
国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 「わらべうた」や「伝承あそび」などに親しむための指導法 楽譜　ピアノ演奏実践

15
他の領域と関連した生活や行事などをテーマにした曲の理解と弾き

歌いの実践
楽譜　ピアノ演奏実践

12 乳幼児の「声」に合わせた表現活動を支え引き出す伴奏法 楽譜

13 「わらべうた」や「伝承あそび」などにおける実践 楽譜　ピアノ演奏実践

10 乳幼児の「声」に合わせた表現活動を育む伴奏法 パワーポイント

11
映像を活用した3、4、5歳児の「声」の発達と表現活動の理解と実

践
DVD

8 乳幼児の発達とその表現活動を促す伴奏法 楽譜　ピアノ演奏実践

9
映像を活用した0、1、2歳児の「声」の発達と表現活動の理解と実

践
DVD

6
サウンドスケープや映像視聴などの実践と楽器による表現及び伴奏

法
DVD

7 声の仕組み、「歌う」表現活動の理解 楽譜　歌唱実践

4 表現活動における伴奏の方法と実践 ピアノ演奏実践

5
映像視聴による身近にある音風景「自然の音」「身の周りの音」へ

の気付きと表現方法
DVD

2 表現活動を支える伴奏についての基礎知識の修得と実践 ピアノ演奏実践

3 乳幼児の発達過程に応じた音楽表現の理解 ピアノ演奏実践

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 領域「表現」における目標と「ねらい」及び「内容」の理解 プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

領域「表現」は、幼児期の終わりまでに育ってほしい「豊かな感性と表現」を育む重要な領域である。領域

「表現」の目標を理解するとともに、音楽を通した様々な表現活動の在り方や実践の方法を具体的に理解す

る。また、小学校における教科「音楽」とのつながりについても理解する。（授業方法：演習/対面授業と遠

隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

感性と表現に関する領域「表現」のねらいと内容を理解するとともに、音楽表現活動に必要な知識を習得し

理解を深める。また、模擬保育を行い、実践力を高める。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「こどもと音楽表現」（豊岡短大配本テキスト）　自作プリント

３０時間

こどもの指導法「音楽表現」

担当教員 澤田　茜 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

無し

14 「幼保小連携」子どもの生活変化を踏まえた適切な指導の在り方

15 学習のまとめ　・自己の振り返り・今後に向けての課題

12 保育計画と模擬保育 グループ発表

13 統合保育・異年齢保育に関わる課題と展望

10 集団討論Ⅰ「教育課題の解決への教師としてのアプローチ」

11 保育計画と模擬保育 指導案作成

8
学級経営における臨床場面での保育者の対応Ⅰ（ロールプレイン

グ）

9
保育場面での対応（事例研究）課題のある子ども（幼児）の事例研

究

6 幼児教育の将来的展望

7 幼保小連携

4 特別支援教育と教師・保育者

5 保育における集団の編成

2 学級経営

3 特別支援教育の基礎

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 保育者という職業

授業概要、目的、

授業の進め方

これまでに形成された資質能力を確認し、これからの自己の課題の自覚と克服に努める。教職生活を円滑にスタートでき

るように、学校現場の視点に立った様々な場面でのリスクマネジメントや保育カンファレンス及び保育実技を通して、実

践的指導力を身に付ける。

保育実習等を通じた自らの体験や収集した情報に基づき、保育 に関する現代的課題についての現状を分析し、その課題

への対 応として保育士、保育の現場、地域、社会に求められることは 何か、多様な視点から考察する力を習得する。

（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

保育における集団の編成についての学びをレポートすることにより、幼児教育の理解へと発展させる。

実践知を統合して確かな実践的指導力を身に付け、保育・教職への意欲を醸成する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「保育・教職実践演習」（豊岡短大配本テキスト）

４５時間

保育・教職実践演習

担当教員 稲垣　孝 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
保育所所長の経験から、乳幼児の発達の実際や乳幼児保育の実技に関しての知識・技術

および保育計画についてを教授する。

14

15

12

13

10

11

8 以下　なし プリント

9

6 ３歳未満児の遊びと環境 プリント

7 育児の実際と援助のポイント プリント

4 乳幼児の排泄とその環境・援助の実際 プリント

5 清潔の習慣 プリント

2 乳幼児の遊びとその環境・援助の実際 プリント

3 乳幼児の睡眠とその環境・援助の実際 プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 乳幼児の食生活とその環境・援助の実際 プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

・乳幼児保育の歩みと現状、乳幼児の発達上の特徴など基本的な知識について学び、その意義や必要性を理

解する。

・３歳未満児の発育・発達の過程の特性を踏まえた援助や関わりについて理解する。

（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
・３歳未満児の発育・発達の過程や特性を理解し簡単な生活や遊び等の保育方法の実際を実践する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「乳幼児保育Ⅰ」（配本テキスト）

「保育所保育指針解説」（最新版）（フレーベル館）

３０時間

乳幼児保育Ⅱ

担当教員 高階　厚子 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
保育園園長の経験から、乳幼児子育て家庭の支援に関しての知識・技術およびカウンセ

リングマインドについてを教授する。

14

15

12

13

10

11

8

9

6
保育士の子育て支援・保護者支援の専門性

　ー保育相談支援ー
配布プリント　

7
保育相談支援の内容

　ー保育相談支援の専門性体系化の必要性ー
配布プリント　

4 保育所保育指針にみる「子育て支援」の原理 配布プリント　

5 保育士の専門性の構造と根幹 配布プリント　

2 子育て支援の背景 配布プリント　

3 これからの子育て支援の方向性 配布プリント　

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 子育て支援と保護者支援の定義 配布プリント　

授業概要、目的、

授業の進め方

・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、技術を学ぶ。

・保育士の専門性を背景とした保護者に対する支援について知る

・子育て支援の意義や役割について理解する

（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

・保育士の専門性を理解し、専門性を生かした子育ての支援のあり方を知る。

・現代社会における子育て支援の意義や役割を理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「子育て支援・保護者支援」萌文書林

「保育所保育指針解説」（最新版）（フレーベル館）

３０時間

子育て支援

担当教員 高階　厚子 ○

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴
実習園の教諭が実習生に対しての実習態度、学ぶ姿勢、学習状況においての指導を行

う。

12

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

１.現場実習を実施するにあたり、明確な目的、目標を立てること

２．受入施設や企業は多忙な中で協力してくれていることを常に

認識し、感謝の気持ちを忘れない

３．社会人としてのマナー、エチケットを遵守し、素直な気持ち

で仕事に携わること

10

11

8

9

6

7

4

5

2 幼稚園実習 幼稚園での４週間（２０日間）の実習

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 事前オリエンテーション

授業概要、目的、

授業の進め方

観察や指導案に基づいた実践を行う。幼稚園の教育理念や教育課程を把握し、「個」と「集団」の理解、幼

稚園教諭の職務に対する理解等がさらに深まるよう指導

する。また、指導案を作成し実践的な体験を通して学べるよう指導する。（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

