
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 こども福祉教育学科 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
幼稚園教諭としての幼稚園勤務経験を活かして、学生が今までの学習や実習での経験を

総合的に応用する力を演習を通して教授する。

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。

「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14

保育計画と模擬保育

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」

12

統合保育・異年齢保育に関わる課題と展望

グループ発表

13

11 保育計画と模擬保育 指導案作成

10

6 幼児教育の将来的展望

7 幼保小連携

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

3 特別支援教育の基礎

4 特別支援教育と教師・保育者

保育者という職業

2 学級経営

４５時間

保育・教職実践演習

担当教員 〇

対象学科 こども福祉教育学科 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

15 学習のまとめ　・自己の振り返り・今後に向けての課題

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）

5 保育における集団の編成

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1



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

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 こども福祉教育学科 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

・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。

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

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　

9

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　

8 以下なし 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 こども福祉教育学科 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）

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 実践演習

9

6 指導案作成（１）　・指導案とは何か 「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

7 指導案作成（２）　・指導案作成の実際 「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

4 子どもを取り巻く環境（環境構成）　幼児理解と保育 「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

5 保護者理解と支援　特別な支援を要する子どもへの対応 「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

2
幼稚園教育の特質　保育者としての倫理（守秘義務　職務に専念す

る義務　等）
「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

3 教育実習の流れと手続き、その内容　実習生としての心構え 「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 実習の意義と目的 「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

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。また、幼児の発達の特性や発達過程を踏まえ、幼児

理解や観察の視点・方法、指導案作成等の習得に努めるともに、目標を持って実習に臨む態度を育成する。

また、実習後、総括と自己評価を行い、課題や目標を明確にする。（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）
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
「教育実習事前・事後指導」（豊岡短大配本テキスト）

１５時間

教育実習事前・事後指導

担当教員 藤田　智子 ○

対象学科 こども福祉教育学科 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



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

12

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。

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 こども福祉教育学科 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

30時間

保育・教育実習指導Ⅲ（保育所/幼稚園）

担当教員 山田　裕美/橋本　麻里 ×

対象学科 こども福祉教育学科 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



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 こども福祉教育学科 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 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

保育・教育実習指導Ⅲ（保育所）

担当教員 山田　裕美 ×

対象学科 こども福祉教育学科 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

22 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

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

23 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

26 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

６０時間

ライフデザインⅢ

担当教員 宮島　俊男 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

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。

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

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

27 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

28 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

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。



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

保育・教育実習指導Ⅲ（選択実習）

担当教員 宮島　俊男 ×

対象学科 こども福祉教育学科 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

１．自分の長所や個性を知る

２．実習先を選び、実践力をつける　（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）

自分の長所や個性を生かした実習ができるように施設・事業所を選び、実習に向

けた実践力をつける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
今までの実習日誌　求人票　興味のある施設・事業所の資料

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

実習先の選び方
配布資料

2 実習先選択 配布資料

3 実習先選択 配布資料

4 実習先の依頼の仕方 配布資料

5 実習に向けての準備 配布資料

6 実習に向けての準備 配布資料

7 実習に向けての準備 配布資料

8 実習に向けての準備 配布資料

9 実習に向けての準備 配布資料

10 実習に向けての準備 配布資料

11 実習に向けての準備 配布資料

12 実習に向けての準備 配布資料

13 実習に向けての準備 配布資料

14 実習に向けての準備 配布資料

15 実習を終えての振り返り・今後に向けての課題確認 配布資料

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



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

こどもあそび指導法Ⅲ

担当教員 酒井　亜樹 ×

対象学科 こども福祉教育学科 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

１．現場で役立つ遊びを覚える

２．子どもの発達と遊びの内容の関係性を理解する　（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）
こどもの発達と発達に即したあそびの実践力を身につける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
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 レクリエーションとしての遊び 配布プリント

2 身近なものを使っての遊び 配布プリント

3 手遊びについて理解を深め、覚える 配布プリント

4 自分なりの手遊びをつくる 配布プリント

5 戸外遊びについて 配布プリント

6 古典あそび 配布プリント

7 自分たちで遊びを企画しよう！（グループワーク） 配布プリント

8 グループ発表　① 配布プリント

9 グループ発表　② 配布プリント

10 グループ発表　③ 配布プリント

11 グループ発表　④ 配布プリント

12 グループ発表　⑤ 配布プリント

13 絵本理解と紙芝居作り 配布プリント

14 身近なものを使ったおもちゃ作り 配布プリント

15 自分でおもちゃを作る 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。

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 実技試験（待ち時間にレポート作成） 読み取り試験30分・筆記試験50分

実務経験教員の経歴 手話通訳士としての経験から手話の具体的活用技術について教授する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

検定試験（手話検定）30％、評価試験40％、学習意欲および出席率30%

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。

グループ活動

12 創作活動（スピーチ・手話劇） グループ活動

14 まとめ 試験提出

第９講座：たずね合ってみよう 発表

13 創作発表

8
聴覚障碍者の生活（ろう講師）

チャレンジ手話コミュ二ケーション
感想レポート

9 第10・11講座

10 第12・13講座 会話編まとめ

11 創作活動（スピーチ・手話劇）

7
ビデオ「わかり合える明日のために」

ろう講師を迎えるにあたっての会話練習
ビデオ・レポート

2
耳の仕組みと聞こえの仕組み（講義）

第１・２講座、指文字（実技）
図・テープ・絵カード・指文字表

3
ことばの発達・福祉制度と支援組織（講義）

第３・５講座（実技）

4 手話の成立と発展（講義）　第４・６講座（実技） プリント

5 第7・8講座（実技）

6

60時間

手話

担当教員 廣川　和子 〇

対象学科 こども福祉教育学科 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

授業概要、目的、

授業の進め方

手話検定４級受験に向けての学習を通し、福祉に貢献する意識やスキルを身に付け、保育・幼児教育分野に

も活かしていけるようにする。

単語数：５００程度　　　 基本例文数：１００程度　　（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）
手話検定4級受験→合格

