科書・参考書] [成績評価]

[受講上の注意]

毎回、文章を書くので楽しみつつ向上心をもって受講してください。

[授業の概要]

随筆、小説、短歌・俳句などの創作、レポート､文書作成､自己ＰＲ文など、様々な｢書くこと」に慣
れる。また、実物や映像との組み合わせを楽しむ。

テーマにむけての様々な文章例や表現を理解し、「創る・書く」の実技に取り組む。

次回行う内容の構想を練ってくる。復習は配布プリントを必ずフアイルして内容の整理をするこ
と。

１５. まとめ

テーマ

１２.選んで書く①

１３.選んで書く②

３.論理で書く②

６.論理で書く③ー１

９.写真と言葉②

１０.自己PR文を書く①

１.物語を書く

２.論理で書く①

課題に沿って書いた作品で評価する
教科書：なし　参考書：適宜配
布

授業科目名

文章表現法(270)

[予習・復習]

[授業方法]

多様な文章の形態を知りオリジナルな作品を書く。書くことの基本を学び、文章表現に関心をも
ち、言語表現能力を高める。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

 社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

５.随筆を書く

４.俳句をつくる

７.論理で書く③－２

８.写真と言葉①

１１.自己PR文を書く②

１４.出来事を描写する
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授業形態 授業担当者

演習 　　生活学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) D，C／７月－９月 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

目的、内容 インターンシップ

実務研修先と研修内容 社会人基礎力

実習先の確定、ビジネスマナー

研修記録の目的と書き方、報告書の書
き方

事前指導、受入依頼、事前訪問 参加受講者へ詳細指示

実地研修（３～５日間）

研修報告書の仕上げ、提出、報告会

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

インターンシップ演習(271)

[授業方法]

[授業の概要]

教科書：特になし

[受講上の注意]

５．学外オリエンテーション

４．学内オリエンテーション

６～１４　実地研修

１５.まとめと報告、お礼状

テーマ

[予習・復習]

１．インターンシップ演習

２．本演習の進め方

３．学内オリエンテーション

詳細な日程や情報は適宜学内に掲示する。企業等での研修は夏期休暇中の３～５日間を予定。
研修先については事前に相談、受け入れ先企業の承諾を得て決定する。
研修内容については受け入れ先企業と調整を行うが基本的には受け入れ先の企画内容となる。

参考書：資料配付 研修先からの評価、研修報告書をもとに単位認定をする。

　

事前の学内説明会、学内・学外オリエンテーション、課題提出、

研修目標、面接対応

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となる。

この演習では次のような項目を目的として計画・実施する。
１）ビジネスマナーや一般常識・専門知識を得る。
２）実習先企業の知識や業界知識を得ることで社会の仕組みを知る。
３）実際の実習・研修を通して適切な職業選択ができるようになる。

事前指導及び事後指導は講義・演習形式。実地研修は３～５日間行う。

インターンシップとは、「学生が企業等で実習・研修的な就業体験をする」ことである。若者の勤労意識
を高めたり、企業と学生間のミスマッチを防ぐ目的でインターンシップという考えが導入されるようにな
り、多くの大学でその制度がカリキュラムとして採用されている。インターンシップの実習そのものは３
～５日間という短期間だが、そこに至るまでの事前講義、また実際の就業体験を通して、自分を見つめ、
「働く」ことの意義をつかむ。そして自分の進路に結びつける。

自ら積極的な参加をすることにより、手続きに関すること、事前の企業研究などを行う。研修中は現場で
の指示に従い研修成果をあげる努力をする。
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　川村  祥子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) Ｃ／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修を課す。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

領域「表現」保育現場の音楽活動腹式・胸
式・丹田呼吸法・発音・発声

口腔内、声帯の構造
呼吸法　自らの声

音の長さ　音符・休符・タイ・三連符・拍
子・小節・　音の高さ

楽譜上の音楽用語
階名唱

楽譜の読み方・書き方 楽譜上の諸記号

音程　わらべうたのしくみ
「だるまさん」他

長短系
音楽要素

音程　唱歌「春が来た」「春の小川」「ふる
さと」他

完全系
音楽要素

長音階　手話をつけた歌
身体表現を伴った歌　任意の曲

長音階＃♭３つまで

短音階　ボディーパーカッションと歌唱　任
意の曲

短音階＃♭３つまで

和音＝コードネーム
「歌唱の共通教材」より

長・短三和音

和音＝コードネーム
カスタネット・シンバル・トライアングル・
すずなどの奏法

増・減三和音・セブンス
リズム楽器の基礎演奏方法

「Caro　mio ben」「Largo」 発声・発音

　任意の曲 表情、表現力

学習成果の評価　 任意の曲 楽典を含めた基礎音楽理論

「Hail Holly Queen」他

復習 各自のレパートリー再確認

個人、重唱、アンサンブル、合唱 音楽要素・表現力・歌ごころ

[教科書・参考書] [成績評価]

[受講上の注意]

グループワーク・発表は主体的に取り組む。動きやすい服装で参加すること。

[授業の概要]

保育者として必要な声楽技術と知識を身につける。自身の「いい声」を見つけ音楽表現の幅を広げる。独
唱、重唱、アンサンブル、合唱などのさまざまな形態で演奏することにより、音楽を表現し、感受する
力、聴く力、歌心養う。また、音楽の基礎的な音楽理論である音階、音程、和音を理解、説明ができ、楽
譜の読み方や曲の選び方を学ぶ。

この授業は、保育者として子どもの豊かな音楽活動を支えるために楽譜のしくみなどの音楽の基礎理論を
細かく学ぶ。毎回授業の初めに発声練習を行い、初見の能力を継続的に身に付ける。また、保育の現場で
よく歌われている子どもの歌を１曲ずつ歌う。イタリア歌曲、ミュージカルやポップスなどにも挑戦し、
レパートリーを広げると共に教育実践に生かす知識や表現力を身につける。

授業計画のテーマに沿い、音楽理論の理解を教科書で復習する。翌週までの課題を実施することにより、
表現技術と知識の定着を確認する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１４.まとめ 

４.音程の仕組み（１）
　わらべうた

５.音程の仕組み（２）　唱歌

６. 保育現場で歌われる曲（１）

１.オリエンテーション

２.楽譜の仕組み

１２.ミュージカル　楽典確認

１３.ゴスペル

　

楽典を含めた基礎理論の学習成果。最終授業日に発表会を実施し、
授業への取り組みなどから総合的に評価する。

教科書：教育芸術社　音楽通論
（器楽Ⅰと兼用）
その他資料：適宜プリント配布

授業科目名

声楽(273)

[授業方法]

個別およびグループによる演習の授業形態である。ＤＶＤなど視聴覚機材の利用もする。課題はmanabaに
て提出する。

[予習・復習]

１５.発表会

テーマ

７.保育現場で歌われる曲（２）

８.小学校で歌われる曲

９.リズム楽器の合奏と歌唱活動

１０.リズム楽器の合奏と歌唱活動

１１.ポップス

３.輪唱・エチュード
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授業形態 授業担当者

実習 　　井上　伊希子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 45時間(1単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

衣生活の変化 日本の繊維事情の変化を知る。

手縫いの基本
並み縫い、まつり縫い、返し縫
い、ボタン付けができる。

バイアステープ、刺繍の基礎
バイアステープの扱い、刺繍の基
礎ができる。

繊維の種類と特徴
繊維の燃焼実験をして、繊維の特徴を
知る。レポート提出。

織物・編み物の特徴
布の三原組織を作り、その仕組み
を理解する。

ミシンの仕組み、袋の作り方
ミシンを正しく扱い、弁当袋を完
成させる。

自分のサイズに合わせ裁断 エプロンの構成を知る。

ポケットを作り、脇、すそのしまつ
ポケットの作り方とつけ方を理解
する。

ひも作り ひもの付け方を理解する。

三角巾作り バイアスの特徴を理解する。

洗濯、干し方、取扱い絵表示
洗剤の働き、取扱い絵表示をまと
めレポートで提出。

アイロン、仕上げ、しみ抜き
しみ抜き実験の結果をレポートで
提出。

掃除の必要性
掃除用具の正しい使い方と洗剤の
特徴を知る。

資源と環境
エコ生活の取組を考え、エコタワ
シを作る。

学習成果の確認と評価 基本縫いの実技を行う。

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

生活学実習Ａ(351)

[授業方法]

[予習・復習]

師範台でデモンストレーションを行ったあとに、各自で製作する実習を行う。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

テーマごとにプリントを配布するため、実習を行う上で細かな点など正しく理解するために、よく読んで
おくこと。また、プリントをきちんとファイルし、適宜確認できるようにしておく。

保育士や幼稚園教諭そして生活者として「衣生活」「住生活」を中心とした生活の知識や技術を実習から
身に付けることができる。

便利さの社会で生活の基本を忘れがちであるが、生活の基本を身に付け、より生活を創意工夫する力を付
けるため、各自エプロン、袋などを製作する。また、住生活も環境を考えながら実生活にあった実習を行
う。

教科書：プリントの適宜配布

参考書： 　

１４.消費者生活と環境

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.エプロン製作

８.エプロン製作

９.エプロン製作

１０.三角巾製作

１１.衣生活の手入れ

３.乳幼児エプロン製作

４.衣服素材

実習を伴うので、遅刻・欠席には特に注意すること。

　

授業への取り組み２０％、レポート２０％、課題作品６０％

１２.衣生活の手入れ

１３.住生活の基本

５.衣服素材

６.袋の製作

１.実習ガイダンス、衣生活の基本

２.乳幼児エプロン製作
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授業形態 授業担当者

演習 榊原　久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育・教育における相談援助の概略 保育教育の実状

自己理解ワーク 自己理解・他者理解

相談援助の理論 歴史的変遷・諸理論

相談援助の意義 家族・個人・地域資源の活用

相談援助の機能 個別支援と関係調整

相談援助・保育とソーシャルワーク ソーシャルワークの実際

相談援助の過程 個別化・受容・葛藤解決

相談援助の技術・アプローチ アセスメントスキル

計画・記録・評価 フェイスシート・プランの作成

関係機関との協働 関係機関の種類と専門性

多様な専門職との連携 専門職の種類と専門性

社会資源の活用・調整・開発 コミュニティ・コーデイネイト

虐待の予防と対応 早期発見・ネウボラ

障害のある子どもとその保護者への支援等
母子保健・インクルーシ
ブ

ロールプレイ 構成的エンカウンター

[教科書・参考書] [成績評価]

講義に必要のないものは机上に置かない。本科目は他者との関わりが求められるため、演習に積極的に取り組
むこと。演習やレポートの提出状況より、本科目の授業への取り組みを把握し評価に反映する。

[授業の概要]

１２.相談援助の具体的展開④

１３.事例分析①

教育、保育における相談について、その基本となる理論と方法及び心構えを学ぶ。

幼児や支援を必要とする家庭を理解するために必要な技術を事例検討やロールプレイを通して学ぶ。

１１.相談援助の具体的展開③

３．相談援助の概要①

４.相談援助の概要②

５.相談援助の概要③

６.相談援助の概要④

テーマ

７.相談援助の方法と技術①

８.相談援助の方法と技術②

９.相談援助の具体的展開①

１0.相談援助の具体的展開②

１.オリエンテーション

２相談援助のための自己理解

生活事例から始める相談援助　吉田眞
理著　青踏社

　
　テスト及び授業への取り組み状況などで総合的に評価する。

１４.事例分析②

１５.事例分析3�

授業科目名

相談援助(352)

[授業方法]

②事例検討と発表を通して、教育、保育における相談援助の実践力を体得できる。

[予習・復習]

予習：次回学習予定のテキストを読む。　復習：講義内容とテキストの振り返りをおこなう。

①保育者として必要な、教育、保育における相談援助の知識を習得できる。

保育者として、保護者支援を中心とした相談援助技術を学ぶ。事例分析、ロールプレイによるグ
ループワーク演習を通して、保育者に必要な相談援助の基本的態度・技術を学ぶ。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者
講義 　　久利　要子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業方法]
講義形式。プリント資料や映像教材なども活用していく。ワーク課題提出による要点の確認も適宜行う。

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもと家庭を取り巻く状況 子育て家庭の孤立、虐待ほか

子ども観の変遷 権利中心の子ども観ほか

先駆者の取り組みをたどる 石井十次（岡山孤児院）ほか

基本となる考え方（６項目） 「家庭的養護と個別化」ほか

自立の基本的考え方 リービングケアとアフターケア

施設養護と家庭的養護 措置と契約　ホスピタリズム

児童の健全育成のための支援 児童相談所の機能と役割

養育環境の課題に対する支援 児童養護施設・乳児院ほか

障害のある子どもへの支援 障害児入所施設ほか

情緒・行動面への支援 児童自立支援施設ほか

家庭的養護 里親制度・ファミリーホームほか

職種とその職務内容 他職種との連携　チームワーク

多様なニーズへの包括的支援 ソーシャルインクルージョン

社会における子どもの貧困 生活保護の現状　世代間連鎖

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

１３.子どもの権利擁護

[授業の概要]

１.社会的養護とは

２.社会的養護の理念 

[受講上の注意]

毎回の授業内容には相互に深い関連があるため、休まず出席の上、理解を確実なものとしてほし
い。

１２.社会的養護の専門職

１０.対象と領域４

１１.対象と領域５

３.社会的養護の歴史

４.社会的養護の原理

５.社会的養護における自立

６.社会的養護の体系と運営 

上記３点を合わせて総合的に評価する。

①定期試験(60%)　②提出課題(20%)、③授業への取り組み姿勢(20%)教科書：『実践から学ぶ社会的養
護−児童養護の原理−』（編著）中
山正雄　　保育出版社
参考書：授業時に示す

授業科目名
社会的養護(353)

[予習・復習]
子育て家庭の現状について日頃から新聞などに目を通し、情報収集に努めること。また今後の法改正にも各自
で対応していけるよう、毎回の授業後には『社会福祉小六法2019』等で、各サービスの法的な根拠についても
確認することが望ましい。

社会的養護の理念、目指すべき方向性をふまえながら、制度の仕組みや現場の実践について体系的に学ぶ。

わが国では少子高齢化が進み、社会構造の変化や親の意識の多様化、子育て家庭の孤立などの要因を背景とし
て、子どもの養育に関する社会的支援の重要性がますます高まっている。本講義では、現代社会における子ど
もを取り巻く環境の変化や、現代社会における子育て家庭の現状をふまえ、社会的養護の体系と児童福祉施設
における援助の意義と役割について学ぶ。そして、現場の専門職としての保育士に求められている的確な視点
で社会的養護の原理が理解できることを目標とする。

１４.社会的養護の今日的課題

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.対象と領域１

８.対象と領域２

９.対象と領域３
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授業形態 授業担当者

講義 　　瀬川　未佳

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間］
開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもの発達の原理と法則
相互関連性、順序性、発達課
題

愛着の形成
愛着理論、基本的信頼感、安
全のサイクル

気質について 気質類型、保護者との連携

自己について
自他の区別、自己認知、自己
主張、自己抑制

言葉の発達
言語理解、言語表出、語彙の
獲得過程

心の理論 心の理論、誤信念課題

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
と保幼小連携

保幼小連携 スタートカリ
キュラム　１０の姿

学童期における遊びや経験の貧困 発達の最近接領域、環境

学童期の心理と社会性の発達
自己中心性からの脱却、ギャ
ングエイジ、自己意識

課題を抱える子どものとらえ方 多角的理解、円環的理解

虐待される子ども
虐待の類型、自己否定感、試
し行動、チェックリスト

発達障害
自閉症スペクトラム障害、Ａ
ＤＨＤ、ＬＤ

キレる子ども
感情コントロール不全、学級
崩壊、解離

子どもの育ちのために親を支える
カウンセリングマインド、ス
トローク

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

     社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

適宜授業内容に合わせて指示をする。また、課題を出すこともある。

１.発達とは

２.子どもの発達的理解（1）

[授業の概要]

13.課題を抱える子ども（4）

乳幼児期を中心に児童期までの子どもの発達過程について、心理学的観点から学ぶ。特に、保育および子育て支
援の場でのエピソードや、現代の児童がかかえる課題に関する事例を多く取り上げる。

９.子どもの発達的理解（8）

10.課題を抱える子ども（1）

11.課題を抱える子ども（2）

３.子どもの発達的理解（2）

４.子どもの発達的理解（3）

５.子どもの発達的理解（4）

６.子どもの発達的理解（5）

　

教科書：プリントを配付
参考書：適宜授業の中で紹介する。ま
た、授業内容に合わせて、映像資料の
提示や、新聞記事等を配布する予定で
ある。

授業科目名

児童心理学(359)

[授業方法]

[予習・復習]

講義形式だが、適宜グループおよび個人ワークや、ディスカッションワークを取り入れる予定である。

乳幼児期の子どもの育ちを理解するための心理学の基本的な知識を身につけることができる。それらを具体的な
事例やエピソードとつなげて考えることができる。問題を抱える子どもや親子に出会ったときに、発達の観点や
心理学的背景もふまえ、さまざまな角度から考えることができる。

授業への参加態度、グループワークやディスカッションへの積極性、課題、
学習成果の確認により総合的に評価する。

ニュースやネットで接する子どもに関する話題、日常や実習などで子どもと接する機会から、「現代の子ども」
について考えることを意識してください。グループワークには積極的な参加を求めます。

14.保育者の役割

15.学習成果のまとめ

テーマ

７.子どもの発達的理解（6）

８.子どもの発達的理解（7）

12.課題を抱える子ども（3）
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授業形態 授業担当者

講義 榊原久子

授業の回数 時間数（単位数）対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／後期 選択

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

障害分類と障害の捉え方 国際生活機能分類

障害児保育の変遷とインクルーシブ保育 障害児保育の歴史　インクルーシブ

障害児に関する福祉制度・福祉政策 福祉制度　福祉政策

視覚障害への支援について 全盲・弱視・ディスクレイシア

聴覚障害 読み書き能力と学力

肢体不自由 原因疾患　運動障害

重度・重複障害 医療的ケア　特別支援教育

病気・疾患 訪問型保育　病児保育

知的障害 診断基準　方法

発達障害 LD　ADHD　ASD　アスペルガー

子供虐待と愛着障害 感覚の問題・社会性の問題

事例検討 インクルーシブ保育の実際

事例検討 訪問型保育

エコマップの作製 行政・療育・医療・福祉

障害受容と葛藤の心理 カウンセリングマインド

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

障害児心理学(360)

[授業方法]

復習：授業で配布した資料を再読し疑問点を担当教員に質問する。

障害児の心理・行動特性の影響因子について理解できる。

[予習・復習]

予習：授業終了時に出した課題を読み、問題意識を持って授業に臨む。

障害をもつ子どもの心理特性を理解し適切な対応ができる。

教科書の他のレジュメを使用しておこなう。グループワークを多く取り入れる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
　　子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身につけている。

教科書：子どもの育ち合いを支えるイ
ンクルーシブ保育　新しい時代の障が

い児保育　大学図書出版

参考書：適宜指示する 　

授業への取り組み、授業内課題、試験を総合して評価する

１４.障害児を取り巻く関係機
関との連携

１５.障害児を育む保護者支援

テーマ

７.障害特性の理解と支援④

８.障害特性の理解と支援⑤

９.障害特性の理解と支援⑥

１０.障害特性の理解と支援⑦

１１.障害特性の理解と支援⑧

３.障害児に関する福祉制度・
福祉政策

4.障害特性の理解と支援①

５.障害特性の理解と支援②

６.障害特性の理解と支援③

１.障害児を巡る動向

２.障害児保育の変遷

「障害」に対して積極的に学ぶ意欲を持って受講すること。

[授業の概要]

１２.保育現場における「気に
なる子」の理解と支援①
１３.保育現場における「気に
なる子」の理解と支援②

「障害」について診断基準を確認しながら学び、理解と支援につなげていく。

障害をもつ子どもの事例や映像から支援方法を考える。
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授業形態 授業担当者

演習 　大柴　由紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) ２C／前期 必修

[授業の到達目標]

乳児期と幼児期の発育・発達と食生活について学ぶ。

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもの心身の健康と食生活
小児と成人の違い
生活リズム

子どもの食生活の現状と課題
「保育所における食事の提供ガイ
ドライン」（平成24年3月）

身体発達と栄養状態の把握
食べる機能・消化吸収機能

発育・発達・栄養状態の把握
原始反射、消化器官の発達

栄養の基本的概念と栄養素の種類・機能
栄養素の種類と働き
人の消化・吸収の仕組み

５.栄養に関する基礎知識② 食事摂取基準、食事調査
日本人の食事摂取基準2015年版に
ついて

６.栄養に関する基礎知識③ 食事構成、献立作成、調理の基本 栄養バランス、献立・調理

７.子どもの発育・発達と食生活①
乳児期の食機能の発達と成長
乳汁栄養

母乳栄養、人工栄養

実習①乳汁栄養について、調乳実習
調乳実習
数種類の調整粉乳の試飲

９.子どもの発育・発達と食生活③ 離乳期の栄養、離乳食の重要性 授乳・離乳について

１０.子どもの発育・発達と食生活④ 実習②離乳食を調理し、試食する 離乳食調理、食具使用実習

１１.子どもの発育・発達と食生活⑤ 幼児期の食機能の発達と、成長
食事量の目安
「日本人の食事摂取基準2015」

１２.子どもの発育・発達と食生活⑥
幼児期の栄養・食生活の実態と保育者と
しての対応

生活リズム、食事と間食の考え方

１３.子どもの発育・発達と食生活⑦ 実習③幼児にふさわしい食事づくり 幼児食の調理実習

食事上の問題と対応
偏食、小食、遊び食い、大食、孤
食について

前期授業のまとめ

［教科書・参考書］
教科書：①新版 子どもの食生活－栄
養・食育・保育≪第3版≫－上田玲子
（編著）ななみ書房
②カラーチャート 食品成分表 教育図
書

[成績評価]
期末試験の成績に加えて、授業への取り組み態度、提出物の内容を
加味して評価する。

授業科目名

子どもの食と栄養Ⅰ(354)

[授業方法]

復習は馴染みのない栄養素名、栄養知識などを再度確認する。

自分自身の食生活を見直すとともに、子どもに適切な援助とは何かを理解する。

子どもに必要な食と栄養の基礎を学び、小児の発達と栄養の関係を理解する。

シラバスを確認し、教科書の関わりのある単元を読んでおく。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理に関わる専門的な知識と技術を身につけている。

子どもの健康と食生活の意義を学ぶ。

栄養の基礎知識からそれを生かした食習慣を考える。

１.子どもの健康と食生活の意義①

２.子どもの健康と食生活の意義②

テーマ

教科書に沿って、講義・演習・実習形式で行う。

[予習・復習]

期末試験の成績に加えて、授業への取り組み態度、提出物の内容を加味して評価する。

１４.乳幼児期の食事の問題点とその対応

１５.重要事項の整理

８.子どもの発育・発達と食生活②

３.子どもの健康と食生活の意義③

４.栄養に関する基礎的知識①
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授業形態 授業担当者

演習 　大柴　由紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) ２C／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

栄養に関する基礎的知識復習 前期振り返り

学齢期・思春期の心身の発達と食生活
援助者としての課題

第二発育急進期、第二次性徴、学
校保健統計調査

生涯発達と食生活、妊娠期の食生活 生涯発達、胎児を育む食生活

疾病および体調不良の子ども、
障がいを持つ小児の食生活

脱水症、発熱、下痢、貧血、肥満
障がいの特徴と食生活

食物アレルギーの対応
「保育所におけるアレルギー対応
ガイドライン」（平成23年3月）

アレルギー対応の調理実習
嚥下困難に対応する調理実習

除去食、とろみ調整食品

児童福祉施設、保育所、学校給食の特徴
と食生活の基本

児童福祉施設最低基準、保育所、
学校給食の実際

保育における食育の意義・目的
「食育基本法」
「保育所保育指針2018年版」

保育所、幼稚園での食育の実践を知る
食育の実践方法、食育の推進、
栄養教育

食育のための環境づくり 子どもの育ちの支援

地域の関係機関や職員間の連携 子どもの育ちの支援

食育の内容と計画及び評価①
食育プログラムの立案、指導案作
成、発表、評価

食育の内容と計画及び評価②
食育プログラムの立案、指導案作
成、発表、評価

幼児の１食の献立を作る 幼児のバランス献立

１年間の総まとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

３.子どもの発育・発達と食生活⑧

４.特別な配慮を要する子どもの食と栄養①

シラバスを確認し、教科書の関わりのある単元を読んでおく。

テーマ

期末試験の成績に加えて、授業への取り組み態度、提出物の内容を
加味して評価する。

期末試験の成績に加えて、授業への取り組み態度、提出物の内容を加味して評価する。

１４.幼児食調理実習

１５.重要事項の整理

１０.食育の基本と内容③

１１.食育の基本と内容④

９.食育の基本と内容②

１３.食育の基本と内容⑥

７.児童福祉施設、学校での食生活

１.前期の復習

２.子どもの発育・発達と食生活⑧

教科書：①新版 子どもの食生活－栄養・食育・保
育≪第3版≫－上田玲子（編著）ななみ書房
②カラーチャート 食品成分表　教育図書

授業科目名

子どもの食と栄養Ⅱ(357)

[授業方法]

復習は馴染みのない栄養素名、栄養知識などを再度確認する。

自分自身の食生活を見直すとともに、子どもに適切な援助とは何かを理解する。

[授業の概要]

小児期の栄養と食生活から、学童期・思春期の栄養・食生活までを学ぶ。

栄養の基礎知識からそれを生かした食習慣を考える。

子どもに必要な食と栄養の基礎を学び、小児の発達と栄養の関係を理解する。

教科書に沿って、講義・演習・実習形式で行う。

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

「乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。」

　

１２.食育の基本と内容⑤

５.特別な配慮を要する子どもの食と栄養②

６.特別な配慮を要する子どもの食と栄養の調理実
習

８.食育の基本と内容①
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授業形態 授業担当者

講義 　　榊原久子、萩原直美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育における保健（萩原直美） 子どもの保健　母子健康手帳