・実習園の特色や保育方針等を理解し、課題を明確にして実習に臨む

・「今日の課題」を考察し、「明日の課題」を明確にしながら学びを積み上げようとする

・「個」と「集団」に積極的にかかわり学ぶ

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

１６０時間

教育実習

担当教員 実習幼稚園教諭 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 実習後指導

15 実習事例研究

12 事前オリエンテーションについて

13 実習の心構え 配布プリント

10 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

11 実習課題とテーマ作成

8 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

9 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

6 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

7 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

4 指導案作成について 指導案用紙

5 指導案作成について振り返り 指導案用紙

2 『実習日誌』記入のための観察視点 DVD

3 『実習日誌』記入のための考察視点 DVD

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 今までの実習の振り返り

授業概要、目的、

授業の進め方

教育実習の意義と目的、実習生としての心構えを学ぶ。幼児理解や観察の視点・方法、指導案作成等。（授業方法：演習/

対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
教育実習で行う手続き・準備・心構えを確認し、実習中に行う実技等を身に付ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
今までの実習日誌

30時間

保育・教育実習指導Ⅲ（幼稚園）

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴
実習施設の職員が実習生に対しての実習態度、学ぶ姿勢、学習状況においての指導を行

う。

6

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は保育現場からの評価と実習日誌、事後レポート等を併せて評価

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

１.現場実習を実施するにあたり、明確な目的、目標を立てること

２．受入施設や企業は多忙な中で協力してくれていることを常に

認識し、感謝の気持ちを忘れない

３．社会人としてのマナー、エチケットを遵守し、素直な気持ち

で仕事に携わること

4

5

2

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 保育所実習 保育所で１0日間（80時間以上）の実習

授業概要、目的、

授業の進め方

１．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 める。 ２．子どもの観察や関わりの視

点を明確にすることを通して、保育 の理解を深める。 ３．既習の教科目や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子

どもの保育及び 子育て支援について総合的に理解する。 ４．保育の計画・実践・観察・記録及び自己評価

等について、実際 に取り組み、理解を深める。 ５．保育士の業務内容や職業倫理について、具体的な実践

に結びつ けて理解する。 ６．実習における自己の課題を明確化する。 （授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

保育所の保育を実際に体験し、子どもの保育だけでなく、保護者・家庭への支援と地域社会との連携につい

ても考える。保育実習Ⅰから発展し、保育士の多様な業務と職業倫理にも目をむけ、子どものへ援助と保育

計画の重要性を学び、自身の知識、技術、判断力の習得につなげる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

３０時間

保育実習Ⅱ

担当教員 保育現場保育士 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
保育士資格での保育現場の勤務経験から、最終経験となる保育実習Ⅱにおいて得る保育

者としての実践力の準備段階の知識・技術を教授する。

14
実習上の諸注意のまとめ（含む、保育者としての倫理、守秘義務、

プライバシーの保護）
配布プリント

15
実習上の諸注意のまとめ（含む、保育者としての倫理、守秘義務、

プライバシーの保護）

12 保育実践 グループ発表

13 保育実践 グループ発表

10 保育実践 グループ発表

11 保育実践 グループ発表

8 責任実習に向けての保育指導案の立案の仕方と実施のための留意点 指導案

9 保育実践 グループ発表

6
保育知識のおさらいと実習で身に付けてきてほしいこと（５）

環境構成の技術と人間関係構築の技術
配布プリント

7 責任実習に向けての保育指導案の立案の仕方と実施のための留意点 指導案

4
保育知識のおさらいと実習で身に付けてきてほしいこと（３）

遊びを展開するための知識等と環境設定の技術
配布プリント

5
保育知識のおさらいと実習で身に付けてきてほしいこと（４）

子どもの心に寄り添うとは何かについて
配布プリント

2
保育知識のおさらいと実習で身に付けてきてほしいこと（１）

子どもの発達、5領域のねらいと現場での視点
配布プリント

3
保育知識のおさらいと実習で身に付けてきてほしいこと（２）

子どもの基本的生活習慣の獲得と保育支援
配布プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
保育実習Ⅰの振り返りと実践的な自己課題の決定（何々について研

究的に学びたい、頑張りたい等の決意）
配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

保育現場での保育実践を、自分の物として身に付けられる事をねらいとする。他授業で学んだ知識および保育実習Ⅰで学

んだ内容を振り返り、実習で生かせるように準備する。

また、保育の援助技術とは何かについて理解し、実習を通して、保育の援助技術を自分の物として身に付け専門性を高め

られるようにする。そして、それらのねらいの全てが子どもの「最善の利益を保障する」ためのものであることを確認す

る。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
他授業で学んだ知識および保育実習Ⅰで学んだ内容を振り返り、実習で生かせるように準備する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌　配布プリント

３０時間

実習指導Ⅲ

担当教員 山田　裕美 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 無し

30 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

28 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

29 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

26 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

27 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

24 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

25 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

22 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

23 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

20 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

21 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

18 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

19 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

16 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

17 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

14 受験後の報告について 動画で学ぶ就職ナビ

15 学校での就職活動手続きについて 動画で学ぶ就職ナビ

12 面接対策 動画で学ぶ就職ナビ

13 筆記試験対策 動画で学ぶ就職ナビ

10 就職試験のマナー 動画で学ぶ就職ナビ

11 面接対策 動画で学ぶ就職ナビ

8 作成書類の書き方 動画で学ぶ就職ナビ

9 企業訪問について 動画で学ぶ就職ナビ

6 情報収集のポイント 動画で学ぶ就職ナビ

7 企業研究の方法 動画で学ぶ就職ナビ

4 職業を知る 動画で学ぶ就職ナビ

5 志望動機について 動画で学ぶ就職ナビ

2 就職活動の流れ 動画で学ぶ就職ナビ

3 自分自身を知る 動画で学ぶ就職ナビ

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 就職活動の心がまえ 動画で学ぶ就職ナビ

授業概要、目的、

授業の進め方

１．就職活動の準備とスタート

２．自分と就職を理解する

３．情報収集・企業研究

４．企業訪問について

５．就職試験について　（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

　自分の強み、適性を知り、就職情報収集や企業研究、試験や面接対策を行うことで就職に向けた動機づけを

図る。（授業方法：演習）

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
動画で学ぶ就活ナビ　面接対策資料　就職活動参考資料

必修・選択 必修 単位数 1 時間数 ６０時間

ライフデザインⅢ

担当教員 宮島　俊男 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 看護師としての経験を活かして、保健室での看護技術の演習を教授する。

8 まとめ
ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

6
養護実践のプロセス（養護実践のプロセス構成要素／記録の目的、記録の種

類と留意事項）

ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

7 養護実践のプロセスにおけるスクリーニングとアセスメント
ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

4
学校看護における連携（学校看護活動と連携／学校保健に関連する職種の理

解）

ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

5
学校看護における法的側面（こどもの尊厳と法的根拠／養護教諭に必要とさ

れる倫理）

ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

2 養護教諭、看護師、保健師等にとっての学校看護
ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

3 健康の段階と健康観
ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 授業オリエンテーション、看護の概念
ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキス

ト）

授業概要、目的、

授業の進め方

学校における養護教諭の実践に必要な看護の基礎的知識、技術を習得する。具体的には、養護教諭が展開する看護・養護と

は何か、援助者の倫理、養護実践のプロセスについて学習する。（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

養護教諭がおこなう看護と擁護について理解する。

援助者の倫理、養護実践のプロセスを理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
ナーシング・グラフィカ基礎看護技術③（姫路大学配本テキスト）

