
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
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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 身体計測の演習と評価 配布プリント　　実践

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。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

３０時間

こどもの保健Ⅲ

担当教員 夏目　文子 ○

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

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。

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　

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　

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　

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　

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　

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　

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　

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　

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　

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

３０時間

保育相談支援

担当教員 高階　厚子 ○

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

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 「わらべうた」や「伝承あそび」などに親しむための指導法 楽譜　ピアノ演奏実践

15
他の領域と関連した生活や行事などをテーマにした曲の理解と弾き

歌いの実践
楽譜　ピアノ演奏実践

12 乳幼児の「声」に合わせた表現活動を支え引き出す伴奏法 楽譜

13 「わらべうた」や「伝承あそび」などにおける実践 楽譜　ピアノ演奏実践

10 乳幼児の「声」に合わせた表現活動を育む伴奏法 パワーポイント

11
映像を活用した3、4、5歳児の「声」の発達と表現活動の理解と実

践
DVD

8 乳幼児の発達とその表現活動を促す伴奏法 楽譜　ピアノ演奏実践

9
映像を活用した0、1、2歳児の「声」の発達と表現活動の理解と実

践
DVD

6
サウンドスケープや映像視聴などの実践と楽器による表現及び伴奏

法
DVD

7 声の仕組み、「歌う」表現活動の理解 楽譜　歌唱実践

4 表現活動における伴奏の方法と実践 ピアノ演奏実践

5
映像視聴による身近にある音風景「自然の音」「身の周りの音」へ

の気付きと表現方法
DVD

2 表現活動を支える伴奏についての基礎知識の修得と実践 ピアノ演奏実践

3 乳幼児の発達過程に応じた音楽表現の理解 ピアノ演奏実践

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 領域「表現」における目標と「ねらい」及び「内容」の理解 プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

領域「表現」は、幼児期の終わりまでに育ってほしい「豊かな感性と表現」を育む重要な領域である。領域

「表現」の目標を理解するとともに、音楽を通した様々な表現活動の在り方や実践の方法を具体的に理解す

る。また、小学校における教科「音楽」とのつながりについても理解する。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

感性と表現に関する領域「表現」のねらいと内容を理解するとともに、音楽表現活動に必要な知識を習得し

理解を深める。また、模擬保育を行い、実践力を高める。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「こどもと音楽表現」（豊岡短大配本テキスト）　自作プリント

３０時間

こどもと音楽表現

担当教員 澤田　茜 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴
幼稚園教諭としての幼稚園勤務経験を活かして、学生が今までの学習や実習での経験を

総合的に応用する力を演習を通して教授する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準は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。

「幼保小連携」子どもの生活変化を踏まえた適切な指導の在り方14

保育計画と模擬保育

集団討論Ⅰ「教育課題の解決への教師としてのアプローチ」

12

統合保育・異年齢保育に関わる課題と展望

グループ発表

13

11 保育計画と模擬保育 指導案作成

10

6 幼児教育の将来的展望

7 幼保小連携

8
学級経営における臨床場面での保育者の対応Ⅰ（ロールプレイン

グ）

9
保育場面での対応（事例研究）課題のある子ども（幼児）の事例研

究

3 特別支援教育の基礎

4 特別支援教育と教師・保育者

保育者という職業

2 学級経営

４５時間

保育・教職実践演習

担当教員 荒井　和美　 〇

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

15 学習のまとめ　・自己の振り返り・今後に向けての課題

授業概要、目的、

授業の進め方

これまでに形成された資質能力を確認し、これからの自己の課題の自覚と克服に努める。教職生活を円滑にスタートでき

るように、学校現場の視点に立った様々な場面でのリスクマネジメントや保育カンファレンス及び保育実技を通して、実

践的指導力を身に付ける。

保育実習等を通じた自らの体験や収集した情報に基づき、保育 に関する現代的課題についての現状を分析し、その課題へ

の対 応として保育士、保育の現場、地域、社会に求められることは 何か、多様な視点から考察する力を習得する。 （授

業方法：演習）

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

12

実務経験教員の経歴
実習園の教諭が実習生に対しての実習態度、学ぶ姿勢、学習状況においての指導を行

う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は保育現場からの評価と実習日誌、事後レポート等を併せて評価

