
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 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（国語）

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 4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

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 4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。



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

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 4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

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）

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

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

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

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。



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 教育実践の省察①：学習指導に必要な基礎的技術 配布プリント

15 教育実践の省察②：学級担任の役割と組織体制 配布プリント

12 実習記録の記録と活用 配布プリント

13 実習記録の作成について 配布プリント

10 模擬批評授業② 学習指導案

11 実習記録の意義 配布プリント

8 模擬批評授業② 学習指導案

9 模擬批評授業① 学習指導案

6 模擬批評授業② 学習指導案

7 模擬批評授業① 学習指導案

4 学習指導案の作成と授業展開 配布プリント

5 模擬批評授業① 学習指導案

2 教育実習の目的と実習中における積極的な学び 配布プリント

3 児童理解と学習指導 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 教師に求められる資質・能力 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

教育実習は、観察・参加・実習という方法で教育実践に関わることを通して、教育者としての愛情と使命感を

深め、将来、教員になるうえでの能力や適性を省察するとともに課題を自覚する機会である。事前指導では、

本学の「小学校教育実習要項」に基づいて実習への心構え等、教育活動に関わる際に求められる姿勢や子ども

理解、実習中に習得すべき知識や技能等について学修する。併せて、学習指導案の作成、模擬授業、実習記録

の意義等について学修する。事後指導では教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに、教員免

許取得までに習得すべき知識や技能等について明確化していく。（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）

（１）教育実習生として遵守すべき義務等について理解する。

（２）教育実践の省察を通して身に付けておくべき資質・能力について理解している。

（３）学習指導要領を踏まえた学習指導案を作成し、授業を実践することができる。

（４）学習指導に必要な基礎的技術（話法・板書・学習形態・授業展開・環境構成など）を身に付けるとともに、適切な

場面で情報機器を活用することができる。

（５）学級担任の役割と職務内容を理解している。

（６）教科指導以外の様々な活動の場面で適切に児童と関わることができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

30時間

教育実習事前・事後指導（小学校）

担当教員 ×

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 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

・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
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。

12

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

10

11

8

9

6

7

4

5

2

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 小学校での実習　２0日間（4週間）

授業概要、目的、

授業の進め方

教育実習は、観察・参加・実習という方法で教育実践に関わることを通して、教育者としての愛情と使命感を

深め、将来教員になるうえでの能力や適性を考えるとともに課題を自覚する機会である。一定の実践的指導力

を有する指導教員のもとで体験を積み、学校教育の実際を体験的・総合的に理解し、教育実践ならびに教育実

践研究の基礎的な能力と態度を身に付ける。教育実習を経て得られた成果と課題等を省察するとともに、教員

免許取得までに習得すべき知識や技能等について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）

（１）教育実習生として遵守すべき義務等について理解する。

（２）教育実践の省察を通して身に付けておくべき資質・能力について理解している。

（３）学習指導要領を踏まえた学習指導案を作成し、授業を実践することができる。

（４）学習指導に必要な基礎的技術（話法・板書・学習形態・授業展開・環境構成など）を身に付けるとともに、適切な

場面で情報機器を活用することができる。

（５）学級担任の役割と職務内容を理解している。

（６）教科指導以外の様々な活動の場面で適切に児童と関わることができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

160時間

教育実習（小学校）

担当教員 実習先小学校教諭 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 4年生 開講時期 後期

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

・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
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。

8

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

6 社会福祉施設での実習　５日間

7

4 介護体験実習事前指導（３） 実習先での説明及び注意事項等の指導 介護体験実習・活動資料・記録　配布プリント

5 特別支援学校での実習　２日間

2
 介護体験実習事前指導（１） 介護体験実習の内容の確認、書類の配付及び

作成、事務手続き
介護体験実習・活動資料・記録　配布プリント

3 介護体験実習事前指導（２） 特別支援学校、社会福祉施設の概要説明 介護体験実習・活動資料・記録　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 介護体験実習説明会 介護等体験の概要説明と事前必要書類の作成 介護体験実習・活動資料・記録　配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

要介護者、障害児、障害者の特性や関わり方等を学ぶため、現場実習において施設職員から直接指導いただき、現場の概

要を知り、体験してくる。

学習目標

（到達目標）

個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることと、各人の価値観の相違を認められる人間づくりに ついて考え

