
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 子ども家庭福祉の諸相 パワーポイント

15 要保護児童とその過程に対する支援 パワーポイント

12 保育所における子育て家庭支援 パワーポイント

13 地域における子育て家庭支援 パワーポイント

10 子育て家庭支援の体系 パワーポイント

11 保育者による家庭支援の原理 パワーポイント

8 子育て家庭を支援する社会資源 パワーポイント

9 新たな子育て支援制度 パワーポイント

6 要保護家庭の問題 パワーポイント

7 子育て家庭を支援する法・制度 パワーポイント

4 社会環境の変化と現代の家庭 パワーポイント

5 現代の家庭と子育てをめぐる問題 パワーポイント

2 家族と家庭の形態と機能 パワーポイント

3 ライフステージ パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 家族・家庭・世帯とは パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

子育て家庭を取り巻く様々な社会的状況について把握し、保育の専門性を活かした子ども家庭支援の現状と

課題について理解を深める。子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開を理解する。特別なニーズをも

つ子育て家庭への支援方策として関係機関の連携等、各ニーズの特性を捉えながら学習を進める。

学習目標

（到達目標）

レポート：子育て家庭を取り巻く社会的状況について理解する。特別なニーズをもつ子育て家庭に対する支援の特性を理

解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科目試

験：レポート学習した内容の総括として、様々な子育て家庭支援に応じた多様な支援の展開と連携、子ども家庭支援の現

状と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

「こども家庭支援論」（豊岡短大配本テキスト）　「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こども家庭支援論

担当教員 坂井　摂子 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

実務経験教員の経歴
保育士としての保育所勤務経験での保育所での子ども達を取り巻く環境や保育における

環境構成について教授する。

8 保育者としての専門性の向上 パワーポイント

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。

6 地域・施設との関わり パワーポイント

7 地域探検 パワーポイント

4 幼児の身近な環境との関わり パワーポイント

5 行事 パワーポイント

2 領域「環境」の位置づけ パワーポイント

3 保育における環境(保育と環境) パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 環境の定義 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

こどもを取り巻く環境は様々であり、その中でこどもは生活をしている。具体的な環境例を示しながら、そ

れらとこどもの発達の関係性を考える。また、環境を通して行う保育の意味をしっかり学習し、保育者自身

が保育環境をデザインする力を身につける必要がある。そのために様々な環境との出会いに気づき、それに

ついて深く学ぶ。

学習目標

（到達目標）

レポート:環境を通して行う保育の意味をしっかり理解する。保育における環境の意義・種類を学習し、保育環境のデザイ

ンが出来るようになる。科目試験:保育における環境の意義・種類を理解し、保育者の専門性の意味を知る。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「環境論」（豊岡短大配本テキスト）「幼稚園教育要領解説」(最新版)（フレーベル館）「幼保連携型認定

こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)　「保育所保育指針解説」（フレーベル館）

１５時間

環境論

担当教員 酒井　亜樹 ○

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 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 まとめ 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 作品の研究及び発表 配布資料

7 幼児造形教育の課題について 配布資料

4 つくる領域に伴う製作Ⅱ(つくる活動における指導・援助と実際) 配布資料

5
造形あそびの領域に伴う製作Ⅲ(造形遊びにおける指導・援助と実

際)
配布資料

2 幼児造形(表現)の特徴・領域・道筋について 配布資料

3 えがく領域に伴う製作Ⅰ(えがく活動における指導・援助と実際) 配布資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 幼児造形教育の重要性と研究の視点について 配布資料

授業概要、目的、

授業の進め方

幼児造形の指導・援助者として形や色等の造形の基本的な理論を学習しながら、実際にそれらについてテー

マをもとに色彩分割及び構成学習を行う。また、具体的な描写によって観察力を養い、合わせて用具や描画

材の特性を利用してさまざまな表現技法から想像力を高め、体験的に理解する。さらに、さまざまな素材を

もとに、それらの特性を活かして創意工夫しながら製作を展開し、平面及び立体における造形教育に必要と

なる知識や技術を身につける。

学習目標

（到達目標）

スクーリング:1.乳幼児造形教育の指導・援助者として必要となる形や色や質感等の基礎的な知識及び技能について理解が

できる。2.えがく領域、つくる領域、造形あそびの領域の製作を通して、基礎的な知識及び技能について習得ができる。

3．教材研究及び発表を行うことで思考力や表現力を高めることができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「造形表現論」（豊岡短大配本テキスト）「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保連携型

認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

１５時間

こどもと造形

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 2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

実務経験教員の経歴 無し

8 表現運動(運動遊び)における安全指導 パワーポイント

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。

6 こどもの表現運動Ⅱ パワーポイント

7 発達段階と表現運動の実践(表現運動遊びの実践) パワーポイント

4 身体コントロール能力の向上 パワーポイント

5 こどもの表現運動Ⅰ パワーポイント

2 こどもの発達と運動について パワーポイント

3 運動遊びの基本的な動き パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 社会的背景を考慮する パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

こどもの表現遊びや運動が年齢に応じて展開されていくことを理解し、表現遊び運動の実践例からイメージ

を膨らませ、安全に楽しく表現遊びが展開できる知識及び実践力を理論的に深める。

学習目標

（到達目標）

レポート：表現運動における援助者の役割について理解し、人的環境について説明するとともに、幼児の身体表現活動の留意点について理

解し、実践事例をあげて自分の考えを持つことができる。

科目試験：表現活動は、日常におけるこどもを取り巻く生活環境が大きく関係し、豊かな感性に関連していることを理解するとともに、表

現遊びや表現運動が5つの領域に相互に関わり成り立っていることを理解する。また、こども同士での運動遊びにおける表現や心身の健康

など、援助者として発達状況に応じた援助の在り方を理解し、各種の問題に取り組む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

「表現とこどもの運動」（豊岡短大配本テキスト）　「幼稚園教育要領解説」(最新版)(フレーベル館)　　　「保育所保育

指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

１５時間

表現とこどもの運動

担当教員 橋本　麻里 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

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、助産師としての経験から乳幼児の身体の発達および健康、安全の管理について

教授する。

14 地域の関係機関との連携 パワーポイント

15 学生自身の振り返り(まとめ) パワーポイント

12 プライバシーの保護・守秘義務 パワーポイント

13 保護者に対する子育て支援 パワーポイント

10 事故防止・安全対策 パワーポイント

11 健康及び安全管理の実施 パワーポイント

8 感染症対策 パワーポイント

9 災害対策 パワーポイント

6 障害のある子どもへの対応 パワーポイント

7 子どもの疾病の予防及び適切な対応 パワーポイント

4 子どもの身体的発育・発達と保険 パワーポイント

5 子どもの心身の健康状態 パワーポイント

2 保健活動の意義 パワーポイント

3 地域における保健活動と虐待防止 パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 子どもの心身の健康と保健の意義 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