15

看護学Ⅰ

担当教員 鹿間　久美子 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 選択必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 無し

8 小学校外国語教育の課題と展望

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

6 模擬授業の授業準備・授業実演

7 模擬授業の授業実演・授業の振り返り

4 授業映像の視聴

5 模擬授業の授業計画・授業準備

2 授業過程と指導案の作成

3 授業づくり（教材研究、ALTとのTT指導、授業の振り返り）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 教材・教具の活用法、評価の意義と評価法

授業概要、目的、

授業の進め方

小学校における「外国語活動」および「外国語」の学習・指導・評価に必要な基本的な知識および指導技術を身につけま

す。（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

コミュニケーション活動をとおした意味のあるやり取りを行う重要性を理解し、指導に活かすことができる。

題材の選定、教材研究の仕方について理解し、適切に題材選定や教材研究ができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『新編　小学校英語教育法入門』『We　Can！1』『We　Can！2』

１５時間

外国語（英語）指導法

担当教員 坂井　邦晃 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

図工科指導法

担当教員 坂井　邦晃 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 選択必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

小学校「図画工作」の授業を行うために必要な知識と技術を学んでもらう。幼稚園での表現内容（５領域の造

形分野）と低学年（１，２年）の図画工作の関連、さらに、中学年（３，４年）、高学年（５，６年）へと身

体や精神の発達に関連して発想や表現力も身についてくるころである。そのようなことも踏まえて、絵画、立

体、工作、造形遊びを中心に、講義、演習課題、指導のポイント等をいくつかの課題を行いながら、授業を進

める。後半あたりで授業計画（指導案）、評価等について講義、課題等で学んでもらう。（授業方法：演習/対面授業と遠

隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

・児童が興味を持ちながら、楽しく個々の個性を発揮できるような授業展開をイメージしながら、指導方法を

身につける。・演習課題も楽しんで取り組んでほしいが、技術的なことや発想（アイデア）などができない、出てこないと

きはどうしたら助けになるかなどもイメージできる力をつける。・図画工作というカテゴリーにとどまらず、他の教科との

関連も含め、大きな視野をもつ。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「図工科指導法」（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 図画工作科の歴史、指導要領の変遷等

2 図工科の目標、指導要領の内容について

3 A表現　造形遊びに関する内容について１ 「造形遊び」の目的、内容について、演習課題１

4 「造形遊び」の目的、内容について　２ 「造形遊び」の目的、内容について、演習指導のポイント

5 「絵に表す」の目的、内容について　１
「絵に表す」の目的、内容について、版に表す内容につい

て

6 「絵に表す」の目的、内容について　２ 版画の種類について、版画の演習課題１

7 「絵に表す」の目的、内容について　３ 版画の演習課題２、版画指導のポイント

8 「立体に表す」「工作に表す」の目的、内容について　１
「立体に表す」内容について、「工作に表す」目的、内容

について、演習課題１

9 「立体に表す」「工作に表す」の目的、内容について　２
工作の演習課題２、工作指導のポイント（情報機器、機材

の活用）

10 指導計画、指導案について
指導計画について説明、指導案について、教材テーマにつ

いて

11 指導案、指導体験について
内容検討、個人、グループ等で作成　（人数により対応検

討する。発表回数の変更有）

12 指導の体験（模擬授業）　１ 個人、グループ等で実施、質疑等行う。

13 指導の体験（模擬授業）　２ 個人、グループ等で実施、質疑等行う。

14 指導の体験（模擬授業）　３ 個人、グループ等で実施、質疑等行う。

15 指導の体験（模擬授業）　４ 個人、グループ等で実施、質疑等行う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 国際化時代の日本語と国語教育 配布プリント

15 国語における諸問題。学習のまとめと振り返り 配布プリント

12 語彙の広がりと多様性、国語知識を教育する工夫 配布プリント

13 語彙の広がりと多様性、国語知識を教育する工夫 配布プリント

10 文章と構文（論理的な文章） 配布プリント

11 文章と構文（抒情的な文章） 配布プリント

8 助詞の働きと韻文学 配布プリント

9 文字以外の表記法＝記号の働き 配布プリント

6 「読む」ことと「読み解く」こと 配布プリント

7 書くための国文法の理解（品詞） 配布プリント

4  言語獲得過程と国語 配布プリント

5 音韻体系と語彙 配布プリント

2 日本語の特色と国語教育の歴史を学ぶ 配布プリント

3 漢字・仮名の歴史と現代仮名遣い 配布プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 ガイダンス。国語科の目標と役割 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

本講義は、幼児・児童のことばの発達を助けたり、小学校の国語科の指導を行ったりするための基礎知識を学ぶととも

に、国語への意識を高めることを目的とする。小学校での国語教育を念頭に置き、4つの柱である「聞く」「話す」「読

む」「書く」に関する課題をアクティブにこなしつつ、自己の国語力を確認し整理しながら、新たな創作ができる技術を

学ぶ。言語表現の実際を体験して相互理解を図る。（授業方法：講義/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

国語の基礎知識を身につけ、幼児・児童のことばの発達にかかわる教育者としての素養を身に付ける。

豊かな日本語に育まれた日本文化や感性を、国語科でどう指導できるか考え、その技術や方法を学ぶ。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
文部科学省『小学校学習指導要領解説　国語編』

30時間

国語Ⅰ

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 選択必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

１５時間

国語科指導法

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 選択必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

本授業においては、小学校で2020年度から完全実施となった学習指導要領に基づいた「確かで豊かな“ことばの力”を育む

国語科授業のあり方」と「指導のあり方」および「それらの方法」について学ぶ。

学習目標

（到達目標）

国語科（小学校）における「教育目標」や「育成を目指す資質・能力」を理解し、学習指導要領に示された「学習内容」

について背景となる学問領域と関連させて理解することができる。様々な学習指導理論を踏まえた具体的な授業場面を想

定した「授業設計を行う方法」を身に付ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

光村図書　　光村四年上・光村四年下

文部科学省　小学校学習指導要領解説（平成29年告示）解説　国語編　東洋館出版社

長谷浩也　小学校国語科授業づくり　明治図書　2021

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
授業の目標と概観

授業の目標と概観/学習指導要領の概括

2
学習指導要領と教科書

学習指導要領の構成/教科書の構成/音読の指導法の理解とその効果

3
指導案作成における留意点/授業の概括

指導案のポイントの理解と作成/授業イメージづくり

4
「読むこと」領域の目標と指導事項/教材研究と発問

教材（事例）研究の仕方と発問の重要性について

5
授業と指導案作成

提案授業からの指導案作成

6 模擬授業

7 模擬授業

実務経験教員の経歴 無し

8 まとめ

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。
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科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 無し

