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講義科目名称：

英文科目名称：

人間教育概説

Outline of Human Beings and Their Education

授業コード： 13208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

林田孝和教授　後藤正人教授　小川澄江教授　山内見和教授　他

授業の概要 　本学本学科は、有用で質の高い人材を地域の教育現場に送り出すことを目的に、かつまた、地域の要請と長
い歴史を踏まえて設置された経緯がある。國學院大學がなぜ栃木短期大学として存在するのか、その背景と期
待とがあって、諸君は、いま、ここに在籍している。人間教育の本質と構造とについて、総合的に認識できる
よう、教育の理論と実践とを併せ講じてゆくのが、本講座であり、本学科の子ども教育フィールド・生活健康
フィールドの全学生を対象に、オムニバス形式で展開される。本講座を通して、受講者一人ひとりが、確かな
人間観と教育観とを樹立していくことができるよう、担当者と小テーマとを配してある。オムニバスの各教師
から、人間教育に携わる者の生き方を貪欲に学びとってほしい。

本講義科目は、対面授業を中心に実施するが、遠隔になった場合は、①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）と②同時・双方向型学修（「Google　Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 人間教育学科の設立と各フィールド　　　　　　　　　　  （後藤）

２回目 國學院大學栃木学園の沿革と栃木短期大学の歴史　　　　　（林田）

３回目 國學院の名義と立ち位置　　　　　　　　　　　　　　　　（林田）

４回目 國學院大學栃木短期大学の教育理念 ～四つの約束と三つのポリシー～ （林田）

５回目 人間教育学科という学科名称　　　　　　  　　　　　　　（林田）

６回目 栃木市教育の特色と未来像　　　　　　　　　（後藤並びにゲスト講師／市職員）

７回目 子どもたちの現状と教育内容・方法～今後に求められる資質・能力～　（後藤）

８回目 教師の創造的活動としての授業　　　　　　　　　　　　（後藤）

９回目 教育者の資質能力　　　　　　　　　　　  　　　　　　（後藤）

１０回目 教育者の役割と責任　　　　　　　　　　　  　　　　　　（山内）

１１回目 國學院大學創設と建学の精神　　　　　　　　　　　　　　（川福）

１２回目 福沢諭吉と中村正直　　　　　　　　　　　　　　　　　（小川）

１３回目 学校教育や社会教育・家庭教育が果たす役割　　　　　　　（後藤）

１４回目 教育革新への挑戦～世界の中の日本～　　　　　　　　　  （後藤）

１５回目 カリキュラムから考える教育観、勤労意識の日本人像　　　（石坂他）

到達目標 広く教育に携わる者は人間に働きかける者であり、人間に働きかける者は自分自身が豊かな人間として成長し
なければならないことに気付き、教育者そして社会人としての適応力・指導力を確実に身に付けることができ
る。

授業時間外の学習 教育に携わる学生諸君に教育実践の喜びと、その責務の尊さを実感してもらうためにも、日常的に子どもたち
に積極的にかかわる努力をしてほしい。

評価方法 　遠隔授業を併用するため、各担当者による「小テスト」（20％）・「小レポート」（20％）と「授業への参
加意欲」（60％）を評価基準とし、総合評価する。ただし、遠隔授業に変更した場合も概ね評価方法に変更は
ない。

テキスト 『人間教育概説』（本学編）
『教育の泉６』（後藤正人・文溪堂）

参考書 必要に応じて、その都度紹介する。

備考 実務教員：初等教育学校に３７年間勤務、管理職在任時には、幼・小・中連携教育に携わる。
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講義科目名称：

英文科目名称：

人間教育研究

Study of Human Beings and Their Education

授業コード： 14407

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

後藤正人　教授

授業の概要 　人が人間を教育するとはどういうことなのか。広く教育に携わる者は人間に働きかける者であり、人間に働
きかける者は、自分自身が人間として常に成長しなければならない。
本講義科目では、人格の形成を目指す教育の方向性と人間教育に携わる者のあるべき姿を追求することが目的
である。そもために、確かで揺るぎない人間観と教育観を身に付けるために、我が国における人間教育研究を
主軸に諸外国の取り組みにも視野を広げながら、乳幼児期から初等・中等教育期までの人間形成に関わる学習
内容を配列している。

　本講義科目は、対面授業を中心に実施するが、遠隔になった場合は、①課題型学修（「Google　Classroom」
を利用）と ②同時・双方向型学修（「Google　Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 社会的環境と人間性の発達（野生児からの教訓）

２回目 教育の意味と本質

３回目 人間教育の本質と構造

４回目 我が国の人間教育研究

５回目 諸外国にみる人間教育研究

６回目 人間教育研究を支える人間観と教育観

７回目 教育の営みは、人との出会いから

８回目 人とかかわる意味と意義（個と集団の関連性）

９回目 子どもたちの現状

１０回目 教育者の創造的活動としての授業

１１回目 教育者の資質能力

１２回目 教育者の役割と責任

１３回目 「教育基本法」と「学校教育法」からみる学校や家庭が果たす役割

１４回目 生涯学習という視点から人間教育研究を見直す（ゲスト講師：市社会教育委員・臨床美術士・認
定心理士）

１５回目 人間教育研究のユニバーサルデザイン化～不易と流行～

到達目標  我が国における人間教育研究を主軸に諸外国の取り組みにも視野を広げながら、確かで揺るぎない人間観と教
育観を身に付けることができる。

授業時間外の学習 乳幼児期から初等教育、中等教育期までの人間形成に関わる研究に一層の関心をもつために書物を進んで読
む。

評価方法  遠隔授業を併用するため、「レポート」（60％）および「授業への参加意欲」（40％）を評価基準とする。な
お、遠隔授業に変更した場合も概ね評価方法に変更はない。

テキスト 『教育の泉６』（後藤正人・文溪堂）

参考書 必要に応じて、その都度紹介する。

備考 毎回、本時授業に必要な印刷物を配布する。
実務教員：初等教育学校に３７年間勤務、幼・小・中連携教育に携わる。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　国語

Specialized Subject: Japanese Language

授業コード： 21406

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

村山昌俊　教授

授業の概要 国語の指導に必要となる日本語の基礎知識を身につけることによって、国語という教科の特色・意義を修得す
ることを目的とします。
日本語の文字・語彙・表記・音韻の特徴とその歴史について解説する。講義形式で授業をすすめる。
本授業は対面授業で行います。状況により遠隔授業となった場合は課題学修にします。

授業計画 １回目 ガイダンス

２回目 言語の特質
動物の言語と人間の言語の違い
言語と記号

３回目 文字の発達と漢字の伝来
漢字から仮名へ

４回目 神代文字
神字日文伝

５回目 万葉仮名
表記の工夫（借音・借訓）

６回目 平仮名・片仮名の成立
使用場面の相違

７回目 ローマ字の伝来と歴史
ポルトガル式・オランダ式・ヘボン式・訓令式

８回目 語彙１（語種）
和語・漢語・外来語・混種語

９回目 語彙２（忌み言葉・女房詞）
忌み言葉の歴史と現代に残る忌み言葉
女房詞（女中言葉）と現代に残る女房詞

１０回目 音韻の歴史１（母音の変化）
ア行「お」ワ行の「を」・ア行「え」ヤ行「え」「ワ行「ゑ」・ア行「い」ワ行「ゐ」

１１回目 音韻の歴史２（子音の変化）
サ行音の発音の変化　タ（ダ）行音の発音の変化

１２回目 音韻の歴史３（子音の変化）
ハ行音の発音の変化

１３回目 仮名遣い１（仮名遣いの歴史）
仮名遣いの発生・定家仮名遣い・契沖仮名遣い・歴史的仮名遣い

１４回目 仮名遣い２（現代仮名遣い）
現代仮名遣いの規則

１５回目 理解度の確認

到達目標 １、人間の言葉と動物の言葉の違いを理解する。
２、日本語の表記と語彙の特質を理解する。
３、古代日本語から現代日本語までの発音及び仮名づかいの歴史を知る。

授業時間外の学習 １、新聞・雑誌、またインターネット上の文章をよく読むことをこころがけ、そこに使われている語彙や表記
などに関心を持ってください。
２、授業時に配布したプリントをきちんとファイルしておいてください。

評価方法 筆記試験（100％）によって評価します。遠隔授業になった場合は定期試験は実施しません。レポート
（100％）で評価します。

テキスト 使用しません。適宜プリントを配布します。

参考書 沖森卓也編『日本語概説』（朝倉書店）

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門 国語(書道)

Specialized Subject: Calligraphy

授業コード： 12506

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

坂本充正　講師

授業の概要 正しい文字を理解する。パソコン・ワープロの普及により、文字表現の分野は変貌し、筆記力が低下し、正し
い文字を正しく書くことができなくなっている。正しい文字・美しい文字とは何か、毛筆書道実技と合わせて
考える。
前半30分当日の課題と宿題について、正しい字形・筆順と旧字体と常用漢字（教育漢字）との違いなどを解説
し、実技指導に移る。実技は半紙に千字文（楷・行・草の三体）を48字から96字を毛筆で書く。硬筆は期間を
通しての宿題とし、硬筆ノートに教育漢字全てを５字ずつ書いて期末に提出する。
『本授業は対面授業を中心に実施するが、遠隔となった場合は、課題型学修（Ｇoole classroomを利用）を使
用して実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 テキスト「いろは」ひらがな

３回目 テキスト「イロハ」カタカナ

４回目 テキスト「天地玄黄」

５回目 テキスト「寒来暑往」

６回目 テキスト「雲騰致雨」

７回目 テキスト「劔號巨闕」

８回目 テキスト「海鹹河淡」

９回目 テキスト「始制文字」

１０回目 テキスト「弔民伐罪」

１１回目 テキスト「愛育黎首」

１２回目 テキスト「鳴鳳在樹」

１３回目 テキスト「女慕貞潔」

１４回目 テキスト「墨悲糸染」

１５回目 まとめ

到達目標 正しい文字・正しい筆順を身につけることができる。また、伝統的な日本文字文化を理解できる。

授業時間外の学習 毎回、その日に学習したものをもう一枚宿題とする。

評価方法 平常点　毎週授業内に作品を提出し、宿題で更に補う。（60％）「新・字形と筆順」の教育漢字を全部硬筆
ノートに書き、期末に提出。（20％）　授業態度・参加意欲等も考慮する。（20％）
遠隔授業に変更した場合も、評価方法に変更はない。

テキスト 『新・字形と筆順』光村図書出版株式会社　毛筆テキストは『千字文』プリントを配布。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　社会

Specialized Subject: Social Studies

授業コード： 12311

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

都留　覚　准教授

授業の概要 ①初等社会科の性格・目標・方法・内容構成について理解し、説明できるようにする。
②初等社会科教育の理論と実践について解説し、社会科教育の基本的な理論の習得、及び、授業実践の分析と
理解の方法を身につけることができるようにする。
③「中央教育審議会答申」の趣旨と「新学習指導要領」の改訂ポイント及び指導方法の具体を理解できるよう
にする。

授業計画 １回目 初等社会科の歴史・目的・使命と新学習指導要領
・社会科とは・社会科の誕生、歴史、目的、その使命・社会科学習とは・新学習指導要領の目標
と内容「初等社会科の目的・内容の変遷を構造的にまとめる」についてディスカッションをしな
がらアンケートに記入していく、等

２回目 地理学習①　社会認識の広がりと地図の学習の基礎
・空間認識の広がりと地域探検学習・地域探検の基礎と実際・地図学習の基本と実際・基本的な
地図記号と縮尺、方位・地図の読み方と様々な地図の利用・小学生の空間的認識と学習による広
がり・学習指導要領における空間的広がりの指導とその具体・地図製作の指導とその実際・地図
利用の事例と指導の実際・「小学生の空間認識と指導段階」についてディスカッションをしなが
らアンケートに記入していく、等

３回目 地理学習②　人々の暮らしと地図の学習
・気候や地形と人々の暮らし・暖かい地方の人々の暮らし・寒い地方の人々の暮らし・高い土地
の人々の暮らし・低い土地の人々の暮らし・暮らしの捉え方の基本と実際・離れた土地の調査活
動の指導と記録の取り方・気候の違いによる人々の生活の違いの指導と学習の実際・地形による
人々の生活の違いの指導と学習の実際・比較思考の指導と考える力を付ける指導の実際・「気
候・地形の違いと人々の学習内容をまとめる」についてディスカッションをしながらアンケート
に記入していく、等

４回目 地理学習③　国土の自然と領土の学習
・交通網とハブ拠点・地球儀と日本の位置・様々な地図と地図記号・日本の国土の指導と学習の
実際・日本の気候条件と自然・地理的特徴の指導と学習の実際・日本の領土の指導と学習の実
際・４７都道府県の指導と学習の実際・「国土と領土の学習内容についてまとめる」について
ディスカッションをしながらアンケートに記入していく、等

５回目 地理学習④　食料生産に励む人々の学習
・米づくりに携わる人々・漁業に携わる人々・日本の食料輸入と課題・様々な農業の学習（畜産
の学習・果実生産の学習）・食糧自給率の学習・「世界の食糧生産と日本の食糧問題の学習につ
いてまとめる」についてディスカッションをしながらアンケートに記入していく、等

６回目 地理学習⑤　工業生産に励む人々の学習
・自動車工業に携わる人々・工業生産に関わる輸入と輸出・日本の工業に携わる人々の実態・世
界に誇る中小工場の技術と課題・鉄鋼生産の学習・日本の工業生産の盛んな地域の学習・「工業
生産に励む人々の学習内容」についてディスカッションをしながらアンケートに記入していく、
等

７回目 公民学習①　情報・流通の産業に励む人々の学習
・身の回りの情報・情報を使っている仕事・東日本大震災と情報・物流と私たちの生活・物流と
情報の関係・情報と私たちの生活の関わりについての学習・流通産業と運輸産業の繋がりを捉え
る学習・情報と流通の関係についての学習・「情報・流通産業に励む人々の学習内容」について
ディスカッションをしながらアンケートに記入していく、等

８回目 公民学習②　日本の経済と私たちの暮らしの学習
・銀行ってどんな仕事をしてる？・金融業と私たちの暮らし・需要・供給と値段の関係・ドルと
円の関係？・株が下がるとどうして悪い？・身近な経済の話・値段と商品価値の学習・変動為替
についての学習・「金融と経済を支える人々の学習内容」についてディスカッションをしながら
アンケートに記入していく、等

９回目 地理学習⑥　国土の環境と保全の学習
・世界自然遺産・自然遺産を守る仕事・日本の林業と森林の保護・日本全国の魚付き林と自然保
護活動・自然に優しい生活と「手入れ」の思想・日本の公害と環境破壊・世界の環境破壊と課
題・持続可能な社会を創るための活動・エネルギー問題とクリーンエネルギー・国土の保全に関
する学習・「国土の環境と保全についての学習内容」についてディスカッションをしながらアン
ケートに記入していく、等

１０回目 地理学習⑦　自然災害と予防・対策の学習
・阪神・淡路大震災から学ぶこと・東日本大震災から学ぶこと・原子力発電所事故から学ぶこ
と・火山列島・プレートの上の日本列島・日本の自然災害と日本人の暮らし・様々な自然災害と
私たちにできること・自然災害と日本列島の学習・福島第一原発事故の学習・大震災に対する対
策の学習・「自然災害と予防・対策の学習内容」についてディスカッションをしながらアンケー
トに記入していく、等

１１回目 歴史学習①　歴史的人物と年表を大切にした歴史の学習
・学習指導要領の内容に指定されている歴史的人物・歴史的人物の取り扱い方・年表の使い方と
読み方・人物学習の考え方・歴史的人物を中心にした実践事例・「歴史学習における歴史的資料
と歴史的人物の扱い」についてディスカッションをしながらアンケートに記入していく、等

１２回目 歴史学習②　文化遺産を使った歴史の学習
・学習指導要領に紹介されている文化遺産・文化遺産の取り扱い方・文化遺産の使い方と調べ
方・文化遺産を使った学習の事例・重要文化遺産を使った歴史学習の事例・「歴史学習における
重要文化遺産の扱い」についてディスカッションをしながらアンケートに記入していく、等
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１３回目 公民学習③　政治の仕組みと民主主義を学ぶ学習
・身近な政治と地方自治・日本の政治と仕組み・日本国憲法と平和主義・選挙と国民主権・基本
的人権と裁判・三権分立・法治国家の理念・「政治の仕組みの学習内容と民主主義教育」につい
てディスカッションをしながらアンケートに記入していく、等

１４回目 公民学習④　国際理解と日本の役割の学習
・国際連合・国際協力・多文化共生社会・国際紛争・平和活動と日本の役割・身近な国々の学
習・世界の中の日本の役割・国際社会で活躍する日本の人々・国際連合と日本の立場・「世界の
中の日本における学習内容と多文化共生社会の考え」についてディスカッションをしながらアン
ケートに記入していく、等

１５回目 公民学習⑤　公民的資質と社会科の目指す学力
公民的資質とは何か・社会科の目指す学力とは何か・思考力・表現力・判断力・実行力の意味・
「学習指導要領に示された『公民的資質』と社会科が目指す学力」についてのディスカッション
を基に、自分なりの考えを整理し、レポートにまとめる、等

到達目標 ①初等社会科の性格・目標・方法・内容構成について理解し、説明できる。
②「地理」「歴史」「公民」の３領域の指導について理解し、説明できる。
③社会科教育の基本的理論を理解し、説明できる。
④授業実践を分析し、指導内容について構造的に理解できる。
⑤「中央教育審議会答申」の趣旨と「新学習指導要領」の改訂ポイント及び指導方法の具体を理解できる。

授業時間外の学習 ①授業中に適時ノートに取り、ノートそのものが参考資料となるようにまとめる。
②授業中に配布した資料やプリントは、ファイルし、整理しておく。
③「小学校　新学習指導要領　解説　社会科編」を参照し、指導内容を確認しておくこと。
④授業中に指定された参考文献は、公共の図書館などを利用し、できる限り読み、授業に臨むこと。
⑤グループワーク（ディスカッション・まとめ、など）を行うので、できる限り自分なりの理解を持って授業
に臨んだり、授業後に自分なりの理解をノートにまとめること。
⑥日頃から可能な限り、児童と関わる体験を積み重ねる努力をしていくこと。

評価方法 ①毎時間の理解度を測る小アンケート（２０％）
②ディスカッション、ノート、プレゼンテーション（２０％）
③期末レポート（２０％）
④学期末の筆記試験（４０％）
に基づき評価する。

テキスト 文部科学省『小学校　新学習指導要領解説　社会編』東洋館出版社　２０１７年　￥１２１

参考書 筑波大学附属小学校・社会科教育研究部著　「筑波発　社会を考えて創る子どもを育てる社会科授業」東洋館
出版　2015年　￥１，９００
都留　覚著　「小学校社会科　授業づくりと基礎スキル」東洋館出版　2009年　￥２，２００
都留　覚著　「使える社会科ベーシック③　調べ学習　五感を使って『まち』を見直すシティサファリ」　学
事出版　2004年　￥１，４００
都留　覚編・著　「活用力の基礎を育む授業ベーシック　必備！社会科の定番授業　小学校３年」　学事出版
2010年　￥１，８００

備考 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、遠隔授業を行う場合がある。
実務教員：初等教育学校社会科・生活科教諭として３６年間勤務。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　算数

Specialized Subject: Arithmetic

授業コード： 16204

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

橋本美智明　講師

授業の概要 学習指導要領と算数教科書をもとに指導内容を整理する学習を通して、算数科の指導内容への理解を図りま
す。
また、指導内容の背景にある数学の知識や数学的な見方・考え方についても学んでいきます。
これらの学習を通して、算数科の授業づくりにおける、目標の設定や展開案の構想、教材の作成をより適切に
行える能力を身に付けてほしいと思います。

遠隔授業を実施する場合には、①課題型学修により実施します。

授業計画 １回目 算数科の目標、領域等を理解する。

２回目 「数と計算」領域の内容を概観する。

３回目 「数」について、指導内容を学年毎に整理する。

４回目 「計算」について、指導内容を学年毎（下学年）に整理する。

５回目 「計算」について、指導内容を学年毎（上学年）に整理する。

６回目 「図形」領域の内容を概観する。

７回目 「図形」について、指導内容を学年毎（下学年）に整理する。

８回目 「図形」について、指導内容を学年毎（上学年）に整理する。

９回目 「量と測定」領域の内容を概観する。

１０回目 「量と測定」について、指導内容を学年毎に整理する。

１１回目 「変化と関係」領域の内容を概観する。

１２回目 「変化と関係」について、指導内容を学年毎に整理する。

１３回目 「データの活用」領域の内容を概観する。

１４回目 「データの活用」について、指導内容を学年毎に整理する。

１５回目 「数学的活動」について理解する。

到達目標 小学校算数科の指導内容の概要を理解することができる。

授業時間外の学習 算数科教科書を読み、問題を解く。

評価方法 授業への参加意欲・態度（４０％）、レポート・製作物（６０％）

テキスト 文部科学省『小学校学習指導要領解説算数編』（日本文教出版、2018年）
東京書籍『新しい算数』（令和２年度版）

参考書 授業の中で紹介します。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　理科

Specialized Subject: Science

授業コード： 12108

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

森田和良　講師

授業の概要 子どもが自らをとりまく自然の事物や自然現象に自発的に関心を持ち、観察し、実験的なかかわりを行って科
学的に事実を探究する能力の基礎を育てることが必要である。そのためには、学習者の興味・関心・既習知
識・生活経験などの発達的な子ども理解をもとに、有効な教材を用意し、小学校で行われている授業を模擬体
験できる形式で講義を行い、事象の意味を理解する教育を考えるようにする。
　また，観察・実験を実際に行いながらそれらの持つ意味や働きについて理解するとともに，理科器具や薬品
の使い方などの技能についての習熟も図る。
　本授業は，対面授業を中心に実施するが，遠隔授業になった場合は，課題型学修（「Google Classroom」を
利用）とオンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 理科という教科について（１）「理科の目標」を理解する
おもしろ実験を体験する

２回目 理科という教科について（２）理科の内容（Ａ区分：物質・エネルギー）を理解する
３年「電気」「磁石」，5年「電磁石」：電気や磁気に関係する実験を体験し，Ａ区分の特徴を学
ぶ

３回目 理科という教科について（３）理科の内容（Ｂ区分：生命・地球）を理解する
５年「種子の発芽」，３年「虫」：種子の発芽や虫の様子などを体験し，Ｂ区分の特徴を学ぶ

４回目 理科における児童の考え方の特徴について（１）児童のもつ素朴概念を学ぶ
３年「ものと重さ」：粘土などを形や向きを変えて重さを実験し、児童の素朴概念を学ぶ

５回目 理科における児童の考え方の特徴について（２）素朴概念を生かした授業方法を学ぶ
５年「動物の誕生」：胎児の栄養についての素朴な見方を調べ、モデル実験等で理解の深め方を
学ぶ

６回目 理科の授業設計（１）自然事象との出会いの方法について学ぶ
３年「自然の観察」：植物の葉の形を予想した後、実際に観察し顕微鏡等で確かめる展開を学ぶ

７回目 理科の授業設計（２）問いを持つ状況設定を学ぶ
４年「人体」：自分の手の骨の数と位置を調べ、骨のしくみに問いを持つ状況設定を学ぶ

８回目 理科の授業設計（３）児童同士のかかわりをうむ状況設定を学ぶ
４年「電気」：電気自動車作りにおける教え合う活動を体験し、かかわりを生む状況設定を学ぶ

９回目 理科の授業設計（４）問題解決型の学習方法を学ぶ
５年「ものの溶け方」：未知の粉からミョウバンの結晶を取り出す活動から、問題解決を学ぶ

１０回目 理科の授業設計（５）教えて考えさせる授業における学習方法を学ぶ
４年「水の三態」：沸騰時に出る泡を集め、その実態を調べる場面で予備知識の効果を学ぶ

１１回目 理科の授業設計（６）言語活動を生かした授業を学ぶ
６年「水溶液」：水に二酸化炭素が溶ける実験をし、イメージを説明して言語活動の効果を学ぶ

１２回目 理科の授業設計（７）習得・活用・探究のある理科授業について学ぶ
６年「大地のつくり」：化石をもとに化石ができるまでの過程をモデル実験を通して学ぶ

１３回目 理科の授業設計（８）教科書・教材の活用の工夫について学ぶ
６年「てこ」：教科書の記述を活用し、てこ実験器の工夫した活用場面を学ぶ

１４回目 理科の授業設計（９）知識の活用を促す課題について学ぶ
５年「ものの溶け方」：習得した知識を活用させて，現象を説明する授業のあり方を学ぶ

１５回目 理科の授業設計（１０）イメージ図を活用した言語活動について学ぶ
４年「空気と水」：閉じ込めた空気の様子をイメージ図を活用して実感していく展開を学ぶ

到達目標 ・理科学習の目的と内容を理解し、その目的を達成するための具体的な方法を駆使して授業設計案を立てるこ
とができる。また、具体的な実験器具や薬品等の扱い方に習熟することができる。
・小学校学習指導要領の趣旨に基づいて思考し，授業改善への内容と方法について説明することができる。
・小学校理科で扱う具体的な活動において，他者と協働して最適な解を導き出そうという協働意識，参加意識
を身につける。

授業時間外の学習 講義で扱う内容に関わる「小学校学習指導要領解説（理科）」とテキスト「秘伝　森田和良の理科教材研究
ノート」，小学校理科教科書の該当部分に目を通しておく（予習）。
授業時に配布された資料をもとに，講義内容を自宅でまとめておく（復習）。

評価方法 毎時間の振り返りの記録（３０％），学習への参加意欲（３０％），期末レポート（４０％）などに基づき評
価する。
遠隔授業に変更した場合には，提出する講義レポートのうち，「活動の記録」（３０％）と「振り返りコメン
ト」(３０％）を評価対象とし，期末レポート(４０％）には変更はない。

テキスト ・『小学校学習指導要領解説（理科）』（文部科学省・東洋館出版社）
・講義ごとに資料を配付

参考書 ・小学校理科　教科書（３年～６年）
・『小学校理科室経営ハンドブック』（東洋館出版社）
・『観察・実験の基本事項と事故防止』（初教出版）

- 8 -



・『観察・実験の基本事項と事故防止』（初教出版）

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　生活

Specialized Subject: Life Environment Studies

授業コード： 14105

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

後藤正人　教授

授業の概要 　新しい学力観のもとで創設された生活科発展の鍵は、実践の充実にある。その実践を支える土壌があるかど
うかは重要な事柄である。この課題を解くには、生活科誕生における教育的ルーツを求めると共に生活科創設
の主旨を十分に理解することが不可欠である。その上で平成30年度改訂の新学習指導要領における生活科の不
易の部分を読み取り実践につなげていく。

　本講義科目は、対面授業を中心に実施するが、遠隔になった場合は、①課題型学修（「Google　Classroom」
を利用）と ②同時・双方向型学修（「Google　Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 本授業の目的・内容・計画（オリエンテーション）

２回目 生活科と子どもの成長

３回目 生活科創設の趣旨と幼保小連携

４回目 生活科の今日的課題と展望～アクテイブ・ラーニングの推進～

５回目 自然体験の教育的意義

６回目 発達特性を生かした活動と育つ力

７回目 活動領域からみた育つ力

８回目 教科目標を支える要素と背景

９回目 四季の変化を大切にした活動の意義

１０回目 幼・保・小の更なる一貫性を図る

１１回目 生活科における学力観と評価

１２回目 生活科から学級、学校づくりへ

１３回目 生活科と総合的学習の時間の関連と役割

１４回目 生活科への期待～主体的・対話的な学びによる学習の進化～

１５回目 生活科とこれからの小学校教育（まとめ）

到達目標  生活科の教育的ルーツを求めると共に具体的内容を扱いながら、生活科発展の鍵は、生活科創設の主旨を踏ま
えた実践の充実にあることに気付くことができる。

授業時間外の学習 教育実習などで進んで生活科の授業を参観したり、率先して研究授業を行ったりする。

評価方法  遠隔授業を併用するため、「レポート」（60％）および「授業への参加意欲」（40％）を評価基準とする。な
お、遠隔授業に変更した場合も概ね評価方法に変更はない。

テキスト 『小学校学習指導要領解説・生活編』日本文教出版
『教育の泉６』（後藤正人・文溪堂）

参考書

備考 その都度、講義資料を配布
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　図画工作ＡⅠ

Specialized Subject: Art and Handicraft A 1

授業コード： 15204

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

穴澤秀隆　講師

授業の概要 １. 図画工作科の基本的な考え方や専門的な知識について学修する。
２. 紙、えのぐ、クレヨン、パス、はさみ、のりなど、身近で扱いやすいもの（小学校低学年相当）に関する
基礎的な知識を習得し、実技実習に備える。
３. 学習指導要領の示す【A表現】（1）「発想や構想」・（2）「技能」（各、ア. 造形遊びをする活動、イ.
絵や立体・工作に表す活動）に関する事項と、【B鑑賞】[共通事項] について、小学校低・中学年の目標及び
内容に基づいた理解を深める。
４. 本授業は、コロナウイルスの感染状況の推移によっては、①課題型学修（「Google Classroom」を利用／
クラスコード：未定）と②同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施することも考
慮する。その際には、授業計画に示した「サブカリキュラム」の内容を参照する。

授業計画 １回目 オリエンテーション（１）／子どもの絵と表現Ⅰ　児童画のはじまり
造形・美術教育を学ぶことの意味について学修する。（１）
講師の自己紹介と学生との相互交流を行う。
この授業の目当てと教科の構造について、他教科との比較において説明をする。
世界の児童画を鑑賞する。児童画のはじまりを知り、その表現の特徴・面白さを探求する。

２回目 オリエンテーション（２）／子どもの絵と表現Ⅱ　児童画にみる発達と表現
造形・美術教育を学ぶことの意味について学修する。（２）
児童画鑑賞から、子どもの絵の発達と表現について学修する。また、子どもの絵に現れるテーマ
と心理について考察する。

３回目 造形遊びをする活動／造形遊びへの招待　紙を使った造形遊び
学習指導要領に示されている「造形遊びをする活動」について学修する。
紙を使った造形遊びをする活動に取り組みながら、「造形遊び」についての基本的な考え方や
ルーツを知る。

４回目 色彩の原理と色の世界／Water color circle
色の三属性（色相、明度、再度）や混色、重色など、色彩の基本的な理論と原理について学修す
る。
色水による色相環づくりのワークショップを体験する。

５回目 立体に表す活動／紙皿・紙コップでつくる
学習指導要領に示されている「立体に表す活動」について学修する。
紙を使った立体に表す活動に取り組みながら、素材についての考え方や、はさみやのり・カッ
ターなどの基本的な道具の扱いについて体験的に学修する。※「七つ道具」については、実習の
なかで説明する。
サブカリキュラム：児童画の歴史（１）／〈臨画〉と〈自由画〉

６回目 工作に表す活動／動くおもちゃをつくる
学習指導要領に示されている「工作に表す活動」について学修する。
紙やプラスチック、ペットボトルなどを使った立体に表す活動に取り組みながら、素材について
の考え方や、用具や道具の基本的な道具の扱いについて体験的に学修する。※「七つ道具」につ
いては、実習のなかで説明する。
サブカリキュラム：児童画の歴史（２）／〈児童画〉の誕生と発達論

７回目 デザインする活動／身の回りのものを楽しくデザインする
学習指導要領に示されている「工作に表す活動」の発展として、「デザインする活動」ついて学
修する。
身の回りにある写真や様々な製品を通じて、身の回りのものを楽しくデザインする活動に取り組
む。※「七つ道具」については、実習のなかで説明する。
サブカリキュラム：児童画の歴史（３）／〈児童画〉の発達過程と〈児童画〉の世界

８回目 映画『絵を描く子どもたち』の鑑賞と創造美育運動
映画『絵を描く子どもたち』（1956年／岩波映画社／38分）を鑑賞し、栃木県発祥の美術教育運
動である創造美育運動についての理解を深め、今日に続く美術教育の意義について学修する。

９回目 絵に表す活動（１）／紫陽花のスケッチ（太平山あじさい坂にて）
紫陽花の名所として名高い「太平山あじさい坂」にて、紫陽花のスケッチを行う。
※野外での活動となるため、服装や靴に気をつけること。雨天の場合は無理のない範囲での実施
とする。ただし荒天時は実施を見送り、室内での代替えの活動となる。
サブカリキュラム：コロナウイルス問題と視覚文化（１）／写真の歴史と視覚文化

１０回目 絵に表す活動（２）／紫陽花を表現する
スケッチで得た感動をもとに、紫陽花をテーマとした絵画制作を行う。写実画ではなく、各自の
取材から得たイメージを活かした自由な表現を目指す。
サブカリキュラム：コロナウイルス問題と視覚文化（２）／トリックとパロディ

１１回目 絵に表す活動（３）・鑑賞する活動／作品鑑賞会
紫陽花を主題とした作品の完成後、鑑賞会を行い、アートコーディネートやアートディレクショ
ンにも配慮した一貫した表現活動を体験的に学修する。
サブカリキュラム：コロナウイルス問題と視覚文化（３）／「新しい」とは何か

１２回目 鑑賞する活動／建築と環境美術
学習指導要領に示されている「鑑賞をする活動」について学修する。
児童作品や美術作品のみならず、建築、景観、都市計画など広汎な環境設計に美術が関わってい
ることに関する理解を深め、鑑賞教育がそれらを含めた広い意味を持っていることを学修する。

１３回目 児童画ワークショップⅠ　　子どもの発達と児童画
世界の児童画を素材として利用しワークショップを行う。
児童画に見られる子どもの絵の発達について学修する。
対話型鑑賞など鑑賞教育の実際について体験的に学修する。
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世界の児童画を素材として利用しワークショップを行う。
児童画に見られる子どもの絵の発達について学修する。
対話型鑑賞など鑑賞教育の実際について体験的に学修する。

１４回目 児童画ワークショップⅡ　　私の好きな絵と私の世界
世界の児童画を素材として利用しワークショップを行う。
自分の子ども時代の遊びを思い出し、自分の好きな児童画を選び、発表する。
グループ発表と相互批評など鑑賞教育の実際について体験的に学修する。

１５回目 春セメスターのまとめ・考察
自分の美術教育体験とお気に入りのアートについて、視覚文化の視点から考察し、発表する。
自分が興味を持ったアートの画像を収集し、批評し合う。

到達目標 １.「表現」の活動を通して、楽しく、豊かに「発想や構想」をしたり、小学校低・中学年の指導に必要な「技
能」を身に付けることができる。
２.「鑑賞」の活動を通して、作品などに対する自分の見方や感じ方を広げることができる。

授業時間外の学習 １. テキストや資料等の予習
　　授業で使用するテキストや学習指導要領等の資料を事前によく読み込み、毎回の授業に臨むようにする。
２．日常的な視覚文化情報の収集
　　与えられた課題等を意識し、日常的に身の回りの視覚文化に関心を持ち、興味ある情報を収集しておく。
３．自主的な省察
　　与えられた実習課題等の振り返りを行い、理解を深める。

評価方法 関心・意欲・態度（２０％）、各課題への取り組み状況（４０％）、発表や考察・ワークシート等（４０％）
遠隔授業に変更した場合も評価方法は対面授業と同様である。

テキスト １．小学校図画工作科教科書『ずがこうさく１・２上』、『ずがこうさく１・２下』、『図画工作３・４
上』、『図画工作３・４下』、『図画工作５・６上』、『図画工作５・６下』/ 日本文教出版 / 2020年
２.『小学校学習指導要領（平成29年告知）解説 図画工作編』/ 文部科学省 / 2018年
３．新野貴則・福岡知子 編著 /『明日の小学校教諭を目指して　子どもの資質・能力を育む　図画工作科教育
法』/ 萌文書林 / 2019年

参考書 ・北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年版

備考 通常の対面授業の際には、講師の指示により、テキスト、スケッチブック、道具箱「七つ道具」を持参するこ
と。また、その際には、実技的内容を多く取り入れ、小学校低・中学年の指導に必要な「技能」を身に付ける
ことを目指す。
※ スケッチブック・「七つ道具」の詳細については、授業の中で説明する。
「七つ道具」の内容例：はざみ、のり、セロハンテープ、木工用ボンド、定規、カッター・カッター版、ホチ
キス、クレヨン、色鉛筆、マーカーなど。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　図画工作ＡⅡ

Specialized Subject: Art and Handicraft A 2

授業コード： 24406

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

穴澤秀隆　講師

授業の概要 １. 図画工作科の基本的な考え方や専門的な知識について、表現することを通して体験的に学修する。
２. 木切れ、板材、釘、小刀、のこぎり、金づちなどの材料や用具を適切に扱い（小学校中学年相当）、材料
や用具などについての経験や技能を総合的に生かす能力（小学校高学年相当）の修得を目指す。
３. 学習指導要領の示す【A表現】（1）「発想や構想」・（2）「技能」（各、ア. 造形遊びをする活動、イ.
絵や立体・工作に表す活動）に関する事項と、【B鑑賞】[共通事項] について、小学校中・高学年の目標及び
内容に基づいた実践力を身に付ける。
４. 本授業は、コロナウイルスの感染状況の推移によっては、①課題型学修（「Google Classroom」を利用／
クラスコード：未定）と②同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施することも考
慮する。その際には、授業計画に示した「サブカリキュラム」の内容を参照する。

授業計画 １回目 サブカルチャーとニューメディア（１）／写真、映像、映画
今日の情報社会と視覚文化の中で自分を見つめ、写真、映像、映画を中心に、自分を表す表現に
ついて考える。
自分のお気に入りの作品を通じて、子どもにとってのサブカルチャーやニューメディアの影響に
ついて考える。

２回目 サブカルチャーとニューメディア（２）／漫画、イラスト、アニメーション
今日の情報社会と視覚文化の中で自分を見つめ、漫画、イラスト、アニメーションを中心に、自
分を表す表現について考える。
自分のお気に入りの作品を通じて、子どもにとってのサブカルチャーやニューメディアの影響に
ついて考える。

３回目 絵に表す活動／モダンテクニックの実習（１）
デカルコマニー、マーブリング、スパッタリング、フォロッタージュ、バチック、スクラッチ、
吹き流しなどの技法を実習することにより、絵に表す活動について学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（１）／拡張する絵画

４回目 絵に表す活動／モダンテクニックの実習（２）
デカルコマニー、マーブリング、スパッタリング、フォロッタージュ、バチック、スクラッチ、
吹き流しなどの技法を実習することにより、絵に表す活動について学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（２）／オブジェの登場

５回目 立体に表す活動／木工／映画『トントンギコギコ 図工の時間』の鑑賞
図工教育の現場を描いたドキュメンタリー映画『トントンギコギコ　図工の時間』（野中眞理子
監督、2004年）を視聴し、感想を発表し合う。
木の種類や特徴、木目などに関する知識を習得し、素材としての木に関する理解を深める。ま
た、のこぎりや金づち、釘などの道具の基本的な扱い方を習得する。
サブカリキュラム：視覚文化論（１）／写真の歴史とその表現

６回目 立体に表す活動／木工／木の端材を使った制作の展開
自由な創作体験を行う中で、木工の基礎的な知識・技能を習得する。
前回学修した道具に加え、糸のこぎり、針金、ペンチ、錐などの基本的な扱い方を習得する。
習得した木工の基礎的な知識・技能を応用して、創作活動の楽しさを味わう。
サブカリキュラム：視覚文化論（２）／映画の歴史とその世界

７回目 造形遊びをする活動／秘密基地づくり（１）／共同制作
子どもの表現活動としての「造形遊び」についての基本的な考え方やルーツを知る。
自分の子ども時代の遊びを思い出し、造形的な遊びについて考察する。
サブカリキュラム：視覚文化論（３）／メディアとしての漫画

８回目 造形遊びをする活動／秘密基地づくり（２）／共同制作
子どもの表現活動としての「造形遊び」についての基本的な考え方やルーツを知る。
共同制作を体験し、その意義と教育現場での評価について学修する。
サブカリキュラム：視覚文化論（４）／アニメーションの原理と現在

９回目 立体に表す活動／陶芸／テラコッタ粘土による成形と焼成
テラコッタ粘土を使った素焼きの作品づくりに取り組む中で、陶芸の基礎的な知識・技能を理解
し、制作を楽しむ。
サブカリキュラム：現代造形論（１）／デザインとは何か／デザインの歴史とその世界

１０回目 立体に表す活動／BOXアート（１）
学習指導要領に示されている「立体に表す活動」について学修する。
自分のお気に入りのものや端材を持ち寄って、箱の中に自分だけの世界を創造することにより、
工作による心象表現について理解を深める。
サブカリキュラム：現代造形論（２）／デザインとマーケティング／商業デザインの世界

１１回目 立体に表す活動／BOXアート（２）
学習指導要領に示されている「立体に表す活動」について学修する。
自分のお気に入りのものや端材を持ち寄って、箱の中に自分だけの世界を創造することにより、
工作による心象表現について理解を深める。
友人の作品を鑑賞し、相互的批評を行う。
サブカリキュラム：現代造形論（３）／デザインと身体／ファッション・メイク

１２回目 映像と視聴覚教育／写真とは何か、写真でできる面白いこと
デジタルカメラやスマートフォン、タブレット端末などの情報機器に触れ、写真表現の可能性と
面白さについて学修する。
各自が校内で撮影したデータを使い発表をし、評価・批評を行う。
教育現場における情報機器の活用について学修する。
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１３回目 立体に表す活動／様々な素材を使った総合造形
石、プラスチック、金属など様々な素材の特性を生かした総合造形に取り組む。
発想や構想をする力の指導について、実際的な学修をする。

１４回目 鑑賞する活動／児童画の鑑賞と発展的ワークショップ
世界の児童画を用いて、カレンダーづくりを構想する。
グループで制作をし、互いの作品を鑑賞し、批評し合う。
ワークショップの企画を体験し、アクティブ・ラーニングに関し、実際的な理解を深める。

１５回目 まとめのディスカッションと鑑賞・表現活動／ファッションとテキスタイル
春セメ・秋セメを通じて、全授業のまとめとディスカッションを行う。
ファッション・テキスタイル・化粧・仮面などをテーマに、デザインと表現について学修し、造
形表現と身体についての理解を深める。

到達目標 １.「表現」の活動を通して、豊かに、創造的に「発想や構想」をしたり、小学校中・高学年の指導に必要な
「技能」を身に付けることができる。
２.「鑑賞」の活動を通して、作品などに対する自分の見方や感じ方を深めることができる。

授業時間外の学習 １．テキストや資料等の予習
　　授業で使用するテキストや学習指導要領等の資料を事前によく読み込み、毎回の授業に臨むようにする。
２．日常的な素材の収集
　　与えられた実習課題等の教材準備を意識し、日常的に身の回りの廃材等を収集しておく。
３．自主的な省察
　　与えられた実習課題等の振り返りを行い、自分なりに理解を深めること。

評価方法 関心・意欲・態度（２０％）、各課題への取り組み状況（４０％）、発表や考察・ワークシート等（４０％）
遠隔授業に変更した場合も評価方法は対面授業と同様である。

テキスト １．小学校図画工作科教科書『ずがこうさく１・２上』『ずがこうさく１・２下』『図画工作３・４上』『図
画工作３・４下』『図画工作５・６上』、『図画工作５・６下』/ 日本文教出版 / 2020年
２.『小学校学習指導要領（平成29年告知）解説 図画工作編』/ 文部科学省 / 2018年
３．新野貴則・福岡知子 編著 /『明日の小学校教諭を目指して　子どもの資質・能力を育む　図画工作科教育
法』/ 萌文書林 / 2019年

参考書 ・北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版株式会社 発
行 / 2018年版

備考 テキストとスケッチブック・道具箱「七つ道具」を持参すること。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　図画工作ＢⅠ

Specialized Subject: Art and Handicraft B 1

授業コード： 13209

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

名取初穂　准教授

授業の概要 1年次に学んだ以下の材料や用具などについて、経験や技能を総合的に生かす能力の伸長を目指す。
・土、粘土、木、紙、クレヨン、パス、はさみ、のり、簡単な小刀類など、身近で扱いやすいもの（小学校低
学年相当）
・木切れ、板材、釘、水彩絵の具、小刀、使いやすいのこぎり、金づちなどの材料や用具（小学校中学年相
当）
・針金、糸のこぎりなどの材料や用具（小学校高学年相当）
また、新学習指導要領の示す、A表現(1)「発想や構想」(2)「技能」(各、ア. 造形遊びをする活動、イ. 絵や
立体・工作に表す活動)に関する事項と、B鑑賞、[共通事項] について、小学校低・中・高学年の目標及び内容
に基づいた実践力を強化する。
前半では主に教材研究に焦点を当てる。後半において染色を取り入れ、より幅広い知識と技能を修得できるよ
うにする。

◆新型コロナウイルス感染拡大の影響によっては遠隔授業【オンデマンド（配信型）】を併用した学修とす
る。

クラスコード ＜ 5untfpz ＞

授業計画 １回目 オリエンテーション  /  タデ藍の種まき（レクチャー）

２回目 教材研究Ⅰ　課題の設定と構想

３回目 教材研究Ⅱ　素材の研究

４回目 教材研究Ⅲ　準備と制作

５回目 教材研究Ⅳ　自由制作

６回目 教材研究Ⅴ　鑑賞と発表

７回目 材料と用具の扱いⅠ　小学校低学年

８回目 材料と用具の扱いⅡ　小学校中学年

９回目 材料と用具の扱いⅢ　小学校高学年

１０回目 自然素材を使った色遊び

１１回目 絞り染め技法の基礎知識

１２回目 染色Ⅰ　たたき染め

１３回目 染色Ⅱ　タデ藍の生葉染め

１４回目 染色Ⅲ　染料を使った藍染め

１５回目 染色Ⅳ　自由制作

到達目標 １.「表現」の活動を通して、楽しく、豊かに「発想や構想」をしたり、小学校低・中・高学年の指導に必要な
「技能」を身に付けることができる。
２.「鑑賞」の活動を通して、作品などに対する自分の見方や感じ方をより広げることができる。

授業時間外の学習 日常的に身近な素材の収集に努めること。

評価方法 平常点（５０％）、作品（５０％）により評価する。

テキスト

参考書 １．小学校図画工作科教科書
『ずがこうさく１・２上』『ずがこうさく１・２下』『図画工作３・４上』『図画工作３・４下』『図画工作
５・６上』、『図画工作５・６下』/ 日本文教出版 / 2020年
２.『小学校学習指導要領（平成29年告知）解説 図画工作編』/ 文部科学省 / 2018年
３．新野貴則・福岡知子 編著 /『明日の小学校教諭を目指して　子どもの資質・能力を育む　図画工作科教育
法』/ 萌文書林 / 2019年
４. 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年
版
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２.『小学校学習指導要領（平成29年告知）解説 図画工作編』/ 文部科学省 / 2018年
３．新野貴則・福岡知子 編著 /『明日の小学校教諭を目指して　子どもの資質・能力を育む　図画工作科教育
法』/ 萌文書林 / 2019年
４. 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年
版

備考 実務教員：子ども造形絵画教室アトリエ勤務11年、NHK学園オープンスクール日本画講座講師として３年勤務。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　図画工作ＢⅡ

Specialized Subject: Art and Handicraft B 2

授業コード： 23222

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

名取初穂　准教授

授業の概要 1年次に学んだ以下の材料や用具などについて、経験や技能を総合的に生かす能力の伸長を目指す。
・土、粘土、木、紙、クレヨン、パス、はさみ、のり、簡単な小刀類など、身近で扱いやすいもの（小学校低
学年相当）
・木切れ、板材、釘、水彩絵の具、小刀、使いやすいのこぎり、金づちなどの材料や用具（小学校中学年相
当）
・針金、糸のこぎりなどの材料や用具（小学校高学年相当）
また、新学習指導要領の示す、A表現(1)「発想や構想」(2)「技能」(各、ア. 造形遊びをする活動、イ. 絵や
立体・工作に表す活動)に関する事項と、B鑑賞、[共通事項] について、小学校低・中・高学年の目標及び内容
に基づいた実践力を強化する。
これまで学んできた内容の集大成として自由制作を中心に各自が課題を抽出し、修得した知識と技術をより深
化させる機会とする。
※本授業は、コロナ感染拡大の状況によっては、必要に応じて遠隔型（オンライン・オンデマンド）を併用す
ることがある。

授業計画 １回目 素材の研究Ⅰ　砂を使った造形遊び

２回目 素材の研究Ⅱ　液体粘土、石膏

３回目 絵画Ⅰ　子どもの描画理解　―発達段階の復習と描画

４回目 絵画Ⅱ　絵画、立体作品などの展示を考える

５回目 生活の中の造形Ⅰ　構想

６回目 生活の中の造形Ⅱ　ロウを使って

７回目 生活の中の造形Ⅲ　ランプシェード （構想）

８回目 生活の中の造形Ⅳ　ランプシェード （制作・発表）

９回目 生活の中の造形Ⅴ　陶芸 （技法の復習と参考館の見学）

１０回目 生活の中の造形Ⅵ　陶芸 （自由制作）

１１回目 生活の中の造形Ⅶ　木工（技法の復習・構想）

１２回目  生活の中の造形Ⅷ　木工  （自由制作）

１３回目 生活の中の造形Ⅸ　陶芸 （焼成作品の絵付けと施釉）

１４回目 生活の中の造形Ⅹ　染色 （玉ねぎ、栗、落ち葉などを使って）

１５回目 まとめ

到達目標 １.「表現」の活動を通して、豊かに、創造的に「発想や構想」をしたり、小学校低・中・高学年の指導に必要
な「技能」を身に付けることができる。
２.「鑑賞」の活動を通して、作品などに対する自分の見方や感じ方をより深めることができる。

授業時間外の学習 身近な素材の中で特に心に響くものに着目し、自分なりの表現に活かすイメージを持つ。

評価方法 平常点（50％）、作品（50％）により評価する。

テキスト

参考書 １．小学校図画工作科教科書
『ずがこうさく１・２上』『ずがこうさく１・２下』『図画工作３・４上』『図画工作３・４下』『図画工作
５・６上』、『図画工作５・６下』/ 日本文教出版 / 2020年
２.『小学校学習指導要領（平成29年告知）解説 図画工作編』/ 文部科学省 / 2018年
３．新野貴則・福岡知子 編著 /『明日の小学校教諭を目指して　子どもの資質・能力を育む　図画工作科教育
法』/ 萌文書林 / 2019年
４. 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 / 『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018
年版
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４. 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 / 『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018
年版

備考 実務教員：子ども造形絵画教室アトリエ勤務11年、NHK学園オープンスクール日本画講座講師として３年勤務。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（ピアノ）Ⅰ

Specialized Subject: Music(Piano) 1

授業コード： 15306　15307　15308

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

早川冨美子教授　澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 ピアノ演奏の基礎的な力を養成し、豊かな音楽表現力の向上を目指していく。実習や教育現場で活用できる曲
を中心に学修していく。本学が設定した課題に取り組み、（１）ピアノ演奏の基礎技能の習得（２）音楽の基
礎知識の理解（３）楽曲構成の理解（４）こどもの歌、歌唱共通教材等の弾き歌い　の向上を目指す。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と③オンデマンド型学修（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、課題把握、ピアノ基礎奏法の確認、A（初心者）:「メリーさんのひつじ」、B,C：共
通・選択曲より1曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）
を指示。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

２回目 A（初心者）:「かえるの合唱」、（音符の理解）、ハ長調（右手、左手），B,C：共通・選択曲よ
り２曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より１曲
目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

３回目 A（初心者）:「きらきらぼし」,ハ長調（右手、左手、両手）,（ヘ音記号の理解）,B,C：共通・
選択曲より３曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）よ
り２曲目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

４回目 A（初心者）:「ぶんぶんぶん」,ハ長調（両手）,B,C：共通・選択曲より４曲目。音階、練習曲：
各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より３曲目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

５回目 課題の到達確認１（ハ長調の音階、練習曲、子どもの歌）

６回目 A（初心者）:「チューリップ」「ちょうちょう」,ハ長調、ヘ長調、B,C：共通・選択曲より５,６
曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より４曲目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

７回目 A（初心者）:「手をたたきましょう」「大きな栗の木の下で」、和音、スタッカート、B,C：共
通・選択曲より７曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェル
ニー）より５曲目。

８回目 A（初心者）:「こぎつね」、分散和音、B,C：共通・選択曲より８曲目。音階、練習曲：各自のグ
レードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より６曲目。

９回目 A:「虫のこえ」「うみ」、調号、ト長調、B,C：共通・選択曲より９，10曲目。音階、練習曲：各
自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より７曲目。

１０回目 課題の到達確認２（各レベルに応じた音階、練習曲、子どもの歌）

１１回目 A:「たなばたさま」、調号、ヘ長調、スラー、B,C：共通・選択曲より11曲目。音階、練習曲：各
自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より８曲目。

１２回目 A:「こいのぼり」、跳躍、B,C：共通・選択曲より12曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じ
た練習曲（バイエル、ツェルニー）より９曲目。

１３回目 A：「かたつむり」、付点音符、B,C：共通・選択曲より13曲目。音階、練習曲：各自のグレード
に応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より10曲目。

１４回目 A：「森のくまさん」、臨時記号、B,C：共通・選択曲より14．15曲目。音階、練習曲：各自のグ
レードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より11曲目。

１５回目 課題到達の確認とまとめ

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→音楽の基礎知識を高め、ピアノ演奏の基礎的な技術を習得することができる。
　　　　　　　　　　　　　　子どもの歌や小学校学習指導要領に示された歌唱共通教材等の伴奏をすること
がで
　　　　　　　　　　　　　　きる。
２．思考力・判断力・表現力→楽譜を読み取り、楽曲構成を理解しながら、表現力のあるピアノ演奏ができ
る。
３．学びに向かう力　　　　→授業での学びを生かし、実習、保育や教育現場等で実践できる力を身につけ
る。
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３．学びに向かう力　　　　→授業での学びを生かし、実習、保育や教育現場等で実践できる力を身につけ
る。

授業時間外の学習 ・毎日練習時間を確保して、継続的に取り組むこと。
・「練習記録」に練習した内容を記入し、各自の取り組みを振り返りながら学修していくこと。
・楽語や記号の意味などは、音楽辞典やテキストなどで確認しながら練習をすること。

評価方法 平常点100％

＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 松本祐士編『子どものうた大百科』（ドレミ楽譜出版，2018年）他、子どもの歌は各自のレベルに応じてプリ
ントも使用。
初心者の導入曲、簡易伴奏等は、Classroomで指示する。
伊藤康英編『バイエルピアノ教則本』（音楽之友社，2006年）、全音楽譜出版社『ツェルニー100番練習曲』
（全音楽譜出版社，2005年）等から各自のレベルに応じて指示する。