胎児の発育・発達（萩原直美） 妊婦健診　胎児の発達　親の変化

子宮外生活への適応（萩原直美） 呼吸器、循環器　体温調節

新生児の特徴　生理的変化
　　　　　　　　　　（萩原直美）

生理的体重減少　生理的黄疸
免疫　排泄　１日体重増加量

乳児の栄養と方法（萩原直美） 母乳　冷凍母乳　人工乳　

乳児の養護と方法　観察とアセスメント
　　　　　　　　　　（萩原直美）

清潔　睡眠　抱き方　観察

発育の原則と乳児各期の身体発育
　　　　　　　　　　　（萩原直美）

発育、発達、発育の原則　カウプ指
数　体重　身長　頭囲　胸囲

運動機能の発達と評価（萩原直美）
運動機能　原始反射　粗大運動
微細運動　デンバー発達判定法

精神機能の発達と評価（萩原直美）
言語発達　知能発達　情緒発達
社会性の発達　精神機能の発達

乳児健診　予防接種
母子健康手帳の活用法（萩原直美）

母子健康手帳　予防接種　乳児健診

幼児の養護と方法　観察とアセスメント
　　　　　　　　　　（榊原久子）

離乳食　口腔内の清潔　衣服の着せ
方

年齢による特徴　保育上の配慮
　　　　　　　　　　（榊原久子）

アレルギーマーチ　アナフィラキ
シー

子どもの健康状態の把握と看護
　　　　　　　　　　（榊原久子）

感染症の基礎知識　予防　薬の与え
方

年齢による事故の特徴　危険予知
　　　　　　　　　　（榊原久子）

発育・発達とハザードマップ

学習成果の確認（榊原久子）

[教科書・参考書] [成績評価]

２.胎児の発育・発達

９.子どもの精神機能の発達

８.子どもの運動機能の発達

１０.乳幼児健診と予防接種

１１.幼児の日常的なケア

３.出生直後の新生児

４.新生児期の特徴と養護

５.乳児の栄養

によって総合的に評価する。

１２.アレルギー児の保育

１３.病児と病後児の保育

６.乳児の日常的なケア

最終筆記試験（70点)リフレクションペーパーによる授業への取りくみ（30点）教科書：①「子どもの保健演習ノー
ト」榊原洋一（監修）診断と治療社
②母子健康手帳　平成30年度版　母子
衛生研究会 母子保健事業団
参考書：①「保育保健の基礎知識」巷
野悟郎（監修）日本小児医出版社
②保育救命-保育者のための安心安産
ガイド‐ 遠藤登　ひろばブックス

１４.保育救命　事故防止

１５.学習成果のまとめ

[予習]テーマに関する情報を収集する。指定の教科書を読み「演習」のページについて考えをまとめる。
[復習]学習成果（キーワード）を理解し、説明できるようにする。指定の教科書の「テスト」のページを用い
て知識の確認をする。

テーマ

７.子どもの身体の発育　

授業科目名

子どもの保健Ⅰ(355)

[授業方法]

[予習・復習]

教科書とパワーポイント、レジュメを使用し講義を行う

子どもの保育において、心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解し、子どもの身体発育や生理機能および
運動機能・精神機能の発達と保健について理解できる。

・胎児期から乳幼児期にかけての子どもの発育、発達について学ぶ。
・保育現場での健康管理・体調不良児の保育、健康促進、事故防止などの保健活動を学ぶ。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

モデル（人形)を用いた演習を行う

１.子どもの健康と保健の意義
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授業形態 授業担当者

講義 　萩原　直美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

病気の特徴と種類 未熟性

学校感染症、感染症の症状 病原体、感染経路

感染成立の３要素、標準予防策 予防接種、出席停止期間

代表的なアレルギー疾患
食物アレルギー、アトピー性　皮
膚炎

急性疾患 SIDS、熱性けいれん、熱中症

慢性疾患 てんかん、慢性腎炎、白血病

循環器・神経疾患 先天性心疾患、脳炎、髄膜炎

消化器・整形外科疾患 腸重積、先天性股関節脱臼

虐待に早く気づく観察 虐待のタイプ

ストレス反応、成長発達段階別特徴 問題行動、ストレス反応

安全管理、年齢別事故防止策 子どもの行動予測

母子保健サービスの実際 妊婦検診、乳幼児健診

種類と保健対策の基本 ヘルスプロモーション

起こしやすい健康障害 ボデＸ－メカニクス、ストレス

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

子どもの保健Ⅱ(358)

[授業方法]

[予習・復習]

DVD等の視聴。実技獲得のための演習を実施する。ロールプレイやグループで模擬カンファレンスをおこなう。

子どもの保育にあたり、知っておかなければならない疾患、事故について学び、それぞれの対応や援助の方法、およ
び、予防策が理解できる。また、施設等における子どもの心身の健康および安全の実施体制について理解できる。

子どもがかかりやすい疾患や事故について、そのときの判断や処置の実際を学ぶ。スライド、ビデオなど
で紹介する。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理に関わる専門的な知識と技術を身につけている

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおくこと。復習は、学習成果（キーワード）
を理解し説明できるようにしておくこと。また、子どもの保健は事故、流行する感染症、虐待、予防接種
など、社会の出来事とも大きくかかわっているので、マスコミ報道にも目を向けると理解が深まる。

よって総合的に評価する。

　

学習成果の確認・評価、授業内ミニレポート、授業への取り組みに

適宜プリント等にて配布します

１４.保育者の健康問題

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.子ども期に見られる疾患（３）

８.子ども期に見られる疾患（４）

９.子どもの虐待　保育所と薬

１０.子どものこころの健康

１１.子どもの事故に対する安全対策

３.子どもの感染症の予防

４.子どものアレルギー疾患

５.子ども期に見られる疾患（１）

　

１２.母子保健対策と保育

１３.児童福祉施設における保健対策

６.子ども期に見られる疾患（２）

１.子どもによく見られる症状と疾患

２.子どもによく見られる感染症
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授業形態 授業担当者

演習 　　　　　榊原久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

健康管理の意義・目的 保健計画

望ましい保育環境と衛生管理 保育室・おもちゃの衛生

身体計測、脈拍・呼吸測定、手洗いチェッ
カーで確認

成長発育曲線、パーセンタイル、清潔
習慣

生活リズム形成における睡眠 概日リズム、メラトニン

抱き方、背負い方 乳児の自然な肢位

排泄、衣生活 おむつ交換、乳児の衣服

食事（授乳・離乳食）、口腔ケア 授乳、排気、歯磨き

清潔（沐浴・部分浴） 沐浴、部分浴、スキンケア

発熱、咳、おう吐、下痢、脱水 観察、看護的ケア

腹痛、便秘、熱性けいれん 観察、看護的ケア

慢性疾患、アレルギー性疾患児の生活上の配
慮

てんかん、食物アレルギー、気管支喘
息

外傷の応急処置 湿潤療法、感染防止

止血、包帯法、症状に合った体位 圧迫止血、半坐位

気道異物除去、一次救命処置 背部叩打法、心肺蘇生法

学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

４.子どもの生活習慣と心身の健康

５.日常生活養護（１）

授業科目名

子どもの保健演習(356)

[授業方法]

[予習・復習]

DVD等の視聴。実技獲得のための演習を実施する。ロールプレイやグループで模擬カンファレンスをおこなう。

子どもの保健の学習をもとに、保育所、幼稚園、児童福祉施設など子どもとかかわる現場で、発育、発達、健康状態を実
際に評価し、体調の変化を把握し、病気やケガのケア、事故の時の対応や予防が速やかにできる。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理に関わる専門的な知識と技術を身につけている

よって総合的に評価する。

　

学習成果の確認・評価、授業内ミニレポート、授業への取り組みに適宜プリント等を配布します

１４.事故と安全対策（３）

１５.学習成果のまとめ

１２.事故と安全対策（１）

１３.事故と安全対策（２）

赤ちゃんや子どもの模型人形などを用いて、子どもの保健の実際を身につける。ひきつけやチアノーゼなど、
子どもの実際の症状をDVDの視聴などを通して学んでいく。

６.日常生活養護（２）

１.保育所の保健活動

２.保育環境の衛生

　保育現場における実働的なスキルの獲得となるため動きやすい服装で臨むこと

授業計画にそって、前もってテーマに関する教科書を読んでおくこと。復習は、学習成果（キーワード）を理
解し説明できるようにしておくこと。

テーマ

７.日常生活養護（３）

８.日常生活養護（４）

９.体調不良時の症状別対応（１）

１０.体調不良時の症状別対応（２）

１１.個別的配慮を必要とする
　　　子どもへの対応

３.身体計測・バイタルサイン測定
   正しい手洗い方法
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授業形態 授業担当者
演習 　　羽岡  佳子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

恒温の獲得 高体温児低体温児

五感の獲得 五感のはたらき

幼児期の食育、食物アレルギー、季
節・行事の食

食を営む力の基礎・食育基本法、
地域・季節の食材

＜フィールドワーク＞
子どもの安全と安全に遊ぶための配慮

危険と安全、
チャイルドビジョン

安全管理、安全指導、危機管理 リスク回避

災害時における安全確保 災害時の事例

子どもの怪我や病気、応急処置と対応 幼児特有の怪我

0～2歳児の遊び

3～5歳児の遊び①

3～5歳児の遊び②

伝承遊び 日本伝統の遊び

表現遊び 子どもの感性、イメージ

領域「健康」に関わる子どもの姿 グループディスカッション

グループ毎のテーマに沿って発表 ポスター発表

学習成果の確認 領域「健康」に関する学習成果

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名
子どもの生活と健康Ⅱ(361)

[授業方法]

[予習・復習]

Ⅰに引き続き、都市化による遊び場の減少、少子化、核家族化、情報化等、子どもを取り巻く環境（生活
の場）の悪化が懸念されている状況を理解し、保育者として子どもの健康を取り巻く問題にアプローチす
るための具体的な方策を考えながら、視点を広げ、保育者としての知識を身につけることができる。

[授業の概要]

乳幼児期の健康に関する現代的な課題を理解し、特に身体活動における援助の方法を学ぶ。また、乳幼児
期の子どもの健康を支える方法を理解し、視聴覚教材などを通して実際の場面を想起してディスカッショ
ンを行うことで、保育者としての技能を習得する。

演習形式で行う。資料等を活用し、子どもの指導に必要なより実践的な知識を学んでいく。

　

教科書：『保育者をめざすあ
なたへ　子どもと健康』藤木
洋子編、みらい
参考書：適宜参考資料を配布

12.子どもの運動遊び⑤

7.安全な生活③

13.現場で見る子どもの姿①

14.現場で見る子どもの姿②

15.まとめ

8.子どもの運動遊び①

9.子どもの運動遊び②

10.子どもの運動遊び③

4.安全な生活①

5.安全な生活②

定期試験（60％）、発表・提出物（20％）、受講態度（20％）により総合
的に評価する。

日頃から新聞やＴＶ等で報じられる子どもの健康問題に興味を持つ。授業で考えた内容について必ず図書
館、インターネットなどで関連書籍、ニュースなどを探し、目を通しておく。また、復習として、授業の
内容を自筆でまとめておく。

11.子どもの運動遊び④

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児期の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

6.安全な生活③

乳幼児の運動能力の発達、
個と集団、遊具

テーマ

3.子どもの食と健康

授業中の配布資料は別紙にしっかりまとめること。また、実習における子どもの姿を思い出したり想像し
たりしながら、理論と実践を結び付けて考えてほしい。

1.子どもの心の発達と健康①

2.子どもの心の発達と健康②
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授業形態 授業担当者

演習 　　廣川  加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業の展開と内容の概略説明 言葉獲得と環境　児童文化財

保育所保育指針　小学校学習指導要領 領域「言葉」　教科「国語」

小学校教育との接続 書き文字の獲得

絵本製作の実践　プラン・設計
絵と文字の表記表現 デザイ
ン

特徴を活かした絵本の制作 読み聞かせ

保育者の子どもへのまなざし 間主観　図と地

やりとり　発信 信頼感の持てる環境

言葉の指導と実際　０歳～２歳 発話を促す

言葉の指導と実際　３歳～５歳 言葉で介する

芝居を制作の側から考えて、作ってみる。
構想メモから画面構成へ

構想、想像、言語表現と絵画
表現、劇空間

お話の流れと場面構成　製作 表象、せりふの言葉、表現力

自演　紙芝居の上演法　評価　反省 導入部、演劇表現と紙芝居

昔話を語る 声で表現する

指導案を作る 対象年齢　環境づくり

乳幼児の言葉をめぐる課題と展望 幼児の言葉を再考する

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

子どもの生活と言葉Ⅱ(362)

[授業方法]

教科書の購読と演習　「子どもの生活と言葉Ⅰ」のテキストを使用する。

[予習・復習]

幼稚園教育要領、保育所保育指針、小学校学習指導要領を理解し、保育者のかかわりが乳幼児期の
言葉（話す・聞く・読む・描く）の獲得と育ちをどう促すか理解することができる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

[授業の概要]

「子どもの生活と言葉Ⅰ」の学習を踏まえて、さらに乳幼児の生活と言葉の密接な関わりに関する
識見を高めて、幼稚園教諭・保育士として必要な言語力を養う。また、絵本と紙芝居を作製する。

教科書　「子どもの生活と言葉
Ⅰ」のテキスト使用
参考書　適宜説明する

①授業への取り組み　②課題提出の成績　③試験
以上３つの観点による総合判定で評価を行います。

１５.模擬保育の実施とまとめ

テーマ

１０.紙芝居の構想①

１１.紙芝居構想②

１２.紙芝居製作と発表

４.言葉を育む①絵本ひな型の発想

５.言葉を育む②絵本の発想と表現

７.言葉と環境

１.ガイダンス－言葉と文化財－

３.国語へのつながり

８.保育者のかかわり①

２.幼稚園教育要領

１３.語り

時間内に課題が終わらなかった場合は、事後に仕上げておきましょう。

９.保育者のかかわり②

６.見るということ

開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となります。

１４.模擬保育の計画
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授業形態 授業担当者

演習 　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳児保育とは何か、乳児保育の理念と概念 生涯発達、乳児期

乳児保育の歴史と現状 乳児保育の一般化、新制度

発達の特性・基礎知識を学ぶ 子どもの発達、保育者の関わり

誕生から6ヶ月未満 原始反射、愛着関係

赤ちゃんの抱き方やおんぶの仕方の体験
布オムツと紙オムツの違い

オムツ交換

６ヶ月から1歳３ヵ月
 (発達過程・生活の援助)

見通し、生活体験

６ヶ月から1歳３ヵ月(遊び) 表象世界、自我の芽生え

沐浴、ふれあい遊び 沐浴の留意点、着脱

1歳３ヵ月から2歳(発達過程・生活の援助) 見通し、生活体験

1歳３ヵ月から2歳(遊び) 保育者の関わり

歌や手遊び・絵本 絵本・おもちゃ

2歳から3歳(発達過程・生活の援助) 自己実現、基本的生活習慣

2歳から3歳(遊び) みたてあそび、自我の充実

各自が作った手作りおもちゃの発表 おもちゃ

現状と課題の把握
①保育所②乳児院③家庭的保育・小規模
保育・企業内保育

[教科書] [成績評価]

定期試験(50%) 授業への取り組み・グループワーク(発表)～30%
退出物・授業時に配布するリアクションペーパーへの感想や質問～20%
学習成果の確認プリントやレポートを総合的に評価する。

授業科目名

乳児保育Ⅰ(365)

講義、映像の視聴、事例検討、演習、グループワークを行う。

[予習・復習]

[授業方法]

・乳児保育の理念と歴史的変遷及び役割について説明することができる。
・保育所、乳児院等における乳児保育の現状と課題をとらえることができる。
・3歳未満児の発達過程と生活と遊びについて理解できる。

[授業の概要]
本授業では、保育の現場で乳児との生活を作り上げていくために必要な知識と技術を身につけることを目的
としている。具体的な乳児の姿がイメージできるように、映像を通して乳児の発達の特徴を理解し、グルー
プワークや人形を使用した演習を通して、保育者としての具体的な援助の方法を学ぶ。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

『乳児保育』加藤敏子編著(萌文書
林)・『乳児の発達と保育・遊びと育
児』エイデル研究所・保育所保育指
針・保育所保育指針解説書

１４.手作りおもちゃの発表

１５.乳児保育の現状と課題

テーマ

８. [演習]沐浴、ふれあい遊び

９.乳児の発達と保育内容④

１０.乳児の発達と保育内容⑤

１２.乳児の発達と保育内容⑥

４.乳児の発達と保育内容①

５.[演習]オムツ交換と身体接触

６.乳児の発達と保育内容②

７.乳児の発達と保育内容③

１１.[演習]乳児の遊び

３.子どもの発達と保育

予習：授業計画および前回の授業時の予告にそって教科書を読む、必要な物を準備する。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。授業内容の理解不足や疑問点を明らかにし、調べる・質問す
るなどして理解を深める。

１.乳児とは

２.乳児保育の歴史と現状

毎回、演習の準備をして授業に臨むこと。

１３.乳児の発達と保育内容⑦

開講期間内において、約15時間の授業外学習が必要となる。
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授業形態 授業担当者

演習 　　榊原　久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

集団の中での配慮や対応
子どもの困り感・保育者の困り
感

日常生活動作支援 課題分析・スモールステップ

見通しをつける・理解を促す方法 視覚支援・スケジュール

行動の機能分析 ＡＢＣ分析・応用行動分析

行動療法の実際（ABA療法とは） ABA理論・認知行動療法

生活や遊びにおける不器用さ 不器用・劣等感

タッチケアを活用した様々な感覚の過敏さと鈍麻
への関わり

感覚過敏・感覚鈍麻・タッチケ
ア

こだわり行動について こだわり行動への対応方法

パニックへ行動について パニックへの対応方法

ムーブメントを活用したインクルーシブ
保育について

ムーブメント・インクルーシブ
保育

医療的ケアの実際（重症心身障害児） 医療的ケア児の現状と課題

きょうだい支援を考える
ピアカウンセリング・きょうだい
の会

障害特性に合わせた専門家と機関 心理・ＳＴ・ＯＴ・ＰＴ・機関

保護者の障害受容と葛藤の心理 カウンセリングマインド

保育の中でおこる事例への対応 支援シートを使った対応

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

障害児保育Ⅱ(363)

[授業方法]

復習：授業で配布した資料を再読し疑問点を担当教員に質問する。

子どもへの支援方法や環境整備について理解し、指導案を作成できる。

[予習・復習]
予習：次の授業内容について調べて授業に臨む。

障害をもつ子や「きになる子」の子どもの特性を理解し支援を実行できる。

講義・演習形式で行う。授業内容に応じてグループワークを行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

教科書：子どもの育ち合いを支
えるインクルーシブ保育　新し
い時代の障がい児保育

参考書：適宜指示する 総合して評価する。
　

試験・グループワーク・課題提出及び授業への取り組み状況を

１４.障害を持つ子どもへの保
護者支援

１５.事例発表

テーマ

７.障害特性への理解と対応②

８.障害特性への理解と対応③

９.障害特性への理解と対応④

１０.障害特性への理解と対応⑤

１１.医療的ケアの必要な子ども理解

３.「わかる」「できる」を増
やす方法

４.行動の理解のために①

５.行動の理解のために②

６.障害特性への理解と対応①

１．「障害児保育」とは　

２.日常生活動作への支援方法

「障害児保育Ⅰ」で使用したテキストを持参すること。授業で配布した資料についても整理し

必要に応じて確認できるように準備しておくこと。

[授業の概要]

１２.きょうだいの心理

１３.専門機関との連携

「障害児保育Ⅰ」で学んだことをもとに障害特性を理解した指導案を立てる。

保育現場で使われている支援ツールの作成や事例検討を行い、障害児保育への理解を深める。
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授業形態 授業担当者
演習 　　久利 要子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］
開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。
[受講上の注意]

[授業計画]
内容 学習成果（キーワード）

施設における日常生活援助 施設職員の資質・専門性

施設ケア小規模化の現状 大舎制と小舎制

価値観の異同 援助者としての自己覚知

記録の意義と留意点 支援の一貫性　客観的記述

自立支援計画策定の実際 自立支援計画

退所後の生活にそなえる リービングケア

地域における子育て支援 エコマップの活用

行事企画の事例を通して 施設の社会化

里親制度の現状 里親　ファミリーホーム

情報提供・評価の仕組み 権利ノート　第三者評価

適切なニーズの把握 苦情解決の仕組み

親子関係調整のすすめ方 家庭支援専門相談員（FSW）

総合的な施策の推進 トータル資源の活用

職員のバーンアウトを防ぐ 専門職としての自己実現

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

毎回の授業内容には相互に深い関連があるため、休まず出席の上、理解を確実なものとしてほ
しい。

１２.親子再統合に向けての支援

１３.社会的養護の今後の課題

６.自立のための支援②

１.施設養護の実際①

２.施設養護の実際②

子育て家庭の現状について、日頃から新聞や書籍に目を通し、情報収集に努めておく。演習で取り上げる
事例にはさまざまな社会資源がかかわっている。各種制度や機関、専門職について、『社会福祉小六法
2019』等で法的な根拠を確認し、自らの知識として確実に身につけていくこと。

　

①演習課題提出(60%) ②学習成果の確認(20%) ③授業への取り組み姿勢
(20%)上記を合わせて総合的に評価する。

教科書：『実践から学ぶ社会的養護
−児童養護の原理—』（編著）中山正
雄　保育出版社　（前期科目【社会
的養護】の教科書を引き続き使用す
る。）

１４.さらなる資質向上のために

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.地域社会との連携による支援

８.地域に開かれた施設運営

９.家庭的養護を目指す取り組み

１０.児童の権利を守る取り組み①

１１.児童の権利を守る取り組み②

３.子どもを理解する①

４.子どもを理解する②

５.自立のための支援①

授業科目名
社会的養護内容(366)

[授業方法]

[予習・復習]

演習形式。プリント資料や映像教材なども取り入れ、互いの意見や感想を共有しながらすすめていく。

社会的養護を必要とする子どもが増加している現代では、児童福祉施設の入所児童に限らず、保育所や学
校、地域における子どもたちへのかかわりにおいても個々のニーズに応じた社会的支援が重要になってい
る。本科目では、現場の実践事例から社会的養護の技術や方法について具体的に理解し、自ら活用できる
ことを目標とする。

前期に学んだ社会的養護の理論をもとに、具体的な演習を通して、保育士としての実践的な支援の内容を
学ぶ。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。
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授業形態 授業担当者

演習 　　榊原　久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約１時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

コミュニケーションワーク 自己理解・他者理解

子育て世代包括支援について
妊娠・出産・育児の現状と課題の
理解

日本の子育ての現状と保護者のメンタ
ルヘルス

母性規範・母子密着

保育相談支援の定義・意味・保育倫理 保育所保育指針・倫理要綱

環境を通した保育相談支援 信頼関係・受容と傾聴

構造と展開：支援の展開過程
アセスメント・プランニン
グ・モニタリング

保育相談支援の評価：評価のポイント 課題抽出とリフレクション

日常的な場面で行う相談支援 直接的手段・間接的手段

他機関連携と多職種連携の実際 専門機関の種類とその役割・機能

ケースカンファレンス・コンサルテーションアセスメント・マネジメント

地域子育て支援の機能と実際 地域子育て支援

事例検討 医療ケア児・発達障害

事例検討 虐待予防・関係機関との連携

事例検討 外国籍家庭の現状と課題

子どもの権利憲章について 子どもの権利とは

[教科書・参考書] [成績評価]

講義に必要のないものは机上に置かない。本科目は他者との関わりが求められるため、演習に積極的に取り組
むこと。演習やレポートの提出状況より、本科目の授業への取り組みを把握し評価に反映する。

[授業の概要]

１２.特別な配慮を必要とする家庭へ
の支援

１３.虐待が疑われる家庭への
支援

教育、保育における相談について、その基本となる理論と方法及び心構えを学ぶ。

幼児や支援を必要とする家庭を理解するために必要な技術を事例検討やロールプレイを通して学ぶ。

１１.地域子育て家庭に向けた支援

３.子ども子育ての現状と課題②

４.保育相談支援の目指すもの

５.相談の基本姿勢

６.保育相談支援委求められる
専門的技法

テーマ

７.保育相談支援の質の向上

８.保育と相談支援

９.保育相談支援における連携①

１０.保育相談支援における連携②

１.オリエンテーション

２.子ども子育ての現状と課題①

教科書：子育て支援１５のス
トーリーで学ぶワークブック

　

　テスト及び授業への取り組み状況などで総合的に評価する。

１４.外国籍家庭への支援

１５.子どもの権利の視点からの支援

授業科目名

保育相談支援(367)

[授業方法]

②保育士として相談援助の手順を具体的に理解できる。

[予習・復習]

予習：次回学習予定のテキストを読む。　復習：子育て世代を取り巻くニュース記事等を意識的に読む。

①対人関係の基礎となるコミュニケーション能力が熟達する。

保育者として、保護者支援を中心とした対人援助技術を学ぶ。事例分析、ロールプレイによるグルー
プワーク演習を通して、保育者に必要なの基本的対人援助技術の態度・技術を学ぶ。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。
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授業形態 授業担当者

講義 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育カリキュラムについて 保育カリキュラムの意義

保育施設における保育の計画と評価 保育の計画と評価

計画、実践、省察・評価、改善の過程 計画と評価の構造

保育所保育指針と幼稚園教育要領 指針、教育要領

保育課程と指導計画 保育課程、指導計画

保育課程の編成と展開 保育課程

指導計画の作成方法と留意点 長期計画、短期計画

指導計画の作成　幼児クラスの計画① 年齢別、異年齢保育の計画

指導計画の発表　幼児クラスの計画② 幼児クラスの指導計画発表

指導計画の作成　乳児クラスの計画① 個別計画、年齢別の計画

指導計画の発表　乳児クラスの計画② 乳児クラスの指導計画発表

保育の省察と記録 保育日誌、保育記録

保育における評価 自己評価

保育所から小学校へ 保育要録、小学校との連携

学習内容の振り返りとまとめ 子ども主体の保育計画

[教科書・参考書] [成績評価]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけ
ている。

１３.保育の評価(2)

乳幼児の健やかな心身の発達、充実した生活や活動、楽しい遊びを支えるために必要な保育の計画につ
いて学習する。特に、保育所の保育過程の編成と、長期の指導計画、短期の指導計画については、立
案、実践、評価、改善までの全体的な計画の構造を理解し、実践に役立てられるようにする。