8
これからの家庭科教育のあり方

新学習指導要領改訂における家庭科教育の新たな取り組みについて

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

6
学習指導計画案作成及び模擬授業と授業評価Ⅳ

「B　衣食住の生活」の学習教材開発と模擬授業の実施

7
学習指導計画案作成及び模擬授業と授業評価Ⅴ

「C　消費生活・環境」の学習教材開発と模擬授業の実施

4
学習指導計画案作成及び模擬授業と授業評価Ⅱ

「B　衣食住の生活（食生活）」の学習教材開発と模擬授業の実施

5
学習指導計画案作成及び模擬授業と授業評価Ⅲ

調理実習の模擬授業　「米飯とみそ汁」の実習とその授業評価

2
模擬授業及び学習指導計画案作成の説明

模擬授業への取り組みの話し合いと班ごとの指導案作成

3
学習指導計画案作成及び模擬授業と授業評価Ⅰ

「A　家族・家庭生活」の学習教材開発と模擬授業の実施

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
家庭科の目標に準拠した年間カリキュラム作成と検討

年間指導計画作成及び発表による意見交換（ICT、情報機器の活用）

授業概要、目的、

授業の進め方

小学校教師として家庭科を担当するにあたっての適切な教材観，指導観を養い，授業での指導力を高めることを目的として

いる。本講座では，１．家庭科の教科目標を達成するためのカリキュラム作成　　２．学習教材の選択と運用　　３．被服

製作を通して、観点別評価基準に基づく評価活動　４．指導計画とその指導方法　などを学ぶ。特に学習指導計画案を作成

し，模擬授業を通して指導力や目標に準拠した評価（絶対評価）力，新たな学習教材を開発する能力，児童の自己肯定感を

高めるコメント力，情報機器の活用など，家庭科教育で必要な能力を身に付けることを目標としている。

学習目標

（到達目標）

１．目標に準拠した評価ができること。　２．家庭科の年間指導計画を作成すること。

３，学習指導計画案を作成すること。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
小学校学習指導要領（平成29年告示）解説家庭編　文部科学省発行

１５時間

家庭科指導法

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 選択必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

１５時間

算数科指導法

担当教員 関　隆宏 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 選択 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

算数科指導法の実践における指導上の留意点

「数と計算」領域の四則計算、数の拡張及び性質、「量と測定」領域の外延量、内包量、「図形」領域、「数量関係」領

域における指導方法の実践的な検討を行う。（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

小学校算数科の学習指導要領の目標及び内容を理解する

小学校算数科における授業の構成を理解し学習指導案を作成し、模擬授業において具現化することができる

算数科におけるICT機器を含めた教具、学習形態等を理解し、授業構成に活用できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『小学校学習指導要領解説　算数編』（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 算数科指導法の実践における指導上の留意点
資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

2
「数と計算」領域

（四則計算）における指導方法の実践的な検討

資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

3
「数と計算」領域

（数の拡張及び性質）における指導方法の実践的な検討

資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

4
「量と測定」領域

（外延量）における指導方法の実践的な検討

資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

5
「量と測定」領域

（内包量）における指導方法の実践的な検討

資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

6
「図形」領域

指導方法の実践的な検討

資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

7
「数量関係」

指導方法の実践的な検討

資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

実務経験教員の経歴 無し

8
指導法の総括

模擬受領を通して顕在化された事項の検討

資料配布

『小学校学習指導要領解説　算数編』

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。
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科目名

実務授業の有無

１５時間

社会科指導法

担当教員 釜本　健司 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 選択 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

小学校社会科教育の理論と実践について①社会科授業の構想、②学習指導案の作成、③模擬授業の実施、④授業改善案作

成の４つの視点から学習する（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

・学習指導要領に示された小学校社会科の目標や内容を理解している

・具体的な授業場面を想定した授業設計を行うことができる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 社会科授業における学習指導案作り
模擬授業を行う単元の検討、資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

2 社会科の教材研究と授業づくり
模擬授業を行う単元の検討、資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

3 社会科の授業の方法と実践
資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

4 模擬授業（１）
資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

5 模擬授業（２）
資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

6 模擬授業（３）
資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

7 授業改善案の発表（１）授業改善案の検討
資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

実務経験教員の経歴 無し

8 授業改善案の発表（２）報告討議
資料配布

『社会科教育のルネサンス』原田智仁編著、保育出版社

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。
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科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 無し

8 まとめ 配布プリント

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

6
 インターネットや性に関する課題や児童虐待などの今日的課題の対応につ

いて学校と家庭・地域・関係機関との連携
配布プリント

7
 生徒指導における児童生徒理解の重要性

生徒指導の評価と改善、 講義総括、講義内試験
配布プリント

4
基礎的な生活習慣の確立や規範意識の醸成等の日々の生徒指導の在り方

生徒指導の機能を保障した日々の生徒指導の進め方
配布プリント

5

 生徒指導に関する法制度

暴力行為・いじめ・不登校等の生徒指導上の課題に対する早期発見と効果的

な指導

配布プリント

2
集団指導・個別指導の方法原理

生徒指導体制の基本的な考え方
配布プリント

3
 教育相談体制の基礎的な考え方

 学校の指導方針や指導計画に基づいた組織的な取組み
配布プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
教育課程における生徒指導の位置付け

各教科・道徳教育・総合的な学習の時間・特別活動における生徒指導の意義
配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

本授業は、「生徒指導の意義と原理」「すべての児童及び生徒を対象とした学級・学年・学校における生徒指 導の進め

方」「児童生徒の抱える生徒指導上の課題」「教職員、外部の専門家、関係機関等との校内外の連携 も含めた対応の在り

方」などを中心に学修を進めていく。特に児童生徒全体への指導においては、チームによ る支援、学校種間や学校間の連

携の重要性について理解を図る学修にする。 （授業方法：講義/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

（１）教育課程における生徒指導の位置付けを理解するとともに、各教科・道徳教育・総合的な学習の時間・ 特別活動に

おける生徒指導の意義や重要性を理解している。 （２）集団指導・個別指導の方法原理を理解し、日々の生徒指導の在り

方を認識している。 （３）生徒指導体制の基本的な考え方を理解している。 （４）生徒指導の組織と指導計画に基づいた

組織的な取組みについて理解している。 （５）生徒指導の機能が十分保障される指導の在り方を理解している。 （６）校

則・懲戒・体罰等の生徒指導に関する主な法令の内容を理解するとともに、暴力行為・いじめ・不登 校等の生徒指導上の

課題の定義及び対応の視点を理解している。 （７）インターネットや性に関する課題、児童虐待への対応等の今日的な生

徒指導上の課題や、専門家や関係 機関との連携の在り方を例示することができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「生徒指導提要」（姫路大学配本テキスト）　配布プリント

15時間

生徒指導の理論と方法

担当教員 相馬　行男 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 4年生 開講時期 前期

必修・選択 選択必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象

とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不

合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ

当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14
医療保険と介護保険

制度の歩みと現状について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

15
まとめ

これまで学習した内容の重要ポイントについてのまとめ
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

12
疫学

疫学の概略と代表的な疫学の方法論について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

13
スクリーニング

スクリーニング手法と評価方法について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

10
学校保健

学校保健の概要と学校保健行政の動向について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

11
特別支援教育

発達障害のある子供の支援について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

8
食品の安全と食中毒

国民健康・栄養調査と日本人の栄養摂取状況、および食品の安全について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

9
環境保健

日本の動向から地球規模の課題について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

6
感染症対策①

感染症対策の歩みと取り組みについて
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

7
感染症対策②

HIV・エイズの現状と対策の歩みについて
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

4
公衆衛生の主要指標②

生命表、平均寿命、平均余命の計算方法について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

5
健康状態と受療状況

国民生活基礎調査、患者調査の現況について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

2
保健医療分野の国際協力

国際協力の仕組みと活動事例について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

3
公衆衛生の主要指標①

人口静態統計、人口動態統計について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
わが国の社会保障制度の動向