ることができるようにする。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「よくわかる社会福祉施設　新版　教員免許志願者のためのガイドブック」増田雅暢著、全国社会福祉協議 会　「特別支

援学校における介護等体験ガイドブック　フィリア[新学習指導要領版]全国特別 支援学校長会編著、ジアース教育新社

56時間

介護体験実習

担当教員 実習先職員 〇

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 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

45時間

地域ボランティア

担当教員 ×

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・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

地域の学童保育や社会福祉活動などのボランティア活動を通して地域貢献と学生の質的向上に成 果をあげる

ことを目的として、実社会のなかでどのように人間関係を作り上げていけばいいのかということを 実践的に

学んでいくものです。実習科目ですので､学内での授業(事前事後学修)と､学外でのボランティア活動 とで構

成されます。  （授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

地域の教育活動や社会福祉活動などへのボランティア活動を通して、「地域貢献」と「自身の人格の向上」

に 成果を上げることを目的としています。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
地域ボランティア活動記録（姫路大学配本）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 ボランティア活動（45時間）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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



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

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 ４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

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）

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）

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）

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）

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）

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。



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 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 4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 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 4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

特別支援論Ⅱ

担当教員 長澤　正樹 ×

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 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

幼稚園、小中学校、特別支援学校における 特別支援教育の在り方とその推進の仕方について学ぶ。（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）
特別支援教育の理念と基本的な考え方・展開の在り方について理解を深める。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
パワーポイント　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 特別支援教育とは（障害のある幼児児童生徒に対する教育の現状と課題） パワーポイント　配布プリント

2
障害者施策を巡る国内外の動向 ―ＩＣＦ、ノーマライゼーション、インク

ルージョン等―
パワーポイント　配布プリント

3
特別支援教育に関わる制度（関係法規、教員免許、歴史、教育委員会の役

割、学級編成、教科書等等）
パワーポイント　配布プリント

4
特別支援学校における教育の概要（視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体

不自由、病弱　等）
パワーポイント　配布プリント

5
特別支援学校の役割と課題（地域における特別支援教育のセンター的機能

について）
パワーポイント　配布プリント

6 小・中学校における特別支援学級及び通級による指導の現状と課題 パワーポイント　配布プリント

7 校内支援体制の在り方（校内委員会、巡回相談、関係機関との連携等） パワーポイント　配布プリント

8
ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の幼児児童生徒に対する指導及び支援

（１）
パワーポイント　配布プリント

9
ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の幼児児童生徒に対する指導及び支援

（２）
パワーポイント　配布プリント

10
個別の指導計画の作成、及び、個別の教育支援計画の策定について（意義

と活用について）
パワーポイント　配布プリント

11 特別支援教育コーディネーターの役割について パワーポイント　配布プリント

12 障害のある児童生徒の就学支援の在り方について パワーポイント　配布プリント

13
就学前（幼稚園・保育所）及び後期中等教育等における特別支援教育の在

り方について
パワーポイント　配布プリント

14
就学前（幼稚園・保育所）及び後期中等教育等における特別支援教育の在

り方について
パワーポイント　配布プリント

15
障害者の進路・就労について　―進路・就労の現状、自立支援・社会参加

等の在り方と課題―
パワーポイント　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



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

・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 教員、教頭、校長職における経験

8 教員の職場環境とチームワーク 配布プリント

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

6 教員の役割と仕事 配布プリント

7 任用と服務 配布プリント

4 教員に求められる資質能力 配布プリント

5 教員の研修 配布プリント

2 学校教育や教職の意義 配布プリント

3 教員養成の歴史 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：教員を取り巻く現代的な状況 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

教員を取り巻く現代的な状況を解説した後、学校教育や教職の意義、教員養成の歴史について考究する。さらに、教員に

求められる資質能力は何かについてディスカッションを行い、各答申から解説を加える。また、教員の役割や仕事、チーム

学校への対応について、具体的な状況を提示しながら、解説する。（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）

教職の意義及び教員の役割・職務内容について、①教員を取り巻く現代的な状況理解、②教師の教育活動の多角的多面的

な理解、③教員の法的な義務の理解、④資質や能力についての自己分析、の４つの視点から学修する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『教職論』（和田幸司編著、姫路大学）

