
幼保コースの履修モデルで掲げた授業科目の概要 

教養科目 

忍ヶ丘教養Ⅰ 授業の構成は大きく 3 つに分かれる。まず、今後 4 年間の学びの場となる

宮崎国際大学教育学部の概要や受講規則、大学生として期待される行動、

大学における教育資源の活用方法について学ぶ。次に、ノートの取り方や

テキストの読み方、レポートの書き方など、高校までとは異なり、大学の

授業を受講する上で必要になる基本的な学習方法・学習スキルの獲得を目

指した初年次教育の内容を学習する。最後に、大学において自主的、継続

的な学習を進める上で必要な応用的な学習スキル（英語で書かれた専門書

や文献の読み方、情報・文献の集約、整理、考察の方法など）の獲得と課

題演習を通して実際に活用できるようになることを目指す。 

忍ヶ丘教養Ⅱ 授業の構成は大きく 3 つに分かれる。まず、コミュニケーションの目的に

ついて学び、上手な伝え方、聴き方につ 

いての基礎的な技術を学ぶ。次に、グループに分かれてテーマに沿ったデ

ィスカッションの練習を行い、他者と言葉のやり取りする中で他者の意見

を聞く技術や、自分の考えを主張する技術について実演を通して学ぶ。最

後に、プレゼンテーション及びディスカッションのテーマを自分達で設定

し、自分達の主張を正しく相手に伝えるための資料作成、及びそれを相手

にわかりやすく口頭で説明できるようになるためのプレゼンテーション

の技術や説得の技術を学ぶ。 

忍ヶ丘教養Ⅲ 授業の構成は大きく４つに分かれる。まず、宮崎県の歴史、地理、郷土の

偉人の思想や生涯を学ぶことで、他の地域との比較から地域の特徴を学

ぶ。次に、宮崎県出身の偉人の思想と生涯について学ぶことで、自身の生

きる指針を定め、地域に貢献することの意義を理解する、さらに、宮崎県

の教育や福祉の現状や課題について行政機関や学校現場に所属する講師

の講話を通して地域の教育についての自分なりの課題を発見し、自身のキ

ャリアデザインを構築する手がかりとする。最後に、国際的な教育問題つ

いてその問題と解決策について認識する。 

忍ヶ丘教養Ⅳ 授業の構成は大きく４つに分かれる。まず、忍ケ丘教養 I～III で学んだ

ことの中から自分が興味を持ったことを選択し、これを他者に如何に伝え

るか、資料収集・整理・口頭発表・質疑応答を行うための方法・技術を学

ぶ。本講義では、特に視聴覚機器を用いたコミュニケーション技術につい

て修得する。そのため、パーソナルコンピューターを用いて、幾つかのソ

フト（ワープロ、エクセルやパワーポイントなどのプレゼンテーションソ

フトなど）を使用する。次いで、口頭発表する内容を決められた文字数で

文章として取りまとめ、次に液晶プロジェクターを用いて、他者に如何に



分かり易く口頭発表・プレゼンテーションするかについて必要な技術を修

得し、最後に決められた時間内に口頭発表する技術と発表後の質疑応答に

対する対処法を修得する。課題解決型授業となっている。 

心理学概論 心理学概論の授業では、哲学を祖にして心理学が発生する流れからヴント

による実験心理学の成立、行動主義や認知主義の隆盛など、心理学におけ

る心の考え方の大まかな歴史的変遷を学ぶ。また、発達心理学、臨床心理

学、社会心理学のような現在確立している心理学の 1分野がどのような歴

史的・理論的背景を持って発展してきたのかを学ぶ。各回で学習する内容

は、初歩的で入門的な内容とし、今後、専門課程において心理学関連の授

業を学ぶ際に、できるだけスムーズに入っていけるように心理学の基本的

な考え方の道筋をつけることを目的とする。授業形態は講義とする。授業

内で出される課題についてのグループディスカッション、心理学実験、プ

レゼンテーション等のアクティブラーニングを部分的に取り入れる。 

日本語表現 学生自身が興味・関心を持った日本語に関するテーマ（例：敬語、方言、

「は」と「が」の違い等）について各学生が全員の前でプレゼンテーショ

ンを行ったあと日本語に関して話し合い、日本語の特色や用法等を理解す

る。また、社会事象に関するスピーチやグループ・ディスカッション等の

音声表現と自らの生き方や社会のあり方を考える小論文作成等の文字表

現の両方の実践的な学習をとおして、表現力やコミュニケーション能力の

向上を図る。 

日本国憲法 高等学校の公民科での憲法学習を基礎に、民主政治の原理や民主政治にお

ける憲法の役割、憲法の性格について基本的理解の定着を図る。その上で、

日本国憲法の性格、日本国憲法の基本原理である基本的人権の尊重、国民

主権、平和主義についてその意義の理解を図り、具体的に憲法の条文を基

に基本的人権や国会、内閣、裁判所、地方自治などに関する理解を確かな

ものにする。 

倫理学 倫理的問題に関する自主的判断能力の育成をめざす。そのために、倫理学

上のさまざまな主張を紹介し、それぞれの特徴と問題点を明らかにする。

具体的には、「道徳的ジレンマ（自由と平等、忠と孝）」、「性善説と性

悪説（ロックとホッブズ、孟子と荀子）」、「黄金律と競争原理の矛盾」、

「欲望と道徳の関係（禁欲主義と功利主義）」、「道徳と宗教（道徳を強

化する宗教・道徳を超越する宗教）」、「道徳否定論（相対主義・ニヒリ

ズム）」などの問題を取り上げて、学生たちの自主的思考を促す。 