保健医療行政の動向と社会状況について
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

授業概要、目的、

授業の進め方

公衆衛生学は、憲法25条を支える学問である。公衆衛生学Ⅱでは、最初に、集団の健康保持および増進のた

めの施策策定及びその情報となる統計の概念と実際を、最近の国民衛生の動向を確認しながら考えていく。つ

ぎに、学校保健の領域で活用される統計指標および評価手法について理解する。（授業方法：講義/対面授業と遠隔授業

の併用実施）

学習目標

（到達目標）

公衆衛生は人々の身体的・精神的・社会的な健康を保持・増進し疾病を予防することであることを理解し、公

衆衛生活動に必要な基礎知識とその活用にあたっての考え方を学ぶ。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
公衆衛生学Ⅱ（姫路大学配本テキスト）

30時間

公衆衛生学Ⅱ

担当教員 澁谷　隆志 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 化学療法薬（２）  抗癌薬

15 まとめ

12 炎症や自己免疫疾患の治療薬 抗炎症薬、抗リウマチ薬、抗アレルギー薬

13 化学療法薬（１） 抗感染症薬（抗菌薬、抗結核薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬）

10 血液に作用する薬 止血薬、抗血栓薬、貧血治療薬

11 代謝性疾患とその治療薬
 糖尿病治療薬、脂質異常症治療薬、痛風・高尿酸血症治療薬、

骨粗鬆症治療薬

8 呼吸器系に作用する薬物 呼吸興奮薬、鎮咳薬、去痰薬、気管支喘息治療薬

9 利尿薬と泌尿・生殖器系に作用する薬
 利尿薬、泌尿・生殖器系作用薬（膀胱・尿道機能障害治療薬、

前立腺肥大症治療薬、子宮作用 薬、勃起不全治療薬

6 循環系に作用する薬  心不全治療薬、抗不整脈薬、抗狭心症薬、抗高血圧薬

7 消化器系に作用する薬物
健胃・消化薬、消化性潰瘍治療薬、制吐薬、腸に作用する薬、利

胆薬、肝臓に作用する薬、鎮痙 薬

4 中枢神経系に作用する薬（２） 不安障害治療薬、抗てんかん薬、抗パーキンソン病薬

5 中枢神経系に作用する薬（３） 全身麻酔薬、鎮痛薬

2 自律神経系に作用する薬
交感神経系および副交感神経系作用薬、体性神経系に作用する薬

（局所麻酔薬、神経筋遮断薬）

3 中枢神経系に作用する薬（１） 統合失調症治療薬（抗精神病薬）、気分障害治療薬、睡眠薬

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 薬理学総論
薬理学の基本、薬はどのように作用するのか、薬の濃度と薬の作

用

授業概要、目的、

授業の進め方

 疾病から回復し、健康な生活を営めるようにするうえで、薬物は治療に欠かせないツールのひとつである。薬 理学と

は、薬と生体との相互作用により引き起こされる現象を研究する科学で、本講座では、その仕組みを理 解するとともに、

薬物治療の原理の基本について学ぶことを目的とする。 （授業方法：講義/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

（１） 病気（疾患）を知る（「どのような疾患であるか」、「どのような症状がでるか」など）、（２） 病 気の原因・

成因（メカニズム）を知る（「どのようにして発症するのか」、「何故、発症するのか」など）、 （３） 薬物（疾患の

原因・成因を取り除く）を知る（「疾患に対する治療戦略は」、「どのような薬物がある か」など）の順で、解説を行っ

ていく。それにより、疾患治療に使用する様々な薬物の知識（使用方法や作用 機序など）を理解することが出来ることを

目標とする。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
ナーシング・グラフィカ　疾病の成り立ち　臨床薬理学（姫路大学配本テキスト）

30時間

薬理学

担当教員 笛木　司 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 無し

8 まとめ

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

6 グループワーク③ 発表に向けての準備

7  身体表現をともなう遊びや運動の発表 2つのグループによる発表と全体討議

4 グループワーク① グループ分けを行い、発表内容についての検討

5 グループワーク②
発表に向けての準備

2 身体や道具を使った身体表現をともなう遊びや運動①
幼児を対象とした身体や道具を使った身体表現をともなう遊びや

運動の提案

3 リズムに合わせた身体表現をともなう遊びや運動
幼児を対象としたリズムに合わせた身体表現をともなう遊びや運

動の提案

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 幼児の運動特性と身体表現 幼児の運動特性や発達段階をふまえた身体表現について

授業概要、目的、

授業の進め方

幼児を対象とした身体表現をともなう遊びや運動を計画・実践するために必要な実践的力量形成を目的とす る。そのた

め、幼児の心身の発達や運動特性を理解したうえで、様々な身体表現をともなう遊びや運動を実際 に行い、それらの指導

上の留意点などについて説明する。また、実践力を高めるためにグループごとに簡単な 身体表現をともなう遊びや運動を

計画・実践し、互いに評価しあうことも行う。 （授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

１．幼児の運動特性を理解し、身体表現をともなう遊びや運動を計画・実践することができる ２．幼児の発達段階に応じ

た身体表現をともなう遊びや運動を行う際の留意点について理解し、実践内容を評 価することができる。 （授業方法：演

習）

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

15時間

保育の表現技術（身体）

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 無し

8
合奏曲の演奏発表と総括

演奏会形式で合奏実践の成果発表を行い、お互いに聞き合う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

6
合奏編曲の演奏実践　②

それまでに作成したアレンジ曲を、実際にグループで合奏練習をする。

7
 合奏編曲の演奏実践　③

それまでに作成したアレンジ曲を、実際にグループで合奏練習をする。

4
合奏の編曲法　③

編曲法を習得し、実際に編曲を実践して曲を作成する。

5
合奏編曲の演奏実践　①

それまでに作成したアレンジ曲を、実際にグループで合奏練習をする。

2
合奏の編曲法　①

合奏曲の編曲概略について学ぶ。

3
合奏の編曲法　②

編曲法を習得し、実際に編曲を実践して曲を作成する。

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
オリエンテーション

この授業の概要と説明、今後の準備やグループ分けなど。

授業概要、目的、

授業の進め方

こどもの表現活動の立場から実践的な合奏音楽を学ぶために、自ら複数グループによりピアノ連弾、或いはピアノ重奏を学

んでいく。また、こどもの表現能力を引き出す合奏の編曲法について実践してアレンジ曲を作成し、完成したアレンジ曲を

グループで演奏発表していく。 （授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

・こどもが表現しやすい環境づくりについて考え、表現活動について理解する。

・こどもと互いに楽しめるピアノ連弾や重奏の合奏表現について習熟する。

・曲のアレンジ、編曲をしてグループで合奏演奏が出来る。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

15時間

保育の表現技術（合奏）

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 無し

8
歌唱実践

二重唱「もみじ」「ふるさと」
配布プリント

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

6
歌唱表現3

小学校歌唱共通教材について（中学年）
配布プリント

7
歌唱表現4

小学校歌唱共通教材について（高学年）
配布プリント

4
歌唱基礎3

発声と発声器官
配布プリント

5
歌唱表現2

小学校歌唱共通教材について（低学年）
配布プリント

2
歌唱基礎1

姿勢
配布プリント

3
歌唱基礎2

呼吸（横隔膜）
配布プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1

オリエンテーション

授業の概要、展開、評価について

幼稚園教育要領と小学校学習指導要領の内容について

配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

声楽における姿勢・呼吸・発声についての基本的な技能・知識を学び、演習することで歌唱技能を高め、歌

唱指導の充実へと繋げていく。また詩の内容や音楽解釈を深め、意図を持って歌唱する力を身につける。

（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

１．発声や呼吸の基礎的な知識と技能を習得する。

２．音楽解釈をもとに歌唱表現を深め、豊かな感性を持って楽曲を表現する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

