
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『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

必修・選択 選択 単位数 2 時間数 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



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

道徳教育論

担当教員 宮下　寿雄 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

授業概要、目的、

授業の進め方

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

全体計画およ び道徳科の授業設計について考究する。模擬授業を通して、実践的能力の育成を図

る。 （授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

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

導方法を理解している。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1

道徳とは何か　オリエンテーション 道徳とは何かについて考究

し、規範の根拠を問う。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

2

戦後の教育改革と道徳教育 道徳教育の歴史について解説する。

『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

3

道徳教育の現状とその課題 差別やいじめ問題を取り上げ、道徳教

育の課題を考える。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

4

学習指導要領における道徳教育及び道徳科の目標と内容 道徳科の

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

5

道徳教育の指導計画・全体計画 道徳科の指導方法、指導計画の作

成方法について概説する 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

6

道徳科の授業設計（１）「読み物教材の登場人物への自我関与が中

心の学習」 「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習」

の指導方法について解説する。

『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

7

道徳科の授業設計（２）「問題解決的な学習」 「問題解決的な学

習」の指導方法について解説する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

8

道徳科の授業設計（３）「道徳的行為に関する体験的な学習」

「道徳的行為に関する体験的な学習」の指導方法について解説す

る。

『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

9

道徳科の学習指導案と評価 学習指導案の作成方法について解説す

る。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

10

模擬授業（１）第１学年 第１学年の道徳科の模擬授業を行い、指

導方法について理解する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

11

模擬授業（２）第２学年 第２学年の道徳科の模擬授業を行い、指

導方法について理解する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

12

模擬授業（３）第３学年 第３学年の道徳科の模擬授業を行い、指

導方法について理解する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

13

模擬授業（４）第４学年 第４学年の道徳科の模擬授業を行い、指

導方法について理解する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

14

 模擬授業（５）第５学年 第５学年の道徳科の模擬授業を行い、指

導方法について理解する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

15

模擬授業（６）第６学年 第５学年の道徳科の模擬授業を行い、指

導方法について理解する。 『自ら学ぶ道徳教育』（姫路大学配本テキスト）

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 小学校校長の経験から道徳教育の理論や実際、実践方法について教授する。



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

生徒指導・進路指導

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 2 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」「養護教諭等の教職員、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。進路指導において は、学校で学ぶことと社会との接続を踏ま

え、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な資質・能力を育 む進路指導・キャリア教育の意義や原理について学修

する。具体的には進路指導・キャリア教育の視点に立っ た授業改善や体験活動、評価改善、ガイダンス機能、キャリア・

カウンセリングなどについて理解を深める学 修にする。 （授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

① 教育課程における生徒指導の意義について理解している。 ② 児童期の発達の特徴、発達障害の理解など生徒指導の機

能が十分保障される指導の在り方を理解している。 ③ 校内暴力、不登校、いじめなどの対応について認識している。 ④

学校の教育活動全体を通じたキャリア教育の視点と指導の在り方を理解している。 ⑤ キャリア・カウンセリングの基礎

的な考え方、進路指導上の今日的な課題などについて説明できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「生徒指導・進路指導」（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 生徒指導の意義と原理 配布プリント

2  教育課程における生徒指導の位置付け 配布プリント

3  教科、道徳教育における生徒指導 配布プリント

4 特別活動、総合的な学習の時間における生徒指導 配布プリント

5 集団指導・個別指導の方法原理 配布プリント

6  学校における生徒指導体制 配布プリント

7 学級経営と生徒指導の進め方 配布プリント

8 基本的な生活習慣の育成と規範意識の醸成について 配布プリント

9  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について

配布プリント

10 インターネットや性に関する課題、児童虐待など個別の課題

のある児童生徒への指導

配布プリント

11 生徒指導に関する法制度等について 配布プリント

12 進路指導・キャリア教育実践の学校体制とカリキュラム・マ

ネジメント

配布プリント

13 就労観、職業観の形成を促す進路指導のあり方 配布プリント

14 進路指導における「ガイダンスの機能」の充実 配布プリント

15 キャリア・カウンセリングの理論と方法、講義総括 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

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 2 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）