15時間

教職論

担当教員 羽田　春喜 〇

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 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

7
小学校学習指導要領における教育課程（２）

現行の「小学校学習指導要領」における編成論から考える
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。

8
指導計画

幼稚園教育と小学校教育の連続性について学ぶ
配布プリント

5
認定こども園教育・保育要領における全体的な計画

現行の「認定こども園教育・保育要領」における編成論から考える
配布プリント

6
小学校学習指導要領における教育課程（１）

「小学校学習指導要領」の変遷から学ぶ
配布プリント

3
 幼稚園教育要領における教育課程（２）

現行の「幼稚園教育要領」における編成論から考える
配布プリント

4
保育所保育指針における全体的な計画

現行の「保育所保育指針」における編成論から考える
配布プリント

2
幼稚園教育要領における教育課程（１）

「幼稚園教育要領」の変遷から学ぶ
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
 教育課程の基本

学校教育における教育課程を考える
配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

小学校、幼稚園では「教育課程」は必須である。そこでこの「教育課程」の基本及び基礎的事項について学ぶ。また「教

育課程」の編成論及び「指導計画」の作成についても包括的に考察し、学んでいく。（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）
「教育課程」の編成論について説明できる。

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（平成29年6月　文部科学省

幼稚園教育要領解説（平成30年3月　文部科学省）

15時間

教育課程論

担当教員 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 4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

15時間

保育原理

担当教員 斉藤　裕 ×

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 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

「保育」とは何かという保育の理念に始まり、保育の基本原理や保育の歴史を学びます。保育の歴史においては、保育に

関する様々な思想や多様な保育施設について学びます。また、日本における保育制度の変遷を辿り、現代の保育の在り方

を考えます。 （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．保育の基礎基本および保育所、幼稚園、認定こども園等の施設の役割を理解する。

２．保育の歴史に関する基礎的知識を身に付け、保育制度や施設の変遷について理解する。

３．保育に関する様々な思想を学び、それらと関連する保育の理念や実際の保育を理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「保育原理」（姫路大学配本テキスト）　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 保育所、幼稚園、認定こども園等の保育の場/保育の社会的意義 配布プリント

2
養護と教育、保育内容の考え方

発達過程に応じた保育、発達支援の保育内容
配布プリント

3
遊びを通して行う保育、幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿

環境を通して行う保育
配布プリント

4  欧米の保育の思想と歴史 配布プリント

5 日本における保育の歴史 配布プリント

8 まとめ 配布プリント

6 保育の方法と形態 配布プリント

7 保育の制度　保育の現状と課題 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



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

発達心理学

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 4年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．発達心理学の必要性，発達に影響する要因、発達に関する主な理論，発達段階や発達課題についての知識を習得しま

す。

２．ヒトの各領域における発達の様相についての知識を習得します。（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）

１．幼児、児童及び生徒の心身の発達に対する外的及び内的要因の相互作用、発達に関する代表的理論を踏まえ、発達の概

念及び教育における発達理解の意義を説明できること。

２．乳幼児期から青年期の各時期における運動発達・言語発達・認知発達・社会性の発達について、その具体的な内容を

説明できること。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
発達心理学　小河晶子・西本　望・西本佳子　姫路大学教育学部通信教育課程

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 発達とは　発達の原理 配布プリント

2 ハーヴィガースト、フロイト、エリクソン発達課題の特徴 配布プリント

3 遺伝と環境　身体、運動能力の発達 配布プリント

4 知覚機能の発達　知的機能の発達～ピアジェ～ 配布プリント

5 ことばとコミュニケーションの発達　愛着性の発達 配布プリント

8 まとめ 配布プリント

6 社会性の発達としつけ　道徳性の発達 配布プリント

7 感情の発達　自己概念、自己主張、自己統制の発達 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



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 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。

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
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