参考書 初等科音楽研究会編『小学校教員養成課程用 最新 初等科音楽教育法 2017年告示「小学校学習指導要領」準
拠』（音楽之友社，2020年）
坪能由紀子、他共著『みんなピアノだい好き！』（全音楽譜出版社，2019）
その他、授業の中で紹介する。

備考 実務教員：初等・前期中等教育学校音楽科目教諭として２１年間勤務。
本学が設定したグレードで、子どもの歌の共通課題、選択課題、音階、練習曲等に取り組んでいただきます。
子どもの歌の伴奏は、履修者のレベルに応じて簡易伴奏、本格伴奏を指示します。
練習曲は『バイエル教則本』、『ツェルニー100番』等より、履修者のレベルに応じて指示します。
どのグレードでも継続的に練習を重ねて取り組むことが大切です。

＊授業計画については履修している学生に対して、事前に説明があったうえで変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（ピアノ）Ⅱ

Specialized Subject: Music(Piano) 2

授業コード： 25308　25309　25310

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

早川冨美子教授  澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 「教科専門　音楽（ピアノ）Ⅰ」に続いて、（１）ピアノ演奏の基礎技能の習得（２）音楽の基礎知識の理解
（３）楽曲構成の理解（４）歌唱共通教材、こどもの歌の弾き歌い　のさらなる向上を目指し、各自のレベル
に応じた個人レッスンを行う。幼稚園、小学校教諭に求められるピアノ奏法の基礎的技能を学びながら、応用
力を身に付ける。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と③オンデマンド型学修（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 春セメスタの課題達成度、姿勢等の確認。共通・選択課題より1曲目弾き歌い。各グレード別の音
階・練習曲の選択。

２回目 共通課題「かたつむり」付点音符の確認。選択課題より２曲目弾き歌い。各グレード別の音階
（ハ長調）・練習曲。

３回目 共通課題「たなばたさま」調号の確認と弾き歌い。選択課題より３曲目弾き歌い。各グレード別
の音階（ト長調）・練習曲。

４回目 共通課題「森のくまさん」合いの手の練習と弾き歌い。選択課題より４曲目弾き歌い。各グレー
ド別の音階（二長調）・練習曲。

５回目 共通課題「思い出のアルバム」」弾き歌い。選択課題より５曲目弾き歌い。各グレード別の音階
（ホ長調）・練習曲。

６回目 共通課題「おべんとう」弾き歌い。選択課題より６曲目弾き歌い。各グレード別の音階（ヘ長
調）・練習曲。

７回目 課題の到達確認

８回目 共通課題「ゆうやけこやけ」弾き歌い。選択課題より７曲目弾き歌い。各グレード別の音階（変
ロ長調）・練習曲。

９回目 共通課題「もみじ」弾き歌い。選択課題より８曲目弾き歌い。各グレード別の音階（変ホ長
調）・練習曲。

１０回目 共通課題「おはようのうた」弾き歌い。選択課題より９曲目弾き歌い。各グレード別の音階（イ
短調）・練習曲。

１１回目 共通課題「おかえりのうた」弾き歌い。選択課題より10曲目弾き歌い。各グレード別の音階・練
習曲。

１２回目 共通課題「おかたづけ」弾き歌い。選択課題より11曲目弾き歌い。各グレード別の音階・練習
曲。

１３回目 共通課題「さようならのうた」弾き歌い。選択課題より12曲目弾き歌い。各グレード別の音階・
練習曲。

１４回目 共通課題「さんぽ」弾き歌い。選択課題より13曲目弾き歌い。各グレード別の音階・練習曲。

１５回目 課題達成の確認とまとめ

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→音楽の基礎知識を高め、ピアノ演奏の基礎的な技術を修得することができる。
　　　　　 　　　　　　　　 子どもの歌のレパートリーを広げ、弾き歌いすることができる。
２．思考力・判断力・表現力→楽譜を読み取り、楽曲構成を理解しながら、表現力のあるピアノ演奏や弾き歌
いがで
　　　　　　　　　　　　　　きる。
３．学びに向かう力　　　　→授業での学びを生かし、さらに音楽的な表現を向上させて、実習や教育現場等
で実践
　　　　　　　　　　　　　　できる力を身につける。
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　　　　　　　　　　　　　　できる力を身につける。

授業時間外の学習 ・練習計画を立て、毎日練習時間を確保して取り組むこと。
・「練習記録」に毎日記入し、各自の取り組みを振り返りながら学修していくこと。
・楽語や記号の意味などは、音楽辞典やテキストなどで確認しながら練習をすること。
・子どもの歌の弾き歌いは、伸びやかな声で歌いながらピアノ伴奏ができるように練習すること。

評価方法 平常点100％

＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 松本祐士編『子どものうた大百科』（ドレミ楽譜出版，2018年）他、プリントを使用。
伊藤康英編『バイエルピアノ教則本』（音楽之友社，2006年）、全音楽譜出版社『ツェルニー100番練習曲』
（全音楽譜出版社，2005年）等から各自のレベルに応じて指示する。

参考書 初等科音楽研究会編『小学校教員養成課程用 最新 初等科音楽教育法 2017年告示「小学校学習指導要領」準
拠』（音楽之友社，2020年）
坪能由紀子、他共著『みんなピアノだい好き！』（全音楽譜出版社・2019）。
その他、授業の中で紹介する。

備考 実務教員：初等・前期中等教育学校音楽科目教諭として２１年間勤務。
グレードは本学が設定したグレードです。
履修者のレベルに応じて、子どもの歌は簡易伴奏や本格伴奏を指示します。
どのグレードでも継続的に練習を重ねて取り組むことが大切です。

＊授業計画については履修している学生に対して、事前に説明があったうえで変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（声楽）Ⅰ

Specialized Subject: Music(Vocal) 1

授業コード： 15405

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

小川裕二　教授

授業の概要 「声楽」は、すべての音楽の中心的存在である。
初等教育に携わるのにふさわしい「声楽」の基礎力を養成するのがこの授業の目的である。
このセメスターでは次のような事を勉強する。
①読譜力の養成
②声楽の基礎力の養成､発声技術の訓練｡
③音楽の感動を味わう。

　本授業は「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」となった場合は、①課題型学修（「Google
Classroom」を利用）および③オンデマンド型学修（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定であ
る。

授業計画 １回目 ガイダンス/声楽実技レッスン①
「校歌指導」
「声楽教本」P.39～（コール・ユーブンゲン）：P.39、No.１、No.２、No.３、No.４、No.５、
            P.60～コンコーネ50番：No.１
　　　　　［テキスト中から「季節の歌」を練習〕

テキスト　春の歌を練習。

２回目 声楽実技レッスン②
前回の授業の総復習
「声楽教本」P.40、No.６、No.７、No.８、
　　　　　　P.60～コンコーネ50番：No.１、No.2
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

３回目 声楽実技レッスン③
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.41、No.９、No.10、
　　　　　　P.60～コンコーネ50番No.１、No.２の総復習
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

４回目 声楽実技レッスン④
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.41、No.11、No.12、
　　　　　　P.61～コンコーネ50番No.３
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

５回目 声楽実技レッスン⑤
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.41,No.13,No.14
　　　　　　P.61　コンコーネ50番No.３
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

６回目 声楽実技レッスン⑥
「声楽教本」実技チェック
・コール・ユーブンゲン試演会
・コンコーネ50番試演会

７回目 声楽実技レッスン ⑦～鑑賞
ミュージカル映画「ザ・サウンド・オブ・ミュージック」（前編）鑑賞①

８回目 声楽実技レッスン⑧～鑑賞
ミュージカル映画「ザ・サウンド・オブ・ミュージック」（中編）鑑賞②

９回目 声楽実技レッスン⑨～鑑賞
ミュージカル映画「ザ・サウンド・オブ・ミュージック」（後編）鑑賞③

１０回目 声楽実技レッスン⑩
「声楽教本」P.42、No.15、16、17、18、
　　　　　　P.63～No.4
　　　　　〔「季節の歌」を練習）

１１回目 声楽実技レッスン⑪
「声楽教本」P.43～No.19,20.
            P.60～No.1,2
　日本歌曲指導・・・・「夏の思い出」「花の街」
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「声楽教本」P.43～No.19,20.
            P.60～No.1,2
　日本歌曲指導・・・・「夏の思い出」「花の街」

１２回目 声楽実技レッスン⑫
「声楽教本」P.43～No.21、No.22、No23
            P.61～No.3とP.63のNo.4
 日本歌曲指導・・・・「花」「浜千鳥」

１３回目 声楽実技レッスン⑬
「声楽教本」P.43～No.21,22,23
            P.61、No.3,4
  日本歌曲指導・・・・・「花」、「浜千鳥」

１４回目 声楽実技レッスン⑭
「声楽教本」p.43のNo.15,16,17,18,19,20
            p.61のNo.3,4
[日本歌曲指導」・・・・「花」「浜千鳥」「夏の思い出」

,

１５回目 声楽実技レッスン⑮ 総復習
「声楽教本」P.43、No.21～25総復習
　　　　　　P.61、No.３、４
「日本歌曲指導法」・・・・「花」「浜千鳥」「夏の思い出」「花の街」

到達目標 ①「コール・ユーブンゲン」の課題を正確に歌う事ができる。
②「コンコーネ50番」の課題を美しく正確に歌う事ができる。
③課題としてに出された歌曲等をきちんと美しく正確に歌う事ができる。
④鑑賞した作品の感想を書く事ができる。

授業時間外の学習 レッスン（各授業）ごとの課題を、鍵盤楽器等を使って、正確に毎回各自で十分に歌えるように練習しておく
事。
繰り返し練習する事。

評価方法 平常点（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も同様である。

テキスト ・『声楽教本』（小学校課程・幼稚園課程・保育士養成課程用）（教育芸術社）
・『日本の童謡二〇〇選』（音楽之友社）

参考書 授業時に必要に応じて紹介する。

備考 授業計画については､履修している学生に対して事前に説明があった上で､変更される場合があります｡
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（声楽）Ⅱ

Specialized Subject: Music(Vocal) 2

授業コード： 25408

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

小川裕二　教授

授業の概要 「声楽」は、すべての音楽の中心的存在である。
初等教育に携わるのにふさわしい「声楽」の基礎力を養成するのがこの授業の目的である。
このセメスターで次のような事を勉強する。
〔1〕読譜力の養成。
〔2〕声楽の基礎力の養成、発声技術の訓練。
〔3〕音楽的感動を味わう。

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」となった場合は、①課題型学修（「Google
Classroom」を利用）および③オンデマンド型学修（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定であ
る。

授業計画 １回目 ガイダンス/声楽実技レッスン①～鑑賞
音楽映画「コーラス」（フランス映画）（前編）

２回目 声楽実技レッスン②～鑑賞
音楽映画「コーラス」　（フランス映画）（後編）

３回目 声楽実技レッスン③
「声楽教本」P.44～No.26、P.45～No.27
　　　　　　P.65～No.5
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

４回目 声楽実技レッスン④
前回までの授業の総復習
　「声楽教本」P.45～No.28
　　　　　　　P.65～No.5
　　　　　　〔日本歌曲指導・・・・「ふじ山」「荒城の月」等を練習〕

５回目 声楽実技レッスン⑤
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.45～No.29
　　　　　　P.65～No.5
　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習〕

６回目 声楽実技レッスン⑥
前回までの授業の総復習
　「声楽教本」P.46～No.30、31
　　　　　　　P.65～5
　　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習」

７回目 声楽実技レッスン ⑦
前回までの授業の総復習
　「声楽教本」P.46～No.32、33
　　　　　　　P.65～No.5
　　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習。

８回目 声楽実技レッスン⑧鑑賞
前回までの授業の総復習
プッチーニ作曲歌劇「ジャンニ・スキッキ」（ミラノ・スカラ座公演）を鑑賞。

９回目 声楽実技レッスン⑨
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.34
　　　　　　P.67～No.6
　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習」〕

１０回目 声楽実技レッスン⑩
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.35a,b
            P.67～No.6
          〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習」〕

１１回目 声楽実技レッスン⑪
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.36a,ｂ
　　　　　　P.67～No.6
　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習」〕

１２回目 声楽実技レッスン⑫
コール・ユーブンゲン総復習
コンコーネ50番総復習
学習した歌曲等総復習

１３回目 声楽実技レッスン⑬
コンコーネ50番試演会
学習した歌曲等試演会
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学習した歌曲等試演会
１４回目 声楽実技レッスン⑭鑑賞

音楽映画「バルトの楽園」（前編）を鑑賞する。

１５回目 声楽実技レッスン⑮鑑賞
音楽映画「バルトの楽園」（後編）を鑑賞する。

到達目標 ①「コール・ユーブンゲン」の課題を正確に歌う事ができる。
②「コンコーネ50番」の課題を美しく正確に歌うことができる。
③課題として出された歌曲等をきちんと美しく正確に歌う事ができる。
④鑑賞した作品の感想を書く事ができる。

授業時間外の学習 レッスン（各授業）ごとの課題を、鍵盤楽器等を使って、正確に毎回各自で十分に歌えるように練習しておく
事。
繰り返し練習する事。

評価方法 平常点（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も同様である。

テキスト ・『声楽教本』（小学校課程・幼稚園課程・保育士養成課程）（教育芸術社刊）

・『日本の童謡二〇〇選』（音楽之友社）

参考書 授業時に必要に応じて紹介する。

備考 授業計画については､履修している学生に対して､事前に説明があった上で､変更される場合があります｡
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門  音楽（声楽）Ⅱ （上級）

Specialized Subject: Music(Vocal) 2

授業コード： 26102

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 --- 選択

担当教員

小川裕二　教授

授業の概要 『イタリア古典歌曲』の歌唱の勉強を通して、より高い声楽的表現を追及する。
声楽のレッスンを行う。
『イタリア古典歌曲』は、声楽を学ぶ人にとっては《歌唱のすべて》を含蓄した、すばらしいテキストであ
る。
当初は集団レッスンであるが最終的には個人レッスンを行う。
また、必要に応じて鑑賞も行う。

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」になった場合は、①課題型学修（「Google
Classroom」を利用）と③オンデマンド型（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定である。

授業計画 １回目 オリエンテーション/声楽レッスン①・・・発声練習、コンコーネ50番～10．他

２回目 声楽レッスン②・・・コンコーネ50-11、12（Caro  mio ben〉、〈Nel cor piu non misento〉等

３回目 声楽レッスン③・・・コンコーネ50-11、12、13、上記の曲の他、〈Nina）等

４回目 声楽レッスン④・・・コンコーネ50-12、13、14、上記の歌曲の復習

５回目 声楽レッスン⑤・・・コンコーネ50-13、14、15、〈Caro laccio dolce nodo〉

６回目 声楽レッスン⑥・・・コンコーネ50－11～15復習、〈Star  vicino〉

７回目 声楽レッスン⑦・・・コンコーネ50－11～15復習、上記5曲を総復習

８回目 声楽レッスン⑧・・・今まで勉強した歌曲を鑑賞する。時間があれば復習

９回目 声楽レッスン⑨・・・コンコーネ50－16、歌曲〈Sento  nel core〉等

１０回目 声楽レッスン⑩・・・コンコーネ50-17,上記の曲の他、〈O　cessate  di piagarmi〉等

１１回目 声楽レッスン⑪・・・ コンコーネ50－18、〈Son　tutta  duolo〉等

１２回目 声楽レッスン⑫・・・コンコーネ50-19、〈Sebben　crudere〉

１３回目 声楽レッスン⑬・・・コンコーネ50-20、〈Se tu mami〉等

１４回目 声楽レッスン⑭・・・コンコーネ50番およびイタリア歌曲総復習

１５回目 声楽レッスン⑮・・・イタリア歌曲・試演会

到達目標 正しい発声法で、美しくイタリア古典歌曲を歌唱する能力を養う。

授業時間外の学習 各自で勉強している楽曲を歌えるように練習を重ねる事。

評価方法 「平常点」（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も同様である。

テキスト 『コンコーネ50番』（中声用または高声用）（全音楽譜出版社、畑中良輔編）
『イタリア歌曲集Ⅰ』（中声用または高声用）（全音楽譜出版社、畑中良輔編）

参考書 授業時に必要に応じて紹介する。

備考 授業計画については､履修している学生に対して､事前に説明があった上で､変更される場合があります｡
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（小学校）Ⅰ

Specialized Subject: Music(Elementary School) 1

授業コード： 14310

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

早川冨美子　教授

授業の概要 鑑賞、楽器の演奏、竹楽器の製作等を通して、音楽の楽しさを味わいながら音楽的な視野を広げていく。
教育現場で活用されている様々な楽器（打楽器、和楽器、リコーダー等）の基礎奏法や指導法を習得する。
グループでのアンサンブル、即興的な表現や音楽づくり、コード伴奏などの活動を通して、音楽的な力を向上
させる。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と②同時・双方向型学修（Google　classroom」と利用）③オンデマンド型学修
（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、竹楽器について（種類、トガトンの製作準備）

２回目 竹楽器の製作１（トガトン）

３回目 竹楽器の製作２（スリットドラム、竹ぼらなど）

４回目 竹楽器（トガトン）による音楽づくり

５回目 声・ことば・身体による音楽づくり、コード伴奏①1音伴奏

６回目 身の回りのものによる音楽づくり、コード伴奏②2音伴奏

７回目 リコーダーの基礎とリコーダーによる音楽づくり、コード伴奏③３音伴奏

８回目 リコーダーアンサンブル（ソプラノ、アルト、テナー、バス）と鑑賞

９回目 オルフの音楽教育とオルフ楽器を使ったアンサンブル

１０回目 ドラムセット、鍵盤打楽器（木琴、鉄琴等）の奏法とアンサンブル

１１回目 様々な打楽器（ボンゴ、コンガ、マラカス、ジャンベ等）の奏法とアンサンブル

１２回目 日本の楽器１（箏の調弦と基礎）

１３回目 日本の楽器２（箏による音楽づくり）

１４回目 循環コードやブルースの音階をつかった音楽づくり、グループ発表の練習

１５回目 グループ発表とまとめ

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→様々な楽器体験やアンサンブル、音楽づくり等の活動を通して、実習や教育現
場で指
　　　　　　　　　　　　　　導できる力を身につける。
２．思考力・判断力・表現力→音楽活動における知識や技能を生かし、さらに自己の表現力を高めることがで
きる。
３．学びに向かう力　　　　→多様な音楽活動を通して、仲間とコミュニケーションをとりながら、積極的に
音楽
　　　　　　　　　　　　　　活動に取り組むことができる。

授業時間外の学習 日頃から多用な音楽や楽器に興味関心をもち、鑑賞をしたり触れる機会をもつようにする。
特にリコーダーや鍵盤ハーモニカは、実習や教育現場でも模範演奏ができるようにレパ－トリーを増やしてお
くこと。
ピアノは、楽譜を見て弾くだけではなく、即興やコード伴奏ができるように継続して練習をすること。

評価方法 平常点100％

＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 新実徳英他『音楽のおくりもの１～６』（教育出版，2020年）
坪能由紀子他共著『みんなピアノだい好き』（全音楽譜出版社，2016年)
駒久美子・味府美香編著『コンパス音楽表現』（建帛社，2020年）
初等科音楽研究会編『小学校教員養成課程用 最新 初等科音楽教育法 2017年告示「小学校学習指導要領」準
拠』（音楽之友社，2020年）
以上のテキストは1年次の授業で使用したものを継続使用。
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以上のテキストは1年次の授業で使用したものを継続使用。

参考書 授業の中で紹介する。

備考 リコーダー、鍵盤ハーモニカ、小太鼓のスティックは、各自で準備をしてください。
授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（小学校）Ⅱ

Specialized Subject: Music(Elementary School) 2

授業コード： 22315

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

早川冨美子　教授

授業の概要 「教科専門　音楽（小学校）Ⅰ」をふまえて、さらに多様な音楽の体験を通して、将来教育現場に携わる指導
者として必要な音楽的な力、豊かな表現力、実践力を高めていく。
様々な楽器の基礎奏法の習得やアンサンブル、音楽づくりの活動、諸外国や我が国の音楽等を体験を通して学
んでいく。
　また、授業で取り組んだ内容を大学祭などで発表する予定である。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と②同時・双方向型学修（Google　classroom」と利用）③オンデマンド型学修
（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、大学祭での演奏について

２回目 ミュージックベル、トーンチャイムによる演奏と音楽づくり

３回目 竹楽器（アンクルン）のアンサンブル、トガトンによる音楽づくり

４回目 バンブーダンスと創作

５回目 身体や身近なものによる音楽づくり

６回目 大学祭での演奏曲の練習

７回目 小学校の音楽教科書から器楽合奏（低学年）

８回目 小学校の音楽教科書から器楽合奏（中学年）

９回目 小学校の音楽教科書から器楽合奏（高学年）

１０回目 諸外国の音楽１（サンバ）

１１回目 諸外国の音楽２（あそびうた）

１２回目 日本の音楽１（わらべうた）

１３回目 日本の音楽２（民謡、お囃子）

１４回目 小学校における実践の検討１（楽曲研究）

１５回目 小学校における実践の検討２（模擬実践）

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→様々な楽器体験やアンサンブル、音楽づくり等の活動を通して、実習や教育現
場で指
　　　　　　　　　　　　　　導できる力を身につける。
２．思考力・判断力・表現力→音楽活動における知識や技能を生かし、さらに自己の表現力を高めることがで
きる。
３．学びに向かう力　　　　→多様な音楽活動を通して、仲間とコミュニケーションをとりながら、積極的に
音楽
　　　　　　　　　　　　　　活動に取り組むことができる。

授業時間外の学習 日頃から多用な音楽や楽器に興味関心をもち、鑑賞をしたり、触れる機会をもつこと。
発表に向けて、個人やグループで自主的に練習に取り組むこと。

評価方法 平常点100％

＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 新実徳英他『音楽のおくりもの１～６』（教育出版，2020年）
坪能由紀子他共著『みんなピアノだい好き』（全音楽譜出版社，2016年）
駒久美子，味府美香編著『コンパス音楽表現』（建帛社，2020年）
初等科音楽研究会編『小学校教員養成課程用 最新 初等科音楽教育法 2017年告示「小学校学習指導要領」準
拠』（音楽之友社，2020年）
以上のテキストは、1年次からの継続使用。
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参考書 授業の中で紹介する。

備考 リコーダー、鍵盤ハーモニカ、小太鼓のスティックは各自で準備してください。
授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（幼稚園）Ⅰ

Specialized Subject: Music(Kindergarten) 1

授業コード： 15505　15506　15507

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

小川裕二教授　澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 1年次で行ったピアノ学習をさらに進めて、実際の幼稚園や保育園の現場で活用できるように、レパートリーを
広げながら、コードネームの読み方やピアノの演奏技術を向上させる。読譜力や音楽構造の理解を高め、さら
に子どもの歌をコード伴奏でも弾き歌いができるようにする。
また、幼稚園や保育園の先生に必要な「子どもの歌」をたくさん勉強する。

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」になった場合は、①課題型学修（「Google
Classroom」を利用）と③オンデマンド型（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定である。

授業計画 １回目 ガイダンス/コードネームの基礎知識の確認。「子どもの歌」（4月の歌）を練習。

２回目 コード伴奏（基本形）。「子どもの歌」（5月の歌）を練習。

３回目 コード伴奏（転回形）。「子どもの歌」（6月の歌）を練習。

４回目 コード伴奏（ハ長調）。「子どもの歌」（7月の歌）を練習。

５回目 コード伴奏（ヘ長調）。「子どもの歌」（8月の歌）を練習。

６回目 コード伴奏（ト長調）。「子どもの歌」（９月の歌）を練習。

７回目 コード伴奏（いろいろな伴奏形）。「子どもの歌」（10月の歌）を練習。

８回目 各グレード別「ツェルニー」から1曲目、童謡1～3曲目。「子どもの歌」（11月の歌）を練習。

９回目 各グレード別「ツェルニー」から2曲目、童謡4～6曲目。「子どもの歌」（12月の歌）を練習。

１０回目 生活の歌　弾き歌い。「子どもの歌」（1月の歌）を練習。

１１回目 季節の歌（春）　弾き歌い。「子どもの歌」（2月の歌）を練習。

１２回目 季節の歌（夏）　弾き歌い。「子どもの歌」（3月の歌）を練習。

１３回目 季節の歌（行事の歌）　弾き歌い。「子どもの歌」（わらべうた）を練習。

１４回目 コード伴奏の活用。「赤い屋根の家」を練習。

１５回目 グレード別課題の総復習。「さとうきび畑」を練習。

到達目標 ・ピアノを用いた音楽表現のための基礎技能を習得することが出来る。

・幼稚園教諭や保育士となるための「子どもの歌」を歌う歌唱力を身につける。

授業時間外の学習 ピアノの練習を習慣づけ、レッスン後の復習と、次週のレッスンの予習を行うこと。

評価方法 「平常点」（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も、評価方法については同様である。

テキスト ①1年次のピアノ学習で使用したテキストも継続使用。
②1年次に購入した「子どもの歌」、「日本の子どもの歌」のテキストも継続使用する。
③幼児のための音楽教育（幼稚園教諭・保育士養成課程用）〔神原雅之・鈴木恵津子編〕（教育芸術社）

参考書 授業の中で紹介する。

備考 履修者は継続的に練習を重ねて取り組むことが大切である。
特に秋セメスターの学習内容のオペレッタ上演に向けて勉強を続けるようにする事。
なお、授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、必要に応じて変更される場合
もある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　音楽（幼稚園）Ⅱ

Specialized Subject: Music(Kindergarten) 2

授業コード： 25503　25504　25505

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

小川裕二教授　澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 ・1年次からのピアノ学習を基盤として、幼稚園や保育園の現場で活用できるように、レパートリーをさらに広
げ　ながら、ピアノの演奏技術を高めていく。コード伴奏にも慣れ、弾き歌いができるようにする。
・春セメスターでのピアノ学習を踏まえ、履修者のレベルに応じた課題を設定し、ピアノの個人レッスンを行
う。
　現場で活用できる「子どもの歌」のレパートリーをさらに広げるとともに、コード伴奏の応用ができるよう
にする。
・『子どものオペレッタ』の制作、上演の体験。（「赤ずきんちゃん」「おむびころりん」その他）

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」になった場合は、①課題型学修（「Google
Classroomを利用）と③オンデマンド型（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定である。

授業計画 １回目 コード伴奏（基本）確認、オペレッタ①曲目決定

２回目 コード伴奏（応用）、オペレッタ②＜歌唱練習＞

３回目 コード伴奏（発展）、オペレッタ③＜歌唱練習＞

４回目 各グレード別「ツェルニー」から1曲目、子どもの歌（動物）。　オペレッタ④＜歌唱練習＞

５回目 各グレード別「ツェルニー」から2曲目、子どもの歌（遊び）。　オペレッタ⑤＜歌唱練習＞

６回目 生活の歌　弾き歌い。　オペレッタ⑥＜立ち稽古＞

７回目 季節の歌（秋）弾き歌い。　オペレッタ⑦＜立ち稽古＞

８回目 季節の歌（冬）弾き歌い。　オペレッタ⑧＜立ち稽古＞

９回目 季節の歌（クリスマス・お正月）弾き歌い。　オペレッタ⑨＜立ち稽古＞

１０回目 季節の歌（卒園）弾き歌い。　オペレッタ⑩＜通し稽古＞

１１回目 各グレード別「ツェルニー」、子どもの歌の復習。　オペレッタ⑪＜通し稽古＞

１２回目 各グレード別『ソナチネ』『ソナタ』より1楽章（楽曲の分析）。　オペレッタ⑫＜通し稽古＞

１３回目 各グレード別『ソナチネ』『ソナタ』より1楽章（強弱、曲想の工夫）。オペレッタ⑬＜通し稽古
＞

１４回目 各グレード別『ソナチネ』『ソナタ』より1楽章（豊かな音楽表現の向上）。　オペレッタ⑭＜総
練習＞

１５回目 グレード別課題曲の総復習。　オペレッタ⑮＜発表会＞

到達目標 ・ピアノの演奏技術をさらに向上させ、活用できる力を身につけることができる。
・幼稚園教諭や保育士となるための「子どもの歌」を歌う歌唱力を身に付けることができる。
・歌と演技が一体である事を勉強することができる。

授業時間外の学習 毎日必ずピアノの練習を習慣づけ、レッスン後には復習を、また次のレッスンに向けて予習を毎日行うこと。

評価方法 「平常点」（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も評価方法については同様である。

テキスト ①1年次のピアノ学習で使用したテキストを継続使用。
②『子どものうた大百科』、『日本の子どもの歌』のテキストも継続使用する。
③『幼児のための音楽教育』（幼稚園教諭・保育士養成課程用）〔神原雅之・鈴木恵津子編〕（教育芸術社）

参考書 授業の中で紹介する。

備考 履修者は継続的に練習を重ねて取り組むことが大切である。
授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　体育

Specialized Subject;Physical Education

授業コード： 25106

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

金山正樹　講師

授業の概要 〇小学校の体育科の目標・各学年の目標や教科の内容及び各領域の内容を理解し、各種の運動の実技等を通し
て、授業における適切な指導法や評価方法について学ぶ。
〇それぞれの授業を通じて運動の楽しさに触れながら、子どもたちに身に付けさせたい「知識及び技能」「思
考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の三つの資質・能力について理解するとともに、運
動の苦手な児童への手だてについて考えることができる。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 小学校の体育科の目標について

３回目 各学年の目標・教科の内容及び各領域の内容について

４回目 体つくり運動系の学習活動におりる指導法や評価方法についての理解Ⅰ

５回目 体つくり運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解Ⅱ

６回目 器械運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解Ⅰ

７回目 器械運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解Ⅱ

８回目 陸上運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解Ⅰ

９回目 陸上運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解Ⅱ

１０回目 水泳運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解

１１回目 ボール運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解Ⅰ

１２回目 ボール運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解Ⅱ

１３回目 表現運動系の学習活動における指導法や評価方法についての理解

１４回目 保健領域についての指導内容の理解

１５回目 まとめ

到達目標 〇小学校の体育科の目標・各学年の目標や教科の内容及び各領域の内容を理解することができる。
〇運動領域及び保健領域ごとの授業における適切な指導法や評価方法について理解することができる。
〇それぞれの運動に苦手意識をもっている児童への配慮(指導・支援の工夫)について考えることができる。

授業時間外の学習 それぞれの運動・スポーツに関する情報について文献検索や資料収集をして授業に臨んでください。

評価方法 授業への参加意欲・態度50％、課題学習50％とします。

テキスト 必要に応じて授業内で資料を配布します。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門　家庭

Specialized Subject: Home Economics

授業コード： 12208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　小学校家庭科の教育内容（衣食住の生活、家族・家庭生活、消費生活・環境）と教育方法を理解し、児童を
指導する際に必要となる基礎的・基本的な知識・技能を身につける。特に生活技能の習得に関しては、授業内
実習に加え、家庭科独自の教育方法である「ホームプロジェクト」を取り入れる。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、小学校家庭科の教育内容（基礎知識・基礎技能）と教育方法の特徴

２回目 小学生の家族・家庭生活（生活時間と家事労働、家族関係）、地域の人々との関わり

３回目 衣生活の基礎知識（被服のはたらき、日常着の着方、日常着の手入れ）

４回目 手縫いの基礎①　玉どめ、玉結び、なみ縫い、返し縫い、かがりぬい、ボタン付け（フエルトを
使った小物作り）

５回目 手縫いの基礎②　生活を豊かにするための布を用いた製作（平織の布を用いた小物作り）

６回目 ミシン縫いの基礎①　ミシンの構造と安全な使い方

７回目 ミシン縫いの基礎②　生活を豊かにするための布を用いた製作（直線縫いで作る手提げ袋）

８回目 ホームプロジェクト中間報告会

９回目 食生活の基礎知識（栄養素とその働き、食品の選び方と保存、実習指導の注意点）

１０回目 調理の基礎①　ゆでる（青菜・じゃがいも）、炒める

１１回目 調理の基礎②　炊飯、味噌汁（だしの役割）

１２回目 住生活の基礎知識（住まいのはたらき、室内環境の調整、通風・換気・採光・音）

１３回目 消費生活と環境に関する基礎知識①　売買契約の基礎と消費者問題

１４回目 消費生活と環境に関する基礎知識②　わたしたちのくらしと環境問題、ESD

１５回目 ホームプロジェクト最終報告会

到達目標 　小学校家庭科を指導する上で必要となる教科内容についての基礎知識・技能を習得し、家庭科独自の様々な
教育法を経験することにより、教師としての力量を高めることができる。

授業時間外の学習 　家庭科独自の教育方法の一つである「ホームプロジェクト」は、プロジェクト学習の一種であり、自らの家
庭の生活課題を見つめ、それを改善するための行動計画を立て実行することに特徴がある。本科目の受講者
は、家庭科指導者として各自が身につけたい課題（目標）を１つ設定し、４カ月間の行動計画を立て、授業時
間外に実行することが求められる。授業期間中には、中間報告と最終報告の２回の報告会があり、その準備を
進める必要がある。

評価方法 　授業への参加意欲（15％）、実験実習（25％）、中間報告（30％）、最終報告（30％）の結果を基に評価す
る。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 『わたしたちの家庭科』（開隆堂）
『小学校家庭科』（東京書籍）
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　家庭編』（東洋館出版、2018）

参考書 文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）』（東洋館出版、2018）
流田直監修『改訂版家庭科の基本』（学研教育みらい、2020）

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科専門  英語

Specialized Subject: English

授業コード： 25506

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

大島秀郎　講師

授業の概要 　小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な実践的な英語運用能力を、授業場面を
意識しながら身に付ける。
　小・中学校の接続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な背
景的な知識を身に付ける。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（「Google Classroom」
を利用）と
②同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション―話す力［やり取りと発表］について
諸外国との違いを認識し、共感をもつとともに、わが国の文化等との共通点や相違点についても
理解する。

２回目 英語音声学、英語らしい発音・アクセント、フォニックス、音読、ジャズチャンツの活用
ＡＬＴ等の協力・助言を得て、英語によるコミュニケーション能力を育成する。

３回目 意味論、カタカナ語、つづりと発音、リスニングの要諦
郷土の文化人について知る。

４回目 語順と学習英文法、英検５級・４級の合格基準
児童に対する共感的理解を深める。

５回目 ティームティーチングの理論と実践、ゲーム、コンテスト
国際化時代に対する児童の意識の高揚を図る手立てを探る。

６回目 正確なブロック体と読みやすい筆記体で、達意の英文を書く、名文に学ぶ
只管「筆写」を実践する。

７回目  第二言語習得理論、臨界期の壁
只管「朗読」を実践する。

８回目 英会話リテラシーとコーパス情報の活用（１）話せるまでの道のり
他の国家、民族、人権に対する偏見や先入観を排除するために小学校教員としてなすべきことは
何か。

９回目 英会話リテラシ―とコーパス情報の活用（２）万能表現を使いこなす
お互いの基本的人権を尊重し合う態度を養う。

１０回目 児童文学（１）Winston T. Mouse by Marty Reep
諸外国の文化、伝統などを認識し、共感をもつ。

１１回目 児童文学（２）Swimmy by Leo Lionni
諸外国の風俗習慣などを認識し、共感をもつ。

１２回目 児童文学（３）Mother Goose’s Melody
諸外国の価値観などを認識し、共感をもつ。

１３回目 異文化理解、国際理解と海外事情（１）外国から見た日本
異文化に対する理解を深めるための研修を行う。

１４回目 異文化理解、国際理解と海外事情（２）日本から見た外国
世界の平和と発展に貢献できる能力や態度を育成する。

１５回目 まとめ、そしてアクティブ・ラーニングへの道
国際的な協力をもとに解決しなければならない課題についての認識を深める。

到達目標 ①授業実践に必要な英語４技能（聞くこと・話すこと・読むこと・書くこと）を身につける。
②英語に関する基本的な知識（音声、語彙、文構造、文法、正書法等）を理解できる。
③第二言語習得に関する基本的な知識を理解できる。
④児童文学（絵本、子供向けの歌や詩等）について、理解を深める。
⑤異文化理解ができる。
⑥コミュニケーション能力の育成を図る学習指導計画を英語で作成できる。
⑦児童が喜んで、楽しく取り組める授業を創造できる。
⑧児童一人一人を生かす評価の工夫ができる。

授業時間外の学習 　授業で扱う英文テキストについては、事前に６回以上音読し、原文をノートに書き写しておく。不明な語句
は英和辞典を引いておく。英語史、英語学、英語音声学に関する専門用語は、その用語ごとに４００字程度で
定義しておく。
　コミュニケーション能力は、学生自らが、その場面にふさわしい表現を実際に使うことで身に付くものであ
る。ふだんから学生同士、身近な話題を取り上げ、４技能による英語活動がしやすい場面を設定するなど、学
生の学生による学生のための多様な発想を心から期待するものである。ＮＨＫの語学番組等を視聴することを
特に勧めたい。
　決して流暢でなくてもよいので、日本語の影響を受けない発音を目指し、日々努力してほしい。その姿勢が
児童たちにとってよき手本となろう。英語らしい発音を身につけるには、正しい音をよく聞いて、声に出して
くり返し練習することが大切である。「発音記号」は正しい発音をするための助けになるので、よく覚えてお
くことが肝要である。
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評価方法 講義への参加意欲・態度・パフォーマンス試験（40％）、小レポート（60％）
＊遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 『Impact Issues 1　インパクト・イッシューズ １』（第３版、Pearson　ピアソン・ジャパン株式会社）
＊THIRD EDITION
〒１０１－００６４
東京都千代田区猿楽町１－５－１５　猿楽町ＳＳビル３Ｆ
ＴＥＬ　０３－５２８１－８５５３
ＦＡＸ　０３－５２８１－８５５１

参考書 『思考と行動における言語』S. I. ハヤカワ（岩波書店）、
『認知言語学への招待』辻幸夫編（大修館書店）、
『もう一つのアメリカン・ドリーム――アジア系アメリカ人の挑戦』ロナルド・タカキ（岩波書店）、
『日本人のための英語学習法』里中哲彦（筑摩書房）、
『小学校英語教育の基礎知識』村野井仁編著（大修館書店）、
『小学校学習指導要領解説　外国語活動・外国語編』（文部科学省）、
『Fifty Famous Stories』（開文社出版英文選書 005）、
『IIJIMA'S NEW ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY 新英和辞典』 飯島東太郎編 株式会社博友社 昭和25年」、
『教養の力　東大駒場で学ぶこと』斉藤兆史（集英社新書）、その他は
講義の中で随時紹介する。

備考 国際理解教育の側面・・・基本的課題の確認
　今日、経済・社会・文化等さまざまな分野にわたって国際化が進展し、諸国間の交流や相互依存関係が急速
に深まっている。このような情勢の下にあって、わが国が国際社会の一員として、主体性をもって積極的にそ
の役割を果たすためには、国民一人一人が日本及び諸外国の文化・伝統等について深い理解をもち、国際社会
において信頼と尊敬を受けるにたる日本人（児童、生徒、学生を含む）を育成することが基本的な課題であ
る。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教師論

Principles and Methods of Teaching

授業コード： 11207

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

倉持　博　教授

授業の概要 　教育の担い手である教員は、幼児、児童生徒個々の人生に大きく関わるかけがいのない職務を日々務めるこ
とになる。しかし、そこには「子どもたち・保護者から信頼されなければ話を聞いてもらえない、信頼されて
も、教えるべき・伝えるべき専門的力量がなければ教えられない」という厳しさが現存しており、だれもが希
望すればなれる職業ではない。
　そこで本講義は、教師たる資質・能力（いわば条件）を学校現場の視点から考察し、教員に求められる今日
的な資質、能力や職務を理解するとともに、教員免許を取得し教職に就こうとしている自己の適正等につい
て、客観的な考察を図るものである。
 なお、本講義は対面授業で行うが、諸般の事情で遠隔授業になった場合は、Google　Classroomを活用した課
題学修となる。

授業計画 １回目 教師を目指すということ
　教員と教師と教諭
　教師を目指すとは

２回目 初等教育の教師
　幼稚園教師の仕事と魅力
　小学校教師の仕事と魅力

３回目 中等教育の教師
　中学校教師の仕事と魅力
　高校教師の仕事と魅力

４回目 日本の教職の特徴
　教員の勤務形態と社会的地位
　職務内容
　教職の専門性

５回目 教師像の史的展開
　聖職者としての教師像
　労働者としての教師像
　技術的熟達者としての教師像
　専門家としての教師像
　公僕としての教師像

６回目 教員の服務
　教員の服務と処分
　職務上の義務と身分上の義務

７回目 教員の権利と身分保障
　教員の労働条件
　教員の身分保障

８回目 学び続ける教師
　教え手から学びの専門家へ
　教員研修制度
　キャリアの形成と研修

９回目 学校を構成する様々な専門職
　チームとしての学校

１０回目 専門家としての教師
　教える教師から学びを生み出す教師へ

１１回目 子ども観
　子どもを理解するということ
　いのちを最優先にした学校づくり

１２回目 いじめに向き合う教師
　いじめをなくすには
　自尊感情を培うためには

１３回目 性の多様性をめぐる学校・教師の課題
　性の多様な発達
　学校・教師のこれからの課題

１４回目 「教える」ことの意味
　教えること、育成すること、習得を図ること
　資質・能力とは

１５回目 教師論　「まとめ」と自己考察

到達目標 　幼児、児童の教育を担う教師に求められる基本的な資質・力量について、具体的に理解することができる。
　社会的な信頼感として求められる人間性や服務上の義務等についての理解と自己の考察ができる。
　生徒指導や学習指導等についての基礎的事項や幼児教育との関連・連続性、実践的内容について理解でき
る。
　教員免許状の取得・教職を目指す自己の適正を分析できる。
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授業時間外の学習 　当日の講義時で使用（配布）したレジュメを基に、授業内容を改めて整理しましょう。（分かったこと さら
に調べたいこと　再度確認：質問したいこと　等）
　新聞等で報道される教育問題について、「本当なのか」「どうして」「どうすれば良いのか」等について、
常に考えるようにし、講義内容に照らして、議論できるようにしましょう。

評価方法 　講義への参加状況等　30％
　レポートの内容　70％

テキスト 　レジュメ（資料）を配布する。遠隔授業になった場合はWeb（学務システム　レポート添付）で配布する。
　レジュメを自分のノートとし、書き込みながら自分独自のノートを作成すること。

参考書 　佐久間亜紀・佐伯胖『現代の教師論』（ミネルヴァ書房、2020年）
　その他、授業の中で適宜紹介する。

備考

- 39 -



講義科目名称：

英文科目名称：

教育原理

Principles of Education

授業コード： 12509

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

小川澄江　教授

授業の概要 １．人間の生涯と教育はどのように関わるのか、他の動物と人間はどのように異なるのか、人間の生物学的特
殊性から教育の意義や役割について考える。
２．生涯学習時代における家庭教育・学校教育・社会教育の在り方や相互関係を考える。
３．古代から現代に至る歴史的背景のもとに出現した教育思想や教育制度を学び、それらが現代の教育とどの
ように関わっているのか、考察する。

　本授業は対面形式で行う。諸般の事情により遠隔授業（課題型学修〔Google Classroomを利用〕あるいは同
時・双方型学修〔Google Meetを利用〕）になる場合がある。

授業計画 １回目 教育とは何か

２回目 人間の発達の特性と教育

３回目 子どもの人権と教育

４回目 教育の基本構造

５回目 わが国における近代教育の整備

６回目 学校教育制度の発展

７回目 教育の目的・目標・内容

８回目 教育の方法

９回目 外国の学校制度

１０回目 生涯学習の展開

１１回目 教育の思想と歴史ー古代・中世の教育

１２回目 教育の思想と歴史ー近代教育思想の始まり

１３回目 教育の思想と歴史ー近代社会と教育

１４回目 教育の思想と歴史―新教育運動

１５回目 現代社会における家庭・地域・学校間接続の課題

到達目標 　人間は生理的早産として生まれる。このことは他の動物に比べて人間の可能性が大きいことを示している。
この可能性を実現させるのが教育であることを理解している。人間が生涯発達をしその可能性を開花させるた
めには権利としての生涯教育が必要不可欠であることを理解している。人間の生涯発達に関わる家庭教育、学
校教育、社会教育の意義と役割、相互関係を理解している。古代から現代に至るまでのそれぞれの時代におけ
る教育の思想や教育的工夫を学び現代の、そして将来の教育のあるべき姿を構築することができる。

授業時間外の学習   授業時間前にシラバス・テキストを見て本時の講義内容を把握しておく。授業後は講義内容を振り返り、
ノートの空白を埋め、関連事項を調べる。授業時やGoogle Classroom を通して出された課題を速やかに行う。
提出する場合は期限を守る。保育・教育に関する専門用語のノートを作成する。教育改革、教育関連のニュー
スに関心を持ち自分なりの意見を持つ。

評価方法  授業への参加意欲・小レポート・課題提出（50％）、平常授業時に実施する小テスト（50％）の結果等をもと
に評価する。遠隔授業になった場合も同じである・

テキスト 湯川次義・久保田英助・奥野武志編著『最新　よくわかる教育の基礎』（学文社、2019年）

参考書  各出版社から出されている教育学事（辞）典類、教育人名事（辞）典、『教育小六法』学陽書房などの法規集

備考 諸般の事情により、授業計画を変更する場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育原理

Principles of Early Childhood Education

授業コード： 11305

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

小川澄江　教授

授業の概要 １．我が国の保育の現状と動向、問題点などを考察する。
２．保育の本質、思想、歴史について学ぶ。
３．保育の制度について考察する。
４．保育目的・目標や方法について探求する。
５．幼稚園教育、保育所保育、認定こども園の教育・保育について考察する。
  授業は対面形式で行う。諸般の事情により遠隔授業（課題学修〔Google Classroomを利用〕、あるいは同
時・双方型学修〔Google Meetを利用〕）になる場合がある。

授業計画 １回目 保育の現状と動向

２回目 保育の問題点

３回目 保育の意義

４回目 乳幼児の理解と発達の特性

５回目 欧米の保育の歴史

６回目 欧米の就学前教育・保育の現状

７回目 日本の保育の歴史

８回目 終戦後の保育の歴史

９回目 保育の制度

１０回目 保育の目的・目標と「ねらい及び内容」

１１回目 保育の計画

１２回目 保育の方法

１３回目 子育て支援

１４回目 保育所・幼稚園・小学校の連携と接続

１５回目 保育者像の探求

到達目標 １．保育とは何か、保育の本質を理解し、人間形成における乳幼児期の教育の役割を説明することができる。
２．保育制度の現状と課題を把握している。
３．幼稚園の教育課程・全体的な計画、保育所の全体的な計画、幼保連携型認定こども園の全体的計画につい
て理解し、その違いを説明できる。
４．保育施設の発祥と歴史、著名な教育者の保育思想について理解し説明できる。
５．保育施設と学校、家庭、地域社会の連携の必要性を説明できる。

授業時間外の学習 新聞等の子ども関連記事を読んで自分なりの意見を持つ。
子育てに関するテレビ番組を視聴する。
課題を出された場合は、速やかに行う。課題を提出しなければならない場合は期限を守り、提出する。

評価方法 授業への参加意欲・小レポート・課題提出（50％）、授業時に実施する小テスト（50％）の結果をもとに評価
する。隔授業になった場合も同じである。

テキスト 大桃伸一編『未来を拓く保育の創造』（学術図書出版、2019年）

参考書 『幼稚園教育要領解説』文部科学省・フレーベル館、『保育所保育指針解説書』厚生労働省・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』内閣府・文部科学省・厚生労働省・フレーベル館、幼児教育
を考える』藤永保・岩波書店、『幼児教育と脳』沢口俊介・文芸春秋社、『保育用語辞典』森上史朗・柏女霊
峰編・ミネルヴァ書房、『はじめての幼保連携型認定こども園教育・保育要領ガイドブック』無藤隆・フレー
ベル館　等
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備考 諸般の事情により、授業計画を変更する場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育心理学

Educational Psychology

授業コード： 12410

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

勝浦範子教授　星　雄一郎講師

授業の概要 児童・生徒を理解し、教育実践に役立てるための心理学的知識を学ぶ。
幼児期から成人期までの発達について学ぶ。認知、感情、行動などの観点から発達についての知識を習得し、
保育、教育の現場へ活用できるようになる。次に、代表的な学習理論、及び発達と学習との関係について学
び、その知見を現場での実践にどのように役立てるかを考える。最後に、教師として必要な測定と評価、学級
集団の理解について学ぶ。

授業計画 １回目 発達過程の理解と発達理論 (担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

２回目 発達の特徴Ⅰ（乳児期、幼児期） (担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

３回目 発達の特徴Ⅱ（児童期） (担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

４回目 発達の特徴Ⅲ（青年期、成人期） (担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

５回目 適応と不適応（不登校、校内暴力） (担当者：星)

６回目 適応と障害Ⅰ（知的障害） (担当者：星)

７回目 適応と障害Ⅱ（発達障害） (担当者：星)

８回目 発達における同年齢・異年齢集団の役割 (担当者：勝浦)

９回目 発達を支えるもの：生得的要因（本能他）と獲得的要因（学習他） (担当者：勝浦)

１０回目 下等な動物からヒトまでの進化：ヒトの発達を支えるのは高い学習能力 (担当者：勝浦)

１１回目 学習のメカニズムⅠ（S-R連合理論　古典的条件付け） (担当者：勝浦)

１２回目 学習のメカニズムⅡ（S-R連合理論　道具的条件付け） (担当者：勝浦)

１３回目 学習のメカニズムⅢ（認知理論、観察学習） (担当者：勝浦)

１４回目 学習の動機づけ、学習の評価・測定 (担当者：勝浦)

１５回目 学習理論を現場に生かすには、まとめと補足 (担当者：勝浦)

到達目標 日常場面での学習を含む様々な学習現象について、分類し、位置づけることができる。また、具体的な実践場
面において、授業で学んだことを用いて、効果的な学習方法を考えることができる。評価・測定について基本
的な知識を得るとともに、その問題点・留意点を理解して適用することの重要性を理解する。学習集団につい
て知識を得る。

授業時間外の学習 授業の終わりに次回までの課題を出すことがある。

評価方法 筆記試験：90％、授業への参加意欲・態度：10％

-------
ただし，COVID-19 の感染拡大状況によっては筆記試験をレポート・課題等の提出へと変更して成績を評定する
場合がある。
その場合，Google Classroom などで出題された課題を成績評価の対象とする。

テキスト 配布プリントを用いる。

参考書 授業の中で紹介する。
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備考 1～8回星雄一郎教員が担当　9～15回勝浦範子教員が担当
授業の展開により、内容・順序の一部を変更する可能性がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育制度論

Theory of Educational System

授業コード： 25409

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 教職必修

担当教員

島田芳行　准教授

授業の概要 　教育制度は国家がその理念を具体化するための教育政策と深く関わっている。本授業では、幼児期の教育制
度から小・中学校、高等学校、大学等の教育制度を理解するとともに、それらを支える法及び教育行政につい
て学校教育制度を中心に理解を深める。その上で、そこに内在する課題を把握し、社会の変化に対応するため
のこれからの教育行政の在り方について考察する。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は①課題型学修（Google Classroomを利
用）と③オンデマンド型学修（Google Meatを利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 教育制度・学校体系の基本原理

２回目 幼児期の教育制度

３回目 小学校の教育制度

４回目 中学校の教育制度

５回目 高等学校の制度

６回目 大学、各種学校等の制度

７回目 特別支援教育の制度

８回目 義務教育

９回目 教職員

１０回目 学校経営と組織

１１回目 学校における危機管理

１２回目 学校と保護者、地域との連携・協働

１３回目 生涯学習と社会教育

１４回目 地方教育行政

１５回目 社会の変化とこれからの教育行政

到達目標 １．幼児期の教育から小学校、中学校、高等学校、大学等の教育制度を理解している。
２．教育制度を支える教育関係法規や教育行政の理念と仕組みを理解している。
３．社会の変化とこれからの学校の役割を理解し家庭・地域との連携や協働の意義・方法を検討することがで
きる。
４．学校保健法に基づく学校安全の目的を理解し、子どもの安全・安心を確保するための課題と方法を探求す
ることができる。
５．教育制度の課題を把握し、これからの教育行政についての提言ができる。

授業時間外の学習 　教育制度と最新の教育法を照らし合わせ、教育制度の枠組みや教育関係法規を理解する。
　次回に取り扱う項目について予習する。
　教育・保育関連のニュースに関心を持つ。

評価方法 授業への参加意欲（30％）、レポート・課題の提出（70％）をもとに評価する。

テキスト 吉田武男監修、藤井穂高編著『MINERVAはじめて学ぶ教職　教育の法と制度』（ミネルヴァ書房、2018年』

参考書 『教育小六法』学陽書房などの教育法規集
汐見稔幸・奈須正裕監修、青木栄一編著『教育制度を支える教育行政』（ミネルヴァ書房、2019年）

備考 諸般の事情により授業計画を変更する場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

特別支援教育

Special Support Education

授業コード： 23106

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

人見ケヱ子　講師

授業の概要 　新学習指導要領の改訂において、急増する特別な配慮を必要とする園児児童の理解と指導のポイントが示さ
れている。そこで、
　・一人ひとりのニーズに応じた保育と教育の理解と具体的な援助の方法等
　・教師の特別な教育的支援の理解のあり方や教師間の連携・協働の仕方
　・教育の個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成の仕方
　・関係機関との連携等
について理解し特別支援教育を包括的に学ぶ。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題学修（「Google　Classroom」を利
用）を行う

授業計画 １回目 特別支援教育とは：（歴史と制度の概要及び現状）　インクルーシブ教育システムを含めた特別
支援教育のあり方

２回目 特別支援教育の概要・教育課程及び合理的配慮と支援

３回目 幼・小学校における特別支援教育（特別支援学級、通級指導教室、交流学習）

４回目 特別な教育的支援を必要とする子どもの理解と支援　　　知的障害

５回目 特別な教育的支援を必要とする子どもの理解と支援　　　自閉症スペクトラム障害

６回目 特別な教育的支援を必要とする子どもの理解と支援　　　注意欠陥多動性障害

７回目 特別な教育的支援を必要とする子どもの理解と支援　　　学習障害　言語障害

８回目 特別な教育的支援を必要とする子どもの理解と支援　　　視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病
弱

