
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 個別的な配慮を要する子どもへの対応(アレルギー性疾患・慢性疾患等) 配布プリント　　実践

実務経験教員の経歴
看護師、助産師としての経験から子どもの健康管理、健康指導、応急手当についての教

授を行う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、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。

13 保育施設での安全管理対策と地域との連携と協働 配布プリント　　実践

14 個別的な配慮を要する子どもへの対応(アレルギー性疾患・慢性疾患等) 配布プリント　　実践

11 応急処置・救急法 包帯・三角布を使って演習 配布プリント　　実践

12 保育施設での安全管理対策と地域との連携と協働 配布プリント　　実践

9 病気の対応と予防：感染症（ウイルス・細菌性）（食中毒）手洗いの必要性と手洗いの実習 配布プリント　　実践

10 応急処置・救急法 包帯・三角布を使って演習 配布プリント　　実践

7 一般的な症状に対する看護（発熱・泣き方・咳・頭痛・腹痛・嘔吐・便秘・下痢　等） 配布プリント　　実践

8 病気の対応と予防：感染症（ウイルス・細菌性）（食中毒）手洗いの必要性と手洗いの実習 配布プリント　　実践

5
日常の保育に必要な養護技術

２）排泄の援助とトレーニング（おむつの当て方等）
配布プリント　　実践

6 一般的な症状に対する看護（発熱・泣き方・咳・頭痛・腹痛・嘔吐・便秘・下痢　等） 配布プリント　　実践

3 観察項目「バイタルサイン」の測定の仕方の演習と評価 配布プリント　　実践

4
日常の保育に必要な養護技術　　　　１）だっこ・おんぶ・食事（調

乳）・口腔内の清潔、身体の清潔保持（沐浴実習）衣服の着脱
配布プリント　　実践

1 身体計測の演習と評価 配布プリント　　実践

2 観察項目「バイタルサイン」の測定の仕方の演習と評価 配布プリント　　実践

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

３０時間

授業概要、目的、

授業の進め方

こどもの保育に対しての危機管理意識を高め、日常的な病気の対応や事故や緊急時における対処方法を

理解し、保育現場で対応できる力を養う。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
こどもの健康管理について理解を深め、演習（実習）を通して対処の実践力を高める。

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

こどもの保健Ⅲ

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 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

３０時間

保育相談支援

担当教員 高階　厚子 ○

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

保育原理・保育内容・相談支援・社会福祉論等々保育士として学んできた事を統合して使いこなす方法を学

ぶ。子育て支援は保育の知識及び技術を使って、子どもの最善の利益を守るため行われる支援である。保護

者や子どものおかれている現状を把握し、子育て支援の在り方等を実践事例から具体的に学ぶ。また、さま

ざまな人々と連携した支援方法の基礎を習得する。

（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

スクーリング：１．子育て支援における保育者の基本姿勢や役割、職務内容について把握する。

２．子育て支援の知識及び技術を演習で身につけるとともに、実践事例等を通して具体的に理解する。

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 保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領の子育て支援 配布プリント　

2 保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領の子育て支援 配布プリント　

3 子育て支援が求められる社会的背景（社会状況の変化等）、園や保育者の役割（信頼関係等） 配布プリント　

4 子育て支援が求められる社会的背景（社会状況の変化等）、園や保育者の役割（信頼関係等） 配布プリント　

5 支援の基本姿勢、倫理（子どもの最善利益・保護者の自己決定の尊重等） 配布プリント　

6 支援の基本姿勢、倫理（子どもの最善利益・保護者の自己決定の尊重等） 配布プリント　

14 支援の展開（状況把握・計画・環境構成・実践・記録・評価・カンファレンス）、連携・協働 配布プリント　

15 支援の展開（状況把握・計画・環境構成・実践・記録・評価・カンファレンス）、連携・協働 配布プリント　

7 子育て支援の実際（内容・方法・技術）、支援の直接的・間接的手段（日常会話・文書・行事等） 配布プリント　

8 子育て支援の実際（内容・方法・技術）、支援の直接的・間接的手段（日常会話・文書・行事等） 配布プリント　

9 保育所等や地域の子育て家庭に対する支援 配布プリント　

10 保育所等や地域の子育て家庭に対する支援 配布プリント　

11 特別な配慮を要する子ども及び家庭への支援、虐待の予防と対応等 配布プリント　

12 特別な配慮を要する子ども及び家庭への支援、虐待の予防と対応等 配布プリント　

13 要保護児童等や多様な支援ニーズを抱える子育て家庭の理解と支援 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。