8 授業総括
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）

セルフケアと支援

子どもに多い急性期症状と支援

多様な急性期症状と支援

頭痛、腹痛、嘔気・嘔吐、便秘、下痢、発熱、ショック、意識障害、かゆ

み

特別な支援を要する子どもと家族の理解と支援

慢性疾患と子どもと家族の支援

気管支喘息、アレルギー疾患、先天性疾患、糖尿病、腎臓病、てんかん

医療的ケア

医療的ケアと医行為の範囲、医療的ケアの実際

6
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

フィジカルアセスメントの実際

顔面、頭頸部、眼、耳、鼻、口腔、胸部（呼吸器・循環器）、腹部、脳神

経

学校における感染予防

感染予防の基礎知識、感染予防の実際（消毒法、感染経路の遮断、無菌

（滅菌）操作）

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
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

ヘルスアセスメント

ヘルスアセスメントとは、ヘルスアセスメントの構成とプロセス

フィジカルアセスメントに用いる技術

バイタルサイン、身体各部の測定、問診、視診、触診、聴診等の目的、内

容、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）

学校における感染症の予防と発生時の対応

学校で留意すべき主な感染症の予防と対策

保健室等における環境調整の技術

環境整備の根拠、保健室の環境調整における留意点、環境調整のための看

護技術、保健室の備品

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1

看護学Ⅰの振り返り

学校における看護に共通する技術

観察の技術（客観的・主観的観察）、コミュニケーションの技術、安全を

守る技術

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

看護実践の方法論を用いて、対象者の健康状態を判断するためのスクーリングの技術および養護診断を支える

ヘルスアセスメントの知識技術について根拠から学習する。また、子どもに多い急性期症状の対応と支援、慢

性期疾患を持つ子どもの理解と支援について学習し実践力を養う。（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 健康状態を判断するためのスクリーニングの技術について説明できる。

② 学校看護を展開するために必要な看護の方法・手技とその根拠について説明できる。

③ 健康の段階に応じた支援・援助について説明できる。

④ 教育現場における医療的ケアの意義およびその方法・留意事項について説明できる。

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時間

看護学Ⅱ

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 ４年生 開講時期 前期・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

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 必修 単位数 1 時間数

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

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

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

2 配布プリント

3

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

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

6 配布プリント

7

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

4 配布プリント

5

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

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

・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

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



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
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。

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

4

5

2

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 医療現場での実習　5日間

授業概要、目的、

授業の進め方

医療機関において、さまざまな健康問題に対する医学的アプローチ及び看護の役割・機能につ いて理解を深めるととも

に、看護師と共に援助場面に参加し、医療機関を利用する対象者の理解、支援や援助 技術について実践的に学習する（授

業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

①医療を必要とする対象者を理解する。 ②さまざまな健康問題に対する医学的アプローチについて理解する。 ③病院を中

心とした看護の役割とその具体的活動について理解する。 ④医療の場を理解し、適切な連携が取れるような基礎知識を習

得する。 ⑤養護教諭として必要な基本的技能の習得をする。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

45時間

臨床実習

担当教員 実習先職員 〇

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 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 医師としての勤務経験を活かして医学知識について臨床的な学びを教授する。

14 感覚器系
「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）

12 骨折および骨疾患
「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）

13 筋肉系の疾患
「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）

10 脳・神経系の疾患
「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）

11 筋肉系の疾患
「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 生殖器系および乳腺の疾患
「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）

9 内分泌系の疾患
「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）

6 消化器系の疾患② 肝臓・胆管・胆嚢の疾患
「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）

7 腎・泌尿器系の疾患
「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）

4 呼吸器形の疾患② 気管・気管支・肺の疾患
「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）

5 消化器系の疾患① 口腔・食道・胃・腸・腹膜の疾患
「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）

2 血液・造血器系の疾患
「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）

3 呼吸器形の疾患① 鼻腔・咽頭・喉頭の疾患
「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）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 循環器系の疾患
「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）

授業概要、目的、

授業の進め方

臨床医科学Ⅰで得た知識をもとにして、各器官系に生じる病気ごとに、原因、病気の成り 立ちや回復過程について学習す

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．各器官系の構造と機能について説明できる。 2．各器官系に生じる代表的な疾患とその病態生理について説明でき

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）

30時間

臨床医科学Ⅱ

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 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 実習生としての心得（マナー、実習記録簿の記入等） 『養護実習事前・事後指導』（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、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 学校行事（健康診断等） 『養護実習事前・事後指導』（配本テキスト）