予習：前回の授業時に提示された課題を行う。
復習：毎回の授業内容時の内容を整理・確認する。理解不足や疑問点を明確にし、調べる・質問するな
どして理解を深める。

１.保育の計画と評価(1)

２.保育の計画と評価(2)

『保育所保育指針』をよく読んでおくこと。

[授業の概要]

１２.保育の評価(1)

１１.保育所における計画(8)

３.保育の計画と評価(3)

４.保育所における計画(1)

５.保育所における計画(2)

６.保育所における計画(3)

授業への取り組み、授業内課題、指導計画の作成、学習成果の確認プリ
ントによる総合評価とする。

教科書：『教育・保育課程論　書
いて学べる指導計画』,岩崎淳子・
及川留美・粕谷亘正(萌文書林)

授業科目名

保育課程論(364)

講義、パワーポイント、指導計画作成、グループワーク

[予習・復習]

[授業方法]

・保育内容の充実と質の向上に資する保育の計画と評価について具体的に説明できる。
・保育課程の編成と指導計画の作成方法について理解し、実際に指導計画を作成することができる。

１４.保育要録

１５.保育計画の総合的理解

テーマ

７.保育所における計画(4)

８.保育所における計画(5)

９.保育所における計画(6)

１０.保育所における計画(7)
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授業形態 授業担当者

演習 　川村 祥子 ・ 村山 祐季子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) ２Ｃ／通年 選択

[授業の到達目標]

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業方法説明、音楽歴調査
姿勢、運指法、打鍵法、手や指の型随
時指導

各自の課題及び伴奏法（１） コード伴奏

課題のレッスン・弾き歌い 階名読みで歌う。

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

課題のレッスン・弾き歌い 分散系伴奏

各自の課題及び伴奏法（２） コードネーム

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

各自の課題及び伴奏法（３） 伴奏付け

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

前期の課題のまとめ 課題の練習、仕上げ

任意曲及び音階・和音・学習成果の確認 授業の振り返り、まとめ

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習

連弾発表会に向けたレッスン 課題の練習、合わせ

連弾発表会 演奏発表

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習

レッスン及び模擬保育 指導案通りに模擬保育実施

課題のレッスン・弾き歌い 課題の練習、仕上げ

後期の課題のまとめ 課題の練習、仕上げ

任意曲及び音階・和音・学習成果の確認 授業の振り返り、まとめ

[教科書] [成績評価]

２.演習

テーマ

１.オリエンテーション

４.～６.演習

２１.連弾発表会

８.演習

９.演習

１０.演習

１１.～１３.演習

３.演習

１４.演習

１５.まとめ

７.演習

授業科目名

器楽Ⅱ(368)

[授業方法]

毎日30分以上の練習が必須。レパートリーメモを有効活用する。爪を伸ばしたままの受講は厳禁とする。

課題は毎回数曲並行して実施する。自らの目標を設定することが重要である。

個別およびグループによる演習の授業形態である。ＩＣＴ教材も利用する。

「器楽Ⅰ」や「子どもと音楽表現」の授業で習得した音楽理論や演奏技術を、応用的に子どもたちの音楽表現の援助に
活用できるようになる。保育現場で歌われている子どもの歌を自らの伴奏方法によって弾き歌いできるようになる。ま
た、初見や移調に対応できるような実践力を身に付ける。「連弾」は、学園祭やホールにおける発表会を経験すること
によりピアノ技能のより一層の向上に加え、合奏の心得や発表までの練習スケジュール管理などの能力も培う。

[授業の概要]

１回の授業でピアノ曲１曲（独奏又は連弾曲）と弾き歌い１曲（童謡他）のレッスンを実施する。童謡他のメロディー
の伴奏付けや、童謡指導の模擬保育なども実施する。新渡戸祭では、ピアノ連弾や独奏、楽器演奏や歌唱などの「音楽
発表会」を実施する。保育実習のオリエンテーションで提示されたピアノ課題に関しては、随時個別指導をする。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

前期、後期ともに最終授業日に各自の成果の確認をする。また、授業や発表会へ
の取り組み（授業態度、自宅練習）を重視する。

２７.～２８.演習

３０.まとめ

２９.演習

２２.～２４.演習

２５.～２６.模擬保育・演習

１６.夏期休暇中の課題

１７.～２０.演習 

教科書：適宜プリント資料を配付
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授業形態 授業担当者
演習 藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業内容・評価等についての説明
近年の子どものからだの異変とその対策
子どもの生活と運動

小児体育の意義

からだだけを使った運動あそび 幼児期に不足している運動感覚

力合わせや力くらべ等のあそび
鬼ごっこ

ふれあい体操の意義・鬼あそびの展
開

子どもの発達と運動
運動発現のメカニズム

発育発達・運動発現のしくみ

リズム体操

ボールあそび

新聞紙あそび

幼児体育の意義と役割
運動スキルの種類・運動により育つ
体力・運動能力

タオルあそび

縄あそび

パラシュートあそび

幼児体育指導上の留意点
子どもとの関わりや運動指導時の留
意事項

マット・跳び箱あそび

サーキットあそび

運動会・学習成果の確認と評価
身近な用具・遊具を使ったあそびの
環境構成、援助の方法・振り返り、
自己評価

[教科書・参考書] [成績評価]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

９.用具を使ったあそび④

１３.用具を使ったあそび⑦

音楽やリズムを使ったあそびや、身
近な用具・遊具を使ったあそびの環
境構成、援助の方法

運動ができる服装・靴（ストッキング着用不可、体育館履き、外履き）を準備してください。ピアスやネックレス等の装飾
品は外し、長い髪は結ぶ。また、授業中の飲食・携帯電話使用は固く禁じる。園児への保育実践を行う際には、特に安全に
気を配る。

身近な用具・遊具を使ったあそびの
環境構成、援助の方法

身近な用具・遊具を使ったあそびの
環境構成、援助の方法

１５.用具を使った遊び⑨・まとめ

テーマ

５.用具を使ったあそび①

６.用具を使ったあそび②

７.用具を使ったあそび③

８.理論：小児体育

１０.用具を使ったあそび⑤

３.ふれあい体操・鬼あそび

４.理論：小児体育

１.オリエンテーション
　理論：小児体育

２.からだつくりあそび

１１.用具を使ったあそび⑥

１４.用具を使ったあそび⑧

１２.理論：小児体育

教科書：適宜参考資料を配布

参考書：適宜参考資料を配布

レポートや授業課題、園児への対応状況（50％）、平常点（学習意欲、受講姿
勢・態度等（50％））にて評価を行う。

授業科目名
小児体育Ⅰ(369)

[授業方法]

[予習・復習]（毎回各1時間）

幼児のあそびについて調べたり、グループでの指導計画を立てたり指導案を作成したりする。また、授業実施後は内容を振
り返り、まとめておく。

①幼児期の運動に関しての基礎的な知識を得ることができる。
②様々な運動を行うための環境構成を考え、子どもへの適切な運動指導の実践を学ぶことができる。また、指導実践に関す
る技術・技能、および実践に必要な体力を身につけることができる。
③保育者としての視点を常に持ちながら活動するとともに、自身も体を動かす楽しさを味わうことができる。

[授業の概要]

子どもにとっての「あそび」は、子どもの心身の発育・発達や社会性の育成などに大きく関与している。授業では、子ども
たちが行う様々な遊びを取り上げ、それらが、子どもの成長にとって必要不可欠なものであることを学ぶ。また、本授業で
は、新渡戸文化子ども園とのコラボレーション企画として、子ども園の園児に対し、あそびの提案や活動などを行う。

講義・演習形式で行う。子どもの発達段階に合わせた適切な指導ができるよう、幼児・保育者それぞれの目線に立って、
様々な遊びを体験的に学ぶ。また、新渡戸文化子ども園の園児との運動遊びを立案し、指導・援助を行う。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身につけている。
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授業形態 授業担当者

演習 　　藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 2C／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業内容・評価等についての説明
運動と応急処置

安全管理

からだを使った運動あそびの立案① 幼児体育理論に基づく運動あそびの計画

からだを使った運動あそびの立案② 幼児体育理論に基づく運動あそびの計画

からだを使った運動あそびの実践指導とディ
スカッション①

グループでのロールプレイと協議

からだを使った運動あそびの実践指導とディ
スカッション②

グループでのロールプレイと協議

6.運動あそび指導の計画① 用具を使った運動あそびの立案① 幼児体育理論に基づく運動あそびの計画

7.運動あそび指導の計画② 用具を使った運動あそびの立案② 幼児体育理論に基づく運動あそびの計画

8.運動あそび指導実践①
用具を使った運動あそびの実践指導とディス
カッション①

グループでのロールプレイと協議

用具を使った運動あそびの実践指導とディス
カッション②

グループでのロールプレイと協議

計画・実践の振り返り 指導案提出

11.運動会指導の計画① 運動会の立案① 幼児体育理論に基づく運動会の計画

12.運動会指導の計画② 運動会の立案② 幼児体育理論に基づく運動会の計画

運動会の実践指導とディスカッション①
模擬運動会のロールプレイ（保育者・子ど
も・参観者の視点から）

運動会の実践指導とディスカッション②
模擬運動会のロールプレイ（保育者・子ど
も・参観者の視点から）

運動あそびと運動会の実践指導の振り返り
学習成果の確認と評価

保育者・子ども・参観者の視点から振り返
る

[教科書・参考書] [成績評価]

[授業方法]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児期の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

講義・演習形式で行う。授業後半は指導案を作成し、ロールプレイを行う。また、新渡戸文化子ども園の園児との運動
遊びを立案し、指導・援助を行う。

幼児のあそびや表現についての題材を考えたり、グループでの指導計画を立てたり指導案を作成したりする。授業実施
後は内容を振り返り、まとめておく。

授業科目名

小児体育Ⅱ(370)

①子どもが日常的に行う遊びや表現に関する知識を得ることができる。
②子どもの発達過程を考えながら、保育者としての視点を常に持ち、活動することができる。
③園行事の意義を知り、企画・立案に積極的に関わり、実践することができる。

[授業の概要]

本授業では、「小児体育Ⅰ」で学んだ運動あそびや表現あそびをもとに、具体的なあそびや教材の工夫を考えていく。
また、園行事である運動会を企画・立案・実践することにより、保育者としての資質を高め、総合的に指導、援助が行
える実践的な力を身につける。さらに本授業では、「小児体育Ⅰ」に続き、新渡戸文化子ども園とのコラボレーション
企画として、子ども園の園児を対象に、遊びの提案、活動を行う。

4.運動あそび指導実践①

[予習・復習]（毎回各1時間）

運動ができる服装・靴（ストッキング着用不可、体育館履き、外履き）を準備してください。ピアスやネックレス等の
装飾品は外し、長い髪は結ぶ。また、授業中の飲食・携帯電話使用は固く禁じる。園児への保育実践を行う際には、特
に安全に気を配る。

3.運動あそび指導の計画②

テーマ

1.オリエンテーション・理論：安全管
理

2.運動あそび指導の計画①

5.運動あそび指導実践②

13.運動会の指導実践①

14.運動会の指導実践②

15.まとめ

教科書：適宜参考資料を配布

9.運動あそび指導実践②

レポートや授業課題、園児への対応状況（50％）、平常点（学習意欲、受講姿勢・態度等
（50％））にて評価を行う。参考書：適宜参考資料を配布

10.指導実践の振り返り
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授業形態 授業担当者

実習 　　C専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

４週間 180時間(4単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

施設理解

利用児者理解

援助方法

職務内容

記録方法・記録内容

反省と課題

[教科書・参考書] [成績評価]

６.反省会で見つかった課題を次に活かしながらより充実した実習とする

[授業の概要]

学内での２年間の学びを基礎として、実際の保育所や保育所以外の社会福祉施の現場に出て、指
導担当者から指導を受けながら現場での実習を行う。

１.実習施設の１日の流れを理解し、その流れに沿って行動する

テーマ

復習：１５時間

参考書：

規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価及び平常授業時の学
習への参加態度や行事等への出席率などをもとに総合的に判断する。

教科書：

授業科目名

保育実習Ⅰ(379)

[授業方法]

[予習・復習]

保育実習指導Ⅰでの学習成果を活かせるように、実習前及び実習後に教科書やノート等を読み返
し、学習した知識と技術についての再確認を行う。

・保育所実習の到達目標：保育の現場に出て実際の保育を体験することにより、本学で学んだ知
識や技術が実際の保育ではどのように活かされているのか、また、どのように活かしていくもの
なのかを確認することができるとともに、子どもについての理解や保育士の仕事や保育士の果た
す役割などの理解を深めることができる。
・施設実習の到達目標：保育所以外の社会福祉施設で施設利用児者とともに生活することで、社
会福祉施設及びその施設利用児者について、また、施設利用児者の生活や社会とのかかわり方に
ついての理解が深まり、さらに、基本的な支援技術が身につく。

オリンテーション、現場での実習及び巡回指導

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけて
いる。子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身につけている。

２.利用児者の活動についての理解を深める

３.利用児者の活動に合わせた関わり方について学ぶ

４.保育所及び施設における保育士及び職員の仕事について理解する

５.記録方法や記録内容について学び記録の意義を理解する
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授業形態 授業担当者

演習 小山　玲子・濱中　啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 2C／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業方法]

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学習が必要となる。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育実習指導の意義と目的、概要 保育実習，保育実習指導

自己の実習内容と実習計画の理解 保育所実習，施設実習

オリエンテーションの記録 園の概要，実習中の注意事項

日々の実習記録 実習の目標，時系列の記録

指導計画の基本 子どもの姿，ねらい，内容

部分実習指導案の作成
保育士の援助，留意事項，
環境構成

児童福祉施設の実際 乳児院，児童養護施設

授業科目名

保育実習指導Ⅰ(378)

[授業の概要]

保育所および施設での実習の意義や目的、保育実習Ⅰの内容を理解し、自らの実習課題を明確にできる。保育所・
施設における乳幼児および利用児・者の「人権」「最善の利益」「個人情報の保護」「守秘義務」の重要性が理解
できる。観察、実践、記録、指導計画の立案、評価と反省の方法や内容を学ぶと共に、実践に必要な基礎的な知
識、技術、保育士としての態度を習得し、実習に活かすことができる。

テーマ

７.児童福祉施設の理解

３.実習記録①

４.実習記録②

５.指導計画の立案①

６.指導計画の立案②

１.実習指導の意義と目的

２.実習計画と実習内容

本授業の原則は、遅刻・欠席を認めない。提出物は提出期限を厳守すること。成績や授業態度によって
は、実習に出られない場合がある。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

○全体を通して
・実習中、一人の社会人としての言動がとれるよう、社会人としての常識や言動について学ぶ。特に基本となる
「挨拶」「身だしなみ」「生活習慣・生活リズム」「言葉づかい」「社会的マナー（時間厳守・規則の厳守などを
含む）」など、日常生活における姿勢や態度などを主体的に意識できるようにする。
・自らの実習計画を作成し、実習に必要な書類について理解し、作成できるようにする。
・実習オリエンテーションおよび実習中の指導について理解する。

○保育所実習
・保育所保育指針、保育所の役割や機能について理解する。
・保育者の役割や職務内容、乳幼児への援助や環境構成について学ぶ。
・乳幼児の年齢による成長・発達を理解し、適切なかかわりを考える姿勢を養う。
・乳幼児の発達を考慮した遊びや活動内容を考え、部分実習で行う保育実技の準備、指導計画の立案に取り組む。

○施設実習
・児童福祉施設・社会福祉施設の目的、社会的役割、内容、利用児・者の理解、生活支援・自立支援、職員の職務
内容などについて学ぶ。
・各種施設を取り巻く社会的状況、直面している問題や課題などについて学ぶ。

講義、映像の視聴、グループワーク、演習を行う。

予習：シラバスと教科書を照らし合わせ、授業時に示された課題に取り組む。自主的に保育所実習のための準備、
指導案の作成に取り組む。障がいの理解のための課題に取り組む。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。授業内容の理解不足や疑問点を明らかにし、調べる、質問するなど
して理解を深める。
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内容 学習成果（キーワード）

知的障害者施設の実際 知的障害者入所施設

障害児への支援 生活，遊び

障害者のへの支援 就労支援，生活支援

児童福祉施設における実習内容 保育士の役割と援助

社会福祉施設における実習内容 保育士の役割と援助

実習施設の配当と解説 実習計画，実習内容

実習体験報告会 他者の体験からの学び，共感

保育実習・施設実習に向けて 目的，課題，実習の目標

自己の実習計画の確認，書類作成 実習の目標・課題

実習準備と生活についての確認 学ぶ姿勢，マナー，生活習慣

映像を通して保育所の実際の理解 保育所の役割，生活と遊び

映像を通して実習生の姿勢の理解 実習生の姿勢・取り組み

映像を通して施設の実際の理解 施設の生活，障がいの理解

映像を通して利用者・職員の理解 利用者の思い，職務内容

保育所における部分実習の準備

保育所における部分実習の準備

エピソード記録の意義と方法 エピソード記録

低年齢児の部分実習指導案 ０・１・２歳児保育

自己評価とまとめ 学習内容の振り返り・まとめ

[教科書] [成績評価]

　

授業への取り組みを最も重視し、学習成果の達成度、提出物の内容、課
題の内容、小レポート等を合わせて総合的に評価する。

『幼稚園・保育所実習ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲ
ﾄﾞ』『実習日誌・実習指導案ﾊﾟｰﾌｪ
ｸﾄｶﾞｲﾄﾞ』『施設実習ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲ
ﾄﾞ』わかば社、『〈平成30年施
行〉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 解説とポイント』（ミネ
ルヴァ書房）

２４.実習記録③

２５.指導計画の立案③

２６.実習に関するQ＆A①

２７.実習に関するQ＆A②

２８.実習体験報告会①

２９.実習体験報告会②

３０.まとめ

保育所・施設についての疑問
実習内容についての疑問

１２.施設実習　実習生の姿勢②

１３.施設実習計画

１５.前期のまとめ

テーマ

８.社会福祉施設の理解

９.障害児・者の理解①

１０.障害児・者の理解②

１１.施設実習　実習生の姿勢①

１４.体験から学ぶ

自己の実習の振り返り
他者の実習から学ぶ

幼児の製作・運動あそび，
保育教材の制作

保育所実習・施設実習についての
疑問，取り組み方，課題

要点のまとめ，発表態度，
他者の実習経験，共感，

１６.実習計画と諸書類の作成

２０.障がいの理解①

２１.障がいの理解②

２２.保育実技①

２３.保育実技②

１７.実習生としての姿勢と言動

１８.保育所の理解①

１９.保育所の理解②
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授業形態 授業担当者

演習 　　川村  祥子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) ２Ｃ／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

幼児教育の基本 「ねらい」と「内容」

領域「表現」と他領域の関係
他領域と総合的に関わってい
ること・共通することを再確
認

領域「表現」以前・誕生 「表現」の歴史的変遷

環境設定 表現が生まれる環境構成

子どもと時間・空間・モノ・情報 表現を育む環境

サウンドスケープ　校外学習 五感の働きを認識する

動物・植物・人との関わり 生命に対する感性を育てる

音楽的表現
身体で感じるリズム・言葉か
ら音楽へ・楽器あそび

造形の特性　新聞あそび 「もの」を媒体とした表現

各園の環境 ダイナミックな環境を活かす

適切な援助
表現者としての存在・成長

日常保育と行事との関連
保育集団のありよう

模擬保育（１）グループワーク 表現された子どもの世界

模擬保育（２）グループワーク 創造的表現活動

模擬保育（３）グループワーク 創造的表現活動

幼稚園要領「表現」
自己評価、ディスカッション

客観的な振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

演習科目であるため、実践やディスカッションには積極的に参加することがのぞまれる。

[授業の概要]

１２.音楽的表現

１３.造形表現　

この授業は幼稚園教諭のための教職課程科目であり、教育課程および指導法に関する科目として位置づ
けられている。幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念を理解し、子ども
の表現を受容するために必要な知識と技術を習得し、適切な援助ができるようになることを目的とす
る。

指導法の実践や事例についてグループディスカッションなどを適宜取り入れる。ビデオ視聴も効果的に
利用。

授業計画のテーマに沿い、教科書を読んでおく。翌週までの課題を実施することで、知識の定着を確認
する。

３.保育内容「表現」歴史的変遷

４.領域「表現」と保育者の役割

５.子どもの豊かな感性

６.諸感覚を通しての感性と表現

１.オリエンテーション

２.幼稚園要領「表現」について

　

教科書：「事例で学ぶ保育内容〈領
域〉表現」萌文書林
参考書：

授業への取り組み及びレポートによる評価。幼稚園教育要領の確認、各単
元の確認、以上の点を総合的に評価する。

授業科目名

子どもと表現(372)

[予習・復習]

[授業方法]

幼児の表現行動の特徴について理解し、保育者としての適切な援助方法か説明できる。幼児の感性を育
むために必要とされる環境作りを説明できる。

１４.ごっこ遊び・劇あそび

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.生命に対する感性と表現

８.音・音楽に対する感性と表現

９.造形に対する感性と表現 

１０.園環境が育む子どもの感性と表現

１１.子どもの感性と表現を育む保育者 
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授業形態 授業担当者

講義 　　廣川  加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) C／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

５段階でファンタジーを書く 外へ出かけ、帰ってくる

説明文　段落の連接関係 起承転結

意見文　結論を導く 論証と構成

日常に目を向ける 俳句　句会

日常をえがき、俳句を添える 随筆

報告書　800字で書く 相手と目的

報告書を読み合う 整合性

写真の特徴　文字の特徴 視覚に訴える

広告をつくる 相手へのアピール

自分の売りを見つけて書く 自分を語る言葉

自己PR文を読み合う 読みやすさ　相互批正

1000～1200字の意見文　小説 語彙を選ぶ　表現する

1000～1200字の意見文　小説 相互に論評する

そこで起こったことを視点を決めて書
く

人は何を見ているか

取り組みの確認　短歌を作る 自己の課題把握

[教科書・参考書] [成績評価]

[受講上の注意]

毎回、文章を書くので楽しみつつ向上心をもって受講してください。

[授業の概要]

随筆、小説、短歌・俳句などの創作、レポート､文書作成､自己ＰＲ文など、様々な｢書くこと」に慣
れる。また、実物や映像との組み合わせを楽しむ。

テーマにむけての様々な文章例や表現を理解し、「創る・書く」の実技に取り組む。

次回行う内容の構想を練ってくる。復習は配布プリントを必ずフアイルして内容の整理をするこ
と。

１５. まとめ

テーマ

１２.選んで書く①

１３.選んで書く②

３.論理で書く②

６.論理で書く③ー１

９.写真と言葉②

１０.自己PR文を書く①

１.物語を書く

２.論理で書く①

課題に沿って書いた作品で評価する
教科書：なし　参考書：適宜配
布

授業科目名

文章表現法(270)

[予習・復習]

[授業方法]

多様な文章の形態を知りオリジナルな作品を書く。書くことの基本を学び、文章表現に関心をも
ち、言語表現能力を高める。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

 社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

５.随筆を書く

４.俳句をつくる

７.論理で書く③－２

８.写真と言葉①

１１.自己PR文を書く②

１４.出来事を描写する
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授業形態 授業担当者

演習 　　生活学科教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) D，C／７月－９月 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

目的、内容 インターンシップ

実務研修先と研修内容 社会人基礎力

実習先の確定、ビジネスマナー

研修記録の目的と書き方、報告書の書
き方

事前指導、受入依頼、事前訪問 参加受講者へ詳細指示

実地研修（３～５日間）

研修報告書の仕上げ、提出、報告会

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

インターンシップ演習(271)

[授業方法]

[授業の概要]

教科書：特になし

[受講上の注意]

５．学外オリエンテーション

４．学内オリエンテーション

６～１４　実地研修

１５.まとめと報告、お礼状

テーマ

[予習・復習]

１．インターンシップ演習

２．本演習の進め方

３．学内オリエンテーション

詳細な日程や情報は適宜学内に掲示する。企業等での研修は夏期休暇中の３～５日間を予定。
研修先については事前に相談、受け入れ先企業の承諾を得て決定する。
研修内容については受け入れ先企業と調整を行うが基本的には受け入れ先の企画内容となる。

参考書：資料配付 研修先からの評価、研修報告書をもとに単位認定をする。

　

事前の学内説明会、学内・学外オリエンテーション、課題提出、

研修目標、面接対応

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約１５時間の授業外学修が必要となる。

この演習では次のような項目を目的として計画・実施する。
１）ビジネスマナーや一般常識・専門知識を得る。
２）実習先企業の知識や業界知識を得ることで社会の仕組みを知る。
３）実際の実習・研修を通して適切な職業選択ができるようになる。

事前指導及び事後指導は講義・演習形式。実地研修は３～５日間行う。

インターンシップとは、「学生が企業等で実習・研修的な就業体験をする」ことである。若者の勤労意識
を高めたり、企業と学生間のミスマッチを防ぐ目的でインターンシップという考えが導入されるようにな
り、多くの大学でその制度がカリキュラムとして採用されている。インターンシップの実習そのものは３
～５日間という短期間だが、そこに至るまでの事前講義、また実際の就業体験を通して、自分を見つめ、
「働く」ことの意義をつかむ。そして自分の進路に結びつける。

自ら積極的な参加をすることにより、手続きに関すること、事前の企業研究などを行う。研修中は現場で
の指示に従い研修成果をあげる努力をする。
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授業形態 授業担当者

講義 　　廣川  加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) C／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

教科としての「国語科」 日本語、国語、国語科

話す・聞く・書く・読む 入学前とのつながり

小学校低学年の内容 相手に応じて話す

言語活動の実際 ポスターセッション

小学校低学年の内容 口頭作文　文から文章へ

説明的な文章 順序

物語 想像を広げる

教科書の中の読書活動 ブックトーク

読書会 リテラテャー・サークル

昔話や神話・伝承 昔話を語る

短歌　俳句　ことわざ　慣用句 俳句に親しむ

教科書教材を見る 絵・写真とことば

１年生の絵日記　３・４年生の日記 生活を書いたものを読む

音読　二人読み　群読 声と身体性

入学前に求められること 子どもにとっての言葉

[教科書・参考書] [成績評価]