９回目 特別な教育的支援を必要とする子どもの理解と支援　　　その他の特別な教育的支援を必要とす
る子の理解と支援

１０回目 個々の発達を促す生活・子ども同士の関りと育ち等の環境と教師間の協働

１１回目 発達支援と巡回相談・就学相談及び就学支援

１２回目 自立活動の支援の実際

１３回目 家族及び関係機関との連携　　保護者　兄弟姉妹　地域の専門機関

１４回目 個別の教育支援計画・個別指導計画の必要性と作成法

１５回目 これからの特別支援教育における主体的な学びの実践　　学修のまとめと振り返り

到達目標 ①　一人ひとりのニーズに応じた教育を理解し具体的な支援方法が分かる。
②　教師間の連携・協働のあり方について思考し、教師としての自己のあり方を考えることができる。
③　授業内容に積極的に向かい協働意識・参加意識を身につける。
　（グループディスカッションやグループワーク活動を通して積極的に他者の意見を尊重・受容し協働意識や
参加意識を　身につける）

授業時間外の学習 教育実習の機会やボランティア活動を通して、障がい児の実態や状況を理解し支援のあり方等を自主的に考え
積極的に関わる。

評価方法 授業への参加意欲・態度：30％、レポートの提出物（毎回のレポート提出）：70％に基づき総合的に評価す
る。
遠隔授業になっても評価方法については同じである。

テキスト 適宜資料を配付する。

参考書 授業時に適宜紹介する。

備考 諸般の事情により、授業計画を変更する場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育課程論

Theory of Curriculum

授業コード： 21205

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

倉持　博　教授

授業の概要 　教育課程は、園及び学校の教育活動の基本計画であり、各園や学校には、創意工夫を生かした特色ある教育
課程を編成し、実施することが期待されている。本講義では、幼稚園教育要領・学習指導要領と創意ある教育
課程の事例を基に、教育課程の意義や編成の方針などについて具体的に理解を深め、教育課程を編成する力量
を培う。
　授業では、講義とともに、グループワーク等も行い、主体的・協働的に取り組む力の育成もねらいとする。
　なお、本講義は対面授業で行うが、諸般の事情で遠隔授業になった場合は、Google Classroomを活用した課
題学修となる。

授業計画 １回目 　社会の変化と「生きる力」「資質・能力」

２回目 　教育課程の意義・教育課程行政

３回目 　教育課程に関する法令等（教育法規）

４回目 　教育課程の基準である学習指導要領とその変遷

５回目 　教育課程の構造と教育課程編成の原則

６回目 　カリキュラムマネジメントの充実

７回目 　教育課程編成における共通的事項

８回目 　主体的・対話的で深い学びの実現と言語活動の充実

９回目 　学習指導と学級経営

１０回目 　学習評価の充実

１１回目 　子どもの発達の支援（生徒指導の充実）

１２回目 　子どもの発達の支援（キャリア教育と進路指導の充実）

１３回目 　特別な配慮を必要とする子どもへの指導の充実

１４回目 　園・学校における教育課程編制の実際（学校評価　年間指導計画）

１５回目 　教育課程論　まとめ（幼稚園教要領・学習指導要領の「前文」　第1章「総則」の確認）

到達目標 　教育課程の定義、分類及び編成の方法などに関する知識を理解できる。
　学習指導要領の改訂・経緯から、歴史的な変遷と学力観の変遷を理解できる。
　主体的・対話的で深い学びにおける授業改善やカリキュラム・マネジメントの必要性について具体的に理解
できる。
　学習指導要領総則や各学校で編制される教育課程の実際について理解できる。

授業時間外の学習 　当日の講義で使用（配布）したレジュメを基に、講義内容について改めて振り返り、分かったこと、さらに
調べたいこと、次時に質問をしたいことなどについて整理しましょう。

評価方法 　授業への参加意欲・態度30％、筆記試験50％、提出課題20％

テキスト 　使用しない。
　講義時にレジュメを配布します。（講義時に書き込み等をしながら、自分のノートにして下さい）
　遠隔授業になった場合は、Google classroom で資料を提示します。

参考書 　「幼稚園教育要領解説」文部科学省　平成30年　フレーベル館
　「小学校学習指導要領解説総則編」文部科学省　平成29年　東洋館出版社
　その他、講義の中で適宜紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　国語（書写を含む)

Teaching Methods of Japanese Language

授業コード： 26204

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

白坂洋一　講師

授業の概要 小学校における国語科授業の目的、目標、国語の学習指導内容、教材、学習指導計画、学習指導の展開と方
法、評価等について考察する。
学習指導要領から、国語科のねらいとその指導内容をとらえ、具体的な学習材によって、教材研究の方法や解
釈、指導法を考察し指導者としての実践力を高めていく。また、実際に指導案を作成して模擬授業を行うこと
によって、指導者としての資質を体験を通して総合的に高める。
本授業は、基本的には対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修
（Googleclassroomを使用し、課題を連絡する）と③オンデマンド型学修（事前に録画したものを
Googleclassroomにアップしたものを視聴する）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション
学生の小学校で国語の学んだ経験を想起した上で、国語の学習の大切さについて考えたりする。

２回目 教育課程と学習指導要領
平成２９年に告示された新学習指導要領を中心に、国語科の教科の目標や構成について学ぶ。

３回目 話すこと・聞くことの学習
スピーチや学級討論会などの話し合い活動等を通して、指導のあり方を体験的・実践的に学ぶ。

４回目 書くことの学習
子どもの書く力をつけるための基本的な学習内容や、家庭学習のさせ方などについて学ぶ。

５回目 読むことの学習（説明的文章）低学年
説明的文章の教材研究の方法について学び、その教材研究をもとに模擬授業をしながら、低学年
の授業のあり方を身につける。

６回目 読むことの学習（説明的文章）高学年
説明的文章の教材研究の方法について学び、その教材研究をもとに模擬授業をしながら、高学年
の授業のあり方を身につける。

７回目 読むことの学習（文学的文章）低学年
文学的文章の教材研究の方法について学び、その教材研究をもとに模擬授業をしながら、低学年
の授業のあり方を身につける。

８回目 読むことの学習（文学的文章）高学年
文学的文章の教材研究の方法について学び、その教材研究をもとに模擬授業をしながら、高学年
の授業のあり方を身につける。

９回目 伝統的な言語文化と国語科の特質に関する事項の内容（主に古典）
学習指導要領にある伝統的言語文化の事項について、教科書にある材料をもとに、その授業化に
ついて体験的に学ぶ。

１０回目 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項の内容（主に言語事項）
学習指導要領にある伝統的言語文化の特に言語事項の内容について、教科書にある材料をもと
に、その授業化について体験的に学ぶ。

１１回目  書写の指導内容と情報機器及び教材の活用
書写の授業の進め方を、具体的な活動を通して学ぶ。

１２回目 学習指導案の作成
学習指導案の仕組み、項目について具体的に学び、学習材をきめてグループで相談しながら指導
案を作成してみる。

１３回目 学習指導案の作成と模擬授業
前回の授業で作成した指導案をもとに、各グループで模擬授業を行い、お互いに評価し合う。

１４回目 国語科における評価法
国語科の授業を通して、子どもをどのように評価すべきか、その観点や方法などについて学ぶ。

１５回目 まとめ
今までの授業や、学生が行った模擬授業をもとに、内容をまとめる。また、テストを実施し、そ
の定着を図る。

到達目標 学習指導要領における国語科の役割や目標を知り、その達成のための具体的な指導内容や指導方法について理
解を深める。

授業時間外の学習 配付した資料をよく読んでおく。

評価方法 授業への参加意欲・態度、提出物（60％）、授業内試験・レポート（40％）で評価する。

テキスト 『小学校学習指導要領解説国語』文部科学省

参考書 授業の中で紹介する。

備考 書写の指導法では、習字道具を使用する。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　社会

Teaching Methods of Social Studies

授業コード： 22207

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

都留　覚　准教授

授業の概要 ①初等社会科の教科理念を把握し、社会科の性格や目標・内容・授業構成の在り方、学習計画の立案と評価の
方法等、社会科の授業づくりに関する基本を理解できるようにする。
②子どもの「学ぶ力」を育てる指導法について理解し、授業づくりに生かすことができるようにする。
③「中央教育審議会答申」の趣旨を理解し、「新学習指導要領」における社会学習指導のポイントと指導法を
具体的に理解できるようにする。

授業計画 １回目 自立した学習者を育てる社会科の学習法
・社会事象の見方・考え方・社会事象と事実・社会事象と歴史的事象の分析・事象分析と再構造
化・あらゆる社会的事象を読み取る方法・新聞から事象を読み取る方法・社会科の学習法・問題
解決学習・社会科学習の目的・考える社会科・「自立した学習者を育てる意味」についてディス
カッションし、実践事例についての感想をまとめる

２回目 地域の消費活動についての実践事例
・自動販売機と土地利用の学習・コンビニエンスストアと販売の工夫の学習・スーパーマーケッ
トと人々の生活の学習・「教材・学習活動・学習目標の関係」についてディスカッションし、実
践事例についての感想をまとめる

３回目 地域の歴史と継承・保存の実践事例
・昔の生活と人々の生活の学習・祭りと人々の願いの学習・継承と保存に関する学習・昔の人々
の開発に関する学習・「中学年における歴史的学習の展開の方法」についてディスカッション
し、実践事例についての考えをまとめる

４回目 安心・安全な暮らしについての実践事例
・健康な生活を守る上水道・中水道・下水道の学習・安全・安心な生活を守る警察の仕事の学
習・安全・安心な生活を守る消防の仕事の学習・「健康な生活や安心・安全な生活を守る仕事の
学習を展開する方法」についてディスカッションし、実践事例についての考えをまとめる

５回目 様々な土地で暮らす人々と日本の国土についての実践事例
・沖縄と北海道で暮らす人々の学習・高地と低地で暮らす人々の学習・山手線と東京のまちづく
りの学習・中央線と東京都の地形の学習・「様々な土地の暮らしを調べる学習方法」について
ディスカッションし、実践事例についての考えをまとめる

６回目 日本の食料生産と工業生産についての実践事例
・魚沼産コシヒカリの謎の学習・トヨタの「改善」と自動車の未来の学習・日本の工業の盛んな
地域の学習・日本の工業生産の特徴の学習・輸入・輸出と日本の貿易の学習・日本の宝は中小工
場の技術の学習・「日本の食料生産と工業生産の資料を読み取る力を育てる学習方法」について
ディスカッションし、実践事例についての考えをまとめる

７回目 自然災害と環境問題についての実践事例
・東日本大震災と防災の学習・水俣病と四大公害裁判の学習・北九州市の公害と市民の活躍の学
習・桜前線と国土の特徴の学習・様々な環境問題と自然保護の学習・「自然災害と環境問題につ
いての考えをまとめる学習方法」についてディスカッションし、実践事例についての考えをまと
める

８回目 情報と流通についての実践事例
・コンビニエンスストアとポスシステムの学習・セブンイレブンと流通革命の学習・クロネコヤ
マトと情報物流の学習・情報を生かす医療や産業の学習・ニュースを作る人・見る人の学習・災
害時の情報リテラシーの学習・「情報についての学習をまとめる板書の技術」についてディス
カッションし、実践事例についての考えをまとめる

９回目 日本の歴史についての実践事例①
・縄文、弥生時代から江戸時代までの学習・縄文土器と弥生土器の学習・大山古墳と大和政権の
学習・聖徳太子と大工さんの学習・奈良の大仏と聖武天皇の学習　等・「歴史的遺物や建造物な
どの資料から歴史的事実を読み取る力を養う技術」についてディスカッションし、実践事例につ
いての考えをまとめる

１０回目 日本の歴史についての実践事例②
・近世から現代まで・幕藩体制と江戸幕府の学習・黒船来航と討幕運動の学習・日清・日露戦争
と日本の近代化の学習・１５年戦争と日本の民主化の学習・戦後の復興とオリンピックの学習・
国際連合と国際的な舞台への復帰の学習　等・「歴史的資料を活用して思考力を育てる技術」に
ついてディスカッションし、実践事例についての考えをまとめる

１１回目 公民の学習についての実践事例
・憲法改正と憲法「第９条」の学習・日本の政治と制度の学習・国際紛争と日本の立場の学習・
「公民学習を進めるポイントと政治的中立性」についてディスカッションし、実践事例について
の考えをまとめる

１２回目 指導案の書き方
・指導案の形式・内容と書き方について知る・教材研究と教材開発について知る・ワークグルー
プに別れて、指導案の学習場面を決定し、教材研究の計画を立てる・「学習場面、教材研究の計
画」についてディスカッションし、学習計画まとめる

１３回目 指導計画と評価
・年間指導計画・学年計画・単元計画・本時の計画の立て方を知る・評価規準と評価の方法の作
り方を知る・ワークグループに別れて「年間指導計画・学年計画・単元計画・本時の計画・評価
規準と評価の方法」を考え、小レポートにまとめる

１４回目 本時の計画と実践
・学習活動と本時の展開の作り方を知る・板書と発言、学習活動と活動の留意点の作り方を知
る・教師の関わりと子どもの見取りのポイントを知る　等・ワークグループに別れて「本時の計
画」についてディスカッションし、指導案を作成する- 49 -



る・教師の関わりと子どもの見取りのポイントを知る　等・ワークグループに別れて「本時の計
画」についてディスカッションし、指導案を作成する

１５回目 模擬授業と実践の振り返り
・ワークグループ毎に模擬授業を展開する（プレゼンテーションによって発表しても良い）・模
擬授業について全体で振り返りの話し合いをする・授業の記録の取り方・授業研究の方法と改善
の方法・「授業実践で大切にしたいこと」についてディスカッションし、自分なりの考えをレ
ポートにまとめる

到達目標 ①初等社会科の教科理念について理解し、説明できる。
②社会科の性格・目標・方法・内容構成について理解し、説明できる。
③授業構成の方法、学習計画の立案、評価の方法を理解し、説明できる。
④学習指導案の書き方を理解し、指導案を立案できる。
⑤子どもの「学ぶ力」を育てる指導法について理解し、授業づくりに生かすことができる。
⑥「中央教育審議会答申」の趣旨を理解し、「新学習指導要領」における社会学習指導のポイントと指導法を
具体的に理解できる。

授業時間外の学習 ①授業中に適時ノートを取り、ノートそのものが参考資料となるようにまとめておくこと。
②授業中に配布した資料はファイルし、整理しておくこと。
③「小学校　新学習指導要領解説　社会科編」を参照し、指導内容を確認しておくこと。
④授業内で指定された参考文献や授業中に配布されたプリントなどは必ず読み、授業に生かす努力をするこ
と。
⑤グループワーク（指導案作成、教材づくり、模擬授業、プレゼンテーション）等を行うので、自分なりのア
イデア（思いつきでも良い）を持って授業に臨むこと。
⑥公共の図書館などを利用し、授業に関連した書籍や情報を進んで調べること。
⑦日頃から可能な限り、児童と関わる体験を積み重ねる努力をしていくこと。

評価方法 ①毎回の授業の理解度についての小レポート（２０％）
②ディスカッション、学習指導案、模擬授業、プレゼンテーション（２０％）
③期末レポート（２０％）
④学期末の筆記試験（４０％）
に基づき評価する。

テキスト 文部科学省　「小学校　新学習指導要領解説　社会科編」東洋館出版　２０１７年　￥１２１

参考書 ①筑波大学附属小学校　社会科教育研究部著　「筑波発　社会を考えて創る子どもを育てる社会科授業」　東
洋館出版　２０１５年　￥１，９００
②都留　覚著　「小学校社会科　授業づくりと基礎スキル　６年編」　東洋館出版　２００９年　￥２，２０
０
③都留　覚編・著　「活用力の基礎を育む儒教ベーシック　必備！社会科の定番授業　小学校３年」　学事出
版　２０１０年　￥１，８９０
④都留　覚著　「使える社会科ベーシック③　調べ学習　五感を使って『まち』を見直すシティサファリ」
学事出版　２００４年　￥１，４７０

備考 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、遠隔授業を行う場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　算数

Teaching Methods of Arithmetic

授業コード： 26303

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

橋本美智明　講師

授業の概要 ①授業構想をもとに指導案を作成します。
②指導案により模擬授業を行います。
③模擬授業後に、参加者と研究協議を行い指導案を改善します。
④修正模擬授業と研究協議を行い、指導案を完成させます。
以上を通して、
授業における教師の役割や基本的な指導技術を身に付けるとともに、児童の学習過程と学習の成立について学
びます。

遠隔授業を実施する場合には、①課題型学修により実施します。

授業計画 １回目 「学習指導案」の意義、内容、作成方法を理解する。

２回目 授業学年、単元等、授業の構想を立てる。

３回目 指導案の作成①　単元観、教材観を作成する。

４回目 指導案の作成②　児童観、指導観を作成する。

５回目 指導案の作成③　目標、評価規準、単元計画を作成する。

６回目 指導案の作成④　本時の展開案等を作成する。

７回目 模擬授業①（低学年）　授業実践と参観、研究協議を行う。

８回目 模擬授業②（中学年）　授業実践と参観、研究協議を行う。

９回目 模模擬授業③（高学年）　授業実践と参観、研究協議を行う。

１０回目 指導案の修正　模擬授業をもとに指導案の修正を図る。

１１回目 修正模擬授業の準備　修正指導案をもとに授業の準備を行う。

１２回目 修正模擬授業①（低学年）　授業実践と参観、研究協議を行う。

１３回目 修正模擬授業②（中学年）　授業実践と参観、研究協議を行う。

１４回目 修正模擬授業③（低学年）　授業実践と参観、研究協議を行う。

１５回目 指導案の完成　模擬授業をもとに指導案を完成させる。

到達目標 学習指導案を作成し、模擬授業を実施することができる。

授業時間外の学習 学習指導案の作成と教材研究

評価方法 授業への参加意欲・態度（40％）、模擬授業用指導案（30％）、模擬授業（30％）

テキスト 文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年度告示）解説　算数編』（日本文教出版、2018年）

参考書 授業の中で紹介します。

備考 持ち物：授業づくりに必要な算数教科書、パソコン等（あれば指導案づくりに便利です。）
　　　　必要に応じて
　　　　　作図道具（三角定規、分度器、コンパス等）
　　　　　工作道具（はさみ、カッター、テープ、のり等）

- 51 -



講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　理科

Teaching Methods of Science

授業コード： 22104

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

森田和良　講師

授業の概要 子どもが主体的に自然の事物や現象に関心を持ち、探究する力を育てるために、小学校理科教育の目標及び内
容についての十分な理解を図るとともに、物質・エネルギーにかかわるＡ区分及び生命・地球にかかわるＢ区
分のそれぞれの実験法や用具、観察法や観察手続きなどを含め、理科教育の指導法、教育法とその授業構想や
指導案の作成を学修する。具体的に学習指導案を作成し、グループごとに模擬授業を行い見合うことによって
理科の授業に対する理解を深めていく。
　本授業は，対面授業を中心に実施するが，遠隔授業になった場合は，課題型学修（「Google Classroom」を
利用）とオンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション・飼育栽培活動のある授業のポイントについて学ぶ
理科の授業に関するアンケート調査や小学校合力状況調査などについて学ぶ

２回目 「ものづくり」のある授業のポイントについて学ぶ
３年「電気」：電気ロボットの製作を通して，「ものづくり」の授業のポイントを学ぶ

３回目 ４年生A区分（物質・エネルギー）の授業例から内容特性を学ぶ
４年「ものの温まり方」「ものの体積と温度」：本単元で扱う実験を通して，授業のポイントを
学ぶ

４回目  ４年生B区分（生命・地球）の授業例から内容特性を学ぶ
４年「月と星」：月や星の学習のポイントを学ぶ

５回目 ５年生A区分の授業例から内容特性を学ぶ
５年「ふりこの規則性」：本単元で扱う実験を通して，授業のポイントを学ぶ

６回目 ５年生B区分の授業例から内容特性を学ぶ
５年「植物の成長・結実」：本単元で扱う観察等を通して，授業のポイントを学ぶ

７回目 ３年生A区分の授業例から内容特性を学ぶ
３年「風のはたらき」：本単元で扱う実験を通して。授業のポイントを学ぶ

８回目 ３年生B区分の授業例から内容特性を学ぶ
３年「昆虫」：本単元で扱う虫について調べ，授業のポイントを学ぶ

９回目 ６年生A区分の授業例から内容特性を学ぶ
６年「燃焼」：本単元で扱う実験を通して，授業のポイントを学ぶ

１０回目 ６年生B区分の授業例から内容特性を学ぶ
６年「水の通り道」：本単元で扱う観察等を通して，授業のポイントを学ぶ

１１回目 模擬授業の指導案作り（１）教材研究をする
教科書を活用した教材研究の仕方を学ぶ

１２回目 模擬授業の指導案作り（２）本時の展開を構想する
模擬授業の展開案を作成する

１３回目 学生による模擬授業と協議（１）
学生による模擬授業を行い，その内容について研究協議をする

１４回目 学生による模擬授業と協議（２）
学生による模擬授業を行い，その内容について研究協議をする

１５回目 情報機器及び教材の活用
情報機器を活用した実践例をもとに，その効果と留意点について協議する

到達目標 本講を受けることで、理科の授業に関わる教材研究のあり方、学習指導案の書き方、授業の展開の仕方を理解
することができる。また、実際に模擬授業を通すことで実感的に授業感覚と児童の理解やつまずきについて学
ぶことができる。
・学習指導要領の趣旨に基づいて思考し，授業改善への内容と方法等について説明することができる。
・模擬授業にかかわる授業づくりの活動において，よりよい授業にするために仲間と協働し､意欲的に参加する
という共同意識、参加意識を身につける。

授業時間外の学習 事前に本時に関わる箇所の学習指導要領解説（理科），テキスト「秘伝　森田和良の理科教材研究ノート」に
目を通しておく。授業後は配付資料や当日の講義内容をもとに振り返りポイントをまとめておく。

評価方法 毎時間の振り返りの記録（３０％），授業への参加意欲（３０％），期末レポート（４０％）などに基づき評
価する。
遠隔授業に変更した場合には、提出する講義レポートのうち、「活動の記録」（３０％）と「振り返りコメン
ト」（３０％）を評価対象とし、期末レポート（４０％）には変更はない。

テキスト ・森田和良著『秘伝　森田和良の理科教材研究ノート』（学事出版）
・講義ごとに必要なプリントを配布する

参考書 『理科教科書』第３学年～第６学年（学校図書他）

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　生活

Teaching Methods of Life Environment Studies

授業コード： 24310

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

後藤正人　教授

授業の概要 　生活科の改訂のたびに具体的な活動や体験の一層の重視が強調されてきている。現代は、生活が便利になり
すぎた結果、人・社会・自然とのかかわりが希薄になり、四季と生活の工夫が見えにくくなってきている。だ
からこそ、子どもが人・社会・自然と直接的にかかわることが大切になる。かかわりを大切にしている生活科
の実践から得られる資質・能力は、人間形成に深く影響を及ぼしていることを学習していく。さらに、充実し
た学級経営が生活科の授業向上に強くつながることも学習していく。

　本講義科目は、対面授業を中心に実施するが、遠隔になった場合は、①課題型学修（「Google　Classroom」
を利用）と②同時・双方向型学修（「Google　Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 生活科のイメージをつかむ（オリエンテーション）

２回目 生活科の授業の要点

３回目 教科書を活かした授業の進め方

４回目 単元「学校大好き」の指導法を考え、模擬授業を行う

５回目 単元「学内探検」から見えてくるもの

６回目 学内探検を踏まえた表現活動

７回目 単元「季節と遊ぶ」の指導法を探り、模擬授業を行う

８回目 表現活動への挑戦とその意義（ゲスト講師：臨床美術士）

９回目 表現活動の指導と評価

１０回目 表現と伝達の教育的意義

１１回目 「思索の森」でザリガニ釣りに挑戦

１２回目 生活科の授業を活性化する学級通信の役割

１３回目 学級経営と生活科

１４回目 情報機器及び教材の効果的な活用法

１５回目 学習の振り返りと、未来志向の生活を展望

到達目標 人とのかかわりが希薄になり、四季と生活の工夫が見えにくくなってきている現実を踏まえ、子どもが人・社
会・自然と直接的にかかわることが大切であることを学習すると共に、人間形成に深く影響を及ぼしている生
活科の本質を理解することができる。

授業時間外の学習 教育実習では、積極的に生活科の授業を参観したり、率先して研究授業を行ったりする。

評価方法 遠隔授業を併用するため、「レポート」（60％）および「授業への参加意欲」（40％）を評価基準とする。な
お、遠隔授業に変更した場合も概ね評価方法に変更はない。

テキスト 『小学校学習指導要領解説生活編』日本文教出版
『教育の泉６』（後藤正人・文溪堂）

参考書

備考 その都度、講義資料を配布。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　図画工作

Teaching Methods of Art and Handicraft

授業コード： 14311

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

名取初穂　准教授

授業の概要 小学校における図画工作科教育の教科理念を把握し、目的・目標及び内容、学習計画の立案と評価の方法等、
基礎的な事項について理解する。
また、図画工作科の学習指導案を作成できるようする。
「A表現」「B鑑賞」それぞれの区分の授業構造を知る。

◆新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、遠隔授業【オンデマンド（配信型）】を併用して学修す
る。

クラスコード ＜ j747biu ＞

授業計画 １回目 図画工作科教育の意義と目標・歴史

２回目 図画工作科における主体的・対話的で深い学び

３回目 図画工作の造形的な見方・考え方、育みたい資質・能力

４回目 図画工作科の学習指導要領の構造・指導計画

５回目 図画工作科学習指導案の作成・評価

６回目 授業研究　造形遊びをする活動（１）子どもの姿・指導の留意点

７回目 授業研究　造形遊びをする活動（２）模擬授業

８回目 授業研究　絵に表す活動（１）子どもの姿・指導の留意点

９回目 授業研究　絵に表す活動（２）模擬授業

１０回目 授業研究　立体に表す活動（１）子どもの姿・指導の留意点

１１回目 授業研究　立体に表す活動（２）模擬授業

１２回目 授業研究　工作に表す活動（１）子どもの姿・指導の留意点

１３回目 授業研究　工作に表す活動（２）模擬授業

１４回目 授業研究　鑑賞・ICTの活用

１５回目 まとめ　学習指導案の提出

到達目標 １．図画工作科教育の基礎知識を身に付けている。
２．図画工作科の目的を理解し、実践的に考えることができる。
３．図画工作科の指導計画を学び、学習指導案を書くことができる。

授業時間外の学習 １．テキストや資料等の予習
　　授業で使用するテキストや学習指導要領等の資料をよく読み込む。
２．日常的な素材の収集
　　与えられた課題等の教材準備を意識し、日常的に身の回りの廃材等を収集する。
３．自主的な省察
　　与えられた実習課題等の振り返りを行い、理解を深める。

評価方法 関心・意欲・態度（４０％）、授業内容に関するワークシート等（３０％）、課題と振り返り（３０％）

テキスト １．小学校図画工作科教科書
『ずがこうさく１・２上』『ずがこうさく１・２下』『図画工作３・４上』『図画工作３・４下』『図画工作
５・６上』、『図画工作５・６下』/ 日本文教出版 / 2020年
２.『小学校学習指導要領（平成29年告知）解説 図画工作編』/ 文部科学省 / 2018年

参考書 １．新野貴則・福岡知子 編著 /『明日の小学校教諭を目指して　子どもの資質・能力を育む　図画工作科教育
法』/ 萌文書林 / 2019年
２. 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年
版 - 54 -



２. 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年
版

備考 テキストと道具箱「七つ道具」を授業時に持参すること。
※ ただし初回については特に何も用意しなくて良い。
※「七つ道具」の詳細については、授業の中で説明する。
　「七つ道具」の内容例：はざみ、のり、セロハンテープ、木工用ボンド、定規、カッター・カッター版、ホ
チキス、クレヨン、色鉛筆、マーカーなど
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　音楽

Teaching Methods of Music

授業コード： 24107

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

早川冨美子　教授

授業の概要 小学校における音楽授業の目的、目標、指導内容、教材、指導計画、指導の展開と方法、評価等について、講
義、模擬授業、演習などを通して、小学校音楽科の授業のあり方について総合的に展開していく。
音楽的な力量を高め、実習や教育現場で活かしていくために、歌唱共通教材の歌唱、伴奏、指揮、さらに音楽
づくりのグループ発表、小太鼓の基礎練習等、体験を取り入れながら進めていく。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と②同時・双方向型学修（Google　classroom」と利用）③オンデマンド型学修
（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、音楽科の目標、歌唱共通教材、小太鼓のスティックの確認、常時活動の分担

２回目 教育課程、学習指導要領、指揮、小太鼓の基礎（スティックの持ち方と練習方法），音楽づくり
（身体）

３回目 音楽科の指導内容、〔共通事項〕、歌唱共通教材、小太鼓の基礎（四分音符、八分音符）、音楽
づくり（ことば）

４回目 指導計画、学習指導案、評価、小太鼓の基礎（三連符、十六分音符）、音楽づくり（身の回りの
もの）

５回目 歌唱指導法、小太鼓の基礎（ロール）、音楽づくり（鍵盤楽器）

６回目 器楽指導法、器楽合奏、小太鼓の基礎（二重奏、三重奏）、

７回目 鑑賞の指導法、小太鼓の応用（アンサンブル）

８回目 音楽づくりの指導法、グループ発表

９回目 他教科との連携による音楽活動１（実践の紹介）

１０回目 他教科との連携による音楽活動２（考古学）

１１回目 日本の音楽１（楽器）

１２回目 日本の音楽２（わらべうた、民謡）

１３回目 模擬授業１（１年生～３年生）

１４回目 模擬授業２（４年生～６年生）

１５回目 まとめ、小学校での実践、表現活動発表にむけて

到達目標 １．知識・技能→小学校における音楽授業の指導の展開と方法や技術を身につけることができる。
２．思考力・判断力・表現力→学年や児童の実態に応じた指導法を思考し、自分でも演奏するなど表現する力
を身につけることができる。
３．学びに向かう力→音楽づくりや合奏、アンサンブルの活動など、仲間と協働して活動ができる。教育実習
や教育現場で活用できる実践的な力を身につけることができる。

授業時間外の学習 歌唱共通教材の伴奏や弾き歌いは、全曲できるようにする。
小太鼓の練習はリズムを理解して演奏できるように、継続的に練習をしておく。
小学校の教科書に掲載されている鑑賞教材は聴いておく。
日頃から多様な音楽にふれ、音楽に親しむことが大切である。

評価方法 平常点100％
＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 新実徳英他『音楽のおくりもの１～６』(教育出版，2020)
文部科学省『小学校学習指導要領解説音楽編ー平成29年7月』（東洋館出版社，2018）
初等科音楽研究会編『小学校教員養成課程用 最新 初等科音楽教育法 2017年告示「小学校学習指導要領」準
拠』（音楽之友社，2020年）
坪能由紀子、他共著『みんなピアノだい好き！』（全音楽譜出版社・2019）＊2年次も継続使用

- 56 -



参考書 授業の中で紹介する。

備考 授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。
鍵盤ハーモニカ、リコーダー、小太鼓のスティックは、各自準備してください。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　体育

Teaching Methods of Physical Education

授業コード： 25203

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

戸村貴史　講師

授業の概要 体育科教育学の基礎やよい体育の授業実践をするために必要な知識について講義を通して学び、自らも教材づ
くりに必要な資料の収集を行う。またグループでの議論を通してよい体育の授業実践について理解を深める。
本講義では、児童たちの運動機能の発達段階に応じた指導方法や教材の提供方法などを学ぶとともに、実際に
指導案を作成し発表する機会を持つ。発表の機会を通して、子どものつまずきやそれに対応した適切な指導法
に関する知識や技能を身に付けるとともに、自身の知識を批判的に省察し、授業改善を図る能力を身に付け
る。

本授業は対面授業を中心的に実施するが、遠隔授業になった場合は①課題型学修（「Google Classroom」を利
用)、②同時・双方向型学習（「Google Meet 利用」）、③オンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）と
を組み合わせて実施します。

授業計画 １回目 体育教育で学ぶこと

２回目 よい体育授業をつくるための条件

３回目 現代の子どもの体力・運動能力の現状及び測定方法

４回目 体育の教科としての目標と内容及びカリキュラムの構成、他教科との連携の提案

５回目 保健体育科の学習指導要領の変遷

６回目 学習指導要領の記述に対応した単元計画、本時案の構成と模擬授業の進め方

７回目 体つくり運動・器械運動系・陸上競技（運動）系の教材研究及び指導案の作成

８回目 体つくり運動・器械運動系・陸上競技（運動）系の模擬授業の実践と集団討議

９回目 球技（ゴール型・ネット型・ベースボール型）の教材研究及び指導案の作成

１０回目 球技（ゴール型・ネット型・ベースボール型）の模擬授業の実践と集団討議

１１回目 武道・ダンスの教材研究及び指導案の作成

１２回目 武道・ダンスの模擬授業の実践と集団討議

１３回目 模擬授業の意義と省察方法について

１４回目 学習の評価方法

１５回目 運動の楽しさを伝える技術とは何か

到達目標 ・運動種目に応じて体育科の授業内容を計画することができる。
・子どもたちの動きの様子を観察し、子どもたちそれぞれに対応した指導方法を考えることができる。
・模擬授業において教師役と児童役をそれぞれ経験し、自分の意見を述べたり、友人からの助言を
　聞いたりすることにより、今後教員となった際に、有益となる話し合いをすることができる。
・他教科との連携を通して、さまざまな分野の知見を活かし、協働的な学びを深めることができる。

授業時間外の学習 　担当する個別領域にみられる子どものつまずきとそれに対応した指導法に関する情報を収集する。
学習指導要領の記述並びに収集した情報を基に、子どもたちに指導する際に、身に付けさせたいことや気を付
けなければならないことを踏まえ、指導案を作成するとともに、毎時間受講した授業を振り返り、小レポート
を提出すること。提出された小レポートは、成績評価の対象となる。

評価方法 対面授業の場合以下の項目で評価します。授業への参加意欲・態度（２０％）、教材案・マイクロティーチン
グ（５０％）、レポート（３０％）
全面遠隔授業の場合以下の項目で評価します。「課題提出」（５０％）及び「指導案の発表」（５０％）

テキスト 『小学校学習指導要領解説体育編』文部科学省http://www.
fuku-c.ed.jp/center/contents/kaisetsu/taiiku.pdf

参考書 『新版体育科教育学入門』高橋健夫ほか大修館書店
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備考 実技の授業時は、運動着・運動靴（中履き）を着用する。
適切な服装が守られていないと判断された場合は、その時間の受講を許可しない。
また、必ず1人1回、模擬授業を行い、児童役と教師役をそれぞれ経験する。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　家庭

Teaching Methods of Home Economics

授業コード： 24208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　小学校家庭科の教科発足の歴史及び小学校学習指導要領に基づき、家庭科の目標・内容・指導方法、指導計
画の作成などについての理解を深めるとともに、模擬授業等を通して学習者にとって意義ある指導計画とは何
かを考え、教科指導に必要な実践力の基礎を養う。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、小学校家庭科の歴史と教育的意義

２回目 小学校学習指導要領における家庭科の教育目標、内容、指導上の注意

３回目 家庭科の教育方法①　調理実習（実習室の管理、食材の準備、食物アレルギー、示範、指導の注
意、評価）

４回目 家庭科の教育方法②　被服実習（器具の準備・点検、示範、指導上の注意、評価）

５回目 家庭科の教育方法③　問題解決学習（ホームプロジェクト、他教科と連携した調べ学習など）

６回目 家庭科の教育方法④　保護者や校内・地域の環境・人材との連携

７回目 家庭科の教育方法⑤　ICTの活用

８回目 年間指導計画（第5学年・第6学年）と小学校家庭科の評価

９回目 小学校家庭科学習指導案の作成方法

１０回目 模擬授業①　家庭生活

１１回目 模擬授業②　衣生活

１２回目 模擬授業③　食生活

１３回目 模擬授業④　住生活

１４回目 模擬授業⑤　消費生活と環境

１５回目 小学校における家庭科教育の現状と課題

到達目標 　小学校家庭科の教育目標、内容、指導方法、評価について理解を深め、教科指導に必要な基礎知識・基礎技
能を養うことができる。また、子どもたちにとって意義のある指導計画、教材を作成し、安全に配慮した指導
をすることができる。

授業時間外の学習 　食物アレルギーを持つ児童の増加や子育て家庭の貧困率の上昇等、子どもたちの家庭状況は、社会の影響を
受け刻々と変化する。衣食住の生活環境も時代とともに大きく変化しており、小学校家庭科の指導や学習指導
案の作成にあたっては、教材研究が何より重要となる。日常的に教師として相応しい生活に関する知識・技能
を高める時間を設けると共に、実際に子どもと家族の様子を観察する機会をつくり、小学生の生活の様子に関
心を持てるようにすること。

評価方法 　平常点（30％）、模擬授業（30％）、授業への参加意欲（40％）の結果をもとに評価する。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 『わたしたちの家庭科』（開隆堂）
『小学校家庭科』（東京書籍）
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　家庭編』（東洋館出版、2018）

（教科専門家庭と同じ）

参考書 文部科学省『小学校学習指導要領』（東洋館出版、2018）
流田直監修『家庭科の基本』（学研教育みらい、2020）

（教科専門家庭と同じ）
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備考

- 61 -



講義科目名称：

英文科目名称：

教科教育法　英語

Teaching Methods of English

授業コード： 40004

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

集中 １年次 ２単位 必修

担当教員

湯澤康介　講師

授業の概要 　小学校における外国語活動，そして教科外国語について小学校学習指導要領に基づき，目標や内容，指導方
法等について理解していく。また，指導案を作成して模擬授業を行うことによって，指導者としての資質や能
力を高めていく。

　本授業は，対面授業を中心に実施するが，遠隔授業になった場合は，①課題型学修（Google Classroomを利
用）と②同時・双方向型学修（Google Meetを利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション　小学校における外国語の授業のイメージ

２回目 小学校における外国語活動と外国語　学習指導要領から

３回目 第二言語習得の特徴

４回目 外国語活動と外国語における主教材

５回目 音声によるインプット　実際の授業から

６回目 やり取り　実際の授業から

７回目 文字指導と国語教育との連携

８回目 効果的な指導法（ALTとのティームティーチング，情報機器及び教材の活用）と学習

９回目 学習指導案の作成方法

１０回目 学習指導案の作成（１）教材研究

１１回目 学習指導案の作成（２）本時の展開

１２回目 学生による模擬授業と協議（１）中学年の内容

１３回目 学生による模擬授業と協議（２）中学年・高学年の内容

１４回目 学生による模擬授業と協議（３）高学年の内容

１５回目 まとめ　これまでの学習の振り返り

到達目標 小学校における外国語活動（中学年）・外国語（高学年）の学習，指導，評価に関する基本的な知識を理解し
たり，指導技術を身に付け実践したりすることができる。

授業時間外の学習

評価方法 通常授業の場合は，確認テスト（70%），授業への参加意欲（30％）
遠隔授業に変更した場合は，レポート（70%），授業への参加意欲（30％）とする。

テキスト 文部科学省『小学校学習指導要領解説 外国語活動・外国語編』 平成29年7月―平成29年告示
酒井英樹『小学校の外国語活動　基本の「き」』大修館書店、2014年

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

道徳教育の理論及び指導法

Theory and Teaching Methods of Moral Education

授業コード： 13318

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 教職必修

担当教員

島田芳行　准教授

授業の概要 　道徳の授業の概要は次の通りである。
　１．子どもの心の成長と道徳性のに発達について考察する。
　２．小学校における特別の教科道徳（道徳科）の目標と内容について考察する。
　３. 道徳教育の全体計画と道徳科の指導計画の必要性を学ぶ。
　４．道徳科指導案の作成方法を身に付ける。
　５．道徳科の模擬授業を行い、振り返りを通して授業改善の視点を身に付ける。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は①課題型学修（Google Classroomを利
用）と③オンデマンド型学修（Google Meatを利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 道徳とは何か

２回目 子どもの心の成長と道徳性の発達

３回目 道徳教育の歴史

４回目 道徳の教科化の背景と経緯

５回目 特別な教科道徳（道徳科）の目標と内容

６回目 道徳科の全体計画と年間指導計画

７回目 考え議論する道徳科の授業への転換

８回目 道徳科における主体的・対話的で深い学び

９回目 道徳科における多様な指導の展開

１０回目 道徳科における指導の配慮事項

１１回目 道徳科の評価

１２回目 模擬授業の指導案作成

１３回目 模擬授業と授業評価

１４回目 模擬授業の改善、模擬授業

１５回目 これからの道徳教育

到達目標 １．保育所・幼稚園・小学校・中学校における道徳教育の現状と課題を把握している。
２．道徳教育の歴史や道徳性の発達について学び、道徳とは何か、道徳の本質を説明できる。
３．道徳教育を巡る社会情勢と道徳が教科化された背景と経緯を理解している。
４．学習指導要領に示されている道徳教育及び特別の教科道徳の目標や内容を理解している。
５．道徳科の特質を生かした授業の在り方や評価の在り方を理解している。
５．道徳科の指導計画や指導方法を探求し、指導案を作成することができる。
６．道徳科の模擬授業を行い、授業評価、授業改善ができる。

授業時間外の学習 　常に人間として、社会人として、また教職を目指す者として、倫理観、道徳観の確立に努め、規範意識を
持って行動する。特別の教科道徳学習指導案を作成する。

評価方法 　授業への参加意欲（30％）、レポート（70％）の結果にもとづき評価する。

テキスト 『小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　特別の教科 道徳編』文部科学省・廣済堂あかつき

参考書 『小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 総則編』文部科学省・東洋館出版社、永田繁雄編著『小学校
新学習指導要領の展開　特別の教科道徳編』明治図書、月刊『初等教育資料』文部科学省教育課程課／幼稚園
課・東洋館出版社、月刊『道徳教育』明治図書

備考 諸般の事情により授業計画を変更する場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

総合的な学習の時間の指導法

Teaching Methods of General Studies

授業コード： 11306

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

島田芳行　准教授

授業の概要 総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を通して、よりよく課題を解
決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することをねらいとする。そこで、なぜ総合的な学
習の時間が生まれてきたのかその背景を知り、総合的な学習の時間の目標及び内容の取扱いについて理解す
る。またテキストや実践事例等を通して、総合的な学習の時間の指導方法や評価等について具体的に学び、学
校の実態に応じた総合的な学習の時間の進め方についての理解を深める。
  本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は①課題型学修（Google Classroomを利
用）と③オンデマンド型学修（Google Meatを利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 総合的な学習の時間の歴史

２回目 総合的な学習の時間の目標の構成及びその趣旨

３回目 各学校において定める目標及び内容の取り扱い

４回目 指導計画に各学校が定める目標・内容

５回目 探究課題の解決を通して育成する資質・能力

６回目 全体計画の作成

７回目 年間指導計画の作成及び実施上の配慮事項

８回目 単元づくりと学習指導案の作成

９回目 探究過程における主体的・対話的で深い学び

１０回目 主体的・対話的な深い学びの実践事例

１１回目 探究的な学習の指導のポイントと単元作成（グループワーク）

１２回目 グループ発表と振り返り

１３回目 総合的な学習時間の評価

１４回目 総合的な学習の時間を充実させるための体制づくり

１５回目 総合的な学習の時間の課題と今後の方向性

到達目標 ・総合的な学習の時間の意義と役割について、教科を越えて必要となる資質・能力の育成の視点から理解して
いる。
・学習指導要領に示す総合的な学習の時間の目標とそれに基づいて定める各学校の目標及び内容考え方や留意
点を理解している。
・各教科等との関連性を図りながら、総合的な学習の時間の年間指導計画を作成することの重要性と、その具
体的な事例を理解している。
・主体的・対話的で深い学びを実現するような、総合的な学習の時間の単元計画を作成することの重要性とそ
の具体的な作成方法を理解している。
・総合的な学習の過程及びそれを実現するための具体的な単元作成の仕方を身に付けている。
・総合的な学習の時間における児童の学習状況に関する評価の方法及びその留意点を理解している。

授業時間外の学習 次時の学習課題・内容について確認し、テキストをよく読み授業に活かすようにする。
授業中にまとめたワークシートについては、よく見直すようにする。

評価方法 授業への参加意欲（30％）、レポート・課題提出（70％）もとに評価する。

テキスト 『小学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編』　文部科学省　平成29年

参考書 朝倉　淳・永田忠道共著『総合的な学習の時間・総合的な探究の時間の新展開』（学術図書出版社、2019）
その他、必要に応じてプリントを配布する。

備考 実務教員：初等教育・中等教育前期学校教諭、管理職また教育研究所主事として３８年間勤務。

- 64 -



講義科目名称：

英文科目名称：

特別活動指導法

Teaching Methods of Extracurricular Activities

授業コード： 12411

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

倉持　博　教授

授業の概要 　特別活動は、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己
の生活上の課題を解決することを通して、豊かな学校生活を築くとともに、生徒一人一人に自主的、実践的な
態度や社会性をはぐくむことをねらいとしている。また、特別活動は、全ての教師がかかわる教育活動であ
り、児童生徒の人間形成にとって重要な役割を担う教育活動である。本講義では、特別活動の教育課程上の位
置づけや内容、指導方法、特別活動ではぐくむ資質・能力、評価などにおける特質から、人間形成における特
別活動の意義や役割を理解する。授業では、講義とともに、グループワーク等も行い、主体的・協働的に取り
組む力の育成もねらいとする。
　授業は対面で行うが、諸般の事情により遠隔授業になる場合は、課題型学修（Google Classroomを利用）と
なる。

授業計画 １回目 オリエンテーション　特別活動の思い出

２回目 特別活動の特質・意義

３回目 特別活動の教育課程上の位置づけと変遷

４回目 特別活動の目標と内容

５回目 特別活動における人間関係形成と話合い活動

６回目 特別活動の指導計画の作成と指導と評価

７回目 特別活動と組織的取組

８回目 特別活動と道徳教育

９回目 特別活動とキャリア教育

１０回目 特別活動と生徒指導

１１回目 特別活動と学級経営

１２回目 学級活動・ホームルーム活動の実践

１３回目 児童会・生徒会活動の実践

１４回目 クラブ活動、部活動の実践

１５回目 学校行事の実践、まとめ

到達目標 ・学習指導要領における特別活動の目標及び主な内容を理解している。
・教育課程における特別活動の位置付けと各教科等との関連を理解している。
・学級活動・ホームルーム活動の特質を理解している。
・児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事の特質を理解している。
・教育課程全体で取り組む特別活動の指導の在り方を理解している。
・特別活動における取組の評価・改善活動の重要性を理解している。
・合意形成に向けた話合い活動、意思決定につながる指導及び集団活動の意義や指導の在り方を例示すること
ができる。
・特別活動における家庭・地域住民や関係機関との連携の在り方を理解している。

授業時間外の学習 事前にテキストをよく読み、予習をして、授業に生かすようにする。
授業中にまとめたワークシート等を見直し、復習をするようにする。

評価方法 授業への参加意欲（30％）、定期試験（50％）、提出課題（20％）等を踏まえて総合的に評価する。

テキスト 『平成29年・30年告示学習指導要領準拠　特別活動指導法改訂2版』　編者：渡部邦雄、緑川哲夫、桑原憲一
日本文教出版（株）令和2年　2版発行

参考書 『特別活動指導資料　みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動　小学校編』　文部科学省　国立
教育政策研究所　教育課程研究センター　文溪堂　2019年
その他、必要に応じてプリントを配布する。
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備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育方法・技術論

Teaching Methods and Skills

授業コード： 25312

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

平岡秀美　講師

授業の概要 本講義は、教育方法学に関する基礎的知識の習得を通じて、教職における実践的指導力の土台を構築すること
を目指す。ここでいう実践的指導力とは、教師が教育実践において、知識や技能を伝達するだけではなく、む
しろそれらを通した人格育成を目指し、子どもたちにはたらきかける方法と技術の力量を意図している。しか
しながら、学校教育において、子どもの「知ること」と「振る舞うこと」とを教師が直線的に結びつけること
の困難さは自明のことである（何かを知ったからといって、それに従って振る舞うことができるとは限らな
い）。本講義では、このような教育実践における教育方法上のさまざまな「つまづき」を、教育方法の実践活
動の背後に働いている理論に照らして考察していく。確かに、残念ながら(そして幸いなことに)大学で教育方
法の理論を学ぶことが、「良い」授業を行うことに直接的に役立つとは限らない。しかしそれでも、「理論に
基づかない実践は、ことの成り行きを見て有利な方につこうとする日和見主義になり、子どもを混迷に落とし
込む」(長谷川 2008: 2)のであれば、教師の職業科学である教育方法学の理論を学ぶことは不可欠である。

授業計画 １回目 2021年度の「教育方法学」の講義計画とこの講義の進め方ーこの講義では何が目指され、どのよ
うに行われるのか

２回目 「実践的指導力」と実践科学としての教育方法学ーなぜ大学で教育方法学を学ぶのか

３回目 教育方法学の学問的性格と現代的課題ー教育方法学はどのような学問なのか

４回目 価値多元化社会における学校教育の目的ー学校教育における授業は何を目指すのか

５回目 教育技術と教育的タクトー「良い」教え方はどのように身につくのか

６回目 学校教育における「知識」と「態度」の接続問題ー教えたことで子どもはどのように変わるのか

７回目 教育評価としての「試験」とその課題ー子どもや授業をどのように評価するのか

８回目 一斉授業の克服と課題ー授業形態にはどのような意味があるのか

９回目 学習指導要領と学校の役割ー学校では何を教え、何を教えないのか

１０回目 教育的関係と教育における非対称性ー教育を語ることができるのは誰なのか

１１回目 子ども理解とマイノリティー「多様」な子どもたちをどのように理解するのか

１２回目 学級社会の秩序と教師の指導性ー学級経営はどのように行うのか

１３回目 授業づくりと教材研究ー授業はどのように作られうるのか

１４回目 授業における問いと子どもの問いー「問い」のある授業とはどのような授業なのか

１５回目 期末レポートのフィードバックと本講義の振り返りー「実践的指導力」とは何であったのか

到達目標 （１）教育方法学の基礎的な理論について、その概要を説明することができる。
（２）上記の理論について、多様な立場があることを知り、それらを理論的に読み解き、相対的に把握するこ
とができる。
（３）上記の諸理論の把握に基づいて、自身の受けてきた（あるいは行なってきた）教育経験を反省的に観察
することができる。

授業時間外の学習 毎回の講義の参加に向けて、予習課題として、予習用資料の精読とそれについての簡単なレジュメの作成をし
ていただきます（詳細は、第一回の講義において説明します）。なおこの予習課題には、1時間半から2時間程
度の授業外学習が毎週必要であると思われます。

評価方法 各講義内容についてのコメントシートの提出（１５%）
各講義での予習課題の提出（４０％）
期末レポートの提出（４５%）

※基本的に、遠隔授業に変更となった場合も評価方法に変更はありません。

テキスト 後日指示します。
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参考書 吉田武夫監修/樋口直宏編著（2019）『教育の方法と技術』 ミネルヴァ書房
※その他、授業のなかで適宜推薦します。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育方法・技術論

Early Childhood Educational Methods and Skills

授業コード： 22208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

出井芳江　講師

授業の概要 様々な保育形態・保育方法があることへの理解を深めるとともに、実践事例から保育者の指導・援助のあり方
を実践的かつ現実的に学ぶことで、保育観の構築を目指す。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学修（「Google Classroom」を利
用）と同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション「保育方法とは何か？」

２回目 保育方法のポイント「どう関わる？どう保育する？」

３回目 子どもの理解と支援方法

４回目 保育方法の基盤となる「養護的な関わり」

５回目 子どもにとってふさわしい園生活

６回目 養護と教育が一体となった保育

７回目 環境を通した保育

８回目 遊びを通した保育

９回目 個と集団を活かした保育

１０回目 ０,１,２歳児の発達に応じた保育方法

１１回目 ３,４,５歳児の発達に応じた保育方法

１２回目 小学校への接続を考える

１３回目 教材や情報機器を活かした保育方法

１４回目 保育方法の理論と技術からの学び

１５回目 保育方法の理解と実践への総括

到達目標 多様な保育方法の理解と保育観の構築をする。

授業時間外の学習 授業の予習と復習

評価方法 授業への参加意欲・態度：30％、授業後等のレポート：70％に基づき総合的に評価する。
遠隔授業になった場合も、評価方法に変更はない。

テキスト 必要に応じて資料等を配布する。

参考書 適宜、授業内で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

生徒・進路指導論

Theory of Students Guidance and Career Counseling

授業コード： 24213

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

星　雄一郎　講師

授業の概要 　本講義では，生徒の自己実現の達成とそれに必要とされる自己指導能力や問題解決能力を育成できるような
教師の資質・能力の向上を目指し，心理学の科学的根拠に基づき学習，議論をします。
　今日，学校教育においては「不登校」「いじめ」「無気力」「非行」など，子どもたちの問題行動がさまざ
ま指摘されています。このような状況の中，子どもたちの現実に即し，彼らが人間らしい生き方ができること
を目指す生徒指導の本質を十分に吟味し，その基本原理について理解すること。そして，カウンセリング・マ
インドを活かした子どもへの関わりを基本に，発達段階に即した集団及び個別の指導支援方法を学び，具体的
なアプローチを検討すること。講義を通して，心理学の知見に基づいた科学的な指導方法を身につけ，効果的
な生徒指導ができるようになることを講義の目的とします。

授業計画 第1回 オリエンテーション 【「生徒指導」とは? 意義と役割を考える】

第2回 教師の基本的態度　【カウンセリング・マインド】

第3回 生徒指導のための組織　【校内指導体制】

第4回 進路指導論とキャリア教育の実践【キャリア発達と教育実践】

第5回 気がかりな生徒の理解　【問題行動，発達障害の理解と行動分析学】

第6回 “行動” を教える技法　【行動分析学】

第7回 生徒指導に必要な発達心理Ⅰ　【感情と欲求，思考と言語】

第8回 生徒指導に必要な発達心理Ⅱ　【思いやりと社会性】

第9回 問題行動と発達に応じた対処方法Ⅰ　【いじめ】

第10回 問題行動と発達に応じた対処方法Ⅱ　【友だちができない】

第11回 問題行動と発達に応じた対処方法Ⅲ　【非行】

第12回 問題行動と発達に応じた対処方法Ⅳ　【無気力】

第13回 問題行動と発達に応じた対処方法Ⅴ　【不登校】

第14回 問題行動と発達に応じた対処方法Ⅵ　【神経発達症群】

第15回 生徒指導に必要な技法　【SSTやSGE】

到達目標 1. 生徒指導の目標・内容および方法について，理論的に理解する。
2. 生徒指導に必要な発達心理学，教育心理学を理解する。
3. 生徒指導における運営指導上の問題点や課題等を検討し，生徒の状況に応じた指導法を身につける。
4. 学校・地域および関係諸機関・家庭との連携のあり方を理解する。
5. 生徒指導の計画を PDCA に沿って具体的に考案できるようになる。
6. エヴィデンス・ベーストな指導ができるようになる。
7. キャリア教育について理解し，発達段階に合わせた進路指導について理解する。