情報処理Ⅰ 現代社会では、パーソナルコンピュータ（PC）を使いこなすことが当たり

前となっている。本授業では、各種講義等で必要となる文書作成、データ

処理、プレゼンテーションのための PC 利用技術について学ぶ。具体的に



は、ファイルやフォルダの概念を含む Windowsの使用法、ウェブブラウザ

を使用してのインターネットからのデータ検索法、マイクロソフトオフィ

スの使用法（ワードによるレポート作成、エクセルによる表計算、パワー

ポイントによるプレゼンテーション資料の作成法など 

健康の科学 現代病とも称される、現代の生活様式や環境に起因する様々な健康課題に

対し、私たちはどのように活動していくかが問われている。そこで、健康

に影響する外的・内的要素を知り、健康増進のために個人および集団とし

て取り組むとともに、健康の増進や疾病・異常の予防に関する膨大な情報

を適正に判断する能力の必要性について学習する。 

体育実技 各種の運動やスポーツを楽しむことで、体力の維持・増進を図っていくこ

とを実践していく。テニス・バレーボール・バドミントンを中心に運動能

力の向上を図る。学習者それぞれがリーダーシップを発揮し合い、主体的

に運動とかかわる場づくりに努める。 

食の科学 私たちは、健康に過ごすためには、適切な食品・食事を毎日摂取し、健全

な食生活を営むことが肝要である。とくに、成長期にある子どもにとって

どのような食品を摂取し、どのような食生活をおくる必要があるかを理解

しておくことは重要である。本講義では、まず「食」について食品科学的

に講義し、ついで、摂取した栄養素が体内でどのように代謝・利用される

か栄養学的に講義する。また、生活習慣病を起こしやすい食事・食生活に

ついて講義し、一方これとは対比させて健康に好ましい食事・食生活とは

どのようなものかを講義する。また、近年食品の機能性の研究から特定保

健用食品が開発されており、その目的と実際について講義する。 

英語Ⅰ 本授業は、教員に必要とされる総合的な英語に関する基本的な学力を身に

付けることを目的とする。そのために、英語 Iでは、さまざまなジャンル

の英文を読み、それぞれに適した読み方のこつを学び、英語の特質の理解、

英文読解力を身につける。 

英語コミュニケ

ーションⅠ 

It is essential to cultivate practical English communication ability to 

respond to a variety of situations. The goal of this course is to learn to 

produce appropriate spoken language in response to information heard 

through listening. This course aims to build a solid foundation for 

practical English ability, through both listening comprehension 

activities focusing on understanding English used in a variety of 

situations, and speaking activities designed to help learners express 

their own thoughts and intentions in ways appropriate to the situation. 

The English proficiency goals for this course are based on the A1 and A2 

levels of the Japanese equivalent of the Common European Framework 



(CEFR-J). In terms of listening ability, this means students will be able 

to understand conversations about family and concrete objects in the 

immediate vicinity, if the speaker speaks slowly and carefully. In terms 
of speaking ability、students will be able to speak at a slow pace using 

common expressions about subjects closely related to their everyday 

lives. In summary, students will practice answering simple questions on 

familiar topics. In order to do this, they will need a limited repertoire of 

basic vocabulary items and grammatical structures. 