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

配布プリント

2
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

3
集団指導・個別指導の方法原理

配布プリント

4
 生徒指導体制の基本的な考え方

配布プリント

5
 教育相談体制の基礎的な考え方

配布プリント

6
 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

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

配布プリント

8
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

9
 生徒指導に関する法制度

配布プリント

10
 暴力行為・いじめ・不登校等の生徒指導上の課題に対する早期発見と効果

的な指導
配布プリント

11
 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
配布プリント

12
 学校と家庭・地域・関係機関との連携

配布プリント

13
 生徒指導における児童生徒理解の重要性

配布プリント

14
 発達に関する課題と対応

配布プリント

15
生徒指導の評価と改善、 講義総括、講義内試験

配布プリント

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

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）

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、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

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 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

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

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14
 化学療法薬（２）

 抗癌薬

15
まとめ

12
炎症や自己免疫疾患の治療薬

抗炎症薬、抗リウマチ薬、抗アレルギー薬

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

薬）

10
 血液に作用する薬

止血薬、抗血栓薬、貧血治療薬

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

療薬、骨粗鬆症治療薬

8
 呼吸器系に作用する薬物

呼吸興奮薬、鎮咳薬、去痰薬、気管支喘息治療薬

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

立腺肥大症治療薬、子宮作用 薬、勃起不全治療薬

6
 循環系に作用する薬

 心不全治療薬、抗不整脈薬、抗狭心症薬、抗高血圧薬

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

薬、利胆薬、肝臓に作用する薬、鎮痙 薬

4
中枢神経系に作用する薬（２）

不安障害治療薬、抗てんかん薬、抗パーキンソン病薬

5
中枢神経系に作用する薬（３） 全身麻酔薬、鎮痛薬

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

する薬（局所麻酔薬、神経筋遮断薬）

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

眠薬

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
薬理学総論 薬理学の基本、薬はどのように作用するのか、薬の濃度と

薬の作用

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

治療の原理の基本について学ぶことを目的とする。 （授業方法：講義）

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

３０時間

音楽Ⅰ（理論）

担当教員 森下　修次 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 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

音楽を表現したり、より良く鑑賞するためには、音楽の成り立っている形（きまりごと）を知ることが必要

です。実際に音楽表現するためには、まず読譜力。その基礎ルールを理解することが音楽の表現力につなが

ります。授業は、実際に自分で演奏したり記譜したりすることによって体験的に学んでいきます。（授業方

法：講義）

学習目標

（到達目標）

音楽を構成する最も基礎的な知識を習得し、音楽理論の学習を通して、幼児・児童の音楽授業における教材

解釈、授業構想および円滑な指導に役立つ授業ができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 オリエンテーション　授業の進め方とガイダンス 音楽理論（姫路大学配本テキスト）

2
楽譜の読み方（基礎楽典１）

譜表と音名、音符と休符、リズムと拍子について①
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

3
楽譜の読み方（基礎楽典２）

譜表と音名、音符と休符、リズムと拍子について②
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

4
楽譜の読み方（基礎楽典３）

譜表と音名、音符と休符、リズムと拍子について③
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

5
楽譜の読み方（基礎楽典４）

和音、コードネームについて①
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

6
楽譜の読み方（基礎楽典５）

和音、コードネームについて②
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

7
楽譜の読み方（基礎楽典６）

音程と音階について①
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

8
楽譜の読み方（基礎楽典７）

音程と音階について②
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

9
楽譜の読み方（基礎楽典８）

楽語・その他について。
音楽理論（姫路大学配本テキスト）

10 基礎楽典の復習テスト（中間テスト） 音楽理論（姫路大学配本テキスト）

11 前回の中間テストの解答と説明 音楽理論（姫路大学配本テキスト）

12 機能和声の説明と旋律への伴奏付け（応用１） 音楽理論（姫路大学配本テキスト）

13 機能和声の説明と旋律への伴奏付け（応用２） 音楽理論（姫路大学配本テキスト）

14 音楽史の説明 音楽理論（姫路大学配本テキスト）

15 楽典のまとめ

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

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 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 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）