授業時間外の学習 1. 教科書の当該範囲や関連書籍を読み，内容理解を深めること。
2. 講義資料やノートを再確認し，内容理解を深めること。
3. グループディスカッションの内容について，必要であれば議論を行うこと。結果をまとめること。

評価方法 1. 事前・事後課題への回答　15％
2. 講義への参画度　20％
3. 講義で出題された課題の提出とその内容　15%
4. 学期末試験　50％ (定期試験期間中に実施。100 点満点の試験の得点を 1/2 し，50 点満点で評価)

上記の 4 点から評価する。成績評価の基準は國學院大學栃木短期大学の基準に準拠する。

ただし，COVID-19 の感染拡大状況によっては筆記試験をレポート・課題等の提出へと変更して成績を評定する
場合がある。
その場合，Google Classroom などで出題された課題を成績評価の対象とする。
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その場合，Google Classroom などで出題された課題を成績評価の対象とする。

テキスト 渡辺弥生・丹羽洋子・篠田晴男・堀内 ゆかり編著 (2000). 学校だからできる生徒指導・教育相談　北樹出版
(2,300 円)

ただし，講義の中でテキストを開き，読み合わせをするようなことはない (限られた講義時間を有効に利用す
るため)。必ずしも購入する必要はないが，テキストは授業時間外学習への回答のため，講義時間では呈示しき
れない情報の補填のために用いる。

また，各講義で資料を適宜配布する。

参考書 ・小学校学習指導要領 (最新版)
・中学校学習指導要領 (最新版)
・生徒指導提要 (最新版)
・渡辺弥生・小林朋子編著 (2009). 10代を育てるソーシャルスキル教育　北樹出版 (2,000 円)
・平石賢二編著 (2008). 思春期・青年期のこころ　北樹出版 (2,000 円)
・山本淳一・池田聡子編著 (2005). 応用行動分析で特別支援教育が変わる―子どもへの指導方略を見つける方
程式　図書文化社 (2,520 円)
・山本淳一・池田聡子編著 (2007). できる!をのばす行動と学習の支援―応用行動分析によるポジティブ思考
の特別支援教育　日本標準 (2,100 円)

他にも適宜紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

幼児理解

Infant Understanding Studies

授業コード： 11105

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 人間の発達を、新しい生命の誕生から乳児期・幼児期・児童期の発達をとらえ、その心身の形態と機能が変容
していく過程を理解し、さらに様々な領域における研究の状況や新たな発展、実践への応用を展望する。子ど
もは、社会・文化的な環境と他者との相互作用を通して、身体的、情緒的、認知的にも変化を遂げる。教師や
保育士は子ども一人ひとりの置かれた状況をより正確に把握し、子どもの心の問題の特徴とそれに応じた支援
や対応を身につけることを学ぶ。
胎児期・乳児期・幼児期・児童期の基本的な心身の発達の過程について、心理学的な知見を提供し、子どもの
実態を学ぶ。また、保育、教育における発達援助について演習やワークグループを通して、子どもの内面を共
感的に理解し自主的に検討する。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（google classroom)と②
同時・双方向型学修（google meet)とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 人間の発達を連続的にとらえる（自分史）

２回目 幼児理解の必要性と概要

３回目 子どもの権利に関する法規と児童福祉法

４回目 人間学の視点からみた発達段階

５回目 愛着の形成につて

６回目 心理学的視点からみた発達段階と発達過程

７回目 幼児理解のための行動観察

８回目 幼児理解の知的行動

９回目 幼児のパーソナリティ

１０回目 幼児の対人関係の発達と援助

１１回目 保育カンファレンスと幼児理解

１２回目 子どもの個性と集団遊び

１３回目 特別支援を必要とする子どもの支援と親支援について

１４回目 幼児とかかわる教師の姿勢（肯定的見方の意義）

１５回目 保育における評価と改善の視点について

到達目標 人間の発達を胎児期から，乳児期。幼児期、児童期、青年期の心身の発達と機能のプロセスを学び、保育・教
育における発達援助をより深く理解できる。また、具体的に，子どもひとり一人の人間として、その個性、特
徴、可能性を受け止められる専門性を学ぶ。

授業時間外の学習 自主的な予習や復習から、人間の生涯発達について興味関心を持ち、「子どもとは何か」という子どもの発達
に関する考察を深めて、子どもの発達理解につなげる。

評価方法 筆記試験（90％）と小レポート（10％）で評価する。

テキスト テキストは「幼児理解」（谷田貝公昭・大沢裕、一藝社）を使用する。必要によっては資料も適宜配付する。

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

児童臨床心理学

Child Clinical Psychology

授業コード： 15205

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 子どもが子どもとして十分に生きることが容易ではない社会になってきていると考えられる。子どもの発達障
害や精神的な変調、ストレスといった心理的な問題全般等について解説する。本講座では、健常児ならびに障
害児の発達に若干の変化が見られることも個性のひとつとしてとらえていくことを前提としたうえで、ノーマ
ライゼーションに基づいた発達の姿をとらえていく理念を認識しながら、子どもの心の発達やそれに伴う問題
に対するまなざし、適切な支援のあり方について理解する。
子どもの成長や発達のプロセスについてわかりやすく説明し、さらにそれらの成長や発達にともなう「気にな
る子ども」の発達臨床、および心理臨床について解説する。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（google classroom)と②
同時・双方向型学修（google meet)とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 心の発達と遅れについて

２回目 自閉症スペクトラム

３回目 注意欠陥・多動性障害（AD／HD）

４回目 学習障害（LD）

５回目 知的発達障害、発達性協調運動障害

６回目 学校適応障害（不登校、いじめ）

７回目 社会的適応障害（神経症、精神障害、PTSD）

８回目 子どもの心身症と慢性疾患

９回目 子どもの問題行動（愛着の障害、登園拒否、攻撃的行動、選択性緘黙、強迫行動、退行現象等）

１０回目 習癖異常（爪かみ、性器いじり、チック、吃音）

１１回目 児童虐待とその予防

１２回目 子どもと臨床的かかわり

１３回目 心理アセスメント

１４回目 子どものカウンセリングの基礎

１５回目 子ども臨床に伴うストレス

到達目標 子どもの心の健康とその障害について、乳児期から幼児期、児童期を中心として、精神的な変調、ストレスと
いった心理的な問題全般について理解する。さらに、子どもの発達障害について、教育実習前にその特徴と対
処について，具体的に学習し，教育現場で深い理解を示すことができるようにする。

授業時間外の学習 子どもの人格形成の基盤を育てることがもとめられています。また、子どもの家庭・地域と連携し，子育て支
援対策と心の健康づくりが求められていますから、授業で学んだ支援対処やグッズ等を具体的に工夫したり準
備を心がける。

評価方法 学期末試験（70%）、授業時の小レポート（30%）に基づき評価する。

テキスト 「子ども臨床とカウンセリング」伊藤健次編　みらい
「生きる力を育てる臨床心理学」小林芳郎　保育出版社

参考書 必要に応じて授業のなかで紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育相談（カウンセリングを含む）

Educational Counseling

授業コード： 12313　22317

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

勝浦範子教授　星　雄一郎講師

授業の概要 保育・教育現場において幼児・児童・生徒を理解し、諸問題に対応するための理論的、実践的知識を学ぶ。
始めに、保育・教育現場における教育相談の有り様、家庭、地域、関係機関との連携について学ぶ。次に、代
表的な心理臨床理論・療法について学ぶ。現場での実践には、これらの理論・療法に通じるものが少なくない
が、理論・療法との関連性が意識されているとは限らない。理論・療法とその的確な適用を学ぶことによっ
て、実践力の向上に役立てる。後半では、理論的、実践的知識に基づいて、不適応状態に陥った幼児・児童の
再適応を助けるだけでなく、問題の予防を目的とした援助や自己実現を助ける開発的援助の方法について学習
する。

授業計画 １回目 保育・教育現場における教育相談とは:内外での連携の在り方 (担当者：勝浦)

２回目 保育・教育現場と心理臨床理論との関わりⅠ：来談者中心療法 (担当者：勝浦)

３回目 ロールプレイで学ぶカウンセリングマインド：その１ (担当者：勝浦)

４回目 ロールプレイで学ぶカウンセリングマインド：その２ (担当者：勝浦)

５回目 保育・教育現場と心理臨床理論との関わりⅡ：精神分析的療法 (担当者：勝浦)

６回目 精神分析的立場を現場に生かすには：防衛機構、芸術療法等 (担当者：勝浦)

７回目 保育・教育現場と心理臨床理論との関わりⅢ：行動療法、認知療法、認知行動療法 (担当者：勝
浦)

８回目 行動主義的立場を現場に生かすには、心理テストの紹介 (担当者：勝浦)

９回目 幼児・児童・生徒の心の問題と対応Ⅰ（不登校） (担当者：星)

１０回目 幼児・児童・生徒の心の問題と対応Ⅱ（虐待、非行） (担当者：星)

１１回目 幼児・児童・生徒の心の問題と対応Ⅲ（いじめ） (担当者：星)

１２回目 幼児・児童・生徒の心の問題と対応Ⅳ（発達のつまづきに起因する諸問題） (担当者：星)

１３回目 発達障害の問題と対応Ⅰ（自閉症スペクトラム障害） (担当者：星)

１４回目 発達障害の問題と対応Ⅱ（AD／HD） (担当者：星)

１５回目 発達障害の問題と対応Ⅲ（学習障害）、　まとめと補足 (担当者：星)

到達目標 教育相談とその連携について知識を習得する。代表的な心理臨床理論・療法についての知識を習得する。現場
での実践を理論・療法の的確な適用の観点から分析し、具体的な実践例について評価し、改善案を考えること
ができる。

授業時間外の学習 授業終了時に次回までの課題を出すことがある。

評価方法 筆記試験：90％、授業への参加意欲・態度：10％

-------
ただし，COVID-19 の感染拡大状況によっては筆記試験をレポート・課題等の提出へと変更して成績を評定する
場合がある。
その場合，Google Classroom などで出題された課題を成績評価の対象とする。

テキスト プリントを用いる。

参考書 授業の中で紹介する。

備考 1～8回勝浦範子教員が担当、9～15回星雄一郎教員が担当。
授業の展開により、内容・順番が一部変更される可能性がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

幼児・児童との対話

Dialogue with Infants and Children

授業コード： 21504

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 社会環境の変化に伴い子どもの生活環境も変わり、子どもたちの望ましい形での対人関係能力の学習の機会が
減少している。ＳＮＳ等のコミュニケーションが日常化し、対人コミュニケーションが不得意な学生が増加し
ている。
そこで、保育者や教育者を目指す学生たちが、幼児や児童の円滑な社会性の発達と対人関係能力をつけさせて
いくためのスキル（技法）を体験的に学びながら、学生自身も自分のあり方を振り返るような機会としたい。
自分自身が社会性と対人関係能力の向上を促す指導方法を体験し、将来役立つ基礎知識を身につけるための演
習を多く取り入れている。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（google classroom)と②
同時・双方向型学修（google meet)とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 なぜ、子どもたちに人間関係のつくり方、かかわり方を教える必要があ るのか

２回目 こころの教育（思いやり）の重要性について

３回目 こころの発達課題に適した援助

４回目 教師のためのアサーション

５回目 自己実現のためのアサーション・トレーニング

６回目 コミュニケーション力を育てる

７回目 ロールレタリング演習

８回目 Q-U((Questionnaire-Utilities)

９回目 暴力防止プログラム（セカンドステップ）

１０回目 セカンドステップ演習

１１回目 構成的グループ・エンカウンター

１２回目 グループ体験を生かした学級づくりの実践

１３回目 学校で使うピア・サポートのトレーニング

１４回目 リラクゼーション技法を学ぶ

１５回目 まとめ

到達目標 受容・共感・傾聴だけがカウンセリングではなく、思考や感情を伝えるすべを身につけることが必要である。
教師や保育士にとって、スキル教育は、感情・思考・行動における心の教育であり，特に大切なものである。
教師として、思考や感情を伝えるスキルがないと、子ども達の人間関係能力の向上につなげにくい。この講義
を通して学生自身が人間関係の作り方・保ち方を体験することで基礎的なスキル技術を身につけ，子どもの指
導や援助に生かせるようになる。

授業時間外の学習 授業におけるスキル理論やグループ体験、スキル訓練を日常生活の中での実践学習を心がける。

評価方法 演習への意欲（60％）、課題レポート（40％）提出等を総合的に評価する。

テキスト 「自分の気持ちをきちんと＜伝える＞技術」平木典子　PHP研究所 使用する。
『セカンドステップ』日本こどものための委員会資料、ワークシート等は、必要に応じて指示する。

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育実習Ⅰ（事前事後指導１単位を含む）

Practice Teaching 1

授業コード： 22413

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

小川澄江　教授

授業の概要 　教育実習ⅡA・ⅡB（現場実習）の事前指導は、入学直後１年次の夏期教育研修から始まっている。教育実習
ⅡA・ⅡB（現場実習）に臨むには、心構えと周到な準備が必要である。本授業では、教育実習とは何かを理解
し、教育実習に関する基本的事項について学ぶ。
　教育実習ⅡA・ⅡB（現場実習）の事後指導では、自己の教育実習（現場実習）を省察する。
  教育実習ⅡA・ⅡB（現場実習）における事前・事後指導は、必要に応じて、斯花アワー（水曜の4限）にも行
う。

　授業は対面形式で行う。諸般の事情により遠隔で行う場合は、課題学修（Google Classroomを利用）あるい
は同時・双方型学修（Google Meetを利用）となる。

授業計画 １回目 オリエンテ－ション－教育実習の位置づけ

２回目 教育実習の意義と目標

３回目 幼稚園教育実習の心構えと心得

４回目 幼稚園教育実習の形態とプロセス

５回目 幼稚園教育実習の実際

６回目 「幼稚園教育実習の記録」の記入の仕方

７回目 幼稚園の教育課程・全体的な計画と指導計画

８回目 指導案（日案）の作成と作成上の留意点

９回目 小学校教育実習の意義と目標

１０回目 小学校教育実習の心構えと心得

１１回目 小学校教育実習の形態とプロセス

１２回目 小学校教育実習の実際

１３回目 「小学校教育実習の記録」の記入の仕方

１４回目 小学校の教育課程と指導計画

１５回目 指導案の作成と作成上の留意点

到達目標 １．教職がどんなに意義深く、尊いものであるかを理解している。
２．教育実習の意義を理解し、教育実習に臨む心構えや心得を身につけている。
３．教育実習の内容を理解している。
４．教育実習を終えて教育実習を省察することができる。
５．指導案が作成できる。

授業時間外の学習 日頃から挨拶、返事、姿勢に気をつけて行動する。
ピアノの練習をする。手遊び歌、エプロンシアター等のレパートリーを増やす。
教材研究をし、指導案を作成する。
板書の練習をする。
機会を見つけて、幼稚園、小学校、中学校を訪問し、ボランティア活動をする。
課題を出された場合は速やかに行い、提出を要する場合は期限を守る。

評価方法 授業への参加意欲・小レポート・課題の提出（50％）、授業時に行う小テストの結果（50％）等に基づいて評
価する。遠隔授業になった場合も同様である。

テキスト 小川澄江編『教育実習のマニュアル』

参考書 『幼稚園教育要領解説』文部科学省・フレーベル館、『初等教育資料』文部科学省・東洋館出版社、『小学校
学習指導要領』とその解説、『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』、『教育法規集』など
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備考 諸般の事情により授業計画を変更する場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教職実践演習（小学校・幼稚園）

Seminar in Teaching Practice

授業コード： 23323

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

都留覚准教授、小川裕二教授、早川冨美子教授、後藤正人教授、小川澄江教授、熊倉志乃講師

授業の概要 ○小学校や幼稚園での現地調査、模擬授業や模擬保育、表現演習等を通して、教職に関する資質能力について
の自己確認を行うことができるようにする。

○これまでに身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、形成された
かについて　確認をするとともに、教員になる上で何が必要であるかを自覚し、不足している知識・技能等を
補い、教職生活を円滑にスタートできるようにする。

授業計画 １回目 ガイダンス及び履修カルテの記入（後藤）（小川）

２回目 小学校現地調査の事前指導（都留）

３回目 小学校現地調査①（国語・社会の授業）（都留）
筑波大学附属小学校

４回目 小学校現地調査②（算数・理科の授業）（都留）
筑波大学附属小学校

５回目 小学校現地調査③（音楽・図工・家庭・体育・道徳の授業）（都留）
筑波大学附属小学校

６回目 模擬授業、模擬保育の事前指導（都留）（小川）

７回目 模擬授業①（国語・算数）、模擬保育①（基礎）（都留 小川 早川 後藤 小川 熊倉）

８回目 模擬授業②（社会・理科）、模擬保育②（応用）（都留 小川 早川 後藤 小川 熊倉）

９回目 模擬授業③（音楽・体育・道徳）、模擬保育③（展開）（都留 小川 早川 後藤 小川 熊倉）

１０回目 模擬授業④（図工・生活）、模擬保育④（中間発表）（都留 小川 早川 後藤 小川 熊倉）

１１回目 模擬授業・模擬保育の振り返り（都留 小川 早川 後藤 小川 熊倉）

１２回目 表現演習①（基礎）（小川裕二 早川 小川澄江）

１３回目 表現演習②（応用）（小川裕二 早川 小川澄江）

１４回目 表現演習③（展開）（小川裕二 早川 小川澄江）

１５回目 ゲストティチャー・ワークショップ（全員）
栃木市教育委員会の指導主事をゲストティチャー（講師）として要請

到達目標 小学校や幼稚園での現地調査、模擬授業や模擬保育、表現演習等を通して、自らの学びを振り返り、教育者・
保育者として必要な知識・技能を修得したことを自己確認することができる。

授業時間外の学習 教育実習などを通して、教員になる上で何が課題であるかを自覚し、不足している知識・技能等を補い、教職
生活を円滑にスタートできるように日々自己研鑽に励む。

評価方法 レポートや実践記録を含む履修カルテ（50％）、主体的かつ共同的な学びへの態度（50％）に基づき総合的に
評価する。

テキスト 『教育の泉６』（後藤正人・文溪堂）

参考書 授業の中で指示する。

備考 必要に応じてその都度プリントを配布する。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育実習Ⅱ(現場実習）（小・幼）

Practice Teaching 2

授業コード： 70004

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

通年 ２年次 ４単位 必修

担当教員

小川澄江　教授

授業の概要 本学では小学校教諭並びに幼稚園教諭の免許状を同時に取得することができる。教育実習は免許状を取得する
ための必修科目である。教育実習はⅡＡとⅡＢに分けられる。教育実習ⅡＡにおいては、これまで学んできた
幼児教育や小学校教育をより深く理解するために、幼稚園或いは小学校の教育現場で指導教諭の指導を受けな
がら教育の実際を観察し、可能な限りその教育に参加して、教育を体験的に学び教育実習ⅡＢにつなげる。教
育実習ⅡＢにおいては、ⅡＡで小学校実習を行ったものは幼稚園、幼稚園実習を行ったものは小学校で行い、
これまで培ってきた人間性や専門的な知識技能そして教育実習ⅡＡの成果等を一体的に活用して、総合的実践
力と教育者・保育者としての情熱を養う。

授業計画
幼稚園教育実習・小学校教育実習は、幼稚園・小学校において教師の職能全般に関して体験し、
学校教育についての理解を深めるとともに教師としての自覚を深めることに主眼を置く。実習中
に学ぶべき職能は広範囲にわたる。教育実習ⅡＡは1年次2月に1週間、栃木市内の小学校あるいは
幼稚園において行う。ⅡＡにおいては、幼稚園教育や小学校教育の実際を理解するために観察実
習や指導教諭の指導の下に、教師の仕事の内容を体験的に理解し認識する参加実習が主になる。

ⅡBは2年次6月に学生本人希望の園・校の承諾を得て3週間にわたって行う。ⅡBにおいては観察や
参加を踏まえて指導教諭と同様に学級の全教育活動を通して幼児・児童と触れ合い、教師として
の人格並びに職能を学び取る。その内容は広範囲にわたるが特に指導案を作成して臨む保育実
習・授業実習を行うことが主になる。

到達目標 １.大学で学んだ教育理論や自らの体験を教育現場で確かめ、教育の仕事がどんなに意義深く、かつ楽しいもの
であるかを感得することができる。
２.幼児・児童の発達や生活の様子を理解している。
３.教育課程と指導計画との関係を理解した上で、指導案を作成し保育や授業を行うことができる。
４.教職に必要な専門知識や技能を習得して実践力を身に付け、教師としての自覚、使命感、責任感を深めるこ
とができる。
５.実習を省察し記録に残すことができる。
６.幼稚園教育と小学校教育の類似点と相違点や幼稚園と小学校との連携の実態を把握できる。
７.将来教師を目指すうえでの自己課題を把握することができる。

授業時間外の学習 ・健康・体力を養う。基本的・社会的生活習慣を身に付ける。
・『幼稚園教育要領』『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』とその解説書をよ
く読み、理解しておく。
　・ピアノの練習をする。
・教材研究をしっかり行い、指導案を作成する。

評価方法 　実習校・実習園による評価（50％）と『教育実習の記録』の内容、提出状況による評価（50％）をもとに総
合的に評価する。

テキスト

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育実習Ⅱ(現場実習)（幼）

Practice Teaching (On-the-Job Practice)

授業コード： 70005

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

通年 ２年次 ４単位 必修

担当教員

小川澄江　教授

授業の概要 教育実習は、幼稚園教諭の免許状を取得するための必修科目であり、教育実習ⅡA・ⅡBに分けられる。教育実
習ⅡAは、保育実習Ⅰ（保育所）終了後、1年次3月に1週間、法人関係園で行う。教育実習ⅡAにおいては、幼児
や保育者、幼稚園教育を理解するための観察実習や参加実習が主になる。
ⅡBは2年次6月に、学生本人希望の幼稚園の承諾を得て3週間にわたって行う。ⅡBは、これまで培ってきた人間
性や専門的な知識技能、そして教育実習ⅡAの成果を踏まえて、指導教諭と同様に学級の全保育・教育活動を通
して幼児と触れ合い、教師としての人格並びに職能を学び取る研究活動である。その内容は広範囲にわたるが
特に指導案を作成して臨む部分実習や責任（全日）実習を行い、総合的実践力と保育者としての情熱を養う。

授業計画
教育実習ⅡAにおいては、観察・参加実習が主となり、幼稚園における幼児の生活や活動を理解
し、保育者の役割を体得する。また、教育課程、全体計画、指導計画の意義を理解し幼稚園教育
の実態を学ぶ。

ⅡBにおける1週目は、実習園の理解と一日の保育・生活の流れや幼児の園生活について学ぶ観
察・参加実習が主となる。2週目は、一日の保育の一部分を実習する部分実習に進み、幼児を理解
し援助する研究活動が主になる。3週目においては、保育者の役割や専門性を体得するために、観
察や参加を踏まえて登園から降園までの日指導計画（日案）を作成して実践し、今後の学修課題
を把握する。

到達目標 １.大学で学んだ教育理論や自らの体験を教育現場で確かめ、教育の仕事がどんなに意義深く、かつ楽しいもの
であるかを感得することができる。
２.幼児の発達や生活の様子を理解している。
３.教育課程や全体計画と指導計画との関係を理解した上で、指導案を作成し保育を行うことができる。
４.教職に必要な専門知識や技能を習得して実践力を身に付け、教師としての自覚、使命感、責任感を深めるこ
とができる。
５.実習を省察し記録に残すことができる。
６.幼稚園教育と小学校教育、幼稚園教育と保育所保育の類似点と相違点や幼稚園と小学校との連携の実態を把
握できる。
７.幼稚園における子育て支援の実態を理解できる。
８.将来保育教諭を目指すうえでの自己課題を把握することができる。

授業時間外の学習 ・健康・体力を養う。基本的・社会的生活習慣を身に付ける。
・『幼稚園教育要領』『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』とその解説書をよ
く読み、理解しておく。
・ピアノの練習をする。・教材研究をしっかり行い、指導案を作成する。

評価方法 実習園による評価（50％）と『教育実習の記録』の内容、提出状況による評価（50％）をもとに総合的に評価
する。

テキスト

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

介護論

Theory of Nursing Care

授業コード： 12110　14208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

石河不砂　講師

授業の概要 自己の人間性を見つめ、自己・他者理解を高める。また、特別支援学校（2日間）および社会福祉施設（5日
間）での体験を通じて、障害児・者ならびに高齢者とのかかわり合いから得られる現体験を、教育実践に生か
していける意義のある「介護等の体験」を目指す。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（「Google Classroom」を
利用）と②同時・双方型学修（「Google meet」を利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション　介護等体験の意義

２回目 いのちの尊さと人間の尊厳

３回目 介護・介助の意義

４回目 障害の理解

５回目 自立生活の考え方

６回目 共生社会の理念

７回目 特別支援学校の領域と対象

８回目 特別支援教育の特色

９回目 高齢者にかかわる制度及び施設

１０回目 児童福祉・障害児にかかわる制度及び施設

１１回目 障害者にかかわる制度及び施設

１２回目 生活保護にかかわる制度及び施設

１３回目 当事者の思いと疑似体験（車イス体験など）

１４回目 介護等体験での留意点と心構え

１５回目 介護等体験で学んだこと　まとめ

到達目標 介護・介助の本質を理解し、卒業後にそれぞれの現場に適応した対応を考えられる。

授業時間外の学習 事前にテキストを精読し、不明な用語や語句は調べてノートにまとめておく。

評価方法 レポート・小テスト 70％、　授業への参加への意欲 30％

テキスト 『新・よくわかる社会福祉施設』全国社会福祉協議会『フィリア』全国特殊学校長会編・ジアース教育新社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

健康指導法

Teaching Methods of Health

授業コード： 26207

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

長谷部せり　講師

授業の概要 生活のリズムを整えることや健康に生きていくために必要な基本的生活習慣の獲得の時期における適切な援助
の方法について学ぶ。健康で安全に生活していくための基礎を培うために、子どもたちに身につけさせなけれ
ばならないことを、遊びを通して獲得させていく支援方法についても理解する。さらに、幼児理解と共に保育
中の評価の方法についても理解を深め、小学校の教科とのつながりをもたせられるような保育内容についても
理解する。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 「健康」について

３回目 子どもの心身の発達

４回目 現代の子どもの諸問題

５回目 子どもの遊び①

６回目 子どもの遊び②

７回目 生活習慣の形成①

８回目 生活習慣の形成②

９回目 子どもの健康と「食」

１０回目 子どもの病気や怪我

１１回目 安全に対する意識

１２回目 健康指導の実際と評価①

１３回目 健康指導の実際と評価②

１４回目 幼小接続について

１５回目 リフレクション

到達目標 幼児期の発育発達の基本的な知識を得て、子どもたちに適切な援助ができるようになる。
特に健康領域の観点から、幼児期における運動遊びの教材を考えることができる。

授業時間外の学習 幼児期の子どもたちの発育発達に関する資料を収集する。
情報収集の際に、自分が保育者となった際に子どもたちに身につけさせたいことについて考えておく。

評価方法 授業への参加意欲・態度（40％）、レポート（60％）等で総合的に評価する。

テキスト 必要に応じて授業時に資料を配布するので、特に指定しない。

参考書 『幼稚園教育要領（最新版）』
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領（最新版）』
その他、必要に応じて講義の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

人間関係指導法

Teaching Methods of Human Relationship

授業コード： 13106

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

都留　覚　准教授

授業の概要 ①子どもを取り巻く環境や発達の過程を踏まえた上で、人とかかわる力の育ちの重要性を理解させる。
②領域「人間関係」と他領域の関連性を解説し、事例に学ばせながら総合的に保育を捉える力の習得を目指
す。
③「保育所保育指針解説書」「新幼稚園教育要領解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の解説と
改正のポイントを理解させる。
④「中央教育審議会　答申」における提言を理解させる。

授業計画 １回目 中央教育審議会の提言
・中央教育審議会の答申を読み解き、「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定
こども園教育・保育要領」の変遷と改訂のポイントについて理解する。
・「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」における
領域「人間関係」の内容を分析・比較・整理してまとめる

２回目 人とかかわる力の発達と様相①
・DVD「乳幼児の心理発達とその不思議」を視聴し、認知(模倣、認知と行動、認知と発達、記
憶)・社会性(コミュニケーション、愛着関係、大人との関係、友達との関係)・言語(言語の発
達、音の好み、言葉の理解、読み聞かせ)の発達と様相について調べ、まとめる

３回目 おおむね６か月未満児の人間関係
・おおむね６か月未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「乳幼児保育の実際(前半)」を視聴し、おおむね６か月未満児の人間関係についての保育の
実際について調べ、まとめる

４回目 おおむね６か月から１歳未満児の人間関係
・おおむね６か月から１歳未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「乳幼児保育の実際(後半)」を視聴し、おおむね６か月からの１歳未満児の人間関係につい
ての保育の実際について調べ、まとめる

５回目 おおむね１歳から２歳未満児の人間関係
・おおむね１歳から２歳未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「低年齢児の保育(１歳児)」を視聴し、おおむね１歳からの２歳未満児の人間関係について
の保育の実際について調べ、まとめる

６回目 おおむね２歳から３歳未満児の人間関係
・おおむね２歳から３歳未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「低年齢児の保育(１歳児)」を視聴し、おおむね２歳からの３歳未満児の人間関係について
の保育の実際について調べ、まとめる

７回目 人とかかわる力の発達と様相②
・DVD「３歳児からの心理発達」を視聴し、認知(実行機能、短期記憶、作業記憶、展望記憶、基
本的な図形の模写、描画(人物))・概念・思考(保存概念、数の操作、自己中心性、他者の誤信念
理解、視点の心的操作、道徳性)・言語(語彙、文法、音韻意識、会話、論理的説明)・社会性(話
し合いによる問題解決、競争意識、新しいルールの学習、公平な分配)の発達と様相について調
べ、まとめる

８回目 おおむね３歳児前半の人間関係
・おおむね３歳児前半の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　３歳児編　前半　①よりどころを求めて」を視聴し、主題「よりどこ
ろを求めて」の意味についてディスカッションしたりディベートをしたりしておおむね３歳児前
半の人間関係の発達と様相について理解する

９回目 おおむね３歳児後半の人間関係
・おおむね３歳児前半の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　３歳児編　後半　②やりたい　でも、できない」を視聴し、主題「や
りたい　でも、できない」の意味についてディスカッションしたりディベートをしたりしておお
むね３歳児後半の人間関係の発達と様相について理解する

１０回目 おおむね４歳児の人間関係
・おおむね４歳児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　４歳児編　③先生とともに」を視聴し、主題「先生とともに」の意味
についてディスカッションしたりディベートをしたりしておおむね４歳児の人間関係の発達と様
相について理解する

１１回目 おおむね５歳児の人間関係
・おおむね５歳児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　５歳児編　④育ちあい　学びあう　生活のなかで」を視聴し、主題
「育ちあい　学びあう　生活のなかで」の意味についてディスカッションしたりディベートをし
たりしておおむね５歳児前半の人間関係の発達と様相について理解する

１２回目 子どもを取り巻く環境と人間関係
・地域社会と人間関係(地域社会の変化と教育力の低下、地域社会における子どもの生活と人間関
係、地域社会における教育力の再生・向上)について理解する
・家庭と人間関係(家庭の変化と教育力の低下、家庭における子どもの生活と人間関係、家庭にお
ける教育力の再生・向上)について理解する
・幼稚園・保育所・認定こども園等と人間関係(園における子どもの生活と人間関係、現代の保育
現場における保育の課題)について理解する

１３回目 保育者と子どもの「人間関係」
・乳幼児の心理的安定の基盤としての保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・幼児の仲問づくりと保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・子どもの自立心と仲間との育ち合いについて事例を元に考え理解する
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・乳幼児の心理的安定の基盤としての保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・幼児の仲問づくりと保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・子どもの自立心と仲間との育ち合いについて事例を元に考え理解する

１４回目 「人間関係」でちょっと気になる子ども
・誰が、なぜ、気になるのか(保育の中で気になる子どもの姿と自分の子どもの見方にきづくとい
うこと)について事例を元に考え理解する
・子どもの育っていくプロセスにおける&quot;特別な配慮&quot;(集団のなかで育っている一人ひ
とりをどうとらえるか、&quot;みんなと同じ&quot;という価値観、なぜ、&quot;特別&quot;が必
要なのか)について事例を元に考え理解する

１５回目 子育て支援にかかわる人間関係
・子育て支援とは何か(乳幼児をめぐる家庭の人間関係の変化と地域子育て支援のはじまり、乳幼
児の人間関係をはぐくむために)について事例を元に考え理解する
・人間関係の育ちを図る子育て支援(人間関係の育ちを図る地域子育て支援の実際、人間関係の育
ちを図る子育て支援の担い手)について事例を元に考え理解する
・これからの子育て支援(支援から協働へ、情報化社会におけるこれからの子育て支援、子育て支
援から子育ち協働をめざして)について事例を元に考え理解する

到達目標 ①子どもを取り巻く環境と領域「人間関係」との関係について理解する。
②「保育所保育指針」「新幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に示されている領域
「人間関係」について理解し、説明できる。
③人間関係の発達の特徴を説明できる。
④人間関係の発達に関する「遊び」や「生活」などの役割について説明できる。
⑤保育実践の事例を通して子どもの人間関係について見取る視点を理解し、自分の考えを持つことができる。
⑥子どもの人間関係を育てる保育者の関わり方について関心を持ち、環境設定や遊びを考慮した指導案を作成
し、模擬保育に意欲的に取り組むことができる。
⑦他者の意見を尊重し、保育内容や保育方法の理解のための議論が行える。
⑧保育方法や保育技能を高めるための創意工夫ができる。

授業時間外の学習 ①授業中に適時ノートを取り、ノートそのものが参考資料となるようにまとめておくこと。
②授業中に配布した資料はファイルし、整理しておくこと。
③「保育所保育指針解説書」「新幼稚園教育要領解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を参照
し、保育内容を確認し、指導案作成の際に活用できるようにしておくこと。
④授業内で指定された参考文献や授業中に配布されたプリントなどは必ず読み、授業に生かす努力をするこ
と。
⑤グループワーク（指導案作成、教材づくり、発表、ディスカッション）等を行うので、自分なりのアイデア
（思いつきでも良い）を持って授業に臨むこと。
⑥公共の図書館などを利用し、授業に関連した書籍や情報を進んで調べること。
⑦日頃から可能な限り、乳幼児と関わる体験を積み重ねる努力をしていくこと。

評価方法 ①毎回の授業の理解度についての小レポート（２０％）
②ディスカッション、指導案、教材づくり、ノート（２０％）
③期末レポート（２０％）
④学期末の筆記試験（４０％）
に基づき評価する。

テキスト 厚生労働省　「保育所保育指針解説書」　フレーベル館　２０１８年
文部科学省　「新幼稚園教育要領解説」　フレーベル館　２０１８年
内閣府・文部科学省　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」　フレーベル館　２０１８年

参考書 授業の中で指示する。
GoogleClassroomで資料を公開し、事前・事後の学習に生かせるようにする。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

環境指導法

Teaching Methods of Environment

授業コード： 12210

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

森田和良　講師

授業の概要 乳幼児の心身の発達を踏まえながら適時、適切な素材と環境（場）を意図的・計画的に提供することによっ
て、乳幼児の経験を広めていくことが大切である。そのために保育者はどうあればよいかを追究していく。
乳幼児が周囲の環境に関わることは情動的経験と深く結びついている。探究活動やいたずら、遊びといった子
どもが自発的に行う活動では、自分の興味に沿って自由に関わる楽しさや未知のものに驚いたり、美しいもの
に感動したりという心を揺さぶられる体験を伴う。このような豊かな体験を学生自身も実体験できるような講
義を設定し、子どもの心身の発達が子どもの周囲の環境と深く関わることや、その環境を保育者が支えること
の重要性を明らかにするとともに，適切な環境を設定するための指導法について学ぶ。本授業は，対面授業を
中心に実施するが，遠隔授業になった場合は，課題型学修（「Google Classroom」を利用）とオンデマンド型
学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス（幼稚園教育要領と保育所保育指針，幼児と自然環境）

２回目 春の野外観察とその指導方法

３回目 紙を使った工作遊び（折り紙でっぽう，ブーメランなど）とその指導方法

４回目 伝承遊び（こま・あやとり）とその指導方法

５回目 ネイチャークラフトづくり（自然物を使った工作遊び）とその指導方法

６回目 生き物（虫など）の世話とその指導方法

７回目 空気砲づくりとその指導方法

８回目 シャボン玉遊びとその指導方法

９回目 どろだんごづくりとその指導方法

１０回目 工作遊び（割り箸てっぽう）とその指導方法

１１回目 五感遊び【味覚】（野菜クイズ，水のソムリエ）とその指導方法

１２回目 教材研究
図形遊び（タングラム）などを活用した保育例を学ぶ

１３回目 指導案づくり
科学遊び（ぶんぶんごま・ベンハムのこま）を活用した保育例を学ぶ

１４回目 模擬保育
学生による模擬保育，協議を行う

１５回目 振り返り
模擬授業の振り返りを行う。伝承遊び（けん玉）を活用した保育例を学ぶ

到達目標 ・本講義を学ぶことによって乳幼児の心身の発達を踏まえた指導ができる。また、適切な素材と環境（場）を
意図的・計画的に提供していくために保育者はどうあればよいか理解できる。
・幼稚園教育要領の趣旨に基づいて，適切な環境について思考し，その効果について説明することができる。
・環境で扱う具体的な活動を仲間とともに体験する活動を通して，協働意識，参加意識を身につける。

授業時間外の学習 授業内容に合わせて「幼稚園教育要領」「保育所保育指針解説書」に目を通しておく。授業後は習った内容を
よく整理し習熟を図る。

評価方法 毎時間のまとめ記録（３０％），学習への参加意欲（３０％），期末レポート（４０％）などに基づき評価す
る。
遠隔授業に変更した場合には、提出する講義レポートのうち、「活動の記録」（３０％）と「振り返りコメン
ト」（３０％）を評価対象とし、期末レポート（４０％）には変更はない。

テキスト 講義・製作ごとに資料を配付する。
『幼稚園教育要領解説』（文部科学省）

参考書 ・『工作図鑑』（福音館書店）
・『遊び図鑑』（福音館書店）
・『五感力は生きる力』（鈴木出版）など

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

言葉指導法

Teaching Methods of Language

授業コード： 26103

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

白坂洋一　講師

授業の概要 子どもがどのように言葉を獲得し発達させていくか言葉の力を養うとはどういうことか言葉の問題をどう考え
るか等の課題を通して子どもが楽しさや喜びを感じながら言葉を獲得できるような保育者として必要な力を養
う。
子どもの発達段階を踏まえて幼児がどのようにして言葉をかくとくしていくかを系統立ててとらえその特徴を
とらえる。またさまざまなことば遊びを通して子どもの言葉の力を養う活動について習得する。
本授業は、基本的には対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修
（Googleclassroomを使用し、課題を連絡する）と③オンデマンド型学修（事前に録画したものを
Googleclassroomにアップしたものを視聴する）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス

２回目 幼稚園要領・保育指針の理解（言葉の領域）

３回目 乳幼児の言葉の発達①（０才～就学前）

４回目 乳幼児の言葉の発達②（非認知能力について）

５回目 言葉の指導（言葉遊び…しりとり遊び、なぞなぞ遊びなど）

６回目 言葉の指導（言葉遊び…回文、連想ゲームなど）

７回目 言葉の指導（ごっこ遊び・ジェスチャー遊びなど）

８回目 言葉の指導（劇遊び）

９回目 言葉の指導（絵本の読み聞かせ　実践理論）

１０回目 言葉の指導（絵本の読み聞かせの発表　演習）

１１回目 言葉の指導の教材（ペープサート）

１２回目 言葉の指導（紙芝居作り　実践理論）

１３回目 言葉の指導（紙芝居の発表）

１４回目 保育者の役割と家庭との連携

１５回目 まとめ

到達目標 乳幼児の言葉の発達を理解し、個々の子どもの言葉の育ちに応じた具体的な指導や支援の方法を理解する。

授業時間外の学習 授業内に終わらなかった作品作りが課題になることがある。

評価方法 授業への参加意欲・態度、提出物（60％）、授業内試験・レポート（40％）で評価する。

テキスト 平成２９年告示『幼稚園教育要領』文部科学省
平成２９年『保育所保育指針』厚生労働省

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

表現Ⅰ(造形)指導法

Teaching Methods of Expression 1

授業コード： 15309

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

穴澤秀隆　講師

授業の概要 １. 知識及び技能の基礎
　　乳児から幼児・児童に至るまでの子どもの表現の発達課程について知識を深め、基礎的な表現技能を身に
付ける。
２. 思考力・判断力・表現力等の基礎
　　幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領を踏まえた保育の造形表現を理解する。
３. 学びに向かう力・人間性等
　　五感を働かせて表現を楽しむ。また、部分実習指導案を作成し模擬授業をイメージしながら指導案の書き
方を体験的に学ぶ。各課題に取り組む中で、保育・教育現場で活用できる実践力を身に付ける。
４. 本授業は、通常の授業と並行して、受講生自身が各自の研究テーマに沿った研究活動行い、発表するゼミ
方式による授業を行う。
５. 本授業は、コロナウイルスの感染状況の推移によっては、①課題型学修（「Google Classroom」を利用／
クラスコード：未定）と②同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施することも考
慮する。その際には、授業計画に示した「サブカリキュラム」の内容を参照する。

授業計画 １回目 オリエンテーション、領域「表現」のねらいと内容
幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領を踏まえた保育の造形表現を理
解する。
授業の進め方について解説し、受講生とともに春セメの各自の研究内容を決定し、発表計画を策
定する。

２回目 子どもと表現（１）／子どもの発達と表現
乳幼児から幼児に至る子どもの描画の発達段階を理解する。
幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領が扱う様々な描画表現について
学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（１）／現代美術とは何か

３回目 子どもと表現（２）／保育とカリキュラム
乳幼児から幼児に至る子どもの描画の指導に関し、幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こど
も園教育・保育要領に基づいたカリキュラムの策定とその実際について学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（２）／現代美術の諸相

４回目 絵に表す活動（１）／抽象絵画制作
様々な描画材を用いて感じたことを絵に表現する。
サブカリキュラム：現代美術入門（３）／拡張する絵画

５回目 絵に表す活動（２）／抽象絵画制作
様々な描画材を用いて感じたことを絵に表現する。
友人の作品を鑑賞し、相互的批評を行う。
サブカリキュラム：現代美術入門（４）／オブジェの登場

６回目 視覚文化論と子ども論（１）／子どもと遊び
知識及び技能の基礎としての表現について視覚文化論と子ども論の立場から考える。
研究発表①②

７回目 視覚文化論と子ども論（２）／子どもと身体
思考力・判断力・表現力等の基礎としての表現について視覚文化論と子ども論の立場から考え
る。
研究発表③④

８回目 視覚文化論と子ども論（３）／子どもとメディア
学びに向かう力・人間性等の基礎としての表現について視覚文化論と子ども論の立場から考え
る。
研究発表⑤⑥

９回目 立体に表す活動／BOXアート
学習指導要領に示されている「立体に表す活動」について学修する。
自分のお気に入りのものや端材を持ち寄って、箱の中に自分だけの世界を創造することにより、
工作による心象表現について理解を深める。
サブカリキュラム：現代美術入門（５）／メディアとアート

１０回目 現代造形論（１）／デザインとは何か／デザインの歴史とその世界
身の回りにある子どもを対象としたデザインの歴史と原理について考える。
研究発表⑦⑧

１１回目 現代造形論（２）／デザインとマーケティング／商業デザインの世界
身の回りにある子どもを対象としたデザインのマーケティングとその現状ついて考える。
研究発表⑨⑩

１２回目 立体に表す活動／ミクストメディアアート
学習指導要領に示されている「立体に表す活動」について学修する。
様々な素材をコンバイン（統合）させて、新たなイメージの作品を創造することにより、工作に
よる心象表現についての理解を深める。
友人の作品を鑑賞し、相互的批評を行う。
サブカリキュラム：現代美術入門（６）／デザインとアート

１３回目 映像と視聴覚教育／写真とは何か、写真でできる面白いこと
デジタルカメラやスマートフォン、タブレット端末などの情報機器に触れ、写真表現の可能性と
面白さについて学修する。
各自が校内で撮影したデータを使い発表をし、評価・批評を行う。
教育現場における情報機器の活用について学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（７）／美術と社会
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各自が校内で撮影したデータを使い発表をし、評価・批評を行う。
教育現場における情報機器の活用について学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（７）／美術と社会

１４回目 鑑賞する活動／建築と環境美術
学習指導要領に示されている「鑑賞をする活動」について学修する。
児童作品や美術作品のみならず、建築、景観、都市計画など広汎な環境設計に美術が関わってい
ることに関する理解を深め、鑑賞教育がそれらを含めた広い意味を持っていることを学修する。
研究発表⑪⑫

１５回目 まとめのディスカッションと鑑賞・表現活動／ファッションとテキスタイル
春セメの全授業のまとめとディスカッションを行う。
ファッション・テキスタイル・化粧・仮面などをテーマに、デザインと表現について学修し、造
形表現と身体についての理解を深める。

到達目標 １. 子どもの表現の発達課程について理解している。また、基礎的な表現技能が身に付いている。
２. 幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領を踏まえた保育の造形表現をイメージで
きる。
３. 五感を働かせて表現を楽しんでいる。各課題に取り組む中で、保育・教育現場で活用できる実践力を身に
付けている。

授業時間外の学習 １. 幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領の領域「表現」について、日常的に読み
込み、理解を深める。
２. 身の周りの素材収集に努め、その応用をイメージする。
３. 多様な保育現場への関心を持ち、そこでの造形表現について調べたりすることで自身の経験値を広げる。

評価方法 平常点（４０％）、ワークシート等（２０％）、課題への取り組み（４０％）により評価する。
遠隔授業に変更した場合も評価方法は対面授業と同様である。

テキスト ・北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年版

参考書

備考 テキストと、道具箱「七つ道具」を使用する。
※「七つ道具」の内容例：はざみ、のり、セロハンテープ、木工用ボンド、定規、カッター・カッター版、ホ
チキス、クレヨン、色鉛筆、マーカー等
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講義科目名称：

英文科目名称：

表現Ⅱ(音楽)指導法

Teaching Methods of Expression 2

授業コード： 21206

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

栗原和子　教授

授業の概要 幼児の音楽教育の基礎についての確認をし、幼児と音楽表現について育みたい資質・能力を理解しその指導方
法について習得する。
子どもの表現は、子どもの生活や遊びの経験から生まれる。そのため人的環境である保育者が、豊かな感性を
磨くことについての理論と実技を習得し、自己表現力を身につけて、保育者としての力量を付ける。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 保育とはどのような営みか（保育について学ぶために必要なこと）

３回目 乳幼児教育における音楽的表現の指導について（保育所保育指針、幼稚園教育要領をふまえて）

４回目 乳幼児の発達と音楽について①（乳幼児の音楽教育の重要性）

５回目 乳幼児の発達と音楽について②（聞く（聴く）、うたう活動の内容とその指導）

６回目 乳幼児に対する音楽の指導方法の歴史①（ダルクローズの音楽教育、リトミック教育）

７回目 乳幼児に対する音楽の指導方法の歴史②（コーダイの音楽教育）

８回目 乳幼児に対する音楽の指導方法の歴史③（オルフの音楽教育）

９回目 領域「表現」と音楽教育について（領域「表現」の保育計画について）

１０回目 教材とその展開①（わらべうた、手あそびうた）

１１回目 教材とその展開②（リズムあそび、楽器あそび）

１２回目 教材とその展開③（集団遊び、ゲーム）

１３回目 保育者の身体表現について①（歩く、ランニング、スキップ、ギャロップ）

１４回目 保育者の身体表現について②（ツーステップ、ワルツ、その他）

１５回目 総まとめ・復習

到達目標 基礎的なリズム表現を実際に行い、子ども達のあこがれや見本となれるよう人的環境として自己を磨き、自己
表現力を身につける。
絵本教材、紙芝居等、子どもの観やすい方法や種類を理解し実践できるようにする。

授業時間外の学習 本屋、図書館、その他で色々な遊び（集団、伝承あそび等)の情報をキャッチし、授業の折、発表して友達へ伝
えていく。

評価方法 授業への参加意欲：30％、課題提出：20％、実技試験：50％

テキスト 『たのしい手あそびうた』ナツメ社
『コンパス音楽表現』建帛社
その他必要に応じて資料配布します。

参考書 『幼稚園教育要領』文部科学省
その他、授業の中で紹介する。

備考 その時に応じて、幼稚園観察を行う
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講義科目名称：

英文科目名称：

表現Ⅲ(音楽)指導法

Teaching Methods of Expression 3

授業コード： 24311

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

早川冨美子　教授

授業の概要 子どもの創造性や表現力を高めていくために、どのような支援や技術が必要であるか、多様な音楽体験を通し
て習得していく。即興や音楽づくりにも取り組み、さらに、子どもの歌を活用した音楽劇の創作や発表などを
通して、受講者の音楽性を高めるとともに、豊かな表現力を身に付けていく。
以下の点を踏まえながら授業を展開していく。
（１）子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術
（２）身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽等に親しむ経験と保育の環境
（３）子どもの経験や様々な表現活動と音楽表現とを結びつける遊びの展開
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と②同時・双方向型学修（Google　classroom」と利用）③オンデマンド型学修
（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 保育における音楽表現、コード伴奏の説明

２回目 音あそび（身体、身の回りのもの）、コード伴奏（１音）

３回目 音あそび（手作り楽器や身近な楽器）、コード伴奏（２音）

４回目 グループで音楽づくり、コード伴奏（３音）

５回目 さまざまな打楽器の理解と活用

６回目 さまざまな楽器によるアンサンブル

７回目 わらべうたであそぶ

８回目 特色ある音楽教育（リトミック、コダーイ、オルフ）

９回目 絵本を使った音楽づくり１（グループ活動）

１０回目 絵本を使った音楽づくり２（発表）

１１回目 子どもの歌を活用した音楽劇１（曲の選択）

１２回目 子どもの歌を活用した音楽劇２（ストーリーをまとめる）

１３回目 子どもの歌を活用した音楽劇３（中間発表）

１４回目 子どもの歌を活用した音楽劇４（通し練習）

１５回目 子どもの歌を活用した音楽劇５（発表）

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→多様な音楽体験を通して音楽を楽しむとともに、各自の表現力や実践力を高
め、
　　　　　　　　　　　　　　子どもの音楽的な表現を支える知識と技術を身につけることができる。
２．思考力・判断力・表現力→様々な音楽表現を生かしながら、さらに総合的な表現力を身に付けることがで
きる。
３．学びに向かう力　　　　→音楽活動において、参加意識をもち、他者と協働して行うことができる。

授業時間外の学習 ・日頃から多様な音楽にふれ、音楽的な視野を広げる。
・楽譜を見ながら演奏することだけではなく、即興やコード伴奏にも取り組む。
・子どもの歌は、レパートリーが増えるように毎日練習に取り組む。

評価方法 平常点100％
＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 駒久美子、味府美香編著『コンパス音楽表現』（建帛社，2020）
坪能由紀子他共著『みんなピアノだい好き』（全音楽譜出版社、2016）
以上のテキストは1年次より継続使用。
その他必要に応じて資料を配布する。
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参考書 その他授業の中で紹介する。

備考 授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

子ども家庭福祉

Child and Family Welfare

授業コード： 24108

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

高橋弘美　講師

授業の概要 子ども家庭福祉の意義及び歴史的展開、法制度、サービスの現状等児童福祉全般について理解を深める。
子ども家庭福祉は、社会福祉の一分野であること、保育士は、福祉の専門職であることを理解するために、現
代の子ども家庭福祉の成り立ちから福祉の領域・展開・現状と課題等を学ぶ。また、子ども家庭福祉に関する
話題を随時取り入れ教材にしていきたい。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修と②同時・双方向型学修
とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 子ども家庭福祉の理念と概念

２回目 子ども家庭福祉の歴史的変遷と諸外国の動向

３回目 子どもの人権擁護

４回目 子ども家庭福祉の制度と実施体制

５回目 子ども家庭福祉の施設と専門職

６回目 少子化と地域子育て支援

７回目 母子保健と子どもの健全育成

８回目 多様な保育ニーズへの対応

９回目 子ども虐待・ドメスティックバイオレンスとその防止

１０回目 貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応

１１回目 社会的養護

１２回目 障害のある子どもへの対応

１３回目 少年非行等への対応

１４回目 次世代育成支援と子ども家庭福祉の推進

１５回目 地域における連携協力とネットワーク

到達目標 現代の子ども家庭福祉は多くの先覚者の実践のうえに成り立っていること、様々な場面で問われている「児童
の最善の利益」、少子化や低成長経済など社会経済状況と密接に関連があり、福祉を支える様々な法制度、福
祉サービスがあること、児童虐待・DVや子どもの貧困などの課題について理解できる。

授業時間外の学習 １　講義予定の項目に該当する箇所をテキストで予習し、疑問点をまとめておく。
２　週間内で新聞紙上に児童（家庭）福祉に関連した記事を切り抜きする。

評価方法 「レポート」（７０％）「授業への参加意欲」（３０％）

テキスト 基本保育シリーズ『子ども家庭福祉』　監修　公益財団法人児童育成協会　中央法規出版　２０１９年

参考書 『福祉小六法』社会福祉法人大阪ボランティア協会編集　中央法規出版　２０２１年

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

社会福祉

Social Welfare

授業コード： 14209

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷、社会福祉と児童福祉との関連性について理解する。また、
社会福祉の制度や実施体系について理解し、社会福祉の動向と課題を知る。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、社会福祉とは

２回目 社会福祉の理念と概念

３回目 社会福祉の歴史的変遷

４回目 社会福祉と児童家庭福祉

５回目 社会福祉の制度と実施体系①制度と法体系

６回目 社会福祉の制度と実施体系②財政と実施機関

７回目 社会福祉の制度と実施体系③社会福祉施設

８回目 社会福祉の制度と実施体系④専門職・実施者

９回目 社会福祉の制度と実施体系⑤社会保障と関連制度

１０回目 社会福祉における相談援助

１１回目 社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組み

１２回目 社会福祉の動向と課題①少子高齢化社会への対応

１３回目 社会福祉の動向と課題②在宅福祉・地域福祉の推進

１４回目 社会福祉の動向と課題③関連機関との連携とネットワーク

１５回目 社会福祉の動向と課題④諸外国の動向、まとめ

到達目標 　現代社会における様々な問題と多様化した社会福祉へのニーズについて知り、社会福祉の意義・理念や制
度・実施体系の現状を理解することができる。また、社会福祉の一つとして保育が行われる意義について考え
ることができる。