テーマ

８.読書活動①

７.読むこと②

６.読むこと①

教科書：なし

１４.詩を読もう

１.国語とはなんだろう

１３.子どもの日記を読む

２.小学校「国語科」の内容

９.読書活動②

４.話すこと・聞くこと②

１０.伝統的な言語文化①

１１.伝統的な言語文化②

１２.メディア・リテラシー

参考書：幼稚園教育要領

授業への取り組み重視。数回確認を行う学修成果と最後の試験で評
価する。

１５.まとめ

扱った内容が実際の生活（言語生活）でどのように生かされているかを考えてみること。

３.話すこと・聞くこと①

５.書くこと

授業科目名

国語(268)

[授業方法]

プリントを配布し、実際に言語活動を行う。

[予習・復習]

小学校の国語科教育の構造を知り、幼児教育とのつながりを考え、言葉を学ぶ楽しさと大切さを理解すること
ができる。さらに、自分が受けてきた国語科教育をふり返り、言葉の力を高めることができる。

小学校「国語科」の目標と内容を知り、３領域１事項について小学校低学年を中心に理解を深める。１年生の
教科書や小学生の書いた絵日記を考察したり、授業で実際に設定される言語活動を行う。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]
扱う内容は難しいものではありませんので、ご自分の問題意識で大いに考えを深めてください。
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授業形態 授業担当者
講義 　　湯藤　定宗

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約６０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

教育改革の系譜と今日の教育改革 キーコンピテンシー

学校教育制度の基本原理 義務教育学校

前期・後期中等教育 中高一貫教育校

生涯学習社会における学校の役割 生涯学習

教育行政の原理・組織と機能 文部科学省

教育委員会制度 首長と教育委員会の役割分担

学校経営と学校の組織化 リーダ―シップ

学校評価と学校参画 チームとしての学校

社会的選抜装置としての学校 高大接続

国際学力調査と教育政策 PISA

学校教育の新たな課題 キャリア教育・いじめ

近代学校制度の成立 学制

戦後から現在に至る教育改革 臨時教育審議会

学校における学びの効果 教育の機会均衡

新たな時代における学校像 生きる力

[教科書・参考書] [成績評価]

講義形式ではあるが、アクティブ・ラーニングを取り入れた授業形態をとるので、積極的にワーク等に参加すること。

１２.学校教育制度の成立と発展

テーマ

７.学校・学級の組織と運営

８.学校の質保証と学校参画

９.選抜システムとしての学校制度

１０.教育政策の国際化

１.教育制度と教育改革

２.就学前教育制度と初等教育制度

教科書：坂野慎二・湯藤定宗・福本みちよ
編（2017年）『【第2版】学校教育制度概
論』玉川大学出版部

参考書：市川須美子他編（2019年）『教育
小六法』学陽書房。

　

試験40％、授業中における取り組み15％、課題等の取り組み15％、ポートフォリオ
（各回の復習）の作成30％

１４.学校教育の現在と未来

１５.教育の制度と経営に関するまとめ

授業科目名
子どもと社会(375)

[授業方法]

[予習・復習]

予習（こちらが用意する空欄補充プリント）を必ずしてから授業に臨むこと。また予習の段階で何が分からないかをメモ程
度で構わないので、記録しておく。また、復習はこちらが用意するコメント用紙に毎授業後に学習したことを整理して授業
に臨むこと。

授業は予習をしていることを前提で行う。ブレイン・ストーミング等のアクティブ・ラーニングの手法を適宜取り入れる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

子どもと社会を取り巻く諸問題を理解し、柔軟かつ寛き心で取り組む姿勢を身につけている。

[授業の概要]

現代の学校教育に関する制度的・経営的事項について、基礎的知識を身に付けるとともにそれらに関連する課題を理解す
る。なお、学校と地域との連携に関する理解及び学校安全への対応に関する基礎的知識も身に付ける。

各教育段階における制度的・歴史的理解、そして諸外国との比較を通して、日本の教育の実態を理解しつつ、学校が有する
課題を把握し、教育の制度と経営のあるべき姿について考察する。

１３.学校教育制度の展開

３.中等教育制度と特別支援教育制度

４.高等教育と生涯学習

５.中央教育行政

６.地方教育行政

１１.学校の安心・安全と未来への準備
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授業形態 授業担当者
講義 　　濱中　啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
　開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]
内容 学習成果（キーワード）

教育課程、カリキュラムの語源・意義 教育課程、保育課程、カリキュラム

理想とする園づくりとカリキュラム編成、
行事の意義

教育目標、ねらい、行事、活動内容、
学び

子どもを取り巻くも環境の変化とカリキュ
ラム編成

社会の変化、教育環境

教育基本法、教育課程の類型、カリキュラ
ムの内容・編成・方法－理論的考察－

教育基本法、羅生門的アプローチ、工
学的アプローチ

子どものやさしさを育てるカリキュラム
子どもの経験、行事、道徳性、特別な教科
「道徳」

命の大切さを育てるカリキュラム 飼育動物、人とのかかわり、食育

課題提出、保育環境とカリキュラム
人的環境、物的環境、社会環境、自然環境、レッジョ・
エミリア

子どもの社会性を育てるカリキュラム 人間性、人とかかわる力、人間関係

幼稚園教育要領、保育所保育指針の成立・
変遷

教育史、学制、幼稚園令、6領域時
代、5領域

学習指導要領の成立・変遷
教育基本法、教育委員会、詰め込み教
育、ゆとり教育

課題発表：『窓ぎわのトットちゃん』から
みるカリキュラムと時代背景

大正自由教育、トモエ学園、リトミッ
ク、小林宗作

カリキュラム思想と実験学校の一例
コメニウス、ルソー、フレーベル、ペスタ
ロッチ、デューイ

山積する教育課程の課題と解決
安全教育、安全環境、運動遊び、自然
環境

山積する教育課程の課題と解決
学力低下、情報機器の普及、保護者対応、
プロジェクト保育

カリキュラムを作る、学習内容のまとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

１３.教育課程をめぐる諸問題（１）

　講義を中心とするが、各自課題探究、レポート発表も取り入れる。

　配布プリントや授業ノートに目を通し、自己の理解を深め、次の学習に備えること。

１.教育課程とは何か

２.教育課程の基本（１）

　配布されたプリントは次回の授業にも持参する。

[授業の概要]

１２.教育課程の史的展開

８.教育課程の展開-事例検討-（４）

９.教育課程の史的展開（１）

１０.教育課程の史的展開（２）

１１.教育課程に関する文献講読

３.教育課程の基本（２）

４.教育課程の基本（３）

５.教育課程の展開-事例検討-（１）

６.教育課程の展開-事例検討-（２）

教科書：①谷田貝公昭・石橋哲成監修『コンパクト版保
育者養成シリーズ新版教育・保育課程論』一藝社、②黒
柳徹子『窓ぎわのトットちゃん新組版』講談社文庫、
2015年

参考書：授業の中で指示 　

授業への取り組み、提出物（レポート）、試験などを総合的に判断する。　

授業科目名
教育課程論(373)

[授業方法]

[予習・復習]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

　本授業における到達目標は、①教育課程（カリキュラム）の語源・意義を知る、②幼稚園教育要領・保育所
保育指針・学習指導要領の変遷について理解する、③教育課程の実際や教育計画について理解する、④山積す
る現代教育課程の問題について理解し、解決法を自分なりに考える。⑤以上を通して、幼児教育現場で求めら
れている教育課程の編成のあり方について理解する。また『窓ぎわのトットちゃん』から教育課程の意義や時
代背景を探ることが目標である。

　教育課程について、まず教育課程の基本（意義、編成、内容、歴史）を踏まえる。また、自分が理想とする
教育課程を考え、子どもの成長・発達という側面からカリキュラムの意義を考えるようにする。幼稚園教育要
領、保育所保育指針、学習指導要領の成立や変遷を知る。『窓ぎわのトットちゃん』を熟読し、教育課程と時
代背景について理解するようにする。

１４.教育課程をめぐる諸問題（２）

１５.まとめと評価

テーマ

７.教育課程の展開-事例検討-（３）
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授業形態 授業担当者
講義 　濱中　啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業の概要]

[授業の方法]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション 教育方法、保育方法、教育学、学問領域

教育方法の基礎理論と実践 学び、発達、遊び、環境、資質・能力

教育方法のあり方 保育者の専門性、教材、子ども理解

保育を構成する基礎的な要件、環境 環境、評価、10の姿と教育方法

主体的・対話的で深い学び、育みた
い資質・能力、幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿

主体性、対話的、学び、アクティブ・
ラーニング、10の姿、幼小連携、

教育方法の歴史・思想と現代（日
本）

東京女子師範学校附属幼稚園、和田實、
倉橋惣三、日本保育学会

教育方法の歴史・思想と現代（世
界）

ベル・ランカスター、フレーベル、ヘル
バルト、デューイ、プロジェクト型保育

様々な教育方法の種類と遊び
一斉保育、集団保育、異年齢保育、自由
保育、チーム保育、学校と教育方法

遊びと環境 遊び、表現活動、興味、自由

発達の応じた教育方法 発達、教育方法

保育の計画・実践・評価 保育計画、実践、評価、省察

課程・地域との連携を活かした教育
の展開

連携、家庭、地域

ＩＣＴの活用 ＩＣＴ、情報機器、教材

ＩＣＴの活用 ＩＣＴ、情報機器、教材

復習・まとめ 振り返り・まとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名
教育方法論(376)

　幼児教育の基本や教育方法にかかわる基礎的知識を習得する。環境・子どもの興味関心・発達過程及び発
達課題等を総合的に考慮した「方法」の選択、実践ができるようになる。保育現場の多様化も視野に入れな
がらさらに広く学びを深め、子ども理解や保護者理解の視点から保育者の役割を考え、教育実習・保育実習
などの保育の現場で実践力を活かすことができるようになる。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性
乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけてい
る。

授業態度、提出物、レポート課題、グループワークなどへの取り組み姿勢によ
り総合的に評価する。

参考書：保育用語辞典（ミネルヴァ書房）

幼児教育の基本や教育方法にかかわる基礎的事項について、教科書を基にした講義を中心に授業を行う。保
育での遊びや園生活全体における援助等を、幼児期の教育方法の理論と実践の両方から学び、保育者として
の実践力を身につけることを目指す。子ども・保護者についての理解や保育者の役割について理解を深め
る。

１１.教育の技術と方法（４）

３.教育の方法論（２）

４.教育の方法論（３）

５.教育の方法論（４）

６.教育方法の基礎理論（１）

テーマ

１３.情報機器及び教材の活用（１）

教科書：現代保育問題研究会『保育をめぐ
る諸問題』一藝社

１４.情報機器及び教材の活用（２）

１５.学習のまとめ

９.教育の方法と技術（２）

１０.教育の技術と方法（３）

[予習・復習]

講義・グループワーク・意見交換と発表

毎時間、教科書の内容に沿ったレジメや資料を配布する。それらを専用のファイルに綴じて毎回の学びの積
み重ねを可視化し、自分の学習の軌跡作りを習慣付けること。また復習として、毎回の授業の内容を整理し
確認しておくこと。授業内容の理解不足や疑問点は、自分で調べる、質問するなどして理解を深めるように
する。

本授業は、幼稚園教諭二種免許状取得のための必修授業である。取りこぼさないよう注意すること。

１２．教育の技術と方法（５）

１.教育の方法とは何か

２.教育の方法論（１）

７.教育方法の基礎理論（２）

８.教育の方法と技術（１）
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授業形態 授業担当者

講義 　　榊原　久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 2C／前期 必修

[授業の到達目標]

［授業外学修に必要な時間］

開講期間内において、約60時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション・子ども理解と自
分理解

幼児理解・自己理解

育児・保育の現状と課題 保育・育児の現状

発達的理解 観察、記録

生活・遊び・環境構成

発達的理解 肯定的態度、共感的理解

生活・遊び・環境構成 実習事例の考察、発表

発達的理解 実習事例の考察、発表

生活・遊び・環境構成 実習事例の考察、発表

子どもの最善の利益を保障する保育と
は

子ども人権憲章

理解者としての保育者 実践事例の検討

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の10項
目① 実践事例の検討

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の10項
目② 保育記録、評価

指導要録と保育要録 指導要録、保育要録

子ども理解の歴史 保育史、子ども研究

幼児理解と家庭教育支援について まとめ

[教科書・参考書] [成績評価]

予習：前回の授業時の指示に沿って行うこと。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。授業内容の理解不足や疑問点を明らかにし、調べる・質問するなど
して理解を深めること。

３.3歳児の理解①

４.3歳児の理解②

５.4歳児の理解①

６.4歳児の理解②

１.幼児理解の基本(1)

２.現代社会における子どもの
育ち

テーマ

復習をきちんと行い、毎回の事例についての自分の視点を整理すること。

授業科目名

幼児理解(374)

[授業方法]

[予習・復習]

・子どもを理解するために必要な視点や手立てについて理解する。
・子どもの内的世界を理解するための保育者の援助のあり方について考察、検討することができる。

[授業の概要]
保育者に必要な専門性の一つは、子どもの内面を理解し、信頼関係を築き、発達に必要な経験を子ども自らが獲得
していけるように援助する力である。保育の実践事例、実習事例を基に、子どもの内面の理解とその援助とはどう
いうことかを具体的に検討していく。保育者として実践的な力を養うことを目指す。

講義、グループワーク、小レポート課題

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

　

授業への取り組み、ミニレポート、課題への取り組み、意見交換時の
積極性、学習成果の確認により、総合的に評価する。

教科書：幼稚園教育要領、適宜プ
リントを配布

１４.幼児理解と歴史

１５.家庭教育支援

１３.幼児理解と評価(2)

１３.幼児理解と評価(３)

７.5歳児の理解①

８.5歳児の理解②

９.子どもの人権について

１０.気になる子どもの理解

１１.幼児理解と評価(1)
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授業形態 授業担当者

講義 長堀　加奈子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育の場における教育相談とはどのようなも
のか

保育の場における教育相談の
重要性の理解

0～2歳までの子どもの発達
基本的信頼、アタッチメン
ト、応答的環境

幼児期、児童期、思春期の子どもの発達 自己中心性、遊びの発達

保護者との信頼関係の作り方の基本と親育ち
の視点

子育て相談、「親育ち」

発達障害の基本理解とその保護者へのかかわ
り

発達障害、LD、ADHD1、自閉症
スペクトラム、障害受容

心理学的視点から子どもの問題を理解する方
法

アセスメント、受容、共感、
自己一致、傾聴

カウンセリングの基本事項とカウンセリング
技法のワーク

カウンセリング技法の体験

コンサルテーションや他職種との連携につい
て

コンサルテーション、危機介
入、リソース

保育者の専門性を活かした教育相談の在り方
について

保育者の専門性、倫理綱領

援助的対人関係に活用できるエクササイズの
実践

基本的対人関係スキルの習得

子ども同士の関係に関する事例を検討する
子ども同士のいざこざ、仲間
に入れない子ども

問題行動をしめす子どもの事例を検討する 暴力をふるう子ども、不登園

虐待の疑われる事例を検討する 虐待、ネグレクト

障害のある子どもの事例を検討する 発達障害、気になるこども

異文化理解、保護者相談の事例を検討する 異文化、保護者からの相談

[教科書・参考書] [成績評価]

１２.事例について考える②

１３.事例について考える③

さまざまな子どもの特徴やニーズと発達を理解すること、相談やコンサルテーションを行
うための具体的な方法を習得すること、また実際の事例を知り考えることで、保育教育相
談の基礎知識を身に着けることをねらいとする。

１１.事例について考える①

３.子どもの発達理解②

４.保護者への対応

５.発達障害や気になるこども

６.子どもの心理発達と
　　カウンセリング的アプローチ

テーマ

７.保育場面での
　　カウンセリング技法の活用

８.地域での連携

９.保育者の専門性と相談

授業科目名

教育相談(377)

[授業方法]

[予習・復習]

[授業の概要]

参考書：小田豊・秋田喜代美編著
『新時代の保育双書　こどもの理解
と保育・教育相談』（(株)みらい）

予習は特に必要ない。各講義終了後はその内容を復習し、学んだこと、感じたことについ
て小レポートを作成する。

教育相談における基礎知識や基礎技術を習得し、実際の相談場面で活用できる。

前半は子どもの発達や教育相談に関する基礎知識についてパワーポイントを用いて講義を
行う。後半は実際のカウンセリング技術の取得へ向けたエクササイズや事例を通じたワー
クを取り入れる予定である。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１０.基礎的対人関係のトレーニング

１.保育の場における相談

２.子どもの発達理解①

教科書：適宜プリントを配布 小レポート(75％)、授業への取り組み状況（25％）

１４.事例について考える④

１５.事例について考える⑤

レポートの提出状況及び出席状況については各自で必ず確認してください。
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授業形態 授業担当者

演習 榊原久子・濱中啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 2C／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約30時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

自己の教師としての課題の明確化と教職カルテ 教諭の役割、教員間の協力、協働

年間行事の種類と内容 年間行事の取組、子ども理解

模擬保育資料収集、場所の選定 園外保育、データ収集

行事実施計画　グループ討議 行動計画、スケジュール

行事実施計画案の作成、提出、
保護者向け文書作成、提出

ねらい、保育計画、
園外保育のお知らせ

行事の実施（グループで実践） 実地踏査、記録、役割分担

行事の実施（グループで記録） 調査後の会議、記録作成

行事振り返り（発表、報告書） グループ発表、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

運動会の準備 立案、計画、準備、討議

運動会の参加 目的の共有、計画遂行、協同

遠足の実施（水族館またはいもほり遠足） 協同、引率、指導、安全確認

玩具と保育実践 遊びの実演、子どもと玩具

素話資料収集、グループ内練習 ねらい、対象、あらすじ

素話の発表 発表、評価、討議

実践報告会（グループ発表）　報告書提出、ま
とめと評価　履修カルテの確認

振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

教職実践演習（幼稚園）(371)

[授業方法]

ディスカッションを多く取り入れた実践的な演習形式で行う。

[予習・復習]

１．幼稚園教諭として必要な実践力を養う。
２．グループ活動により、教員同士で協力し合って保育を行うためのコミュニケーション能力を養う。行事を
計画する力を養う。
３．保育技術を高める。
４．子どもの立場になって考えて、保育を計画することができる。

行事の取り組みについて学び、グループごとに実際に計画を立てて模擬保育を行う。保育技術については、個
人製作、グループ製作を行い、発表する。

[授業の概要]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけてい
る。

23.24． 保育の表現技術（１）

25.26． 保育の表現技術（２）

３．４． 行事の教育的意義

　

授業への取組姿勢、グループ討議、模擬授業内容、制作物などを総合的に評価
する。

教科書：『幼稚園教育要領解説』フ
レーベル館『幼保連携型認定こども
園教育・保育要領解説』フレーベル
館

課題に応じて個人やグループで、関連書籍やインターネットを活用して模擬保育実践や保育の表現活動がス
ムーズに行くよう事前・事後に話合いや準備を行う。素話、ダンボール制作などは授業以外の時間を有効に利
用し、製作等に取り組む。

[受講上の注意]

グループ作業が多いので、協調性をもって授業に積極的に取り組むこと。

27.28． 保育の表現技術（３）

29.30． 実践演習報告とまとめ

テーマ

13.14．模擬保育実践（４）

15.16．模擬保育実践（５）

17.18．行事の展開（１）

19.20． 行事の展開（２）

21.22． 行事の展開（３）

５．６． 行事内容を考える

７．８． 模擬保育実践（１）

９．10．模擬保育実践（２）

11.12．模擬保育実践（３）

１．２．オリエンテーション
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授業形態 授業担当者

実習 　　児童生活専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

各2週間 180時間(4単位) 1C／後期、2C／前期 必修

[授業の到達目標]

[予習・復習]

[授業外学修に必要な時間]

復習：１５時間

[授業計画]

学習成果（キーワード）

幼稚園理解

２.子どもの発達に応じた適切な関わり方及び指導方法を学ぶ 発達・援助

３.幼稚園における保育者の仕事と環境構成を学ぶ 保育者理解・保育環境

指導計画

責任実習

反省・課題

[教科書・参考書] [成績評価]

テーマ・内容

授業科目名

教育実習(275)

[実施概要]

１.幼稚園の１日の流れを理解し、その流れに沿って積極的に行動する

[授業方法]

オリエンテーション、現場での実習及び巡回指導

[授業の概要]

幼稚園教諭養成の目的・意義・役割、幼稚園教諭としての教育の基本・目的・教育課程の編成、幼児教育
の理論や指導法などの講義で得た知識と技能をもとに、幼稚園の実際の現場において、幼児期にふさわし
い生活の展開とはどのようなものなのか、またそのふさわしい生活を展開するためにはどのようにしたら
よいのかなどを修得することができる。１年次には、観察・参加実習、２年次に参加・責任実習を実施す
る。

学内での学びを基礎として、実際の幼稚園の現場に出て、指導担当教員から指導を受けながら現場での実
習を行う。

実習期間
１年次：9月～11月［うち２週間］　観察・参加実習
２年次：5月～ 7月［うち２週間］　参加・責任実習
ただし、受入先幼稚園の関係で上記の期間以外に行うこともある。
また、単位修得状況や学習態度等により実習できない場合があるので注意すること。

教育実習指導での学習成果を活かせるように、実習前及び実習後に教科書やノート等を読み返し、学習し
た知識と技術についての再確認を行う。

[受講上の注意]

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

乳幼児の教育・保育及び家庭や地域社会に関する本質と原理にかかわる専門的な知識と技術を身につけている。

　

規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価及び平常授業時の学
習や行事等への取り組み状況などをもとに総合的に判断する。

４.指導計画に基づいた指導方法を学び、自らの指導計画立案に活かす

５.指導計画を立案し、その計画をもとに責任実習を行う

６.実習園での反省会から、実習での成果と今後の課題について学ぶ

教科書：

参考書：
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　川村  祥子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) Ｃ／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修を課す。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

領域「表現」保育現場の音楽活動腹式・胸
式・丹田呼吸法・発音・発声

口腔内、声帯の構造
呼吸法　自らの声

音の長さ　音符・休符・タイ・三連符・拍
子・小節・　音の高さ

楽譜上の音楽用語
階名唱

楽譜の読み方・書き方 楽譜上の諸記号

音程　わらべうたのしくみ
「だるまさん」他

長短系
音楽要素

音程　唱歌「春が来た」「春の小川」「ふる
さと」他

完全系
音楽要素

長音階　手話をつけた歌
身体表現を伴った歌　任意の曲

長音階＃♭３つまで

短音階　ボディーパーカッションと歌唱　任
意の曲

短音階＃♭３つまで

和音＝コードネーム
「歌唱の共通教材」より

長・短三和音

和音＝コードネーム
カスタネット・シンバル・トライアングル・
すずなどの奏法

増・減三和音・セブンス
リズム楽器の基礎演奏方法

「Caro　mio ben」「Largo」 発声・発音

　任意の曲 表情、表現力

学習成果の評価　 任意の曲 楽典を含めた基礎音楽理論

「Hail Holly Queen」他

復習 各自のレパートリー再確認

個人、重唱、アンサンブル、合唱 音楽要素・表現力・歌ごころ

[教科書・参考書] [成績評価]

[受講上の注意]

グループワーク・発表は主体的に取り組む。動きやすい服装で参加すること。

[授業の概要]

保育者として必要な声楽技術と知識を身につける。自身の「いい声」を見つけ音楽表現の幅を広げる。独
唱、重唱、アンサンブル、合唱などのさまざまな形態で演奏することにより、音楽を表現し、感受する
力、聴く力、歌心養う。また、音楽の基礎的な音楽理論である音階、音程、和音を理解、説明ができ、楽
譜の読み方や曲の選び方を学ぶ。

この授業は、保育者として子どもの豊かな音楽活動を支えるために楽譜のしくみなどの音楽の基礎理論を
細かく学ぶ。毎回授業の初めに発声練習を行い、初見の能力を継続的に身に付ける。また、保育の現場で
よく歌われている子どもの歌を１曲ずつ歌う。イタリア歌曲、ミュージカルやポップスなどにも挑戦し、
レパートリーを広げると共に教育実践に生かす知識や表現力を身につける。

授業計画のテーマに沿い、音楽理論の理解を教科書で復習する。翌週までの課題を実施することにより、
表現技術と知識の定着を確認する。

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連性

社会の一員であることを自覚し、教養、コミュニケーション能力および豊かな人間性を身につけている。

１４.まとめ 

４.音程の仕組み（１）
　わらべうた

５.音程の仕組み（２）　唱歌

６. 保育現場で歌われる曲（１）

１.オリエンテーション

２.楽譜の仕組み

１２.ミュージカル　楽典確認

１３.ゴスペル

　

楽典を含めた基礎理論の学習成果。最終授業日に発表会を実施し、
授業への取り組みなどから総合的に評価する。

教科書：教育芸術社　音楽通論
（器楽Ⅰと兼用）
その他資料：適宜プリント配布

授業科目名

声楽(273)

[授業方法]

個別およびグループによる演習の授業形態である。ＤＶＤなど視聴覚機材の利用もする。課題はmanabaに
て提出する。

[予習・復習]

１５.発表会

テーマ

７.保育現場で歌われる曲（２）

８.小学校で歌われる曲

９.リズム楽器の合奏と歌唱活動

１０.リズム楽器の合奏と歌唱活動

１１.ポップス

３.輪唱・エチュード
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　棒田　明子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保護者理解 妊娠出産子育て事情 保育者としての保護者理解

胎児から0歳児の成長と発達と生活 子どもの理解と援助の関係

子どもの生活習慣・リズム 食事、睡眠、排泄

子どもを観る、認める 子どもの理解と援助の関係

環境の変化と遊び 遊びの文化

自然とのかかわり・集団・伝承遊び 遊びの文化

絵本 絵本の選び方

おもちゃ おもちゃの選び方

遊びの実践　つみきあそび つみ木遊び　見立て遊び

まち保育とその実践 地域、散歩、防災

まち保育の実践 地域、散歩、防災

施設見学 子育て支援施設

保護者の不安を受け止めて 保護者と協力して

お散歩マップ作り 地域、散歩、子どもの視点

学習成果の確認と評価 お散歩マップの発表

[教科書・参考書] [成績評価]