１５時間

音楽Ⅲ（声楽）

担当教員 森下　修次 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14
 模擬授業（５）第５学年 第５学年の道徳科の模擬授業を行い、指導方法に

ついて理解する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

15
模擬授業（６）第６学年 第５学年の道徳科の模擬授業を行い、指導方法に

ついて理解する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

12
模擬授業（３）第３学年 第３学年の道徳科の模擬授業を行い、指導方法に

ついて理解する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

13
模擬授業（４）第４学年 第４学年の道徳科の模擬授業を行い、指導方法に

ついて理解する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

10
模擬授業（１）第１学年 第１学年の道徳科の模擬授業を行い、指導方法に

ついて理解する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

11
模擬授業（２）第２学年 第２学年の道徳科の模擬授業を行い、指導方法に

ついて理解する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

8
道徳科の授業設計（３）「道徳的行為に関する体験的な学習」 「道徳的行

為に関する体験的な学習」の指導方法について解説する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

9 道徳科の学習指導案と評価 学習指導案の作成方法について解説する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

6

道徳科の授業設計（１）「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学

習」 「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習」の指導方法につ

いて解説する。

『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

7
道徳科の授業設計（２）「問題解決的な学習」 「問題解決的な学習」の指

導方法について解説する。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

4
学習指導要領における道徳教育及び道徳科の目標と内容 道徳科のねらい、

学習指導要領を使用し、その目標と内容を学ぶ。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

5
道徳教育の指導計画・全体計画 道徳科の指導方法、指導計画の作成方法に

ついて概説する
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

2 戦後の教育改革と道徳教育 道徳教育の歴史について解説する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

3
道徳教育の現状とその課題 差別やいじめ問題を取り上げ、道徳教育の課題

を考える。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
道徳とは何か　オリエンテーション 道徳とは何かについて考究し、規範の

根拠を問う。
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

授業概要、目的、

授業の進め方

学習指導要領における道徳教育及び道徳科の目標と内容について解説し、道徳教育の指導計画・全体計画およ び道徳科の

授業設計について考究する。模擬授業を通して、実践的能力の育成を図る。 （授業方法：講義/対面授業と遠隔授業の併用

実施）

学習目標

（到達目標）

・道徳の意義や原理等をふまえ、道徳教育の目標や内容を理解している。 ・道徳教育および道徳科における指導計画や指

導方法を理解している。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

30時間

道徳教育論

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ２年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

臨床医科学Ⅰ

担当教員 相馬　行男 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

人体構造学（解剖学）、人体機能学(生理学）で習得した知識を土台にして、細胞・組織の障害と修復、炎症・ 循環障害・

代謝障害・腫瘍など、臓器に共通にみられる病気について、原因や成り立ちなどを中心に学習しま す。

（授業方法：講義/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
・病理学に関する専門用語について説明できる。 ・病気の発生に関する基本概念について説明できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 病理学で学ぶこと
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

2 疾病の原因
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

3 細胞の損傷とその原因
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

4 細胞の修復と創傷治癒
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

5 循環障害
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

6 炎症と免疫
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

7 アレルギーと自己免疫疾患
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

8 感染症
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

9 感染症の治療と予防
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

10 代謝障害
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

11 老化と死
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

12 先天異常と遺伝子異常
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

13 腫瘍
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

14 病理診断の実際
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

15 総括
「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ちと回復の

促進①」（姫路大学配本テキスト）

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 養護教諭として高校保健室勤務の経験から、養護教諭の実際についてを教授する。

14
事例から学ぶ健康相談活動の実際

事例の理解／養護教諭の対応／連携の在り方について，今までの学びの
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

15
健康相談活動の評価

健康相談活動の評価/ＰＤＣＡサイクルについて
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

12

健康相談活動における連携

子どもの支援体制と学校内・外の連携／専門機関の理解／コーディネ－ター

としての資質能力

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

13
健康相談活動の記録と事例検討

記録の仕方／事例検討の意義と進め方について
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

10
健康相談活動の実際　児童虐待について

児童虐待の種類と現状／児童虐待と養護教諭の役割について
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

11

健康相談活動の実際　慢性疾患を抱える子どもの支援

心臓・腎臓疾患、小児糖尿病、アレルギー疾患等の慢性疾患の理解と支援に

ついて

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

8
健康相談活動の実際

健康相談のプロセス/初期対応・継続的対応について
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

9

健康相談活動の実際　危機介入について

危機介入を必要とする問題（不登校・保健室登校・いじめ・摂食障害・自

殺・精神障害等）の対応

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

6

健康相談活動におけるヘルスアセスメント・基本的なカウンセリング能力と

技法

ヘルスアセスメントの種類と方法／カウンセリングと健康相談活動の違いの

理解

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

7

こどものヘルスニーズの理解

子どものヘルスニーズの種類／発達段階におけるヘルスニーズの特徴につい

て

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

4

健康相談活動を支える諸理論について

身体・精神の発育発達に関する諸理論／心身症／小児の疾病／発達障害の理

解

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

5
健康相談活動の進め方

原理と構造／養護教諭に必要な知識と技能
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

2

養護教諭の職務と健康相談活動

養護教諭の職務全般の理解／健康相談活動の基本的理解／養護教諭の特質・

保健室の機能の理解

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

3
児童生徒の健康問題の現状と課題

社会の変化と健康問題の変遷／心身の健康問題の現状と背景
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
オリエンテーション　　教育における養護教諭の役割 の確認

授業内容の説明／授業受講上の留意事項／養護教諭の活動と役割
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

授業概要、目的、

授業の進め方

健康相談活動は、臨床心理士が行うカウンセリング、教諭が行う教育相談、学校医・学校薬剤師・学校歯科医が行う健康

相談とも異なり、養護教諭の特質と保健室の機能を生かして心と体への対応をおこなう養護教諭独自の相談活動を言いま

す。養護教諭の固有性や独自性をもって、最も専門性を発揮して行う養護活動の一つです。授業では、心身の健康課題の

把握・問題解決に向けて健康相談活動の力量を高めていきます。そして、子ども達の心身の健康課

題の解決には、多くの人々との連携は欠くことができません。連携の在り方についても考え、実践能力を高め

ていきます。（授業方法：講義/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

1.養護についての本質と機能について理解できる。2.学校教育における養護教諭の役割が遂行できる。

3.子ども理解と支援ができる。4.保管管理(健康診断・救急処置・疾病予防等)・保健教育(保健学習・保健指導)について実

践できる。

5.子どもの健康課題の解決に向けて、関係者との連携ができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