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

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

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

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

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

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

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

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

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

7 声の仕組み、「歌う」表現活動の理解 楽譜　歌唱実践

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

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

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

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

4 表現活動における伴奏の方法と実践 ピアノ演奏実践

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

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

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

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

３０時間

授業概要、目的、

授業の進め方

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）

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。

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

こどもと音楽表現

担当教員 澤田　茜 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期



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

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。

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

時間数 ４５時間

保育者という職業

2 学級経営

保育・教職実践演習

担当教員 荒井　和美　 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2

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）

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

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

・成績評価は教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

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

1 事前オリエンテーション

2 幼稚園実習 幼稚園での４週間（２０日間）の実習

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

１６０時間

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

必修・選択 必修 単位数 4 時間数

教育実習

担当教員 実習幼稚園教諭 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期



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実務経験から実習生の実習に臨む心構え、具体

的な実践について教授する。

14 実習後指導

15 実習事例研究

12 事前オリエンテーションについて

13 実習の心構え 配布プリント

10 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

11 実習課題とテーマ作成

8 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

9 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

6 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

7 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

4 指導案作成について 指導案用紙

5 指導案作成について振り返り 指導案用紙

2 『実習日誌』記入のための観察視点 DVD

3 『実習日誌』記入のための考察視点 DVD

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 今までの実習の振り返り

授業概要、目的、

授業の進め方

教育実習の意義と目的、実習生としての心構えを学ぶ。幼児理解や観察の視点・

方法、指導案作成等。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

　教育実習で行う手続き・準備・心構えを確認し、実習中に行う実技等を身に付

ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
今までの実習日誌

30時間

実習指導Ⅲ（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 3年生 開講時期 前期

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

実習指導Ⅲ（小学校）

担当教員 鈴木和子 ○

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

30時間

授業概要、目的、

授業の進め方

１．教育実習・養護実習の心がまえについて

２．教育実習のオリエンテーションについて

３．実習中の配慮点について

４．指導案・実習日誌の書き方について　　　（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

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

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

の基礎について学ぶ）

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

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（小学校）について テキストP８～１２　オリジナルプリント

2 実習校での事前オリエンテーションについて テキストP１４～１６

3 こどもたちの発達の姿について テキストP１７～２２

4 教育実習（養護）について テキストP２６～３０

5 学校現場の実際について テキストP３６～３８

6 配慮したいさまざまな事項について テキストP６５～７１

7 指導計画について テキストP７６～７７

8 各教科の教材研究と学習指導案について テキストP８６～１４０

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

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

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

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

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

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

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

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

行う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準は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。
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科目名

実務授業の有無

授業概要、目的、

授業の進め方

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

法：講義）

学習目標

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

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

60時間

ライフデザインⅢ

担当教員 坂井　摂子 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

16 教員採用試験について 配布プリント

1 これからどう生きていくのか？ 配布プリント

2 どんな生活を送りたいか？ 配布プリント

3 社会はどんな人材を求めているか？ 配布プリント

4

6 BtoBとBtoCを考える 配布プリント

7 業種・職種を考える 配布プリント

チャンスを逃さない 配布プリント

19 履歴書の書き方 配布プリント

20 求職登録・模擬面接について 配布プリント

17 教員採用試験模擬試験 配布プリント　解説

18 教員採用試験模擬試験 配布プリント　解説

23 模擬面接 配布プリント

24 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

21 求職登録・模擬面接について 配布プリント

22 求職登録・模擬面接について 配布プリント

27 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

28 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

25 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

26 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

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

29 教員採用試験について　模擬授業 配布プリント　解説

30 まとめ 配布プリント

5 働く理由を考える 配布プリント

10 相手を納得される論理力 配布プリント

11 教員採用について 配布プリント

8 企業研究について 配布プリント

9 伝わる文章の書き方 配布プリント

14 就職活動の準備　自己アピール 配布プリント

15 就職活動の準備　自己アピール 配布プリント

12 就職活動の準備　求人票の見方 配布プリント

13 就職活動の準備　強み・弱みを知る 配布プリント
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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、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。