英語コミュニケ

ーションⅡ 

It is essential to cultivate practical English communication ability to 

respond to a variety of situations. The goal of this course is to learn to 

produce appropriate spoken language in response to information heard 

through listening. This course aims to build a solid foundation for 

practical English ability, through both listening comprehension 

activities focusing on understanding English used in a variety of 

situations, and speaking activities designed to help learners express 

their own thoughts and intentions in ways appropriate to the situation. 

The English proficiency goals for this course are based on the A1 and A2 

levels of the Japanese equivalent of the Common European Framework 

(CEFR-J). In terms of listening ability, this means students will be able 

to understand speech about basic personal topics often encountered in 

daily life, such as family, shopping, neighborhood, and school. In terms 

of speaking ability, students will be able to give explanations, and 

participate in short exchanges of information, about their own 

background and other familiar topics. In summary, students will 

understand the main idea(s) of conversations and stories about familiar 

topics. Also, they will be able to briefly express their own thoughts and 

personal information in simple situations using a memorized repertoire 

of phrases, expressions, circumlocutions, and grammatical structures.  

情報処理Ⅱ 実際にコンピュータを操作して、ワードやエクセルでの文書作成や計算、

グラフ化等の実習を行う。また、各種ソフトの基本操作と用途を学び、コ

ンピュータの機能を習得する。初心者がコンピュータやインターネットを

使えるようにし、多様な情報から必要な情報を選択し、自らの情報として

発信でき、実際の場面で活用できるようにする。 

専門基礎科目 

教育心理学 教育心理学とは、教育活動を効果的に推進するために役立つ心理学的な知

見や技術を提供する学問である。この授業では、特に幼児教育・初等教育



の教育過程における心理学的な法則や事実を理解し、より効果的な教育活

動を展開するための教育心理学の基礎的事項について理解する。また、子

ども 1人 1人の発達に応じた教育的対応についての理解を深め、教育現場

における教育的内容に対応できる知識を習得する。さらに、障害のある幼

児・児童の心身の発達及び学習の過程についても学ぶ。 

教職概論 本講義では、教職課程における入門科目として、①教職の意義や教員の役

割、職務内容等について理解し、学校組織の一員として児童の教育をつか

さどる教師としての使命観、倫理観及び一体感の習得をめざす。②学校現

場の具体的な課題解決に必要な力量の形成に向けた主体的な学びの意欲

を動機づける。③教職に対する自己の適性等を熟考させること通じて最終

的な進路選択について指導助言し、④２年からの教職課程に向けた見通し