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

１.現場実習を実施するにあたり、明確な目的、目標を立てること

２．受入施設や企業は多忙な中で協力してくれていることを常に

認識し、感謝の気持ちを忘れない

３．社会人としてのマナー、エチケットを遵守し、素直な気持ち

で仕事に携わること

10

11

8

9

6

7

4

5

2 幼稚園実習 幼稚園での４週間（２０日間）の実習

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 事前オリエンテーション

授業概要、目的、

授業の進め方

観察や指導案に基づいた実践を行う。幼稚園の教育理念や教育課程を把握し、「個」と「集団」の理解、幼

稚園教諭の職務に対する理解等がさらに深まるよう指導

する。また、指導案を作成し実践的な体験を通して学べるよう指導する。（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

・実習園の特色や保育方針等を理解し、課題を明確にして実習に臨む

・「今日の課題」を考察し、「明日の課題」を明確にしながら学びを積み上げようとする

・「個」と「集団」に積極的にかかわり学ぶ

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

１６０時間

教育実習

担当教員 実習幼稚園教諭 〇

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 4 時間数



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

こどもあそび指導法Ⅲ

担当教員 酒井　亜樹 ○

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．現場で役立つ遊びを覚える

２．子どもの発達と遊びの内容の関係性を理解する　（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
こどもの発達と発達に即したあそびの実践力を身につける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 レクリエーションとしての遊び 配布プリント

2 身近なものを使っての遊び 配布プリント

3 手遊びについて理解を深め、覚える 配布プリント

4 自分なりの手遊びをつくる 配布プリント

5 戸外遊びについて 配布プリント

6 古典あそび 配布プリント

7 自分たちで遊びを企画しよう！（グループワーク） 配布プリント

8 グループ発表　① 配布プリント

9 グループ発表　② 配布プリント

10 グループ発表　③ 配布プリント

11 グループ発表　④ 配布プリント

12 グループ発表　⑤ 配布プリント

13 絵本理解と紙芝居作り 配布プリント

14 身近なものを使ったおもちゃ作り 配布プリント

15 自分でおもちゃを作る 配布プリント

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準は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
保育士としての保育所勤務経験での保育所での子ども達のあそびを理解し、計画・立

案・実践できるよう教授する。
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科目名

実務授業の有無

22 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

29 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

20 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

21 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

23 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

24 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

25 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

26 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

18 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

19 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

16 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

17 個別面接 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

６０時間

ライフデザインⅢ

担当教員 坂井　摂子 ○

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．就職活動の準備とスタート

２．自分と就職を理解する

３．情報収集・企業研究

４．企業訪問について

５．就職試験について　（授業方法：演習）

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。　　（授業方法：演習）

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
動画で学ぶ就活ナビ　面接対策資料　就職活動参考資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 就職活動の心がまえ 動画で学ぶ就職ナビ

2 就職活動の流れ 動画で学ぶ就職ナビ

3 自分自身を知る 動画で学ぶ就職ナビ

4 職業を知る 動画で学ぶ就職ナビ

5 志望動機について 動画で学ぶ就職ナビ

6 情報収集のポイント 動画で学ぶ就職ナビ

7 企業研究の方法 動画で学ぶ就職ナビ

8 作成書類の書き方 動画で学ぶ就職ナビ

9 企業訪問について 動画で学ぶ就職ナビ

10 就職試験のマナー 動画で学ぶ就職ナビ

11 面接対策 動画で学ぶ就職ナビ

12 面接対策 動画で学ぶ就職ナビ

13 筆記試験対策 動画で学ぶ就職ナビ

14 受験後の報告について 動画で学ぶ就職ナビ

15 学校での就職活動手続きについて 動画で学ぶ就職ナビ

27 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

28 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

実務経験教員の経歴 無し

30 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準は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

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

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

検定試験（手話検定）30％、評価試験40％、学習意欲および出席率30%

成績評価基準は、A(80点以上)・B(70点以上)・C(60点以上)・D(59点以下)