学習成果の確認、評価、課題、授業の取り組みによって総合的に評価す
る。

　

９.子どもの遊びを支援する④

１０.子どもの遊びと生活の連携①

１１.子どもの遊びと生活の連携②

１２.施設見学

１３.保護者理解をめざした
　　　　　　　　　援助の実際

１４．子どもの遊びと生活の連携③

１５.学習成果のまとめ

教科書：必要に応じてプリント資料
を配布
参考書：授業内で示す

６.子どもの遊びを支援する①

７.子どもの遊びを支援する②

１.子どもの生活を支える保護者理解

２.胎児期から乳児期を知る

３.子どもの生活を支援する①

８.子どもの遊びを支援する③

グループワーク・遊びの実践、見学など演習が多くなるので、欠席しないように注意すること。

授業科目名

子ども生活支援の理論(451)

現在置かれている保護者の現状、家庭での現状を理解した上で、子ども、保護者を援助することを学び、保
育者として、子どもの生活や遊びの具体的な支援の方法を身につける。

[授業の概要]
子どもの健やかな育ちを促すためには、どのような支援が必要なのか。現代の妊娠出産子育て環境、生活を
理解し、支援方法を学ぶ。具体的には、子どもの生活の支援方法、子どもの遊びの支援方法、地域との連携
など、事例やワークを取り入れながら実践的に学ぶ。

[授業方法]

パワーポイントほかレジュメを使用し、グループワーク、ディスカッションを取り入れで行う。

[予習・復習]

課題が出された場合はきちんと調べておくこと。

テーマ

４.子どもの生活を支援する②

５.子どもの生活を支援する③
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもの生活習慣 必要感　自立

子どもの生活リズム 食事　睡眠　排泄

子どもの遊び　遊びの環境構成 主体性　自発性

自然とのかかわり 自然が子どもを育てる

集団遊び・伝承遊びの継承 遊び文化

　　　　　　〃 遊び文化

絵本やおもちゃについて 絵本やおもちゃの選び方

　　　　　　〃 絵本やおもちゃの選び方

保育者の専門性と相談活動 ケースカンファレンス

保護者の相談を受ける（演習） ケースカンファレンス

９.保護者の子育てを支援する③グループ懇談の持ち方（演習） ファシリテーション

連絡帳の書き方（演習）
保護者とのコミュニケーショ
ン

　　　　　　〃
保護者とのコミュニケーショ
ン

子育て支援者としての自覚と展望 支援者へのケア　協働

学習成果の確認と評価

[教科書・参考書] [成績評価]

８.子どもの遊びを支援する⑥

７.保護者の子育てを支援する①

８.保護者の子育てを支援する②

３.子どもの遊びを支援する①

４.子どもの遊びを支援する②　

５.子どもの遊びを支援する③

６.子どもの遊びを支援する④

２.子どもの生活を支援する②

評価する。

　

授業成果の確認・評価、過大、授業への取り組みによって総合的に教科書：必要に応じてプリント
資料を配布
参考書：授業内で示す。

１４.子育て支援者として

１５.学習成果のまとめ

１２.保護者に伝える①

７.子どもの遊びを支援する⑤

１３.保護者に伝える②

テーマ

授業科目名

子ども生活支援の方法(455)

[授業方法]

[予習・復習]

課題が出された場合は、事前に調べておくこと。

講義　演習　映像の視聴　グループワーク

保育者として子どもの生活や遊びの具体的な支援の方法を考えることができる。保護者に対する支援者
としての相談活動や情報の伝え方など、具体的な方法を身につけることができる。

グループワークなどの演習が多くなるので欠席しないように注意すること。

[授業の概要]
子どもの健やかな育ちを促すために子どもやその保護者に対して保育者のできる支援の方法を学ぶ。具
体的には、子どもの生活の支援方法、子どもの遊びの支援方法、保護者の相談援助、保護者への伝達方
法など、事例やワークを取り入れながら実践的に学ぶ。

１.子どもの生活を支援する①
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　小笠原　忍

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

コミュニケーションワーク 自己紹介、授業の目と展開の説明

臨床発達心理学の基礎 発達障害・気になる子の特徴とその支援法

行動の種類 条件づけ(オペラント、レスポンデント)

行動の増やし方・減らし方 強化、弱化、強化子、弱化子

行動の増やし方・減らし方 消去、消去バースト、分化強化

行動の作り方
シェイピング、チェイニング、
プロンプト・フェイディング

行動の目的・意味のアセスメント 機能分析

行動介入法
トークンエコノミー、レスポンスコスト、タイム
アウト、PECS、ビデオ指導

発達障害児に対するABA療育 DTT、PRT、VB、機会利用型

遊びの支援 遊びの増やし方、遊びのルール理解

集団活動の支援 集団行動のモデリング、全体指示

コミュニケーションの支援① 不適切行動への対応

コミュニケーションの支援② 「貸して」の練習

生活スキルの支援 食べ物の好き嫌い、トイレの自立

これまでの事例の振り返り アセスメント、事例検討

[教科書・参考書] [成績評価]

講義に必要のないものは机上に置かない。

本科目は他者との関わりが求められるため、積極的に取り組むこと。

[授業の概要]

１２.事例検討③

１３.事例検討④

応用行動分析学の基礎的な知識と技法を修得する。

子どもの発達段階や知的レベルに応じた見立て(アセスメント)を身につける。

１１.事例検討②

３.応用行動分析学①

４.応用行動分析学②

５.応用行動分析学③

６.応用行動分析学④

テーマ

７.応用行動分析学⑤

８.応用行動分析学⑥

９.応用行動分析学⑦

１０.事例検討①

１.オリエンテーション

２.臨床発達心理学とは

教科書：プリントの適宜配布

参考書：参考書は授業時に示す

 定期試験（80％）、授業の取り組み状況（20％）

１４.事例検討⑤

１５.振り返り

予習：次回学習内容に関わる事項を調べる。　復習：授業内容の省察をおこなう。

講義・演習形式。事例分析やロールプレイによるグループワークを中心に行う。

授業科目名

臨床発達心理学(454)

[授業方法]

応用行動分析学の基本原理を理解することを目的とする。

[予習・復習]

応用行動分析学の基本原理に基づいて、具体的な支援方法を立案できる。 
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　大柴　由紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

食育の基本と内容 食育指針、食育計画

実際の保育園給食を知る
保育園の栄養管理

食事摂取基準と献立作成
栄養バランス

授乳と離乳の進め方と食べさせ方 離乳食

信頼と関わりの重要性 人間関係

基本的生活習慣の獲得 食習慣

環境設定の大切さ 食環境

知りたがり、やりたがり マナーの確立

自分ことは自分で 自主決定、子どもの創造性

栽培からクッキングへ クッキング（調理）保育

栽培からクッキングへ クッキング（調理）保育

子どもにとっての食の安全とは 食の安全

食事場面における衛生と安全管理 身なり、手洗い、消毒

社会的ルールと連携の必要性 食事のマナー、連携プレー

[教科書・参考書] [成績評価]

受講前に、保育指針・食育指針を読み直しておくとよい。

今までの食育体験をディスカッション形式で共有する。
現在行われている保育園の食育を知る。

９.保育園見学
食事時間の現状 喫食状況

[受講上の注意]

１５.保育者のマナー
　　　他職種職員との連携

テーマ

７.4歳児の食育

８.5歳児の食育

１０.　〃

１１.栽培とクッキング①

１３.食の安心安全

３.0歳児の食育

４.1歳児の食育

５.2歳児の食育

６.3歳児の食育

１.食育とは

１４.衛生管理

２.保育園給食と栄養の基本知識

１２.栽培とクッキング②

教科書：プリントの適宜配布

　

　

授業への取り組み、レポートなどで総合的に評価する。　

授業科目名

食育の理論(452)

[授業方法]

講義および演習形式、保育園見学で行う。

[予習・復習]

子どもの健やかな成長・発達に食事は不可欠である。その食事を深く理解するための、栄養の基本的知識・保育園給
食の再確認を図ることができる。
食育の基本や実際の食育の内容を知ることができる。
日常生活の中での食事の重要性を認識することができる。

[授業の概要]
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授業形態 授業担当者

講義実習 　　大柴　由紀

授業の回数 時間数（単位数）対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業方法]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもと食育 食育計画

年齢に見合った計画を立てる クッキング保育計画書

誤食を防ぐために 保育士としての対応

食材除去食、代替食の違いを知る アレルギー除去食

家庭や保育での食事の悩み 日常生活の見直し

離乳食の形態、やわらかさ、量を知る 離乳食

食べることの大切さを伝える有効な媒体 食べる事を楽しむ

食べることの大切さを伝える有効な媒体 食べる事を楽しむ

[教科書・参考書] [成績評価]

１０.食物アレルギー対応の方法

[受講上の注意]

７.クッキング保育計画

８.クッキング保育調理

６.ディスカッション

１.保育園体験

２.　　　〃

テーマ

食を中心とした保育の現状を体験する 保育園給食

クッキング保育のための調理実践 保育での実践スキルを習得
９.　　　〃

４.　　　〃

５.　　　〃

教科書：プリントの適宜配布 授業への取り組み、レポートなどで総合的に評価する。　

授業科目名

食育の方法(456)

受講前に保育指針、食育指針を読み直しておくとよい。

講義演習、調理実習、保育園1日体験などさまざまな形式を取り入れる。

[予習・復習]

子どもの健やかな成長・発達に食事は不可欠である。その食事を十分に理解し子どもの指導にあたるこ
とができる実践を学ぶことができる。
子どもの発達を踏まえ、年齢に見合った食育計画を立てることができる。
子どもにとって、有効な手段を知り食事指導することができる。
他職種の職員と連携を取り食育に取り組むことができる。

子どもに心地よい食の環境について考える。調理保育計画を立てて、実習を展開する。

１１.アレルギー食調理

１５.食育計画発表+B24:E38会

１３.離乳食

１４.食育計画作成

３.　　　〃

１２.気にしたい子どもへの対応

[授業の概要]
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　大柴　由紀

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

実習・演習授業の回ではグループ討議で学生同士のディスカッションを行う。

講義⑥、講義⑨、講義⑩、講義⑭では振り返りシートの提出を課題とする。

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳幼児の成長と食育、第3次食育推進基本計
画

授業ガイダンス

朝食欠食、食事バランスガイド、食の安全 適切な食事バランスを養う

共食の文化、子どもを取り巻く食の現状 発達と共食の理解を深める

国民栄養調査の現状、食の社会環境 現状と保育士の役割を理解する

食品ロス、環境循環型農業への理解 自身の食品選択基準を養う

地域や家庭の伝統的な料理や作法の理解 「食文化」への認識を深める

クッキング保育の計画を立てる
献立、目当てなどを検討・計画す
る

クッキング実践 保育で実践できるスキルを養う

計画・実践したクッキング保育の評価 評価し、現場への示唆とする

食品表示、アレルギー表示他 アレルギー対応の再確認①

アレルギーに対応したおやつの実習 アレルギー対応の再確認②

事例研究のロールプレイ
特に離乳期以降の食生活、食習慣
アドバイスを学ぶ

事例研究のロールプレイ
特に離乳期以降の食生活、食習慣
アドバイスを学ぶ

事例研究のロールプレイ
特に離乳期以降の食生活、食習慣
アドバイスを学ぶ

総まとめ
３年間で学んだ食・栄養の知識の
確認

[教科書・参考書] [成績評価]

シラバスにより学習内容を予習しておく。

各事業での取り組み状況、提出物、レポートで総合的に評価する。
カラーチャート　食品成分表　教育図
書

授業科目名

子どもと食育(458)

[授業方法]

授業はパワーポイント及びレジュメを使用して講義を進める。

保育者として自分自身が食品を選ぶ選択力を身に着け、子どもや保護者をそれぞれに見合った食生活・食
習慣に導く援助ができるようになる。また食事の楽しみを表現できるようになる。

[授業の概要]

１０.アレルギー対応

１１.手作りおやつの実習

学んできた「子どもの食と栄養」の理解を深め、演習、実習でより実践に近い学習を行う。

８.クッキング保育

　

１４.子育てを取り巻く状況③

１５.重要事項の整理

[予習・復習]

１２.子育てを取り巻く状況①

１３.子育てを取り巻く状況②

１.乳幼児への食育支援

２.若い世代を中心とした食育の推進

　

テーマ

９.クッキング保育評価

７.クッキング保育計画

３.多様な暮らしに対応した食育の推
進
４.健康寿命の延伸につながる食育推
進
５.食の循環や環境を意識した食育推
進

６.食文化の伝承に向けた食育の推進
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授業形態 授業担当者

講義 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数）対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科／後期 必修

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

家庭・家族の動向と現状 家族形態、少子化

社会環境の変化と家庭生活 都市化、貧困化、情報化

子育て支援施策と援助 妊娠出産・母子保健事業

地域の子育て支援の実際 子育て支援センター

支援の目的、対象者、支援者 相談援助の基本

支援の目的と基本的態度 共感的対応、受容

保育所の役割と地域支援 ひろば機能、子育ての伝承

保護者の心理・対応について 障害受容・情報提供・専門職

虐待の理解と親への対応 虐待対応　社会的養護

家族構成の変化
ひとり親家庭・ステップファミ
リー

ＤＶの理解と家庭支援 他機関との連携・見守り

異文化家族への対応の実際 保育所や地域での対応

子育て支援関連法案 子どもの貧困・経済援助

子育て支援の国際比較 専門機関　連携　多様な業種

まとめと成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]

次の授業内容について教科書を読み、授業に臨む。また、授業で配布した資料や教科書を再読
し、担当教員に質問する。

子育てを取り巻く社会状況を理解し、子育て家庭を支援する方法がわかる。

パワーポイントを使用し、講義を行う。また、教科書以外の資料を配布し、事例検討などを行
う。

[予習・復習]

１０.様々な家庭での子育て

１.子育てと家庭

２.子育てをめぐる問題

家庭における支援、保育施設、地域子育て施設における支援について興味関心を持って

受講すること。

テーマ

授業科目名

家庭支援論(459)

[授業方法]

保育現場における様々な子育て支援の実際を理解し、支援の基本的技術が身につく。

[授業の概要]

家族形態の変遷を知り、現代家族の現状理解を深め「なぜ支援が必要なのか」について

社会的背景を含めた原因を探る。その上で家族支援についての方法を学ぶ。

教科書：子どもと地域と社会を
つなぐ家庭支援論/加藤邦子、
牧野カツコ他/福村出版

授業への取り組み(20％)、リアクションペーパー(20％)、課題(60％)
を総合して評価する。

１４.専門機関との連携

１５.学習成果のまとめ

１２.異文化家族への援助

１３.子育て家庭への支援制度

１１.ドメスティック・バイオレン
ス

７.保育所における地域家庭支援

８.特別なニーズを持つ家庭

９.乳幼児の虐待と対応

３.子育て支援の政策動向

４.地域における子育て支援

５.子育て支援のあり方

６.援助の実際
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　松田　妙子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

地域に根ざした保育者として 自己開示の意味と価値

地域に根ざした保育者として 身近な地域の実態

社会の変化と子育ての変化の連動 子育て家庭の外的環境

社会の変化と子育ての変化の連動 外的環境が及ぼす影響

現代社会が抱える子育て家庭の現状 子育て家庭を考える多様な要因

現代社会が抱える子育て家庭の現状
子育て家庭支援を考える多様な要
因

変化してきた家族形態と支援政策 家族形態の変化と子育て支援政策

変化してきた家族形態と支援政策 家族形態の変化と子育て支援政策

産前産後からの切れ目ない支援 「孤立化」した子育ての課題

産前産後からの切れ目ない支援 「孤立化」した子育ての課題

地域に根ざした子育て支援の必要性 地域実態から見える支援の必要性

多様な子育て支援の内容を知る 各種子育て支援の目的と内容

多様な子育て支援の内容を知る 多様な子育て支援の内容を知る

多様な子育て支援の内容を知る 多様な子育て支援の内容を知る

学習成果の振り返り 地域財産としての保育士

[教科書・参考書] [成績評価]

３.子育て支援の歴史と課題

４.子育て支援の歴史と課題

５.現代社会の子育て家庭の実態

予習：教科書を折に触れてよく読む。子どもに関わる報道に関心を持ち、目を通す。地域の子育て資源について関
心を持つ。復習：講義内容のメモを読み返し、記入漏れや事例エピソードなどを加筆しておく。授業ごとにファイ
ルにまとめ、関連した資料や新聞記事なども集め振り返りに使用できるようにする。

毎回の授業を筆記しながら理解をし、さらに記録方法を各自工夫するよう努力すること。授業に関連す
るニュースや活動について、積極的に情報を得ておくこと。

　

教科書：地域子育て支援拠点ガイ
ドラインの手引　渡辺顕一郎・橋
本真紀編著　中央法規出版

１４.多様な地域子育て支援

１５.学習成果のまとめと評価

テーマ

７.家族形態の変化と
         子育て支援政策

１３.多様な地域子育て支援

学習成果の確認レポート　30％
実習　40％
授業への取り組み等 30％

６.現代社会の子育て家庭の実態

１.地域子育て支援に関わる資質

２.地域子育て支援に関わる資質

８.家族形態の変化と
         子育て支援政策

９.在宅保育が抱える課題への援助

１０.在宅保育が抱える
            課題への援助

１２.多様な地域子育て支援

１１.求められている
          地域子育て支援

授業科目名

地域子育て支援の理論(453)

ディスカッションを中心にして体験学習・郊外授業も行う。

[予習・復習]

[授業方法]

現代社会は地域の子育て家庭支援の必要性を深く理解していくことが求められている。保育士として、
地域理解、保護者理解、地域財産としての保育役割の理解を高めて、実践できるよう学ぶことを目的と
する。

社会の変化と共に地域や家族形態の様相が変わってきた。このことから子育ての状況が大きく変わり問
題点や課題も多様化している。子ども・子育て支援新制度における地域子育て支援事業の理解を深め、
子どもが健やかに育つための地域ぐるみの子育て支援の状況を知り、支援の内容と具体的方策を学んで
保育士の役割認識を育む。

[授業の概要]
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　松田　妙子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

地域密着の子育て支援の場の体験学習 子育て支援施設の実態

地域に密着した子育て支援の体験学習 子育て支援施設の実態

地域に密着した子育て支援の体験学習 子育て支援施設の実態

地域密着の子育て支援の場の体験学習 子育て支援施設の実態

地域密着の子育て支援の場の体験学習 地域で支えている

地域密着の子育て支援の場の体験学習 子育て支援施設の実態

地域子育て支援拠点の保育士の視点
保護者理解を深め保育士の役割を
知る

地域資源の発掘と開発
地域理解を深め保育士の役割を知
る

保護者・地域理解・保育士役割の重要性 保護者・地域理解に基づいた実践

体験学習を活かし、具体的支援を考える 子育てをささえる社会資源の開発

体験学習を活かし、具体的支援を考える 子育てをささえる社会資源の開発

体験学習を活かし、具体的支援を考える
専門性と社会資源を生かした実践
体験

学習成果の振り返り 地域財産としての保育士

学習成果の共有 地域財産としての保育士

学習成果の確認と評価 地域財産としての保育士

[教科書・参考書] [成績評価]

　

教科書：地域子育て支援拠点ガイ
ドラインの手引　渡辺顕一郎・橋
本真紀編著

授業科目名

地域子育て支援の方法(457)

[授業方法]

[予習・復習]

ディスカッション・郊外学習を中心に、成果発表の場を設ける。

現代社会は地域の子育て家庭支援の必要性を深く理解していくことが求められている。保育士として、
地域理解、保護者理解、地域財産としての保育役割の理解を高めて、実践できるよう学ぶことを目的と
する。

学習成果の確認レポート　30％
実習　40％
授業への取り組み 30％

１４.学習成果の発表

１５.学習成果への評価と講評

テーマ

７.地域子育てに応える具体的保育

８.地域の子育て支援と
              保育士の役割

９.地域の社会資源の開発

[授業の概要]

１２.地域の社会資源との協働

１３.学習成果のまとめ

当事者の様々なニーズの把握、地域の課題の発見方法、問題解決の方法を、具体的な事例を参考にし
て、考える。

予習：教科書を折に触れて読んでおく。子ども・子育て家庭に関わる報道について目を通す。地域の子
育て資源について関心を持ち資料等を集めておく
復習：講義内容のメモを読み返し、記入漏れや事例エピソードなどを加筆し、成果発表の資料とする

毎回の授業を筆記しながら理解をし、さらに記録方法を各自工夫するよう努力すること。授業に関連す
るニュースや活動について、積極的に情報を得ておくこと。チームワークを大切にお互いフォローしあ
う。

１０.地域の社会資源の開発

１１.地域の社会資源との協働

３.地域と連携する
         子育て支援の現場
４.地域と連携する
         子育て支援の現場
５.地域と連携する
         子育て支援の現場
６.地域と連携する
         子育て支援の現場

１.地域と連携する
         子育て支援の現場
２.地域と連携する
         子育て支援の現場
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　関谷　透

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

小児保健について 小児保健、母子保健

外傷や骨折の応急措置について 外傷、骨折、

急病の応急措置について 呼吸障害、ショック症状

アナフィラキシーショックの症状と応急措
置について

アナフィラキシー、運動誘発性ア
ナフィラキシー

保育環境の安全確保について 保育室、保育ママ

上級救命講習

上級救命講習

交通事故や幼児誘拐などに対する安全管理
について

交通事故、幼児誘拐、遊具、公
園、プール

社会の変化による新たなリスクに対する安
全管理について

回転ドア、シュレッダー、高層マ
ンション

アレルギーの原因と予防について
免疫反応、アレルギー、食物アレ
ルギー、気管支喘息

感染症の対応について インフルエンザ、麻疹

外傷や救急疾患の対応について
骨折、リハビリテーション、異物
誤嚥

上級救命講習

上級救命講習

講義の全体的な解説を行う

[教科書・参考書] [成績評価]

　

[授業の概要]
小児の疾病に対する応急処置について解説し、救急救命法を救急救命講習で取得する。交通事故や幼児
誘拐だけでなく社会の変化による新たなリスクに対する安全管理について解説する。病後時保育に関す
る知識と実践を学習する。

オムニバス形式の講義と演習で行う。小児の救命処置（１）～（４）は、終了時試験合格者に東京消防庁消防総監
発行の認定証が交付される上級救命講習なので、一定期間の集中講義になる予定である。

キーワードを理解するために関係書物などで事前に内容を確認しておく。講義で理解できなかった内容
については質問して理解を深める。

１５.まとめと評価

テーマ

７.小児の救命処置（２）

１３.小児の救命処置（３）

１４.小児の救命処置（４）

１０.小児の健康（１）
　　　小児のアレルギー疾患

２.小児の応急処置（１）

３.小児の応急処置（２）

４.小児の応急処置（３）

６.小児の救命処置（１）

１.小児保健の意義と目的

５.保育に必要な安全環境

８.事故や誘拐に対する安全対策

９.新しいリスクに対する安全対策

１１.小児の健康（２）
　　　小児の感染症
１２.小児の健康（３）
　　　小児の外傷や救急疾患

教科書：特に使用しない。

参考書：

授業への取り組み状況（３０％）、授業態度（２０％）及びレポート
（５０％）などを総合的に評価する。

授業科目名

小児保健特講(460)

[授業方法]

[予習・復習]

小児の健康と疾病とその予防対策および子どもの事故と安全対策に関する知識を習得し、さらに小児の
救急救命法の実践的な対応を習得する。
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

身体を媒体とした様々な表現
ダンス、古典芸能、ミュージカル、
民族舞踊

身体を使ったコミュニケーション 模倣、シャドウ、応答

静止の動きであらわそう、基本の動き 生き物、乗り物、生活、自然

言葉・文字と動き オノマトペ

動きと造形、動きと音 絵画、楽器、BGM

オペレッタ リハーサル①
（新渡戸保育フェスタに向けて）
オペレッタ リハーサル②
（新渡戸祭に向けて）

春・夏の題材から動きへ 春・夏の行事、生活、自然、気候

秋・冬の題材から動きへ 秋・冬の行事、生活、自然、気候

モノを使った表現遊び
グループ決め、作品テーマについて

身近にあるモノ
テーマの設定

創作・練習① 音楽、小道具

創作・練習② 衣装

リハーサル 通し練習、振り返り

発表 他者評価、自己評価

学習成果の確認と評価 振り返り、自己評価

[教科書・参考書] [成績評価]

　

レポートや授業課題・発表（50%）、平常点（学習意欲、受講姿勢・態
度等（50%））にて評価を行う。参考書：適宜参考資料を配布

6.オペレッタ⑤

7.オペレッタ⑥

8.季節の表現遊び①

9.季節の表現遊び②

10.表現遊び④／作品創作①

11.作品創作②

12.作品創作③

13.作品創作④

14.作品創作⑤

15.まとめ

教科書：適宜参考資料を配布

1.オリエンテーション
　幼児の表現

2.心と身体の解放／オペレッタ①

3.表現遊び①／オペレッタ②

4.表現遊び②／オペレッタ③

5.表現遊び③／オペレッタ④

テーマ

授業科目名

身体表現特講(467)

①身体を使った表現について理解を深めることができる。
②幼児の様々な表現方法を学び、保育者としての表現力を高めていくことができる。
③表現遊びや創作活動を通して、豊かな感性や想像力・想像力を養うことができる。

[授業の概要]

子どもは、生活のあらゆる場面において、からだを使って動いている。心に感じたことが、自然と身体表
現に現われているのだ。本授業では、幼児の身体表現についての知識を得、動きによる表現を行うための
技術を学ぶ。自分たちで考え、発表する機会を通して、観察力・表現力・創作力を身につけ、実際に保育
の場で役立てられるようにしていくとともに、みなさん自身の豊かな感性や創造性などを高めることをね
らいとしている。

[授業方法]

講義・演習形式で行う。ペアワーク、グループワーク、発表も多く取り入れる。

[予習・復習]

予習：子どもの表現について興味を持ち、実際に目にした表現を書きとめておく。
復習：授業内容を振り返り、まとめておく。

運動ができる服装・靴（ストッキング着用不可、体育館履き、外履き）を準備しておく。ピアスやネック
レス等の装飾品は外し、長い髪は結ぶ。また、授業中の飲食・携帯電話使用は固く禁じる。
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授業形態 授業担当者