授業時間外の学習 　年金や医療保険、介護保険等の社会保険制度、社会福祉の財源としての税に関する情報は、連日のように新
聞やニュース等で報道されている。本科目の受講を機に、それらの情報に関心を持ち、報道内容を吟味できる
ようになり、新たな国の決定が、現実の保育の世界にどのように影響を与えるのか、自分なりに考えてみるこ
とを期待する。また、本科目は、専門用語が多いため、授業後に講義内容の復習をすること。

評価方法 　授業への参加意欲（20％）、レポート（30％）、小テスト（50％）の結果をもとに評価する。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 最新保育士養成講座総括編纂委員会編『最新保育士養成講座第４巻　社会福祉』（全国社会福祉協議会、
2019）

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子ども家庭支援論

Family Support

授業コード： 14312

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　現代社会における多様な家族のあり方を知り、家庭の機能や家族の歴史的な変化について学ぶことを通し
て、子育て家庭を支援する意義を理解する。また、子育て家庭の支援体制の現状と期待される保育者の役割に
ついて知る。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷

２回目 子どもの人権擁護と家庭支援の必要性

３回目 保育士等が行う家庭支援の原理

４回目 現代家庭の人間関係

５回目 男女共同参画社会とワークライフバランス

６回目 子ども家庭福祉の制度

７回目 子育て家庭の支援の実施体系①　国、都道府県レベル

８回目 子育て家庭の支援の実施体系②　市区町村レベル、専門職

９回目 子育て支援サービスの概要

１０回目 保育所等児童福祉施設に入所する児童の家庭に対する支援

１１回目 地域の子育て家庭への支援、多様な保育ニーズへの対応、児童虐待の防止

１２回目 要保護児童及びその家庭に対する支援

１３回目 貧困、外国籍の子どもとその家族への対応

１４回目 子育て支援サービスの課題：地域における連携・協働、次世代育成支援

１５回目 総括　世界の子ども家庭支援

到達目標 　子育て家庭を取り巻く社会的状況の歴史的な変化を知り、子どもの人権擁護について理解すると共に、現代
において子育て家庭を支援する意義や支援体制の現状について理解することができる。

授業時間外の学習 　日本の家族の現状について、新聞やニュース、自分の住む自治体のHP等で情報収集をするとともに、日常的
に地域で出会う様々な年代の方々の生活の様子に気を配り、子育て家庭を支援する上で必要となる生活感覚を
養うこと。休日や放課後には、できるだけ地域の子育て家庭が集まりそうな場（公園、図書館、スーパー等）
に出かけ、定期的に子育て家庭の様子を観察することが望ましい。

評価方法 　授業への参加意欲（20％）、課題レポート（30％）、期末レポート（50％）の結果をもとに評価する。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 最新保育士養成講座総括編纂委員会編『最新保育士養成講座第10巻 子ども家庭支援－家庭支援と子育て支援』
（全国社会福祉協議会、2019）

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

社会的養護Ⅰ

Social Protective Care  1

授業コード： 24209

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

熊倉志乃　講師

授業の概要 我が国の児童養護の歴史、海外における児童養護の歴史を知ることにより、児童養護についての感心を深め、
養護の概念、児童福祉施設の目的や意義について深く理解する。これらの学びを通して、児童養護にかかわる
専門職としての資質を高める。
養育・保育・ケアなど養護の概念・児童養護について、児童養護の歴史や児童養護の仕組み等児童福祉法、児
童憲章「子どもの権利条約」を通して理解を深める。また、現代社会の養護問題・福祉・養護についてもグ
ループ討議も含め、考察します。

授業計画 １回目 社会的養護の理念と概念

２回目 社会的養護の歴史的変遷

３回目 社会的養護の子どもの人権擁護と社会的養護

４回目 社会的養護の基本原則

５回目 社会的養護に於ける保育士等の倫理と責務

６回目 社会的養護の制度と法体系

７回目 社会的養護のしくみと実施体系

８回目 社会的養護とファミリーソーシャルワーク

９回目 社会的養護の対象と支援のあり方

１０回目 家庭養護と施設養護

１１回目 社会的養護にかかわる専門職

１２回目 社会的養護に関する社会的状況

１３回目 施設等の運営管理の現状と課題

１４回目 被措置児童等の虐待防止の現状と課題

１５回目 社会的養護と地域福祉の現状の課題・まとめ

到達目標 社会的養護の概念、児童福祉施設の目的や意義の学びを通して、職員としての役割を理解できるようになる。

授業時間外の学習 事前に講義予定の内容を予習し、疑問点を確認しておく。
ネグレクト・虐待に関する新聞記事に関心をもち、切り抜き、提出又は発表。

評価方法 授業への参加意欲･態度、課題提出他（30％）、定期試験（70％）等総合的に評価する。
授業回数の3分の2以上の出席が必要。

テキスト 『社会的養護Ⅰ』 中央法規出版(株)

参考書 『児童福祉小六法』 中央法規出版(株)

備考 必要に応じプリントを配付する。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育者論

Theory of Nursery School and Kindergarten Teacher

授業コード： 12314

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

出井芳江　講師

授業の概要 保育士倫理綱領や遵守すべき条文を確認しながら保育者とは何かを考えていく。子どもの最善の利益を保障し
ながら、一人ひとりの子どもたちの多様な育ちと生活に介入していくために必要な専門性の理解を深めること
で、保育者としての自覚や自身の価値を育む。また、社会人としての心構えや大人としてのマナーを根底に、
保育者の役割、職務、人間性、専門性を理解し、保育者になるための学びと、保育者になることへの自覚を深
める。そして、コミュニケーション能力・自発性・協同性などの保育の営みにおける保育者の支え合いについ
て学び、さらには、様々の人の意見を聞くことで、保育観構築の基礎を作っていく。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学修（「Google Classroom」を利
用）と同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション【授業の進め方・授業の必要性　等】

２回目 保育者とは　（１）保育とは・保育者とは何か

３回目 保育者とは　（２）「理想の保育と保育者像」

４回目 保育者の職務　（１）幼稚園における保育者の役割

５回目 保育者の職務　（２）保育所における保育者の役割

６回目 保育者の職務　（３）その他の児童福祉施設における保育者の役割

７回目 保育者の職務　（４）地域社会における保育者の役割

８回目 保育者に求められる人間性とは　【倫理観】

９回目 保育者に求められる専門性とは　（１）子ども理解

１０回目 保育者に求められる専門性とは　（２）遊びの重要性

１１回目 保育者に求められる専門性とは　（３）保育者集団の協働

１２回目 保育者の体験談から保育者になる意味を問い直す

１３回目 保育者のメンタルヘルス

１４回目 保育者としての専門性の向上とキャリア形成

１５回目 これからの保育者のあり方を考える

到達目標 保育者としてあるべき姿を学び、保育観の基盤を形成する。

授業時間外の学習 授業の予習・復習（適宜指示）

評価方法 授業への参加意欲・態度：30％、授業後等のレポート：70％に基づき総合的に評価する。
遠隔授業になった場合も、評価方法に変更はない。

テキスト 教科書を使用せず、必要に応じて資料等を提示する。

参考書 適宜、授業内で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育の心理学

Psychology of Childcare

授業コード： 11210

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 「保育の心理学」は「保育」と「心理学」の２つのスタートラインをもつ講座である。本講座は保育と心理学
の両方の基礎を習得し、子どもへの理解を深める。子どもは環境・人との相互的なかかわりを通して発達して
いくことを理解し保育実践にかかわる心理学の知識を学ぶ。さらに、生涯発達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する。
保育実践にかかわる心理学の知識と子どもの発達の理解を深め、保育との関連について総合的に学ぶ。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（google classroom)と②
同時・双方向型学修（google meet)とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション（授業のねらいと評価）

２回目 なぜ保育で心理学が必要なのか

３回目 発達と保育の関係

４回目 保育実践の評価と心理学

５回目 発達観、子ども観と保育観

６回目 発達の基礎理論

７回目 思考の発達・知能の発達

８回目 発達と教育の臨界期

９回目 発達観と学習

１０回目 精神分析と子どもの発達

１１回目 発達課題と発達理論

１２回目 子どもの発達と環境

１３回目 身体的機能と運動機能の発達

１４回目 自我の芽ばえと他者に気づく

１５回目 人との相互的かかわりと感情

到達目標 保育実践について理解を深め、学習の基本的なプロセスを理解し、保育場面に於いて発達援助等について学び
ますが、さらに、学びを深めるために、主体的に調べる課題や集団思考形式などを取り入れることで、子ども
の発達の世界をさらに深く学び、保育実践に広げられるようにする。

授業時間外の学習 授業で学んだ基本的な項目や解説について、同じ目標の仲間と共に積極的に取り組んで欲しい。

評価方法 筆記試験（80％）と小レポート（20％）で評価する。

テキスト テキストは「保育の心理学」（大橋喜美子編著、保育出版社」を使用する。
必要に応じて適宜資料を配付する。

参考書 『保育の心理学Ⅱ』清水益治・無藤隆編著他授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子ども家庭支援の心理学

Psychology of Family Support for Children

授業コード： 24408

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　保育相談支援の意義と基礎的な保護者支援の内容・方法を理解し、保育所等の児童福祉施設における保護者
支援の実際について、事例をもとに理解を深める。また、保護者支援の際に必要とされる共感的保護者理解の
基本を身につけるため、日常的に地域の保護者を観察し（保護者ウォッチング）、事例報告を行う。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、保護者に対する保育相談支援の意義

２回目 保育の特性と保育士の専門性を生かした支援

３回目 子どもの最善の利益と福祉の重視

４回目 子どもの成長と喜びの共有

５回目 保護者の養育力の向上に資する支援

６回目 信頼関係を基本とした受容的かかわり、自己決定、秘密保持の尊重

７回目 地域の資源の活用と関係機関等との連携・協力

８回目 保育に関する保護者に対する指導

９回目 保護者支援の内容と方法

１０回目 保護者支援の技術（連絡帳・保育だよりを中心に）

１１回目 「保護者ウォッチング」報告会

１２回目 保育所における保育相談支援の実際

１３回目 保育所における特別な対応を要する家庭への支援

１４回目 児童養護施設等要保護児童の家庭に対する支援

１５回目 障害児施設、母子生活支援施設等における保育相談支援

到達目標 　保育相談支援の意義と原則について理解し、保育所を中心とする児童福祉施設における保護者支援の基礎的
な知識・技術を身につける。

授業時間外の学習 　日常的に地域の保護者の姿を観察し、事例としてまとめること（3例以上が望ましい）。授業内で発表するこ
ととする。

評価方法 　授業への参加意欲・態度50％、期末レポート50％の結果を元に評価する。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 松本園子他『子ども家庭支援の心理学』（ななみ書房、2019）

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子どもの理解と援助

Understanding of and Support for children

授業コード： 25204

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 本講座は保育と心理学の両方の基礎を習得し、保育者に必要な基礎知識の習得を基本として、子どもへの理解
を深める。子どもは環境・人との相互的なかかわりを通して発達していくことを理解し保育実践にかかわる心
理学の知識を学ぶ。さらに、生涯発達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
の関連性を考察する。
「保育の心理学」で学んだことを基礎に演習課題を設けて、子どもの心身の発達と保育実践について理解を深
める。また、保育課題として、自ら考え、子どもの「育みたい資質と能力」および「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」などを学習する。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（google classroom)と②
同時・双方向型学修（google meet)とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 子どもの実態に応じた保育における子どもの理解の意義（オリエンテーション）

２回目 子どもに対する共感的理解と子どものかかわり

３回目 子どもの生活と遊び

４回目 保育の人的環境としての保育者と子どもの発達

５回目 子ども相互のかかわりと関係

６回目 集団における経験と子どもの育ち

７回目 発達における葛藤とつまずき

８回目 保育の環境の理解と構成

９回目 環境の変化移行

１０回目 子ども理解のための観察と記録・省察・評価

１１回目 子ども理解のための連携と協働

１２回目 子ども理解のための保育者と保護者との相互理解

１３回目 発達の課題に応じた援助とかかわり」

１４回目 特別な配慮を必要とする子どもの理解と援助

１５回目 発達の連続性と就学への支援

到達目標 子どもは環境・人との相互的なかかわりを通して発達していくことを理解し保育実践にかかわる心理学の知識
をより深く学ぶ。さらに、生涯発達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することがで
きる。保育との関連性を考察する。
保育実践にかかわる心理学の知識と子どもの発達の理解を学び基本的な内容を深める。さらに、演習課題（事
例、ワークシート、スキル等）の学習とより発展的な学習内容を総合的に学ぶ。

授業時間外の学習 授業で学んだ基本的な項目や解説について、同じ目標の仲間と共に、常にグループ活動や集団思考を取り入れ
て体験を豊かにする。

評価方法 筆記試験（70％）と小レポート（30％）で評価する。

テキスト テキストは前期使用の「保育の心理学」及び「臨床心理学」小林芳郎編著（保育出版社）を使用し、必要に応
じて適宜資料を配付する。

参考書 授業で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子どもの保健

Children's Health

授業コード： 12413

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

村井佐代子　准教授

授業の概要 子どもの心身の発育発達機能について学び、心身の健康や保健の意義について理解します。また、子どもに多
い疾病と特徴について学び、その予防や適切な対応についての基礎知識や保健指導について学びます。

　本授業は対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（「Google Classroom」を
利用）と③オンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施します。

授業計画 １回目 保健活動の意義と目的

２回目 健康の概念と健康指標

３回目 現代社会における子どもの健康に関する現状と課題

４回目 地域における保健活動と児童虐待防止

５回目 身体発育と保健

６回目 運動機能の発達と保健

７回目 生理的機能の発達と保健

８回目 健康状態の観察

９回目 体調不良等の早期発見

１０回目 発育・発達の把握と健康診断

１１回目 保護者との情報共有

１２回目 子どもの疾病の特徴

１３回目 疾病の予防と適切な対応（感染症・アレルギー疾患）

１４回目 疾病の予防と適切な対応（口と歯の健康・先天性疾患）

１５回目 疾病の予防と適切な対応（その他の疾病）

到達目標 子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解する。子どもの身体的な発達と保健について理解する。
子どもの心身の健康状態と把握の方法について理解する。子どもの疾病とその予防法及び多職種間の連携・協
働の下での適切な対応について理解する。

授業時間外の学習 実習時だけではなく、身近な小児に目を向け、発育・発達の特徴を捉えておく。

評価方法 「平常点」（100%）遠隔授業に変更した場合も、評価方法に変更はない。

テキスト 『子どもの保健』遠藤郁夫・三宅捷太 編集　・学建書院

参考書 適宜資料（データ）を配付する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子どもの食と栄養Ⅰ

Children's Food and Nutrition 1

授業コード： 15310

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

成田美紀　講師

授業の概要 　子どもたちの心と体の健康について、食生活や栄養の側面から維持増進させることを目的とする。発育・発
達の目覚ましい時期の子どもの食生活と栄養の特性について学ぶとともに、自己の食への意識や食生活を省
み、適切な食生活を実践する力を養う。
　妊娠期（胎児期）から思春期までの小児栄養の基礎を学ぶ。また、現代の子どもたちの食生活と社会的背
景、食や健康に関する情報の精査、食教育を実践する際に注意すべき点について考えていく。ライフステージ
別に各自テーマを設定し、具体的場面に役立つための実習および発表を行う。

　本授業は、①課題型学修と③オンデマンド学修とを組み合わせて実施するが、うち数回の授業は対面授業も
併用するハイブリッド形式で実施する。対面授業を実施する際に在宅学修の必要がある学生に対しては同時・
双方向型学修（「Google Meet」を利用）で対応する。対面授業を実施する際には、「Google Classroom」を通
じて事前に連絡する。なお、全面遠隔授業になった場合は、①③型のみとする。

授業計画 １回目 オリエンテーション（子どもの食と栄養の意義）

２回目 小児の発育・発達と栄養

３回目 栄養と食品に関する基礎知識

４回目 授乳期の心身の発達と乳汁栄養

５回目 離乳期の心身の発達と食生活

６回目 幼児期の心身の発達と食生活

７回目 学童期・思春期の心身の発達と食生活

８回目 生涯発達と食生活

９回目 食の安全（食品表示、食中毒、食品添加物、農薬など）

１０回目 食の形態（学校給食、外食、昼食、コンビニ、郷土食、行事食など）

１１回目 食教育　１.テーマの設定と下調べ

１２回目 食教育　２.作成（保護者向け便り）

１３回目 食教育　３.作成（子どもへの媒体）

１４回目 食教育　４.発表（保護者向け便り）

１５回目 食教育　５.発表（子どもへの媒体）

到達目標 栄養に関する基礎知識を身につける。自らが食への興味と感心を持ち、望ましい食生活を実践できる。子ども
の発育・発達と栄養との関連について、具体的な食場面を想定して、発達段階に応じて考え、説明することが
できる。

授業時間外の学習 予習として、授業計画に該当するテキスト内容を読んでおく。復習として、授業で学んだことや課題などを各
自行う。

評価方法 「平常点」(40％)・「課題提出」(30％)・「グループ発表」(30％)

テキスト 上田玲子編著『子どもの食生活≪第4版≫』（ななみ書房、2020年）

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子どもの食と栄養Ⅱ

Children's Food and Nutrition 2

授業コード： 22414　22505

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

湯川晴美　教授

授業の概要 子ども時代の食と栄養は、豊かな人間性を育て、生きる力を育み、発育を支え、健康な体と習慣を作る。保育
者をはじめ、子どもに関わる者にとって、子どもの食と栄養について正しい知識とスキルは不可欠である。子
どもの食育を主に、食べることの重要性を理解する。
食育の基本とその内容について学ぶ。特別な配慮を要する子どもの食として、食物アレルギー、咀嚼・嚥下困
難を取り上げ、その実態と対応について学ぶ。子どもの食と栄養Ⅰで体系的に理解したことを、実際の保育に
役立つよう調理実習を通して実践力を身につける。本授業は対面授業を中心とするが、遠隔授業になった場合
は、課題学修Google classroomwを利用して実施する。

授業計画 １回目 食育がなぜ必要とされるか

２回目 発育・発達過程に応じて育てたい”食べる力とは”

３回目 保育所・幼稚園等での食育の実践

４回目 実践編－食育・栄養教育と保育　（食品・食材）

５回目 実践編－食育・栄養教育と保育（食に関する問題－食行動）

６回目 実践編－食育・栄養教育と保育（食に関する問題－生活リズム）

７回目 実践編－食育・栄養教育と保育（食に関する問題－遊びと食）

８回目 実践編－食育・栄養教育と保育（保育場面での食育）

９回目 疾病および体調不良の子どもへの対応

１０回目 食物アレルギーのある子どもへの対応

１１回目 障がいをもつ小児の食生活

１２回目 家庭や児童福祉施設における食生活

１３回目 調理実習１：調理操作の基本

１４回目 調理実習２：主食と副食

１５回目 調理実習３：献立の基本

到達目標 子どもの食と栄養Ⅰの基本的な理論を理解したうえで、子どもの食と栄養Ⅱを学び、保育士として子どもやそ
の保護者の自己決定や行動変容を支援するなど実際の保育に役立つような実践力を身につけることができる。

授業時間外の学習 実習ごとに調理した食事をデッサンし、実習レポートを書き、提出する。

評価方法 平常点（50％）、実習レポート（20％）、課題レポート（30%)に基づき評価する。遠隔授業に変更した場合も
評価方法に変更はない。

テキスト 『新版　子どもの食生活』上田玲子編・ななみ書房

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育の計画と評価

Planning and Evaluation of Childcare

授業コード： 14505

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

栗原和子　教授

授業の概要 幼稚園、保育所には教育課程、保育課程、指導計画があり、実際（毎日）の保育は、その計画に添って展開さ
れている。その関係について学び、乳幼児にふさわしい生活が展開される、保育の基本と内容、方法を理解し
養育（生命の保持、情緒の安定）と教育（健康、人間関係、環境、言葉、表現）が一体的に展開することを具
体的な保育実践につなげて理解する。
・教育課程、保育課程の編成と指導作成について具体的に理解する。・計画、実践、省察、評価、改善の過程
についての構造について理解する。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 保育の基本と保育課程について

３回目 指導計画の種類と役割

４回目 保育における計画の考え方（幼児のあそび・学び）

５回目 保育における計画の考え方（発達と領域）

６回目 日案から週案の作成（２・３歳児）

７回目 日案から週案の作成（４・５歳児）

８回目 教育課程の編成と基本的な考え方

９回目 保育課程の編成と基本的な考え方

１０回目 指導計画の実際（２歳児）

１１回目 指導計画の実際（３歳児）

１２回目 指導計画の実際（４歳児）

１３回目 指導計画の実際（５歳児）

１４回目 指導計画の実際（１・２歳児）

１５回目 総まとめ・復習

到達目標 保育課程、教育課程の意義を理解し、それらに基づいて指導計画を編成するための基礎知識を、「実例」を通
して習得し、実際に指導計画を作成する技術を身に付ける。

授業時間外の学習 自主的に時間を作りボランティア等で現場での様子を見学、観察、手伝いなどを心がけ、その園の指導計画等
から学ぶ。

評価方法 授業への参加意欲・態度：30％、課題提出：30％、レポート：40％

テキスト 『幼稚園教育要領解説』文部科学省、『保育所保育指針解説書』厚生労働省、『たのしい手あそびうた』ナツ
メ社

参考書 授業の中で紹介する。

備考 その時に応じて、幼稚園観察を行う
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容総論

Outline of Contents of Childcare

授業コード： 11407

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

栗原和子　教授

授業の概要 幼稚園、保育所には教育課程、保育課程、指導計画があり、実際（毎日）の保育は、その計画に添って展開さ
れている。その関係について学び、乳幼児にふさわしい生活が展開される、保育の基本と内容、方法を事例を
通して更に深く理解し環境を通して「幼児期に何を育てたらよいか」「どのような内容が大切なのか」を考慮
する。
・教育課程、保育課程の編成と指導作成について再認識し具体的に理解する。・計画、実践、省察、評価、改
善の過程についての構造について理解する。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 保育内容の基本と保育内容

３回目 保育所保育指針における保育内容の考え方

４回目 教育課程、保育課程と指導計画、指導計画作成上の留意点　　保育課程と保育計画、保育計画作
成上の留意点

５回目 幼児の発達・あそびと学び

６回目 ５歳児のあそびと発達

７回目 ５歳児の指導計画（週案・日案）の作成

８回目 ４歳児のあそびと発達

９回目 ４歳児の指導計画（週案・日案）の作成

１０回目 ３歳児のあそびと発達

１１回目 ３歳児の指導計画（週案・日案）の作成

１２回目 ２歳児のあそびと発達

１３回目 ２歳児の指導計画の作成

１４回目 幼稚園、保育園と小学校の連携

１５回目 総まとめ・復習

到達目標 一年次には保育実習、教育実習を体験し、保育課程、教育課程の意義を再確認しつつ、保育の基本と内容、方
法を事例を通して更に深く理解し、「幼児期に何を育てたら良いか、どのような内容が大切なのか」を考慮で
きるようにする。

授業時間外の学習 子どもたちが興味、関心を示す教材、教具等への材料研究等を研究心、探求心を持って行う。

評価方法 授業への参加意欲：30％、課題提出：30％、レポート：40％

テキスト 『幼稚園教育要領解説』文部科学省、『保育所保育指針解説書』厚生労働省、『たのしい手あそびうた』ナツ
メ社

参考書 授業の中で紹介する。

備考 その時に応じて、幼稚園観察を行う
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容演習 健康

Contents of Childcare: Health

授業コード： 26104

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

長谷部せり　講師

授業の概要 経年的に低下傾向にある子どもの体力・運動能力の回復向上の取り組みの一助として、幼児期から適切な運動
経験をもたせることの重要性は、繰り返し述べられている。また、乳幼児期の子どもたちの心と体は未分化で
あり、身体の発達を支援することは、心の発達の支援にもつながる。本講義では、運動遊びに着目し、遊びを
通して子どもたちの心と体を育む支援の方法について理解する。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 「健康」とは何か

３回目 運動機能の発達

４回目 現代の子どもの身体の問題点

５回目 子どもの遊びと運動意欲

６回目 運動遊びの実際と指導①

７回目 運動遊びの実際と指導②

８回目 運動遊びの実際と指導③

９回目 生活習慣の形成①

１０回目 生活習慣の形成②

１１回目 子どもの健康と「食」

１２回目 健康指導の実際と評価①

１３回目 健康指導の実際と評価②

１４回目 教材研究，教材作成

１５回目 リフレクション

到達目標 幼児期の子どもたちに必要な運動経験や生活習慣について知識を深め、保育者となった際に子どもたちに適切
に援助することができるようになる。
保育中の指導案を１つ作成することができる。

授業時間外の学習 保育内容の健康領域の観点から考えられる子どもの発育発達に必要だと考えられることについての情報収集を
行う。

評価方法 授業への参加意欲・態度（40％）、レポート（60％）等で総合的に評価する。

テキスト 必要に応じて授業時に資料を配布するので、特に指定しない。

参考書 『幼稚園教育要領（最新版）』
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領（最新版）』
その他、必要に応じて講義の中で紹介する。

備考 実技の授業時は、運動着・運動靴（中履き）を着用する。
適切な服装が守られていないと判断された場合は、その時間の受講を許可しない。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容演習 人間関係

Contents of Childcare: Human Relationship

授業コード： 21207

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

都留　覚　准教授

授業の概要 ①「保育所保育指針」及び「新幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」における領域
「人間関係」のねらいと内容を理解し、子どもの人間関係の発達過程を踏まえた上で、人との豊かな関わりを
育む保育・教育実践に必要な基礎的能力の育成を目指す。
②人は、人との関わり合いを通して人格を形成し、様々な能力や技能を獲得していく。乳幼児期は、身近な人
達との相互作用により、人間としての基礎を作る重要な時期である。本講義では、「人と関わり合う力」の発
達について学び、「人と関わり合う力」を豊かに育む保育と保育者の役割について理解を深める。

授業計画 １回目 中央教育審議会の提言
・中央教育審議会の答申を読み解き、「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定
こども園教育・保育要領」の変遷と改訂のポイントについて理解する。
・「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」における
領域「人間関係」の内容を分析・比較・整理してまとめる

２回目 人とかかわる力の発達と様相①
・DVD「乳幼児の心理発達とその不思議」を視聴し、認知(模倣、認知と行動、認知と発達、記
憶)・社会性(コミュニケーション、愛着関係、大人との関係、友達との関係)・言語(言語の発
達、音の好み、言葉の理解、読み聞かせ)の発達と様相について調べ、まとめる

３回目 おおむね６か月未満児の人間関係
・おおむね６か月未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「乳幼児保育の実際(前半)」を視聴し、おおむね６か月未満児の人間関係についての保育の
実際について調べ、まとめる

４回目 おおむね６か月から１歳未満児の人間関係
・おおむね６か月から１歳未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「乳幼児保育の実際(後半)」を視聴し、おおむね６か月からの１歳未満児の人間関係につい
ての保育の実際について調べ、まとめる

５回目 おおむね１歳から２歳未満児の人間関係
・おおむね１歳から２歳未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「低年齢児の保育(１歳児)」を視聴し、おおむね１歳からの２歳未満児の人間関係について
の保育の実際について調べ、まとめる

６回目 おおむね２歳から３歳未満児の人間関係
・おおむね２歳から３歳未満児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「低年齢児の保育(１歳児)」を視聴し、おおむね２歳からの３歳未満児の人間関係について
の保育の実際について調べ、まとめる

７回目 人とかかわる力の発達と様相②
・DVD「３歳児からの心理発達」を視聴し、認知(実行機能、短期記憶、作業記憶、展望記憶、基
本的な図形の模写、描画(人物))・概念・思考(保存概念、数の操作、自己中心性、他者の誤信念
理解、視点の心的操作、道徳性)・言語(語彙、文法、音韻意識、会話、論理的説明)・社会性(話
し合いによる問題解決、競争意識、新しいルールの学習、公平な分配)の発達と様相について調
べ、まとめる

８回目 おおむね３歳児前半の人間関係
・おおむね３歳児前半の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　３歳児編　前半　①よりどころを求めて」を視聴し、主題「よりどこ
ろを求めて」の意味についてディスカッションしたりディベートをしたりしておおむね３歳児前
半の人間関係の発達と様相について理解する

９回目 おおむね３歳児後半の人間関係
・おおむね３歳児前半の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　３歳児編　後半　②やりたい　でも、できない」を視聴し、主題「や
りたい　でも、できない」の意味についてディスカッションしたりディベートをしたりしておお
むね３歳児後半の人間関係の発達と様相について理解する

１０回目 おおむね４歳児の人間関係
・おおむね４歳児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　４歳児編　③先生とともに」を視聴し、主題「先生とともに」の意味
についてディスカッションしたりディベートをしたりしておおむね４歳児の人間関係の発達と様
相について理解する

１１回目 おおむね５歳児の人間関係
・おおむね５歳児の人間関係の発達と様相について調べてまとめる
・DVD「３年間の保育記録　５歳児編　④育ちあい　学びあう　生活のなかで」を視聴し、主題
「育ちあい　学びあう　生活のなかで」の意味についてディスカッションしたりディベートをし
たりしておおむね５歳児前半の人間関係の発達と様相について理解する

１２回目 子どもを取り巻く環境と人間関係
・地域社会と人間関係(地域社会の変化と教育力の低下、地域社会における子どもの生活と人間関
係、地域社会における教育力の再生・向上)について理解する
・家庭と人間関係(家庭の変化と教育力の低下、家庭における子どもの生活と人間関係、家庭にお
ける教育力の再生・向上)について理解する
・幼稚園・保育所・認定こども園等と人間関係(園における子どもの生活と人間関係、現代の保育
現場における保育の課題)について理解する

１３回目 保育者と子どもの「人間関係」
・乳幼児の心理的安定の基盤としての保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・幼児の仲問づくりと保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・子どもの自立心と仲間との育ち合いについて事例を元に考え理解する
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・乳幼児の心理的安定の基盤としての保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・幼児の仲問づくりと保育者のかかわりについて事例を元に考え理解する
・子どもの自立心と仲間との育ち合いについて事例を元に考え理解する

１４回目 「人間関係」でちょっと気になる子ども
・誰が、なぜ、気になるのか(保育の中で気になる子どもの姿と自分の子どもの見方にきづくとい
うこと)について事例を元に考え理解する
・子どもの育っていくプロセスにおける&quot;特別な配慮&quot;(集団のなかで育っている一人ひ
とりをどうとらえるか、&quot;みんなと同じ&quot;という価値観、なぜ、&quot;特別&quot;が必
要なのか)について事例を元に考え理解する

１５回目 子育て支援にかかわる人間関係
・子育て支援とは何か(乳幼児をめぐる家庭の人間関係の変化と地域子育て支援のはじまり、乳幼
児の人間関係をはぐくむために)について事例を元に考え理解する
・人間関係の育ちを図る子育て支援(人間関係の育ちを図る地域子育て支援の実際、人間関係の育
ちを図る子育て支援の担い手)について事例を元に考え理解する
・これからの子育て支援(支援から協働へ、情報化社会におけるこれからの子育て支援、子育て支
援から子育ち協働をめざして)について事例を元に考え理解する

到達目標 ①「乳幼児期の人間関係力の発達」について理解し、説明できる。
②「発達に応じた保育」「発達を促す保育」について理解し、説明できる。
③領域「人間関係」に関する「遊び」や「活動」について理解し、説明できる。
④乳幼児期の様々な生活場面における「個と集団の育ち」について理解し、説明できる。
⑤中央教育審議会答申を基盤とした「保育所保育指針」及び「新幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園
教育・保育要領」の改訂のポイント、及び、今後の課題について理解し、説明できる。

授業時間外の学習 ①授業中に適時ノートを取り、ノートそのものが参考資料となるようにまとめておくこと。
②授業中に配布した資料はファイルし、整理しておくこと。
③「保育所保育指針解説書」「新幼稚園教育要領解説」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を参照
し、保育内容を確認し、指導案作成の際に活用できるようにしておくこと。
④授業内で指定された参考文献や授業中に配布されたプリントなどは必ず読み、授業に生かす努力をするこ
と。
⑤グループワーク（ディスカッション）等を行うので、自分なりのアイデア（思いつきでも良い）を持って授
業に臨むこと。
⑥公共の図書館などを利用し、授業に関連した書籍や情報を進んで調べること。
⑦日頃から可能な限り、乳幼児と関わる体験を積み重ねる努力をしていくこと。

評価方法 ①毎回の授業の理解度についての小レポート（２０％）
②ディスカッション、ノート（２０％）
③期末レポート（２０％）
④学期末の筆記試験（４０％）
に基づき評価する。

テキスト 厚生労働省　「保育所保育指針解説書」　フレーベル館　２０１８年
文部科学省　「新幼稚園教育要領解説」　フレーベル館　２０１８年
内閣府・文部科学省　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」　フレーベル館　２０１８年

参考書 授業の中で指示する。
GoogleClassroomで資料を公開し、事前事故の学習に生かせるようにする。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容演習 環境

Contents of Childcare: Environment

授業コード： 22210

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

森田和良　講師

授業の概要 　乳幼児の心身の発達を踏まえながら適時、適切な素材と環境（場）を意図的・計画的に提供することによっ
て、乳幼児の経験を広めていくことが大切である。そのために保育者はどうあればよいかを追究していく。
　乳幼児が周囲の環境に関わることは情動的経験と深く結びついている。探究活動やいたずら、遊びといった
子どもが自発的に行う活動では、自分の興味に沿って自由に関わる楽しさや未知のものに驚いたり、美しいも
のに感動したりという心を揺さぶられる体験を伴う。このような豊かな体験が、子どもの周囲の環境と深く関
わり、より深く知ることを支えることを明らかにする。
　本授業は，対面授業を中心に実施するが，遠隔授業になった場合は，課題型学修（「Google Classroom」を
利用）とオンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス（幼稚園教育要領と保育所保育指針，幼児と自然環境）

２回目 どろ遊び・どろだんご作り

３回目 生き物（虫取り），スケッチ，すみか作り

４回目 紙工作（ブーメラン・紙鉄砲）

５回目 空気砲づくり

６回目 落ち葉・木の実あつめ，しおりづくり，落ち葉アート

７回目 シャボン玉遊び

８回目 ネイチャークラフト（木の実・豆・石など自然物をを使った工作）

９回目 伝承遊び①(こま、あやとり)

１０回目 工作（割り箸鉄砲）

１１回目 五感遊び①【聴覚】　糸電話・ストロー笛（球根植え）

１２回目 五感遊び②【味覚】　野菜クイズ，水ソムリエ（味調べ）

１３回目 図形遊び(タングラム)

１４回目 科学遊び(ベンハムのコマ，ぶんぶんごま)

１５回目 伝承遊び②(けん玉)

到達目標 ・乳幼児の心身の発達を踏まえた適切な素材と環境（場）を提供することができる。また、意図的・計画的に
乳幼児の経験を広めていくための保育者のあり方を理解できる。
・幼稚園教育要領，保育所保育指針の趣旨に基づいて，適切な環境について思考し，その効果について説明す
ることができる。
・環境で扱う具体的な活動を仲間とともに体験する活動を通して，協働意識，参加意識を身につけることがで
きる。

授業時間外の学習 事前に授業の内容に関する「幼稚園教育要領」「保育所保育指針解説書」の箇所に目を通しておく。また、授
業後は学んだ知識を定着させ、習得した技能を習熟させるためにしっかりと復習しておく。

評価方法 毎時間の振り返りの記録（３０％），学習への参加意欲（３０％），期末レポート（４０％）などに基づき評
価する。
遠隔授業に変更した場合には、提出する講義レポートのうち、「活動の記録」（３０％）と「振り返りコメン
ト」（３０％）を評価対象とし、期末レポート（４０％）には変更はない。

テキスト 講義・製作ごとに資料を配付する。
『幼稚園教育要領解説』（文部科学省）、『保育所保育指針解説書』（厚生労働省）。

参考書 ・『工作図鑑』（福音館書店）
・『遊び図鑑』（福音館書店）など

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容演習 言葉

Contents of Childcare: Language

授業コード： 12507

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

白坂洋一　講師

授業の概要 子どもがどのように言葉を獲得し発達させていくか言葉の力を養うとはどういうことか言葉の問題をどう考え
るか等の課題を通して子どもが楽しさや喜びを感じながら言葉を獲得できるような保育者として必要な力を養
う。
子どもの発達段階を踏まえて幼児がどのようにして言葉をかくとくしていくかを系統立ててとらえその特徴を
とらえる。またさまざまなことば遊びを通して子どもの言葉の力を養う活動について習得する。
本授業は、基本的には対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修
（Googleclassroomを使用し、課題を連絡する）と③オンデマンド型学修（事前に録画したものを
Googleclassroomにアップしたものを視聴する）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス

２回目 幼稚園要領の理解

３回目 乳幼児期の言葉の発達

４回目 コミュニケーションの手段としての言葉教育（非認知能力）

５回目 自己表現の手段としての言葉教育

６回目 言葉の指導の教材（言葉遊び①）

７回目 言葉の指導の活動（言葉遊び②）

８回目 言葉の指導の教材（劇遊び）

９回目 言葉の指導の教材（絵本の読み聞かせ　実践理論）

１０回目 言葉の指導の教材（絵本の読み聞かせの発表　演習）

１１回目 言葉の指導の教材（紙芝居の実践理論と作成）

１２回目 言葉の指導の教材（紙芝居作りと発表）

１３回目 言葉の指導の実践

１４回目 保育者の役割と家庭との連携

１５回目 まとめ

到達目標 言葉の領域における様々な活動を通して、言葉の発達に即した保育者の働きかけや手立ての方法を具体的に知
り、実践することができる。

授業時間外の学習 授業時間内に終わらなかった作品作りの続きが課題になる場合がある。

評価方法 授業への参加意欲・態度、提出物（60％）、授業内試験・レポート（40％）で評価する。

テキスト 平成２９年告示『幼稚園教育要領』文部科学省
平成２９年『保育所指導指針』厚生労働省

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容演習 音楽表現Ⅰ

Contents of Childcare: Musical Expression 1

授業コード： 21407

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

栗原和子　教授

授業の概要 ①幼児の音楽教育の基礎についての確認をし、幼児と音楽表現について様々な角度から考察しその指導方法に
ついて習得する。②感性が豊かな乳・幼児を育むには感性豊かな保育者が求められる。そこで各自の豊かな感
性を養う。
子どもの表現は、子どもの生活や遊びの経験から生まれる。そのため人的環境である保育者が、豊かな感性を
磨くことについての理論と実技を習得し、自己表現力を身につけて、保育者としての力量を付ける。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 保育とはどのような営みか（保育について学ぶために必要なこと）

３回目 乳幼児教育における音楽的表現の指導について（保育所保育指針、幼稚園教育要領をふまえて）

４回目 乳幼児の発達と音楽について①（乳幼児の音楽教育の重要性）

５回目 乳幼児の発達と音楽について②（聞く（聴く）、うたう活動の内容とその指導）

６回目 乳幼児に対する音楽の指導方法の歴史①（ダルクローズの音楽教育、リトミック教育）

７回目 乳幼児に対する音楽の指導方法の歴史②（コーダイの音楽教育）

８回目 乳幼児に対する音楽の指導方法の歴史③（オルフの音楽教育）

９回目 領域「表現」と音楽教育について（領域「表現」の保育計画について）

１０回目 教材とその展開①（わらべうた、手あそびうた）

１１回目 教材とその展開②（リズムあそび、楽器あそび）

１２回目 教材とその展開③（集団遊び、ゲーム）

１３回目 保育者の身体表現について①（歩く、ランニング、スキップ、ギャロップ）

１４回目 保育者の身体表現について②（ツーステップ、ワルツ、その他）

１５回目 総まとめ・復習

到達目標 基礎的なリズム表現を実際に行い、子ども達のあこがれや見本となれるよう人的環境として自己を磨き、自己
表現力を身につける。
絵本教材、紙芝居等、子どもの観やすい方法や種類を理解し実践できるようにする。

授業時間外の学習 本屋、図書館、その他で色々な遊び（集団、伝承あそび等)の情報をキャッチし、授業の折、発表して友達へ伝
えていく。

評価方法 授業への参加意欲：30％、課題提出：20％、実技試験：50％

テキスト 『たのしい手あそびうた』ナツメ社
『コンパス音楽表現』建帛社
その他、必要に応じて資料配布します。

参考書 授業の中で紹介する。

備考 その時に応じて、幼稚園観察を行う
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容演習 音楽表現Ⅱ

Contents of Childcare: Musical Expression 2

授業コード： 24312

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

早川冨美子　教授

授業の概要 子どもの創造性や表現力を高めていくために、どのような支援や技術が必要であるか、多様な音楽体験を通し
て習得していく。即興や音楽づくりにも取り組み、さらに、子どもの歌を活用した音楽劇の創作や発表などを
通して、受講者の音楽性を高めるとともに、豊かな表現力を身に付けていく。
以下の点を踏まえながら授業を展開していく。
（１）子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術
（２）身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽等に親しむ経験と保育の環境
（３）子どもの経験や様々な表現活動と音楽表現とを結びつける遊びの展開

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と②同時・双方向型学修（Google　classroom」と利用）③オンデマンド型学修
（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 保育における音楽表現、コード伴奏の説明

２回目 音あそび（身体、身の回りのもの）、コード伴奏（１音）

３回目 音あそび（手作り楽器や身近な楽器）、コード伴奏（２音）

４回目 グループで音楽づくり、コード伴奏（３音）

５回目 さまざまな打楽器の理解と活用

６回目 さまざまな楽器によるアンサンブル

７回目 わらべうたであそぶ

８回目 特色ある音楽教育（リトミック、コダーイ、オルフ）

９回目 絵本を使った音楽づくり１（グループ活動）

１０回目 絵本を使った音楽づくり２（発表）

１１回目 子どもの歌を活用した音楽劇１（曲の選択）

１２回目 子どもの歌を活用した音楽劇２（ストーリーをまとめる）

１３回目 子どもの歌を活用した音楽劇３（中間発表）

１４回目 子どもの歌を活用した音楽劇４（通し練習）

１５回目 子どもの歌を活用した音楽劇５（発表）

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→多様な音楽体験を通して音楽を楽しむとともに、各自の表現力や実践力を高
め、
　　　　　　　　　　　　　　子どもの音楽的な表現を支える知識と技術を身につけることができる。
２．思考力・判断力・表現力→様々な音楽表現を生かしながら、さらに総合的な表現力を身に付けることがで
きる。
３．学びに向かう力　　　　→音楽活動において、参加意識をもち、他者と協働して行うことができる。

授業時間外の学習 ・日頃から多様な音楽にふれ、音楽的な視野を広げる。
・楽譜を見ながら演奏することだけではなく、即興やコード伴奏にも取り組む。
・子どもの歌は、レパートリーが増えるように毎日練習に取り組む。

評価方法 平常点100％
＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 駒久美子、味府美香編著『コンパス音楽表現』（建帛社，2020）
坪能由紀子他共著『みんなピアノだい好き』（全音楽譜出版社、2016）
以上のテキストは1年次より継続使用。
その他必要に応じて資料を配布する。
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参考書 その他授業の中で紹介する。

備考 授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容演習 造形表現

Contents of Childcare: Plastic Arts Expression

授業コード： 24313

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

穴澤秀隆　講師

授業の概要 幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領の示す、領域「表現」のねらいを踏まえ、子
どもの発達過程に即した保育の造形表現について考え、理解する。。また、後半は絵本制作と、部分実習指導
案の作成・模擬授業を行うことにより、保育実習において活かすことのできる実践力を身に付ける。
本授業は、コロナウイルスの感染状況の推移によっては、①課題型学修（「Google Classroom」を利用／クラ
スコード：未定）と②同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施することも考慮す
る。その際には「授業計画」に示した「サブカリキュラム」の内容を参照する

授業計画 １回目 オリエンテーション（１）／子どもの絵と表現Ⅰ　児童画のはじまり
造形・美術教育を学ぶことの意味について学修する。（１）
講師の自己紹介と学生との相互交流を行う。
この授業の目当てと教科の構造について、他教科との比較において説明をする。
世界の児童画を鑑賞する。児童画のはじまりを知り、その表現の特徴・面白さを探求する。

２回目 オリエンテーション（２）／子どもの絵と表現Ⅱ　児童画にみる発達と表現
造形・美術教育を学ぶことの意味について学修する。（２）
児童画鑑賞から、子どもの絵の発達と表現について学修する。また、子どもの絵に現れるテーマ
と心理について考察する。

３回目 絵画表現活動／モダンテクニックの実習（１）
デカルコマニー、マーブリング、スパッタリング、フォロッタージュ、バチック、スクラッチ、
吹き流しなどの技法を実習することにより、絵画表現活動について学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（１）／拡張する絵画

４回目 絵画表現活動／モダンテクニックの実習（２）
デカルコマニー、マーブリング、スパッタリング、フォロッタージュ、バチック、スクラッチ、
吹き流しなどの技法を実習することにより、絵画表現活動について学修する。
サブカリキュラム：現代美術入門（２）／オブジェの登場

５回目 立体表現活動／木工／映画『トントンギコギコ 図工の時間』の鑑賞
表現・造形教育の現場を描いたドキュメンタリー映画『トントンギコギコ　図工の時間』（野中
眞理子監督、2004年）を視聴し、感想を発表し合う。
木の種類や特徴、木目などに関する知識を習得し、素材としての木に関する理解を深める。ま
た、のこぎりや金づち、釘などの道具の基本的な扱い方を習得する。
サブカリキュラム：視覚文化論（１）／写真の歴史とその表現

６回目 立体表現活動／木工／木の端材を使った制作の展開
自由な創作体験を行う中で、木工の基礎的な知識・技能を習得する。
前回学修した道具に加え、糸のこぎり、針金、ペンチ、錐などの基本的な扱い方を習得する。
習得した木工の基礎的な知識・技能を応用して、創作活動の楽しさを味わう。
サブカリキュラム：視覚文化論（２）／映画の歴史とその世界

７回目 造形遊び／秘密基地づくり（１）／共同制作
子どもの表現活動としての「造形遊び」についての基本的な考え方やルーツを知る。
自分の子ども時代の遊びを思い出し、造形的な遊びについて考察する。
サブカリキュラム：視覚文化論（３）／メディアとしての漫画

８回目 造形遊び／秘密基地づくり（２）／共同制作
子どもの表現活動としての「造形遊び」についての基本的な考え方やルーツを知る。
共同制作を体験し、その意義と教育現場での評価について学修する。
サブカリキュラム：視覚文化論（４）／アニメーションの原理と現在

９回目 立体表現活動／陶芸／テラコッタ粘土による成形と焼成
テラコッタ粘土を使った素焼きの作品づくりに取り組む中で、陶芸の基礎的な知識・技能を理解
し、制作を楽しむ。
サブカリキュラム：現代造形論（１）／デザインとは何か／デザインの歴史とその世界

１０回目 立体表現活動／BOXアート（１）
自分のお気に入りのものや端材を持ち寄って、箱の中に自分だけの世界を創造することにより、
工作による心象表現について理解を深める。
サブカリキュラム：現代造形論（２）／デザインとマーケティング／商業デザインの世界

１１回目 立体表現活動／BOXアート（２）
自分のお気に入りのものや端材を持ち寄って、箱の中に自分だけの世界を創造することにより、
工作による心象表現について理解を深める。
友人の作品を鑑賞し、相互的批評を行う。
サブカリキュラム：現代造形論（３）／デザインと身体／ファッション・メイク

１２回目 映像と視聴覚教育／写真とは何か、写真でできる面白いこと
デジタルカメラやスマートフォン、タブレット端末などの情報機器に触れ、写真表現の可能性と
面白さについて学修する。
各自が校内で撮影したデータを使い発表をし、評価・批評を行う。
教育現場における情報機器の活用について学修する。

１３回目 立体表現活動／様々な素材を使った総合造形
石、プラスチック、金属など様々な素材の特性を生かした総合造形に取り組む。
発想や構想をする力の指導について、実際的な学修をする。

１４回目 鑑賞活動／児童画の鑑賞と発展的ワークショップ
世界の児童画を用いて、カレンダーづくりを構想する。
グループで制作をし、互いの作品を鑑賞し、批評し合う。
ワークショップの企画を体験し、アクティブ・ラーニングに関し、実際的な理解を深める。- 113 -



グループで制作をし、互いの作品を鑑賞し、批評し合う。
ワークショップの企画を体験し、アクティブ・ラーニングに関し、実際的な理解を深める。

１５回目 まとめのディスカッションと鑑賞・表現活動／ファッションとテキスタイル
春セメ・秋セメを通じて、全授業のまとめとディスカッションを行う。
ファッション・テキスタイル・化粧・仮面などをテーマに、デザインと表現について学修し、造
形表現と身体についての理解を深める。

到達目標 ◆１歳以上３歳未満児の保育に関わるねらいから
　① 身体の諸感覚の経験を豊かにし、様々な感覚を味わうことができる。
　② 感じたことや考えたことなどを自分なりに表現しようとしている。
　③ 生活や遊びの様々な体験を通して、イメージや感性が豊かになっている。
◆３歳以上児の保育に関するねらいから
　① いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性を持っている。
　② 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しんでいる。
　③ 生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむことができる。

授業時間外の学習 日常的に、身の周りの素材に対する興味・関心を持ち、収集する。
各授業回で学んだ内容については、ワークシートにふりかえりを記入し復習する。

評価方法 平常点（３０％）、ワークシート（３０％）、課題作品への取り組み（４０％）
遠隔授業に変更した場合も評価方法は対面授業と同様である。

テキスト ・北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年版

参考書 『平成29年告示 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 原本』 / 文部科学
省・厚生労働省・内閣府 / 2017年 6月

備考 テキストとスケッチブック・道具箱「七つ道具」を持参すること。
※ ただし、初回については特に何も用意しなくて良い。
※ スケッチブック・「七つ道具」の詳細については、授業の中で説明する。
「七つ道具」の内容例：はざみ、のり、セロハンテープ・木工用ボンド、定規、カッター・カッター版、ホチ
キス、クレヨン・色鉛筆・マーカーなど
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 ピアノⅠ

Understanding and Method of Childcare: Child

授業コード： 15206　15207　15208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

早川冨美子教授　澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 ピアノ演奏の基礎的な力を養成し、豊かな音楽表現力の向上を目指していく。実習や保育現場で活用できる曲
を中心に学修していく。本学が設定した課題に取り組み、（１）ピアノ演奏の基礎技能の習得（２）音楽の基
礎知識の理解（３）楽曲構成の理解（４）こどもの歌の弾き歌い　の向上を目指す。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と③オンデマンド型学修（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、課題把握、ピアノ基礎奏法の確認、A（初心者）:「メリーさんのひつじ」、B,C：共
通・選択曲より1曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）
を指示。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

２回目 A（初心者）:「かえるの合唱」、（音符の理解）、ハ長調（右手、左手），B,C：共通・選択曲よ
り２曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より１曲
目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

３回目 A（初心者）:「きらきらぼし」,ハ長調（右手、左手、両手）,（ヘ音記号の理解）,B,C：共通・
選択曲より３曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）よ
り２曲目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

４回目 A（初心者）:「ぶんぶんぶん」,ハ長調（両手）,B,C：共通・選択曲より４曲目。音階、練習曲：
各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より３曲目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

５回目 課題の到達確認１（ハ長調の音階、練習曲、子どもの歌）

６回目 A（初心者）:「チューリップ」「ちょうちょう」,ハ長調、ヘ長調、B,C：共通・選択曲より５,６
曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より４曲目。
初心者の学生は、導入曲としてClassroomに添付されている楽譜を使用。

７回目 A（初心者）:「手をたたきましょう」「大きな栗の木の下で」、和音、スタッカート、B,C：共
通・選択曲より７曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェル
ニー）より５曲目。

８回目 A（初心者）:「こぎつね」、分散和音、B,C：共通・選択曲より８曲目。音階、練習曲：各自のグ
レードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より６曲目。

９回目 A:「虫のこえ」「うみ」、調号、ト長調、B,C：共通・選択曲より９，10曲目。音階、練習曲：各
自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より７曲目。

１０回目 課題の到達確認２（各レベルに応じた音階、練習曲、子どもの歌）

１１回目 A:「たなばたさま」、調号、ヘ長調、スラー、B,C：共通・選択曲より11曲目。音階、練習曲：各
自のグレードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より８曲目。

１２回目 A:「こいのぼり」、跳躍、B,C：共通・選択曲より12曲目。音階、練習曲：各自のグレードに応じ
た練習曲（バイエル、ツェルニー）より９曲目。

１３回目 A：「かたつむり」、付点音符、B,C：共通・選択曲より13曲目。音階、練習曲：各自のグレード
に応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より10曲目。

１４回目 A：「森のくまさん」、臨時記号、B,C：共通・選択曲より14．15曲目。音階、練習曲：各自のグ
レードに応じた練習曲（バイエル、ツェルニー）より11曲目。

１５回目 課題到達の確認とまとめ

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→音楽の基礎知識を高め、ピアノ演奏の基礎的な技術を習得することができる。
　　　　　　　　　　　　　　子どもの音楽表現を支えるために、子どもの歌等の伴奏をすることができる。
２．思考力・判断力・表現力→楽譜を読み取り、楽曲構成を理解しながら、表現力のあるピアノ演奏ができ
る。
３．学びに向かう力　　　　→授業での学びを生かし、音楽的な表現力を向上させ、実習や保育現場等で実践
でき
　　　　　　　　　　　　　　る力を身につける。
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る。
３．学びに向かう力　　　　→授業での学びを生かし、音楽的な表現力を向上させ、実習や保育現場等で実践
でき
　　　　　　　　　　　　　　る力を身につける。

授業時間外の学習 ・毎日練習時間を確保して、継続的に取り組むこと。
・「練習記録」に毎日記入し、各自の取り組みを振り返りながら学修していくこと。
・楽語や記号の意味などは、音楽辞典やテキストなどで確認しながら練習をすること。

評価方法 平常点100％
＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 松本祐士編『子どものうた大百科』（ドレミ楽譜出版，2018年）他、子どもの歌は各自のレベルに応じてプリ
ントも使用。
初心者の導入曲、簡易伴奏等は、Classroomで指示する。
伊藤康英編『バイエルピアノ教則本』（音楽之友社，2006年）、全音楽譜出版社『ツェルニー100番練習曲』
（全音楽譜出版社，2005年）等から各自のレベルに応じて指示する。

参考書 坪能由紀子、他共著『みんなピアノだい好き！』（全音楽譜出版社，2019）
その他、授業の中で紹介する。

備考 本学が設定したグレードで、子どもの歌の共通課題、選択課題、音階、練習曲に取り組んでいただきます。
子どもの歌の伴奏は、履修者のレベルに応じて簡易伴奏や本格伴奏を指示します。
練習曲は『バイエル教則本』、『ツェルニー100番』等より、履修者のレベルに応じて指示します。
どのグレードでも継続的に練習を重ねて取り組むことが大切です。

＊授業計画については履修している学生に対して、事前に説明があったうえで変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 ピアノⅡ

---

授業コード： 25205　25206　25207　26205

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

早川冨美子教授　澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 「保育内容の理解と方法（ピアノ）Ⅰ」に続いて、（１）ピアノ演奏の基礎技能の習得（２）音楽の基礎知識
の理解（３）楽曲構成の理解（４）歌唱共通教材、こどもの歌の弾き歌い　のさらなる向上を目指し、各自の
レベルに応じた個人レッスンを行う。保育者に求められるピアノ奏法の基礎的技能を学びながら、応用力を身
に付ける。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と③オンデマンド型学修（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 春セメスタの課題達成度、姿勢等の確認。選択課題より1曲目弾き歌い。各グレード別の音階・練
習曲の選択。

２回目 共通課題「かたつむり」付点音符の確認。選択課題より２曲目弾き歌い。各グレード別の音階
（ハ長調）・練習曲。

３回目 共通課題「たなばたさま」調号の確認と弾き歌い。選択課題より３曲目弾き歌い。各グレード別
の音階（ト長調）・練習曲。

４回目 共通課題「森のくまさん」合いの手の練習と弾き歌い。選択課題より４曲目弾き歌い。各グレー
ド別の音階（二長調）・練習曲。

５回目 共通課題「思い出のアルバム」」弾き歌い。選択課題より５曲目弾き歌い。各グレード別の音階
（ホ長調）・練習曲。

６回目 共通課題「おべんとう」弾き歌い。選択課題より６曲目弾き歌い。各グレード別の音階（ヘ長
調）・練習曲。

７回目 課題の到達確認

８回目 共通課題「ゆうやけこやけ」弾き歌い。選択課題より７曲目弾き歌い。各グレード別の音階（変
ロ長調）・練習曲。

９回目 共通課題「もみじ」弾き歌い。選択課題より８曲目弾き歌い。各グレード別の音階（変ホ長
調）・練習曲。

１０回目 共通課題「おはようのうた」弾き歌い。選択課題より９曲目弾き歌い。各グレード別の音階（イ
短調）・練習曲。

１１回目 共通課題「おかえりのうた」弾き歌い。選択課題より10曲目弾き歌い。各グレード別の音階・練
習曲。

１２回目 共通課題「おかたづけ」弾き歌い。選択課題より11曲目弾き歌い。各グレード別の音階・練習
曲。

１３回目 共通課題「さようならのうた」弾き歌い。選択課題より12曲目弾き歌い。各グレード別の音階・
練習曲。

１４回目 共通課題「さんぽ」弾き歌い。選択課題より13曲目弾き歌い。各グレード別の音階・練習曲。

１５回目 課題達成の確認とまとめ

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→音楽の基礎知識を高め、ピアノ演奏の基礎的な技術を習得することができる。
　　　　　　　　　　　　　　子どもの音楽表現を支えるために、子どもの歌等の伴奏や弾き歌いをすること
ができ
　　　　　　　　　　　　　　る。
２．思考力・判断力・表現力→楽譜を読み取り、楽曲構成を理解しながら、表現力のあるピアノ演奏や弾き歌
いがで
　　　　　　　　　　　　　　きる。
３．学びに向かう力　　　　→授業での学びを生かし、さらに音楽的な表現力を向上させ、実習や保育現場等
で活用
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で活用
　　　　　　　　　　　　　　できる力を身につける。

授業時間外の学習 ・練習計画を立て、毎日練習時間を確保して取り組むこと。
・「練習記録」に毎日記入し、各自の取り組みを振り返りながら学修していくこと。
・楽語や記号の意味などは、音楽辞典やテキストなどで確認しながら練習をすること。
・子どもの歌の弾き歌いは、伸びやかな声で歌いながらピアノ伴奏ができるように練習すること。

評価方法 平常点100％
＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 松本祐士編『子どものうた大百科』（ドレミ楽譜出版，2018年）他、プリントを使用。
伊藤康英編『バイエルピアノ教則本』（音楽之友社，2006年）、全音楽譜出版社『ツェルニー100番練習曲』
（全音楽譜出版社，2005年）等から各自のレベルに応じて指示する。

参考書 坪能由紀子、他共著『みんなピアノだい好き！』（全音楽譜出版社・2019）。
その他、授業の中で紹介する。

備考 グレードは本学が設定したグレードです。
履修者のレベルに応じて、子どもの歌は簡易伴奏や本格伴奏を指示します。
どのグレードでも継続的に練習を重ねて取り組むことが大切です。
＊授業計画については履修している学生に対して、事前に説明があったうえで変更される場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 声楽Ⅰ

Understanding and Method of Childcare:Vocal Music1

授業コード： 15311

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

小川裕二　教授

授業の概要 「声楽」は、すべての音楽の中心的存在です。
初等教育や保育に携わるのにふさわしい「声楽」の基礎力を養成するのがこの授業の目的である。
このセメスターで次のような事を勉強する。
①読譜力の養成｡
②声楽の基礎力の養成､発声技術の訓練｡
③音楽的感動の体験。

　本授業は「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」になった場合はに、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と③オンデマンド型学修（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定である。

授業計画 １回目 ガイダンス/声楽実技レッスン①
「校歌指導」
「声楽教本」P.39～（コール・ユーブンゲン）No.１、２、３、４、５
　　　　　　P.60～（コンコーネ50番）No、１
　　　　　〔テキスト中から「季節の歌」を練習〕

２回目 声楽実技レッスン②
前回の授業の総復習
「声楽教本」P.40～No.6、７、８、
　　　　　　P.60～No.1、2、
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

３回目 声楽実技レッスン③
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.41～No.9、10、
            P.60～No.1、2、の総復習
　　　　　（「季節の歌」を練習）

４回目 声楽実技レッスン④
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.41～No.11、No.12
　　　　　　P.61～No.3
           〔「季節の歌」を練習〕

５回目 声楽実技レッスン⑤
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.41～No.13、No.14、
　　　　　　P.61～No.3
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

６回目 声楽実技レッスン⑥
「声楽教本」実技チェック
・コール・ユーブンゲン試演会
・コンコーネ50番試演会

７回目 声楽実技レッスン ⑦～鑑賞
ミュージカル映画「ザ・サウンド・オブ・ミュージック」（前編）鑑賞?