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント　DVD

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
手話とは聴覚障害者の分類・人の暮らしと耳の役割（講義）

挨拶・肯定と否定（実技）
プリント・ラジカセ



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

10 点字の表記　　分かち書き　　　複合語② 25　オリジナル点字絵本の制作⑥

12 点字絵本の制作② 27　オリジナル点字絵本の制作⑧

11 点字絵本の制作①　制作にあたっての説明 26　オリジナル点字絵本の制作⑦

7 点字の表記　　分かち書き　　　文節分かち書き①
22　オリジナル点字絵本の制作③

　　本文を完成させて提出する

9 点字の表記　　分かち書き　　　複合語① 24　オリジナル点字絵本の制作⑤

8 点字の表記　　分かち書き　　　文節分かち書き② 23　オリジナル点字絵本の制作④

13 点字絵本の制作③ 28　オリジナル点字絵本の制作⑨

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。

14 点字絵本の制作④ 29　オリジナル点字絵本の制作⑩

15 点字絵本の性格5
30　オリジナル点字絵本の制作⑪

貼り付けて完成・提出

4 点字の表記　　語の書き表し方　　かなづかい② 19　点字絵本の制作⑨　貼り付けて完成・提出

3 点字の表記　　語の書き表し方　　かなづかい① 18　点字絵本の制作⑧

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

2 点字を読む② 17　点字絵本の制作⑦

1 オリエンテーション　　点字を読む① 16 　点字絵本の制作⑥

5 点字の表記　　語の書き表し方　　かなづかい③ 20　オリジナル点字絵本の制作①　概要についての説明

6 点字の表記　　語の書き表し方　　数字
21　オリジナル点字絵本の制作②

　　本文の大まかな内容について発表する

６０時間

点字

担当教員 中村　京子 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前後期

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

視覚障がい者にとって重要な情報手段である点字を理解するための基本を学ぶ

点字の読み書きの基本を覚える

点字の絵本を作ることによって文章を自在に書けるようにする　（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）

点字の読み書きができるようになる

点字絵本の制作を通して点訳の基本的なルールを覚える

ビジネス点字検定３級の合格を目指す

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「初めての点訳集第３版」　「ながぐつをはいたねこ」



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
高齢者施設で介護福祉士の経験のある教員が具体的な高齢者、障害者の介護の技術を教

授する。

7 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

5 入浴の介助 配布プリント

6 更衣の介助 配布プリント

3 食事の介助 配布プリント

4 排泄の介助 配布プリント

1 コミュニケーションの基本 配布プリント

2 移動・移乗 車いす　配布プリント

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

１５時間

授業概要、目的、

授業の進め方

介護を必要とする方がその人らしい生活を自分の意思で送っていただくための介

護技術を具体的な場面ごとに学ぶ。（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）
介護職員初任者研修終了

必修・選択 選択 単位数 2 時間数

介護の理解と介護技術

担当教員 渡辺　義之 〇

対象学科 こども福祉教育学科 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

15 卒業研究発表会

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、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）

13 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

14 プレ発表 各自調査、研究

11 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

12 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

9 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

10 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

7 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

8 中間検討会 各自調査、研究

5 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

6 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

3 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

4 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

1 研究テーマの説明 配布プリント

2 研究の進め方 配布プリント

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
必要に応じた参考資料、図書、自作教材の材料等

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

６０時間

授業概要、目的、

授業の進め方

　テーマを決め研究していく。研究計画、データ取得、などをゼミ形式で進めていく。終盤で研究発表会を

行い、研究内容をまとめ上げ発表するスキルを身につける。研究テーマは「保育・幼児教育」に関わるもの

とし、主にこどもの発達と児童文化財に関する課題を中心に選択する。　（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）

研究した成果はもちろんのこと、自主的な研究の進め方、研究成果の取りまとめ方、プレゼン技法の習得な

どを通して、専門職者として必要な知識・技能を身につける。

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

卒業論文

担当教員 宮島　俊男 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3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

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 ６０時間

卒業制作

担当教員 宮島　俊男 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

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

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：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

4 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

5 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

2 テーマについての話し合い グループワーク

3 総合的な作品つくりについての話し合い グループワーク

8 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

9 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

6 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

7 流れの確認 グループワーク

12 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

13 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

10 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

11 流れの確認 グループワーク

16 ゼミにわかれて構成の話し合い グループワーク

17 ゼミにわかれて構成の話し合い グループワーク

14 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

15 流れの確認 グループワーク

20 ゼミにわかれて通し練習 グループワーク

21 ゼミにわかれて通し練習 グループワーク

18 ゼミにわかれて構成の話し合い グループワーク

19 流れの確認 グループワーク

24 全体通し練習

25 全体通し練習

22 ゼミにわかれて通し練習 グループワーク

23 流れの確認

28 プレ発表

29 卒業制作発表会

26 全体通し練習

27 全体通し練習

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

6

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。

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Ａ（100～80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 選択実習 各々の希望箇所での１０日間の実習

授業概要、目的、

授業の進め方

学生自身が今までの学校生活での経験と学びを振り返り、就職を視野に入れて経験する実習であ

る。

実習先の選択、依頼も自身で行い、実習や就職に対する意欲も養う。

（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）
自身の課題や目標を設定し、自身の経験値や視野を拡大する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

８０時間

現場実習（選択）

担当教員 実習先職員 〇

対象学科 こども福祉教育学科 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