講義演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

人間関係について考える 人間関係

家庭生活、地域社会との関係 家族、近隣

教育要領、保育指針における人間関係のね
らいの理解

幼稚園教育要領、保育所保育
指針、保育要領

人間関係(集団)の発達について考える 関係

愛着形成と自我の発達 愛着、自我

遊びを通して培う社会性 遊び、社会性

危機場面のとらえ方とかかわりの可能性
けんか、いざこざ、困ったこ
と

集団の中で育つ力 喜び、達成感、共に育つ

保育者のかかわり方と役割 役割、心理劇

保育者同士の連携(環境設定) チーム保育

集団の力と個の尊重 個と集団、相即的発展

配慮と環境設定 要助児

年長児の成長とあこがれ 異年齢

家庭・学校・地域における人間関係の連携 保護者との連携

まとめと学習成果の確認

[教科書・参考書] [成績評価]
教科書：人間関係の理解と心理臨
床/吉川晴美他/慶応義塾大学出版
会/2017
参考書：授業の中で随時紹介する

コメントペーパー(20％)と授業への取り組み姿勢(20％)、
学習成果の確認(60％)などをあわせて総合的に評価する

講義・演習形式で行う。随時、心理劇(ロールプレイ)を行い、実際の保育場面についての洞察を深
めていく。

１．保育領域「人間関係」のねらいを説明できる。
２．子どもの発達に即した関わりを説明できる。
３．社会性、共同性を育む保育士の関わりを理解して、実践できる。
４．子ども同士の関係をつなぐ保育士の重要性を理解して実践できる。

適宜、宿題を課すので、授業に備えて準備すること。配付資料は授業後に必ず見直しをすること。
授業に備えて教科書を読んでおくこと。

１４.家庭・園・学校・地域の
　　 人間関係の連携

１５. 学習成果のまとめ

１２.配慮を必要とする子ども

１３.異年齢の子どもの協同性

１１.個と集団の相即的発展

９.集団のダイナミックスと役割

授業科目名

子どもと人間関係特講(464)

[授業方法]

[予習・復習]

１０.集団のダイナミックスと
　　 チームワーク

１.人間関係とは何か

２.現代社会における
   子どもの人間関係

授業で学んだことを実習に生かせるように、　理解を具体的事例とあわせて理解する。

３.家庭生活と地域社会

４.人間関係の発達とは

５.乳児へのかかわりと援助

６.幼児へのかかわりと援助

テーマ

７.自我の発達と
   危機場面(けんかなど)

８.子ども同士のかかわり
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授業形態 授業担当者

演習 　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 専攻科／前期 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳児保育の重要性 非認知能力・見えない力

食事(1)離乳食 家庭・栄養士・調理職員と
の連携

調乳・授乳・環境構成

食事(2)乳児の食事について　アレルギー児対応 アレルギー対応

乳児の絵本、おもちゃ 赤ちゃん絵本、おもちゃ

排泄・睡眠・その他の生活習慣 SIDS・トイレトレーニング

視診の方法及び観察のポイント 観察の方法・記録

保育における生活環境と安全 安全対策

落ち着いた生活と楽しい遊び環境(1) 環境を通して行う保育・環境設定

落ち着いた生活と楽しい遊び環境(2) 人的環境・年齢に応じた玩具

保護者対応・チームワーク 担当制・複数担任

関連機関との連携 育児不安・親子の成長

指導計画の必要性 保育課程・指導計画

指導計画作成の視点 生活年齢・発達課題

新制度と乳児保育の課題 少子化対策・多様化するニーズ

乳児保育の総合的理解 保育者の専門性

[教科書] [成績評価]

定期試験(50%) 授業への取り組み・グループワーク(発表)～30%
退出物・授業時に配布するリアクションペーパーへの感想や質問～20%
学習成果の確認プリントやレポートを総合的に評価する

『資料でわかる乳児の保育新時
代』,乳児保育研究会編(ひとな
る書房)
保育所保育指針
保育所保育指針解説書

授業科目名

乳児保育Ⅱ(463)

演習を中心として、講義、映像の視聴、グループワーク、発表等

[予習・復習]

[授業方法]

・乳児の発達を理解し、保育の実践場面における具体的な援助の方法が考えられる。
・乳児保育の内容や方法、環境構成や観察・記録の方法を理解し、乳児保育の計画が作成できる。
・乳児保育における保護者や関係機関との連携について理解する。

１4.乳児保育の現状と課題

１5.まとめ

テーマ

７.事故防止と安全対策

８.乳児保育の環境①

９.乳児保育の環境②

[授業の概要]

１2.乳児保育の計画①

１3.乳児保育の計画②

乳児保育Ⅰで学んだことを基盤にして、さらに3歳未満児の保育に必要な保育の内容および援助につい
ての知識を深め、保育実践に必要な技能の習得を目指す。

予習：前回の授業時の指示に沿って、教科書等を読む・書く・調べる・事前準備等を行う。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。理解不足や疑問点を明らかにし、調べる・質問するなど
して理解を深める。

毎回、演習の準備をして授業に出席すること。

３.基本的生活習慣と保育②

４.乳児のあそび文化

５.基本的生活習慣と保育③

６.健康状況の把握

１.乳児保育の基本

２.基本的生活習慣と保育①

１０.保護者との連携・職員間の連携

１1.地域の子育て支援
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授業形態 授業担当者

講義演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

子どもの遊びの変遷 消えた遊び　残った遊び

遊びの記憶をたどる 遊び地図　情景

遊びの成立要素 空間・時間・仲間

年中行事について 年中行事

伝承遊びなどについて 伝承遊び

子どもを取り巻く現代文化の現状と課題 ゲーム　情報等

児童文化の意義と種類別特徴 おもちゃの世界図

保育の中の絵本とは？ 季節　興味　発達

保育の中のDVD（視聴覚教材）とは？ 扱い方　舞台

身近な素材を生かして創作
素材 動きの面白さ 工
夫

ワクワクドキドキを生み出す 意外性　創作　ワクワク

体験的学びのまとめ　意見交換
独自性 対話 学びの定
着

体験的学びのまとめ　意見交換
独自性 対話 学びの定
着

体験的学びのまとめ　意見交換
独自性 対話 学びの定
着

遊び論・児童文化論のまとめ
遊びの記憶 体験の重要
性

[教科書・参考書] [成績評価]

コメントペーパー(20％)と授業への取り組み姿勢(20％)、学習成果
の確認(60％)などをあわせて総合的に評価する。

適宜、宿題を課すので、授業に備えて準備すること。配付資料は授業後に必ず見直しをすること。

講義：資料購読・DVD視聴を通した学び。　演習：児童文化財に触れ、遊ぶ、演じる、創作するな
ど、創造的に学ぶ。

１．子どもにとっての「遊び」の意義を問い、生活・遊びの豊かさにつながる多様な「児童文化」に
ついて学ぶ。
２．年中行事や伝承遊びなどの伝承文化について学び、基礎的な知識を習得する。さらに現代の子ど
もの暮らしについての理解を深める。
３．体験的学びを通して、「遊び」や「児童文化財」、「子どもの生活文化」の本質に触れる。

教科書：指定しない。授業時に

は適宜資料を配布する。

１４.課題発表③（児童文化総論）

１５.まとめ：遊びと児童文化

１２.課題発表①（児童文化総論）

１３.課題発表②（児童文化総論）

１１.児童文化創作②　素材で遊ぶ

９.児童文化研究②　DVD

[授業の概要]

子どもにとって遊びは、生きるということと同じ意味をもつ。園・家庭・地域の広がりの中で、子ど
もたちはどのように遊び、育っているのか、具体的事例から検討していく。伝承文化の基礎の理解・
遊びの検討をするともに、生活・遊びの豊かさにつながる「児童文化」の魅力や可能性について、体
験的に学んでいく。

授業科目名

子どもの遊びと文化(468)

[授業方法]

[予習・復習]

１０.児童文化創作①　おもちゃ

１.児童文化とは

２.子ども時代への旅

絵本、紙芝居、DVDなど、身近な児童文化に日ごろから関心を寄せていることを望む。

３.私たちの中にある「遊び」

４.伝承文化と子ども①

５.伝承文化と子ども②

６.現代社会の文化と子ども

テーマ

７.多様な児童文化

８.児童文化研究①　絵本
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授業形態 授業担当者
講義演習 　　黒葛　真理子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

多様性への寛容さ 多様性　特別支援

発達特性と発達障害 発達障害の基本

事例から特性を知る

感覚と記憶の視点から 情報量　刺激の量

感覚と記憶の視点から 記憶　思い出す工夫

覚醒レベルの視点から 覚醒レベル

固有覚・前庭覚の視点から 固有覚　　前庭覚

感覚遊び

不器用さの視点から 協調性運動　意欲

プランニングと思考のくせの視点から プランニング能力　思考

注目のパワーの視点から 良い行動を引き出す　ほめる

シングルフォーカスと心の理論 シングルフォーカス　心の理論

視知覚と姿勢保持の視点から 視知覚　ボディーイメージ

社会性の発達のポイントを学ぶ ソーシャルルーティンの遊び

重要事項の整理　

[教科書・参考書] [成績評価]

　些細な疑問や質問を放置せずに、発言してください。

[授業の概要]

１２.友達とのトラブルへの対応

１３.話を聞く力を育てるために

発達特性の知識と理解は、子ども達の行動の背景を知る手立てとなり、その特性を裏付ける脳
の仕事の仕方を学ぶことで子どもの発達の理解が進みます。子どもの行動を様々な視点から理
解し、特別支援の理論を習得します。

１１.困った行動への対応

３.特性の理解

４.集団生活に馴染みにくい子の支援

５.集団生活に馴染みにくい子の支援

６.遊びや活動時に困る子の支援

テーマ

７.動く・動きたがらない子の支援

８.動く・動きたがらない子の支援

９.生活習慣が自立しにくい子の支援

１０.行事参加を嫌がる子の支援

１.特別支援とは

２.特性の理解

教科書：「多様な子ども達の発達
支援」学研　藤原里美　著

参考書： 　

授業の取り組み状況（20％）、発表（30％）、レポート（50％）

１４.子どもの社会性を育てる

１５.まとめ

授業科目名
特別支援の理論(461)

[授業方法]

[予習・復習]

「障害児保育Ⅰ」「障害児保育Ⅱ」の授業を基礎にして、復習をしておくことが望ましいで
す。

子どもの行動の背景にあるものを様々な視点から考え、行動の意味の理解を深める。
遊びを通して発達を促す方法と、集団生活の工夫や支援を体験的に習得する。

教科書の他にテーマに沿った事例のプリントを用意します。ワークを取り入れ、体験的に学び
ます。
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授業形態 授業担当者
講義演習 　　黒葛　真理子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

見て分かる環境　保育者も環境の一部 肯定的声掛け　チームワーク

身体機能の発達と共同注意の視点から 身体機能　　共同注意

知的能力と集団適応の視点から 就学相談　支援シート

見える部分、見えない部分を考える 氷山モデル

安心ボックス　アンガーマネジメント

施設見学とミニ講座

施設見学とミニ講座

発達を促す遊びを考える 聞いて理解　見て理解

発達を促す遊びを考える 認知、知覚に合わせた遊び

子どもの様子をどう伝えるか 自己理解、他者理解

クラス全体に何を伝えるか フワフワ言葉　チクチク言葉

事例を通して発達特性を探る 発達特性

グループワーク インシデントプロセス法

事例を通して支援計画を立ててみる 短期計画　長期計画

良き理解者、良き通訳者になる

[教科書・参考書] [成績評価]

授業の取り組み状況（20％）、発表（30％）、レポート（50％）

参考書： 　

教科書：「多様な子ども達の発達
支援」学研　藤原里美　著

１１こころのはなし

１２.事例から学ぶ

１３.ケーススタディ

１４.支援計画を立てる

１５.まとめ

１０.保護者を支える

テーマ

１.保育環境の整備

２.0,1,2歳の気になる子のために

３.就学先を考えるために

４.子どもの言葉から見えてくるもの

５.不安とイライラへの対応

６.施設見学

７.施設見学

８.子どもの多様性に合わせた遊び

９.子どもの多様性に合わせた遊び

　些細な疑問や質問を放置せずに、発言してください。

授業科目名
特別支援の方法(465)

前期授業の「特別支援の理論」を踏まえて、保育技術の実際を学び、研究する。子どもに寄り
添う視点に立ち、保育の実践場面における具体的な支援の方法を考えることができる。

[授業の概要]

子どもたちのどんな行動にもその意味があります。見える部分だけでなく、見えない部分を理
解し、通訳することが支援に繋がります。子どもにとって良き理解者、良き通訳者になれるよ
うに、特別支援の方法を習得します。

[授業方法]

少人数でのグループワークを基本とします。必要な資料はプリントを用意します。

[予習・復習]

興味関心を持った事柄については、実際に活用できるまで練習すること。
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　　鹿毛　弘通

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

日本における施設養護とは 社会的養護、児童福祉法、里親

施設養護の分類と課題点 措置費と家庭的養護

虐待の分類　親の心理的不安 4つの虐待とは　シングルマザー

子どもの発達と特性 胎児内影響　発達障害との関係

施設養護の留意点と課題 養育者のスキルと課題、離職

愛着障害と問題行動 抑制型・脱抑制型

マルトリートメントへの適応とその代償
虐待関係の再現性
無差別的愛着傾向

問題解決に向けた支援者の視点、チーム
ワーク

アセスメント、チーム支援とは

チーム支援の現状と工夫、演習 支援者のチームワーク、報連相

施設養護と里親制度
施設形態（大・中・小舎制、グ
ループホーム）等の特徴

施設や児童相談所、関係機関連携（親への
支援を含む）

情報の共有と支援方針、関係者会議

乳児院の職員配置と支援内容 担当養育制、専門職の配置

見学説明会に参加 求められる職員とは

若い職員さんとの意見交換 世代の近い先輩との交流

グループ討議 就活に向けて

[教科書・参考書] [成績評価]

９.子どもと向き合うということ②

１０.社会的養護の体系①

１１.社会的養護の体系②

３.子ども虐待

４.虐待による影響

５.特定の養育者による一貫した
　　養育の重要性

６.愛着障害とは

７.被虐待児の行動特性

８.子どもと向き合うということ①

関連する社会的養護や心理学等の科目とリンクさせながら学習成果（キーワード）に応じて予習.ノート
のファイリングを工夫すること。

１.ガイダンス

２.施設養護の現状と課題

[受講上の注意]
自発的にノートに記録する姿勢が肝要である。学生同士の意見交換やグループでの演習を実施するので
参加意識が必要。

テーマ

授業科目名

施設養護の理論(462)

[授業方法]

テーマに応じて講義や演習形式で行う。

[予習・復習]

施設養護に関して、特に子どもの健全な成長や自立に大きな影響を及ぼす様々な課題を探る。その上で、具体的な
実践や事例に触れて、支援者としての視点や実践力を養うことを目的とする。

表面化する子どもの何気ない言動や行為、繰り返される問題行動等の背景には、子ども虐待による影響や抱えてい
る様々な葛藤、発達上の課題がある。そのニーズに適切に支援する積み重ねが自立支援を具現化する重要な要素と
なる。テーマ毎に抱えるニーズについて丁寧にひも解きながら、施設養護における支援者の留意事項や具体的な支
援方法について学び考える。また、前期のいずれかの日程で施設見学を実施して、児童福祉施設現場の実際に触れ
る。

[授業の概要]

１３.施設見学

１２.乳児院の支援

　
　

授業への取り組み姿勢(40) 　課題提出（30）　レポート（30）資料等を適宜配布する。参考書：
ここ子を受け止めて育むために
（全国児童養護施設協議会）

１４.施設体験

１５.まとめ
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　　鹿毛　弘通

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

自身を知る、相手を理解する 伝える力、聞こうとする姿勢

インテークと入所時支援の基本的留意事項
環境の変化に伴う負担
自立支援計画書

生い立ちの整理とは
アフターケアの取り組み

生い立ちの整理
アフターケア計画書

事例検討 アドボカシー活動の実践

保育士としての虐待ケースの発見と具体的
な対応方法

子ども虐待チェックリスト
記録の重要性

権利擁護について 施設内虐待

バイスティックの7原則の実際
バイスティックの7原則
ストレングスの視点

支援者としての自己覚知 自己覚知

法人の理念、施設の方針を理解した組織 理念・方針・目標

チーム支援の基礎となる引き継ぎ 報連相の演習

家庭的養護とは　日常ルーティン 環境の大切さ

コミュニケーションスキル演習 繰り返し・明確化

乳児院・児童養護施設 求められる職員像

実際の施設生活と支援内容 求められる職員像

授業を通して得られた成果 振り返りと自己の成長

[教科書・参考書] [成績評価]

１２.傾聴姿勢の重要性

１３.施設現場体験

授業科目名

施設養護の方法(466)

テーマに応じて講義や演習形式で行う。

[予習・復習]

[授業方法]

前期授業の内容を踏まえて、授業の前半では施設養護の体系化された支援やその各課程における支援者の具体的な留
意事項について理解する。後半では、施設養護におけるケアワークやソーシャルケースワークに関する相談援助に必
要な具体的な知識や姿勢、留意事項について理解し、支援者としての基本的スキルや実践力を身につける。

前半では、自立支援の各課程における支援者の留意事項や自立支援計画書の性格、策定等の支援者として踏まえてお
くべき基本的事項について学ぶ。授業の後半では、相談援助に関する知識や技法についても関連付けて幅広く学び、
対人援助職における支援者として、より実践的な知識や技術の習得を図る。また、後期のいずれかの日程で施設見学
を実施する。

８.子どもの言葉をどう受け止める

９.事業計画書から学ぶ

１０.チーム支援

１１.家庭的養護の支援を学ぶ

[授業の概要]

板書の内容のみならず、自発的にノートに記録する姿勢が肝要である。

　

授業への取り組み（40％）　振り返りシート（30％）　レポート（30％）教科書：プリント・資料等を適
宜配布する。参考書：育ち・育
てをサポートするピアメッセー
ジ集養育者から養育者へ

１４.施設現場体験

１５.授業のまとめ

予習と復習については、各授業の学習成果（キーワード）に応じて関連科目（社会的養護内容、相談援助等）と照ら
しながら学習することが肝要である。また、演習で行った内容については、自己覚知や技術の習得につながるため、
日常生活やボランティア活動、実習等の機会に応じて意識的に実践してみることが大切である。

テーマ

７.施設における相談援助活動

１．自己紹介他己紹介

４.自立支援方針の策定

５.子ども虐待ケースへの対応

６.施設養護の課題

３.リービングケア　アフターケア

２.アドミッションケア　インケア
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　川村 祥子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育の現場で必要とされる音楽能力
保育の現場で必要とされる音楽能
力

領域「表現」の中の音楽、幼稚園教育要
領、保育所保育指針の中の音楽表現

幼稚園教育要領、保育所保育指針
の説明ができる

呼吸法・発声法・輪唱 正しい発声・発音

唱歌・わらべうた・童謡 わらべうた・こどもの歌で遊ぶ

絵本に音をつける 絵本の選び方・最適な効果音

身体で音・音楽を表現する
プラスティックアニメ
模擬保育

詩の朗読・台詞まわし 言語表現

新渡戸文化子ども園にて発表 観る側の視点の研究

近隣の保育園にて発表 幼稚園児・保育園児

自己評価、ディスカッション 客観的な振り返り

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

音楽表現の指導法(469)

創作活動においては各人の課題が異なるために期限までの完成を目指す。

[授業方法]

個別およびグループによる講義演習の授業形態である。ＤＶＤなどの視聴覚機材の利用もする。課題は
manabaにて提出する。

[予習・復習]

保育現場で歌われる歌を、自信を持って模唱すること、及び初見視唱（初めて見る楽譜を歌う）ができる。保育現
場で多く利用されるオペレッタや音楽劇の研究を行い、実際に創作を行う。最終的には保育現場において発表する
ことを目的とする。また、保育の中の理想的な音楽活動の計画を考え、模擬的な保育を実践できるようになる。

保育現場では、音楽活動は欠かせないものである。音楽活動により子どもたちは集中力・反射能力・決断力など
様々なものを養っていく。本講義では音楽表現の楽しさを知り、自身の音楽能力や感性をのばす援助をする。様々
な保育場面に対応できる音楽の表現力や指導力を身に付ける。的確な援助ができる保育者になるために必要な音楽
の基礎理論を学び、様々な編成で演奏する。創造的に表現する意欲を高め、人の心に語りかけ、気持ちの届く楽し
い音楽活動を目指す。毎時間、授業の初めに発声練習を行い、子どもの歌を１曲ずつ歌うことによってレパート
リーを広げる。授業内で取り組んだ創作音楽劇を保育現場にて発表する機会をもつ。

教科書：なし

参考書：随時指導する
　

模擬保育や部分実習、創作活動、授業への取り組み、保育現場における
発表などから総合的に評価する。

１４.音楽劇発表および振り返り

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.言葉・日本語の魅力

８.音楽劇制作（１）

９.音楽劇制作（２）

１０.音楽劇制作（３）

１１.音楽劇制作（４）

３. 声楽（１）

４.声楽（２）

５.楽器の奏法

６.リトミック　模擬保育

１.オリエンテーション

２.領域「表現」

積極的な受講姿勢を期待する。

[授業の概要]

１２.音楽劇制作（５）

１３.音楽劇制作（６）及び発表

役割分担、脚本、演出、運営
配役、小道具・大道具製作、照明、
歌、身体表現などに関して、
5コマかけて制作を行う

舞台芸術の研究
音楽劇製作
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　佐藤　くみ

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業の概要]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業の進め方・自己紹介 保育者としての自己表現

自分自身の音楽体験を振り返りながら音楽
の力を考える

音楽が人に与える影響

『赤い鳥』から始まった童謡の歴史を考え
る

童謡の歴史

唱歌や新しい童謡を紹介 童謡を体系的に考える

音楽遊びを体験する 遊びの面白さを体感する

コード名とルート音、テンションについて
の理論

基本コードと簡単なテンションの
習得

コード名だけで伴奏を考える 簡易伴奏

様々なリズムや音階の基本構造をマスター
する

即興演奏

パネルシアター観賞 校外学習

パネルシアターのソフト制作 下書き、彩色

パネルシアターのソフト制作 仕上げ・演じ方を考える

０歳児の音楽への反応や受け止め方を考え
る

赤ちゃんを知る

乳児との音楽活動を見学実習 校外学習

８月の実習に向けた手遊び指導 遊び演習

学習成果の確認 実技と演習

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

音楽表現の理論(470)

[予習・復習]

[授業方法]
講義形式・ワークショップ・演習

・遊びや童謡の歴史を知る。
・保育現場で行われている遊びを実践してみる。
・遊びを分類し、それぞれの遊びの核を考える。
・コードの仕組みを復習し、コードを使ったアレンジを考える。
・実習で使えるパネルシアターの製作。

保育における、音楽表現活動の意味を知り、月齢毎に、どのような実践がふさわしいのかを考えることを目標とす
る。音楽の持ついろいろな要素が子どもの成長に重要な役割を持つことを理解し、いろいろな園の保育現場で、ど
のような実践が行われているのかを知り、より良い幼児の音楽活動について考えることができる。保育現場での実
践を前提としたコード演奏を軸にしたアレンジの理論を習得することができる。また、自分自身の表現力を高める
ことができる。

　
　

授業への取り組み方　レポート　パネルシアター実技発表教科書：あそびうた大全集２０
０
参考書：

１４.手遊び

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.コードを使った簡易伴奏

８.リズムと音階

９.パネルシアター１

１０.パネルシアター２

１１.パネルシアター３

３.童謡について

４.保育現場で歌われている歌

５.音楽遊び実践

６.コードの基本概念

１.ガイダンス

２.音楽の力

[受講上の注意]
授業内容により、教室が変わることがあるので注意する。

１２.乳児と音楽

１３.乳児と音楽（実践）

授業で行った遊びに関して、必要だと思われる部分をまとめる。
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　佐藤　くみ

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業方法]

[予習・復習]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

遊びの実践 保育者自身が楽しさを実感する

じゃんけんを使った歌遊び レパートリー習得とアレンジ方法

鬼ごっこにつながる歌遊び レパートリー習得とアレンジ方法

手合わせ遊び レパートリー習得とアレンジ方法

手遊びの創作 レパートリー習得とアレンジ方法

わらべうたとお手玉遊び レパートリー習得とアレンジ方法

お手玉遊びの創作 レパートリー習得とアレンジ方法

きれを使った遊び レパートリー習得とアレンジ方法

０歳のふれあい遊び レパートリー習得とアレンジ方法

楽器を使った遊び レパートリー習得とアレンジ方法

身近な物を使って楽器製作 レパートリー習得とアレンジ方法

リズムパターンを使うアレンジ 細田式アンサンブル

色々な演奏法 クリスマスの曲を使って

繰り返しのある絵本の一部に節をつける 曲を作る

学習成果の確認 実技と演習

[教科書・参考書] [成績評価]

実際に現場で行われている保育を想定し、実技を行う。グループ、又は個人で学んだ内容を発表し、どの
ように行うのが望ましいかディスカッションを行う。

教科書：あそびうた大全集２００
参考書：授業内で指示

１.ガイダンス

動きやすい服装で受講する。

１２.合奏のアレンジと指導法

１３.ハンドベル

９.遊びの実践〜指導法・アレンジ

１０.遊びの実践〜指導法・アレンジ

１１.手作り楽器

３.遊びの実践〜指導法・アレンジ

４.遊びの実践〜指導法・アレンジ

５.遊びの実践〜指導法・アレンジ

６.遊びの実践〜指導法・アレンジ

授業科目名

音楽表現の方法(473)

授業内でやった遊びや歌を復習する。遊び歌の伴奏を練習する。

　

授業の取り組み方。実技の発表

演習を中心に、保育の現場ですぐに実践できる音楽遊びの習得、指導法をマスターすることを目標とする。様々な音
楽、遊びの経験が子ども達の、言語、社会性、創造性等を育てることに気付くと共に、保育者が子ども達に音楽の楽
しさを伝える重要な役割があることを認識する。音楽遊びを実践していく中で、アレンジ力を養い、どのような保育
環境でも対応できるようになることができる。