とする。

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査

の対象とならずＤ評価となり追試を受験しなければなり

ません。追試不合格の場合は進級・卒業時に認定試験を

受験し、合格しなければ当該科目の単位は与えられませ

ん。

22 手話検定対策 プリント

23 手話検定対策 プリント

30 模擬試験

28 手話検定対策 プリント

29 手話検定対策 プリント

17 手話検定対策 プリント

18 手話検定対策 プリント

19 手話検定対策 プリント

20 手話検定対策 プリント

21 手話検定対策 プリント

14 まとめ 試験提出

15 実技試験（待ち時間にレポート作成） 読み取り試験30分・筆記試験50分

16 手話検定対策 プリント

11 創作活動（スピーチ・手話劇） グループ活動

12 創作活動（スピーチ・手話劇） グループ活動

13 創作発表

8
聴覚障碍者の生活（ろう講師）

チャレンジ手話コミュ二ケーション
感想レポート

9 第10・11講座

10 第12・13講座 会話編まとめ

5 第7・8講座（実技）

6 第９講座：たずね合ってみよう 発表

7
ビデオ「わかり合える明日のために」

ろう講師を迎えるにあたっての会話練習
ビデオ・レポート

2
耳の仕組みと聞こえの仕組み（講義）

第１・２講座、指文字（実技）
図・テープ・絵カード・指文字表

3
ことばの発達・福祉制度と支援組織（講義）

第３・５講座（実技）

4 手話の成立と発展（講義）　第４・６講座（実技） プリント

60時間

手話

担当教員 廣川　和子 〇

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

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

も活かしていけるようにする。

単語数：５００程度　　　 基本例文数：１００程度　　　　（授業方法：演習）

26 手話検定対策 プリント

27 手話検定対策 プリント

24 手話検定対策 プリント

25 手話検定対策 プリント

学習目標

（到達目標）
手話検定4級受験→合格

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント　DVD

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
手話とは聴覚障害者の分類・人の暮らしと耳の役割（講義）

挨拶・肯定と否定（実技）
プリント・ラジカセ
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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 点字絵本作成 個人作業

15 総まとめ　評価試験

12 視覚障害者の重要なコミュニケーションの手段である点字の課題 配布プリント

13 バリアフリー調査 グループワーク

10 点字の基本ができるようになる 配布プリント　点字器

11 点字の基本ができるようになる 配布プリント　点字器

8 アルファベットの書き方について 配布プリント　点字器

9 点字の基本ができるようになる 配布プリント　点字器

6 外来語（特殊音）の書き方について 配布プリント　点字器

7 数字の書き方について 配布プリント　点字器

4
点字一覧表に基づく五十音から数字やアルファベットの標準的な書

き方
配布プリント

5 助詞や長音符、分かち書きについて 配布プリント　点字器

2 視覚障害者体験 白杖　アイマスク

3
点字一覧表に基づく五十音から数字やアルファベットの標準的な書

き方
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 点字の概要－点字の考案・意義・特長など 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

視覚障害者の理解とコミュニケーションの方法についての知識と技術を習得することを目的とする。　（授

業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

視覚障害者とのコミュニケーション手段を理解できたか。

点字の技術を理解できたか。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント　点字器

30時間

点字

担当教員 中村　京子 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 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

子育て学

担当教員 藤田　ゆかり ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

将来、保育者になる、親になるものとして、親になることとは何かを学び、両者の視点で子育てについて考

える。また、自身が成長してきた過程も振り返り、子育ての苦労について考える。（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）
親になることの学びを通して、保育者として親支援ができる視点や考察力をもつ。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
親学の教科書　「親学」学習ワークブック

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 子育てとは？親と子の関係について DVD『誰も知らない』

2 子育てとは？親と子の関係について DVD『誰も知らない』

3 親学の必要性　親学の理念と基本 ワークブック①②

4 親学の必要性　親学の理念と基本 ワークブック③④

5 親学の目指すもの　親について ワークブック⑤⑥⑦

6 子どもについて ワークブック⑧⑨

7 家族・家庭について ワークブック➉⑪

8 子育てについて ワークブック⑫⑬

9 親自身が成長するために ワークブック⑭⑮⑯

10 子どもの人間性をはぐくむために ワークブック⑰⑱

11 愛ある家庭をつくるために ワークブック⑲⑳

12 子どもの発達段階ごとの特徴と、親の関わり方 ワークブック㉑㉒

13 子どもの発達段階ごとの特徴と、親の関わり方 ワークブック㉓㉔

14 子どもの発達段階ごとの特徴と、親の関わり方 ワークブック㉕㉖

15 まとめ DVD『ぺコロスの親に会いに行く』

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。
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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 諸外国と日本の高齢者福祉の展望 配布プリント　パワーポイント