と展望を切り開く過程を支援する。 

教育原理 教育に関する欧語をとりあげて、教育の本質を理解させる。その延長で、

近代教育思想の父と言われる J.ルソーとペスタロッチの自然主義とその

教育方法の特徴を理解させる。こうした理解を基本に、現代における教育

の諸問題、例えば「能力」主義と競争主義、いじめと不登校、学力の低下

と克服の問題などをとりあげて理解を深める。 

保育原理 保育者としてのキャリア形成を展望する上で、保育の意味、歴史、保育の

意義等について理解する。特に、平成 20 年告示の保育所指針における保

育の基本について、養護と教育の一体性、環境を通して行う保育、発達過

程に応じた保育、保護者との緊密な連携、倫理観に裏付けられた保育士の

専門性について理解する。保育の現状を調べ、その課題解決の方策を検討

する。 

保育者論 保育者の職務内容について概観し、保育者として大切にしたい視点やまな

ざしについて学習する。また、保育者の学び合う姿勢が目指すべき保育の

専門性を向上させていることを理解する。 

社会的養護 養護原理、養護内容の名称が変更になったもので、まず、現在の社会的養

護の意義と歴史的変遷について理解する。社会的養護と児童福祉の関連性

及び児童の権利擁護について考察し、福祉制度における類型別施設養護の

意義とその処遇展開についての基礎知識を習得する。施設における日常生

活援助、施設保育士の専門性、特別な配慮を必要とする幼児への援助や保

護者への援助について検討する。 

教育制度論 学校の語源の歴史的理解から始まり、近代公教育としての義務教育制度の

成立から現代公教育制度への転換と変容に至るまでの過程を理解する。そ

して教育制度の現状と問題、及び今日の教育改革動向を考察して、教育制

度とは何かについて、歴史的ならびに国際比較の観点から考える。 



社会福祉 社会福祉の基本的な考えや歴史的変遷、そして法制度についての学習を行

う。そして、援助技術や社会保障について学び、社会福祉の問題解決を図

るための資質を身に付ける。さらに、機関や施設と連携するためのコーデ

ィネートの方法を学ぶ。 

児童家庭福祉 現代社会における児童家庭福祉の理念と歴史的変遷を学習する。また、児

童家庭福祉の現状と課題をふまえ、児童家庭福祉と保育、児童家庭福祉の

制度と実施体系を理解する。さらに、児童家庭福祉推進に向け、児童の家

庭を支援する園・家庭・地域の連携ネットワークや仕組みづくりを考察す

る。 

相談援助 社会福祉の理念に基づいた相談援助の概要を学び、ソーシャルワークの意

味を理解する。さらに、技術と方法を学び、様々な演習を取り入れ実践的

な授業を行う。また相談援助は、相談援助の多様な専門職との連携のなか

で援助を展開していく必要があることから、連携ネットワークづくりにつ

いても学習する。 

専門科目 

保育の心理学Ⅰ 保育の心理学 I の授業では、保育実践に関わる子どもの発達の特徴（身体・

機能発達、知覚・認知の発達、言語と社会性の発達など）と生活や遊びに

おける環境との相互作用の中で実現する学びの過程を理解し、より効果的

な保育を展開するために必要な心理学の基礎的事項について学習する。ま

た、生涯発達の観点から人間の一生に渡る発達の過程やそうした発達の基

盤となる初期経験の重要性について理解し、子どもが人との相互的なかか

わりを通して発達していく過程を具体的に理解する。 

保育の心理学Ⅱ 保育の心理学 II の授業では、保育の心理学 I で学習した基礎的な心理学

の知識を踏まえて、子どもの心身の発達と保育実践について学生同士の話

し合いやグループでの協同学習を用いた演習形式の学習方法により理解

することを目指す。また、日常の生活と遊びにおける経験から幼児は何を

どのように学んでいるのかについて、子どもの学習の過程を理解する。さ

らに、こうした保育場面における子どもの発達を促すために、保育者はど

のような発達援助を行えばよいのかについて、主に保育実践における様々

な事例を通して学ぶ 

子どもの食と栄

養 

適切な食事・食生活は、子どもにとって生涯にわたる健康づくりの基礎と

なることから極めて重要である。本講義では、まず「食と栄養」に関する

基礎知識を講義する。ついで、子どもの発育期における食事・食生活の重

要性を講義し、また、生活習慣病との関係について述べる。さらに、家庭

や保育園・幼稚園・小学校・児童福祉施設などにおける具体的な事例研究

や教材作成実習・食事指導実習などで実践し、理論と実践の両面から理解



を深める。また、食物アレルギーなど特別な配慮を必要とする子どもの食

と栄養についても学ぶ。 

子どもの保健Ⅰ 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