８回目 声楽実技レッスン⑧～鑑賞
ミュージカル映画「ザ・サウンド・オブ・ミュージック」(中編）鑑賞②

９回目 声楽実技レッスン⑨～鑑賞
ミュージカル映画「ザ・サウンド・オブ・ミュージック」（後編）鑑賞③

１０回目 声楽実技レッスン⑩
「声楽教本」P.42～No.15、16、17、18
　　　　　　P.63～No.4
　　　　　〔「季節の歌」を練習〕

１１回目 声楽実技レッスン⑪
「声楽教本」P.43～No.19、20、
　　　　　　P.63～No.1、2
　　　　　　日本歌曲指導・・・・「夏の思い出」「花の街」

１２回目 声楽実技レッスン⑫
「声楽教本」P.43～No.21、22、23、
　　　　　　P.61～No.3とP.63のNo.４
　　　　　　日本歌曲指導・・・・「花」「浜千鳥」
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「声楽教本」P.43～No.21、22、23、
　　　　　　P.61～No.3とP.63のNo.４
　　　　　　日本歌曲指導・・・・「花」「浜千鳥」

１３回目 声楽実技レッスン⑬
「声楽教本」P.43～No.21、22、23、
　　　　　　P.61～No.3、4、
　日本歌曲指導・・・・「花」「浜千鳥」

１４回目 声楽実技レッスン⑭
「声楽教本」P.43～No.15、16、17、18、19、20、
　　　　　　P.61～No.3、4
「日本歌曲指導・・・・「花」「浜千鳥」「夏の思い出」

１５回目 声楽実技レッスン⑮総復習
「声楽教本」P.43、No.21～No.25総復習
　　　　　　P.61、No.3、4
　日本歌曲指導・・・・「花」「浜千鳥」「夏の思い出」「花の街」

到達目標 ①「コール・ユーブンゲン」の課題を正確に歌う事ができる。
②「コンコーネ50番」の課題を美しく正確に歌う事ができる。
③課題として出された歌曲をきちんと美しく正確に歌う事ができる。
④鑑賞した作品の感想を書く事ができる。

授業時間外の学習 レッスン（各授業）ごとの課題を、鍵盤楽器等を使って、正確に毎回各自でしっかりと歌えるように練習して
おくこと。
繰り返し練習する事。

評価方法 「平常点」（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も同様である。

テキスト ・『声楽教本』（小学校課程・幼稚園課程・保育士養成課程用）（教育芸術社）
・『日本の童謡二〇〇選』（音楽之友社）

参考書 授業時に必要に応じて紹介する。

備考 授業計画については､履修している学生に対して事前に説明があった上で､変更される場合があります｡
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 声楽Ⅱ

Understanding and Method of Childcare:Vocal Music2

授業コード： 25313

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

小川裕二　教授

授業の概要 「声楽」は、すべての音楽の中心的存在である。
初等教育や保育に携わるのにふさわしい「声楽」の基礎力を養成するのがこの授業の目的である。
このセメスターでは次のような事を勉強する。
〔1〕読譜力の養成
〔2〕声楽の基礎力の養成｡発声技術の訓練｡
〔3〕音楽的感動の体験。

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（「Google
Classroom」を利用）と③オンデマンド型学修（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定である。

授業計画 １回目 ガイダンス/声楽実技レッスン①～鑑賞
音楽映画「コーラス」（フランス映画）（前編）

２回目 声楽実技レッスン②～鑑賞
音楽映画「コーラス」（フランス映画）（後編）

３回目 声楽実技レッスン③
「声楽教本」P.44～No.26、P.45～No.27
            P.65～No.5
          〔「季節の歌」を練習〕

４回目 声楽実技レッスン④
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.45～No.28
　　　　　　P.65～No.5
         〔日本歌曲指導・・・・「ふじ山」、「荒城の月」等を練習〕

５回目 声楽実技レッスン?
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.45～No.29
　　　　　　P.65～No.5
           〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習〕

６回目 声楽実技レッスン⑥
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.30,31
            P.65～No.5
　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習〕

７回目 声楽実技レッスン ⑦
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.32、33
　　　　　　P.65～No.5
　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習〕

８回目 声楽実技レッスン⑧鑑賞
前回までの授業の総復習
プッチーニ作曲・歌劇「ジャンニ・スキッキ」（ミラノ・スカラ座公演）を鑑賞。

９回目 声楽実技レッスン⑨～鑑賞
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.34
　　　　　　P.67～No.6
          〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習〕

１０回目 声楽実技レッスン⑩
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.35a,b
            P.67～No．6
　　　　　〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習〕

１１回目 声楽実技レッスン⑪
前回までの授業の総復習
「声楽教本」P.46～No.36a,b
            p.67～No.6
          〔外国歌曲指導・・・・「追憶」、「カーロ・ミーオ・ベン」等を練習〕

１２回目 声楽実技レッスン⑫
コール・ユーブンゲン総復習
コンコーネ50番総復習
学習した歌曲等総復習

１３回目 声楽実技レッスン⑬
コンコーネ50番試演会
学習した歌曲等試演会
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学習した歌曲等試演会
１４回目 声楽実技レッスン⑭鑑賞

音楽映画「バルトの楽園」（前編）を鑑賞する。

１５回目 声楽実技レッスン⑮鑑賞
音楽映画「バルトの楽園」（後編）を鑑賞する。

到達目標 ①「コール・ユーブンゲン」の課題を正確に歌う事ができる。
②「コンコーネ50番」の課題を美しく正確に歌う事ができる。
③課題として出された歌曲等をきちんと美しく正確に歌う事ができる。
④鑑賞した作品の感想を書く事ができる。

授業時間外の学習 レッスン（各授業）ごとの課題を、鍵盤楽器等を使って、正確に毎回各自で十分に歌えるようにしっかりと練
習しておく事。繰り返し練習する事。

評価方法 平常点（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も同様である。

テキスト ・『声楽教本』（小学校課程・幼稚園課程・保育士養成課程用）（教育芸術社）

・『日本の童謡二〇〇選』（音楽之友社）

参考書 授業時に必要に応じて紹介する。

備考 授業計画については､履修している学生に対して､事前に説明があった上で､変更される場合があります｡
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 声楽Ⅱ（上級）

Understanding and Method of Childcare:Vocal Music2

授業コード： 26105

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 選択

担当教員

小川裕二　教授

授業の概要 『イタリア古典歌曲』の歌唱勉の勉強を通して、より高い声楽的表現を追及する。
声楽のレッスンを行う。
『イタリア古典歌曲』は、声楽を学ぶ人にとっては《歌唱のすべて》を含蓄した、すばらしいテキストであ
る。
当初は集団レッスンであるが最終的には個人レッスンを行う。
また、必要に応じて鑑賞も行う。

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」になった場合は、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と③オンデマンド型学修（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定である。

授業計画 １回目 オリエンテーション/声楽実技レッスン①・・・発声練習、コンコーネ50番～10.他

２回目 声楽レッスン②・・・コンコーネ50-11、12（Caro  mio ben〉、〈Nel cor piu non misento〉等

３回目 声楽レッスン③・・・コンコーネ50-11、12、13、上記の曲の他、〈Nina）等

４回目 声楽レッスン④・・・コンコーネ50-12、13、14、上記の歌曲の復習

５回目 声楽レッスン⑤・・・・コンコーネ50-13、14、15、〈Caro laccio dolce nodo〉

６回目 声楽レッスン⑥・・・コンコーネ50－11～15復習、〈Star  vicino〉

７回目 声楽レッスン⑦・・・コンコーネ50－11～15復習、上記5曲を総復習

８回目 声楽レッスン⑧・・・今まで勉強した歌曲を鑑賞する。時間があれば復習

９回目 声楽レッスン⑨・・・コンコーネ50－16、歌曲〈Sento  nel core〉等

１０回目 声楽レッスン⑩・・・コンコーネ50-17,上記の曲の他、〈O　cessate  di piagarmi〉等

１１回目 声楽レッスン⑪・・・ コンコーネ50－18、〈Son　tutta  duolo〉等

１２回目 声楽レッスン⑫・・・コンコーネ50-19、〈Sebben　crudere〉

１３回目 声楽レッスン⑬・・・ コンコーネ50-20、〈Se tu mami〉等

１４回目 声楽レッスン⑭・・・コンコーネ50番およびイタリア歌曲総復習

１５回目 声楽レッスン⑮・・・・イタリア歌曲・試演会

到達目標 正しい発声法で、美しくイタリア古典歌曲を歌唱する能力を養う。

授業時間外の学習 各自で習っている楽曲を歌えるように練習を重ねる事。

評価方法 「平常点（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も同様である。

テキスト 『コンコーネ50番』（中声用または高声用）（全音楽譜出版社・畑中良輔編）
『イタリア歌曲集1』（中声用または高声用）（全音楽譜出版社・畑中良輔編）

参考書 授業時に必要に応じて紹介する。

備考 授業計画については､履修している学生に対して､事前に説明があった上で､変更される場合があります｡
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 造形Ⅰ

Understanding and Method of Childcare: Plastic 1

授業コード： 15406

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

名取初穂　准教授

授業の概要 １. 幼稚園教育要領、保育所保育指針、および幼保連携型認定こども園教育・保育要領の基本的な考え方や専
門的な知識に関して「造形表現」に焦点を当て、学修する。
２. 紙、クレヨン、パス、はさみ、のりなど、身近で扱いやすいものに関する基礎的な知識を習得し、実技実
習に備える。
３. 幼児の「表現」に関するイメージを広げるとともに、子どもの発達過程に即した造形表現を知り、理解す
る。また、ダイナミックな造形遊びに取り組むことで経験の幅を広げ、柔軟な思考力を身に付けながら表現の
可能性を追求する。

※新型コロナ感染拡大の状況によっては、必要に応じて【オンデマンド（配信型）】を併用する。

クラスコード ＜ ijolu5g ＞

授業計画 １回目 オリエンテーション　七つ道具について

２回目 素材と用具の研究Ⅰ　はさみ・のり

３回目 素材と用具の研究Ⅱ　クレヨン・パスの基礎知識

４回目 素材と用具の研究Ⅲ　紙の種類と応用

５回目 絵画表現　―子どもの描画発達を理解する

６回目 立体造形表現　―ポップアップカードとモビールの実習

７回目 造形遊びⅠ　新聞紙の可能性を探る

８回目 造形遊びⅡ　紙コップ、紙皿を使った遊びのバリエーション

９回目 油粘土、紙粘土、小麦粉粘土などの基礎知識と実習

１０回目 水、砂、土などの素材に触れる

１１回目 モダンテクニックの基礎知識と実習

１２回目 絵の具で遊ぼう　―フィンガーペインティングと染め紙の実習

１３回目 コラージュ表現による自由制作

１４回目 色彩の基礎　―スライムの色遊び

１５回目 春セメスターのまとめ

到達目標 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
にすることができる。
身近な素材に関心を持ち、材料・用具についての基礎的な知識と技能が身に付いている。

授業時間外の学習 １. テキストや資料等の予習
　　授業で使用するテキストや学習指導要領等の資料を事前によく読み込み、毎回の授業に臨むようにする。
２．日常的な視覚文化情報の収集
　　与えられた課題等を意識し、日常的に身の回りの視覚文化に関心を持ち、興味ある情報を収集しておく。
３．自主的な省察
　　与えられた実習課題等の振り返りを行い、理解を深める。

評価方法 平常点（３０％）、ワークシート（３０％）、各課題への取り組み（４０％）により評価する。

テキスト 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年版

参考書

備考 テキストと、道具箱「七つ道具」を持参すること。
※初回に関しては持ち物なし。
※「七つ道具」の詳細については、授業の中で説明する。
　「七つ道具」の内容例：はざみ、のり、セロハンテープ、木工用ボンド、定規、カッター・カッター版、ホ
チキス、クレヨン、色鉛筆、マーカーなど
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※「七つ道具」の詳細については、授業の中で説明する。
　「七つ道具」の内容例：はざみ、のり、セロハンテープ、木工用ボンド、定規、カッター・カッター版、ホ
チキス、クレヨン、色鉛筆、マーカーなど
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 造形Ⅱ

Understanding and Method of Childcare: Plastic 2

授業コード： 25411

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

名取初穂　准教授

授業の概要 秋セメスターにおいては、主に身近な材料を中心とした多様な素材研究を行い、豊富な表現体験を積む。ま
た、子どもの造形表現に関する理解を深め、多角的な視点を持つ。
材料や用具に関しては、新たに粘土やのこぎり・金槌・釘などについて基礎的な知識・技能を学修し、応用力
を身に付ける。

授業計画 １回目 体験型鑑賞　―ポリ袋を使った立体造形

２回目 映像・メディア表現

３回目 段ボールの扱いと遊びのバリエーション

４回目 素材の発見Ⅰ　身近な素材を使った共同制作 （企画・準備・制作）

５回目 素材の発見Ⅱ　身近な素材を使った共同制作 （制作・発表）

６回目 木工Ⅰ　金づち・のこぎりの使い方

７回目 木工Ⅱ　木を使った人形づくり

８回目 スチレン版画、紙版画、その他の版表現

９回目 保育実習に向けて　―自己紹介の工夫 （紙芝居、ペープサート他）

１０回目 陶芸Ⅰ　陶芸の基礎知識と実習

１１回目 身近な材料でつくる玩具 （張り子）

１２回目 身近な材料でつくる玩具の応用

１３回目 陶芸Ⅱ　焼成作品の絵付けと施釉

１４回目 部分実習指導案の演習 「片栗粉粘土で遊ぼう」

１５回目 秋セメスターまとめ

到達目標 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
にすることができる。
素材を自由自在に扱い、材料・用具を適切に使用しながら自身の表現に応用することができる。

授業時間外の学習 日常的に身の周りの素材に対する興味・関心を持ち、収集すること。
各授業回で学んだ内容については、ワークシートに振り返りを記入し復習すること。

評価方法 平常点（３０％）、ワークシート（３０％）、各課題への取り組み（４０％）

テキスト 北沢昌代 ・ 畠山智宏 ・ 中村光絵 著 /『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』/ 開成出版 / 2018年
版

参考書

備考 テキストと道具箱「七つ道具」を持参すること。

- 126 -



講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 体育Ⅰ

Understanding and Method of Childcare: P.E.1

授業コード： 25104

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

戸村貴史　講師

授業の概要 幼児期における身体表現及び運動の役割について学ぶ。本講義では、表現ダンスを課題として取り上げ、グ
ループ活動を通して、課題に対してイメージを膨らませ、色々な動きを見つけて、仲間と協和することを楽し
めるようにする。本講義を通して自ら感じたことを表現することの楽しさや方法を学ぶ。また、保育者となっ
た際に、子どもの興味や関心に寄り添い、子どもたちのイメージを引き出し表現する方法を伝える援助の仕方
についても学ぶ。パラバルーンや創作ダンスを通してグループで協力し合いながら身体表現をすることの喜び
を味わい、保育者として乳幼児の遊びや表現活動を実施するための資質を養う。

基本対面授業としますが、本授業は遠隔で実施する場合に①課題型学修（「Google Classroom」を利用)、②同
時・双方向型学習（「Google Meet 利用」）、③オンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わ
せて実施します。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 乳幼児期における表現と遊び

３回目 幼児期における運動能力の発達

４回目 運動会を楽しもう！

５回目 色々なリズムに合わせて表現（フォークダンス）

６回目 パラバルーンを使って友達と協力して表現しよう！

７回目 パラバルーン発表会

８回目 簡単な動作を使って表現①（じゃんけんで遊ぼう！）

９回目 簡単な動作を使って表現②（身体を使ったコミュニケーション）

１０回目 簡単な動作を使って表現③（ミラーの世界と影の世界へ）

１１回目 創作ダンスの作り方

１２回目 グループワーク①（課題の設定）

１３回目 グループワーク②（ダンスの構成の検討）

１４回目 創作ダンス発表会

１５回目 まとめ（身体の表現を考える）

到達目標 ・幼児期における心身の発達において運動及び身体表現の役割を理解する。
・音楽にのることを楽しみ、音楽に合わせて身体を動かすことの面白さを知る。
・グループの中で協同的にパラバルーンや創作ダンスの作品に取り組み、自信をもって発表することができ
る。
・幼児の自由な表現をひきだせる援助の仕方を身につける。

授業時間外の学習 ダンスに関する教材や映像を確認し、授業でいかせるようにする。
毎時間受講した授業を振り返り、気づいたことや身につけたいことについて各自復習する。

評価方法 対面授業の場合以下の項目で評価します。授業への参加意欲・態度（３０％）、表現リズム遊び（パラバルー
ン・創作ダンス）の発表（５０％）、レポート（２０％）
遠隔授業の場合以下の項目で評価します。「課題提出」（５０％）及び「創作ダンス発表（オンデマンドを用
いて）」（５０％）

テキスト 『幼稚園教育要領解説』文部科学省http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/youkaisetsu.pdf

参考書 『幼稚園教育要領ハンドブック』無藤隆学習研究社『保育と幼稚園児期の運動遊び』岩崎洋子萌文書林

備考 実技の授業時は、運動着・運動靴（中履き）を着用する。
適切な服装が守られていないと判断された場合は、その時間の受講を許可しない。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 体育Ⅱ

Understanding and Method of Childcare: P.E.2

授業コード： 15105

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

戸村貴史　講師

授業の概要 保育内容の「健康」についての知識理解として教育・保育の原理を確認し、生理学・保健学の領域から子ども
の育ちの基礎知識を学びます。また、科学的知見からの身体の発育と、心の発達についての知識を学び、乳幼
児への理解を深めるとともに、年齢別身体発育に欠かせない運動や遊びについて学び、知識を深めます。

本授業は対面授業を中心的に実施するが、遠隔授業になった場合は①課題型学修（「Google Classroom」を利
用)、②同時・双方向型学習（「Google Meet 利用」）、③オンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）と
を組み合わせて実施します。

授業計画 １回目 「健康」とは

２回目 乳幼児の発育

３回目 乳幼児の運動発達

４回目 ３歳時のからだの育ちと生活

５回目 ４歳児のからだの育ちと生活

６回目 ５歳児のからだの育ちと生活

７回目 ０歳児のからだの育ちと生活

８回目 １歳児のからだの育ちと生活

９回目 ２歳児のからだの育ちと生活

１０回目 生活に関する指導

１１回目 健康教育に関する指導

１２回目 安全教育に関する指導

１３回目 けがや病気の対応

１４回目 乳幼児の生活環境と体の育ち

１５回目 病気の子どもの保育

到達目標 乳幼児のより良い成長のために、からだの発育と心の発達を学び、保育者として関わることができる。
運動や遊びは、からだや心の発達とともに大きく変化していくことを知り、遊び方を工夫できる。

授業時間外の学習 新聞やテレビなどメディア情報から、乳幼児を取り巻く今日的な問題や課題を理解しておく。

評価方法 「課題提出」（50%）及び「グループ発表」（50%）遠隔授業に変更した場合も、評価方法に変更はない。

テキスト 健康の指導法　　宮崎豊・田澤里喜著　　　玉川大学出版部

参考書

備考 適時資料（データ）を配布する。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容の理解と方法 児童文化

Understanding and Method of Childcare: Child

授業コード： 23108

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

早川冨美子　教授

授業の概要 本授業では、以下の点を踏まえ、様々な児童文化財について学び、実践を通して表現力を向上させるととも
に、それらを実習や保育現場で活用し、子どもの遊びへと展開していくための力を身に付ける。
（１）子どもの遊びを展開する際の、子どもの他者（保育士や他の子ども）との関係や集団の中での育ちを理
解す
　　　る。
（２）子どもの遊びを展開する際の、様々な遊具や用具、素材や教材等の特性を理解し、それらの活用や作成
に必
　　　要となる技術を実践的に習得する。
（３）子どもの遊びを展開する際に、子どもの遊びやイメージを豊かにし、感性を養うための環境の構成と保
育の
　　　展開について理解する。
（４）絵本、紙芝居、人形劇、ストーリーテリング 等に関する知識と技術を習得し、発表しあう。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合には、①課題型学修（「Google
classroom」を利用）と②同時・双方向型学修（Google　classroom」と利用）③オンデマンド型学修
（「Google　classroom」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、児童文化財とは何か、保育の現場で活用される児童文化財を知る

２回目 パネルシアターの製作１　パネルシアターとは、材料、仕掛けの方法、作品の選択

３回目 パネルシアターの製作２　彩色

４回目 パネルシアターの発表

５回目 人形劇１　歴史と特徴、様々な人形を知る

６回目 人形劇２　指人形を用いて即興的に表現

７回目 紙芝居の歴史と演じ方、お話、童話

８回目 様々な絵本の種類を知る

９回目 絵本を活用した表現の実際（音楽との関わりから）

１０回目 伝承あそび（お手玉、すごろく、こま、おはじき、あやとり、わらべうた、えかきうた）など）

１１回目 様々な児童文化財（エプロンシアター、パネルシアター、ペープサート、手袋人形、うちわシア
ター等）

１２回目 発表に向けての計画と教材研究

１３回目 児童文化財を取り入れた発表の準備１（構成と役割分担）

１４回目 児童文化財を取り入れた発表の準備２（練習）

１５回目 まとめと発表

到達目標 １．知識・技能　　　　　　→子どもの心身の発達や子どもを取り巻く環境等と保育所保育指針に示される保
育の内
　　　　　　　　　　　　　　容を理解した上で、子どもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や
技術を
　　　　　　　　　　　　　　習得する。
２．思考力・判断力・表現力→保育の環境構成及び具体的展開のために、教材等を製作したり、様々な表現を
工夫す
　　　　　　　　　　　　　　ることができる。
３．学びに向かう力　　　　→自己の表現力を向上させるとともに、仲間と協働で発表に取り組み、実習や保
育現場
　　　　　　　　　　　　　　等で実践できる力を身につける。

- 129 -



授業時間外の学習 様々な児童文化財にふれ視野を広げ、自らも楽しみながら教材をつくること。
課題が終わらない時は、授業以外にも取り組むこと。
授業での学習を生かし、冬休みには実習で活用できる教材を各自で製作する。

評価方法 平常点100％
＊遠隔授業に変更にした場合も評価方法に変更はない。

テキスト 駒久美子・味府美香編著『コンパス音楽表現』（建帛社,2020年）
その他必要に応じて資料を配布する。

参考書 小川清美編著『演習児童文化』萌文書林,2010
皆川美恵子・武田京子編著『新版児童文化』ななみ書房,2016
その他、授業の中で紹介する。

備考 授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合があります。
教材製作に必要な材料等は各自準備すること。
授業での学びを生かし、大学祭で上演予定です。
冬休みに、実習に活用できる教材を各自製作すること。
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講義科目名称：

英文科目名称：

乳児保育Ⅰ

Baby Childcare Studies 1

授業コード： 15407

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 乳児期は人の一生の中で最も発達変化の大きな時期であり、乳児は保育者との信頼関係を築きながら成長・発
達を遂げる時期である。保育者として必要な乳児の年齢ごとの発達の特徴、生活や遊びへの援助など、乳児保
育を行う上での環境構成の実際について学ぶ。さらに、社会的な背景から求められる保育者のあり方、保護者
にかわって保育する保育者としての果たす役割とは何かについて共に考える。
乳児保育に必要な乳児保育の理論や知識・技術を総合的に学習する。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（google classroom)と②
同時・双方向型学修（google meet)とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション（授業のねらいと評価・自分の生育史）

２回目 乳児保育の理念と歴史的変遷

３回目 乳児保育の役割と機能（母子相互関係・間主観性・人格形成）

４回目 乳児保育の現状とその対応

５回目 乳児保育における基本的な知識

６回目 新生児から６カ月未満児の発達と保育内容

７回目 ６カ月から１歳３カ月未満児の発達と保育内容

８回目 １歳３カ月未満児から２歳未満児の発達と保育内容

９回目 ２歳児の発達と保育内容

１０回目 保育所における乳児保育

１１回目 乳児院における乳児保育の現状と課題

１２回目 家庭的保育・小規模保育における現状と課題

１３回目 地域の子育て支援等との連携

１４回目 保育課程と指導計画の作成

１５回目 観察記録・評価

到達目標 乳幼児が安心感を抱いて毎日過ごすことが、将来の健全なこころとからだを形成する上で重要である。従っ
て、全ての乳幼児を対象とする発達援助には、さまざまな専門性が必要となる。生涯発達の観点に基づく、知
識、技術、判断、倫理に関する専門性には、子どもの成長にあった保育環境、保護者への相談支援の知識を習
得し、保育や子どもに対する理解を深める。

授業時間外の学習 積極的に子どもと関わる遊びや行事等に参加し、子どもの姿から発達観や保育観を学び、生涯発達という視点
の広がりを持つ。

評価方法 授業内容の理解・参加意欲（50％）、課題提出（40％）、小レポート（10％）を基に総合的に評価する。

テキスト テキストは「乳児保育Ⅰ」（谷田貝公昭監修　一藝社）を使用する
必要に応じて資料を配布する。

参考書 『保育所保育指針解説書』厚生労働省編　他授業の中で紹介する。
『幼稚園教育要領・保育所保育指針の変遷と幼保連携型認定こども園教育・保育要領の成立』民秋言編　萌文
書林
他授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

乳児保育Ⅱ

Baby Childcare Studies 2

授業コード： 21304

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 乳児期は人の一生の中で最も発達変化の大きな時期であり、乳児は保育者との信頼関係を築きながら成長・発
達を遂げる時期である。保育者として必要な乳児の年齢ごとの発達の特徴、生活や遊びへの援助など、乳児保
育を行う上での環境構成の実際について学ぶ。さらに、社会的な背景から求められる保育者のあり方、保護者
にかわって保育する保育者としての果たす役割とは何かについて共に考える。
「乳児保育Ⅰ」で学んだことを基礎に、乳児の保育実施に関わる知識・技能の習得を図る。
　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（google classroom)と②
同時・双方向型学修（google meet)とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション（乳児保育Ⅰの復習）

２回目 愛着の重要性

３回目 乳児を取り巻く環境

４回目 乳児の遊びと環境

５回目 安全な環境と乳児保育

６回目 乳児期の基本的生活習慣

７回目 乳児保育の環境

８回目 事例から考える０歳の発達と保育

９回目 事例から考える１歳の発達と保育

１０回目 事例から考える２歳の発達と保育

１１回目 脳科学と心の発達について考える

１２回目 乳児保育と保健・医療機関・地域との連携

１３回目 乳児保育の指導計画・記録・評価の作成と改善（１）

１４回目 乳児保育の指導計画・記録・評価の作成と改善（２）

１５回目 乳児保育の課題

到達目標 乳幼児が安心感を抱いて毎日過ごすことが、将来の健全なこころとからだを形成する上で重要である。従っ
て、全ての乳幼児を対象として発達援助は、さまざまな専門性が必要である。生涯発達の観点に基づく、知
識、技術、判断、倫理に関する専門性を含む。子どもの成長にあった保育環境、保護者への相談支援の知識を
習得し、保育や子どもに対する理解を深める。

授業時間外の学習 積極的に子どもと関わる遊びや行事等に参加し、子どもの姿から発達観や保育観を学び、生涯発達という視点
の広がりを持つ。

評価方法 演習への意欲（60％）、課題レポート（40％）提出等を総合的に評価する。

テキスト テキストは前期の「保育の心理学」と「子ども臨床とカウンセリング」を使用する。必要に応じて資料を配布
する。

参考書 『保育所保育指針解説書』厚生労働省編　他授業の中で紹介する。
『幼稚園教育要領・保育所保育指針の変遷と幼保連携型認定こども園教育・保育要領の成立』民秋言編　萌文
書林
他は授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子どもの健康と安全

Children's Health and Safety

授業コード： 15209

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

阿部淳子　講師

授業の概要 健康な小児の発達過程とそれぞれの時期の発達課題を理解した上で、安全な保育を行うための方法、技術を学
ぶ。さらに、子どもの健康問題の予防と早期発見・対処法についての技術を学ぶ。
小児の心身の成長・発達は、保育者を含めた保育環境が大きく影響を与える。そのため、保育現場において
は、保育・保健・養護の視点から、少子化・夫婦共働き家庭といった時代の特徴をふまえた上での子どもの健
康、発達を評価する。それに加えて、保育環境のあり方・保育方法・病気や事故の予防と救急対応について学
ぶ。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題学修(「Google Classroom」を利用)
して実施する。

授業計画 １回目 子どもの健康と取り巻く社会
現代の子どもを取り巻く環境(核家族化・少子化・一人っ子の増加・両親の共働きなど)が子ども
に与える影響を考える。

２回目 子どもの健康と発育①　発達の原則・形態的成長・反射と運動
子どもの成長発達の基本を知ることで子どもが健康であるかの評価ができる。

３回目 子どもの健康と発育② 精神機能･生理機能
子どもの健康評価のための体温、呼吸、脈拍の正しい測定法を学び、子どもの健康観察ができる
ようになる。

４回目 子どもの健康と発育の評価　「計測の方法と評価法」
発育の評価のための身長、体重、頭囲、胸囲の測定方法を知る。
測定した発育の結果から 子どもの発育の評価が出来る。

５回目 子どもの健康と安全を考えた環境①
子どもが過ごす環境を知り、子どもの生活の中の安全管理、衛生管理について知る。

６回目 子どもの健康を維持、促進するための養護①食事・衣類の着脱と衣類に種類
成長期である子どもにとっての食事を安全に与えること、介助すること、活動を妨げない衣類・
安全に遊べる衣類の選択を学ぶ。

７回目 子どもの健康を維持、促進するための養護②　排泄･清潔･睡眠
年齢に応じた排泄の方法・清潔や睡眠の自立の変化を知り、子どもに合った援助ができる。

８回目 子どもの発育と起こりうる事故、予防
月齢・年齢ごとの事故の特徴と予防行動、応急処置について学ぶ。

９回目 子どもに多い病気と予防①
子どもが病気にかかりやすい理由を理解して、病気の予防ができ、集団感染予防の対処ができ
る。

１０回目 子どもに多い病気と予防②
予防接種の必要性・種類・接種時期について理解する。
感染予防としての安全教育、安全管理について理解する

１１回目 子どもの健康を脅かすアレルギー、虐待について
アレルギーを含めた慢性疾患の種類、症状を知り、子どもたちへのケア対処法知ることで安全な
保育環境を整える手段がわかる。

１２回目 障害を持つ小児と家族へのかかわり方
障害の種類(身体障害・知的障害・心身障害など)を理解し、障害に合わせて援助の方法を知る。

１３回目 災害から子どもを守るための準備について
災害の種類。
災害に備える準備について知る。

１４回目 地域との連携、協働
子育て支援に関する社会のサービスとその特徴を知り、育児に不慣れだったり、不安を抱える親
への支援の方法を理解する。

１５回目 まとめ

到達目標 乳幼児が成長発達途上にあり、心身ともに健康に発育するためには周囲の人々が子どもの環境を整えられ、安
全に対しての対策を整えられてこそ健やかに育っていくことを理解して、その養護の方法が実施できる。

授業時間外の学習 買い物などで外出した時に子どもを連れた親子や公園で遊ぶ子どもを観察したり、動き回る子どもの様子を見
て年齢の違いによる子どもの動きや体格、服装、など観察をすることで子どもの理解を深めていく。

評価方法 平常点(小テストを含む70％)とレポート(20％)、授業への参加意欲(10％)により評価する。
遠隔授業の時間が過半数時間を超えた場合は、レポート＋小テスト(70％:対面授業と遠隔授業の割合により決
める)授業への参加意欲(30％)とする。

テキスト 『子どもの健康と安全」大西文子 編集/執筆 山中書店

参考書 「子どもの保健演習ノート」小林美由紀 執筆  診断と治療社
「子どもの保健.実習」すこやかな育ちをサポートするために 兼松百合子・荒木暁子・羽室俊子 編著 同文書
院
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講義科目名称：

英文科目名称：

障害児保育Ⅰ

Early Childhood Special Needs Education 1

授業コード： 21305

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

熊倉志乃　講師

授業の概要 従来の障害児保育に加え発達障害者支援法が施行され、新しいタイプの障害の認知が進む中、障害のある子ど
もの姿も多様化していることを理解する。また、様々な障害の理解と保育における発達の援助の方法、環境構
成等について学ぶ。
障害に関する諸理論を学ぶ中で、障害のある子どもや配慮を必要とする子どものいる保育に関してインクルー
シブな保育実践の視点から考える。

授業計画 １回目 特別支援教育と障害児保育の現状

２回目 障害児保育の歴史的及び制度的変遷

３回目 障害の特性と理解・発達援助　（１）　視覚障害

４回目 障害の特性と理解・発達援助　（２）　聴覚障害

５回目 障害の特性と理解・発達援助　（３）　肢体不自由

６回目 障害の特性と理解・発達援助　（４）　知的障害①（理解）

７回目 障害の特性と理解・発達援助　（５）　知的障害②（支援）

８回目 障害の特性と理解・発達援助　（６）　自閉スペクトラム症①（理解）

９回目 障害の特性と理解・発達援助　（７）　自閉スペクトラム症②（支援）

１０回目 障害の特性と理解・発達援助　（８）　注意欠如多動症①（理解）

１１回目 障害の特性と理解・発達援助　（９）　注意欠如多動症②（支援）

１２回目 障害の特性と理解・発達援助　（１０）　学習障害・言語障害

１３回目 特別な支援を必要とする乳幼児の理解と地域における支援体制

１４回目 障害児保育の実際

１５回目 まとめと学習の振り返り

到達目標 様々な障害の特性や発達について理解することができる。保育現場に於いて障害児に対してどのように対応す
ればよいか支援のあり方を、主体的に学び身につけることができる。

授業時間外の学習 幼稚園、保育園及び施設の観察、実践交流、積極的な保育現場へのボランティア活動を通して、障害児及び支
援の必要な乳幼児と積極的に関わる。

評価方法 授業への参加意欲・態度：30％、レポート等の提出物：70％に基づき総合的に評価する。

テキスト 新基本保育シリーズ17「障害児保育」（中央法規出版）

参考書

備考 諸般の事情により、授業計画を変更する場合があります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

障害児保育Ⅱ

Early Childhood Special Needs Education 2

授業コード： 12315

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

熊倉志乃　講師

授業の概要 一人ひとりのニーズに応じた保育への理解と具体的な援助の方法等を学ぶ。
保育の個別支援計画作成や子ども同士のつながり及び職員間の協働等を学ぶ。
保護者や関係機関との連携について理解し、障害児保育を包括的に学ぶ。

授業計画 １回目 障害児保育の現状と実際

２回目 障害児保育の実際（１）個々の発達を促す生活や遊びの環境

３回目 障害児保育の実際（２）子ども同士のかかわりと育ち、教職間の協働

４回目 障害のある子どものいる保育　（１）　保育所

５回目 障害のある子どものいる保育　（２）　幼稚園

６回目 障害のある子どものいる保育　（３）療育施設の種類

７回目 障害のある子どものいる保育　（４）　療育施設での指導の実際

８回目 実践事例検討　（１）　パニック　　注意　　乱暴　　集団困難

９回目 実践事例検討　（２）　切り替え　　こだわり　　極端な偏食　　行事をめぐっての諸問題

１０回目 発達支援と巡回相談

１１回目 家族及び関係機関との連携　（１）保護者　兄弟姉妹

１２回目 家族及び関係機関との連携　（２）地域の専門機関

１３回目 家族及び関係機関との連携　（３）個別の支援計画作成

１４回目 家族及び関係機関との連携　（４）　就学支援

１５回目 学習のまとめと振り返り

到達目標 障害児保育Ⅰで学んだ障害に関する諸理論をふまえ、障害のある子どもや配慮を必要とする子どものいる保育
の支援方法を考えることができる。
障害児保育を充実させるため、関係機関や家庭との連携について理解することができる。
保育カンファレンスの形式を用いたグループディスカッションやグループワーク等の演習的な活動に、積極的
に参加しインクルーシブな保育実践について理解することができる。

授業時間外の学習 幼稚園及び保育園、施設実習で接した障害児及び支援を必要とする乳幼児に対して有効な援助の方法を考え
る。

評価方法 授業への参加意欲・態度：20％、筆記試験：60％、レポート等の提出物：20％に基づき総合的に評価する。

テキスト 適宜資料を配付する。

参考書 適宜、授業内で紹介する。

備考 諸般の事情により、授業計画を変更することがあります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

社会的養護Ⅱ

Social Protective Care 2

授業コード： 13319

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

熊倉志乃　講師

授業の概要 児童家庭福祉、社会的養護で学んだ基本的知識を踏まえ、児童福祉施設・里親で暮らす子どもたちの最善の利
益のために、専門職としての保育士がどのように支援するかを学ぶ。 児童養護の基本的な理解を深め、施設養
護・家庭養護の現状を把握し、それぞれの目的である自立支援に向かって具体的な支援内容を考える。

授業計画 １回目 社会的養護における子どもの理解

２回目 日常生活支援

３回目 治療的支援

４回目 施設養護の生活特性及び実際

５回目 自立支援

６回目 家庭養護の生活特性及び実際

７回目 アセスメント

８回目 個別支援計画の作成

９回目 記録及び自己評価

１０回目 保育の専門性に関わる知識・技術とその実践

１１回目 社会的養護に関わる相談援助の知識・技術

１２回目 社会的養護に関わる相談援助の実践

１３回目 社会的養護における事例検討

１４回目 社会的養護における家庭支援

１５回目 社会的養護の課題と展望

到達目標 社会的要養護において子どもが心身ともに健全に成長・発達することのできる養育環境を整え、一人ひとりの
子どものニーズに応じた養育・支援を提供することにより、社会へ巣立つ際には、社会的養護で育った子ども
を、ほかの子ども達と公平なスタートを切ることができるまでに育成することの基本について学ぶ。 授業時間
外の学習 新聞紙上等で児童福祉に関連する記事について、多角的に調べ自分の意見をまとめる。

授業時間外の学習 新聞紙上等で児童福祉に関連する記事について、多角的に調べ自分の意見をまとめる。

評価方法 授業への参加意欲：20％　授業中の課題：40%　筆記試験：40％　を基に総合的に評価する。

テキスト 新基本保育シリーズ「社会的養護Ⅱ」（中央法規出版）

参考書 授業時に紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子育て支援

Support for Child Rearing

授業コード： 24210

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

出井芳江　講師

授業の概要 １　保育士の行う保育の専門性を背景とした保護者に対する相談、助言、情報提供、行動見本の提示等の支援
（保育相談支援）について、その特性と展開を具体的に理解する。
２　保育士の行う子育て支援について、様々な場や対象に即した支援の内容と方法及び技術を、実践事例等を
通して具体的に理解する。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学修（「Google Classroom」を利
用）と同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 子育て支援とは（講義全体の概要説明）

２回目 現代の家庭を取り巻く社会状況や子育て家庭に関わる諸問題について

３回目 親子関係を形成するコミュニケーションツール

４回目 保育とソーシャルワーク

５回目 事例から学ぶ保育現場における子育て支援

６回目 事例から学ぶ地域子育て支援の内容と方法

７回目 子育て支援における地域、関係機関との連携・協働

８回目 障害のある子どもとその家族、家庭への支援

９回目 子ども虐待や不適切な子育て等に関わる支援

１０回目 子育て支援の現状を考える

１１回目 保護者理解と信頼関係の構築

１２回目 保育者が行う子育て支援の展開と実践（記録・評価・ケース会議）

１３回目 諸外国の子育て支援

１４回目 職員間の連携と協働

１５回目 子育て支援の今後に向けて

到達目標 子育て支援に必要とされる基礎的概念を学び、保護者との信頼関係の大切さを理解する。また、子育て支援の
具体的展開方法についての理論と技術や事例分析を通して、保育における支援のあり方について理解を深め
る。
保育現場で向き合う様々なケースについて保護者とスムーズにラポールが形成でき、園内のケース検討会議を
経て社会資源を活用し、関係機関とも連携し適切に援助できる保育者を目指す。

授業時間外の学習 子育て支援のこれまでの経緯を踏まえて現状を理解し、今後求められるの支援策について関心を持つ。

評価方法 授業への参加意欲・態度：30％、授業後等のレポート：70％に基づき総合的に評価する。
遠隔授業になった場合も、評価方法に変更はない。

テキスト 教科書を使用せず、必要に応じて授業時に資料等を提示する。

参考書 適宜、授業内で紹介する。

備考 実務教員：栃木市立保育園に３８年間勤務。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育実習指導ⅠＡ

Guidance of Practical Training 1A

授業コード： 14107　14108

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

星　雄一郎講師　出井芳江講師

授業の概要 保育実習の意義、目的、内容を理解し、実習生としての姿勢や態度を十分理解した上で、実習に対する意欲と
目的意識を高める。また、実習に際しての必要な知識・技術を習得するとともに、目標を持って実習ができる
ように課題を明確にする。

授業計画 １回目 オリエンテーション (担当者：出井・星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

２回目 保育実習の意義、目的、内容 (担当者：出井)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

３回目 実習園・施設の理解　（１）　保育所①　乳児 (担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Classroomを用いたオンデマンド学修とする。

４回目 実習園・施設の理解　（２）　保育所②　幼児①　(担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Classroomを用いたオンデマンド学修とする。

５回目 実習園・施設の理解　（３）　保育所③　幼児②　 (担当者：星)

６回目 実習園・施設の理解　（４）　児童福祉施設等 (担当者：出井)

７回目 実習園・施設の理解　（５）　保育士の役割と専門性 (担当者：出井)

８回目 保育実習の段階と方法 (担当者：星)

９回目 保育実習の目標と課題のたて方 (担当者：星)

１０回目 保育実習での基本的接遇と心構え (担当者：出井)

１１回目 保育実習の記録について　（１）　種類と配慮 (担当者：出井)

１２回目 保育実習の記録について　（２）　方法と留意点 (担当者：出井)

１３回目 観察について　（１）　方法と留意点 (担当者：星)

１４回目 観察について　（２）　記録と振り返り (担当者：星)

１５回目 まとめと補足 (担当者：出井・星)

到達目標 保育実習に必要な知識や観察記録の意味理解、作成方法を習得する。また、ロールプレイングによる体験型学
習により、どのように子どもたちと向き合い、かかわり、寄り添っていくべきかを考察していく。

授業時間外の学習 保育園及び施設観察、積極的な保育現場でのボランティア活動を通して保育士の役割、子どもたちへの関わり
方について積極的に考える。

評価方法 授業への参加意欲・態度：50％、レポート等の提出物：50％に基づき総合的に評価する。

テキスト 保育所保育指針解説書』厚生労働省編・フレーベル館『全国保育士会倫理綱領ガイドブック』柏女霊峰監修、
全国保育士会編・全国社会福祉協議会

参考書 授業時に指示する。

備考 ※保育実習終了までに、ガイダンス・講師講演・報告会・引継ぎ会等の実習に関わる内容を含む講座を受講す
る。また、諸般の事情により、授業計画を変更する場合もある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育実習指導ⅠＢ

Guidance of Practical Training 1B

授業コード： 23223　23224

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 必修

担当教員

星　雄一郎講師　出井芳江講師

授業の概要 体験的カリキュラムにある実際的な体験を通して質の高い実践力のある保育士としての自覚につなげる。ま
た、個別と全体の事後指導における実習のふりかえりや自己評価をもとに、今後の学習課題を明確にする。

授業計画 １回目 保育の実際（１） (担当者：出井)

２回目 保育の実際（２） (担当者：出井)

３回目 日誌について　（１）　種類と方法 (担当者：出井)

４回目 日誌について　（２）　ロールプレイング①　保育所① (担当者：出井)

５回目 日誌について　（３）　ロールプレイング②　保育所② (担当者：出井)

６回目 実習園での子ども理解　（１）　ロールプレイング③　保育計画 (担当者：星)

７回目 実習園での子ども理解　（２）　ロールプレイング④　模擬保育 (担当者：星)

８回目 実習園での子ども理解　（３）　ロールプレイング⑤　記録と振り返り (担当者：星)

９回目 実習園・施設での子ども及び利用者理解　（４）　児童福祉施設及び障害者福祉施設① (担当
者：星)

１０回目 実習園・施設での子ども及び利用者理解　（５）　児童福祉施設及び障害者福祉施設② (担当
者：星)

１１回目 日誌について　（４）　ロールプレイング⑥　保育計画 (担当者：星)

１２回目 日誌について　（５）　ロールプレイング⑦　模擬保育 (担当者：星)

１３回目 日誌について　（６）　ロールプレイング⑧　記録と振り返り (担当者：出井)

１４回目 直前準備指導・実習服務心得・留意事項 (担当者：出井・星)

１５回目 全体事後指導　自己評価と自己課題 (担当者：出井・星)

到達目標 保育実習に必要な知識や実習日誌の意味理解、作成方法を習得する。また、ロールプレイングによる実際的な
体験を想定した学びを通して乳幼児の理解を深め、どのように向き合い、かかわり、寄り添っていくかを考え
る。実習日誌を書く力を身につける。

授業時間外の学習 保育園観察、実践交流を通して、保育士の役割を考え、実習日誌を実際に書いてみる。

評価方法 授業への参加意欲・態度：50％、レポート等の提出物：50％に基づき総合的に評価する。

テキスト 『保育所保育指針解説書』厚生労働省編・フレーベル館『全国保育士会倫理綱領ガイドブック』柏女霊峰監
修、全国保育士会編・全国社会福祉協議会

参考書 授業で紹介する。

備考 ※保育実習終了までに、ガイダンス・講師講演・報告会・引継ぎ会等の実習に関わる内容を含む講座を受講し
ます。また、諸般の事情により、授業計画を変更する場合もあります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育実習指導Ⅱ・Ⅲ

Guidance of Practical Training  2・3

授業コード： 14313　14314

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 必修

担当教員

星　雄一郎講師　出井芳江講師

授業の概要 既習の教科や体験的カリキュラムにある実際的な体験、保育実習Ⅰの経験を通して質の高い実践力のある保育
士としての自覚につなげる。また、個別と全体の事後指導における実習の総括や自己評価をもとに、今後の学
習課題を明確にする。

授業計画 １回目 保育実習Ⅰからの課題 (担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

２回目 保育実習Ⅱ・Ⅲに向けた課題　　ねらいと内容、課題設定 (担当者：星)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

３回目 指導計画案について　（１）　方法と留意点 (担当者：出井)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

４回目 指導計画案について　（２）　子どもの実態 (担当者：出井)
-------
ただし，2020年度はGoogle Meetを介したオンライン学修とする。
Google Classroomを用いた課題を課す場合もある。

５回目 指導計画案について　（３）　ねらい・内容 (担当者：出井)

６回目 指導計画案について　（４）　環境構成 (担当者：出井)

７回目 指導計画案について　（５）　かかわり・留意点 (担当者：出井)

８回目 指導計画案について　（６）　教材研究 (担当者：出井)

９回目 実習園・施設での子どもの理解　　児童福祉施設 (担当者：星)

１０回目 実習施設での利用者理解　　障碍者福祉施設 (担当者：星)

１１回目 責任実習について　（１）　模擬保育①　（低年齢） (担当者：星)

１２回目 責任実習について　（２）　模擬保育②　（高年齢） (担当者：星)

１３回目 直前準備指導 (担当者：出井・星)

１４回目 保育実習のふりかえり　　　報告と反省　自己評価と自己課題 (担当者：出井・星)

１５回目 全体事後指導　総括 (担当者：出井・星)

到達目標 保育実習に必要な知識や指導計画案の意味理解、作成方法を習得する。また、模擬保育や教材研究等の体験を
通して、保育への理解を深め、乳幼児及び保護者に対して、どのように向き合い、かかわり、寄り添っていく
かを考える。

授業時間外の学習 保育に必要な絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び歌、製作課題など、保育場面で必要な技術を自主的に身につ
ける。

評価方法 授業への参加意欲・態度：50％、課題・レポートの提出物：50％に基づき総合的に評価する。

テキスト 『保育所保育指針解説書』厚生労働省編・フレーベル館『全国保育士会倫理綱領ガイドブック』柏女霊峰監
修、全国保育士会編・全国社会福祉協議会

参考書 講義中に適宜紹介する。

備考 ※保育実習終了までに、ガイダンス・講師講演・報告会・引継ぎ会等の実習に関わる内容を含む講座を受講し
ます。また、諸般の事情により、授業計画を変更する場合もあります。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育教職実践演習

