
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
社会福祉事務所代表としての勤務経験を活かし、地域における福祉の現状や課題につい

て、各現場と連携しながら教授する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14 試験課題提示、復習

15 試験実施

12 地域福祉の新しい課題 「児童虐待」の防止と地域における子育て支援②新潟県中央児童相談所　視察 パワーポイント

13 地域福祉の新しい課題 「児童虐待」の防止と地域における子育て支援③まとめ パワーポイント

10 地域福祉の新しい課題 「児童虐待」の現状 パワーポイント

11 地域福祉の新しい課題 「児童虐待」の防止と地域における子育て支援①新潟県中央児童相談所長　講話 パワーポイント

8 地域福祉を支える組織① 新潟県社会福祉協議会　見学 パワーポイント

9 地域福祉を支える組織③ 社会福祉協議会について （まとめ） パワーポイント

6 地域福祉の担い手について パワーポイント

7 地域福祉を支える組織② 市町村社会福祉協議会について （ＤＶＤ視聴、グループワーク、まとめ）

4 地域福祉の実際②　 「地域の茶の間～あなたの居場所はここにある」 （ＤＶＤ視聴、グループワーク、まとめ）

5 地域福祉の実際③　 地域福祉の新しい課題「子ども食堂」 （ＤＶＤ視聴、グループワーク、まとめ）

2 地域福祉の考え方～誰もが地域で当たり前に暮らす パワーポイント

3 地域福祉の実際①　 「災害時における高齢者・障害者支援」 （グループワーク、まとめ）

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 地域福祉の観点から校舎周辺を環境点検 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

地域福祉の考え方を学ぶとともに、子どもと地域の関わり、子ども家庭福祉における保育士の役割等につい

て理解する。　社会福祉協議会、児童相談所見学

（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

地域福祉の考え方を学ぶとともに、子どもと地域の関わり、子ども家庭福祉における保育士の役割等につい

て理解する。

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

３０時間

地域福祉

担当教員 林　正海 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

z

３０時間

こどもの健康と安全

担当教員 橋本　麻里 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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)

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

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

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

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

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

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

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

14 学生自らのリフレクション パワーポイント

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、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象

とならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不

合格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ

当該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

３０時間

こどもの保健

担当教員 田覚　麻由美 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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。



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

21 調理実習

18 調理実習

25

調理実習

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

24

グループでの献立計画

27 調理実習 調理実習

26

調理実習

16 こどもの発育・発達と食生活	３）学童・思春期 調理実習

グループワーク

23

特別な配慮を要するこどもへの支援 配布資料

20 調理実習

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

17 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

14 調理実習

15 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

13 こどもの発育・発達と食生活	２）乳・幼児期 調理実習

12 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 パワーポイント

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
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 栄養に関する基本概念と栄養素についての理解 パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

ヒトが動物としてまた、人間らしく生きていくために何をどのように食べるべきなのかという基本を理解す

る。その上で、それを暮らしの中にどのような具体的形で、こどもたちに伝えていくのかということしっか

りと理解し考え、身に付ける。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

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、離乳をどのように進めていくのか理解する。４．

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。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
パワーポイント

必修・選択 必修 単位数 2 時間数 ６０時間

こどもの食と栄養

担当教員 熊谷　文子 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 対象学年 2年生 開講時期 前期・後期



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

実務経験教員の経歴 病児保育専門士として病児保育室に勤務した経験で病児保育の理論と技術を教授する。

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Ｓ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14