①小児保健の意義を理解し、それぞれの発達段階における身体的、生理的、社会性も踏まえた精神機能の発

達について学ぶ。②発達段階のおける子どもの病気の特徴や予防について学び、健康状態の把握の方法、他

の関係機関との連携の在り方を学び適切な対応について理解する。③子どもの保健衛生活動に関連する機

関・施設の役割について理解する。

学習目標

（到達目標）

レポート：設題についてポイントを押さえて学習し小児保健の意義が理解でき、保育実践に活かせる。　　　　　　科目

試験：子どもの心身の健康増進を図る保健活動について理解し、現代社会における子どもの健康に関する現状や課題につ

いて理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「こどもの保健」（豊岡短大　配本テキスト）「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保連携

型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもの保健

担当教員 夏目　文子 ○

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

z

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、助産師としての経験から乳幼児の身体の発達および健康、安全の管理について

教授する。

14 学生自らのリフレクション パワーポイント

15 まとめ

12 学生自らのリフレクション パワーポイント

13 学生自らのリフレクション パワーポイント

10 保育における保健活動の計画および評価 パワーポイント

11 保育における保健活動の計画および評価 パワーポイント

8 健康管理・安全管理の連携の必要性 パワーポイント

9 保育における保健活動の計画および評価 パワーポイント

6 個別的な配慮を要する子どもへの対応 パワーポイント

7 健康管理・安全管理の連携の必要性 パワーポイント

4 子どもの病気とその予防、適切な対応 パワーポイント

5 子どもの病気とその予防、適切な対応 パワーポイント

2 保育における感染症対策 パワーポイント

3 保育における健康・安全の危機管理 パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 子どもの保健的観点を踏まえた保育環境及び援助 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

・現代社会における子どもの健康問題や地域保健活動について理解する。　　　　　　　　　　　　　　・

保育における衛生管理・事故防止および安全対策・危機管理・災害管理について具体的に理解する。　・子

どもの体調不良や傷害(応急処置・救急処置)に対する適切な対応について理解する。

学習目標

（到達目標）
スクーリング：演習を通して、実践力を高め具体的な対応や援助方法が、保育現場で活かせる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「こどもの保健」（豊岡短大配本テキスト）　「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

１５時間

こどもの健康と安全

担当教員 夏目　文子 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

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
特別支援学校教諭の経験を活かし、障害のある子供たちの理解とその援助についてを教

授する。

14 統合保育の活動 グループ発表

15 統合保育の活動 グループ発表

12 統合保育の活動 グループ発表

13 統合保育の活動 グループ発表

10 障がい児保育の健康と安全 テキスト

11 統合保育の活動 テキスト

8 障がい児のコミュニケーション DVD

9 障がい児と遊ぶ DVD

6 その他の障がい児の理解と支援 テキスト

7 支援体制の構築（職員間、家族、地域社会、子ども同士） テキスト

4 身体障がい児の理解と支援 テキスト

5 知的、発達障がい児の理解と支援 テキスト

2 障がいのある子どもとの統合保育と地域社会への参加 テキスト

3 差別解消と合理的配慮 パワーポイント　プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 障がいの概念と障がい児保育の歴史的変遷 テキスト

授業概要、目的、

授業の進め方

１．	　障害児保育を支える理念や歴史的変遷について学び、障害児及びその保育について理解する

２．	個々の特性や心身の発達等に応じた援助や配慮について理解する

３．	障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育における計画の作成や援助の具体的な方法について理解する

４．	障がい児その他の特別な配慮を要する子どもの家庭への支援や関係機関との連携・協働について理解する

５．	障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育に関する現状と課題について理解する（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

発達障がいを理解し、統合保育（教育）について自分の考えを持つことができる。

障がい者福祉の歴史を理解し、地域の中で障がい児を支援するネットワークを理解することができる。

障がいを正しく理解し、コミュニケーション、リーダーシップなど、障がい児保育をするうえで必要な力を身に着ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
パワーポイント　自作プリント　「障害児保育」（豊岡短大配本テキスト）

３０時間

障害児保育

担当教員 平賀　哲 ○

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

実務経験教員の経歴 無し

8 乳幼児期の身体活動の在り方 パワーポイント

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。

6 乳幼児期の運動発達の特徴 パワーポイント

7 乳幼児期において多様な動きを獲得することの意義 パワーポイント

4 乳幼児の安全教育に関する基本的な考え方 パワーポイント

5 乳幼児期の怪我の特徴や病気の予防 パワーポイント

2 乳幼児期の諸機能の発達と健康課題 パワーポイント

3 乳幼児期の体の発達的特徴 パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 乳幼児期と健康 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

乳幼児期は、生涯にわたって必要となる健康な心と体の基礎をつくる重要な時期である。幼児期の運動発達

における大人との相違について映像資料や事例を活用し、幼児期において多様な動きを獲得していくことの

意義と重要性を理解できるようにする。また、乳幼児期の子どもたちの健康に対する知識と発育発達につい

て学ぶ。

学習目標

（到達目標）

レポート:健康に対する考え方を理解し簡潔に述べることができる。また、幼児期における健康について、生活習慣と生活リズムが深く関係していることを保育者

の立場で述べることができる。科目試験:乳幼児期における健康は、日常における生活環境が大きく関係して成立していることを理解するとともに、健康成立にか

かわる様々な問題について取り組む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
パワーポイント

１５時間

健康論

担当教員 橋本　麻里 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

①操

作性

実務経験教員の経歴 無し

8 身体の表現による伝承遊びⅡ(遊具を使った) パワーポイント

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。

6 サーキット遊び パワーポイント

7 身体の表現による伝承遊びⅠ(遊具を使わない) パワーポイント

4 道具を使った遊びⅡ(身近な遊具) パワーポイント

5 大型遊具を使った遊び パワーポイント

2 固定遊具の遊び パワーポイント

3 道具を使った遊びⅠ パワーポイント

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 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

発達段階に応じた運動遊びを準備し、グループ毎での発表を通して、理解を深め、同時にこども達が自主的

に楽しく且つ安全に展開する援助方法を学ぶ。

学習目標

（到達目標）

スクーリング：1.こどもが主体的に遊びに取り組める援助方法を習得する。2.演習で取り扱う運動遊びと成長

発達の関係を理解する。3.運動遊びと運動機能・体力の関係を理解する。4.演習で取り扱う運動遊びを習得す

る。5.運動遊びを楽しく、安全に実施する環境づくりを学ぶ。6.運動遊びで培われる体と心、社会性を理解

する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保連携型認定こども園教育・保育「幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもと体育