Practical Seminar of Teacher Training

授業コード： 23324

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

小川澄江教授　佐藤秋子准教授　名取初穂准教授　星雄一郎講師　出井芳江講師

授業の概要 １．教職課程科目・保育士養成課程科目の履修や教育実習・保育実習を通して得た保育者として必要な知識技
能が確実に身に付いているかを確認する。
２．特別支援学校での現地調査を行う。
３．各自の自己課題についてグループ討論やロールプレイング等を通して省察し実践力を高める。

　諸般の事情により、遠隔授業になる場合は、課題型学修（Google Classroomを利用）あるいは同時・双方型
学修（Google Meetを利用）となる。

授業計画 １回目 ガイダンス・履修カルテの確認、グループ別ワークのグルーピング

２回目 特別支援学校観察の事前研究

３回目 特別支援学校観察　① 校内観察

４回目 特別支援学校観察　②　授業参観

５回目 特別支援学校観察　③　事後研究、振り返り

６回目 グループ別ワーク・模擬保育・ケーススタディの研究　【Ａ　問題状況の把握】

７回目 グループ別ワーク・模擬保育・ケーススタディの研究　【Ｂ　 課題の設定】

８回目 グループ別ワーク・模擬保育・ケーススタディの研究　【Ｃ　課題の仮説】

９回目 中間発表

１０回目 グループ別ワーク・模擬保育・ケーススタディの研究　【Ｄ　課題の仮説の検証】

１１回目 グループ別ワーク・模擬保育・ケーススタディの研究　【Ｅ　応用】

１２回目 グループ別ワーク・模擬保育・ケーススタディの研究　【Ｆ　展開】

１３回目 総合発表

１４回目 ゲストティーチャーワークショップ

１５回目 まとめ、自己評価と今後の学習課題の把握、履修カルテの確認

到達目標 １．特別支援学校等の観察を通して、教育がどんなに意義深いものであるかを理解している。
２．模擬保育やディスカッションを通して乳幼児の主体性を重視した保育ができるようになる。また幼児理解
を深め、保育者の援助を追究することから教育や保育の魅力を探求することができる。
３．自己課題を把握し、グループで協力して課題解決をはかることができる。
４．2年間の学びを省察し、不足している知識・技能を補うことができる。

授業時間外の学習 教職履修カルテの記入。
グループの課題の探求。中間発表、まとめの発表の資料づくり。

評価方法  グループ活動が主になるので、グループの担当教員がレポートや実践記録を含む履修カルテやレポートの提出
（50％）、主体的かつ共同的な学びへの態度（50％）に、基づき総合的に評価する。
遠隔授業になった場合も評価方法に変更はない。

テキスト 必要に応じて資料等を配付する。

参考書 適宜、授業内で紹介する。

備考 諸般の事情により授業計画を変更する場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育実習Ⅱ・Ⅲ

Practical Training in Nursery School 2・3

授業コード：

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

通年 ２年次 ２単位 必修

担当教員

星　雄一郎講師　出井芳江講師

授業の概要

授業計画

到達目標

授業時間外の学習

評価方法

テキスト

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

子育ての歴史

History of Child Rearing

授業コード： 13107

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

小川澄江　教授

授業の概要 １．現代の家庭を取り巻く社会状況を考察する。
２．子育ての歴史を概観する。
（1）原始社会の子育て
（2）古代の子育て
（3）中世・近世の子育て
（4）近代の子育て
３．現代の子育て
 本授業は対面形式で行う。諸般の事情により、遠隔で行わなければならない場合は、課題型学修（Google
Classroomを利用）あるいは同時・双方型学修（Google Meetを利用）となる。

授業計画 １回目 子ども観の変遷

２回目 古代ギリシア・ローマの子ども観

３回目 子育ての歴史（中世）

４回目 子育ての歴史（近世）

５回目 子育ての歴史（近代）

６回目 わが国における子育ての歴史

７回目 古代の子ども観（子宝と餓鬼）

８回目 中世の子ども観

９回目 近世の子ども観

１０回目 習俗に見る子ども観

１１回目 近代における子ども観（明治期）

１２回目 近代における子ども観（大正期）

１３回目 戦時期における子ども観

１４回目 戦後における子ども観

１５回目 これからの子育て

到達目標 　古来子どもはどのように捉えられ、育てられてきたのか、子ども観や子育ての習俗と歴史を学び、現在の、
次世代の子育て支援について考えることができる。
　家庭や幼児教育施設で行われている子育て関連の儀式や行事の来歴を探求し、将来の実践に役立てることが
できる。

授業時間外の学習 各地の子育てに関する儀式や行事に関心を持ち、探求する。
居住地域の子育て支援について探求する。
子どもに関するニュースに関心を持ち、スクラップする。
課題を出された場合は速やかに行い、提出を要する場合は期限を守る。

評価方法 授業への参加意欲・小レポート・課題の提出（50％）、単位レポート（50％）等をもとに評価する。遠隔で授
業を行わなければならなくなった場合も同様とする。

テキスト 授業時に資料を配付する。

参考書  1年次、保育原理の授業で使用したテキスト『未来を拓く保育の創造』（大桃伸一編・学術図書出版社
 国民教育研究所編『日本の幼児』明治図書、山住正己・中江和江編注『子育ての書1・2・3』平凡社

備考 諸般の事情により授業計画を変更する場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

地域福祉論

Community Welfare Theory

授業コード： 24109

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

石河不砂　講師

授業の概要 地域とは？　福祉とは？誰もが住み慣れた地域で当たり前に生きるとは？
地域において社会福祉の向上を図る施策や活動を生活者主体の視点から考えてみる。校外学習を予定(視察)
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（「Google Classroom」を
利用）と②同時・双方型学修（「Google meet」を利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション　ふくしとは？

２回目 社会の変化と地域福祉の課題

３回目 地域における多様な福祉課題への対応

４回目 地域福祉の理念

５回目 地域福祉の参加の意義

６回目 地域福祉の変遷

７回目 地域福祉の主体

８回目 ボランティア活動と福祉教育

９回目 福祉教育の推進

１０回目 地域福祉にかかわる組織・団体

１１回目 地域福祉にかかわる地域住民

１２番目 地域に根ざした多様な実践　①企業の社会貢献

１３回目 地域に根ざした多様な実践　②認定ＮＰＯ法人活動事例

１４回目 共同募金と寄付の文化

１５回目 地域福祉の課題・まとめ

到達目標 現行の制度だけでは対応できないニーズの内容やその発生する背景について学ぶ。
制度にとらわれない多様なニーズの実践や動向・可能性・課題を知る。

授業時間外の学習 事前にテキストを精読し、不明な語句や用語を調べてノートにまとめておく。

評価方法 定期試験 50％、授業参加度（意欲・態度・課題提出他）50％とし、総合的に評価する。
授業回数の３分の２が必要。

テキスト 『現代地域福祉論』保育出版社

参考書

備考 必要に応じて校外学習（現地視察）を実施。
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講義科目名称：

英文科目名称：

子どもの生活と社会

Children's Life and Society

授業コード： 22107

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

都留　覚　准教授

授業の概要 ①子どもを取り巻く現代社会の様々な事象（問題点や課題を含む）について学習し、多面的に理解し、深く考
えることができるようにする。
②現代的な社会的事象を取り上げ、能動的・協同的・創造的思考方法を体験的に学びながら、様々な課題を解
決する技術を解説し、使えるようにする。
③２１世紀を生き抜くために必要だといわれている「新しい能力」について明らかにし、社会事象を読み解く
方法について解説する。

授業計画 １回目 子どもを取り巻く様々な社会的課題
・子どもを取り巻く現代社会における諸問題を捉え、自分たちなりに課題を整理したり、解決方
法を考えたりして、これからの学習の方向を捉え小レポートにまとめる

２回目 子どもの生活と家族構成の変化
・戦前・戦後を通じた家族に中での子どもの役割や位置と、現代の家族に中での子どもの位置や
役割とを比較し、子どもが家族に中でどのように意識され、とのように扱われてきたかを学習
し、子どもという存在についての認識を深め、小レポートにまとめる

３回目 子どもの生活と地域社会の変化
・地域社会における子どもに対する見方を歴史的に観察することによって、子どもに対する社会
の見方が変化してきたことを捉え、子どもが本来持っている権利について深く考えて、小レポー
トにまとめる

４回目 子どもの生活と政治の変化
・待機児童問題や少子化、子どもの貧困など、現代社会の様々な問題を取り上げ、政治的な解決
や地域のボランティアの活動などについて知り、小レポートにまとめる

５回目 子どもの生活と農産物
・アレルギー等を引き起こす原因物質を子どもに与えないためにどのような農産物を選べば良い
かなど、子どもの食に関わる「子どもの生活と農産物のかかわり」について調べ、ディスカッ
ションしながら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理する

６回目 子どもの生活と水産物
・私たちの知らないところで進んでいる代用魚の取り扱いや近年の魚の変化などを取り上げ、子
どもの食に関わる「子どもの生活と水産物のかかわり」について調べ、ディスカッションしなが
ら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理する

７回目 子どもの生活と工業製品
・子どもの身の回りにある様々な講義用製品を取り上げ、市要否生活センターに届けられた様々
な問題と照らし合わせながら、安全で安心して使える工業製品について学習し、「子どもの生活
と工業製品のかかわり」について、ディスカッションしながら分析・理解し、小レポートに学習
内容を整理する

８回目 子どもの生活と情報社会
・情報端末の広がりにより、子どもたちが電波による脳への影響を受けていたり、スマートホン
の光による視力への影響を受けていたりするという調査のデータなどから、「子どもの生活と情
報社会のかかわり」について調べ、ディスカッションしながら分析・理解し、小レポートに学習
内容を整理する

９回目 子どもの生活と高齢化社会
・保育園建設に反対する住民運動や児童相談所建設に反対する住民運動など、高齢者の生活と子
どもの生活の違いによる様々な問題や家族構成の中での高齢者と子どもの関係、これか背の日本
の人口構成と福祉社会のあり方などを取り上げ、「子どもの生活と高齢化社会のかかわり」につ
いて調べ、ディスカッションしながら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理する

１０回目 子どもの生活と自然環境
・子どもの身の回りの自然と自然に関わる子どもたちの姿の変化、保護司や世代の自然に対する
関わり方と自然観の変化など、「子どもの生活と自然環境のかかわり」について調べ、ディス
カッションしながら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理する

１１回目 子どもの生活と自然災害
・東日本大震災を事例に、子どもの教育に携わる人々がどのように子どもたちに関わり、教育の
現場を支えてきたかを学習し、「子どもの生活と自然災害のかかわり」について調べ、ディス
カッションしながら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理する

１２回目 子どもの生活と福祉
・子どもの貧困や虐待、いじめ等から守られ、保護されるべき子どもたちの実態と様々な活動を
通して、子どもたちを守る働きをしている福祉の現場について知り、「子どもの生活と福祉のか
かわり」について、ディスカッションしながら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理する

１３回目 子どもの生活と貧困
・子どもの貧困の現状・原因や子ども食堂の活動などについて学び、「子どもの生活と貧困のか
かわり」について調べ、ディスカッションしながら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理
する

１４回目 子どもの生活と伝統文化
・年中行事など日本の伝統的な文化について学習し、「子どもの日本文化とのかかわり」につい
て調べ、ディスカッションしながら分析・理解し、小レポートに学習内容を整理する

１５回目 子どもの生活と社会のかかわり
・「子どもの生活と社会のかかわり」について学んだ内容について、ディスカッションしながら
分析・理解し、課題レポートに整理し、自分なりの考えをまとめる
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分析・理解し、課題レポートに整理し、自分なりの考えをまとめる

到達目標 ①「新しい能力」について理解し、説明できる
②「新しい能力を開発する方法」について理解し、使うことができる
③現代社会の諸問題を事例として、「アクティブラーニングやクリエイティブシンキングの方法を使い、自分
なりの考えを持つこと」ができる
④様々な課題について「能動的・協同的・創造的に取り組むこと」ができる

授業時間外の学習 ①自分なりの意見をディスカッションの中で発言できるように、シラバスの授業内容について、友だちとの会
話の話題にしたり、専門家に聞いて調べたりして、自分なりの意見（思いつきでも良い）を持って授業に参加
できるように努力すること
②日頃から可能な限り、公共の図書館などを利用して、授業に関連した書籍や情報を進んで調べる努力をする
こと

評価方法 ①毎回の授業の理解についての小レポート（２０％）
②ディスカッション・ノート・発表（２０％）
③期末レポート（２０％）
④学期末の筆記試験（４０％）
に基づき評価する

テキスト 必要に応じてその都度プリントを配布する。

参考書 松下 佳代 著 「“新しい能力”は教育を変えるか―学力・リテラシー・コンピテンシー 」　ミネルヴァ書房
２０１０年　￥４，８６０
GoogleClassroomで資料を公開し、事前・事後の学習に生かせるようにする。

備考

- 147 -



講義科目名称：

英文科目名称：

子ども文化の創造

Children's Culture Creation

授業コード： 12211

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

後藤正人　教授

授業の概要 　子どもの世界には、本来夢と希望がありロマンに満ちあふれている。それらは、子どもの遊びの中から容易
に伺い知ることができる。社会の急速な変化と価値観の多様化が進む中、大人文化にはない、しかし、人間と
して力強く生き抜くための重要な基礎となる「子ども文化」について制作活動を通して、具体的に検証し、課
題と今後の展望について学習を深めていく。

　本講義科目は、対面授業を中心に実施するが、遠隔になった場合は、①課題型学修（「Google　Classroom」
を利用）と ②同時・双方向型学修（「Google　Meet」を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 本授業の目的・内容・計画（オリエンテーション）

２回目 子ども文化の成立と普及－子ども文化の意義と課題－

３回目 子どもの遊びと生活（子どもが受け継ぐ遊び・創る遊び）

４回目 遊びと学びと保護者との関わり

５回目 遊びを疎外する要因

６回目 テレビの普及による遊びの変化と影響

７回目 コンピュータゲームの普及による遊びの変化と影響

８回目 ものを作る活動の意義（ゲスト講師：臨床美術士）

９回目 折り紙の世界

１０回目 童話や絵本の世界

１１回目 紙芝居の世界

１２回目 身辺材（段ボールなど）の再利用における教育的意義

１３回目 風やゴムで走る自動車づくりに挑戦

１４回目 おもりで動くおもちゃづくりに挑戦

１５回目 創造性を開発する遊び（まとめ）

到達目標  社会の急速な変化と価値観の多様化が進む中、子どもが人間として力強く生き抜いていくための重要な基礎と
なる「子ども文化」について理解を深めていくと同時に子ども文化を創造しながら、子どもの世界についての
見方・考え方を一層深めていくことができる。

授業時間外の学習  子どもの世界には、本来夢と希望がありロマンに満ちあふれている。それらは、子どもの遊びの中から容易に
伺い知ることができる。そこで、日頃から、子どもの遊びに関心をもって、子どもに接するようにする。

評価方法  遠隔授業を併用するため、「レポート」（60％）および「授業への参加意欲」（40％）を評価基準とする。な
お、遠隔授業に変更した場合も概ね評価方法に変更はない。

テキスト 『幼稚園教育要領解説』文部科学省
『保育所保育指針解説書』厚生労働省
『教育の泉６』（後藤正人・文溪堂）

参考書

備考 その都度、講義資料を配布。
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講義科目名称：

英文科目名称：

造形表現演習Ⅰ

Seminar in Expressions by Plastic Art 1

授業コード： 14210

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

名取初穂　准教授

授業の概要 １年次に学んだ材料や用具などの扱いについてはその知識や技術をさらに高め、総合的に生かすことのできる
能力を身に付ける。
春セメスター授業前半では、主に教育・保育実習に向けた教材・素材研究に焦点を当てる。
後半において、新たに草木染めのレクチャーを行い、より幅広い技能の修得を目指す。風の音や雨の音、身近
にある草や花の形や色など自然の中にある音、形、色などに気付くことのできる造形活動を取り入れ、五感を
十分に働かせることのできる内容とする。

◆新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、遠隔授業【オンデマンド（配信型）】を併用して学修す
る。

クラスコード ＜ jlbf7z2 ＞

授業計画 １回目 オリエンテーション  /  タデ藍の種まき

２回目 教育・保育実習に向けて  ―課題の設定と構想

３回目 教育・保育実習に向けて  ―素材研究

４回目 教育・保育実習に向けて  ―準備と制作

５回目 教育・保育実習に向けて  ―自由制作

６回目 教育・保育実習に向けて　―発表

７回目 教育・保育実習に向けて　ーまとめ

８回目 材料と用具の研究Ⅰ　自然素材を使った色遊び、感触遊び

９回目 材料と用具の研究Ⅱ　自己課題の設定

１０回目 材料と用具の研究Ⅲ　試行と考察

１１回目 絞り染め技法の基礎知識

１２回目 草木染めⅠ　たたき染め

１３回目 草木染めⅡ　タデ藍の生葉染め

１４回目 草木染めⅢ　染料を使った藍染め

１５回目 草木染めⅣ　自由制作

到達目標 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
にすることができる。
その際に、新保育所保育指針の示す以下の「内容」に注視しながら、自身の経験や技能をより深化させること
ができるようにする。
　・生活や遊びの中で様々なものに触れ、音、形、色、手触りなどに気付き、感覚の働きを豊かにする。（※
乳児保育に関わるねらい及び内容）
　・生活の中で様々な音、形、色、手触り、動き、味、香りなどに気付いたり、感じたりして楽しむ。（※1歳
以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容）
　・生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなどに気付いたり、感じたりするなどして楽しむ。（※3歳以
上児の保育に関するねらい及び内容）

授業時間外の学習 日常的に身近な素材の収集に努め、保育・教育実習等で活用する。

評価方法 平常点（５０％）、作品（５０％）により評価する。

テキスト 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 / 『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』 / 開成出版 / 2018年

参考書
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備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

造形表現演習Ⅱ

Seminar in Expressions by Plastic Arts 2

授業コード： 25314

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

名取初穂　准教授

授業の概要 これまで学んできた内容の集大成として、自由制作を中心に各自が課題を抽出し、修得した知識と技術をより
深化させる機会とする。
前半では特に『水、砂、土、紙、粘土など様々な素材に触れて楽しむ』(※新保育所保育指針：3歳以上児の保
育に関するねらい及び内容)ことを意識し、自由にかいたり、つくったりなどする。
後半において、さらに『いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ』(※新保育所保育指針：1歳以上3歳未満児の
保育に関わるねらい及び内容)ことに重点を置き、かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びに使ったり、
飾ったりなどすることを視野に入れて活動を展開する。
子どもが『保育士等からの話や、生活や遊びの中での出来事を通して、イメージを豊かにする』(※新保育所保
育指針：1歳以上3歳未満児の保育に関わるねらい及び内容)ことのできる保育について考える。

授業計画 １回目 砂を使った造形遊び

２回目 素材研究（液体粘土・石膏ほか）

３回目 子どもの描画理解　― 「かく」 楽しさを知る

４回目 展示の工夫　ー「かく」、「つくる」の展開を考える

５回目 ロウを使った工作

６回目 身近な素材を使った編み遊び

７回目  生活の中の造形Ⅰ　ランプシェード （構想）

８回目 生活の中の造形Ⅱ　ランプシェード （制作・発表）

９回目 陶芸　技法の復習

１０回目 陶芸　自由制作

１１回目 木のぬくもりを味わう

１２回目 木工　自由制作

１３回目 陶芸　焼成作品の絵付けと施釉

１４回目 草木染め （玉ねぎ・桜の落ち葉ほか）

１５回目 まとめ

到達目標 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
にすることができる。
その際に、新保育所保育指針の示す以下の「内容」に注視しながら、自身の経験や技能をより深化させるよう
にする。
　・玩具や身の回りのものを、つまむ、つかむ、たたく、引っ張るなど、手や指を使って遊ぶ。（※乳児保育
に関わるねらい及び内容）
　・生活や遊びの中で、興味のあることや経験したことなどを自分なりに表現する。（※1歳以上3歳未満児の
保育に関わるねらい及び内容）
　・生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを豊かにする。（※3歳以上児の保育に関する
ねらい及び内容）

授業時間外の学習 日常的に、身近な素材の中から自分なりの発想や工夫を見つけ、イメージを豊かにするトレーニングを行うこ
と。

評価方法 平常点（50％）、作品（50％）により評価する。

テキスト 北沢昌代・畠山智宏・中村光絵 著 / 『子どもの造形表現 ―ワークシートで学ぶ―』 /  開成出版 / 2018年

参考書
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備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

音楽表現演習Ⅰ

Seminar in Expressions by Music 1

授業コード： 15508　15509　15510

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

小川裕二教授　澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 1年次でのピアノ学習を踏まえ、幼稚園や保育園の現場で活用できるように、レパートリーを広げながら、コー
ドネームの読み方やピアノの演奏技術を向上させる。読譜力や音楽構造の理解を高め、さらに子どもの歌を
コード伴奏でも弾き歌いができるようにする。
また、幼稚園や保育園の先生に必要な「子どもの歌」をたくさん勉強する。

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」になった場合は、①課題型学修（「Google
Classroom」を利用）と③オンデマンド型（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する予定である。

授業計画 １回目 ガイダンス/コードネームの基礎知識の確認。「子どもの歌」（4月の歌）を練習。

２回目 コード伴奏（基本形）。「子どもの歌」（5月の歌）を練習。

３回目 コード伴奏（転回形）。「子どもの歌」（6月の歌）を練習。

４回目 コード伴奏（ハ長調）。「子どもの歌」（7月の歌）を練習。

５回目 コード伴奏（ヘ長調）。「子どもの歌」（8月の歌）を練習。

６回目 コード伴奏（ト長調）。「子どもの歌」（９月の歌）を練習。

７回目 コード伴奏（いろいろな伴奏形）。「子どもの歌」（10月の歌）を練習。

８回目 各グレード別「ツェルニー」から1曲目、童謡1～3曲目。「子どもの歌」（11月の歌）を練習。

９回目 各グレード別「ツェルニー」から2曲目、童謡4～6曲目。「子どもの歌」（12月の歌）を練習。

１０回目 生活の歌　弾き歌い。「子どもの歌」（1月の歌）を練習。

１１回目 季節の歌（春）　弾き歌い。「子どもの歌」（2月の歌）を練習。

１２回目 季節の歌（夏）　弾き歌い。「子どもの歌」（3月の歌）を練習。

１３回目 季節の歌（行事の歌）　弾き歌い。「子どもの歌」（わらべうた）を練習。

１４回目 コード伴奏の活用。「赤い屋根の家」を練習。

１５回目 グレード別課題の総復習。「さとうきび畑」を練習。

到達目標 ・ピアノを用いた音楽表現のための基礎技術を習得することが出来る。
・幼稚園教諭や保育士となるための「子どもの歌」を歌う歌唱力を身に付ける。

授業時間外の学習 ピアノの練習を習慣づけ、レッスン後の復習と、次週のレッスンの予習を行うこと。

評価方法 「平常点」(100%)とする。遠隔授業に変更した場合も、評価方法については

テキスト ①1年次のピアノ学習で使用したテキストも継続使用。
②1年次に購入した『子どものうた大百科』、『日本の子どもの歌』（音楽之友社）のテキストも継続使用す
る。
③『幼児のための音楽教育』（幼稚園教諭・保育士養成課程用）〔神原雅之・鈴木恵津子編〕（教育芸術社）

参考書 授業の中で紹介する。

備考 ・履修者は継続的に練習を重ねて取り組むことが大切である。
・秋セメスターに、『子どものオペレッタ』を制作する予定なので、そのつもりで心掛けて勉強すること。
・授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

音楽表現演習Ⅱ

Seminar in Expressions by Music 2

授業コード： 25507　25508　25509

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

小川裕二教授　澤村恵子講師　山越智恵子講師

授業の概要 ・１年次からのピアノ学習を基盤として、幼稚園や保育園の現場で活用できるように、レパートリーをさらに
広げながら、ピアノの演奏技術を高めていく。コード伴奏にも慣れ、弾き歌いができるようにする。
　春セメスターでのピアノ学習を踏まえ、履修者のレベルに応じた課題を設定し、ピアノの個人レッスンを行
う。
現場で活用できる子どもの歌のレパートリーをさらに広げるとともに、コード伴奏の応用ができるようにす
る。
・秋セメスターの大きな課題として、『子どものオペレッタの制作』がある。現場で役に立つ勉強をする。
　歌う事、演技する事、大道具や小道具や衣装の製作等の体験をする。

　本授業は、「対面授業」を中心に実施するが、「遠隔授業」になった場合は、①課題型学修（「Google
Classroom」を利用）と③オンデマンド型（「Google　Meet」を利用）を併用して実施する。

授業計画 １回目 コード伴奏（基本）の確認。　オペレッタ①曲目決定

２回目 コード伴奏（応用）。　オペレッタ②＜歌唱練習＞

３回目 コード伴奏（発展）。　オペレッタ③＜歌唱練習＞

４回目 各グレード別「ツェルニー」から1曲目、子どもの歌（動物）。　オペレッタ④＜歌唱練習＞

５回目 各グレード別「ツェルニー」から2曲目、子どもの歌（遊び）。　オペレッタ⑤＜歌唱練習＞

６回目 生活の歌　弾き歌い。　オペレッタ⑥＜立ち稽古＞

７回目 季節の歌（秋）弾き歌い。　オペレッタ⑦＜立ち稽古＞

８回目 季節の歌（冬）弾き歌い。　オペレッタ⑧＜立ち稽古＞

９回目 季節の歌（クリスマス・お正月）弾き歌い。　オペレッタ⑨＜立ち稽古＞

１０回目 季節の歌（卒園）弾き歌い。　オペレッタ⑩＜通し稽古＞

１１回目 各グレード別「ツェルニー」、子どもの歌の復習。　オペレッタ⑪＜通し稽古＞

１２回目 各グレード別『ソナチネ』『ソナタ』より1楽章（楽曲の分析）。オペレッタ⑫＜通し稽古＞

１３回目 各グレード別『ソナチネ』『ソナタ』より1楽章（強弱、曲想の工夫）。オペレッタ⑬＜通し稽古
＞

１４回目 各グレード別『ソナチネ』『ソナタ』より1楽章（豊かな音楽表現の向上）。オペレッタ⑭＜総練
習＞

１５回目 グレード別課題の総復習。オペレッタ⑮＜発表会＞

到達目標 ・ピアノの演奏技術をさらに向上させ、活用できる力を身につけることができる。
・幼稚園教諭や保育士となるための「子どもの歌」を歌う歌唱力を身に付けることができる。
・歌と演技が一体である事を勉強することができる。

授業時間外の学習 毎日必ずピアノの練習を習慣づけ、レッスン後の復習と、次回のレッスンの予習を行うこと。

評価方法 「平常点」（１００％）とする。遠隔授業に変更した場合も、評価方法については同様である。

テキスト ①１年次のピアノ学習で使用したテキストを継続使用。
②『子どものうた大百科』、『日本の子どもの歌』（音楽之友社刊）のテキストも継続使用する。
③『幼児のための音楽教育』（幼稚園教諭・保育士養成課程用）〔神原雅之・鈴木恵津子編〕（教育芸術社）

参考書 授業の中で紹介する。

備考 履修者は継続的に練習を重ねて取り組むことが大切である。
授業計画については履修している学生に対して事前に説明があった上で、変更される場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

教育実習Ⅰ（事前事後指導１単位を含む）

Practice Teaching 1

授業コード： 24407

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

星　雄一郎　講師

授業の概要 幼稚園教育実習の意義、目標、内容を理解し、目標を持って実習ができるように課題を明確にする。また、将
来、教育者、保育者となることを自覚し、実習生としての姿勢や態度を身につけ、実践力のある質の高い教育
者、保育者を目指す。
幼稚園教育実習に必要な知識を深め、教育課程や指導計画、実習日誌の作成方法を習得する。また、模擬保育
や教材研究等の体験を通して、幼児の理解を深め、幼児とどのように向き合い、かかわり、幼児に寄り添って
いくかを考える。
教育実習Ⅱ・Ⅲ（現場実習）における事前事後指導は、必要に応じて斯花アワー（水曜日・4時限）などの正規
の授業時間外にも行う。

授業計画 １回目 幼稚園教育実習と保育実習／幼稚園教育実習の意義と目標

２回目 幼稚園教育実習の形態とプロセス／幼稚園教育実習に臨む心構えと服務心得

３回目 幼稚園・認定こども園の理解／幼稚園・認定こども園における幼児理解

４回目 幼稚園・認定こども園における保育者の役割と専門性

５回目 幼児理解を深める観察の観点と観察方法

６回目 観察を活かした観察記録の記述方法

７回目 教育課程・全体計画と指導計画

８回目 「教育実習の記録」記入上の留意点と記入の方法

９回目 指導案作成上の留意点と指導案の作成 (1): 記述方法と指導案の目的

１０回目 指導案作成上の留意点と指導案の作成 (2): 発達段階に見合った計画

１１回目 幼稚園教育実習の実際　(1)　教材研究①　製作

１２回目 幼稚園教育実習の実際　(2)　教材研究②　絵本

１３回目 幼稚園教育実習の実際　(3)　教材研究③　紙芝居・絵本の読み聞かせ

１４回目 幼稚園教育実習の実際　(4)　模擬保育

１５回目 幼稚園教育実習に臨むにあたって直前指導

到達目標 １．教育実習の意義を理解し、教育実習に臨む心構えや心得を身につける。
２．教育実習の内容が理解できる。
３．教育実習を終えて教育実習を省察することができる。
４．日誌、指導計画案が作成できる。

授業時間外の学習 日頃から挨拶、返事、姿勢に気をつけて行動する。
ピアノの練習をする。手遊び、エプロンシアターのレパートリーを増やす。
幼稚園や保育所の観察体験をもとにして、日誌を作成する。
教材研究をし、指導案を作成する。
板書の練習をする。

評価方法 授業への参加意欲・態度 (40%)、課題・提出物 (40％)、学習内容の習得度（20％）等に基づき総合的に評価す
る。

テキスト 『幼稚園教育要領解説』文部科学省編・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』内閣府・文部科学省・厚生労働省・フレーベル館

参考書 『幼稚園教育指導資料第１～４集』文部科学省編・フレーベル館
『はじめての幼保連携型認定こども園教育・保育要領ガイドブック』無藤 隆・フレーベル館

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

栄養学

Nutrition

授業コード： 15106

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択必修

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 食は命の源である。食育は知育・徳育・体育の基礎であり、生きる上での基本である。ここではパワーポイン
トを利用して、食と健康を考える栄養学の基礎を理解し、養護教諭の立場から食生活の乱れ、肥満・痩身、食
物アレルギーなど現代的健康課題を抱える子供たちへの支援ができる力を培いたい。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合、③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修となった場合、オンデマンド授業後に出された課題を提出し（「Google　classroom」を利用）、
その提出をもって出席とする。

授業計画 １回目 第１章　健康と栄養

２回目 第２章　体の仕組み

３回目 第3章　食事と栄養　　 １．栄養と栄養素　　　2．三大栄養素

４回目 　　　3．ミネラル・ビタミンの機能

５回目 　　　4．水の働きと出納　　　５．エネルギー消費

６回目 第4章　食事と健康

７回目 第5章　健康づくりのための食生活指針

８回目 第6章　健康とダイエット

９回目 第7章　ライフステージと栄養　1．妊娠・授乳期、新生児期・乳児期

１０回目 　　　2．幼児期、学童期、思春期　 　　3．成人期　　 　4．高齢期

１１回目 第8章　生活習慣病と栄養　　１．生活習慣病　（1）肥満  （2）脂質異常症  （3）高血圧症

１２回目 　　　　　（4）糖尿病　（5）動脈硬化　（6）脳卒中　（7）骨粗鬆症 など

１３回目 　　　2．リスクファクターと食事の影響　　　3．生活習慣病と食事

１４回目 第9章　免疫と栄養

１５回目 第10章　まとめ

到達目標 栄養学の基礎を学び、食と健康について養護教諭の視点から現状と課題を考えることができる。

授業時間外の学習 事前に授業内容のプリントを配布するので、予習し、特に分からない項目を調べる。

評価方法 授業への参加意欲（50％）、授業中の小試験（50％）に基づき、総合的に評価する。

テキスト 『三訂栄養と健康』（社）日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

栄養と健康

Nutrition and Health

授業コード： 15408

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択必修

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 食は生命の基本である。栄養学は、食生活を通して人間の健康を維持・増進し、豊かな生活を営むための学問
として重要である。ここでは資料等のプリントを配布して栄養学の基礎を理解し、身近な食生活のあり方と健
康との関係を考える。質疑応答を重視したい。
本授業は対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修となった場合、オンデマンド授業後出された課題の提出（「Gooogle classroomを利用）をもっ
て、出席とする。

授業計画 １回目 第1章　健康と栄養  　1．健康とは　　2．栄養とは

２回目 　3．健康増進と栄養　　4．生活時間と生体リズム（バイオリズム）

３回目 第2章　体の仕組み　　1．ヒトの体の構成単位　　　2．体の働きの調節

４回目 3．消化と吸収

５回目 4．酵素の性質と代謝における酵素の働き

６回目 第3章  食事と栄養　　1．栄養と栄養素

７回目 2．三大栄養素　（1）炭水化物　　（2）脂質

８回目 （3）たんぱく質

９回目 3．ミネラル・ビタミンの機能　（1）無機質

１０回目 （2）ビタミン

１１回目 4．水の働きと出納　　　5．エネルギー消費

１２回目 第4章　食事と健康　　1．栄養状態の判定

１３回目 2．日本人の食事摂取基準（2015年版）

１４回目 第5章　健康づくりのための政策・指針　　1．わが国の食生活の変化と健康状況

１５回目 まとめ

到達目標 栄養学の基礎を理解し、栄養と健康の関係を考えることができる。

授業時間外の学習 要約したプリントを配布するので、主に復習に力を入れ、分からない項目を明らかにする。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回授業の終わりに行う小テスト、オンデマンド型学修の場合は課題(50％)に基づ
き、総合的に評価する。

テキスト 『三訂栄養と健康』（社）日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品科学

Food Science

授業コード： 14211

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 選択必修

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 養護教諭としての保健教育及び肥満、痩身及びアレルギー疾患などの現代的な健康課題解決にあたって不可欠
である「食べ物」に関する基礎的事項を体系的に学習し、正しい知識と科学的な考え方を修得する。
食品と健康、食品の分類とその特性、食品の化学構造と特性、食品成分表並びに食品成分の変化と栄養につい
て講義する。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修の場合、オンデマンド授業後だされた課題の提出（「Google Classroom」を利用）をもって、出
席とする。

授業計画 １回目 食品の3要素、基本単位

２回目 「もの」の化学－原子と分子

３回目 栄養素の種類と機能

４回目 エネルギーとカロリー計算

５回目 原料による分類とその特性

６回目 主栄養源を基にした分類

７回目 食習慣による分類

８回目 食品成分と栄養素

９回目 食品成分の化学－水分・糖質

１０回目 食品成分の化学－タンパク質・脂質

１１回目 食品成分の化学－ビタミン・ミネラル

１２回目 食品成分表

１３回目 食品成分の化学的変化

１４回目 食品成分の酵素的変化

１５回目 まとめ

到達目標 日常摂取している食品がどのような成分から構成されており、体内でどのように健康維持に関わっているか理
解できる。

授業時間外の学習 事前にテキストを読んおく。授業で得た知識を毎日の食生活に反映することを意識してほしい。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回の小テスト、オンデマンド授業後に課題の提出(50％)、に基づいて評価する。

テキスト 『食物学Ⅰ‐食品の成分と機能‐』(公社)日本フードスペシャリスト協会　編　建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品学

Food Chemistry

授業コード： 15312

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 選択必修

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 食品の主要成分の性質、食品の品質、種々の食品原料の特性などについて、基礎事項を体系的に学習し、食品
に関する正しい知識と科学的な考え方を修得する。
食品の主要成分である水、タンパク質、糖質、脂質、無機質、ビタミンについて、その構造と性質の関係を食
品の品質の観点から講義する。さらに、各種食品成分の化学変化や食品の物性についても、品質への影響を中
心に講義する。
本授業は対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修の場合、オンデマンド授業後に出された課題の提出（「Google　Classroom」を利用）をもって、
出席とする。

授業計画 １回目 食品を構成する物質に関する基礎化学

２回目 食品の定義、食を取り巻く環境、分類

３回目 食品成分－水

４回目 食品成分－アミノ酸

５回目 食品成分－タンパク質

６回目 食品成分－単糖類

７回目 食品成分－多糖類

８回目 食品成分－脂肪酸

９回目 食品成分－脂質

１０回目 食品成分－無機質

１１回目 食品成分－ビタミン、核酸

１２回目 特殊成分－嗜好・有害成分

１３回目 食品成分の化学変化

１４回目 食品の栄養価・物性

１５回目 まとめ

到達目標 食品の栄養成分(炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、無機質)、食物繊維、嗜好成分(味、香り、色素成
分)の種類、構造、性質について説明できる。

授業時間外の学習 各回の授業の内容についてテキストをよく読んでおくこと。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回の小テスト（オンデマンド型学修の場合、出された課題の評価）(50％)、に基
づいて評価する。

テキスト 『食物学Ⅰ‐食品の成分と機能‐』(公社)日本フードスペシャリスト協会　編　建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品加工学

Food Processing

授業コード： 25510

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 食品の加工･貯蔵の理論と実際について学習し、加工食品の衛生、規格と表示、消費動向など、加工食品につい
て、供給･消費の両側面から考察を加える。なお、フードスペシャリスト資格試験への対策を考慮して、やや高
度なレベルを目指す。
社会環境の変化に伴って変貌している我々の食生活の中で、加工食品が果たす役割は極めて大きい。現代の食
生活における加工食品に対する正しい知識を身につけることに焦点をおく。各種加工食品の成分と製造方法と
の関係を中心に講義する。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修になった場合は、オンデマンド授業後に出された課題の提出（「Google Classroom」を利用す
る）をもって出席とする。

授業計画 １回目 食品加工の目的、意義、原理

２回目 加工食品各論-農産物：穀類

３回目 加工食品各論-農産物：豆類・いも類

４回目 加工食品各論-農産物：野菜類・果実類など

５回目 加工食品各論-畜産物：食肉類

６回目 加工食品各論-畜産物：乳類

７回目 加工食品各論-畜産物：卵類

８回目 加工食品各論-水産食品：水産冷蔵・冷凍品

９回目 加工食品各論-水産食品：水産冷蔵・冷凍品乾燥品・塩蔵品

１０回目 加工食品各論-水産食品：練り製品・調味品・海藻類

１１回目 加工食品各論-食用油脂・調味食品

１２回目 加工食品各論-嗜好食品・インスタント食品

１３回目 食品の加工法・保存法

１４回目 食品の規格と表示・包装

１５回目 食品の官能評価

到達目標 加工食品について、加工食品の意義、特性、さらに加工、貯蔵に関する技術を理解し、日常の食生活に対応で
きる知識を身につける。

授業時間外の学習 各回の授業の内容についてテキストをよく読んでおく。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回の小テスト（オンデマンド型学修の場合提出された課題の評価）(50％)、に基
づいて総合的に評価する。

テキスト 『食物学Ⅱ‐食品材料と加工、貯蔵・流通技術‐』(公社)日本フードスペシャリスト協会　編　建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品学実験

Food Chemistry and Processing Laboratory

授業コード： 24110　24211

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 選択必修

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 食品を構成する基本成分であるタンパク質・脂質・炭水化物・水分・灰分の定量を行う．また，特別実験とし
て食品の機能性を評価する実験法を習得する．
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は②同時・双方向型学修を実施する

授業計画 １回目 実験の心得と食品の水分と灰分の測定

２回目 食品の水分と灰分の測定

３回目 タンパク質の呈色反応

４回目 タンパク質の凝固・沈殿反応

５回目 糖質の定性反応

６回目 デンプンの加水分解

７回目 脂質に関する実験(エステルの合成と加水分解)

８回目 脂質に関する実験(不飽和脂肪酸と過酸化脂質の検出)

９回目 食酢の中和滴定

１０回目 植物色素のpHによる色の変化

１１回目 小麦粉からのグルテンの分離

１２回目 半透膜と浸透

１３回目 果実の加工(ミカンの内果皮の？皮とジャムの試作)

１４回目 食肉加工食品の試作(ソーセージ)

１５回目 鶏卵の鮮度測定

到達目標 栄養学に係わる課題を解決するための実験をし、成功感や成就感を実感できる。身近な食材について、栄養と
健康の関係を考えることができる。

授業時間外の学習 実験項目のマニュアルを事前に配布するので予習をし、操作をイメージする。実験後は、その結果を考察し、
レポートを提出する。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、レポート(50％)を基に、総合的に評価する。

テキスト 『新カラーチャート食品成分表』教育図書株式会社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品評価・鑑別論演習Ⅰ

Evaluation of Food Quality 1

授業コード： 25315

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 選択

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 わが国の食品は多様化しているが、これからの食品はいかにあるべきか。すなわち、食品の品質をどう評価す
るか。ここでは、そのための種々の方法の原理を理解すると同時に食品規格や表示義務が法律でどのように規
定されているかも学習する。なお、本科目はフードスペシャリスト資格取得希望者を対象とする。
各種食品の原料および製品の品質、それらの評価方法について、演習形式で講義する。特に官能検査について
は、評価方法の原理、実施方法などを実際の例を取り上げて学ぶ。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修となった場合は、オンデマンド授業後出された課題の提出（「Google　Clasroom」を利用）を
もって出席とする。

授業計画 １回目 食品品質の概要、食品の表示

２回目 官能評価の概要

３回目 官能評価のパネルの構成

４回目 官能評価のテストの管理

５回目 官能評価の手法の選択

６回目 水分と食品の保存性

７回目 食品の外観と成分

８回目 褐変反応

９回目 色と鮮度

１０回目 化学的品質評価

１１回目 食品の状態

１２回目 レオロジーとテクスチャー

１３回目 レオロジーの評価法

１４回目 非破壊検査法

１５回目 まとめ

到達目標 食品を選択する上で、習得した健康と生活の領域における専門的知識を活かし、品質を見抜くことができる。

授業時間外の学習 各回の授業の内容についてテキストをよく読んでおくこと。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回の小テスト（オンデマンド型学修の場合は提出された課題の評価）(50％)に基
づいて総合的に評価する。

テキスト 『新版食品の官能評価・鑑別演習』日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品評価・鑑別論演習Ⅱ

Evaluation of Food Quality 2

授業コード： 13320

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 各種食品のどのような特性を利用して評価・鑑別が行われているかを学ぶ。また、新規食品の安全性や新しい
評価法についても学ぶ。なお、本科目はフードスペシャリスト資格取得希望者を対象とする。
個別食品として農産・畜産・水産食品の主たる製品に重点をおく。さらに、調味料、嗜好品などを含めた日常
消費する加工食品の品質についても演習形式で講義する。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、③オンデマンド型学修を実施する。オン
デマンド型学修の場合、オンデマンド授業後の課題の提出（「Google Classroom」の利用）をもって出席とす
る。

授業計画 １回目 米とその製品

２回目 小麦粉とその製品

３回目 そばとイモ類

４回目 豆類・種実類

５回目 野菜・キノコ・果実類

６回目 肉類

７回目 乳と乳製品

８回目 卵とその加工品

９回目 魚介類とその加工品

１０回目 食用油脂

１１回目 醸造食品

１２回目 調味料・香辛料

１３回目 酒類・茶類

１４回目 清涼飲料・菓子類

１５回目 まとめ

到達目標 食品を選択あるいは提供するためには、食品に関する知識と品質を見抜く能力が必要である（食品評価・鑑別
論演習Ⅰ）。本授業では、食品の品質を評価する方法として主観的評価（官能評価）、客観的評価（化学的評
価法・物理的評価方法）を学習し理解を深める。また、食品の鑑別について解説することにより、各食品の種
類、選択・保存方法など学ぶことができる。

授業時間外の学習 各回の授業の内容についてテキストをよく読んでおく。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回の小テスト（オンデマンド型学修の場合は提出された課題の評価）(50％)、に
基づいて総合的に評価する。

テキスト 『新版食品の官能評価・鑑別演習』日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品流通論

Food Distribution System

授業コード： 23325

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 わが国の食品流通技術やシステム、日本人の食生活形態、輸入食料や自給率、今後の食料生産構造、食料資源
と環境問題などを学ぶ。なお、本科目はフードスペシャリスト資格取得希望者を対象とする。
食品の消費と流通の実態を理解し、消費者がよりよい食品選択を行う方法を会得するための基本的な考え方を
講義する。具体的には、近年の消費の現状とその変化、わが国の食品流通の実態、現在関心が高い環境問題に
焦点を当てる。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、③オンデマンド型学修を実施する。オン
デマンド型学修となった場合、オンデマンド授業後出された課題の提出（「Google Classroom」を利用）を
もって出席とする。

授業計画 １回目 食生活形態の変化

２回目 食品消費の変化

３回目 食生活とフードマーケティング

４回目 食料品の中間流通

５回目 食料品の小売流通

６回目 家庭内食と食品小売業

７回目 スーパーマーケットの台頭

８回目 外食と外食産業

９回目 チェーンレストランの発展

１０回目 中食と中食産業

１１回目 コンビニエンスストアのビジネスモデル

１２回目 食品消費と環境問題

13回目 食品消費と安全

14回目 基本関連統計資料の概要

１５回目 まとめ

到達目標 農業や加工、マーケティング、小売りや外食といったフードシステムを構成する食品流通を、身近な食品を通
じて理解できる。

授業時間外の学習 テキストをよく読んでおくこと。日常的に食に関して関心を持つよう心掛ける。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回の小テスト（オンデマンド型学修の場合は提出された課題の評価）(50％)、に
基づいて総合的に評価する。

テキスト 『食品の消費と流通』日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

調理学

Cooking

授業コード： 12316

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

湯川晴美　教授

授業の概要 調理学は食べ物を調整する調理操作から、食事計画、食卓構成、栄養価、安全性、嗜好性、エネルギー資源ま
で含めた広い領域である。調理の操作を科学的に解明するとともに、調理することを文化的に捉え、人の健康
増進につなげ、活かしていく。人間生活における食べ物の意義を考え、食べ物を「おいしくつくる、おいしく
食べる」ためのコツを学ぶ。本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学修
Google classroomを利用して実施する。

授業計画 １回目 調理の意義・おいしさの要因

２回目 経済・環境問題と食

３回目 食事文化

４回目 食事の基本要素

５回目 献立の作成

６回目 栄養評価

７回目 ライフステージ別食事設定

８回目 主食材料の調理：米・小麦粉

９回目 主菜材料の調理：肉・魚

１０回目 主菜材料の調理：卵・乳・乳製品・大豆

１１回目 副菜材料の調理

１２回目 菓子・嗜好品材料の調理

１３回目 調理による成分の変化

１４回目 加熱調理と加熱機器

１５回目 非加熱調理と調理器具

到達目標 健康・栄養・調理の基本を体系的に学び、広く応用できる家庭科教諭、フードスペシャリストになること。養
護教諭においては食育の分野でに十分活用できる。

授業時間外の学習 教科書を事前に予習し、不明な点をまとめておく。

評価方法 平常点（100％）に基づき評価する。遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 『改訂第２版調理学－健康・栄養・調理－』柳沢幸江・柴田圭子共編、アイ・ケイ　コーポレーション

参考書

備考 実務教員：東京都老人総合研究所に２９年間勤務。
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講義科目名称：

英文科目名称：

調理実習Ⅰ

Cooking Practice 1

授業コード： 15107　15210

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 選択

担当教員

湯川晴美　教授

授業の概要 調理方法別に実習を行う。それぞれの調理方法で代表される料理を通して起こる現象を調理科学的にとらえ、
その調理方法を正確に把握し、技術の習得と同時に応用力を養う。調理学で学ぶ食品の調理と関連させなが
ら、食品の調理性を中心に学ぶ。
調理とは食品を食べるものとして作り上げる操作であり、その過程で必要な基礎的な事柄について実習を行
う。本授業は、対面授業を中心とするが、遠隔授業になった場合は、課題型学修Google Classを利用し実施す
る。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 調理の基本：切る（きゅうり）

３回目 調理の基本：切る（キャベツ）

４回目 調理の基本：むく

５回目 調理の基本：調味と計量

６回目 調理の基本：汁を仕立てる

７回目 調理の基本：飯を炊く

８回目 調理の基本：茹でる・和える

９回目 調理の基本：炒める

１０回目 調理の基本：煮る

１１回目 調理の基本：蒸す

１２回目 調理の基本：揚げる

１３回目 調理の基本：焼く

１４回目 調理の基本：献立を立てる

１５回目 和風献立：一汁二菜の組み合わせ

到達目標 各回に切り方の実習を盛り込むことで実践的な調理技術を身につけることができる。

授業時間外の学習 実習ごとに調理した食事をデッサンし、レポートを書いて提出する。

評価方法 平常の授業意欲（20％）、授業後に提出するレポート（40％）、実技試験（40％）に基づき評価する。遠隔授
業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 資料プリント配布。

参考書 『おそうざいの手ほどき』上田フサ・女子栄養大学出版部

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

調理実習Ⅱ

Cooking Prctice 2

授業コード： 25105　25208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 選択

担当教員

湯川晴美　教授

授業の概要 春セメスターの手法調理を基礎に、料理を作るときのポイントがどこにあるかを理解する。家庭における和洋
中の日常献立を実習し、献立となった料理の栄養、味、色のバランス、組み合わせなどを学習する。
食品の扱い方、調理上のこつ等を理解し、食事を楽しむ。本授業は、対面授業を中心とするが、遠隔授業に
なった場合は、課題型学修Google Classを利用し実施する。

授業計画 １回目 和風献立（ヘルシーな丼）

２回目 洋風献立（ハンバーグステーキと本格ソースを作る）

３回目 中国風献立（中華の定番青椒猪肉絲を作る）

４回目 和風献立（秋の味覚：鮭のホイル焼きを作る）

５回目 洋風献立（失敗しないホワイトソースでグラタンを作る）

６回目 中国風献立（水餃子を作る）

７回目 和風献立（竜田揚げを作る）

８回目 洋風献立（ロールキャベツを作る）

９回目 中国風献立（小麦粉を使って包子を作る）

１０回目 和風献立（カルシウムたっぷりの牛乳料理を作る）

１１回目 クリスマス献立（いちごのデコレーションケーキを作る）

１２回目 正月献立（本格和風だしの取り方を学び、雑煮を作る）

１３回目 バランスのとれた食事「クック１０法」を学ぶ

１４回目 和風献立（おいしいさばの味噌煮を作る）

１５回目 課題の実習

到達目標 包丁を中心とした基礎的技術を難易度別に組み、毎回繰り返し練習するで食品を好ましい形、整えることが体
得できる。

授業時間外の学習 実習ごとに調理した食事をデッサンし、レポートを書いて提出する。

評価方法 平常の授業意欲（20％）、授業後に提出するレポート（40％）、実技試験（40％）に基づき評価する。遠隔授
業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 『クック10法』湯川晴美・健康と良い友だち社資料プリント配布。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

調理実習Ⅲ

Cooking Practice 3

授業コード： 12111　12212

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

湯川晴美　教授

授業の概要 調理実習の応用編にあたる。１年次で扱えなかった食品素材や調理器具を取り入れて調理の幅を広げる。調理
法も一歩進んだものを学び、調理の感性を養う。手づくりと調理済み食品との比較、簡便な調理方法、対象者
に合った調理など、臨機応変に対応ができるよう力を養う。
季節を表現した和風献立や家庭における洋・中国風献立を中心に実習する。調理の中で、新素材や調理器具の
使用、調理済み食品との味の比較をする。本授業は、対面授業を中心とするが、遠隔授業になった場合は、課
題型学修Google Classを利用し実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 和風献立（たけのこを使う）

３回目 洋風献立（ミートソースを作る）

４回目 中国風献立（酢豚を作る）

５回目 和風献立（魚の煮つけ）

６回目 洋風献立（タルタルソースを作る）

７回目 中国風献立（麻婆豆腐を作る）

８回目 和風献立（かんぴょうの卵とじを作る）

９回目 洋風献立（バナナケーキを作る）

１０回目 中国風献立（パールアガーを使って杏仁豆腐を作る）

１１回目 和風献立（太巻き寿司を作る）

１２回目 洋風献立（ドライカレーを作る）

１３回目 中国風献立（冷やし中華そばを作る）

１４回目 自由献立を立てる

１５回目 自由献立の実践

到達目標 食材の調理特性を生かした料理を作ることができ、応用調理へと展開することができる。

授業時間外の学習 実習ごとに調理した食事をデッサンし、レポートを書いて提出する。

評価方法 平常の授業意欲（20％）、授業後に提出するレポート（40％）、実技試験（40％）に基づき評価する。遠隔授
業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 資料プリント配布。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

調理実習Ⅳ

Cooking Practice 4

授業コード： 22108　22211

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

湯川晴美　教授

授業の概要 調理は作り手と食べ手が食物を通じてメッセージをかわす人間らしい営みである。伝統食品の知恵を学び、郷
土料理や伝統的なおせち等の形式とその意味合いを知り、伝承できるよう技術を養う。同時に食卓の演出や
テーブルマナーについて学ぶ。一汁三菜など献立の形や、料理の意味を考えながら調理を行い、調理と食事を
楽しむ。本授業は、対面授業を中心とするが、遠隔授業になった場合は、課題型学修Google Classを利用し実
施する。

授業計画 １回目 和風献立（栗を使う）

２回目 洋風献立（卵を使う）

３回目 中国風献立（あんかけを作る）

４回目 和風献立（アジの三枚おろしを作る）

５回目 洋風献立（魚介のパスタを作る）

６回目 中国風献立（酸辣湯）

７回目 和風献立（もち米の炊き込みご飯）

８回目 洋風献立（ポタージュを作る）

９回目 中国風献立（砂鍋獅子頭）

１０回目 和風献立（肉じゃがを作る）

１１回目 クリスマス献立（ピザを作る）

１２回目 正月献立（おせち料理）

１３回目 「クック10法」を使って食事の自己点検

１４回目 自由献立を立てる

１５回目 自由献立の実践

到達目標 日常の食事が栄養学的に過不足なく作ることができ、行事食としてクリスマス献立や正月の祝肴を作ることが
できる。

授業時間外の学習 実習ごとに調理した食事をデッサンし、レポートを書いて提出する。

評価方法 平常の授業意欲（20％）、授業後に提出するレポート（40％）、実技試験（40％）に基づき評価する。遠隔授
業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 『クック10法』湯川晴美・健康と良い友だち社資料プリント配布。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