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

授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

2 研究の進め方 配布プリント

1 研究テーマの説明 配布プリント

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

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

卒業論文

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 ３年生 開講時期 前期

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）
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科目名

実務授業の有無

PC技術と応用

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 ３年生 開講時期 後期

30時間

授業概要、目的、

授業の進め方
パワーポイントの基礎的な知識・技能を身につける。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
小学校授業展開に活かせるパワーポイントの技術、アイデアを身につける。

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 基本操作を身に付けよう 配布資料

2 基本操作を身に付けよう 配布資料

3 スライドを作ろう 配布資料

4 スライドを作ろう 配布資料

5 スライドのデザインを変更しよう 配布資料

6 スライドのデザインを変更しよう 配布資料

7 表やグラフを作ろう 配布資料

8 表やグラフを作ろう 配布資料

9 スライドに入れる図を作ろう 配布資料

10 スライドに入れる図を作ろう 配布資料

11 イラスト・写真・動画を利用しよう 配布資料

12 イラスト・写真・動画を利用しよう 配布資料

13 アニメーションを活用しよう 配布資料

14 アニメーションを活用しよう 配布資料

15 プレゼンテーションを実行しよう 配布資料

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）

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

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 夢実現整理 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

15 行動計画・目標設定 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

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

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

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

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

8 Part２の振り返り 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

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

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

7 目標設定 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

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

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

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

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

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 Part１の振り返り 『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

学習目標

（到達目標）
学校生活の不安払拭　自己発見や目標達成力アップ

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『実践行動学』Part２．３【実践行動学研究所】

30時間

実践行動学Ⅱ

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 ３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

国語Ⅰ（国語）

担当教員 横山　文一 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

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。

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』

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

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

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

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

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

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

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

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

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



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

社会

担当教員 釜本　健司 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

社会科教育の基盤から、方法原理、評価の理論、授業作り、学習指導方法といった理論的な側面について、演習的要素を

取り入れながら学んでいきます。（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

小学校における教科指導および教科横断的な学習指導の理論と方法に関する基本的な知識を身につけること

ができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

『社会科教育のルネサンス－実践知を求めて－』（保育出版社）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1  実践知としての社会科 配布プリント

2 社会科の思想的・歴史的基盤を探る 配布プリント

3 社会科はアメリカで生まれた 配布プリント

4  日本の社会科は第二次世界大戦後に生まれた 配布プリント

5 社会科の授業方法を探る（１） 配布プリント

6 社会科の授業方法を探る（２） 配布プリント

7 社会科の学力の理論を探る 配布プリント

8 社会科の評価の理論を探る 配布プリント

9 社会科の授業作りの理論を探る（１） 配布プリント

10 社会科の授業作りの理論を探る（２） 配布プリント

11 評価の高い実践に学ぶ（１） 配布プリント

12 評価の高い実践に学ぶ（２） 配布プリント

13 評価の高い実践に学ぶ（３） 配布プリント

14 評価の高い実践に学ぶ（４） 配布プリント

15 社会科教師に求められる資質とは 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 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