担当教員 佐近　慎平 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

実務経験教員の経歴
特別支援学校教諭としての勤務経験から障害児への保育・教育において実際に求めらる

課題について教授する。

8 特別な教育的ニーズを考える(現代的な視点から) 保育所保育指針　自作プリント

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。

6 特別支援教育コーディネーター 保育所保育指針　自作プリント

7 保護者・家庭支援と連携 保育所保育指針　自作プリント

4 子供のニーズに合わせた支援 自作プリント

5 教育チームによる組織的支援 保育所保育指針　自作プリント

2 発達障害や軽度知的障害を持つ子供の特性 保育所保育指針

3
視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な

障害のある子供の特性
自作プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 特別な教育的ニーズを持つ子供への教育課程(特別支援とは) 自作プリント　保育所保育指針

授業概要、目的、

授業の進め方

特別な教育的ニーズを持つ子供を支援するにあたって、子供自身の特性を理解するのはもちろん、子供を支

援するために必要な社会的資源や関係機関についての知識、個別の教育支援計画の作成方法とその利用方

法、教育課程と学びと生活の場のあり方についても理解を深めるよう、特別支援教育に関わる幅広い内容を

示す。

学習目標

（到達目標）

レポート:「教育的ニーズ」とは何かを理解し、「ニーズに応じた教育・支援の展開」とはどういうことかを説明できる。視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱および保護者や家庭を

取り巻く問題、母国語や貧困にかかわる問題など、特別な教育的ニーズのある子どもの生活等における困難についての基礎的な知識を説明することができる。　　　　　科目試験:特別な教育的

ニーズのある子どもの特性を説明できる。様々な家庭に関わる保育者の基本的知識としての法律的知識や実際の関わり方を示すことができる。個別の教育計画の役割を踏まえながら例示すること

ができる。特別支援教育コーディネーターの役割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

「特別支援教育」（豊岡短大配本テキスト）「幼稚園教育要領解説」(最新版)(フレーベル館)　「保育所保育指針解説」

(最新版)(フレーベル館)　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

１５時間

特別支援教育

担当教員 平賀　哲 ○

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 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 無し

14 健康と自然環境、園外保育の活動内容 パワーポイント

15 保幼小連携と保育内容「健康」のまとめ パワーポイント

12 安全管理と安全教育、交通安全指導、避難訓練 パワーポイント

13 健康と自然環境、園外保育の活動内容 パワーポイント

10
子どもの遊びの発達と健康、幼児の遊びを豊かにするための保育者

の役割
パワーポイント

11 安全管理と安全教育、交通安全指導、避難訓練 パワーポイント

8 基本的生活習慣の獲得、幼児の生活スタイルの現状と問題点 パワーポイント

9
子どもの遊びの発達と健康、幼児の遊びを豊かにするための保育者

の役割
パワーポイント

6 子どものこころの健康、こころの発達とストレスのサイン パワーポイント

7 基本的生活習慣の獲得、幼児の生活スタイルの現状と問題点 パワーポイント

4 乳幼児の心身の発育発達、幼児期の心の発達、幼児期の身体発達 パワーポイント

5 子どものこころの健康、こころの発達とストレスのサイン パワーポイント

2
領域「健康」の意味(保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領のねらいと内容の理解)、保育の意義と児童館
パワーポイント

3 乳幼児の心身の発育発達、幼児期の心の発達、幼児期の身体発達 パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
領域「健康」の意味(保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領のねらいと内容の理解)、保育の意義と児童館
パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

乳幼児期の健康に関する幅広い知識と個々の発育発達の状態に合った配慮の仕方、子どもが健康でたくまし

く育つための具体的な方法について、現代社会の子どもを取り巻く生活環境にも目を向けながら子どもの積

極的な健康づくり指導を目指す。

学習目標

（到達目標）

スクーリング:乳幼児の健康づくりに関わる重要な要素について理解し、計画性を持って保育現場で応用ができるような知

識・知力を養うことを目標とする。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「幼稚園教育要領解説」(最新版)(フレーベル館)　「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保

連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもの指導法「健康」

担当教員 橋本　麻里 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

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
保育士としての保育所勤務経験での保育所での子ども達を取り巻く環境や保育における

環境構成について教授する。

14 様々な環境との出会い パワーポイント

15
こどもの遊びの世界における「3間」の意味と保育の課題(小学校と

の連携等)
パワーポイント

12
こどもの遊びの世界における「3間」の意味と保育の課題(小学校と

の連携等)
パワーポイント

13 保育者の4つの役割 パワーポイント

10 保育者の4つの役割 パワーポイント

11 様々な環境との出会い パワーポイント

8 保育環境のデザイン パワーポイント

9 保育者の3つの役割 パワーポイント

6 保育における環境の重要性と小学校との連続性 パワーポイント

7 保育環境のデザイン パワーポイント

4 身近な環境の構成(指導案の構成と作成) パワーポイント

5 保育における環境の重要性と小学校との連続性 パワーポイント

2 領域「環境」の位置づけ パワーポイント

3 身近な環境の構成(指導案の構成と作成) パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 環境とは パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

こどもは、様々な環境の中で生活をしている。それは家庭・地域社会・保育所・幼稚園・認定こども園であり、また「物

的環境」「人的環境」「自然環境」「社会環境」の中で生きている。様々な生活経験を通して、人格形成をはじめ思考

力・創造力・想像力等を学んでいく。本科目では、環境とは何かを理解しそこにどう関わるかを中心に、保育現場におけ

る具体的事例を挙げて学習していく。また、グループ学習を含め、視聴覚機材を使用し、より深く学んでいく。

学習目標

（到達目標）

スクーリング:1.保育内容「環境」のねらいと内容を理解する。2.こどもを取り巻く様々な環境の理解と関心を持つ。3.保育

者の役割を常に考え、保育実践力をつける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「幼稚園教育要領解説」(最新版)(フレーベル館)　「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保

連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもの指導法「環境」

担当教員 酒井　亜樹 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

評価方法・成績評価基準

実務経験教員の経歴 無し

15 まとめ

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。

13 保育の展開と情報機器及び教材の活用 配布プリント

14 保育の展開と情報機器及び教材の活用 実践

8 えがく、つくる、造形あそびの保育展開（指導法） 実践

12 えがく、つくる、造形あそびの保育展開（指導法） 実践

7 実践的な指導法(模擬保育等)の学習(えがく・つくる・造形あそび) 実践

11 実践的な指導法(模擬保育等)の学習(えがく・つくる・造形あそび) 実践

6 教材研究を伴う製作Ⅲ（造形あそび） 実践

11 教材研究を伴う製作Ⅲ（造形あそび） 実践

5 教材研究を伴う製作Ⅱ（つくる） 実践

10 教材研究を伴う製作Ⅱ（つくる） 実践

4 教材研究を伴う製作Ⅰ（えがく） 実践

9 教材研究を伴う製作Ⅰ（えがく） 実践

2
造形教育の思想と指導法の推移及びこどもの発達段階における表現

の特徴
配布プリント

3 こどもの発達段階における表現の特徴と指導・援助(指導案)と評価 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
幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園　教