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

15時間

人体機能学

担当教員 小山　覚 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

授業概要、目的、

授業の進め方

人体機能学（生理学）では、人体構造学(解剖学）と関連した授業になります。ヒトの生命の営みを可能にして いるからだ

のはたらきについて、人間の日常生活行動と関連させて学習します。 （授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

・体液とその循環について説明できる。 ・内部環境の恒常性について説明できる。 ・調節機能について説明できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「人体機能学・人体構造学」（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
体液とその循環①

細胞内液、間質液、血漿 、水分出納

2
体液とその循環②

血圧 、心臓収縮の機構 、脈拍

3
 内部環境の恒常性の維持①

酸素と二酸化炭素の恒常性、血糖値の恒常性

4
内部環境の恒常性の維持②

水素イオン濃度（pH）の恒常性、体温の恒常性

5
 調節機構 自律神経による内部環境の保持 、ホルモンによる内部環

境の維持、 ストレス

8
からだの不思議③

脾臓・膵臓の働き、胆道系、記憶

6
からだの不思議①

呼吸機能、胎児循環、自律神経系、尿生成、骨の生理

7
からだの不思議②

がん、心臓のはたらき、免疫のしくみ、脳を養う動、

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 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。



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

人体構造学

担当教員 小山　覚 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

授業概要、目的、

授業の進め方

人体を構成している細胞・組織・器官系・器官の構造と役割、他の器官群との相互関係について学習する。

（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

・身体の区分について説明できる。 ・人体を構成している器官と器官系統の構造と役割について説明できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

「人体機能学・人体構造学」（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  解剖学総論　人体を構成する細胞と組織 人体の区分と腔所、解剖学的用語 細胞の形態、組織（上皮組織・

支持組織・筋組織・神経組織）

2  皮膚と膜  血液の成分 体内の膜・皮膚の構造　血液の構成成分

3  骨・関節  筋系 脊柱、胸郭、上肢・下肢、頭蓋、骨格に付着して動く筋

4 消化器系  呼吸器系 口、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、膵臓、鼻、咽頭、喉

頭、気管・気管支、肺、呼吸運動

5  循環器系   泌尿器系 血管、心臓、血液循環、リンパ系、腎臓、尿管、膀胱、尿道

8  感覚器系 皮膚、味覚、嗅覚、聴覚・平衡感覚、視覚

6  生殖器系

7 神経系 神経系の全体像、中枢神経・末梢神経

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 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。



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(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)

とする。

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

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

１９９７年の「小学校及び中学校の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」に基づき、 小学校教諭

普通免許状を取得使用とする場合は、特別支援学校や社会福祉施設等において障害者、高齢者等に 対する介護や介助、交

流等の体験が義務付けられている。そこで、特別支援学校及び社会福祉施設（保育所を 除く）において介護等の体験実習

を授業の内容としている。そして、学校教育現場で必要となる社会的包摂に ついて理解を深める内容である。 （授業方

法：実習）

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

・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

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）

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 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