30時間

健康相談活動

担当教員 林　美佳 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 養護教諭として高校保健室勤務の経験から、養護教諭の実際についてを教授する。

14 学級経営の基礎（２）発達障害の児童生徒のいる学級の集団づくり

15 学級経営の基礎（３）生徒指導、特別活動などを通じた学級経営の充実

12 地域との連携・協働による学校教育活動の意義

13  3学級経営の基礎（１）教師の働きかけと主体性を育む学級集団づくり

10 教育課程における学級経営の意義

11 教職員や学校外の関係者・関係機関との連携・協働

8 学校をとりまく新たな安全上の課題とその取組み

9 教育課程における学級経営の意義

6 地域との連携を基盤とする開かれた学校づくりの推進の背景

7  学校における危機管理や事故対応を含む学校安全の必要性

4

保健教育①保健の教科

保健教育、学習指導要領の変遷、保健の教科（学習指導要領）、指導方法

と評価、指導案

5
保健教育②保健指導

子どもたちの現状と学校における保健指導、保健指導の実際、指導案

2

学校保健行政と学校教育・学校保健組織活動

公衆衛生と学校保健、学校保健とヘルスプロモーション、学校保健組織活

動

3
学校保健・学校安全計画、保健室経営

学校保健計画、学校安全計画、保健室経営、保健室経営計画

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1

 学校保健とは

学校教育と学校保健、学校保健の法的根拠、学校保健のしくみ、学校保健

の推進者、学校保健の歴史

授業概要、目的、

授業の進め方

学校保健とは、学校という教育の場におけるすべての保健活動を指し、児童生徒はもとより、教職員を対象

とした健康上の配慮と健康に関する教育を包括する。児童・生徒の健康とその確保に関する理論を探究すると

ともに、それを実際に保持増進させるための方法を学校保健安全法および保健教育面について学習指導要領を

中心に検討する。

学習目標

（到達目標）

１．学校保健安全法における業務遂行内容を説明できる

２．学校保健の内容およびその意義について説明できる

３．学校保健活動の適切な進め方について説明できる

４．児童・生徒の健康課題について説明できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
学校保健（姫路大学配布テキスト）

30時間

学校保健

担当教員 林　美佳 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

心理学入門

担当教員 西山　大史 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

30時間

授業概要、目的、

授業の進め方

心に関する基本的概念を明確にするとともに，各概念の心理学的知見を講義する。（授業方法：講義/対面授業と遠隔授業

の併用実施）

学習目標

（到達目標）

心理学に関する基本的な知見を理解し、説明できる。

自分や他社が心理学的問題を抱えたときの対処方法について理解する。

日常生活の中で、心理学がどのように応用されるか考え、説明することができる。

必修・選択 選択必修 単位数 2 時間数

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
適宜資料配布

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 学習心理学 配布プリント

2 学習心理学 配布プリント

3 生理心理学 配布プリント

4 知覚心理学 配布プリント

5 知覚心理学 配布プリント

6 認知心理学 配布プリント

7 認知心理学 配布プリント

8 社会心理学 配布プリント

9 社会心理学 配布プリント

10 パーソナリティ心理学 配布プリント

11 パーソナリティ心理学 配布プリント

12 臨床心理学 配布プリント

13 臨床心理学 配布プリント

14 発達心理学 配布プリント

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

15 神経心理学 配布プリント

評価方法・成績評価基準 履修上の注意
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科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 資料　事例研究発表会　まとめ（講評） 準備学習として資料参照

15 最終日授業のまとめ、授業まとめのレポート作成、自己評価 準備学習として資料参照

12
問題に応じた対応の実際（危機管理）、健康相談活動における記録と事例

研究、特別支援教育
準備学習として教科書P47～

13 資料　事例研究発表準備と事例研究発表会 準備学習として資料参照

10 資料　様々な心の教育　レジリエンス教育 準備学習として教科書全般、資料参照

11 資料　ポジティブ心理学の実際 準備学習として資料参照

8 心理テストの活用、SEL（心の健康教育活動） 準備学習として資料参照

9 リフレーミング、アサーション、認知行動療法について 準備学習として教科書P35～P42

6 いじめ、不登校、ひきこもりの現状とその対応 準備学習として資料参照

7 発達障害への対応、学校内外部との連携方法と保護者への対応 準備学習として教科書P126～P128

4
カウンセリングの理論　精神的な疾患、カウンセリング技術2（確認、要

約、共感的なメッセージ）
準備学習として教科書P5～P8　P129～P131

5 保護者への対応、基本的態度、地域との連携 準備学習として教科書P94～P125

2
自己理解、傾聴、受容等、こどもの心身の健康課題の現状と背景の分析、

養護教諭・幼稚園教諭・保育士の役割、チームの対応について
準備学習として教科書P1～P24　P77

3
こどもにかかわる職種の特質及び、相談活動の進め方、カウンセリング技

術１（うなづき、あいづち、繰り返し）
準備学習として教科書P26～P34

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
オリエンテーション、心理学概要、カウンセリングの基本的理解と留意点

こども（幼児）たちへのかかわりについて（以下（幼児）は省略）
準備学習として教科書P1～P11

授業概要、目的、

授業の進め方

教育・保育現場におけるいじめは不登校・引きこもり・自殺・コロナ対応などの心の健康問題は、大変深刻な社会問題で

ある。それらについて養護教諭や保育士・幼稚園教諭は身体的・精神的な不調となるこどもに関わる機会が多くある。そ

のサインに素早く気づき、見極めて対応する能力を養い、組織の調整力や内外と連携して問題解決を図っていく知識と手

立てを学習する。

カウンセリングの基礎について学び、心と身体の関係を理解し、身体の健康問題に対して職の専門性を生かした適切な対

応ができる。また、心の健康問題の背景を理解し、解決のための判断能力、対応能力、組織での連携力・調整力を養う。

（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

1カウンセリングの定義やプロセスについて説明できる。

2こどもの心身の健康問題と支援について事例を通して対応を述べることができる。

3心と身体の健康問題の観察方法や見極め方についての判断力と対応力・カウンセリング能力を身につける。

4支援のために連携する関係者・専門機関・連携の順序や方法を説明できる。

5心身の健康問題を予防するための心の健康教育について説明や計画作成ができ、技法を活用しようという態度を養う。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「保育園・幼稚園で使えるカウンセリングテクニック」編集者　諸富祥彦・大竹直子　1,900円

参考図書：教師が使えるカウンセリングテクニック80　諸富祥彦　著

イラスト版子どものためのポジティブ心理学　日本ポジティブ教育教会監修　他　授業の中で随時紹介

30時間

カウンセリングマインドと実践Ⅰ

担当教員 坂井　淳子 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数
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科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 言葉以外の表現方法を学ぶ テキスト