発育や生理機能及び運動機能並びに精神機能の発達と保健について理解

する。保育現場における事故防止及び安全対策並びに危機管理を理解す

る。まとめとして健康及び安全の実施体制を理解する。 

子どもの保健Ⅱ 子どもの健康及び安全にかかわる保健活動の計画及び評価について学ぶ。

子どもの保健と環境、子どもの疾病と適切な対応、特に障害のある子ども

への適切な対応を理解する。事故防止及び健康安全管理、心とからだの健

康問題と地域保健活動の現状を理解する。 

家庭支援論 家庭の意義とその機能をふまえ、現在の子育て家庭を取り巻く社会的状況

等を理解する。そして、家庭支援の意義や理念、支援体制を学び、保育士

として求められる家庭支援の実践力を身に付ける。また、家庭の子育て力

を引き出すために、関係機関や地域資源との連携の方策を探る。 

国語 日本語の主要な特性として、文字言語の豊かさがあげられる。表意文字(漢

字)・表音文字（カタカナ、ひらがな、ローマ字）を有し、これが豊かな言

語表現をもたらした。日本の伝統的言語文化はこの多様な文字表現の上に

成り立っている。日本における文字言語獲得の過程と、仮名の創造など先

人の工夫を知り、豊かな伝統的言語文化（古文、漢文、ことわざ、四字熟

語等）を学ぶことによって国語への理解と愛着を深める。また、漢字の筆

順等を含む書写についても学習する。 

算数 算数的活動が重視される新学習指導要領において、その根底に存在する数

学的な概念や数学的な見方・考え方を身に付けることを目的とする。そこ

で、算数科で扱われる内容の理解を数学的に深めることを試みる。まず算

数科で扱う４つの領域「数と計算」、「量と測定」、「図形」、「数量関係」を

数学の体系の中で位置付ける。そして個々の領域の内容を数字の体系の中

で捉えていく。またそれぞれに関係する数学のトピックを具体的に示しな

がら、数学と数学的な見方・考え方を身に付けることを目指す。 

体育 幼稚園や小学校における心と体の健康の保持増進を図るための内容につ

いて、様々な身体運動や遊びの実践を通して理解を深めていく。そのため

に、それぞれの身体運動や遊びの特性を理解するとともに、子どもの発達

段階に応じた運動の技能のポイントや健康増進および体力の向上に関す

る基本的な知識について学習する。また、身体活動の場における事故やけ

がの防止や援助・指導の工夫などについても学ぶ。 

音楽 小学校音楽教科書に掲載されている６年間の教材を、小学校学習指導要領

音楽編に基づいて、音楽理論、音楽史、楽器学、演奏形態、日本の音楽、



諸外国の音楽・民族音楽の観点から分類し、基礎的知識を習得する。その

知識に基づき、歌唱教材によって楽譜を正確に歌う力を高め、コード理論

や音楽理論の学習によって伴奏楽譜やコードによる弾き歌いの技能を培

い、教材曲の時代背景や成り立ちを理解し、表現力・指導力を身につける。 

子どもの英語活

動Ⅰ 

小学校５・６年生の外国語活動において自信をもって指導することができ

るように、指導に必要な理論と指導の実際を理解させる。特に英語による

コミュニケーション能力の育成と英語活動における指導力の向上を目指

す。そのために優れた実践例を紹介すると共に、グループ活動や受講者の

実際の発表を通して、実践的指導力を身につけさせる。 

子どもの英語活

動Ⅱ 

平成 25 年度に小学校の英語活動で実際に使用されている「Hi Friends」

というテキスト内容を使用し、学生に実際の教材を使って実演（模擬的な

セッション）をやってもらいながら、小学校における英語活動の授業の在

り方について問い、そして主体的で独創的な考えを導く。日本の小学生が

英語を学ぶ時に大切な事は何なのか、ALT との連携なども踏まえて考える。

教育現場で自信を持って英語を教える事が出来るように、学生主体型の実

践的な授業にする。 

子どもの音楽活

動 

学級集団や学校集団で行われる音楽活動は子どもに豊かな情操と音楽的

感性を育て、その体験が子どもの音楽と人間の形成に大きな影響をあたえ

る。この音楽活動の授業では主に「学芸的行事〔音楽集会、今月の歌など〕」

「儀式的行事〔入学式、卒業式...など〕」を展開するための基本的な知識、

技能を習得するため合唱を中心に理論的、実践的学習を行う。 

ピアノ・声楽Ⅰ 本授業では、ピアノ・声楽の演奏技術の基礎を学び、音楽を使った活動に

おける指導能力の必要性について理解する。そのために、ピアノ・声楽の

演奏技術の基礎を学び、それに伴う音楽理論、知識を深め、音楽を愛好す

る心情、音楽に対する豊かな感性を育成する。具体的には、ひとこま 90分

のグループレッスンとし、アクティブラーニングとして相互にレッスンを

聞き合うことを通して、バイエル教則本前半の演奏技術、学生の能力に応