育・保育要領における「表現」領域及び小学校との連携（「図画工
配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

乳幼児の表現活動の大切さと発達過程や造形的な表現の特徴を理解する学習をする。さらに材料・用具、手

法をもとに「えがく」「つくる」「造形あそび」などの題材や環境構成、援助のあり方についての知識と製

作体験とを関連づけながら学習を深める。

学習目標

（到達目標）

スクーリング:1.保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解できる。2.乳幼児の表現活動の

大切さと発達段階を踏まえた造形的な表現の特徴が理解できる。3.乳幼児の造形表現活動の展開と援助のあり方を学び、

保育者としての知識と技術が習得できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「造形表現論」（豊岡短大配本テキスト）「幼稚園教育要領解説」(最新版)(フレーベル館)　「保育所保育指針解説」(最

新版)(フレーベル館)　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもの指導法「造形表現」

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 2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

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
保育士として保育所、学童クラブでの勤務経験からの保育所保育指針における表現の中

でも言葉領域についてまた、様々な言葉を表現する文化財について教授する。

14 指導案実践 グループ発表

15 指導案実践　まとめ グループ発表

12
年間指導計画への位置づけと指導案の作成、並びに保幼小連携につ

いて
教材制作材料　指導案用紙

13 指導案実践 グループ発表

10 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(4) 配布プリント

11 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(4) 実践

8 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(3) 配布プリント

9 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(3) 実践

6 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(2) 配布プリント

7 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(2) 実践

4 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(1) 配布プリント

5 言語表現を育む児童文化財の作成とその指導(1) 実践

2 児童文化財による乳幼児の言語表現活動 パワーポイント

3 言語表現が豊かになる児童文化財の指導 パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 こどもの言語表現指導法と指導案の作成 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

幼稚園教育要領・保育所保育指針における「表現」と、幼児の心の表現を学び、言語表現に利用できる児童

文化財の作成を試みる。作成した児童文化財を用いての表現演習を通して、言語表現活動の指導法につい

て、問題点を出し合い、解決する力を身につける。また、国内外の実践保育について調査し、その取り組み

について考える。

学習目標

（到達目標）

スクーリング:乳幼児期の発達に応じた言語表現活動の指導法について述べることができる。言語表現活動をするための基

本的な知識を身につけ実践することができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「幼稚園教育要領解説」(最新版)(フレーベル館)　「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保

連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもの指導法「言語表現」

担当教員 稲垣　孝 ○

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 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 無し

14
ポートフォリオなどを活用した「音楽表現の可視化」の実践と「学びの振り

返り」の理解
楽譜　ピアノ演奏実践

15
小学校1年生、教科「音楽」への接続と学びの連続性についての理

解とまとめ
楽譜　ピアノ演奏実践

12 模擬保育「わらべうた・伝承遊びを楽しむ」の実践と指導案の討議 楽譜

13
模擬保育「自然物や身近な素材を活かして楽器遊びをしよう」の実

践と指導案の討議
楽譜　ピアノ演奏実践

10 指導計画に基づいた指導案の作成とポイントと模擬授業の進め方 パワーポイント

11 模擬保育「いろいろな音を集めてあそぼぅ」の実践と指導案の討議 DVD

8 領域「表現」と他の領域とのかかわりの理解と応用 楽譜　ピアノ演奏実践

9 器楽による表現活動の理解と実践 DVD

6
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

7 「わらべうた」や「伝承あそび」などにおける実践 楽譜　歌唱実践

4 声の仕組み、「歌う」表現活動の理解 ピアノ演奏実践

5
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

2 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

3
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
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。

学習目標

（到達目標）

スクーリング：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）「音楽表現論」（豊岡短大配本テキスト）「幼稚園教育要領解説」(最新

版)(フレーベル館)　「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最

新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもの指導法「音楽表現」

担当教員 山際　規子 〇

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

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
スクールカウンセラーとしての勤務経験からこどもおよび家族の問題と相談技術について

教授する。

14
相談支援と家庭・学校・地域との連携と相談支援（幼・小の連携、

親との連携）
配布プリント

15
相談支援の課題と対応（教育相談における校内支援体制、相談支援

計画の作成）
配布プリント

12
相談支援の実際①（発達障害、知的障害、自閉・情緒障害、特別な

配慮を要するこどもたち）
配布プリント

13
相談支援の実際②（不登園・不登校、いじめ、虐待・非行と小・中

学生の心理アセスメント）
配布プリント

10
.幼稚園・保育園における園児への心理的援助及びその保護者との相

談支援
配布プリント

11 小学校における児童への心理的援助及びその保護者との相談支援 配布プリント

8
こどもの自己理解を進める技法　こどもの自己表現と自己理解の発

達
配布プリント

9

幼児・こども理解とカウンセリング・マインド（実際のカウンセリ

ングと教師の行う相談支援の違いを理解する・教師の行う相談支援

の理解を深める）

配布プリント

6 こどもを理解する方法②（観察・記録・省察・評価） 配布プリント

7
こどもを理解する方法③（職員間の情報共有、保護者との情報共

有）
配布プリント

4
こどもを理解する視点②（葛藤やつまずき、保育環境の理解と構

成、環境の変化や移行）
配布プリント

5 こどもを理解する方法①（知能検査・発達検査・行動観察法、他） 配布プリント

2

相談支援の基本　相談支援の基本・カウンセリングの基本（意義・

理論）とカウンセリングの基本的な方法（受容的態度と共感、傾

聴）

配布プリント

3
こどもを理解する視点①（こどもの生活や遊び、保育の人的環境、

こども相互の関わり、集団における経験）
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
こどもの実態に応じた発達や学びの把握(こどもの理解の意義、養護

保育の一体的展開、幼児理解を深める教師の基礎的な態度)
配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

相談支援の究極的な目的は、こどもの人間形成、人格形成にある。幼児、児童、生徒を対象にした現場におけ

る相談支援に重点を置き、発達と成長の基礎理論、生活指導、しつけ、学習適応等について学ぶ。また、カウ

ンセリングの基本的態度や技法について学び、様々な心理アセスメントの内容・活用について理解を深める。

学習目標

（到達目標）

レポート：幼児教育の課題と家庭との連携の在り方、心理アセスメントの活用について理解できるようになる。

科目試験：カウンセリングの基本と心理アセスメントの活用、保・幼・小及び家庭との連携が理解できるようになる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「こどもの理解と相談支援」（豊岡短大配本テキスト）「幼稚園教育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

３０時間

こどもの理解と相談支援

担当教員 小栁　円 ○

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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  ネットワークの知識と技術２（チームビルディング） 配布プリント