・音楽遊びを演習で体験し、遊びの楽しさを保育者自身が味わい、保育者としての指導法を身に付ける。
・遊びのアレンジに関して注目し、テーマを決め、グループ毎に遊びを考案する。
・前期で行ったコードを使った伴奏をもとに、保育現場で必要な弾き語りを行う。

[受講上の注意]

１４.絵本に歌をつける

１５.学習成果のまとめ

テーマ

７.遊びの実践〜指導法・アレンジ

８.遊びの実践〜指導法・アレンジ

[授業の概要]

２.遊びの実践〜指導法・アレンジ
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　浅羽　聡美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳幼児期、ひいては人の創造的行為が何をもた
らすかを考える

自己肯定、他者理解、美意識、創造
性、社会的意義

ヒモや粘着テープなどを使い空間をつくる
現代アート、空間、安全性、体感、共
同

作品として残らない表現として、光をつくる
ライト、陰影、反射、色彩、自然光、
空間

その場限りの表現として、色水をつくり、空間
に展示する

絵具、流れ、留まらない動き、色彩、
光、透過、反射、空間

絵具の動きをテーマに、絵具にさまざまな素材
と組み合わせることで新たな表情を生み出す

動画編集とライティングと音楽の効
果、素材の反応と変化

作品として残らない子どもの表現の実際を動画
で視聴し、自分の体験と重ね合わせて考える

作為のない表現、探求、一瞬一瞬の感
動

外で目に見えない感覚を描く、野外ならではの
自己の感覚の動きを大切に制作する

抽象表現、五感を研ぎ澄ます、感じた
ことを色やタッチに置き換える

拾った自然素材を用いてつくる、野外ならでは
の自己の感覚の動きを大切に制作する

素材の発見、気が散ることを肯定する

さまざまな素材を使ってランプシェードをつく
る

光をつくる、光の透過と反射、素材の
性質

LEDライトやキャンドル、自然光が透過すること
を考慮してつくる

光の演出、光の種類

作品が映える展示について考える
掲示用具と壁面との相性、ギャラリー
や美術館の展示と子ども扱い

保育現場における作品の展示の実際を画像など
で知り、何を大切にするかを考える

配置とリズム、子どもの自身の意志

これまでの制作体験を踏まえ、そこにある素材
に触発され、即興的に造形する

これまでの制作体験の振り返り、答え
は自分自身の中にある

保育現場でどのように造形活動が取り入れられ
ているのか実際を知り、その意義を考える

子どもの“やりたい”を実現するため
の保育者の関わり

グループワークによる学習成果（ポートフォリ
オ）の発表と対話

他者の気付き、新しい視点、実践への
意欲

[教科書・参考書] [成績評価]

１５.まとめ

教科書：浅羽聡美著『アートという文
脈で保育を考えてみると』(atlier le
matin)
参考書：授業中に適宜資料を配布す
る。

ポートフォリオによる学習成果の確認（80％）、定期試験（20％）

　

　

１４.保育とアートⅢ

１３.自由に制作するⅡ

５.動画による表現

６.子ども表現の実際

７.野外での制作Ⅰ

４.インスタレーションによる表現Ⅲ

８.野外での制作Ⅱ

９.光をテーマに制作するⅠ

１０.光をテーマに制作するⅡ

１１.作品を展示する

１２.自由に制作するⅠ

１.保育におけるアートの意義Ⅳ

２.インスタレーションによる表現Ⅰ

３.インスタレーションによる表現Ⅱ

テーマ

授業科目名

造形表現の指導法(472)

平面、立体、具象、抽象、インスタレーションを問わず、様々な手法や素材を用いて、自己の感覚を拠り所に創
造的に制作できる。その体験を、子どもの表現活動での関わりにつなげて考えることができる。

[授業の概要]
平面以外の立体、インスタレーション的表現も交え、多様な表現方法と多彩な素材を用いながら、技術の習得に
偏らず、常に自己表現を意識しながら制作する。そのために、制作のプロセスでの自分の感覚の動きや、制作後
の自分と他者の作品を見て感じることを対話形式で言語化する。また、実際の保育現場での実際を知ることで、
子どもたちとの関わりを具体的にイメージできるようにする。
[授業方法]
テーマについての講義後、作品制作。そこでの気付きを、ワークシートへの記入、対話を通して学び合う。
[予習・復習]

予習として、次の授業時の制作で使用する画材、素材を準備する。それを通して画材、素材に触れ、その扱いを
知る。復習として、毎授業の学習成果をポートフォリオに整理し、さらに自主的に制作した作品等をポートフォ
リオに追加する。

毎回、制作に必要な持ち物があります。忘れないように気を付けてください。
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授業形態 授業担当者
講義演習 　　浅羽　聡美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳幼児期、ひいては人が造形表現する行為が何をもた
らすかを考える

自己肯定、他者理解、美意識、創
造性、協調性、秩序、多様性

さまざまな立体素材を知り、平面とは違った感覚を意
識しながら制作する

自然土、加工粘土、自然物、人工
物

廃材が変容するということを、制作を通して体感する
ダンボール、プラスチック素材、
身近なものから探す

直接描くのとは違った表現から触発されて制作する
凸版、モノプリント、刷る、実
験、身近なものから探す

偶然の効果で終わらずに、自己表現にまで引き寄せて
制作する

ドリッピング、デカルコマニー、
フロッタージュ、にじみ

染色ならではの素材、表現に触れ、工芸的な表現の魅
力を体感する

染料と絵具の違い、合成染料、さ
まざまな布、絞り染め、直染め

保育現場の実例を知り、既成の形から解放され、季
節、行事の伝統文化から、自ら感じたことを拠り所に
つくる

完成予想図がない、～らしいもの
の囚われ、見栄え、保護者の評価

季節の自然物から受ける感動を、写生を超えて表現す
る

五感、感じたことを行為につなげ
る、それぞれの美しい

文化的行事に込められた願い、伝説から制作する
ストーリー、画面から触発され
る、行為に没頭する

体験をもとに制作する
体験をテーマにする、体験の再現
を超える、コラージュ

その行事のイメージから制作する 制作導入、テーマと素材

らくがき、野外スケッチ等、感じたことを日常的に描
きとめることについて体験的に考える

遊びと表現、線と余白を感じる、
気軽で感覚的な描画材

多くの保育現場の実例を知り、子どもたちの美意識を
左右することを意識し、居心地のいい空間つくりを考
える

美意識、子ども扱い、生活空間壁
面、光と影、リズム

保育現場でどのように造形活動が取り入れられている
のか実際を知り、その意義を考える

受容、否定しない、子どもの持つ
未知の可能性

グループワークによる学習成果（ポートフォリオ）の
発表と対話

他者の気付き、新しい視点、実践
への意欲

[教科書・参考書] [成績評価]

１３.園内装飾について考える

[授業の概要]

予習として、次の授業時の制作で使用する画材、素材を準備する。それを通して画材、素材に触れ、その扱い
を知る。復習として、毎授業の学習成果をポートフォリオに整理し、さらに自主的に制作した作品等をポート
フォリオに追加していく。

１.保育におけるアートの意義Ⅱ

２.立体で表現する

[受講上の注意]
毎回、制作に必要な持ち物があります。忘れないように気を付けてください。

１２.自由遊びの中での造形

９.年中行事にちなんだ造形Ⅰ

１０.園行事にちなんだ造形

１１.年中行事にちなんだ造形Ⅱ

　

ポートフォリオによる学習成果の確認（80％）、定期試験（20％）教科書：浅羽聡美著『保育園の
「表現者たち」』(atlier le
matin)
参考書：授業中に適宜資料を配
布する。

１４.保育とアートⅡ

１５.まとめ

テーマ

７.季節、行事にちなんだ
   造形を考える

８.季節にちなんだ造形

授業科目名
造形表現の理論(471)

[授業方法]
テーマについての講義後、作品制作。そこでの気付きを、対話を通して学び合う。

[予習・復習]

これまでの評価される美術教育から解放され、造形を通して自己を表現することができる。乳幼児期、ひいて
は人が造形表現する行為が何をもたらすかを理解する。技術の習得が目的ではなく、人間形成に大きく影響を
与え、より豊かな生活を営む上で必要なものとして、造形表現を捉えることができる。

平面以外の立体、工芸的表現も交え、多様な表現方法と多彩な素材を用いながら、技術の習得に偏らず、常に
直感的、衝動的な自分の感覚を意識しながら制作する。そうした制作プロセスでの自分の内面の動きや、自分
と他者の作品を見て感じることを対話形式で言語化する。造形を通した自己表現の体験を、乳幼児期の造形活
動とつなげて考えられるようにする。

３.廃材を用いて表現する

４.版画技法を用いて表現する

５.オートマティック技法を
    用いて表現する

６.染色技法を用いて表現する
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授業形態 授業担当者
講義演習 　　浅羽　聡美

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]
開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

乳幼児期、ひいては人が造形表現する行為
が何をもたらすかを考える

自己肯定、他者理解、美意識、創造
性、協調性、秩序、多様性

実際に子どもたちが造形活動している現場
に入り、観察する

提案、自主性、展開、自由の保障、準
備と片付け

造形活動以外の子どもたちの表現活動がど
のようなものかを知る

視覚言語、多様な表現、ほめる、受け
とめる、自分のメッセージ

現場での保育士の振り返りに同席し、対話
に参加する

体験学習サイクル、日常の保育につな
げて考える、対話、記録

体験学習による振り返り方法を知り、改め
て現場体験を振り返る

ファシリテーション、対話、反省では
ない、人とコトを分ける

６.美術館での鑑賞の実際① 美術館に行き、現代アートに触れる
対話型鑑賞法、子ども扱いではない、
本物に触れる、現代アート、展示手法

７.美術館での鑑賞の実際② 美術館に行き、現代アートに触れる
対話型鑑賞法、子ども扱いではない、
本物に触れる、現代アート、展示手法

体験学習による振り返り方法を用いて、鑑
賞体験を振り返る

ファシリテーション、互いを高める対
話、振り返りの意義

子どもたちが造形活動している現場に入
り、子どもたちに関わる

主観、造形的視点、子ども扱いでな
い、自分が面白い

造形活動以外の子どもたちの表現活動がど
のようなものかを知る

準備、選択の余地、自由な展開、物理
的、時間的制限、環境づくり

保育士の振り返りの場に同席し、ファシリ
テーションの意識を持って対話に参加する

想定を超える、未知の世界、臨機応
変、子どもを信じて任せる

体験学習による振り返り方法を用いて、現
場体験を振り返る

ファシリテーション、互いを高める対
話、振り返る意義

自身のこれまでの制作体験に基づき、保育
現場を想定し、具体的な造形活動を考える

準備、選択の余地、自由な展開、物理
的、時間的制限、環境づくり

自身が考えた造形活動を発表し、互いにア
ドバイスし合う

想定を超える、未知の世界、臨機応
変、子どもを信じて任せる

就職先の現場を想定し、造形表現活動を考
える

実践の意欲とスキル

[教科書・参考書] [成績評価]

都内保育園(終日3コマ)や美術館(半日2コマ)での学外授業があり、交通費が自己負担になります。

１０.保育現場での表現の実際②

１.保育におけるアートの意義Ⅲ

２.保育現場での造形の実際①

３.保育現場での表現の実際①

４.保育現場での振り返りの実際①

５.アートを通した関わりを
    振り返ることで見えてくるもの

テーマ

８.鑑賞体験の気付きの共有

９.保育現場での造形の実際②

[授業方法]
保育現場での体験。学生同士の学び合いを重視する。

[予習・復習]
復習として、毎授業の学習成果をポートフォリオに整理し、さらに授業内容を自分の興味から発展させた
自主学習の成果を、ポートフォリオに追加していく。

[受講上の注意]

授業科目名
造形表現の方法(474)

子どもが主体的、発展的に自己表出できる関わりを、個々の子どもに即して考え、具体的な素材や手立て
を的確に提供することができる。その実践のための意欲とスキルを持つ。保育全般について批判的思考を
持ち、アートの視点から創造的に考え続けることができる。
[授業の概要]
本授業での学びを無批判に受け入れるのではなく、対話を通し、多角的に検討し、論理的、客観的に理解
する。日常にアートを取り入れている保育現場を実際に体験し、気付きを共有し学び合う。自らの感動に
根差した魅力的な視点を導き出し、子どもに提案する具体的な手立てを考えられるようにする。

教科書：浅羽聡美著『アートという
文脈で保育を考えてみると』
(atlier le matin)
参考書：授業中に適宜資料を配布す
る。

　

授業毎のレポートにより評価する。　

１５.まとめ

１４.造形活動の提案②

１１.保育現場での振り返りの実際②

１３.造形活動の提案①

１２.現場体験での気付きの共有
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授業形態 授業担当者

実習 　　　C専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

2週間 90時間(2単位) 専攻科（児童）／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育所理解

子どもの発達

指導法・計画立案

指導法・計画立案

さまざまな連携

反省と課題

[教科書・参考書] [成績評価]

教科書： 規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価及び平常授業
時の学習への取り組み態度や行事等への出席率などをもとに総合的
に判断する。参考書：

授業科目名

保育実習Ⅱ(480)

保育実習Ⅰでの保育所実習の経験を活かし実習に取り組むことで、保育技術が向上し保育士
として乳幼児に対するより適切な保育を行うことができるようになる。また、保育所の保育
内容と子どもの成長や発達との関連性を理解すること、実践的に保育の本質を理解するこ
と、及び、保護者への対応の仕方や保育所の地域とのかかわり方などを理解することができ
るようになる。

[授業の概要]

保育実習Ⅰの経験と事後指導及び専攻科前期までの知識と技術を基礎として、実際の保育所
の現場に出て、指導担当保育士から指導を受けながら現場での実習を行う。

[授業方法]

オリエンテーション、現場での実習及び巡回指導

[予習・復習]

４．指導計画を立案し、その計画をもとに責任実習を行う

５．保護者対応や地域との連携の仕方、保育者間の連携の仕方などを学ぶ

６．実習園での反省会から、実習での成果と今後の課題について学ぶ

２．子どもの発達に応じた適切な援助を行う

保育実習指導Ⅱ・Ⅲでの学習成果を活かせるように、実習前及び実習後に教科書やノート等
を読み返し、学習した知識と技術についての再確認を行う。

テーマ

１．保育所の１日の流れを理解し、その流れに沿って積極的に行動する

３．指導計画に基づいた指導方法を学び、自らの指導計画立案に活かす
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授業形態 授業担当者

実習 　　　C専攻教員

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

2週間 90時間(2単位) 専攻科（児童）／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

施設理解

利用者支援

支援計画

支援計画実施

さまざまな連携

反省と課題

[教科書・参考書] [成績評価]

[授業の概要]

　保育実習Ⅰの経験と事後指導及び専攻科前期までの知識と技術を基礎として、実際の保育所以
外の福祉現場に出て、指導担当職員から指導を受けながら現場での実習を行う。

テーマ

６.実習園での反省会から、実習での成果と今後の課題について学ぶ

授業科目名

保育実習Ⅲ(481)

[授業方法]

[予習・復習]

保育実習指導Ⅱ・Ⅲでの学習成果を活かせるように、実習前及び実習後に教科書やノート等を読
み返し、学習した知識と技術についての再確認を行う。

　保育実習Ⅰでの施設実習の経験を基礎にして、施設及び施設の機能や施設の入所児者への理解
をより深めることができるようになるとともに、入所児者とのよりよいかかわり方がさらなる体
験を通して身につく。また、保育実習Ⅰでは、受動的な参加実習であったが、保育実習Ⅲでは具
体的な問題意識を持ち積極的にかかわることでより実践的な実習を体験することができる。

オリエンテーション、現場での実習及び巡回指導

規定の日数を実習した学生に対し、実習先からの評価及び平常授業時の
学習への取り組み態度や行事等への出席率などをもとに総合的に判断す
る。

１.施設の１日の流れを理解し、その流れに沿って積極的に行動する

２.利用者の方々の状態に応じた適切な援助を行う

３.援助計画に基づいた援助方法を学び、計画の意義を学ぶ

４.援助計画をもとに実際に利用者への援助を行う

５.施設の意義や地域との連携の仕方、職員間の連携の仕方などを学ぶ

教科書：

参考書：
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授業形態 授業担当者

演習 　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(1単位) 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

実習課題の明確化 実習課題作成

実習の意義と目的の理解 実習の意義、目的

利用児・者の最善の利益 適切なかかわり、保育実践

部分実習について 実習のポイント、視点

責任実習について 実習のポイント、視点

実習記録の振り返りと再確認① 実習記録、個別指導

実習記録の振り返りと再確認② 実習記録、個別指導

実習における諸注意 実習態度、実習課題

実習の振り返りとまとめ 自己評価

自己課題の明確化 自己課題

記録・評価表による個別指導 個別指導

[教科書] [成績評価]

授業科目名

保育実習指導Ⅱ(482)

[授業方法]

[予習・復習]

講義、グループワーク、演習を行う。

・保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に学ぶ。
・実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ、保育実践力が身につく。
・保育の観察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して検討できる。
・保育士の専門性と職業倫理について理解できる。
・実習の事後指導を通して、実習の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できる。

保育実習Ⅱ（保育所）または保育実習Ⅲ（福祉施設）の事前事後指導を行う。自己の保育実習Ⅰの振り返りのみならず、他
者の実習体験も共有し、保育所または福祉施設の実習に生かせるようにする。保育学生としての立場だけでなく、社会人と
して、専門性のある職業人としての自覚がもてるようにする。

[授業の概要]

１３.事後指導

本授業の原則は、遅刻・欠席を認めない。提出物は提出期限を厳守すること。成績や授業態度によっては、実習に出られな
い場合がある。

部分実習指導案の作成
責任実習指導案の作成

全体計画に基づく具体的な計画・実
践、観察、記録、改善 ９.指導案の立案②

 1.事例から学ぶ①

１２.実習前の心構え

 ８.指導案の立案①

 ６.実習施設における指導①

 ７.実習施設における指導②

テーマ

１０.実習記録について①

１１.実習記録について②

　

授業への取り組みを最も重視し、学習成果の達成度、提出物の内容等を合わせて総合的
に評価する。

Ⅱ：『幼稚園・保育所実習ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞ』
『実習日誌・実習指導案ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞ』
Ⅲ：適宜、プリント・資料を配布する。

１４.事後指導

１５.事後指導

予習：シラバスと教科書を照らし合わせ、授業時に示された課題に取り組む。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。授業内容の理解不足や疑問点を明らかにし、調べる、質問するなどして理解
を深める。

 4.実習指導・実習の意義

 5.利用児・利用者の理解

実習事例報告・検討会
自己の実習の振り返り
他者の経験からの学び

 3.実習課題について

 2.事例から学ぶ②
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授業形態 授業担当者

演習 田尻　さやか

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

実習の意義と目的の理解 実習の意義、目的

福祉施設の多様な役割と機能
多様な役割、子ども・利
用者支援、倫理

利用児・者の最善の利益
適切なかかわり、保育実
践

実習課題の明確化 実習課題作成

ケースワーク(事例検討①) 実習のポイント、視点

ケースワーク(事例検討②) 実習のポイント、視点

実習記録の振り返りと再確認① 実習記録、個別指導

実習記録の振り返りと再確認② 実習記録、個別指導

実習における諸注意 実習態度、実習課題

実習の振り返りとまとめ 自己評価

自己課題の明確化 自己課題

記録・評価表による個別指導 個別指導

教科書：施設実習パーフェクト
ガイド　守巧他　わかば社

成績評価：授業への取り組みを最も重視し、学習成果の達成度、提
出物の内容等を合わせて総合的に評価する。

予習：シラバスと教科書を照らし合わせ、授業時に示された課題に取り組む。
復習：毎回の授業時の内容を整理・確認する。授業内容の理解不足や疑問点を明らかにし、調べる、質問するなどして理解

講義、グループワーク、演習を行う。

[予習・復習]

９.生活における保育②

１.実習指導・実習の意義

２.実習施設の機能

１３.事後指導

１４.事後指導

１１.実習記録について②

１２.実習前の心構え

１０.実習記録について①

授業科目名

保育実習指導Ⅲ(483)

[授業方法]

[授業の概要]

１５.事後指導

６.実習施設における指導①

７.実習施設における指導②

８.生活における保育①

・保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に学ぶ。
・実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ、保育実践力が身につく。
・保育の観察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して検討できる。
・保育士の専門性と職業倫理について理解できる。
・実習の事後指導を通して、実習の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できる。

保育実習Ⅲ（福祉施設）の事前事後指導を行う。自己の保育実習Ⅰの振り返りのみならず、他者の実習体験も共有し、福祉
施設の実習に生かせるようにする。保育学生としての立場だけでなく、社会人として、専門性のある職業人としての自覚が
もてるようにする。

本授業の原則は、遅刻・欠席を認めない。提出物は提出期限を厳守すること。成績や授業態度によっては、実習に出られな
い場合がある。

実習事例報告・検討会
自己の実習の振り返り
他者の経験からの学び

指導案・指導計画の作成、
記録の活かし方

全体計画に基づく具体的
な計画・実践、観察、記
録、改善

３.利用児・利用者の理解

３.事例から学ぶ①

４.事例から学ぶ②

５.実習課題について

テーマ
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授業形態 授業担当者

演習 廣川 加代子・濱中 啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科／通年 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション　分担 就業力育成演習

どのような資質・能力を発揮するか 保育現場

演習 一人一人の子どもを見る

グループ討議 相互交流

演習 自己の保育の深まり

テーマのふり返りと修正 就業力

夏祭り 目標と計画

演習 先生方との協働

演習 子どもと保護者

幼稚園、保育所、認定型こども園 多様な保育

参観の観点 子ども観の形成

自己の就業力の向上 子ども観・保育観の形成

演習 子どもとの関係づくり

記録のまとめ　学びの整理 自己の記録

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

就業力育成演習(475)

[予習・復習]

[授業方法]

子ども園での実技経験をどのようにして豊かなものにするか自己の目標を定め、子どもとのかかわりを深めて
信頼関係を築いていく中で、受講者同士のディスカッションや報告会を行い各自の就業力を高める。

２年間の短期大学での学びで得た基礎力の上に、新渡戸文化学園の環境を生かした新渡戸文化子ども学園での
現場経験を通して、保育者としての資質向上を目指し実践力を身に付けることができる。

３０.全体のまとめ

２１.様々な現場

現場実技の取り組み状況　グループ討議や発表内容　提出物教科書：なし　参考書：過去に
学んできたテキスト

１７.～２０.子ども園での実技

２２.～２４.保育の参観

２８.～２９.子ども園での実技

８.～１１.子ども園での実技

１２.中間報告②

１３.行事への参加

１４.～１６.行事の準備

２５.～２７.保育の参観②

直接保育現場（子ども・保護者・教職員）にかかわる演習であり、身だしなみやマナーや態度に配慮する。

[授業の概要]

事前の計画・準備をしっかり行った上で保育や行事参加を行い、終了後には評価を怠らないこと。

講義・演習・実技・グループ討議・意見交換・発表など

７.中間報告①

２.自己の課題とテーマ

テーマ

１.就業力育成演習の意義と目的

３.～６.子ども園での実技
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授業形態 授業担当者

講義 榊原久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科/前期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

コミュニケーションワーク 自己理解・他者理解

社会の変容と子どもの心 現状と課題

新しい時代の子どもの臨床 養育体験

心の芽生えと親子関係 親子関係

少子化時代の精神療法 内省的自己

愛着と周産期 情動認知

関係性の障害と乳幼児 関係性障害

乳幼児心性とライフサイクル 症例検討

乳幼児の精神障害の診断と分類 症状　診断

親ー乳幼児治療の実際 メンタルヘルスプログラム 

摂食障害と世代間伝達 症例検討

子どもの心身症 子どものストレス

児童虐待と世代間伝達 世代間伝達

医療的ケアの必要な子どもたち 低出生体重児　NICU

心の発達への援助 症例検討

[教科書・参考書] [成績評価]

予習：次回学習内容に関わる事項を調べる。　復習：授業内容の省察を行う。

生涯発達心理学の視点から発達のプロセスや初期経験の重要性について理解し、保育との関連性を考察
できる。

講義・演習形式。心理検査紙・事例分析、ロールプレイによるグループワークを中心におこなう。

授業科目名

子どもの心理臨床(476)

[授業方法]

子どもに関わる心理臨床の基礎知識を取得し、子ども理解を深める。

[予習・復習]

１０.臨床の実践①

１.オリエンテーション

２.子ども臨床の基礎①

適宜資料を配布

　

 授業への取り組み・授業内課題などで総合的に評価する。

１４.臨床の実践⑤

１５.まとめ

講義に必要のないものは机上に置かない。本科目は他者との関わりが求められるため、演習に積極的に取り組むこ
と。演習やレポートの提出状況より、本科目の授業への取り組みを把握し評価に反映する。

[授業の概要]

12．臨床の実践③

13．臨床の実践④

乳幼児精神医学的な視点から子どもの心の在り様を学ぶ。

母子臨床・家族支援・保育実践から子どもの心の発達援助について学ぶ。

11．臨床の実践②

２.子ども臨床の基礎②

４.子ども臨床の基礎③

５.子ども臨床の基礎④

６．乳幼児精神医学①

テーマ

７．乳幼児精神医学②

８.乳幼児精神医学③

９.乳幼児精神医学④
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授業形態 授業担当者

講義 　　宮里　和則

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間(2単位) 専攻科／後期 選択

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業全体を俯瞰する 私たちのミッション　子どもにやさしいまち

2.生きづらい子ども達 子どもの生活から見える生きづらさ 少子化　主体者意識　消費者意識

3.子どもの文法・大人の作法 チャンバラを実際に行い、そこから見える遊びの成果と課題を考える。 遊び　主体性　創造力　立ち位置

遊びの大切さ 遊び　主体性　創造力　立ち位置

交通機関・公共の場での子ども
交通機関　保育園　運動会　での
クレーム

交通機関・公共の場での子ども
交通機関　保育園　運動会　での
クレーム

子どもは未来の宝、今の宝 まちは宝島　子どものいる社会

8.子どもにやさしいまち
ミニミュンヘン・忍者修業の旅・子ど
も探偵団を紹介する

ミニミュンヘン 子どものまち
商店街　地区委員会　町会

現代の子ども文化と自然体験
DS ポケモン 自然 バイオフィ
リア

放課後児童政策の誕生 児童館　校庭解放　学童保育

野外活動 焚火 防災 道具管理
安全対策
野外活動 焚火 防災 道具管理
安全対策

共感　まなざし

子どもが主役

つなげる

[教科書・参考書] [成績評価]