じた伴奏形による幼児の歌や小学校共通歌唱教材の弾き歌いの技能を習

得する。 

教育課程論 小学校は義務教育であり、公の性質を有するものであるから、全国的に一

定の教育水準を確保する必要がある。その観点から、教育課程の基準の必

要性や学習指導要領の性格に関する.理解は不可欠である。教育課程の編

成・実施については、以下の事項について学習する。教育課程編成の法的

根拠、教育課程の一般方針、編成の手順、編成の基本方針、編成に必要な

事前の研究や調査、学校の教育目標の設定など。さらに、教育課程の実際

を学習していく。 



保育課程論 保育所保育における保育内容の充実と質の向上を図るための保育の計画

について理解する。具体的には保育課程の編成から指導計画作成までの流

れや作成上の留意点について、実際の園の保育課程を参考に指導計画を作

成し、考え方について理解する。また保育の計画、実践、省察・評価、改

善などの保育の循環や評価の必要性、保育所児童保育要録へのつながりに

ついても学ぶ。 

教育の方法と技

術 

今日学校教育においては、児童の発達段階や個性に応じた様々な教育の方

法及び技術が求められる。電子辞書、電子黒板他マルチメディア機器の活

用方法及び技術を習得することが重要である。授業の目標、内容、指導、

評価に関する理論的知識の習得とともに、望ましい教育方法の在り方を研

究する。 

教育相談 教育現場では、様々な問題が起こり、教師における教育相談の資質がます

ます重要になっている。そこで、本講義では、教育相談の歴史や意義、カ

ウンセリングを用いた援助内容や方法について、また学級経営のあり方や

児童・生徒の問題への対応について、さらには保護者や諸機関・地域との

連携や学校における教育相談のシステム構築についての理解を深め、援助

者としての資質の獲得を目指す。 

幼児理解 幼児を理解することが保育の出発点や基盤となる。そこで、幼児の実際の

姿や具体的事例を通して理解を深め、保育や教育の現場における幼児理解

の視点・方法・評価を学ぶ。 

乳児保育 乳児保育の理念と歴史的変遷について学ぶ。また，認定こども園の役割に

ついて理解し，保育所，乳児院等における乳児保育の現状と課題について

も理解する。特に，健やかな成長を支える３歳未満児の生活と遊びについ

て理解する。乳児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場としての幼稚園

等の就学前園児の活動の実態に触れる。 

保育内容総論 従来の保育内容の教科目を保育内容総論と保育内容演習に分けたもので

あり、保育所保育指針における「保育の目標」「子どもの発達」「保育の

内容」を関連付けて理解する。子どもの生活全体を通して、養護と教育が

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させる。 

保育内容指導法

（音楽表現） 

本授業では、子ども自らが主体的に音楽にかかわっていくことができるよ

うに、保育現場で使われている音楽あそびなどの体験を通して、音や音楽

とからだの動きや表情などの表現の相互関係を理解し、遊びを体得しなが

ら音楽表現活動について学習する。心と身体で表現することの喜びを体験

することができるよう創造的な授業を学生とともに作り上げ、実践的指導

力を高める。具体的には、アクティブラーニングとして、グループ活動で

日本語や英語による手遊びうた、リズム遊びや楽器遊び、パネルシアター



の演技、わらべうたなどを中心に行い、幼児の発達段階に即した音楽教育

法を研究する。 

保育内容指導法

（造形表現） 

学生自身がイメージを持ち感性を働かせながら表現することを通して、表

現の喜びを得るとともに、造形的な表現活動の能力や創造性を高める。子

どもの発達を知り、造形表現活動のねらいと内容を理解し、ねらいの達成

のための教材について体験的に学ぶ。さらに、製作過程を振り返り、製作

によって幼児が発揮し伸長させる能力や材料用具等の準備、保育者の援助

や配慮について検討することで、造形表現活動を幼児に指導できる力を養

う。 

保育内容指導法

（健康） 

別表第１の「保育内容演習」の教科目を指導法（健康）・指導法（人間関

係）・指導法（環境）に分けたものであることを理解する。養護と教育に

かかわる保育の内容が、それぞれの関連性を持ち、総合的に保育を展開し

ていくための知識、技術、判断力を習得する。健康な心と体を育て、自ら

健康で安全な生活をつくり出す力を養うことを「健康」の領域で取り扱う

ことを理解する。 

保育内容指導法

（人間関係） 

人間関係の基盤となる社会性や道徳性は、乳幼児期の人とのかかわりの中

で形成される。本講義では、乳幼児期の人間関係の重要性をふまえて、保