保護者対応

必携 病児保育マニュアル vol.2　第13章

15

病児保育室のセーフティーマネジメント

必携 病児保育マニュアル vol.2　第16章

12

子どもの事故　病児保育室のリスクマネジメント

事故発生時の対応

必携 病児保育マニュアル vol.2　第9章

13

気になる子どもへの対応

必携 病児保育マニュアル vol.2　第11章

10

｢保育看護｣の専門性

必携 病児保育マニュアル vol.2　第7章

11

病児保育における保育

必携 病児保育マニュアル vol.2　第8章

8 必携 病児保育マニュアル vol.2　第5章

9 必携 病児保育マニュアル vol.2　第6章

病気の子どもの心理

6 小児医学総論　心肺蘇生法 必携 病児保育マニュアル vol.2　第4章

7 小児疾患各論　感染症（病児保育感染症ガイドライン） 必携 病児保育マニュアル vol.2　第3章

4 病児保育の発展に向けて　～今後の課題 必携 病児保育マニュアル vol.1　第4章

5 病児保育の実態 必携 病児保育マニュアル vol.1　第10章

2 病児保育の歴史 必携 病児保育マニュアル vol.1　第2章

3 タイプ別病(後)児保育室の特徴と課題 必携 病児保育マニュアル vol.1　第3章

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 病児保育とは 必携 病児保育マニュアル vol.1　第1章

授業概要、目的、

授業の進め方

病児保育とは､ 単に子どもが病気のときに､ 保護者に代わって子どもの世話をすることを意味しているわけではありませ

ん｡ 本来子どもは､ 健康なときはもとより､ 病気のときであっても､ あるいは病気のときにはより一層､ 身体的にも精神的

にも､ そして社会経済的､ 教育・倫理・宗教的にも､ 子どもにとって最も重要な発達のニーズを満たされるべくケアされな

ければならないのです｡ つまり､ 健康であっても病気のときであっても､ 子どものトータル・ケアが保障されることが､ 子

どもの権利条約においても摘されているところです｡ （授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

　医療機関や保育所における急性疾患児または病気の回復期にある子どもの一時預かりに加え，長期入院や療養を必要と

する慢性疾患児やその家族への専門的な医療知識や看護知識を提供できる能力を習得する。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
必携 病児保育マニュアル vol.1　必携 病児保育マニュアル vol.2

３０時間

病児保育Ⅰ

担当教員 渋谷　佳子 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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(認定病児保育スペシャリスト試験)、レポート、授業

態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14 Web講座 公式テキスト

15 Web講座 公式テキスト

12 Web講座 公式テキスト

13 Web講座 公式テキスト

10 第10章 病児保育中のリスク 公式テキスト

11 第11章 病児保育におけるリスクマネジメント 公式テキスト

8 第8章 代表的な子どもの病気 公式テキスト

9 第8章 代表的な子どもの病気 公式テキスト

6 第6章 病児保育におけるコミュニケーション 公式テキスト

7 第7章 感染予防 公式テキスト

4 第4章 病児保育の1日 公式テキスト

5 第5章 病児保育の心理 公式テキスト

2 第2章 あるべき病児保育のかたち 公式テキスト

3 第3章 病児保育の遊び 公式テキスト

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 第1章 病児保育の意義 公式テキスト

授業概要、目的、

授業の進め方

病児保育とは､ 単に子どもが病気のときに､ 保護者に代わって子どもの世話をすることを意味しているわけではありません｡

本来子どもは､ 健康なときはもとより､ 病気のときであっても､ あるいは病気のときにはより一層､ 身体的にも精神的にも､

そして社会経済的､ 教育・倫理・宗教的にも､ 子どもにとって最も重要な発達のニーズを満たされるべくケアされなければ

ならないのです｡ つまり､ 健康であっても病気のときであっても､ 子どものトータル・ケアが保障されることが､ 子どもの

権利条約においても摘されているところです｡ （授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
認定病児保育スペシャリスト試験 　合格

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
認定病児保育スペシャリスト試験 公式テキスト

３０時間

病児保育Ⅱ

担当教員 橋本　麻里 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14
長期療養が必要な子どもと家族の看護