15 まとめ 配布プリント　パワーポイント

12 介護問題と援助方法 配布プリント　パワーポイント

13 地域包括支援システムと介護予防 配布プリント　パワーポイント

10 高齢者福祉制度・政策とその特徴 配布プリント　パワーポイント

11 介護問題と介護保険制度 配布プリント　パワーポイント

8 高齢者の社会参加と生涯学習 配布プリント　パワーポイント

9 高齢者福祉制度・政策の歴史的展開 配布プリント　パワーポイント

6 高齢者の生活の実態① 配布プリント　パワーポイント

7 高齢者の生活の実態② 配布プリント　パワーポイント

4 高齢期の身体的特性と高齢期に現れる疾病 配布プリント　パワーポイント

5 認知症とその他の精神疾患 配布プリント　パワーポイント

2 現代社会と高齢者の問題 配布プリント　パワーポイント

3 老いとは何かー老年期の特質 配布プリント　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 高齢者とは　※オリエンテーション DVD

授業概要、目的、

授業の進め方

超高齢社会において、高齢者を理解すること、老いを理解することによって、将来の保育者、教育者として

出来る福祉を考える視点が持てるように学びます。この学びが子どもに携わる資格、免許のための学習にも

役立つ知識となります。　（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）
高齢者について理解し、自身および地域で出来る福祉への展望をもつ

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント　パワーポイント

30時間

高齢者福祉論

担当教員 笠原　悦子 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数
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科目名

実務授業の有無

30時間

子育て相談

担当教員 荒井和美 ○

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 ○この時期の自然を知る「園外保育へ行く際の注意点」 オリジナルプリント

授業概要、目的、

授業の進め方

１．子育てに悩む保護者の現状を知る

２．どのようなアドバイスを行なえばよいのか調べ伝え方を考える

３．連絡帳の書き方を知る　（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

こどもの成長の過程やその過程における親の関わり方・親への支援のあり方を事例をもとに学び、実践力を

身につける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
連絡帳　オリジナルプリント

4 ○連絡帳の書き方② オリジナルプリント

5 ○ビデオ「叫び：子育てママ～13万通のメール」 オリジナルプリント

2 ○クラス便りの書き方 オリジナルプリント

3 ○連絡帳の書き方① オリジナルプリント

8 ○事例研究 オリジナルプリント

9 ○事例研究 オリジナルプリント

6 ○事例研究 オリジナルプリント

7 ○事例研究 オリジナルプリント

12 ○子育て支援を取り巻く背景について② オリジナルプリント

13 ○相手の気持ちを引き出す方法・保護者への伝え方 オリジナルプリント

10 ○事例研究発表会 オリジナルプリント

11 ○子育て支援を取り巻く背景について① オリジナルプリント

14 ○子育て支援センターの見学について オリジナルプリント

15 ○子育て支援センター見学（グループに分かれて） オリジナルプリント

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保護者支援についての技術を教授

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（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

15 卒業研究発表会

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、検定取得状況、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

13 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

14 プレ発表 各自調査、研究

11 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

12 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

9 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

10 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

7 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

8 中間検討会 各自調査、研究

5 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

6 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

3 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

4 各自の研究とゼミでの検討会 各自調査、研究

1 研究テーマの説明 配布プリント

2 研究の進め方 配布プリント

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
必要に応じた参考資料、図書、自作教材の材料等

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

６０時間

授業概要、目的、

授業の進め方

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

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

とし、主にこどもの発達と児童文化財に関する課題を中心に選択する。　（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

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

どを通して、専門職者として必要な知識・技能を身につける。

必修・選択 必修 単位数 2 時間数

卒業研究

担当教員 坂井　摂子 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 ６０時間

卒業制作

担当教員 坂井　摂子 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 卒業制作とは　活動するにあたっての心がまえ　組織作り