15 自分の感情を上手に表現する テキスト

12 言いたいことを上手に伝える方法 テキスト

13 言葉以外の表現方法を学ぶ テキスト

10 思い込みをなくすと生きやすい テキスト

11 言いたいことを上手に伝える方法 テキスト

8 誰もが自己表現する権利をもっている テキスト

9 思い込みをなくすと生きやすい テキスト

6 なぜうまく自分を表現できないのか テキスト

7 誰もが自己表現する権利をもっている テキスト

4 あなたの自己表現のタイプは？ テキスト

5 なぜうまく自分を表現できないのか テキスト

2 自分を上手に表現しよう テキスト　DVD

3 あなたの自己表現のタイプは？ テキスト

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 自分を上手に表現しよう テキスト　DVD

授業概要、目的、

授業の進め方

アサーションの理解、アサーショントレーニング、アンガーマネジメント（授業方法：講義/対面授業と遠隔

授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

アサーションについて理解し、楽に自己表現できるようになる。

また、相手の気持ちを理解しようとするコミュニケーションスキルを身につける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『自分の気持ちをきちんと伝える技術』

30時間

カウンセリングマインドと実践Ⅱ

担当教員 山田　裕美 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数
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科目名

実務授業の有無

30時間

実践行動学Ⅱ

担当教員 藤田　ゆかり ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

実践行動学は、夢の実現、目標達成に必要な「心のあり方」と「達成のスキル（技能）」を身につけること

を目的としたアクティブ・ラーニングの手法で展開する動機付け教育プログラムです。（授業方法：演習/対

面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
学校生活の不安払拭　自己発見や目標達成力アップ

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 Part１の振り返り 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

2 自分の可能性を広げよう　マジックドア１ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

3 自分の可能性を広げよう　マジックドア２ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

4 自分の可能性を広げよう　マジックドア３ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

5 自分の可能性を広げよう　マジックドア４ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

6 自分の可能性を広げよう　マジックドア５ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

7 目標設定 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

8 Part２の振り返り 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

9 社会に出る準備を始めよう　マジックドア１ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

10 社会に出る準備を始めよう　マジックドア２ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

11 社会に出る準備を始めよう　マジックドア３ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

12 社会に出る準備を始めよう　マジックドア４ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

13 社会に出る準備を始めよう　マジックドア５ 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

14 夢実現整理 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

15 行動計画・目標設定 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し
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科目名

実務授業の有無

30時間

実習指導Ⅲ（幼稚園）

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

教育実習の意義と目的、実習生としての心構えを学ぶ。幼児理解や観察の視点・方法、指導案作成等。（授業方法：演習/

対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
教育実習で行う手続き・準備・心構えを確認し、実習中に行う実技等を身に付ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
今までの実習日誌

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 今までの実習の振り返り

2 『実習日誌』記入のための観察視点 DVD

3 『実習日誌』記入のための考察視点 DVD

4 指導案作成について 指導案用紙

5 指導案作成について振り返り 指導案用紙

6 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

7 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

8 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

9 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

10 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

11 実習課題とテーマ作成

12 事前オリエンテーションについて

13 実習の心構え 配布プリント

14 実習後指導

15 実習事例研究

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し
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科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 実習後指導

15 実習事例研究

12 事前オリエンテーションについて

13 実習の心構え 配布プリント

10 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

11 実習課題とテーマ作成

8 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

9 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

6 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

7 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

4 指導案作成について 指導案用紙

5 指導案作成について振り返り 指導案用紙

2 『実習日誌』記入のための観察視点 DVD

3 『実習日誌』記入のための考察視点 DVD

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 今までの実習の振り返り

授業概要、目的、

授業の進め方

１．こどもの発達の理解を深め、興味関心に沿った保育内容と指導案の計画ができる。

２．学生一人ひとりが実習生として相応しい態度やマナーを身に付け、実習をおこなう意義や目標を明確

　　にして臨めるようにする。

３．学んだことを保育現場で活かせるような実践力や保育技術を身に付ける。

（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
保育実習Ⅱの意義を理解し、現場実習での反省を踏まえ、更に保育技術や実践力を身につける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
保育指導案大百科事典【一藝社】/プリント

30時間

実習指導Ⅲ（保育所）

担当教員 山田　裕美 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

15 国語科学習指導案をつくる テキストP８８～９６　新潟市教育委員会発行手引き

実務経験教員の経歴
小学校現場において小学校教諭として実務経験を活かし４年次の実習に向けての指導を

行う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

13 算数科学習指導案をつくる テキストP９８～１０３　新潟市教育委員会発行手引き

14 国語科学習指導案をつくる テキストP８８～９６　新潟市教育委員会発行手引き

11 学習指導案の書き方について（新潟市公立小学校の例をもとに） 新潟市教育委員会発行手引き

12 算数科学習指導案をつくる テキストP９８～１０２　新潟市教育委員会発行手引き

9 学習指導案の書き方について（新潟市公立小学校の例をもとに） 新潟市教育委員会発行手引き

10 学習指導案の書き方について（新潟市公立小学校の例をもとに） 新潟市教育委員会発行手引き

7 指導計画について テキストP７６～７７

8 各教科の教材研究と学習指導案について テキストP８６～１４０

5 学校現場の実際について テキストP３６～３８

6 配慮したいさまざまな事項について テキストP６５～７１

3 こどもたちの発達の姿について テキストP１７～２２

4 教育実習（養護）について テキストP２６～３０

1 教育実習（小学校）について テキストP８～１２　オリジナルプリント

2 実習校での事前オリエンテーションについて テキストP１４～１６

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
小学校教育実習ガイド（邦文書林）、オリジナルプリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

30時間

授業概要、目的、

授業の進め方

１．教育実習・養護実習の心がまえについて

２．教育実習のオリエンテーションについて

３．実習中の配慮点について

４．指導案・実習日誌の書き方について　　　（授業方法：演習/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）

教育実習・養護実習の意義について理解し、実習の心がまえやこども・教職員との関わり方、指導案の書き

方及び指導と評価の仕方についての理解を深め、実践力を身につける。（特にこの段階では指導案の書き方

の基礎について学ぶ）

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

実習指導Ⅲ（小学校）

担当教員 鈴木和子 ○

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

14 就職活動の準備　自己アピール 配布プリント

15 就職活動の準備　自己アピール 配布プリント

12 就職活動の準備　求人票の見方 配布プリント

13 就職活動の準備　強み・弱みを知る 配布プリント

5 働く理由を考える 配布プリント

10 相手を納得される論理力 配布プリント

11 教員採用について 配布プリント

8 企業研究について 配布プリント

9 伝わる文章の書き方 配布プリント

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

29 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

30 まとめ 配布プリント

27 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

28 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

25 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

26 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

23 模擬面接 配布プリント

24 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

21 求職登録・模擬面接について 配布プリント

22 求職登録・模擬面接について 配布プリント

19 履歴書の書き方 配布プリント

20 求職登録・模擬面接について 配布プリント

17 教員採用試験模擬試験 配布プリント　解説

18 教員採用試験模擬試験 配布プリント　解説

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

16 教員採用試験について 配布プリント

1 これからどう生きていくのか？ 配布プリント

2 どんな生活を送りたいか？ 配布プリント

3 社会はどんな人材を求めているか？ 配布プリント

4

6 BtoBとBtoCを考える 配布プリント

7 業種・職種を考える 配布プリント

チャンスを逃さない 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

次年度に控えた就職活動、教員採用試験への心構えや、社会のニーズ等を知り人生設計を行う。（授業方法：

講義/対面授業と遠隔授業の併用実施）

学習目標

（到達目標）
自己の強み、弱み、適性を分析し、将来の目標に向かっての行動計画を立てる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

60時間

ライフデザインⅢ

担当教員 宮島　俊男 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数