7 健康教育と養護教諭（指導案の作成） 『養護実習事前・事後指導』（配本テキスト）

4 養護教諭の職務と保健室 『養護実習事前・事後指導』（配本テキスト）

5 学校の一日（健康観察、学校環境・安全、アレルギー、感染症等） 『養護実習事前・事後指導』（配本テキスト）

2 目標の設定、養護実習の内容 『養護実習事前・事後指導』（配本テキスト）

3 学校教育、学校保健全般に関すること（最新事情） 『養護実習事前・事後指導』（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 養護実習の目的、意義、方法 『養護実習事前・事後指導』（配本テキスト）

授業概要、目的、

授業の進め方

事前指導では、養護実習に向けて十分な準備と心構えを持つことができるようにする。事後指導では、養護実習修了後実

習を振り返り、自身の今後研鑚すべき課題を発見する。そして自ら理想とする養護教諭に近づくための見通しを持つことが

できるようにする。（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）
養護教諭の職務や専門性について説明することができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『養護実習事前・事後指導』（配本テキスト）

15時間

養護実習事前・事後指導

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 4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
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。

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

4

5

2

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 小学校中学校保健室　実習4週間

授業概要、目的、

授業の進め方

教育職員免許法施行規則第10条に基づき、学校教育の現場において勤務し、児童生徒の養護を つかさどる養護教諭に関す

る実践的学習を行うものである。これまで大学で学んだ理論を実際に体験すること によって養護教諭に必要な知識・技能

を習得すると共に、自分なりの教師観、養護教諭観を確立していくこと を目的としている。

（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

①学校という教育現場について説明することができる。 ②保健室、養護教諭の役割について説明することができる。 ③養

護教諭の職務について説明することができる。 ④養護教諭の職務を体験し、必要な能力を養う。 ⑤養護教諭への意欲を高

めると共に、養護教諭として必要な資質、態度について理解することができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

160時間

養護実習

担当教員 学校保健室　教員 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 4年生 開講時期 後期

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

・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
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今までの実習や

学習を応用しながら教授する。

8
養護教諭の看護力について　保健室来室者への対応 学校での救急処置活動の実際を発表し、問題の共有と対応力につ

いての評価を行う

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

6 子ども・健康と憲法／ヘルスプロモーション
子ども・健康を保障するための憲法や法律を学び、実践の根拠を

知る。／学校におけるヘルスプロモーション

7 養護の実践力育成：健康課題に取り組む健康教育
保健教育力の確認／実習で行った保健学習・保健指導、特別活動

の実際について

4 学校教育における目標、学校保健と養護教諭の役割について
実習校の教育目標、学校保健目標、保健室経営についてまとめ、

校種による違いを確認する。

5 子どもの実態と保健室経営の実際
子どもの健康課題の把握と課題解決に必要な能力について、討論

を通して検証する。

2 教師としての使命感・責任感・教育的愛情
教師として求められる資質・能力／教職実践演習における自己目

標を設定する。

3 養護教諭の科目と養護教諭の職務の関連について理解を深める
養護の本質を理解する／養護教諭の専門性を担保する科目の自己

評価を通した学びの確認。

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　履修カルテの記入の確認と評価について 履修カルテに基づいて、養護教諭としての自らの課題の分析をす

る。

授業概要、目的、

授業の進め方

大学4年間での学修や教育実習、課外でのボランティア活動などを通して身につけた

資質能力が、養護教諭として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、形成されたかを確認することに

あります。養護教諭免許状取得の必修科目として開講します。「履修カルテ」に示された養護教諭として必要

な資質能力①学校教育に(ついての理解②他社との協力③コミュニケーション力④マネジメント力⑤保健管理能

力⑥保健教育力⑦課題探究をベースに評価・確認していきます。（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）

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

15時間

教職実践演習（養護）

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 4年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数
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科目名

実務授業の有無

30時間

こどもの心理

担当教員 小栁　円　 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 4年 開講時期 前期

必修・選択 選択必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

こどもについて、心理学的な視点から学んだり考察する。

１，こどもの心の発達について理解する。

２，こどもの心について想像したり多面的に捉える力をつける。

３，実習を通してこどもの心について体験的に感じ、味わう。

学習目標

（到達目標）

こどもの心理的な面の発達を理解し、こどもの視点に立って、その行動や行為の背景について想像したり、

考えることができるようになる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
担当教員が作成したレジュメで行う