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）

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

14

事例から学ぶ健康相談活動の実際

事例の理解／養護教諭の対応／連携の在り方について，今

までの学びの

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

15

健康相談活動の評価

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

12

健康相談活動における連携

子どもの支援体制と学校内・外の連携／専門機関の理解／

コーディネ－ターとしての資質能力

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

13

健康相談活動の記録と事例検討

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

10

健康相談活動の実際　児童虐待について

児童虐待の種類と現状／児童虐待と養護教諭の役割につい

て

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

11

健康相談活動の実際　慢性疾患を抱える子どもの支援

心臓・腎臓疾患、小児糖尿病、アレルギー疾患等の慢性疾患

の理解と支援について

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

8

健康相談活動の実際

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

9

健康相談活動の実際　危機介入について

危機介入を必要とする問題（不登校・保健室登校・いじめ・

摂食障害・自殺・精神障害等）の対

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

6

健康相談活動におけるヘルスアセスメント・基本的なカウ

ンセリング能力と技法

ヘルスアセスメントの種類と方法／カウンセリングと健康

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

7

こどものヘルスニーズの理解

子どものヘルスニーズの種類／発達段階におけるヘルスニー

ズの特徴について

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

4

健康相談活動を支える諸理論について

身体・精神の発育発達に関する諸理論／心身症／小児の疾病

／発達障害の理解

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

5

健康相談活動の進め方

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

2

養護教諭の職務と健康相談活動

養護教諭の職務全般の理解／健康相談活動の基本的理解／

養護教諭の特質・保健室の機能の理解

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

3

児童生徒の健康問題の現状と課題

社会の変化と健康問題の変遷／心身の健康問題の現状と背

景

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1

オリエンテーション　　教育における養護教諭の役割 の確

認

授業内容の説明／授業受講上の留意事項／養護教諭の活動

健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

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

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

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

ていきます。（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

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

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

できる。

5.子どもの健康課題の解決に向けて、関係者との連携ができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
健康相談活動（姫路大学配本テキスト）

30時間

健康相談活動

担当教員 知野　美智子 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 必修 単位数 2 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し

14 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）

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 坂井　摂子 ×

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 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(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)

とする。

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

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

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(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)

とする。

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

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

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、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
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）

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 知野　美智子 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 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

・成績評価は実習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(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)と

する。

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

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、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
インクルージョンおよび特別支援について

パワーポイント　配布プリント

15
まとめ

パワーポイント　配布プリント

12
 発達障がい⑤ 学習障がいの理解と支援

パワーポイント　配布プリント

13
病弱児・重症心身障がい 病弱児の理解と支援 重症心身障がい児の理解と支

援
パワーポイント　配布プリント

10
発達障がい③ 注意欠如多動性障がいの理解

パワーポイント　配布プリント

11
発達障がい④ 注意欠如多動性障がいの支援

パワーポイント　配布プリント

8
 発達障がい① 発達障害とは 自閉症スペクトラムの理解

パワーポイント　配布プリント

9
発達障がい② 自閉症スペクトラムの支援

パワーポイント　配布プリント

6
知的障がい② 知的障がいの支援

パワーポイント　配布プリント

7
 言語障がい 言語障がいの理解と支援

パワーポイント　配布プリント

4
肢体不自由 肢体不自由の理解と支援

パワーポイント　配布プリント

5
知的障がい① 知的障がいの理解

パワーポイント　配布プリント

2
視覚障がい 視覚障がいの理解と支援

パワーポイント　配布プリント

3
聴覚障がい 聴覚障がいの理解と支援

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
障がいとは オリエンテーション 障がいの概念について／障がい児支援の歴

史
パワーポイント　配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

各障がいについてその症状と支援および障がい児支援の歴史、インクルージョン・特別な配慮を要

する子ど もの保育・教育を支える理念および制度について解説する。（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

１．視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由・知的障がい・言語障がい・発達障がい・病弱・重症心身障がい等 様々な障が

いがある子どもの学習上又は生活上の困難について基礎的な知識を身につけている。 ２．視覚障がい・聴覚障がい・肢体

不自由・知的障がい・言語障がい・発達障がい・病弱児・重症心身障がい 児等様々な障がいがある子どもへの支援の具体

的方法について理解している。 ３．障がい児支援を支える理念や制度について歴史的変遷、インクルージョン及び合理的

配慮について理解し ている。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
特別支援論Ⅰ（姫路大学配本テキスト）

30時間

特別支援論Ⅰ

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



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）

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、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『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 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、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 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
病理診断の実際 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

15
 総括 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

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

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

13
 腫瘍 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

10
 代謝障害 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

11
老化と死 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

8
感染症 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

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

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

6
炎症と免疫 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

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

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

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

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

5
 循環障害 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

2
 疾病の原因 「系統看護学講座 専門基礎分野　病理学 疾病の成り立ち

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

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

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

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

と回復の促進①」（姫路大学配本テキスト）

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

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

テキスト・教材・参

考図書・その他資料

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

30時間

臨床医科学Ⅰ

担当教員 相馬　行男 ×

対象学科 こども未来教育学科 対象学年 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

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 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）

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

45時間

地域ボランティア

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 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、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

卒業制作

担当教員 鈴木　和子 ○

対象学科 こども福祉教育学科 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：演習）

学習目標

（到達目標）
2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 小学校現場において小学校教諭として１７年の実務経験

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、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。



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 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

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）

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、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

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）

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、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。