5.子どもは社会の迷惑か

6.子どもは社会の迷惑か

7.子どもは社会の宝物

12.火と子どもたち

1.放課後児童論概要

4.放課後は遊びの時間

この講座はそれぞれの子ども時代の体験を土台に授業を行っていきます。子ども時代の写真等を準備しておいてく
ださい。またワークショップ形式で進める回もあるので、動きやすい服装で参加してください。

放課後児童に対する政策が誕生した経緯とその後の変遷、現在の在り方について概要を説明する。児童館、学童保
育、放課後児童教室、冒険遊び場等での具体的な事例の紹介、学生自身の児童期の記憶の掘り起し等を行い、遊び
の中で育ちあうことの意味について検討する。またプレイワークスキルトレーニングも行いたい。

14.プレイワーク入門

15.プレイワーク入門

テーマ

9.ポケモンGOと自然

10.子どもを大切にする思い

「子どもの放課後にかかわる人のQ&A」を
使ってのワークショップ。項目の中からグ
ループで一つ選び、自分たちの答えを考え
て発表。具体的にわかるように劇で表現。

実際に焚火をしながら、火の扱い方、楽し
み方、指導法を学ぶ。また現在ガス会社等
で行われている「火育」についても理解を
深める。

授業科目名

放課後児童論(478)

授業で提示する

[授業方法]

講義・演習(グループワーク、劇及びパネルを用いての発表）

[予習・復習]

1．放課後児童に対する福祉政策について理解する。
2．児童館、学童保育等、様々な施設の特徴と課題について学ぶ。
3. 放課後児童の生活や遊びの実態と意義について学ぶ。
4．地域とのつながりの中で育つことの意味を理解する。
5．放課後児童とかかわる上で大切にするべきことを学ぶ。
6．プレイワークスキルを身につける。

[授業の概要]

教科書：プリントの適宜配布

参考書：子どもの放課後にかか
わる人のQ&A(学文社刊)

授業への取り組み状況、授業の習熟度、班活動への貢献度、課題への取
り組み

13.プレイワーク入門

11.火と子どもたち
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授業形態 授業担当者

講義演習 　　善本　眞弓　

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

15回 30時間（2単位） 専攻科／前期 選択

[授業の到達目標]

[授業外学修に必要な時間]

開講期間内において、約３０時間の授業外学修が必要となります。

[受講上の注意]

内容 学習成果（キーワード）

おもちゃの定義、種類と分類 おもちゃ，玩具，遊び

日本のおもちゃの起源と歴史 伝承遊びの玩具,郷土玩具

世界のおもちゃと歴史・教育思想と玩具 フレーベル，恩物，モンテッソーリ，教具

新宿御苑　森のおもちゃ美術館（予定）木の種類と木製玩具,　木育

木のおもちゃ、自然の中での遊びを学ぶ大型木製遊具，子どもと遊び

低年齢児のおもちゃと遊び,安全性 ラトル，ST・CEマーク，誤飲防止

幼児のおもちゃと遊び 一人遊び，他者との遊び

東京おもちゃ美術館訪問（予定） アナログゲーム，手作り玩具，

赤ちゃんから成人までのおもちゃと遊びを学ぶサイエンストイ，木育広場

ごっこ遊びのおもちゃ，ままごと，人形 ままごと道具，人形

子どもが作る，子どもと作る 作る楽しさ，遊ぶ楽しさ

病気の子ども・障がいのある子ども・高齢
者とおもちゃ

共有玩具，エイジレストイ

ブロック，積み木 並べる・積む・作る，基尺

カードゲーム，ボードゲーム アナログおもちゃ，デジタル玩具

おもちゃの本質 遊びの楽しさ

[教科書・参考書] [成績評価]

予習：次週の学習のための課題に取り組む。　復習：プリント等を見て毎回の授業内容を振り返る。

子どもの成長・発達におけるおもちゃや遊びの必要性を理解する。多様なおもちゃを知り、場に応

講義と演習（製作・実践）、仲間との学び合い、学外学習を行う。

授業科目名

おもちゃ論(477)

[授業方法]

じたおもちゃの選択・用途・扱い・遊び方などを多角的にとらえ、活用することができる。

[予習・復習]

１０.ごっこ遊びのおもちゃ

１.おもちゃとは

２.玩具の歴史①日本

教科書：プリントを配布する。

参考書：授業時に示す。

　確認問題（60％）、課題レポート（20％）、授業への取り組み（20％）

１４.アナログゲーム

１５.振り返りとまとめ

玩具や遊びの知識と実践力を身につけたい学生の履修を希望する。授業曜日以外の2回の学外学習
に参加できること、交通費・入場料は自己負担となる。テーマ・内容の順は変更することがあ
る。

[授業の概要]

１２.多様な対象者とおもちゃ

１３.構成玩具

おもちゃの歴史、世界・日本のおもちゃ、幼稚園・保育所・子育て支援施設・こども病院・世代間

交流のおもちゃを取り上げ、解説と演習・学外学習を行い、実践力を身に付ける。

１１.手作りおもちゃの意義

３.玩具の歴史②世界

４.学外学習

５.学外学習

６.子どもの発達とおもちゃ１

テーマ

７.子どもの発達とおもちゃ２

８.学外学習

９.学外学習
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授業形態：
          講義演習

授業担当者：
       児玉 ひろ美

単位数 対象学年・専攻／開講時期
30時間(2単位) 専攻科／後期

[授業外学修に必要な時間]

・開講期間内において、約15時間の授業外学修が必要となります。

内容 学習成果（キーワード）

授業の説明／アイスブレイク／絵本の基本
概念

絵本の魅力

児童文化としての絵本／演習 絵本のなりたち

発達に寄り添う絵本／演習 読書の発達心理学／折本制作１

乳児と絵本／演習 赤ちゃん絵本 オノマトペ／折本制作２

幼児と絵本／演習 生活絵本 観察・鑑賞絵本／絵の効果

幼児・低学年と絵本／演習 昔話絵本 科学絵本

高学年以上と絵本／演習
テーマ・メッセージ／1枚モノ物しかけ絵本製
作

ポイントとコツ／演習 選書 準備 環境 持ち方

昔話絵本／演習 民話 伝説 神話 五大昔話／読み聞かせ実践１

創作(物語)絵本／演習 国内絵本 翻訳絵本／ミニブックトーク

認識絵本・生活絵本／演習 体験 習慣 五感／巻き込み式絵本製作

科学絵本／演習 動植物 自然 命 写真／読み聞かせ実践２

言葉の絵本 ロングセラー／演習 オノマトペ 言葉遊び／巻き込み式絵本実践

支援の必要な子どもと絵本／演習 バリアフリー 多様性／しかけ絵本体験

質疑応答／課題提出 絵本の可能性 児童文化 学びの継続

 ６．子どもの発達と絵本４

 ５．子どもの発達と絵本３

授業科目名
絵本論(479)

授業の回数

15回

[授業の到達目標]

・予備知識量および学生の要望による授業内容の変更もあり。

[授業計画]

・教科書に掲載・紹介されている絵本や授業内で紹介する絵本は、チャンスを見つけ読んでおくこと。

[受講上の注意]

・演習で絵本持参が必要な際には、適宜グループ内で協力し、図書館等を利用して用意すること。

・授業終了時に提出物（時間内に記述）を課すこともある。

[予習・復習]

・演習を充実させるため、教科書の指定する部分を必ず読んだうえで授業に臨むこと。

 ３．子どもの発達と絵本１

 ４．子どもの発達と絵本２

 ７．子どもの発達と絵本５

 ８．読み聞かせ

 ９． 絵本の種類１

教科書：① 『えほんのせかい
こどものせかい』松岡享子/文
春文庫 ②『0～5歳子どもを育
てる「読み聞かせ」実践ガイ
ド』児玉ひろ美/小学館
参考書：授業内で適宜紹介す
る
レジュメ：毎授業に配布する

[成績評価]

授業への取り組み姿勢や演習における積極性（２０％）
課題提出（８０％）

１５．まとめ

[教科書・参考書]

１１．絵本の種類３

１２．絵本の種類４

１３．絵本の種類５

１４．絵本の種類６

１０．絵本の種類２

必修・選択
           選択

 １．オリエンテーション

テーマ

 ２．絵本を知る

・自らの幼児期の絵本イメージから脱し、絵本の受容に関わる職を志す者として、絵本を再考する。

・子どもの集中や時間を埋める「手段や道具」ではなく、「文化・芸術」として絵本を認識する。

・絵本の持つ表現性・芸術性への能動的な体験により、感性を磨き、選書能力を養う。

[授業の概要]

・「知ることより感じることが大切」と、明確に意識をしながら、なるべく多くの絵本に触れる。

・絵本の魅力を子どもに手渡すことができるよう、体系的な絵本体験と実践的な演習を重ねる。

[授業方法]

・講師が授業のために持参する絵本は積極的に手に取り、触れること。

・基本的に講義3・演習7で構成し､演習は教科書を用いたグループワークが中心。
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授業形態 授業担当者

演習 　　廣川　加代子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科／通年 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育実践演習の意義と概要 課題の設定

分担部分の発表、討議 発表の仕方　質疑の仕方

課題の関心領域の発表 課題設定の理由

課題に関する文献発表 参考文献

国際子ども図書館 図書環境　国立国会図書館

各自の発表と討議 研究の方法と目的

保育園、子育て支援施設見学 保育園　子育て支援

各自の文献講読、調査 章立て　目次

中間報告 中間的総括

内容の充実 章立ての再検討

受講者による討議 ディスカッション

プレゼンテーションの準備 レジュメ　パワーポイント

プレゼンテーションの実施 成果

受講者同士の交流 課題

研究報告書作成 省察　意見交換

[教科書・参考書] [成績評価]

教科書：なし

参考書：個人に応じて紹介する 　

研究への取り組みと研究成果により評価する。

授業科目名

保育実践演習(484)

[授業方法]

[予習・復習]

文献講読でも個別研究でも、各自の分担を事前にレポートにまとめてくることが必要となる。

演習形式を基本とする。ディスカッションやレジュメの検討を行う。

２９.発表会のふり返り

３０.まとめと報告書作成

テーマ

１０.保育現場見学

１１～１４.個人研究の推進

１５.前期研究課題のまとめ

２４～２７.発表会の準備

２８.発表会

２３.報告会

６.個人課題の設定

７.個人課題の決定

８.施設見学

９.個人課題の研究

自分の関心領域について専門的に調べてまとめ、研究成果を発表すること。そのことを通し
て自分のものの見方考え方を広げ、保育観や子ども観を豊かにすること。

言葉にかかわって、昔話や絵本や児童文学、子どもの言葉の発達、幼児教育と小学校教育と
の接続などについての研究論文を読み、各自の研究テーマを決めて仲間と高め合う。

他の受講者のテーマにも関心をもちお互いに高め合う姿勢で臨むとよい。

[授業の概要]

１６～２２.個人研究の推進

１.オリエンテーション

２～５.文献講読
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授業形態 授業担当者
演習 　　川村 祥子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科(児童）／通年 必修

[授業の到達目標]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

年間を通した活動について 課題の方向性・研究方法論

表現活動とは、話し合い 表現活動の紹介

ゼミ共通研究課題の設定 課題探求力

基礎文献購読及び表現活動 個人研究課題の確認設定

演劇・ミュージカルなどの鑑賞 総合芸術・伝統文化

基礎文献購読及び表現活動
保育者としての専門知識
基礎技能の向上・情報発信力

子どもの表現について観察 情報受信力・分析力

基礎文献購読及び表現活動 協調性

基礎文献購読及び表現活動 対話力

保育現場にて園児と表現活動 表現力・演技力

発表・ディスカッション 考察力

共同研究のまとめ・討論 課題探求力・問題解決力

自己課題進捗状況発表 先行研究や文献検索について

研究テーマレポート、反省と改善 分析力・まとめる力

発表に向けた制作・練習 協調性・対話力・演技表現力

保育現場にて園児と表現活動 表現力・演技力・観察力

プレゼンテーション、意見交換 自己課題の整理

共同研究及び個人研究 文献・資料収集・方法論

総合演習発表会準備 情報処理能力・パワーポイント

ゼミナール内発表 情報処理能力・パワーポイント

ゼミナール発表会 プレゼンテーション能力

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名
保育実践演習(484)

[予習・復習]

[授業方法]

演習の授業形態である。各自の設定した研究テーマについては、個別面談を行い、ゼミで過程成果の発表を行う。

音楽教育研究室のゼミでは短期大学の二年間で学んだことを踏まえ、自らがテーマを設定し１年間掛けて
研究に取り組む。保育者として自ら考えて行動する姿勢と視点を身につける。

子どもは生活、そして遊びの中で多くのことを学びながら成長する。幼児への音楽教育も遊びの意義をよく考えなが
ら歓びを伴った創造的かつ想像的な活動から成り立つことが望ましい。本研究室は共同研究として保育園、児童館、
こども園などに出向き、実際に子どもたちと表現活動を実施すると共に保育現場での表現活動の実践方法を探る。あ
そびうたの作成や音楽劇や楽器演奏を行う。個々には教育・保育に関するすべての領域からテーマを設定し、研究を
進める。幼児のさまざまな表現や音楽表現及び音楽を通した身体表現について文献の精読、報告、討論、研究方法の
習得などにより理解を深め、グループ研究や個人研究を行う。

[授業の概要]

１５.前期研究課題のまとめ

２１.保育現場におけるパフォーマンス

２２.個人研究

２３.～２７．基礎演習 

２８.共同研究・個人研究のまとめ 

随時指導する。

１７.中間成果発表Ⅰ

１８.～２０．発表に向けた練習 

研究への取り組みを最重要視し、総合的に評価を行う。　

３０.総合演習発表会

２９.総合演習発表会準備、及び発表

１６.個人研究 

授業計画のテーマに沿い、教科書を読んでおくこと。翌週までの課題を実施することにより、知識の定着を確認す
る。

１４.前回の発表に関するまとめ

３.基礎演習

４.基礎演習

５.表現活動について

６.～９．基礎演習

テーマ

１０.保育現場

１１.基礎演習

１.オリエンテーション

２.ゼミ共通研究課題の設定

１２.基礎演習

１３.保育現場におけるパフォーマンス

[受講上の注意]

欠席する時は、必ず連絡をすること。積極的な受講姿勢を期待する。
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授業形態 授業担当者

演習 　　榊原　久子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科／通年 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

研究する意義 研究方法

研究方法、課題設定、研究事例の紹介 参考文献、データ分析

保育園・幼稚園・こども園・子育て支援セン
ター・助産院など

実践の観察・現状分析・課題抽出

フィールドワークの振り返りと発表、
意見交換

個別指導 研究目的・方法・計画

各自、または集団での調査・研究 個別指導

15.中間発表①、前期のまとめ 研究内容の発表、意見交換 プレゼンテーション

各自、または集団での調査・研究 個別指導

研究内容の発表、意見交換 プレゼンテーション

各自、または集団での調査・研究 個別指導

発表準備、リハーサル
プレゼンテーション、
パワーポイント

研究成果の発表
プレゼンテーション、
パワーポイント

保育実践演習の振り返り、論文集作成① 省察、研究報告書

学習成果の確認、論文集作成② 総括、研究報告書

[教科書・参考書] [成績評価]

30.まとめ②

演習形式で進める。その他、体験、見学、個別指導、グループディスカッションも行っていく。

教科書・参考書：
適宜参考文献・資料を紹介する。

16.～22.個人研究、集団研究

23.中間発表②

1.オリエンテーション

授業科目名

保育実践演習(484)

[授業方法]

[予習・復習]

①自身の関心領域について課題を持ち、研究を進め、考察することができる。
②研究成果について分かりやすく簡潔にプレゼンテーションをし、仲間と意見交換を行いながら学びを深める
ことができる。
③研究成果について論文にまとめることができる。

乳幼児発達心理学。子どもを取り巻く事象を発達臨床的な視点でとらえる。医療と福祉、保育、教育、心理を
俯瞰し、既存の知見を超えていく新しい視点を見出していく。それらを基盤としながら、子どもの最善の利益
を保証する保育・教育・家族支援などを考察していく。ここに関係する文献、先行研究や現場実践から自身の
研究課題を見いだし、文献購読、先行研究の読み込むとともに、現場に赴いて、調査を行うなどする。研究課
題の発表・討論を重ねながら自身が追及したテーマについて明文化する。

　

28.保育実践演習発表会

授業や研究活動への積極的な取り組み姿勢、発表内容、研究成果などにより
総合的に判断する。

[授業の概要]

27.保育実践演習発表会に向けて

2～４．基礎演習

意欲的・主体的な取り組みを期待します。また、仲間同士で学びを深めながら、子どもの最善の利益を保障す
るための保育・家族支援について捉えられるように意識を持つこと。

24.～26.個人研究、集団研究

５～８.フィールドワーク　園・
施設見学
９～10、フィールドワークの振り
返り

11～12.個人研究テーマの検討

13.～14.個人研究、集団研究

テーマ

各自の研究テーマに沿って文献収集、調査、インタビューを行う。

29.まとめ①
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授業形態 授業担当者

演習 　　小山　玲子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科／通年 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

オリエンテーション　内容と概要、研究とは 保育実践演習、実践研究

個人の研究テーマの検討 研究テーマ、研究計画

個人の研究テーマの検討研究テーマに合わせて保
育園・幼稚園・こども園等の訪問等

実践の観察・現状を分析

フィールドワークの振り返り・発表 プレゼンテーション

個人の研究テーマの検討研究テーマに合わせて保
育園・幼稚園・こども園等の訪問等

実践の観察・課題を分析

フィールドワークの振り返り・発表 プレゼンテーション

個別指導・演習 問題、方法、結果、考察

研究内容の発表・意見交換 プレゼンテーション

個別指導・演習 問題、方法、結果、考察

23.中間発表② 研究内容の発表・意見交換 プレゼンテーション

プレゼンテーションの準備 パワーポイント・レジメ作成

発表準備・リハーサル・意見交換
プレゼンテーション
パワーポイント

研究成果の発表
プレゼンテーション
パワーポイント

発表の振り返り(省察)・研究報告書の作成① 省察、ディスカッション

研究報告書の作成② 省察、研修報告書

[教科書・参考書] [成績評価]

授業科目名

保育実践演習(484)

[授業方法]

[予習・復習]

フィールドワークについては各自で事前学習を行い、訪問後はレポートを提出すること。各自の研究テーマに
沿って、計画的に調査や分析を進めていくこと。

前半はフィールドワークを中心に進める。後半は各自のテーマに沿って個別指導を行う。

これまで学んだ保育の知識、実習およびボランティア等において習得した技能などを基礎として、自ら課題を
設定して研究を進めていく。保育現場等でのフィールドワークを通して、多様な背景を持つ子どもを多面的に
とらえる視点を養う。「子どもの発達」「保育環境」「遊び」を理解し、保育者としての視野を広げる

全体としては、主に「遊びと環境構成」「子どもの発達」「保育者の役割」及び「乳児保育」に関わるテーマ
を取りあげる。保育施設や関連する施設への見学やボランティアを行い、実際の実践のなかから課題を見出し
ていく。本授業では実体験を通して保育者としての感性を高めることを重視する。個人としては、各自の関心
に基づいてテーマを設定し、調査などを通して研究を進めていく。

[授業の概要]

総合的に評価する。

　

積極的な研究への取り組み、発表、討議、研究報告書の内容などを教科書：個人のテーマによって
適時、紹介する。必要に応じ
て、参考資料を配布する。

保育者としての視点を念頭に置き、主体的に研究に取り組むこと、積極的に活動に参加することを期待する。
受講生同士が協力し、お互いの研究テーマに関心を持ち、相互に学び合うことができるとよい。

27.発表会予行練習・準備

30.まとめと報告書作成

テーマ

11～14.個人研究・集団研究

15.中間発表①

16～22.個別研究

24～26.発表会準備

4～5.フィールドワーク①

6.フィールドワーク①の振り返り

7～9.フィールドワーク②

10.フィールドワーク②の振り返り

1.保育実践演習の意義と目的

2～3．研究計画の作成

28.保育実践演習発表会

29.発表会の振り返りとまとめ
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授業形態 授業担当者

演習 　　濱中　啓二郎

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科／通年 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

授業・演習の進め方、研究の意義、方法の確
認

研究方法

個人テーマの設定：研究方法、発表方法、ま
とめ方の確認

テーマの設定、目的、方法、考
察

個人発表と集団討議
発表、考察、課題、振り返り、
文章化

校外に出て資料を探す （中間的）総括

テーマの焦点化 テーマの確認、再考察

各自テーマの選定と研究の深化：課題を踏ま
えて

先行研究検討

個人発表と集団討議
発表、考察、課題、振り返り、
文章化

各自のテーマに関する集団討議、発表に向け
ての準備

考察、まとめ

まとめ：発表方法の確認、準備 まとめ、準備、発表

まとめ：発表準備、論文作成に関する注意 まとめ、準備、発表

各自発表 プレゼンテーション

各自、反省点と課題 総括

[教科書・参考書] [成績評価]

　

授業科目名

保育実践演習(484)

[授業方法]

[予習・復習]

演習のテーマについて、振り返りを行い、まとめるようにする。

　演習形式で進める。準備（調査、予習）、討議、発表などを中心とし、最終的には、課題探求の成果を論文にす
る。

　本授業の到達目標は、次の6点である。①３年間の総まとめとして、自身の学習を振り返り、自己課題を見つけ
解決を模索できる、②保育・教育に対する使命感や情熱を持ち、子どもとともに成長しようとする姿勢を確認す
る、③高い倫理観、規範意識が身についているか確認する、④保育・教育の現代的課題と解決法について再確認
し、自分の考えが持てるようにする、⑤自身の得意分野を見つけ、保育・教育実践に活かせるようにする、⑥保
育・教育学についての基本的事項・知識が身に付いているか確かめる。
　以上を通して、自己の保育・教育実践に関する習得すべき知識・技術の再確認をし、自身の得意分野を生かした
保育・教育実践が展開できるようにする。

　各自が抱いたテーマを追求していく。自身の得意分野や追求してみたい保育・教育実践上にかかわる
テーマから課題を設定し、文献講読、調査などを展開し、発表・討論を中心として学習を進める。最終
的には、自身が追及したテーマについて論文化する。

[授業の概要]

　演習のため、積極的に発言し、意欲的に取り組んでほしい。

　

テーマ

１９.～２３．個人発表、集団討議

２４.～２６．校外学習
（学生の関心に合わせて）

２７.まとめ

２８.まとめ

１.研究方法の提示

２.～３．テーマの選定

３０.フィードバック

２９.発表会での発表

４.～１４．個人発表、集団討議

１５.調査、資料集め

１６.前期の振り返り、課題の表出

１７.～１８．課題とテーマ選定

教科書：履修した学生の興味や
テーマに即して授業中に指示す
る。
参考書：

授業（演習）への取り組み、発表、提出物などを総合的に判断する。　
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授業形態 授業担当者

演習 　　藤田　倫子

授業の回数 時間数（単位数） 対象学年・専攻／開講時期 必修・選択

30回 60時間(2単位) 専攻科／通年 必修

[授業の到達目標]

[受講上の注意]

[授業計画]

内容 学習成果（キーワード）

保育実践演習の概要、身体表現ついて 研究、身体表現

研究方法、課題設定、研究事例の紹介 参考文献、データ分析

個人研究のテーマ設定、研究の目的・研究
方法の確認
テーマに関わる先行研究について討議

課題の探求

フィールドワーク：幼児の表現について 幼児の表現の見とり、記録

フィールドワークの振り返りと発表、
意見交換

プレゼンテーション

各自、または集団での調査・研究 個別指導

15.中間発表①、前期のまとめ 研究内容の発表、意見交換 プレゼンテーション

各自、または集団での調査・研究 個別指導

研究内容の発表、意見交換 プレゼンテーション

各自、または集団での調査・研究 個別指導

発表準備、リハーサル
プレゼンテーション、
パワーポイント

研究成果の発表
プレゼンテーション、
パワーポイント

保育実践演習の振り返り、論文集作成① 省察、研究報告書

学習成果の確認、論文集作成② 総括、研究報告書

[教科書・参考書] [成績評価]
教科書・参考書：
適宜参考文献・資料を紹介する。

16.～22.個人研究、集団研究

23.中間発表②

1.オリエンテーション

授業科目名

保育実践演習(484)

[授業方法]

[予習・復習]

①これまでの学びを基に、幼児の運動あそびや身体表現、主に領域「健康」に関わる内容について課題を
設定し、研究を進め、考察することができる。
②研究成果について分かりやすく簡潔にプレゼンテーションをし、仲間と意見交換を行いながら学びを深
めることができる。
③研究成果について論文にまとめることができる。

①「幼児の運動あそびや身体表現、主に領域『健康』に関わる内容」をテーマとして、個別・グループで
の活動や研究を進めていく。
②自らの感性を高めるために演劇やダンスのワークショップに参加したり、子どもの表現をとらえたりす
ることにより、保育者としての表現力や想像力・創造力を磨く。
③個人の研究課題に基づき、文献研究、調査、制作・創作活動を進めながら仲間との意見交換を重ね、指
導助言を行ったうえで研究成果としてまとめていく。

演習形式で進める。その他、体験、見学、個別指導、グループディスカッションも行っていく。

　

28.保育実践演習発表会

授業や研究活動への積極的な取り組み姿勢、発表内容、研究成果など
により総合的に判断する。

[授業の概要]

27.保育実践演習発表会に向けて

2.研究について

意欲的・主体的な取り組みを期待します。また、仲間同士で学びを深めながら、幅広い“表現”にアンテ
ナを張ってください。

24.～26.個人研究、集団研究

3.～7.研究テーマの設定／
　　　先行研究の検討

8.～9.園見学

10.園見学の振り返り

テーマ

11.～14.個人研究、集団研究

各自の研究テーマに沿って文献収集、調査、創作活動、記録を行う。

29.まとめ①

30.まとめ②
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