15 社会的養護の課題と展望 配布プリント

12 ネットワークの知識と技術１（ディスカッション） 配布プリント

13  ネットワークの知識と技術２（チームビルディング） 配布プリント

10 相談援助の知識と技術３（コーチング） 配布プリント

11 ネットワークの知識と技術１（ディスカッション） 配布プリント

8 相談援助の知識と技術２（リーダーシップ） 配布プリント

9 相談援助の知識と技術３（コーチング） 配布プリント

6 相談援助の知識と技術１（コミュニケーション） 配布プリント

7 相談援助の知識と技術２（リーダーシップ） 配布プリント

4 自立支援 パワーポイント

5 相談援助の知識と技術１（コミュニケーション） 配布プリント

2  社会的養護の子どもの理解 パワーポイント

3 自立支援 パワーポイント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1  社会的養護の子どもの理解 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

スクーリングによる体験的な授業で、コミュニケーション力、リーダーシップなど必要な技術と、ネット

ワーク運営のための技術を身に付ける。

学習目標

（到達目標）

スクーリング:社会的養護の対象の子どもを理解し、その困難を共に支えるための技術、知識、価値観を身に

付ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「保育所保育指針解説」(フレーベル館)　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(フレーベル館)

３０時間

社会的養護Ⅱ

担当教員 田代　健一 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

評価方法・成績評価基準

実務経験教員の経歴 無し

30 まとめ 配布資料

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 調理実習

29 グループ実践の発表

26 グループでの献立計画 グループワーク

27 調理実習 調理実習

24 調理実習

25 特別な配慮を要するこどもへの支援 配布資料

22 食育の実践のための基本的知識の理解と実践法 調理実習

23 調理実習

20 調理実習

21 調理実習

18 調理実習

19 「楽しく食べるこどもに」の実践のための食育の基本と内容

16 こどもの発育・発達と食生活	　３）学童・思春期 調理実習

17 調理実習

14 調理実習

15 調理実習

12 調理実習

13 こどもの発育・発達と食生活	　２）乳・幼児期 調理実習

10 こどもの発育・発達と食生活	　１）離乳期 調理実習

11 調理実習

8 栄養の基本的概念と栄養素についての理解 パワーポイント

9 食事摂取基準・献立作成及び食品についての理解 配布資料

6
保育所食育指針および食育基本法の理解と実践のための計画評価環

境整備
パワーポイント

7 特別な配慮を要するこどもへの対応 パワーポイント

4 こどもの食生活の現状と課題についての理解 配布資料

5 食育実践のための基礎知識 配布資料

2 食事摂取基準・献立作成および食品についての理解 配布資料

3 ライフステージ毎のこどもの発育発達と食生活についての理解 配布資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 栄養に関する基本概念と栄養素についての理解 配布資料

授業概要、目的、

授業の進め方

1.レポート課題・単位認定試験出題課題を中心に、テキスト・参考図書だけではなくより広い視点からこど

もの食と栄養について深く理解する。2.スクーリングを通して学習成果に対する学習の理解を深め、実践力を

つける。3.普段からあらゆる視点でこどもの食と栄養について興味関心を持ち、質問用紙等を活用して向上

心を持って高い資質を身につける。

学習目標

（到達目標）

レポート:小児期における栄養や食生活の重要性を理解し、起こりやすい食行動上の問題点を挙げ、その対応方法について考える。科目試験:1.母乳栄養と利点や問

題点を理解し、調整粉乳の種類、用途、特徴を理解する。2.成長や発達に欠かせない栄養素の体でのはたらきを理解する。3.離乳の必要性や離乳食の役割を知り、

離職をどのように進めていくのか理解する。スクーリング:1健康な生活の基本としての食生活の意義及び基本的知識を学ぶ。2.こどもの発育発達にあわせた食生活

とその意義実践について理解する。3．食育を行うための基礎知識を学びその重要性を理解し、食育を行うための地域社会との関わりを持ちながら、それを活かし

て活用するための力をつける。4．家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について理解する。5.特別な配慮を要するこどもの食と栄養について理解す

る。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「こどもの食と栄養」（豊岡短大配本テキスト）「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保連

携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新版)(フレーベル館)

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 ３０時間

こどもの食と栄養

担当教員 萱場　佳代 ×

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



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
子どもの理解に基づく発達援助②

保育所保育指針解説

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
子どもを理解する方法②

保育所保育指針解説

7
子どもの理解に基づく発達援助①

保育所保育指針解説

4
子どもを理解する視点②

保育所保育指針解説

5
子どもを理解する方法①

保育所保育指針解説

2 子どもの実態に応じた発達や学びの把握② 保育所保育指針解説

3
子どもを理解する視点①

保育所保育指針解説

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 子どもの実態に応じた発達や学びの把握① 保育所保育指針解説

授業概要、目的、

授業の進め方

授業計画の1～8では以下のことを習得することを目指す。1．保育実践において、実態に応じた子ども一人

一人の心身の発達や学びを把握することの意義について理解する。2.子どもの体験や学びの過程において、

子どもを理解する上での基本的な考え方を理解する。3.子どもを理解するための具体的な方法を理解する。

4.子どもの理解に基づく保育士の援助や態度の基本について理解する。

学習目標

（到達目標）

スクーリング:子ども理解と援助について、授業計画の各項目について理解し、それを踏まえて将来の実践に

どのように活かしたいか考えることができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「保育所保育指針解説」(最新版)(フレーベル館)　「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(最新

版)(フレーベル館)

１５時間

こどもの理解と援助

担当教員 平野　雅子 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 2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

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、幼稚園での実習の心構えや具体的な記

録や実践について教授する。

8 実践演習

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 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：講義）

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 こども未来教育学科 対象学年 2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

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 保育所実習 保育所で１０日間（８０時間以上）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

１．保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。 ２．観察や子どもとの関わりを通して子ど

もへの理解を深める。 ３．既習の教科目の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支 援について総合

的に理解する。 ４．保育の計画・観察・記録及び自己評価等について具体的に理解 する。 ５．保育士の業

務内容や職業倫理について具体的に理解する（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

子どもの保育及び保護者への支 援について総合的に理解する。保育士の業務内容や職業倫理について具体的

に理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

９０時間

保育実習Ⅰ　（保育所）

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 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

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 保育所以外の児童福祉施設および福祉施設実習 児童福祉施設で１０日間（８０時間以上）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

１．保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。 ２．観察や子どもとの関わりを通して子ど

もへの理解を深める。 ３．既習の教科目の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支 援について総合

的に理解する。 ４．保育の計画・観察・記録及び自己評価等について具体的に理解 する。 ５．保育士の業

務内容や職業倫理について具体的に理解する（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

既習の教科全体の知識･技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を養う。また、施設保育士の業

務内容や職業倫理について具体的に理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

９０時間

保育実習Ⅰ（施設）

担当教員 保育現場職員 〇

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

実務経験教員の経歴 無し

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

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
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：講義）