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 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

2 幼少期のこどもの心について（発達心理学をベースに） 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

3 幼少期のこどもの心について（発達心理学をベースに） 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

4 幼少期のこどもの心について（発達心理学をベースに） 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

5 学童期のこどもの心について 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

6 学童期のこどもの心について 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

7 思春期・青年期のこどもの心について 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

8 思春期・青年期のこどもの心について 教員が作成したパワーポイント資料に基づいて実施する

9 こどもの心理を扱った映画鑑賞
映画「となりのトトロ」を教材とし、幼児期と児童期の

こどもの心理について考察する。

10 こどもの心理を扱った映画鑑賞
映画「となりのトトロ」を教材とし、幼児期と児童期の

こどもの心理について考察する。

11 実習（こども食堂へのお手伝い）
地域で活動する「こども食堂」に参加し、学童期のこども

たちとふれあう

12 実習（こども食堂へのお手伝い）
地域で活動する「こども食堂」に参加し、学童期のこども

たちとふれあう

13 実習（こども食堂へのお手伝い）
地域で活動する「こども食堂」に参加し、学童期のこども

たちとふれあう

14 児童精神医学 こどもに関わる精神疾患や発達障害などについて学ぶ。

15 試験 担当教員が作成した試験を実施する。

実務経験教員の経歴 無し

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

30時間

保健指導の実践

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 4年 開講時期 前期

必修・選択 選択必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

教育現場におけるいじめや不登校・引きこもり・自殺・コロナ対応など心の健康問題は、大変深刻な社会問題である。養

護教諭は、身体的・精神的な不調をなるこどものかかわる機会が多くある。校内で唯一の保健の専門職として対応できる

ような知識や態度を学ぶ。また、校内の調整力や内外と連携して問題解決を図っていく手立てを学習する。また、教育実

習に向けて心構えや態度を学ぶ。

1養護教諭としての学校保健に関するポイントを理解し、職の専門性を活かした適切な対応ができる。

2学校保健の問題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。

3教育実習での態度や留意することを身に着ける。

学習目標

（到達目標）

1健康診断の実施のねらいや方法、評価、また学校保健の課題について説明できる。

2こどもの心身の健康課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。（健康全体）

3学校全体で活用できる保健室経営について理解する。

4学校で行う感染症対応について理解する。

5養護教諭として校内において円滑な救急処置ができる態度や知識を身に着ける。

6養護教諭として保健教育や保健指導の進め方について学ぶ。

7環境衛生のねらいや実施についての留意点が理解できる。

8教育実習で積極的な姿勢や適正な態度で受けることができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「20034年度版　新潟県・新潟市の養護教諭」編集者　OC共同教育研究会　1,600円

講師がその都度、参考資料を用意する。

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、心と体の健康問題について 準備学習として教科書P256～P304