算数

担当教員 関　隆宏 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

この授業では，小学校算数科という教科の特性を知り，主要な単元に関する教材研究を通して，指導にあたっての指針を明

確にできるようにすることを目的とする。そのためには，まず，小学校算数科における５領域の主要な学習内容をピック

アップし，その内容の理解及び指導のポイントを確認することから概説する。その上で，実際に教材研究を行い，その発表

等を通して算数科の指導内容に対する理解を深めるとともに，教材研究の方法を理解できるようにするものである。（授業

方法：講義）

学習目標

（到達目標）

①学習指導要領に記された小学校算数科の目標と内容及び，それに伴う教科書の主要な内容が理解できる。

②算数科の学習内容についてその教材研究の方法が理解できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

『新版　算数教育の理論と実際』，数学教育学研究会編，2001，聖文新社

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1  算数科の指導内容の概要の説明 配布プリント

2 算数教育の目的・目標 配布プリント

3
「数と計算」領域　「数について」

どのような手法を用いて「数」を認識させていくのかについて理解する。
配布プリント

4
 「数と計算」領域　「加法と減法」

加法と減法の仕組みを理解し，教科書等で用いられる教材や教具の意味を理解する。
配布プリント

5
「数と計算」領域　「乗法と除法」

乗法と除法の仕組みを理解し，教科書等で用いられる教材や教具の意味を理解する。
配布プリント

6
「数と計算」領域　「数の拡張（小数・分数）」

小数，分数への数の拡張についてどのように児童が認識していくのかを理解する。
配布プリント

7
「数と計算」領域　「整数の性質」

奇数，偶数や公倍数，公約数などの整数の性質について，その構造も含めて理解する。
配布プリント

8
「数と計算」領域　「文章問題を考える」

文章問題を解くときの思考の流れに着目し，その指導過程を理解する。
配布プリント

9
「測定」領域　「外延量」

量概念と指導法としての直接比較，間接比較，任意単位，普遍単位のプロセスを理解する。
配布プリント

10
「図形」領域　「面積と体積」

面積や体積の量としての特性を理解し，教材の有効性について考察する。
配布プリント

11
「変化と関係」領域　「内包量」

「内包量」の仕組みを理解し，単位量あたりや割合についての指導方法を理解する。
配布プリント

12
「図形」領域　「平面図形と立体図形」

「図形」領域における学習内容の系統を理解し，指導上の留意点を考察する。
配布プリント

13
「変化と関係」「データの活用」領域　「関数の考え」

表やグラフなどの利用についてその指導方法を関数の考えに基づいて理解する。
配布プリント

14
「データの活用」領域　「場合の数と確率」

場合の数や確率について樹形図や表などを利用した指導について考察する。
配布プリント

15 算数の指導内容の総括 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 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

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 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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 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

・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

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

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

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

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

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

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

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

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

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



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

こども理解の理論と方法

担当教員 平賀　哲 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

①幼児理解についての知識を身に付け、考え方や基礎的態度を理解する

②幼児理解の方法を具体的に理解する　（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

（１）幼児理解の意義と原理　　幼児理解についての知識を身に付け、考え方や基礎的態度を理解する。

（２）幼児理解の方法　　幼児理解の方法を具体的に理解する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『子どもの理解と保育・教育相談』（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
第１章 保育の場における相談ニーズとカウンセリング・マインド

『子どもの理解と保育・教育相談』

2
第２章 子どもの発達理解と相談・支援

『子どもの理解と保育・教育相談』

3
第３章 保護者への対応—子育て支援の視点から

『子どもの理解と保育・教育相談』

4
第４章 発達障害者や気になる子どもとその保護者へのかかわり

『子どもの理解と保育・教育相談』

5
第４章 発達障害者や気になる子どもとその保護者へのかかわり

『子どもの理解と保育・教育相談』

6
第６章 保育場面でのカウンセリング技法の活用

『子どもの理解と保育・教育相談』

7
　第７章 園・地域における専門家との連携による相談・支援

『子どもの理解と保育・教育相談』

8
第８章 保育者の専門性と相談活動

『子どもの理解と保育・教育相談』

9
第９章 基礎的対人関係のトレーニング

『子どもの理解と保育・教育相談』

10
事例１　子ども同士のいざこざ　事例２　仲間に入れない子ども

事例研究

11
事例３　すぐに暴力を振るう子ども　事例４　不登園の子ども

事例研究

12
事例５　虐待が疑われる子ども　事例６　ネグレクトが疑われる子

ども
事例研究

13
事例７　障害のある子ども　事例８　気になる子ども

事例研究

14
事例９　異文化理解　事例10　保護者からの相談

事例研究

15 まとめ

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準は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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準は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『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 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