学習目標

（到達目標）

１．保育実習Ⅰの振り返りと実践的な自己課題の設定ができる。

２．実習を振り返り、保育所の保育者や子どもの実際について理解できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌　「保育実習指導」（豊岡短大配本テキスト）

１５時間

保育実習指導Ⅱ

担当教員 斉藤　裕 ×

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 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 保育所実習 保育所で１０日間（８０時間以上）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

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

９０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 2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

実務経験教員の経歴
保育士として保育所、学童クラブでの勤務経験からの保育所実習での心構えや実践につ

いてを教授する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・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。

14 視覚教材制作(マジックスクリーン)

15 日誌、指導案等の提出の仕方 プリント

12 保育実習のオリエンテーション準備 プリント

13 視覚教材制作(マジックスクリーン)

10 部分実習指導案の作成と実践（個人発表） 実践

11 部分実習指導案の作成と実践（個人発表） 実践

8 出張保育（ペープサート発表） 実践

9 部分実習指導案の作成と実践（個人発表） 実践

6 ペープサート作り(グループ) 実践

7 ペープサートの指導案作り プリント

4 ペープサート作り(グループ) 実践

5 ペープサート作り(グループ) 実践

2 こどもの発達段階によるあそびの違い プリント

3 指導計画案の書き方 保育指導案大百科事典

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 1年次実習の反省を踏まえて具体的な日誌の書き方 プリント

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）

学習目標

（到達目標）
保育実習Ⅰ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Ⅱ

担当教員 稲垣　孝 ○

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 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

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。

14 障害のある方の支援方法 プリント

15 実習での注意点・心構え プリント

12 レクリエーション実習 グループごとのレクリエーション

13 レクリエーション実習 グループごとのレクリエーション

10 実習日誌の書き方 プリント　実習日誌

11 指導（部分）実習について　レクリエーションの考え方 プリント　支援案用紙

8 実習期間中の流れと実習の実際 テキスト　ビデオ

9 実習テーマについて　オリエンテーションについて テキスト　プリント

6 障害児入所施設、児童発達支援センターとは？ DVD　youtube動画　プリント

7 障害者支援施設、障害福祉サービス事業所とは？ DVD　youtube動画　プリント

4 乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設とは？ DVD　youtube動画　プリント

5 乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設とは？ DVD　youtube動画　プリント

2 家族と家族を支える児童福祉とは？
ＤＶＤ「父ちゃん母ちゃん生きるんや」絵本「どんなかん

じかなあ」

3 児童福祉施設について テキスト

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 障がいのある友達と生活を共にするとは？ ＤＶＤ「こころの二人三脚」絵本「かっくん」

授業概要、目的、

授業の進め方

施設実習に向けて、実習施設、対象児童、利用者の理解をする。併せて、児童福祉のあり方、障がいの理

解、障がい者支援について施設養護の背景や援助における配慮について理解を深め、実習に活かす。具体的

な心構えや日誌の書き方、部分実習の計画の立て方、支援のあり方なども学ぶ。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

施設実習（10日間）を目的意識をもって経験し、児童・障害者の支援を理解し、保育者としての倫理観を身

につける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
五訂　福祉施設実習ハンドブック【みらい】・社会福祉用語辞典（第9版）【ミネルヴァ書房】

20時間

保育・教育実習指導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 ２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 幼児教育現場において幼稚園教諭としての実務経験

14 ○指導案を書いてみよう（手遊び・絵本読み聞かせ） 配布プリント

15 ○指導案を書いてみよう（部分実習） 配布プリント

12 ○現場DVDを見ながら　考察につなげるヒント１ 配布プリント

13 ○現場DVDを見ながら　考察につなげるヒント２ 配布プリント

10 ○こんなときどうずる？（各年齢別援助について） 配布プリント

11 ○食事のマナーについて 配布プリント

8 ○手遊び発表会 配布プリント

9 ○こんなときどうずる？（各年齢別援助について） 配布プリント

6 ○排泄・着替えについて 配布プリント

7 ○手遊びノート　作成 配布プリント

4 ○絵本について（読み聞かせる意味）「絵本とは」３ 配布プリント

5 ○紙芝居について 配布プリント

2 ○絵本について（読み聞かせる意味）「絵本とは」１ 配布プリント

3 ○絵本について（読み聞かせる意味）「絵本とは」２ 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 ○幼稚園と保育園の違いについて 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

１．幼稚園と保育所の違いを学ぶ

２．実習に向けて実践力をつける

３．実習に向けて意欲を高める（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
幼稚園実習に向けて、実習の意義を理解し、実践力を身につける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
幼稚園教育要領解説【フレーベル館】　配布プリント

20時間

保育・教育実習指導Ⅱ（幼稚園）

担当教員 荒井　和美 ○

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ２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

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
小学校教諭としての勤務経験から、小学校教科目における『特別活動』の意義や実践に

ついて教授する。

14 クラブ活動 配布プリント

15 これからの特別活動を考える 配布プリント

12 児童会活動 配布プリント

13 学校行事 配布プリント

10 模擬授業（２） 配布プリント

11 模擬授業（３） 配布プリント

8 学級活動（２） 配布プリント

9 模擬授業（１） 配布プリント

6 特別活動の目標と実践（４） 配布プリント

7 学級活動（１） 配布プリント

4 特別活動の目標と実践（２） 配布プリント

5 特別活動の目標と実践（３） 配布プリント

2 教育課程における特別活動の位置づけ 配布プリント

3 特別活動の目標と実践（１） 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 特別活動とは何か？： 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

教育課程における特別活動の位置づけを理解したうえで、特別活動の目標や各内容の機能、課題について理解する。さらに

特別活動に関する模擬授業を通して、特別活動を実践的に指導することができる知識や技能の修得を目指す。

学習目標

（到達目標）

教育課程における特別活動の位置づけとその特質を理解する。

　特別活動の目標について理解する。

　学級活動、児童会活動（生徒会活動）、学校行事、クラブ活動それぞれについて、学校教育における機能と課題を理解

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「特別活動指導法」（姫路大学配本テキスト）

３０時間

特別活動指導法

担当教員 若井　悦子 〇

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 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

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
小学校教諭としての勤務経験から、小学校教科目における『総合的な学習の時間』の意