2 健康相談の理論と実践 準備学習として教科書P116～P135

3 健康診断について 準備学習として教科書P70～P114

4 保健教育・保健指導について 準備学習として教科書P305～P334

5 感染症対応について 準備学習として教科書P162～P203

6 保健室経営について 準備学習として教科書P138～P160

7 応急処置・解剖について 準備学習として教科書P206～P254

8 学校保健法・答申などについて 準備学習として教科書P14～P45

9 学校環境衛生について 準備学習として教科書P48～P86

10 問題集からの演習、事例対応について 準備学習として教科書全般、資料参照

11 保健の模擬授業演習について 準備学習として資料参照

12 学校保健のまとめ 準備学習として資料参照

13 教育実習での心構え・態度① 準備学習として資料参照

14 教育実習での心構え・態度② 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

実務経験教員の経歴 無し

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

28 模擬試験　と　振り返り

25 ”こころ”を測定する 3級テキストP179～212

26 まとめ　※弱点確認

17 性格と”こころ”の関係 3級テキストP49～P80

23 ”こころ”を測定する 3級テキストP179～212

4級テキストP201～P226

15 ”こころ”の成長 3級テキストP9～P40

16 ”こころ”の成長 3級テキストP9～P40

18 性格と”こころ”の関係 3級テキストP49～P80

19 ”教える”・”教わる”ことと”こころ”の関係 3級テキストP91～P121

実務経験教員の経歴 無し

12 ”気持ち”と”やる気” 4級テキストP169～P194

13 ”頭をつかうこと”と”こころ”の関係 4級テキストP201～P226

14 ”頭をつかうこと”と”こころ”の関係

30 模擬試験　と　振り返り

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。

22 健やかな生活と”こころ” 3級テキストP131～P167

29 模擬試験　と　振り返り

24 ”こころ”を測定する 3級テキストP179～212

27

20 ”教える”・”教わる”ことと”こころ”の関係 3級テキストP91～P121

21 健やかな生活と”こころ” 3級テキストP131～P167

模擬試験　と　振り返り

10 ”自分”と”他者”の”こころ” 4級テキストP137～P162

11 ”気持ち”と”やる気” 4級テキストP169～P194

8 ”見る”・”聞く”と”こころ”の関係 4級テキストP105～P129

9 ”自分”と”他者”の”こころ” 4級テキストP137～P162

6 ”からだ”と”こころ”の関係 4級テキストP73～P97

7 ”見る”・”聞く”と”こころ”の関係 4級テキストP105～P129

4 ”こころ”と物事の捉え方の関係 4級テキストP41～P66

5 ”からだ”と”こころ”の関係 4級テキストP73～P97

2 ”こころ”と行動の関係 4級テキストP9～P33

3 ”こころ”と物事の捉え方の関係 4級テキストP41～P66

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 ”こころ”と行動の関係 4級テキストP9～P33

授業概要、目的、

授業の進め方

4級　基礎心理学における領域で以下の領域における知識を理解し、自らのこころについて理解を深め、「こころと向き

合う」ことを目的とする。

・学習・社会・知能・認知・知覚・生理・感情

３級　基礎心理学における領域で以下の領域における知識・技能を身につけ、自らのこころの成長を図ることができる。

・発達・パーソナリティ・教育・適応・検査

学習目標

（到達目標）
こころ検定4級、3級合格

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
こころ検定公式テキスト4級　こころ検定公式テキスト3級

必修・選択 選択必修 単位数 2 時間数 60時間

心理学の応用

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 4年 開講時期 前期
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科目名

実務授業の有無

16 子育て支援センター実習２

14 子育て支援センター実習１

15 子育て支援センター実習２

12 子育て支援センター実習１

13 子育て支援センター実習１

10 子育て支援センター実習１

11 子育て支援センター実習１

8 実習準備

9 子育て支援センター実習１

6 子育てサロンとは

7 子育て支援センターとは

4 ファミリーサポートセンターとは

5 子育て相談センターとは

2 現代の子育てにおける課題を考える

3 児童相談所とは

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 現代の子育てにおける課題を考える 番組視聴

授業概要、目的、

授業の進め方

現代の子育てにおける実情・課題を知り、子育て支援の視点から発展した相談者への対応や寄り添い方

を実際の子育て支援センターでの実習を経験することで学ぶ

学習目標

（到達目標）
子育て支援の役割を理解し、親子サポートの意識やスキルを身につける

テキスト・教材・参考図

書・その他資料

必修・選択 選択必修 単位数 2 時間数 60時間

子育て相談

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 4年 開講時期 前期



実務経験教員の経歴 無し

30 子育て支援センター実習２

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 子育て支援センター実習２

29 子育て支援センター実習２

26 子育て支援センター実習２

27 子育て支援センター実習２

24 子育て支援センター実習１

25 子育て支援センター実習２

22 子育て支援センター実習１

23 子育て支援センター実習１

20 子育て支援センター実習２

21 子育て支援センター実習１

18 子育て支援センター実習２

19 子育て支援センター実習２

17 子育て支援センター実習２
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科目名

実務授業の有無

実習指導Ⅳ

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 4年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 60時間

授業概要、目的、

授業の進め方

１．教育実習・介護等体験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

５．指導の実際について　　　 （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・介護等体験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。