３０時間

精神保健

担当教員 永峯　靖夫 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

健康とは「身体的，精神的および社会的に完全に良好な状態であり，単に病気でないとか病弱でないということではない

（世界保健機関（WHO）憲章全文）。」とされます。したがって，人間が健康を保つためには，人間相互がよりよい環境

となり，相互の精神保健を常に心がける必要があり，それにより人間は健全な発達をとげることができるのです。特に身

体発達過程にある子どもの環境となる保育者や教育者には精神保健の知識を身につける必要があります。本授業ではそれ

らの知識を身につけ，実践できる資質を養うことを目指します。

学習目標

（到達目標）

１．精神保健活動について説明できる。

２．各発達段階における精神的健康を保持・向上させるための周りの関わり，環境のあり方について述べることができる。

３．精神疾患について理解し，学校現場，職場，地域社会における支援について考えることができる。

４．保護者の精神保健の保持・向上のための支援について述べることができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「精神保健」（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
精神保健の意義、精神保健の対象・精神的健康について基本的な定義を理解

する
配布プリント

2
欧米，日本における精神保健の歴史について概観する

配布プリント

3
中枢神経系の構造、中枢神経系の発達を阻害する原因などについて理解する

配布プリント

4
胎児期・乳児期の精神発達と発達課題について学び，対応を考える

配布プリント

5
幼児期，児童期の精神発達と発達課題について学び，対応を考える

配布プリント

6
思春期・青年期の特徴・思春期の問題について学び，対応を考える

配布プリント

7
成人期・中年期・老年期の課題と精神保健上の問題について学ぶ

配布プリント

8
老年期の課題と精神保健上の問題，認知症について学ぶ

配布プリント

9
学校・地域社会・職場の精神保健活動について学ぶ

配布プリント

10
発達障害についての理解と対応を学ぶ

配布プリント

11
精神疾患についての知識を得る。

配布プリント

12
精神疾患についての知識を得る。

配布プリント

13
精神障害の治療法について学ぶ。

配布プリント

14
保育者・教育者の職業の特性，メンタルヘルスの維持・向上について学ぶ

配布プリント

15
まとめ

配布プリント

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、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『特別活動』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

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

14
 学級経営の基礎（２）発達障害の児童生徒のいる学級の集

団づくり

15
 学級経営の基礎（３）生徒指導、特別活動などを通じた学

級経営の充実

12
 地域との連携・協働による学校教育活動の意義

13
 3学級経営の基礎（１）教師の働きかけと主体性を育む学級

集団づくり

10
 教育課程における学級経営の意義

11
 教職員や学校外の関係者・関係機関との連携・協働

8
学校をとりまく新たな安全上の課題とその取組み

9
 教育課程における学級経営の意義

6
 地域との連携を基盤とする開かれた学校づくりの推進の背

景

7
  学校における危機管理や事故対応を含む学校安全の必要性

4
保健教育①保健の教科

保健教育、学習指導要領の変遷、保健の教科（学習指導要

領）、指導方法と評価、指導案

5
保健教育②保健指導

子どもたちの現状と学校における保健指導、保健指導の実

際、指導案

2
学校保健行政と学校教育・学校保健組織活動

公衆衛生と学校保健、学校保健とヘルスプロモーション、学

校保健組織活動

3
 学校保健・学校安全計画、保健室経営

学校保健計画、学校安全計画、保健室経営、保健室経営計

画

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
 学校保健とは

学校教育と学校保健、学校保健の法的根拠、学校保健のし

くみ、学校保健の推進者、学校保健の

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

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

中心に検討する。

学習目標

（到達目標）

１．学校保健安全法における業務遂行内容を説明できる

２．学校保健の内容およびその意義について説明できる

３．学校保健活動の適切な進め方について説明できる

４．児童・生徒の健康課題について説明できる

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

学校保健（姫路大学配布テキスト）

学校保健

担当教員 知野　美智子 〇

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 ３年 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 30時間



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

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 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

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）

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

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

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

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

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。



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

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 ３年生 開講時期 後期

必修・選択 選択 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

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）

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

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

4 保健室の機能 テキスト

5 保健管理 テキスト

6 保健教育 テキスト

7 健康相談 テキスト

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。



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

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 ３年生 開講時期 前期

必修・選択 選択 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

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

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

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

8 包帯法① テキスト　　実践

9 包帯法② 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

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

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

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