食品衛生学

Food Hygiene

授業コード： 23225

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 私たちが食品を選ぶ際の基準は極めて多様であるが、その基本的な条件として安全性の確保が求められる。食
品の安全性について、国・行政や食品関連事業者の責務、また消費者の役割から考え、理解する。なお、本科
目はフードスペシャリスト資格希望者を対象とする。
食の安全性を脅かす要因を中心に講義を行い、さらに安全性を確保する手段について実例を挙げながら説明す
る。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修となった場合、オンデマンド授業後出された課題の提出（「Google Classroom」を利用）をもっ
て出席とする。

授業計画 １回目 食品の安全性

２回目 食品の腐敗・変敗とその防止

３回目 食中毒の分類と発生状況

４回目 微生物性食中毒

５回目 自然毒・化学性食中毒、経口的寄生虫疾患

６回目 食品の安全性の確保（食肉・水産物・野菜・果実）

７回目 食品の安全性の確保（乳製品・鶏卵・惣菜類・食用油脂など）

８回目 家庭における食品の安全保持

９回目 環境汚染と食品

１０回目 器具および容器包装

１１回目 水の衛生

１２回目 食品の安全流通と表示（食品の表示・添加物・輸入食品）

１３回目 食品の安全流通と表示（遺伝子組換え食品・アレルギーなど）

１４回目 食品の安全管理

１５回目 まとめ

到達目標 食品衛生法および食品衛生行政の内容を把握し、健康教育と家庭生活の専門家としての必要な知識が得ること
ができる。安全な食生活を求め食生活全般にかかわる種々の問題点について認識を深めることができる。

授業時間外の学習 1、事前にテキストをよく読んでおく。
2、日頃から食の安全に目を向け、情報収集を心掛けておく。

評価方法 授業への参加意欲(50％)、毎回の小テスト（オンデマンド授業後出された課題の提出の評価）（50%）に基づい
て評価する。

テキスト 『改訂食品の安全性』日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

フードスペシャリスト論

Theory of Food Specialist

授業コード： 24314

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

日比香子　准教授

授業の概要 食の専門職であるフードスペシャリストの意義とその概要を知り、更に食の歴史、食の現状、食品産業、食品
の品質規格などについて習得する。
テキストに沿って内容を理解し、フードスペシャリスト認定試験を考慮する。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は③オンデマンド型学修を実施する。オンデ
マンド型学修となった場合、オンデマンド授業後出された課題の提出（「Google Classroom」を利用）をもっ
て出席とする。

授業計画 １回目 第１章　フードスペシャリストの専門職、概念

２回目 第2章　人類と食物

３回目 第３章　世界の食

４回目 第４章　日本の食～日本食物史～

５回目 第４章　日本の食～食の地域差～

６回目 第5章　現代の日本の食生活～戦後の食生活から現在～

７回目 第5章　現代の日本の食生活～現在の自給率と問題点～

８回目 第6章　食品産業の役割～食品製造業と食品卸売業～

９回目 　　　　食品産業の役割～食品小売業と外食産業～

１０回目 第7章　食品の品質規格と表示～JAS法による規格～

１１回目 　　　　食品の品質規格と表示～食品表示法による表示～

１２回目 　　　　食品の品質規格と表示～健康や栄養による表示制度～

１３回目 　　　　食品の品質規格と表示～健康増進法など～

１４回目 第８章　食情報と消費者保護（食情報の発信・受容・濫用）

１５回目 まとめ

到達目標 フードスペシャリストが具備すべき基本知識の習得することができる。

授業時間外の学習 事前にテキストをよく読んでおく。授業後は用語の整理をする。

評価方法 授業への参加意欲（50％）、授業中に行う小テスト（オンデマンド授業後提出された課題の評価）（50％）を
基に、総合的に評価する。

テキスト 『四訂フードスペシャリスト論』日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

フードコーディネート論

Theory of Food Coordinating

授業コード： 15313

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

湯川晴美　教授

授業の概要 現代の食環境は流動的に変化しており、それには常に対応すべき課題が生まれる。それをふまえ、食に関する
コーディネートに必要な知識・技能の修得と実践力を養う。テキストに沿い、下記の内容を理解する。フード
スペシャリスト資格認定試験を考慮し、毎週課題を与え提出させる。本授業は、対面授業を中心とするが、遠
隔授業になった場合は、課題型学修Google Classを利用し実施する。

授業計画 １回目 フードコーディネートの基本理念　（おいしさの本質）

２回目 フードコーディネートの基本理念　（おいしさとフードコーディネート）

３回目 食事の文化（日本の食事）

４回目 食事の文化（外国の食事）

５回目 食卓のコーディネート（日本料理の食卓）

６回目 食卓のコーディネート（外国の食卓）

７回目 食卓のサービスとマナー（日本料理のサービスとマナー）

８回目 食卓のサービスとマナー（中国料理のサービスとマナー）

９回目 食卓のサービスとマナー（西洋料理のサービスとマナー）

１０回目 メニュープランニング

１１回目 食空間のコーディネート

１２回目 フードサービスマネージメント（マネジメントの基本）

１３回目 フードサービスマネジメント（フードサービスの起業）

１４回目 食企画の実践コーディネート

１５回目 フードコーディネートと食育

到達目標 フードコーディネート論で学んだ幅広い知識と技術を身につけ、フードスペシャリスト資格を取得する。

授業時間外の学習 フード関係の新聞ニュースをピックアップし、その内容を理解し、毎授業時にプレゼンテーションできるよう
まとめておく。

評価方法 授業への参加意欲（10％）、課題の提出（10％）、平常点（80％）を基に、総合的に評価する。遠隔授業に変
更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 『三訂フードコーディネート論』日本フードスペシャリスト協会編・建帛社

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

被服学概論

Introduction to Clothing Science

授業コード： 13108

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 人間はなぜ衣服を着用するのか？日常、着用している衣服は何からできているのか？
被服の材料は、綿や毛などの天然繊維に加え、様々な性能を持つ化学繊維の開発により多種多様化している。
これに伴い、いろいろな素材の衣服が市場に出ている。衣服は、素材や色により寒く感じたり暑く感じたりと
体に及ぼす影響も異なる。そこで、消費者として適切な目で衣服を選択し、使用することが必要である。
ここでは、生活に必要不可欠な衣服の素材が何を原料にしてどのように作られているか、またどのような性質
を持っているのか学んでいく。また、衣服が体に及ぼす影響についての知識を習得し、より良い衣生活に役立
てる。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、オンデマンド型学習（「Google Meet」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 人間はなぜ衣服を着るのか
衣服を着る目的を考えてみよう。（１章）

２回目 被服の歴史
洋服と和服の違いは？（２・３章）

３回目 衣服と健康
健康的な衣服とは？健康に悪い衣服とは？（４章）

４回目 衣服の快適性
暑い時、寒い時の衣服の着方は？（５章）

５回目 動きやすさと衣服
動きやすい衣服とは？（６章）

６回目 衣服の素材と加工
着ている衣服の素材を調べてみよう。（７章）

７回目 天然繊維とは
天然繊維の種類とそれぞれの特徴、性能を調べてみよう。（７章）

８回目 化学繊維とは
化学繊維の種類とそれぞれの特徴、性能を調べてみよう。（７章）

９回目 糸と布
織物と編物の違いは？（７章）

１０回目 衣服の汚れと洗濯
衣服に付いた汚れの種類と落とし方を学ぼう。（８章）

１１回目 人の成長と体つき
衣服のサイズの表記方法を調べよう。（９章）

１２回目 アパレル産業
SDGsを考えてみよう。（１０章）

１３回目 被服と色
今年の流行色は？（１１章）

１４回目 衣服と生活
衣服の生活への影響を考えてみよう。

１５回目 まとめ
衣服に関するテーマを決め、調べてみよう。

到達目標 毎日着ている衣服の原料は何か、どのように作られているのかを知ることができる。そして、衣服の体への影
響などを理解し、より快適で健康な生活を送ることができる。また、教育者として、身体に適切な衣服とは何
かを指導する能力を身に付けることができる。

授業時間外の学習 衣服の流行、衣服と安全、衣服と健康等について、新聞やインターネットで調べる。

評価方法 小レポート：50％、期末レポート：50％で評価する。

テキスト 『ビジュアル衣生活論』岡田宣子編著・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

アパレル素材論

Apparel Materials

授業コード： 21208

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 生活を営む上で必要不可欠な被服を適切に着用するためには、繊維の種類、性質、構造などについて理解する
ことが必要である。ここでは講義また実験・実習を通して繊維の知識を身につけることを目的とする。
実験では繊維の種類を科学的に鑑別し、またそれらがどのような性質を持っているのか、また、衣服による体
への影響を調べる。またそれらの性質を利用して、作品製作の実習を行う。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学習とオンデマンド型学習
（「Google Meet」を利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 衣服素材の種類と性質

２回目 天然繊維　実習：繭からの生糸作り

３回目 化学繊維　実験：ナイロン６６の合成

４回目 繊維の鑑別　実験：顕微鏡法、呈色反応

５回目 繊維の鑑別　実験：燃焼法

６回目 糸と布

７回目 織物の種類と性能

８回目 織物　実習：毛糸で織る織物

９回目 織物　実験：織物の特性ー収縮率

１０回目 織物　実験：織物の特性―ドレープ性

１１回目 織物　実験：織物の特性―吸水性

１２回目 編物の種類と性能

１３回目 その他の布　実習：フェルトの作製

１４回目 衣服の着心地と快適性

１５回目 生活の中の衣服

到達目標 講義、また実験・実習を行うことにより、衣服の素材の性質をより理解することができる。衣服の身体への影
響をより理解し、より良い衣生活を営むことができる。

授業時間外の学習 衣服の素材に関する情報を集める。そして、衣服の流行だけではなく、衣服の素材などに関心を高め実験を行
う。実験後は、そこから解ったこと、さらに興味を持ったことについて知識を深め、実生活に役立てる。

評価方法 期末レポート：100％で評価する。

テキスト 『ビジュアル衣生活論』岡田宣子編著・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

衣服管理学

Clothing Management

授業コード： 21306

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 衣服は着用することにより身体内部また外部から汚染されるが、衣服をきれいに保つことは健康面でも衣服を
長持ちさせるためにも必要である。本授業では、洗剤や柔軟剤、糊剤の働きや衣服に適した選び方を学び、適
切な衣服の洗浄方法、洗浄条件、仕上げ方法、また保管方法を身につけ、衣服管理の理解を深めることを目的
とする。
実際に、日常の洗濯でどれくらい汚れが落ちているかを調べ、そこから、より汚れを落とすにはどうしたら良
いか、洗濯の最適な条件を探る。また、柔軟剤や糊剤などの仕組みを理解し、日常生活に役立つ知識を得る。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、オンデマンド型学習・課題型学習
（「Google Meet」を利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 衣料品の品質と表示
衣服の洗濯方法を考えよう。（８章）

２回目 衣服の汚れの種類
衣服につく汚れの種類と体への影響を考えよう（８章）

３回目 水について
水の種類と洗浄力への影響を調べよう

４回目 洗剤の種類と役割
洗剤の種類とその働きを調べよう（８章）

５回目 石けんについて
石けんをつくろう

６回目 界面活性剤の種類と働き
界面活性剤とは（８章）

７回目 洗浄補助剤・性能向上剤の種類と役割
洗剤を調べよう（８章）

８回目 手洗い・電気洗濯機の役割
洗浄力と機械力の関係（８章）

９回目 家庭での洗浄　①洗浄条件（洗剤の濃度、洗浄時間など）
洗浄力を高くするには（８章）

１０回目 家庭での洗浄　②洗浄の手順と方法　③実際の洗濯
洗浄力を高くするには（８章）

１１回目 ドライクリーニングとは
ドライクリーニングの特徴（８章）

１２回目 漂白と増白
衣服の仕上げ方法（８章）

１３回目 糊付けと仕上げ方法
衣服の仕上げ方法（８章）

１４回目 衣服の保管方法
衣服のきれいな保管方法（８章）

１５回目 衣服の廃棄とリサイクル
SDGｓについて考えよう

到達目標 洗剤、柔軟剤などの働き、洗浄の仕組みを知ることにより、より効率的な洗濯をすることができる。また、蛍
光増白剤、漂白剤など日頃使っている化合物の仕組みをを知ることにより、より快適で健康的な衣生活を送る
ことができる。

授業時間外の学習 日常行っている洗浄について、衣服だけでなく身体や髪の毛などを傷めずにより汚れを落すにはどのようにし
たら良いかを考える。また、洗剤などの成分を調べる。

評価方法 期末レポート：100％で評価する。

テキスト 『ビジュアル衣生活論』岡田宣子編著・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

服飾文化論

Theory of Fashion Lifestyle

授業コード： 13210

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 人間はなぜ衣服を着用するのか。衣服の歴史と変遷から、衣服を着る目的と必要性、また流行について学び、
人間と衣服の関係を探る。そして現在の衣生活がどのようにして成り立っているのかを学ぶ。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、オンデマンド型学習（「Google Meet」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ヒトはなぜ装うのか
人が被服を着る目的を確認しよう（１章）

２回目 気候風土と装い・民族衣装
それぞれの国と民族衣装（２章）

３回目 衣服のかたちの変遷・・・西洋の服装の歴史
洋服の歴史（３章）

４回目 衣服のかたちの変遷・・・日本の服装の歴史
和服の歴史（３章）

５回目 衣服のかたちの変遷・・・平面構成と立体構成
洋服と和服の違い（３章）

６回目 装いと健康・・・健康と快適性
衣服と健康（４章）

７回目 装いと健康・・・子供服の歴史と安全性
衣服と健康（４章）

８回目 装いのコミュニケーション・・・衣服の象徴性
日本の伝統行事と衣装（１１章）

９回目 装いのコミュニケーション・・・色と装い
色の歴史と流行色（１１章）

１０回目 装いのコミュニケーション・・・服装と流行
ブランドの成り立ち（１１章）

１１回目 衣服の素材と加工
衣服の素材の歴史（７章）

１２回目 衣服の品質と管理
衣服の洗濯の歴史（８章）

１３回目 装いと生活環境
衣服と環境（１３章）

１４回目 まとめ　①レポート発表

１５回目 まとめ　②レポート発表の総括

到達目標 衣服と文化の関わりを知ることにより、より良い衣生活を送ることができる。

授業時間外の学習 新聞や雑誌などから衣服に関しての情報を得る。流行、ブランドの成り立ち、日本の伝統行事と衣服、衣服の
歴史など、衣服と文化の関わりを調べる。

評価方法 小レポート：30％、期末レポート：70％で評価する。

テキスト 『ビジュアル衣生活論』岡田宣子編著・建帛社

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

ファッション造形・洋裁Ⅰ

Dressmaking 1

授業コード： 12414　12508

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 １単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 人間が生きていくうえで衣服は欠かせないものである。現在、衣服は既製服がほとんどであるが、繕ったりボ
タンを付けたりと縫う技術を身に付けておくことが必要である。ここでは、洋裁の基礎的な技術を習得するこ
とにより洋服や小物を作る楽しさを感じ、日常生活に役立てることを目的とする。
最初に基礎縫いの練習を行い、手縫い、ミシン縫いに慣れることから始める。その後、ファスナー付トート
バック、スカートを製作し、基礎的な技法を習得するとともに、ものつくりの楽しさを体感する。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学習（「Google Meet」を利用）で
実施する。

授業計画 １回目 洋裁道具の説明・ミシンの使い方

２回目 基礎縫い　①手縫い－並縫い・半返し縫いなど

３回目 基礎縫い　②手縫い－ボタン付け・スナップ付けなど

４回目 基礎縫い　③ミシン縫い

５回目 エプロン　①型紙の作成・地直し・裁断・印付け

６回目 エプロン　② 本縫い・仕上げ

７回目 トートバック　①型紙の作成・地直し・裁断・印付け

８回目 トートバック　②ファスナー付け・本縫い・仕上げ

９回目 スカート　①型紙の作成

１０回目 スカート　②地直し・裁断・印付け

１１回目 スカート　③仮縫い・試着・補正

１２回目 スカート　④ポケット付け

１３回目 スカート　⑤脇縫い・ベルト付け

１４回目 スカート　⑥裾の始末

１５回目 スカート　⑦仕上げ・着装

到達目標 洋裁の基本的技術、ミシン縫いや手縫いの技術を身に付けることにより、快適な衣生活を送る事ができる。

授業時間外の学習 新聞や雑誌などを調べ、どのような衣服が必要か、似合うかを考える。その上で、物を作る楽しさ、必要性を
感じてもらい、縫う技術が身につくよう日頃から練習する。

評価方法 提出作品：100％で評価する。

テキスト プリントを配布する。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

ファッション造形・洋裁Ⅱ

Dressmaking 2

授業コード： 21408　21505

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 １単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 いろいろなデザインの既製服が市販されているが、流行によりデザインは毎年変化している。洋裁の技術があ
れば、古いデザインをリメイクしたり、サイズを調整したり、またコスプレを楽しんだりと衣生活を充実した
ものとすることができる。ここで、洋裁の技術を習得し、より良い衣生活に役立てる。
自分の好きな布地で、それぞれのサイズに合わせたブラウス・パンツを基本に、各自の技術により作る作品を
決める。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学習（「Google Meet」を利用）で
実施する。

授業計画 １回目 作品のデザイン決定

２回目 ブラウスまたはパジャマ　①型紙の作成

３回目 ブラウスまたはパジャマ　②地直し・裁断・印付け

４回目 ブラウスまたはパジャマ　③仮縫い

５回目 ブラウスまたはパジャマ　④試着・補正

６回目 ブラウスまたはパジャマ　⑤ポケット付け・襟

７回目 ブラウスまたはパジャマ　⑥袖付け・脇

８回目 ブラウスまたはパジャマ　⑦ボタン付け・パジャマの場合はパンツ作成

９回目 ブラウスまたはパジャマ　⑧裾の始末・仕上げ・着装

１０回目 ワンピースなど　①型紙の作成

１１回目 ワンピースなど　②地直し・裁断・印付け

１２回目 ワンピースなど　③仮縫い・試着・補正

１３回目 ワンピースなど　④ポケット付け

１４回目 ワンピースなど　⑤本縫い

１５回目 ワンピースなど　⑥仕上げ・着装

到達目標 洋裁の技術を身につけ、簡単に衣服や小物を作ることができる。

授業時間外の学習 自分に似合う服、自分が欲しい服を考え、それをどの様に作製するかを考える。また、日頃から縫う技術が上
達する様に練習をする。

評価方法 提出作品：100％で評価する。

テキスト プリントを配布する。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

ファッション造形・和裁

Clothing Making / Kimono Making

授業コード： 14109　14212

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 日本の伝統衣装である和服が見直されている。本授業では直線で平面的に構成されている和服の基礎的な知
識・名称を理解し、ゆかたの制作を通して布地の選び方、素材に対する適切な縫製技術を習得することを目的
とする。自分のサイズに合ったゆかた（大裁ち女物単衣長着）を製作し、最後にゆかたの着付け・たたみ方な
どを学ぶ。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学習（「Google Meet」を利用）で
実施する。

授業計画 １回目 和服の基礎知識・和裁に必要な用具

２回目 和裁の基礎的な縫い方・見積もり・柄あわせ・裁断・印付け

３回目 背縫い

４回目 そで作り

５回目 居敷き当て肩当て付けと始末

６回目 あげ縫い・おくみ作り

７回目 おくみ付けと始末

８回目 わき縫い

９回目 わきの始末

１０回目 そで付け

１１回目 そでの始末

１２回目 えり付け

１３回目 えりの始末

１４回目 仕上げ

１５回目 着付け

到達目標 和裁の基礎知識を習得し技術を身に付けることにより、ゆかたを縫うことが出来る。自分で着物が着装でき
る。

授業時間外の学習 日頃の生活、本などから和服の良さを感じ、和服のコーディネートなどの感性を磨く。日頃から縫う習慣を身
に付ける。

評価方法 提出作品：100％で評価する。

テキスト プリントを配布する。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

ファッションクラフトⅠ

Handicraft １

授業コード： 14315　14408

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 手芸の基礎的な知識・技術を習得し、自分で物を作ることの楽しさを学ぶ。作品は各自の能力に合わせて制作
する。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学習（「Google Meet」を利用）で
実施する。

授業計画 １回目 手縫いで作るマスク

２回目 かぎ編みで作る小物　①かぎ編みの基礎

３回目 かぎ編みで作る小物　②いちごの本体を作製する

４回目 かぎ編みで作る小物　③いちごを仕上げる

５回目 プラバンで作る小物　①絵をかきオーブンで焼く

６回目 プラバンで作る小物　②仕上げる

７回目 プラバンで作る小物　③アクセサリーを作る

８回目 ミサンガ　①糸を組む

９回目 ミサンガ　②仕上げる

１０回目 ステンシルのペンケース　①ステンシル

１１回目 ステンシルのペンケース　②縫う

１２回目 ステンシルのペンケース　③仕上げ

１３回目 ミシンで作るポケットティッシュカバー

１４回目 ミシンで作る巾着

１５回目 自由作品の制作

到達目標 作品の製作を通して、手縫いの技術、ミシンの使い方、刺繍の仕方、かぎ編みの技術などを習得する事ができ
る。

授業時間外の学習 本や作品展などを見て自分の感性を磨く。それを作品づくりに役立てる。

評価方法 提出作品：100％で評価する。

テキスト プリントを配布する。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

ファッションクラフトⅡ

Handicraft 2

授業コード： 24111　24212

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 １単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 手芸の技術を身につけ、さらに個性的な作品を作ることにより手仕事の楽しさを学ぶ。作品は各自の能力、美
的感覚により作る。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、課題型学習（「Google Meet」を利用）で
実施する。

授業計画 １回目 棒編みで編むバック①編み方の説明・ゲージの作成

２回目 棒編みで編むバック　②本体編み

３回目 棒編みで編むバック　③本体の仕上げ

４回目 棒編みで編むバック　④持ち手付け

５回目 クリスマスリース　①デザイン作り

６回目 クリスマスリース　②飾り作り

７回目 クリスマスリース　③仕上げ

８回目 革の小物　①ブレスレット

９回目 革の小物　②キーホルダー

１０回目 毛糸で作るクリスマスリース　①本体作り

１１回目 毛糸で作るクリスマスリース　②仕上げ

１２回目 フェルトで作るポーチ　①フェルトの飾りの切断

１３回目 フェルトで作るポーチ　②フェルトの飾りの縫い付け

１４回目 フェルトで作るポーチ　③仕上げ

１５回目 自由作品の制作

到達目標 習得した技術を使い、各自の感性により個性豊かな作品作りを行うことができる。

授業時間外の学習 本やインターネット、また色々な作品や商品を見ることにより、各自の作りたい作品を計画し、それを作成す
るにはどのようにしたら良いか考えておく。

評価方法 提出作品：100％で評価する。

テキスト プリントを配布する。

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

ファッション販売

Fashion Sales

授業コード： 24409

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

山内見和　教授

授業の概要 アパレル業界では商品を並べて売るだけの知識だけではなく、ファッションの知識、お客様への的確な対応、
販売に関する専門的な知識、技術が求められる。ここではアパレル業界の基礎知識や、販売のマナーなどを身
につけ、販売員としての知識はもちろん、消費者としての役立つ知識を得ることを目的とする。併せて、
ファッション業界への就職に役立つ、財団法人日本ファッション教育振興協会主催のファッション販売能力検
定試験合格を目指す。

本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、オンデマンド型学習・課題型学習
（「Google Meet」を利用）を組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 ファッション販売知識　①ファッションとは
１章

２回目 ファッション販売知識　②ファッション小売業の業種・業態
１章

３回目 ファッション販売知識　③ファッション販売とお客様
１章

４回目 ファッション販売技術　①基本マナー
２章

５回目 ファッション販売技術　②購買心理について
２章

６回目 ファッション販売技術　③接客の基本
２章

７回目 商品知識　①アイテムの知識・サイズの知識
３章

８回目 商品知識　②素材の種類
３章

９回目 商品知識　③ファッションと色
３章

１０回目 売り場作り　①店舗の環境
４章

１１回目 売り場作り　②マーチャンダイズプレゼンテーション
４章

１２回目 マーケティング　①マーケティングの基礎知識
５章

１３回目 マーケティング　②ファッション店舗のマーケティング
５章

１４回目 販売スタッフの業務　①販売業務の種類
６章

１５回目 販売スタッフの業務　②キャリアプラン
６章

到達目標 ファッションの販売知識から商品知識まで、アパレルの基礎知識を習得することができる。併せて、ファッ
ション業界への就職に役立つ、財団法人日本ファッション教育振興協会主催のファッション販売能力検定試験
３級さらに２級の資格を得ることができる。

授業時間外の学習 衣服を購入する際、店の外観、ディスプレー、販売員の接客方法などを良く観察し、自分の感性を磨く。
授業時に、配布されたプリントの予習、復習を行い、ファッション販売能力検定試験合格を目指す。

評価方法 期末レポート：100％で評価する。

テキスト 『ファッション販売３』財団法人日本ファッション教育振興協会

参考書

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

生活経営学（家庭経済学を含む）

Home Economy and Management

授業コード： 14110

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 必修

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　生活経営（家庭経営）学の基礎的な概念と理論を学び、生活を社会科学的な視点から捉えなおす。生活を営
む上での問題や課題に意欲的に取り組み、解決する生活主体としての能力を養うため、自分自身の生活（生活
時間、生活資源等）を振り返り、今後の生活設計について考える。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、生活経営学（家庭経営学）と生活主体の形成

２回目 生活の単位

３回目 生活の歴史的変化

４回目 生活時間

５回目 家事労働と職業労働

６回目 家計収入・支出の構造に見るジェンダー

７回目 単身世帯の家計

８回目 妻の就業状況別に見た夫婦・子育て世帯の家計

９回目 高齢世帯の家計

１０回目 私たちの暮らしと社会保障

１１回目 福祉社会における生活の社会化

１２回目 生活設計とリスクマネジメント

１３回目 消費社会、情報化社会とこれからの生活経営

１４回目 消費者の権利と責任

１５回目 生活の質（QOL）の向上と持続可能な社会の実現に向けて

到達目標 　生活経営（家庭経営）学の基礎知識を身につけることができる。幅広い世代の家計の現状を知り、各世代の
生活に生じやすいリスクや生活を守るための制度等について理解することができる。自らの生活・生活資源を
をもとに、今後の生活設計をすることができる。

授業時間外の学習 　生活者としての能力を高めるために、社会人になる前に身につけるべき生活課題を決め、各自が立てた行動
計画に基づき確実に実行すること。中間レポート・期末レポートとして、各自の生活を記録・改善計画を実行
した成果をまとめ、報告する場合がある。

評価方法 　授業への参加意欲（30％）、中間レポート（30％）、小テスト（40％）の結果をもとに評価する。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 　教科書は使用しない。授業時にプリントを配布する。

参考書 御船美智子・上村協子共編者『現代社会の生活経営』（光生館）
伊藤純・斎藤悦子編著『ジェンダーで学ぶ生活経済論（第2版）』（ミネルヴァ書房）
（社）日本家政学会生活経営学部会編『暮らしをつくりかえる生活経営学』（朝倉書店）

備考 　授業の一環として、栃木の暮らしを学ぶためのフィールドワークを取り入れる場合がある。
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講義科目名称：

英文科目名称：

家族関係

Family Relations

授業コード： 12317

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　家族関係の基礎知識について学ぶと共に、家族と社会の歴史的な変化の状況を知り、現代家族の抱える問題
についてどう取り組むべきか、具体的な方法について授業者参加者のディスカッションを通して考える。ま
た、自らが暮らす地域の家庭生活の状況に関する統計情報を収集し、他地域との比較を行うことにより理解を
深める。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 家族とは何か

２回目 変動する家族

３回目 定位家族と生殖家族

４回目 ライフサイクルとライフコース

５回目 結婚

６回目 出産・育児

７回目 離婚・非婚

８回目 介護

９回目 相続

１０回目 家族の個人化・多様化

１１回目 自分の暮らす地域の家庭生活の特徴１（統計情報の収集）

１２回目 自分の暮らす地域の家庭生活の特徴２（統計情報の分析）

１３回目 ジェンダーと家族

１４回目 世界の家族、ワーク・ライフ・バランス

１５回目 これからの家族関係の課題

到達目標 　結婚、夫婦関係、子育て、親子関係、高齢者の介護などについて、日本や世界の家族の現状について知ると
共に、社会状況の歴史的な変化をふまえ、これからの家族関係の課題について考えを深めることができる。

授業時間外の学習 　レポート作成は、ワープロ原稿を原則とするため、授業内で作業が終わらなかった場合には、資料収集や執
筆作業を授業時間外に行うこととする。

評価方法 　授業への参加意欲（30％）、小レポート（20％）、期末レポート（50％）の結果をもとに評価する。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 　教科書は使用しない。必要に応じてプリントを配布する。

参考書 湯沢雍彦・宮本みち子『新版データで読む家族問題』（日本放送出版協会、2008）
伊藤純・斎藤悦子編著『ジェンダーで学ぶ生活経済論（第2版）』（ミネルヴァ書房、2015）

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

住居学

Housing Studies

授業コード： 16207

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

目黒　浩　講師

授業の概要 住居学では、住生活の仕組みを明らかにする為に、私たちが暮らしている地球上の様々な問題と、住宅の歴史
と住生活の変遷をイラスト等を使い明らかにし、また最新の住生活への取組みおよび、住居の各室に必要な要
素や各室の繋がりについて具体的な間取りを使い理解し、自分自身が住まいの条件を設定した中での理想とす
る間取りの設計を学ぶ。
本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業になった場合は、①課題型学修（「Google classroom」を
利用）と②同時・双方向型学修（「Google Meet」）を利用）とを組み合わせて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション、住居学の目的と意義

２回目 地球環境の様々な問題

３回目 住宅の歴史と住生活の変遷

４回目 住居の各室（人体寸法、単位空間とプライベートスペース）

５回目 住居の各室（パブリックスペース）

６回目 住居の設計と間取り（設計プロセスとゾーニング･動線計画）

７回目 住居の設計と間取り（間取りと各室の繋がり）

８、９回目 住宅展示場モデルルーム見学会

10回目 地震と住居の構造

11回目 日本の自然環境と住宅設備

12回目 自分の将来の住居について　課題説明、演習１（設計条件書作成、ゾーニング検討）

13回目 自分の将来の住居について　演習２（間取り作成、レポート作成）

14回目 自分の将来の住居について　間取り・レポート発表、ディスカッション

15回目 最新の住生活への取組みと、地球にやさしく住む為にサスティナブル社会へ

到達目標 住居を住まう人間の生活からとらえ、持続可能な（サステナブル）社会を前提に、住空間のあり方を考察し、
住環境に対する理解力を身につけ、豊かな住生活を創出できる。
住居が持続可能な（サステナブル）社会を形成する重要な要素の１つであることを踏まえ、地球環境問題を始
めとした住生活をとりまく様々な要素を理解し、豊かな住生活とは何かを考え、多様な生き方に対応した健康
で快適で安心・安全な住空間を作り出す手がかりを、身近な生活空間をモデルケースにして掴める。

授業時間外の学習 授業結果や次回授業用に配布された資料により、興味を持った内容について、参考となる書籍やインターネッ
ト等により知識を深める為の予習と復習を行う。

評価方法 授業への参加意欲（30％）、単位レポート（70％）。

テキスト 必要に応じて資料を配布する。

参考書 授業の中で、随時紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

保育学

Childcare Studies

授業コード： 11308

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

佐藤秋子　准教授

授業の概要 子育ての環境も大きく変わりつつある。昨今の乳幼児研究では乳児は出生後から、生まれながらにして持って
いる力を使って積極的に周囲に働きかけている能動的な存在であることかを明らかにしている。そして、その
力も周囲の人の十分な世話を受けることによって、人として生きていくうえでの基本的な力を獲得し、生きる
力を発揮することができるようになる。この意味では、子どもを取り巻く周囲の大人の責任は重大である。そ
こで、子どもの発達の基本や家庭や集団での関わり方などについて学ぶ。かけがいのない命を産み育て、その
子が自立して生きるためにはどのように考え行動すればよいのか、乳幼児の発達や心理学を中心に解説し、愛
着や信頼関係などについて学ぶ。さらに女性自身の妊娠、出産、避妊や生殖革命などのさまざまな視点から自
分らしく生きることも考えてみる。また、幼稚園における観察実習は集中期間におこなう。

前半は乳幼児の発達心理学を中心に解説し、後半では母子関係や現代社会の子どもたちの諸問題について扱
う。また、幼稚園における実習を行うが、実習の不安を解消し、実習に望む態度、心構えなどを考察し現場実
習に備える（実習は後期集中期間に

授業計画 １回目 親の心理と子どもの発達

２回目 性と生殖に関する権利と健康

３回目 妊娠・出産・母体の健康

４回目 子どものライフサイクルと子どもの臨床（胎児期）

５回目 子どものライフサイクルと子どもの臨床（乳児期）

６回目 子どものライフサイクルと子どもの臨床（幼児期）

７回目 子どものライフサイクルと子どもの臨床（学童期）

８回目 生涯発達の視点から（愛着、関係性）

９回目 発達の理論（思考の発達、知能の発達、発達の敏感期）

１０回目 基本的信頼と発達課題

１１回目 気になる子どもへの理解

１２回目 子どもの健康と安全

１３回目 子どもの遊びと児童文化

１４回目 子どもの権利と福祉

１５回目 現代社会の子どもたちと地域の子育て支援・観察実習の心構え

到達目標 赤ちゃんが「ヒト」から「人」に成長する過程には、自然との関わりや人間相互間のコミュニケーションが不
可欠であること。人間が社会的存在として人を信頼し一生涯生きるためには、乳幼児期の重要なキーワードと
して大人との関係性や愛着（愛情）によって人格形成の基礎が構築されることを習得し教育現場に生かすこと
ができる。

授業時間外の学習 周囲の乳幼児に興味関心を持ち、積極的に赤ちゃんと関わる意識や理解を持つ。

評価方法 期末レポート：７０％、授業時の小レポートと課題：３0％

テキスト テキスト「保育の心理学　」（大橋喜美子編著　保育出版社）を使用する。
必要に応じて資料配布をする。

参考書 『幼稚園教育要領解説（平成20年10月）』文部科学省、
『保育所保育指針解説書』厚生労働省編　他は授業の中で紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

衛生学（予防医学を含む）

Hygiene and Public Health

授業コード： 13109

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター ２年次 ２単位 必修

担当教員

齊藤　浩　講師

授業の概要 人の健康を確保するための学問であり、学校保健にとっても最も重要なものである。実生活においても役立つ
ようにする。対面授業を原則とするが、遠隔授業の際は１：課題型学修（Google Classroom）　および２：同
時双方向型学修(Google Meet)を組みあわせて実施する。その際はレポートなどもlassroomで提出とする。

授業計画 １回目 健康と公衆衛生

２回目 公衆衛生の概念

３回目 健康教育

４回目 健康と環境、疫学的方法

５回目 健康の指標

６回目 感染症と予防

７回目 食品保健

８回目 生活環境の保全

９回目 医療制度と地域保健活動

１０回目 母子保健

１１回目 学校保健

１２回目 生活習慣病

１３回目 難病対策、精神保健福祉

１４回目 産業保健とこれからの公衆衛生

１５回目 まとめ

到達目標 健康といっても漠然として理解するのは難しい。身近なことを通して学生が理解、実践できる。

授業時間外の学習 テキスト等を読んでおく。

評価方法 授業への参加意欲・態度（40％）、レポートや小テスト（60％）

テキスト 『わかりやすい公衆衛生学』清水忠彦他編・広川書店

参考書 授業の中で、随時紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

社会福祉

Social Welfare

授業コード： 23107

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

仲田郁子　准教授

授業の概要 　現代社会における様々な問題と多様化した社会福祉へのニーズについて知り、社会福祉の意義・理念や制
度・実施体系の現状について学ぶ。また、社会福祉と児童福祉との関連性について理解し、具体的な支援方法
として、児童と保護者に対するソーシャルワークの基礎について学ぶ。

　本授業は、対面授業を中心に実施するが、遠隔授業となった場合は①課題型学修（「Google　Classroom」を
利用）で実施する。

授業計画 １回目 ガイダンス、社会福祉の理念と概念

２回目 社会福祉の歴史的変遷

３回目 社会福祉と児童家庭福祉

４回目 児童の人権擁護と児童家庭福祉

５回目 少子化対策、男女共同参画社会の実現と子育て支援

６回目 社会福祉の制度と実施体系①制度と法体系

７回目 社会福祉の制度と実施体系②財政と実施機関

８回目 社会福祉の制度と実施体系③社会福祉施設、専門職・実施者

９回目 社会福祉における利用者の保護にかかわる仕組み

１０回目 社会福祉における相談援助（ソーシャルワークの基礎）

１１回目 児童と保護者に対するソーシャルワーク①児童虐待防止と社会的養護

１２回目 児童と保護者に対するソーシャルワーク②障がいのある児童

１３回目 児童と保護者に対するソーシャルワーク③貧困家庭

１４回目 児童と保護者を支えるための連携とネットワーク

１５回目 社会福祉の動向と課題、まとめ

到達目標 　社会福祉・児童福祉の理念や意義、制度等の現状について理解するとともに、児童や保護者に対する具体的
な支援方法としてソーシャルワークの基礎を習得することができる。

授業時間外の学習 　授業後には、講義内容の復習をすること。実際にボランティア活動に参加し、日常的に新聞やニュースで社
会福祉全般や児童家庭福祉に関する情報を集める等、社会的な支援を必要としている人々に対し、自分がどん
な手助けをすることができるか考える機会を多く持つことが望ましい。

評価方法 　授業への参加意欲（30％）、小テスト（20％）、期末レポート（50％）の結果をもとに評価する。

　遠隔授業に変更した場合も評価方法に変更はない。

テキスト 　教科書は使用しない。授業時にプリントを配布する

参考書 山縣文治他『よくわかる社会福祉』（ミネルヴァ書房）

備考 　本科目は「保健児童ソーシャルワーカー」の必須科目（「児童ソーシャルワーク」の読み変え科目）であ
る。授業の一環としてボランティア活動を行う場合がある。

- 188 -



講義科目名称：

英文科目名称：

くらしと会計Ⅰ

Living and Accounting Ⅰ

授業コード： 12213

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

春セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

吉田真理子　准教授

授業の概要 　本授業は、対面授業を中心に実施します。なお、必要に応じて遠隔授業をおこなわなければならない場合
は、② 同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）を中心に、① 課題型学修（「Google Classroom」を利
用）または、③ オンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせて実施します。履修者への課
題の指示、連絡は、必要に応じて「Google Classroom」も利用します。
　私たちの健康は、５大栄養素をバランスよく摂取することで、維持・管理されています。そして、これらの
栄養素に家計をバランスよく支出することで、私たちの健康が保たれています。その家計の収入源は経済活動
をおこなっている企業等にあります。これらの企業は、５つの項目（勘定）を用いた簿記という技法によっ
て、経営の健康状態を把握しています。そのため、簿記（複式簿記）を理解することによって、私たちは経済
社会の活動に役立てています。講義では、複式簿記の基本的な構造を理解することを目標とし、簿記検定試験
の資格取得も視野に入れて、簿記の基礎をわかりやすく学習します。なお、授業の進度およびレベルは、受講
者の習熟度に応じて内容を調整・変更しながら進めます。

授業計画 １回目 家庭生活と家計簿、企業活動と簿記

２回目 資産・負債・純資産の計算と貸借対照表

３回目 収益・費用の発生と純損益の計算及び損益計算書

４回目 取引と勘定の意味と勘定口座

５回目 仕訳と転記及び総勘定元帳の意味と記入方法

６回目 試算表（意味、役割、種類と作成方法）

７回目 精算表（意味、役割、しくみ）

８回目 決算（意味、一連の手続き、本手続き、報告）

９回目 現金・預金の取引（現金・預金・現金過不足・当座預金・当座借越・小口現金）

１０回目 商品売買の取引①（三分法と分記法・仕入帳と売上帳・商品有高帳）

１１回目 商品売買の取引②（掛け取引・貸し倒れ・前払金と前受金）とクレジット売掛金

１２回目 手形取引と電子記録債権・債務

１３回目 その他の債権・債務の取引①（貸付金と借入金・手形貸付金と手形借入金・役員貸付金と役員借
入金）

１４回目 その他の債権・債務の取引②（立替金と預り金・仮払金と仮受金・商品券）

１５回目 試算表の作成とまとめ（総合問題）

到達目標 １.知識・技能
・複式簿記の記録の方法を理解することができる。
・複式簿記を理解し、企業の取引を仕訳により記録することができる。
・決算前までの簿記の手続きが理解できる。
・試算表を作成することができる。
２.思考・判断力・表現
・記憶に代わる記録のうち、簿記上取引を判断し、体系的に記録・整理することで、思考力を高めることがで
きる。
・財産変動の原因と在り高計算を理解し、その結果を試算表に表示することができる。
３.学びに向かう力
・演習問題の取り組みと反復学習を通して、持続力、忍耐力、検定試験などへのチャレンジ精神を養うことが
できる。
・演習問題の取り組みによって、主体的に学び、参加意識および学習意欲を高めることができる。

授業時間外の学習 １．授業を欠席した場合について
やむを得ず欠席した場合は、当該授業の内容を次回までに必ず確認しておいてください。なお、課題が出てい
る場合は、提出日を確認し指定日に提出してください。

２．授業の予習・復習について
日商簿記検定３級の資格取得を視野に入れて学習を進めます。簿記を理解するためには、地道な努力の積み重
ねが求められます。毎回授業の復習を行って、問題集の該当箇所を解き、各自の習熟度を確認しておくことが
望ましい。練習問題は繰り返し答案練習することで、より早く正確に解答する技術が身につきます。特に、簿
記検定の資格取得を考えている学生は、あわせて過去の検定試験問題にチャレンジすることをお勧めします。
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２．授業の予習・復習について
日商簿記検定３級の資格取得を視野に入れて学習を進めます。簿記を理解するためには、地道な努力の積み重
ねが求められます。毎回授業の復習を行って、問題集の該当箇所を解き、各自の習熟度を確認しておくことが
望ましい。練習問題は繰り返し答案練習することで、より早く正確に解答する技術が身につきます。特に、簿
記検定の資格取得を考えている学生は、あわせて過去の検定試験問題にチャレンジすることをお勧めします。

評価方法 授業への参加意欲（20%）、演習・課題の内容（20%）、理解度・確認テスト（60%）に基づき総合的に評価しま
す。

テキスト ・『よくわかる簿記シリーズ 合格テキスト 日商簿記3級 Ver.11.0』ＴＡＣ出版
・『検定簿記ワークブック／３級商業簿記』中央経済社、渡部裕亘・片山覚・北村敬子編著
・そのほかに適宜、プリントを配布します。

参考書 ・『よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング 日商簿記3級 Ver.11.0』ＴＡＣ出版
・そのほか、必要に応じてその都度紹介します。

備考 ・「くらしと会計Ⅱ」も履修してください。
・授業で電卓（10桁以上）を毎回使用します。
・授業計画は履修状況に応じて変更する場合があります。
・授業時の課題が未完成またはやむを得ず欠席して未提出の場合は、完成させて次週または指定日までに必ず
提出してください。
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講義科目名称：

英文科目名称：

くらしと会計Ⅱ

Living and Accounting Ⅱ

授業コード： 21307

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

吉田真理子　准教授

授業の概要 　本授業は、対面授業を中心に実施します。なお、必要に応じて遠隔授業をおこなわなければならない場合
は、② 同時・双方向型学修（「Google Meet」を利用）を中心に、① 課題型学修（「Google Classroom」を利
用）または、③ オンデマンド型学修（「Google Meet」を利用）とを組み合わせた授業を実施します。履修者
への課題の指示、および連絡等は、授業時以外にも必要に応じて「Google Classroom」を利用しておこないま
す。
　簿記の知識と資格を得ることは、職業の選択肢を増やし、社会での活躍の場を広げます。授業では、「くら
しと会計Ⅰ」の知識をもとに、私たちのくらしや会計実務に役立つ企業会計への理解を深めます。特に決算整
理を中心に、複式簿記の構造について理解を深めることができます。各回の前半部分では、必要事項について
説明し、後半部分では習熟度を確認するための練習問題に取り組み、日商簿記検定試験の資格取得に向けて学
習をします。なお、授業の進度およびレベルは、受講者の習熟度に応じて内容を調整・変更しながら進めま
す。

授業計画 １回目 主要簿と補助簿（補助記入帳・補助元帳）の関係

２回目 有形固定資産の取得と売却・賃借（差入保証金）・未収金と未払金

３回目 精算表①（種類・8桁精算表の作成手順）

４回目 決算整理①（現金過不足）

５回目 決算整理②（当座借越・貯蔵品）

６回目 決算整理③（売上原価の計算・貸倒引当金の設定）

７回目 決算整理④（減価償却）

８回目 決算整理⑤　（経過勘定項目と決算整理事項のまとめ）

９回目 帳簿決算と財務諸表の作成①（意味・帳簿の締め切り）

１０回目 財務諸表の作成②（２区分損益計算書と貸借対照表）とその評価

１１回目 株式の発行

１２回目 剰余金の配当と処分

１３回目 税金

１４回目 証ひょうと伝票

１５回目 ②精算表（総合問題）

到達目標 １.知識・技能
・簿記一巡の手続きを理解し、決算処理をおこなって精算表を作成することができる。
・帳簿の締め切りと財務諸表を作成することができる。
・習得した知識をもとに、私たちのくらしや会計実務に役立つ企業会計への理解を深めることができる。
・複式簿記の知識と技法を活かして、検定試験（日商簿記検定試験3級程度）にチャレンジすることができる。
２.思考・判断力・表現
・習得した知識および技法を用いて、会計処理をおこなうことができる。
・財務諸表の財務分析・経営成績の評価などをおこなうことで、思考力・判断力などが高められ、実社会に役
立つ知識を
　得ることができる。
３.学びに向かう力
・演習問題の取り組みと反復学習を通して、持久力、忍耐力、検定試験などへのチャレンジ精神を養うことが
できる。
・演習問題の取り組みによって、主体的に学び、参加意識および学習意欲を高めることができる。
・学習を通して、基礎力を身につけ、キャリア形成力を養うことができる。

授業時間外の学習 １．授業を欠席した場合について
やむを得ず欠席した場合は、当該授業の内容を次回までに必ず確認しておいてください。なお、課題が出てい
る場合は、提出日を確認し指定日に提出してください。

２．授業の予習・復習について
日商簿記検定３級の資格取得を視野に入れて演習問題を解くことを中心に学習を進めます。簿記を理解するた
めには、地道な努力の積み重ねが求められます。毎回授業の復習を行って、問題集の該当箇所を解き、各自の
習熟度を確認しておくことが望ましい。練習問題は繰り返し答案練習することで、より早く正確に解答する技
術が身につきます。特に、簿記検定の資格取得を考えている学生は、あわせて過去の検定試験問題にチャレン
ジすることをお勧めします。
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る場合は、提出日を確認し指定日に提出してください。

２．授業の予習・復習について
日商簿記検定３級の資格取得を視野に入れて演習問題を解くことを中心に学習を進めます。簿記を理解するた
めには、地道な努力の積み重ねが求められます。毎回授業の復習を行って、問題集の該当箇所を解き、各自の
習熟度を確認しておくことが望ましい。練習問題は繰り返し答案練習することで、より早く正確に解答する技
術が身につきます。特に、簿記検定の資格取得を考えている学生は、あわせて過去の検定試験問題にチャレン
ジすることをお勧めします。

評価方法 授業への参加意欲（20%）、演習・課題の内容（20%）、理解度・確認テスト（60%）に基づき総合的に評価しま
す。

テキスト ・『よくわかる簿記シリーズ 合格テキスト 日商簿記3級 Ver.11.0』ＴＡＣ出版
・『検定簿記ワークブック／３級商業簿記』中央経済社、渡部裕亘・片山覚・北村敬子編著
・そのほかに適宜、プリントを配布します。

参考書 ・『よくわかる簿記シリーズ 合格トレーニング 日商簿記3級 Ver.11.0』ＴＡＣ出版 など
・そのほか、必要に応じてその都度紹介します。

備考 ・「くらしと会計Ⅰ」を修得後に履修してください。
・授業で電卓（10桁以上）を毎回使用します。
・授業計画は履修状況に応じて変更する場合があります。
・授業時の課題が未完成またはやむを得ず欠席して未提出の場合は、完成させて次週または指定日までに必ず
提出してください。
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講義科目名称：

英文科目名称：

解剖生理学

Anatomy and Physiology

授業コード： 25316

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター １年次 ２単位 選択

担当教員

盛川　宏　講師

授業の概要 保健医療の面における最も基本的且つ重要な科目を理解し、実生活に役立たせる。学校保健に携わる者に必要
な人体の構造と機能の基礎知識を学ぶ。
人体の細胞・組織・臓器・器官の機能を理解し、人体の構造と機能を系統的に理解する。

授業計画 １回目 オリエンテーション　人体の骨格系器官の構造と機能

２回目 体液と血液

３回目 骨格

４回目 筋肉

５回目 神経

６回目 循環器

７回目 呼吸器

８回目 泌尿器

９回目 消化器

１０回目 内分泌

１１回目 生殖

１２回目 皮膚と感覚

１３回目 生体防御と免疫

１４回目 エネルギー代謝と体温調節

１５回目 まとめ

到達目標 各臓器の相互関係を理解できる。

授業時間外の学習 復習を重点に。

評価方法 筆記試験（100％）

テキスト 『イラスト解剖生理学』（第２版）東京教学舎

参考書 特になし。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

微生物学

Microbiology

授業コード： 22318

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

芳賀雅士　講師

授業の概要 人間は一生の間に各種の感染症に罹ったり、化膿するなど微生物の感染や食中毒を経験する。これらの疾病を
ひきおこす微生物についての理解を深め予防に役立てる。
遠隔授業は、課題型学習（Classroom）にて実施する。

授業計画 １回目 オリエンテーション

２回目 細菌・真菌・原虫・ウイルスの性質

３回目 感染と感染症

４回目 感染経路

５回目 食中毒

６回目 性感染症

７回目 呼吸器感染症

８回目 感染症の予防

９回目 感染症の治療

１０回目 感染症の検査と診断

１１回目 学校保健法と感染症

１２回目 病原細菌

１３回目 病原真菌

１４回目 病原原虫

１５回目 ウイルス

到達目標 微生物による感染症についての理解を含め、感染症の予防と、発症した感染症に対する対応ができる。

授業時間外の学習 受講した講義について資料を再読して復習し、不明な点については次回の講義で質問できるようにしておく。

評価方法 講義内小テスト及びレポート提出

テキスト 『系統看護学講座　専門基礎分野　疾病の成り立ちと回復の促進４　微生物学』医学書院

参考書 特になし。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

薬理概論

Pharmacology

授業コード： 22415

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

小菅敏雄　講師

授業の概要 薬理学は、薬物と生体との選択的な相互作用を研究する学問である。薬理概論では、人体と基本的薬物との選
択的な相互作用の原理を学び、基本的薬物の薬理作用（主作用・副作用）と体内動態を理解することを目的と
する。
薬理学の体系を総論と各論に分けて講義する。総論においては、薬理作用学に基づく薬物の作用機序と、薬物
動態学に基づく薬物の体内動態について講義する。これらの基礎知識に基づき、各論において各疾患に対する
主な治療薬の特徴を講義する。

授業計画 １回目 薬理学序論　　　　薬物とは

２回目 薬理学総論（1）　薬の歴史、使用目的および管理

３回目 薬理学総論（2）　薬理作用の基本形式と作用点

４回目 薬理学総論（３）　薬物の適応　薬のいろいろな用い方

５回目 薬理学総論（4）　薬物の体内動態

６回目 医薬品の医療事故防止対策　薬の安全な使い方

７回目 抗感染症薬

８回目 抗がん薬・免疫治療薬

９回目 全身麻酔薬

１０回目 催眠薬・抗不安薬

１１回目 精神・神経系用薬

１２回目 パーキンソン病・症候群治療薬

１３回目 麻薬性鎮痛薬

１４回目 漢方薬・消毒薬

１５回目 まとめ

到達目標 薬理概論を学ぶことで、お薬全般に対する基礎知識や、学校保健衛生に関係の深い疾病構造と、その治療に用
いることができる。
薬物の知識を得て、日常生活にも応用することができる。

授業時間外の学習 健康な生活を送れる様にするために、常に新聞・テレビほかのマスコミ等を通じて、
保健衛生に関する事項に興味を持つ様にすること。
例えば、令和2年度においては　セルフメディケーションなど。

評価方法 学期末試験（筆記試験、レポート等）：100％

テキスト 『新看護学３ 専門基礎［３］薬物と看護　食生活と栄養』門田佳子他・医学書院

参考書 授業の中で随時紹介する。

備考
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講義科目名称：

英文科目名称：

精神保健

Psycho Therapy

授業コード： 24410

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

秋セメスター ２年次 ２単位 選択

担当教員

熊倉志乃　講師

授業の概要 思春期児童・生徒に多くみられる精神病理やストレス、心理学的問題を扱い、精神病理やストレスについて理
解を深め、対応について学ぶ。また養護教諭を目指す学生にとって、養護教諭として身につけるべき精神保健
の基礎的事項及び思春期の児童生徒の精神的特徴などにについて学ぶ。

授業計画 １回目 思春期の精神病理と心のトラブル

２回目 子どもの心のトラブルサイン

３回目 自律神経系とストレス、ストレスとストレッサー

４回目 ストレス耐性、フラストレーション

５回目 適応障害　心的外傷後ストレス障害

６回目 不安障害　パニック障害

７回目 行為障害

８回目 摂食障害

９回目 気分障害（うつ）

１０回目 統合失調症

１１回目 反応性愛着障害

１２回目 自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）

１３回目 注意欠如多動症（ＡＤ／ＨＤ）　　学習症（ＬＤ）

１４回目 心の病院にかかるとき

１５回目 まとめと補足

到達目標 思春期の精神病理やストレスについての知識を身につけ、また適切な接し方、ストレスに対する対処法を習得
し、実践できる力が身につく。

授業時間外の学習 教育実習で接した児童、生徒及び自分自身の体験を振り返り、表面化している症状や特性を精神病理やストレ
スの観点から考える。

評価方法 授業時のレポート：70％、授業への関心・意欲：30％　等総合的に評価する。

テキスト 必要に応じて資料を配布する。

参考書 授業の中で紹介する。

備考
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