義や実践について教授する。

14
顕微鏡の使い方になれ、気孔を観察しスケッチすることができる。

配布プリント

15
月の工作を通して、地球と月と太陽の位置関係で月が満ち欠けする理由が説

明できる。
配布プリント

12
身近なペットボトルを活用して､雲の発生、気圧の実験、水圧の実験などが

できるようになる。
配布プリント

13
顕微鏡の使い方になれ、カナダモの葉の細胞を観察しスケッチすることがで

きる。
配布プリント

10
ペットボトル自動車のおもちゃをつくり、おもちゃから空気の存在を学ば

せる方法を知る。
配布プリント

11
てこの働きや規則性について、条件に着目して子どもたちに学ばせる方法を

身につける。
配布プリント

8
だ液の働きの意味を自分の言葉で説明できる。

配布プリント

9
光合成の意味を自分の言葉で説明できる。

配布プリント

6
水の電気分解･爆鳴気の意味を自分の言葉で説明できる。

配布プリント

7
アンモニア噴水実験の意味を自分の言葉で説明できる。

配布プリント

4
花や種子の構造と働きが説明できる。

配布プリント

5
水溶液の性質の意味を自分の言葉で説明できる。

配布プリント

2
新学習指導要領の理科の目標、新学力観、生きる力の意味が説明できる。

配布プリント

3
ヒトや動物の個体維持と種族維持の意義が説明できる。

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
光の屈折の実験を通して、科学概念把握のための7つの要素が説明できる。

配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

小学校理科の内容をエネルギー(物理)、粒子(化学)、生命(生物)、地球(地学)にわけ、それぞれの実験、観察、飼育・栽培

などの基礎的知識および技能を身につける。さらに、実験や観察の結果を考察することで、自然を愛する心情を育てると

ともに、自然の事物・現象についての理解を図り、科学的な見方や考え方､問題解決の能力を養う。

　また、理科の概念把握には命題、ストリング、知的技能、運動技能、イメージ、エピソード、メタ認知の7つの要素の重

要性を認識し、これらの要素を考慮に入れて教材開発する姿勢を身につける。（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

１．４領域（エネルギー、粒子、生命、地球）の基本的な実験・観察方法を修得する。２．光の屈折を例に概念把握のための7つの要素を説明できる。

３．マイクロスケール実験を実践し､その意義と可能性が説明できる。４．意外性のある教材開発の仕方が説明できる。

５．新学習指導要領が誕生した背景とその特徴が説明できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

理科（姫路大学通信テキスト）

配布プリント

30時間

理科

担当教員 小柳津　渉 ×

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 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
小学校教諭としての勤務経験から、小学校教科目における『総合的な学習の時間』の意

義や実践について教授する。

14
模擬授業の事例７(生物分野６年)

推論をキーワードに生物実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

15
模擬授業の自己評価、相互評価

模擬授業をふり返り、メタ認知的に互いの授業を評価しあい、自分の課題を明らかにする。 配布プリント　自己評価シート

12
模擬授業の事例７(地学分野４年)

関係づけをキーワードに地学実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

13
模擬授業の事例７(生物分野５年)

条件制御をキーワードに生物実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

10
模擬授業の事例７(物理分野３年)

比較をキーワードに物理実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

11
模擬授業の事例７(地学分野６年)

推論をキーワードに地学実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

8
模擬授業の事例７(化学分野３年)

比較をキーワードに化学実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

9
模擬授業の事例７(物理分野６年)

推論をキーワードに物理実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

6
模擬授業の事例７(化学分野６年)

推論をキーワードに化学実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

7
模擬授業の事例７(化学分野５年)

条件制御をキーワードに化学実験を取り入れた模擬授業を実施する。
配布プリント　学習指導案

4
概念把握のための7つの要素（命題・ストリング・知的技能・運動技能・イメージ・エピソード・メタ

認知）長期記憶に保存される真に「わかる」とは何か、そのような身につく「わかる」ための条件に

ついて学ぶ。

配布プリント

5
問題解決学習（予想、討論、実験・観察、結果と考察、試行錯誤）

一時間の授業は基本的に問題解決学習的な進め方であることを学ぶ。
配布プリント

2
子どもの素朴概念によりそう　~　子どもの目線にたつための傾聴、共感、

リンキング　~世界に対する子どもの見方を子どもの目線で考え、子どもと
配布プリント

3
導入部分で意外性のある課題の提示　~　認知的葛藤場面の設定　~

やる気を起こさせる上で、内発的動機付けの重要性を授業、導入部分の工夫から学ぶ。 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
現在の理科教育の課題　~　観察の理論付加性、科学的なものの見方　~

「科学的とは何か」について、いろいろな角度から学ぶ。
配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

小学校理科の指導に必要な基本的な考え方、姿勢、技能等を実践的に学ぶ。理科の授業では実験・観察や飼育・栽培を通

して、子どもたちに発見する喜びや科学的な思考力を養わせることが大切である。従って、教材開発の仕方、授業の展開

方法、学習指導案の作成の仕方などを修得するとともに、模擬授業などを体験することで、理科教員としての心構えや実

践力を身につける。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

１．新しい学力観と生きる力の重要性が説明できる。２．理科の目標の意味が説明できる。

３．やる気を起こさせる導入の工夫方法が説明できる。４．問題解決学習の流れで模擬授業の板書が作成できる。

５．楽しい理科の教材を開発できる。６．指導案を作成し、模擬授業を行うことができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

理科指導法(姫路大学通信課程テキスト)

「小学校学習指導要領」文部科学省学習指導要領理科編

30時間

理科指導法

担当教員 小柳津　渉 ×

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 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 異文化コミュニケーション 配布プリント

15
小学校外国語活動・外国語科の今後 ～小・中学校の接続を踏まえ

て～ 定期試験
配布プリント

12 教材としての絵本、歌や詩の活用とその効果 配布プリント

13 異文化理解と自国文化理解 配布プリント

10 授業実践に必要な総合的な力 配布プリント

11
視聴覚教材を利用しての学習～Picture card、CD、DVD、ICTの活

用 他～
配布プリント

8 授業実践に必要な読む力 ～音読・読み聞かせ 他～ 配布プリント

9 授業実践に必要な書く力 ～ワークシートの内容と作成 他～ 配布プリント

6 授業実践に必要な聞く力 ～児童とのInteraction 他～ 配布プリント

7
授業実践に必要な話す力（やりとり・発表） ～教師のSmall Talk

とOral Introduction 他～
配布プリント

4
 言語材料と言語活動① ～音声・語彙・正書法と言語活動～

第
配布プリント

5 言語材料と言語活動② ～文構造・文法と言語活動～ 配布プリント

2 外国語指導法の変遷① ～文法訳読法から第二言語習得理論へ～ 配布プリント

3 外国語指導法の変遷② ～第二言語習得理論の理解～ 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  小学校外国語活動・外国語科を取り巻く状況 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

・小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な英語運用能力を、授業場

面を意識しながら身に付ける。

・小・中学校の接続も踏まえながら、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するた

めに必要な背景的な知識を身に付ける。

授 （授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

小学校における外国語活動・外国語の授業実践に必要な実践的な英語運用力と英語に関する背

景的な知識を身に付ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

Forerunner to Power Up English  (南雲堂）　文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 外国語活動・外国