育指針や幼稚園教育要領に示されている領域「人間関係」のねらいや内容

を理解し、遊びや生活を通して総合的に援助できる保育者の資質を養うこ

とを目的とする。 

保育内容指導法

（環境） 

この授業では幼児が主体的に環境にかかわることによって、感性を豊かに

し、人間として生きる力の基礎となる心情、意欲、態度などを身に付けて

いく指導法を身につけることを目的とする。幼児が周囲の様々な環境に好

奇心や探求心をもって積極的にかかわり、それらを生活に取り入れていこ

うとする力を育成するための視点については演習を通して具体的に検討

する。 

保育内容指導法

（言葉） 

保育における領域「言葉」の目的と内容について理解するとともに、子ど

もの言葉の発達や子どもの「言葉を育てる」指導について理解することを

目的とする。本授業では、言葉にかかわる現代社会の課題と子どもにとっ

ての言葉について、言葉との出会い方、言葉が開く新しい世界などについ

て学習する。さらに、言葉の発達の土台、プロセスや言葉を育てる環境に

ついて理解し、子どもの言葉を育てる指導・援助の在り方について学ぶ。 

障害児保育 各種障害に関する基礎知識を基に、保育の実践記録の分析・演習を通して、

障害のある子どもの理解と発達を援助する保育の在り方について考察す

る。障害児保育の今日的な諸課題、例えば障害児と保育の計画及び個別支

援計画、健常児の障害児理解、家族への支援、地域との連携及び地域発達



支援ネットワークづくり等を取り上げ、障害児保育に必要な知識を習得

し、保育者としての資質を向上させる。 

社会的養護内容 社会的養護における子どもの権利擁護と保育士等の倫理及び責務をふま

え、施設養護、里親制度等の社会的養護の実施体系を学ぶ。また、養護現

場における日常生活支援、治療的支援、自立支援に焦点をあて、その内容

と方法を理解する。事例の分析、考察を深め、社会的養護にかかわる専門

的技術の資質を獲得する。 

保育相談支援 保育相談支援の意義と原則をふまえ、子どもの成長に対する喜びの共有や

保護者の向上に対する支援、さらに信頼関係を基本とした受容的かかわり

方などの、保護者支援の基本を学ぶ。その上で、実際に保育現場や地域の

子育て支援現場で扱われている事例を通して保護者支援のあり方や技術

を学ぶ。 

ことばと遊び 絵本や紙芝居など、子どもの遊びを豊かに展開するための言語表現にかか

わる知識・技術を習得するとともに、子どもの表現活動を支援する教材の

活用や具体的な展開について学ぶことを目的とする。本授業では、まず、

子どもの発達を絵本・紙芝居などの児童文化財との関連および遊びとの関

連について学び、さらに、絵本の読み聞かせ・人形劇やペープサート、ス

トリーテリングの方法・技術や保育指導の展開の仕方について学んでい

く。 

音楽と遊び 本授業では、子どもの発達に応じた目的にあった様々な音楽活動を実践

し、音や音楽を五感で感じる中、それらが幼児の心身の発達に関係するこ

とを学ぶ。また、発達に合った遊びを学生自らがアクティブラーニングと

してグループ活動を展開する中で、子どもの主体的な表現を促す手法を習

得する。さらにその表現に必要なコード理論、音楽理論、幼児の発達につ

いての知識を習得し、O 歳から 6 歳までのこどもの心身の発達の一助とな

る音楽遊びについての様々な知識と技能を体得する。 

造形表現演習 写真の飾り貼り作品と幼児および児童が楽しめる仕掛けのあるパネルシ

アターを製作し、実際に演じる機会を持つ。作品を丁寧に美しく仕上げ、

材料道具の扱いを体験的に学ぶ。製作を通してバランス感覚や構成能力、

色彩を効果的に使う能力を含むデザインの能力、創造的な技能を高める。

これらの能力は視覚教材作成やプレゼンテーション用スライド作成、ポス

ター・チラシ製作等に役立つものである。 

幼児体育演習 子どもの発育発達と運動機能に関する知識について理解し、遊びの本質の

理解のもとに、伝統的な遊びによる身体表現活動を実践する。また、新た

な遊びの創造による身体表現活動を実践する。身体表現活動の指導の展開

を学ぶ。 



実 習 

保育実習指導Ⅰ 保育実習の意義や目的を理解することを目的に事前事後指導として実施

する。実習に際して，事前に保育所実習や児童福祉施設実習の内容と課題

を明確にし，実習で学ぶ上での施設の意義や役割理解，人権擁護等につい

ての施設職員に求められる倫理や専門性などの留意事項を学ぶ。保育実習

の計画，実践，観察，記録，評価の方法や内容について具体的に理解する。 

保育実習指導Ⅱ 保育実習Ⅰ（保育所）を通して学び,得た知識や必要とされる技術等につい

て振り返り,保育実習Ⅱに向けての保育実習の意義と目的を理解し,保育