長期療養が必要な子どもと家族の特徴と援助
パワーポイント

15
救急における子どもと家族の看護

子どもの事故・外相の特徴および小児救急における看護対応
パワーポイント

12
小児がんの子どもと家族の看護

小児がんとは。化学療法を受けている子どもと家族への援助
パワーポイント

13
先天性障害を持つ子どもと家族の看護

先天性障害とは。先天性障害をもつ子どもと家族の特徴と援助
パワーポイント

10
手術を受ける子どもと家族の看護

小児の手術の特徴および援助
パワーポイント

11
活動制限や隔離が必要な子どもと家族の看護

活動制限や隔離の目的と子どもの特徴
パワーポイント

8
状況別にみる子どもと家族の看護

外来、入院における小児と家族の看護。在宅療養を必要とする小児
パワーポイント

9
検査、処置を受ける子どもと家族の看護

小児の検査と処置の特徴および援助
パワーポイント

6
健康障害の各段階の子どもと家族の看護

急性期、慢性期にある子どもと家族
パワーポイント

7
学童期、思春期の看護

学童期、思春期に起こりやすい健康問題と援助
パワーポイント

4
遊びと教育

子どもにとっての遊び・教育の意義
パワーポイント

5
病気や入院が子どもと家族に与える影響とその看護

各発達段階における病気や入院の理解および家族への影響。
パワーポイント

2
小児の人権

子ども観の変遷および小児医療と子どもの権利
パワーポイント

3
小児看護における法律

児童福祉法、母子保健法、児童虐待の防止等に関する法律
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
小児看護を理解するための基礎知識

小児看護の対象、目的、役割および歴史的変遷と課題
パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

小児看護の対象と特徴そして役割について概説する。健康障害が子どもとその家族に及ぼす影響について学

習し、健康レベルに応じた看護援助の方法や支援方法について理解する。また、子どもに多くみられる症状

や疾患についての基礎知識を学習し、観察の視点、対応方法について考え、実践する際に役立てるように学

習する。（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

小児看護の対象である子どもとその家族を理解し、看護師の役割について理解する。また、さまざまな健康

障害の状態にあっる子どもとその家族に応じた援助ができるための基礎的能力を養う。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
パワーポイント

３０時間

こども看護学

担当教員 松山　由美子 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14
母子の健康・権利

性暴力・ドメスティックバイオレ
パワーポイント

15
国際社会と看護

母子保健の国際化
パワーポイント

12
家族計画

受胎調節法
パワーポイント

13
性感染症とその予防

主な性感染症と罹患状況、予防
パワーポイント

10
新生児の疾患

新生児の病気、治療とケア
パワーポイント

11
更年期～老年期の健康と看護

更年期障害・骨粗鬆症・女性生殖器疾患
パワーポイント

8
出産に対する援助

分娩準備期～分娩期の看護
パワーポイント

9
新生児の看護

新生児の生理・抱き方・おむつ交換・沐浴
パワーポイント

6
思春期の健康と看護

思春期の女性の特徴・健康問題・性教育
パワーポイント

7
成熟期の健康と看護

妊娠の経過・妊娠疑似体験
パワーポイント

4
母性看護の対象理解

女性のライフサイクルにおける形態と機能の変化、母性の発達
パワーポイント

5
女性のライフステージ各期における看護

性周期と女性のライフサイクル
パワーポイント

2
母性看護における倫理

生殖医療補助技術の進歩と倫理的課題
パワーポイント

3
母性看護の対象を取り巻く社会の変遷

母性保健統計の動向・母性看護の対象を取り巻く環境
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
母性看護の概念

セクシャリティ・リプロダクティブヘルス/ライツ・ヘルスプロモーション
パワーポイント

授業概要、目的、

授業の進め方

・リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概念を基盤として展開される母性看護の対象、機能と役割、現状と今

後の課題について幅広い視野から学ぶ。

・思春期、成熟期、更年期・老年期の各時期の女性の特徴と健康問題との関係、看護について学ぶ。

（授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

・リプロダクティブ・ヘルス/ライツの意味を説明できる。

・女性のライフサイクル各期の特徴と健康問題について説明できる。

・マタニティサイクルにおける母子の看護について説明できる。

・リプロダクティブヘルスに関する主要な健康問題と看護について説明できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
パワーポイント