語編』開隆館出版

３０時間

外国語（英語）

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 ２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

30時間

総合的な学習の時間の指導法

担当教員 鈴木　和子 〇

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

授業概要、目的、

授業の進め方

総合的な学習の時間のねらいや育成を目指す資質・能力を明確にし、その特質を理解する。特に重視さ

れる「探究的な学習の過程」とは何かまた、どのような知識・技能を身に着け、課題にかかわる基本的な

概念を形成していくのかを学び、主体的・対話的で深い学びの指導法の習得を目指す。（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

○総合的な学習の時間の目標・内容及び、指導計画の作成・各学校で定める内容の理解。

○総合的な学習の時間の学習指導及びカリキュラムマネジメントの視点からの評価のあり方の習得。

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（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編』（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
今回の改訂のねらいと目標の構成。育成を目指す資質・能力。

配布プリント

2
教科等横断的なカリキュラムマネジメントの実際

配布プリント

3
現代的な諸課題、地域や学校の特色に応じた課題、児童の興味・関心に基

づく課題等。
配布プリント

4
学校における教育活動との関連、他教科及び総合的な学習の時間で身につ

けた資質・能力。
配布プリント

5
育成すべき資質・能力の三つの柱。

配布プリント

6
知識及び技能、思考力･判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性

配布プリント

7
考えるための技法、活用の仕方

配布プリント

8
年間指導計画のあり方、作成及び実施上の配慮事項、各教科との関連

配布プリント

9
単元計画の考え方、単元構成、学習指導案の実際

配布プリント

10
児童の主体性、指導のあり方、具体的な教材

配布プリント

11
主体的な学びの視点、対話的の視点、深い学びの視点

配布プリント

12
学習の過程と探究。課題の設置、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現

配布プリント

13
目標に準拠した評価、評価規準と評価方法

配布プリント

14
教育課程の編成、実施、評価、改善

配布プリント

15
教育資源とその活用、外部との連携のあり方

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、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
小学校教諭としての勤務経験から、小学校教科目における『総合的な学習の時間』の意

義や実践について教授する。



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 食育の基本と内容、食育の実践 テキスト　実践

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 学童期・思春期の心身の発達と食生活 テキスト　実践

7 特別な配慮を要する子どもの食と栄養 テキスト　実践

4 乳児期の授乳・離乳の意義と食生活 テキスト　実践

5 幼児期の心身の発達と食生活 テキスト　実践

2 栄養に関する基本的知識、食事摂取基準 テキスト

3 妊娠・授乳期の栄養と食生活 テキスト　実践

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 こどもの健康と食生活の意義、食育の重要性 テキスト

授業概要、目的、

授業の進め方

子どもの栄養、食生活は生涯にわたる健康と生活の基礎を気づくことを理解する。健康な生活の基本として食生活や意義や

基本的な栄養の正しい知識を習得する。

学習目標

（到達目標）

栄養・食品について正しく説明できる

子どもの発育段階に応じた食生活を理解し食生活の支援ができる

食育の重要性を理解し、日常の保育の中で実践できる

特別な配慮を要する子どもの食と栄養について正しく理解し、適切な対応ができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「こどもの食と栄養」（姫路大学配本テキスト）

１５時間

こどもの食と栄養

担当教員 萱場　佳代 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ２年生 開講時期 後期

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

実務経験教員の経歴 無し

8 保健室経営と組織活動 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 保健教育 テキスト

7 健康相談 テキスト

4 保健室の機能 テキスト

5 保健管理 テキスト

2 子どもの健康問題と養護教諭の歴史的変遷 テキスト

3 養護教諭の専門的機能 テキスト

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 養護の本質と概念、教育に果たす養護教諭の役割 テキスト

授業概要、目的、

授業の進め方

養護の本質と教育に果たす養護教諭の役割について理解し、養護実習にむけての意識、心構えを身につける。

また、将来目指す養護教諭への職業倫理を身につける。

学習目標

（到達目標）

学校教育の役割を理解し、養護教諭の位置づけを説明することができる

養護の概念。養護教諭の職務及び専門性について述べることができる

対象となる子どもについて多面的に理解し、課題解説に向けた支援方法を述べることができる

養護教諭としての基本的・応用的知識・技術、職務遂行に必要な資質・能力について理解する

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「新養護概説」（姫路大学配本テキスト）

３０時間

養護概説

担当教員 鹿間　久美子 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ２年生 開講時期 後期

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 ショック時の応急処置 テキスト　　実践

15 授業の卒活 テキスト

12 応急処置の実際③ テキスト　　実践

13 一次救命措置 テキスト　　実践

10 応急処置の実際① テキスト　　実践

11 応急処置の実際② テキスト　　実践

8 包帯法① テキスト　　実践

9 包帯法② テキスト　　実践

6 移動・運動を支援する技術 テキスト　　実践

7 学校における応急処置の目的と範囲 テキスト　　実践

4 フィジカルアセスメントの実際 テキスト　　実践

5 安楽な体位と体位変換の技術 テキスト　　実践

2 環境整備のための基礎技術 テキスト　　実践

3 ヘルスアセスメントの技術 テキスト　　実践

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 テキスト

授業概要、目的、

授業の進め方

看護演習は養護実践における看護的技術を身につけるために演習を中心に学習する。具体的には、対象の健康状態を判断

するためのスクリーニングの技術、問題発生時の対処法、養護教諭として一般医療の対象とならない軽微な応急手当から救

命・救急時の基本的な技術に焦点をあてる。

学習目標

（到達目標）

養護教諭として一般医療の対象とならない軽微な応急手当から救命・救急時の基本的な技術を理解する。

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学③　基礎看護技術

３０時間

看護演習

担当教員 鹿間　久美子 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ２年生 開講時期 後期

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 ボランティア 報告書

15 ボランティア 報告書

12 キャリアデザインを考えよう 配布プリント

13 ボランティア 報告書

10 自分の好きを知る 配布プリント

11 様々な職業を知る 配布プリント

8 自分紹介マップを作ろう 配布プリント

9 自分の強みと弱みを知る 配布プリント

6 アサーションを活かすコミュニケーション 配布プリント

7 アサーションを活かすコミュニケーション 配布プリント

4 アサーションを活かすコミュニケーション 配布プリント

5 アサーションを活かすコミュニケーション 配布プリント

2 アサーションを活かすコミュニケーション 配布プリント

3 アサーションを活かすコミュニケーション 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 アサーションを活かすコミュニケーション 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方
自己分析とキャリアデザイン　将来の夢を考える　コミュニケーション技術の向上（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
3年次、4年次への見通しをもって自身のキャリアデザインをする。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

30時間

ライフデザインⅡ

担当教員 酒井　亜樹 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ２年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数