授業概要、目的、

授業の進め方

１．身体表現について

２．言語表現について

３．音楽表現について

４．総合演習について

５．発表会　　　　　　　　　　　（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
３年間を通して学んできた成果をさまざまな表現活動を通して作品として仕上げ、発表する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
絵本、動画、音源　その他参考資料

4 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

5 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

2 テーマについての話し合い グループワーク

3 総合的な作品つくりについての話し合い グループワーク

8 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

9 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

6 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

7 流れの確認 グループワーク

12 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

13 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

10 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

11 流れの確認 グループワーク

16 ゼミにわかれて構成の話し合い グループワーク

17 ゼミにわかれて構成の話し合い グループワーク

14 ゼミにわかれて素材集め グループワーク

15 流れの確認 グループワーク

20 ゼミにわかれて通し練習 グループワーク

21 ゼミにわかれて通し練習 グループワーク

18 ゼミにわかれて構成の話し合い グループワーク

19 流れの確認 グループワーク

24 全体通し練習

25 全体通し練習

22 ゼミにわかれて通し練習 グループワーク

23 流れの確認

28 プレ発表

29 卒業制作発表会

26 全体通し練習

27 全体通し練習

実務経験教員の経歴 無し

30 卒業制作発表会

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＡ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

保育・教育実習指導Ⅲ（幼稚園）

担当教員 荒井　和美 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 前期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

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

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 今までの実習の振り返り

2 『実習日誌』記入のための観察視点 DVD

3 『実習日誌』記入のための考察視点 DVD

4 指導案作成について 指導案用紙

5 指導案作成について振り返り 指導案用紙

6 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

7 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

8 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

9 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

10 模擬部分実習 グループ発表　→　振り返り

11 実習課題とテーマ作成

12 事前オリエンテーションについて

13 実習の心構え 配布プリント

14 実習後指導

15 実習事例研究

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴
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。



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

30時間

保育・教育実習指導Ⅲ（選択実習）

担当教員 坂井　摂子 ×

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 1 時間数

授業概要、目的、

授業の進め方

１．自分の長所や個性を知る

２．実習先を選び、実践力をつける　（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

　自分の長所や個性を生かした実習ができるように施設・事業所を選び、実習に

向けた実践力をつける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
今までの実習日誌　求人票　興味のある施設・事業所の資料

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1
今までの実習の振り返り

実習先の選び方
配布資料

2 実習先選択 配布資料

3 実習先選択 配布資料

4 実習先の依頼の仕方 配布資料

5 実習に向けての準備 配布資料

6 実習に向けての準備 配布資料

7 実習に向けての準備 配布資料

8 実習に向けての準備 配布資料

9 実習に向けての準備 配布資料

10 実習に向けての準備 配布資料

11 実習に向けての準備 配布資料

12 実習に向けての準備 配布資料

13 実習に向けての準備 配布資料

14 実習に向けての準備 配布資料

15 実習を終えての振り返り・今後に向けての課題確認 配布資料

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

6

実務経験教員の経歴
実習施設の職員が実習生に対しての実習態度、学ぶ姿勢、学習状況においての指導を行

う。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は保育現場からの評価と実習日誌、事後レポート等を併せて評価

・成績評価基準はＡ（100～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

１.現場実習を実施するにあたり、明確な目的、目標を立てること

２．受入施設や企業は多忙な中で協力してくれていることを常に

認識し、感謝の気持ちを忘れない

３．社会人としてのマナー、エチケットを遵守し、素直な気持ち

で仕事に携わること

4

5

2

3

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 選択実習 各々の希望箇所での１０日間の実習

授業概要、目的、

授業の進め方

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

ある。

実習先の選択、依頼も自身で行い、実習や就職に対する意欲も養う。

（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）
自身の課題や目標を設定し、自身の経験値や視野を拡大する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌

８０時間

現場実習（選択）

担当教員 実習先職員 〇

対象学科 こども福祉教育学科 対象学年 3年生 開講時期 後期

必修・選択 必修 単位数 2 時間数