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

1 教育実習について 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

3 こどもたちの発達の姿について テキストP１７～２２

4 介護等体験実習について テキストP２６～３０

5 文部科学省・教育委員会と学校について テキストP３２～３４

6 学校現場の実際について テキストP３６～３８

7 教育実習の一日の流れにつて テキストP４０～４１

8 特別支援教育について テキストP４２～４８

9 こどもと先生への関わりについて テキストP５０～５４

10 学級経営について テキストP５６～６３

11 配慮したいさまざまな事項について テキストP６５～７１

12 指導計画について テキストP７６～７７

13 各教科の教材研究と学習指導案について テキストP８６～１４０

14 各教科の教材研究と学習指導案について テキストP８６～１４０

15 授業研究１ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

16 授業研究２ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

17 授業研究３ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

18 授業研究４ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

19 授業研究５ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

20 授業研究６ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

21 授業研究７ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

22 授業研究８ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

23 授業研究９ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

24 授業研究１０ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

25 授業研究１１ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

26 授業研究１２ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

27 授業研究１３ テキストP１４２～１７２　オリジナルプリント

28 実習日誌の書き方について テキストP１７６～１８４

29 実習雨後のあいさつ・礼状の書き方 テキストP１８６～１９６

実務経験教員の経歴
小学校教諭として小学校現場においての経験を活かし、教育実習の実際や心構え、研究

授業実践などについて教授する。

30 教職実践演習について テキストP１９７～１９８

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。



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
小学校教諭として小学校現場においての経験を活かし、教育実習の実際や心構え、研究授

業実践などについて教授する。

30 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。

28 仕上げ授業実践２

29 仕上げ授業実践３

26 授業実践の研究12　総合的な学習

27 仕上げ授業実践１

24 授業実践の研究10　体育

25 授業実践の研究11　家庭科

22 授業実践の研究8　音楽

23 授業実践の研究9　図工科

20 授業実践の研究６　道徳

21 授業実践の研究７　生活

18 授業実践の研究４　社会

19 授業実践の研究５　道徳

16 授業実践の研究２　算数

17 授業実践の研究３　理科

14 授業実践１０

15 授業実践の研究１　国語

12 授業実践８

13 授業実践９

10 授業実践６

11 授業実践７

8 授業実践４

9 授業実践５

6 授業実践２

7 授業実践３

4 授業づくりと計画・教材研究

5 授業実践１

2 授業づくりと計画・教材研究

3 授業づくりと計画・教材研究

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 魅力的な授業の作り方について

授業概要、目的、

授業の進め方
実習中の教科目指導の実際について　　　 （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）
こどもの知的好奇心を引き出す授業計画と実践ができる。

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

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 60時間

授業づくりと実践

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 4年生 開講時期 前期



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

30時間必修・選択 必修 単位数 4 時間数

ライフデザインⅣ

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 ４年生 開講時期 前期

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：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。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
動画で学ぶ就活ナビ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

卒業制作

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 ４年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 90時間

授業概要、目的、

授業の進め方

１．身体表現について

２．言語表現について

３．音楽表現について

４．総合演習について

５．発表会　　　　　　　　（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）
４年間を通して学んできた成果をさまざまな表現活動を通して作品として仕上げ、発表する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
絵本、動画、音源　その他参考資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 卒業制作とは　活動するにあたっての心がまえ　組織作り

2 テーマについての話し合い

3 総合的な作品つくりについての話し合い

4 ゼミにわかれて素材集め

5 ゼミにわかれて素材集め

6 ゼミにわかれて素材集め

7 流れの確認

8 ゼミにわかれて素材集め

9 ゼミにわかれて素材集め

10 ゼミにわかれて素材集め

11 流れの確認

12 ゼミにわかれて素材集め

13 ゼミにわかれて素材集め

14 ゼミにわかれて素材集め

15 流れの確認

16 ゼミにわかれて構成の話し合い

17 ゼミにわかれて構成の話し合い

18 ゼミにわかれて構成の話し合い

19 流れの確認

20 ゼミにわかれて通し練習

21 ゼミにわかれて通し練習

22 ゼミにわかれて通し練習

23 流れの確認

24 全体通し練習

25 全体通し練習

26 全体通し練習

27 全体通し練習

28 プレ発表

29 卒業制作発表会

実務経験教員の経歴 無し

30 卒業制作発表会

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。