について実践や事例を通して,保育の観察,記録及び自己評価を踏まえた

保育について総合的に学ぶ。また,保育実習の事後指導を通して,実習の総

括と自己評価を行い,保育に対する課題や認識を明確にする。 

保育実習Ⅰa 2 週間の実習を通して，保育所（園）の役割や機能，子ども理解，保育内

容・保育環境，保育者支援等を理解する。また，観察や援助を通して保育

計画，保育課程，日案の立て方，実習日誌や保育士としての心構えや保育

技術及び保育士の役割と職業倫理について学ぶ。 

保育実習Ⅰb 社会福祉施設等の現場において 10 日間の実習を行い，福祉施設等の役割

や機能を理解する。また，利用者と日課，生活を共にするなかで，観察や

援助を通して子ども理解，養護内容，生活環境，保護者支援等の実際を学

ぶ。更に，実践を通して，援助計画，観察と記録及び自己評価等について

具体的に理解するとともに，専門職としての保育士の役割と意識等を実践

的に理解する。 

保育実習Ⅱ 保育所の役割や機能について具体的な実践を通して理解を深め，子どもの

観察や関る視点を明確にする。既習の教科や保育所実習Ⅰでの課題を踏ま

え，子どもに応じた適切なかかわりを明確にする。また，保育を担当し，

研究授業を行うことで保育での実践力を高め，保育者支援について積極的

に学び，保育士としての総合的な教育実践力を培う。 

教育実習指導 教育実習Ⅰ（小学校），教育実習Ⅰ（幼稚園）・教育実習Ⅱ（幼稚園）にあ

たって「教育実習の意義と目的，留意すべき事項」について指導する。小

学校に関しては小学校教員経験者・教育学担当教員により「児童の実態」

「小学校教育における現代的課題」などの講話および「小学校教科指導の

実際」など実践的な側面での指導を行う。幼稚園に関しては幼稚園教諭経

験者・教育学担当教員による「幼児の実態」「幼児教育における現代的課題」

「幼小連携の視点」等の講話を行う。また，教育実習全般に関わる講話「教

育実習の心構えと留意事項」「学級経営と学習指導」等も実施する。実習終

了後には作成した指導案や実習記録簿を参考に体験を発表し，反省点を明

らかにする。 



教育実習Ⅰ (幼

稚園) 

2 週間の教育実習を通し，幼児理解を深め，体験的総合的に幼稚園教諭の

職務を知る。また保育指導案の作成，実際の保育体験により，保育の適切

な指導方法を体得し，実践的な指導力を培う。更に幼児の個性や生活環境

を踏まえた学級経営の実際を学ぶ。地域との連携にも注目し，保護者や地

域の人々との連携の在り方を知る。 

教育実習Ⅱ（幼

稚園） 

2 週間の幼稚園での教育実習を通し，更に幼児理解を深め，保育内容・保

育環境・保育者支援等，幼稚園教諭の職務をより深く学ぶ。また学習指導

案の作成，保育体験を重ねることで，より適切な保育方法を身に付け，実

践的な指導力を深める。小幼コースの学生は教育実習Ⅰを振り返り，小学

校と幼稚園の違いあるいは共通点を見出し，幼小連携の視点を得る。幼保

コースの学生はさらなる実践力を付けるための応用的実習である。 

教 職 実 践 演 習

（幼・小） 

本授業では、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、②社会性や

対人関係能力に関する事項、③幼児児童理解や学級経営等に関する事項、

④教科・保育内容等の指導力に関する事項について、教員として最低限度

の資質・能力を身に付けているかどうかを確認していく。また、学校側の

視点や意見を反映させるため、学校現場経験者による講話等を取り入れ

る。「履修カルテ」を参照し、個別に補完的な指導を行う。 

保育実践演習 こどもの保育・教育に携わる人材として，保育士に求められる使命感・責

任感，社会性・対人関係能力，保護者支援や障害児療育，乳幼児理解等，

保育に係る知識・能力の向上と課題に対して効果的に取り組む態度を育成

する。授業は，本学教員が中心となって演習方式で実施するが，模擬保育

などの具体的な保育実践ワークの際は実技系の担当教員がそれぞれの専

門とする分野で実践的な内容で実施する。演習は，保育実習を通しての課

題等の共有化やテーマを立ててのグールプ研究に取り組み，発表やレポー

ト作成を行う等，保育現場で必要とされる人材としての専門性を育成す

る。 

卒業研究 

卒業論文 大学教育の総まとめとして、各学生は自己研究の専門分野に応じた研究課

題を設定する。設定テーマに即した研究を行い、卒業論文として年度末に

完成する。指導教員は、各学生の研究課題に即して、学問的な問題把握を

指導し、文献や関連する研究紀要、資料等を提示し支援する。解読の仕方、

英訳の場合の要約、論文の書き方など技術的な側面もきめ細かに指導す

る。学生は、卒業論文の構想を 4年次当初にまとめておくこととする。 

 