３０時間

母性看護学

担当教員 松山　由美子 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

実務経験教員の経歴
児童館館長として勤務した経験を活かして、児童館の実際とそこでの職務、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

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14 児童館の今日的課題 配布プリント

15 児童館の今日的課題 配布プリント

12 児童厚生員の資質と役割　　［安全指導・安全管理］ 配布プリント

13 児童館と地域社会・福祉的機能　（個別的、集団的援助 配布プリント

10 児童館における遊びの指導と研究および発表 配布プリント

11 児童館における遊びの指導と研究および発表 配布プリント

8 児童館における遊びの指導と研究および発表 配布プリント

9 児童館における遊びの指導と研究および発表 配布プリント

6 児童館の活動内容　（小学生の遊びと指導） 配布プリント

7 児童館の活動内容　（中高校生の居場所作り） 配布プリント

4 子どもの現状と児童館の機能と役割 配布プリント

5 児童館の活動内容　（子育て支援　親子活動について） 配布プリント

2 児童館の設置および運営　［放課後児童クラブについて］ 配布プリント

3 児童健全育成と遊び 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 児童館の基本理念 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

児童館の基本理念を押さえつつ、実際に児童館で起こった子ども達のエピソードや活動を紹介しながら、現

代の子ども達の現状を理解し、児童館の役割について考え、実技演習を通して、児童館活動のあり方への理

解を深めていく。  （授業方法：講義）

学習目標

（到達目標）

童館が子どもや社会に果たす役割を理解し、子どもひとりひとりが社会の一員として心身ともに豊かに生きていくため子

どもに必要な体験プログラムやそこに寄り添う大人のあり方について理解を深め、自分の考えを持つ

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
配布プリント

３０時間

児童館の機能と運営

担当教員 田中　純一 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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 保幼小連携と保育内容「健康」のまとめ 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 健康と自然環境、園外保育の活動内容 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 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

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
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

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 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

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 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

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 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

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 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

１５時間

環境論

担当教員 洒井　亜樹 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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）

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

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

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

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

・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。

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



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

健康論

担当教員 橋本　麻里 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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

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

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

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

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

8 乳幼児期の身体活動の在り方 パワーポイント

9

10

11

12

13

14

15

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

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
保育園主任の経験から乳幼児を取り巻く環境、保育現場の環境の重要性について教授す

る。

14
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

15 まとめ

12 様々な環境との出会い パワーポイント

13
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

10 保育者の3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 平野　雅子 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

必修・選択 必修 単位数 1 時間数 ３０時間

乳幼児保育Ⅱ

担当教員 平野　雅子 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 対象学年 2年生 開講時期 前期

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 乳幼児保育とは プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

乳幼児保育の歩みと現状、乳幼児の発達上の特徴など、基本的な知識について学び、その意義や必要性を理

解できるようにする。人としての基礎を培う大切な乳幼児期に関わる保育者の役割を理解し、適切な保育の

計画や方法、保護者への支援の習得を目指す。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

乳幼児保育について、発達段階ごとの特徴と具体的な援助について理解できる。

乳幼児の発達の法則、発達的特徴、及び乳幼児の援助について具体的に理解できる。

乳幼児保育の果たす役割について具体的な援助方法や保護者支援を理解できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
保育所保育指針解説書

4 ６か月未満児 保育所保育指針解説書

5 ６か月未満児の保育の実際 保育所保育指針解説書

2 乳幼児保育の歴史、背景と制度 プリント

3 現代社会と乳児、乳幼児保育の場 保育所保育指針解説書

8 １歳３か月から２歳児 保育所保育指針解説書

9 １歳３か月から２歳児の保育の実際 保育所保育指針解説書

6 ６か月から１歳３か月未満児 保育所保育指針解説書

7 ６か月から１歳３か月未満児の保育の実際 保育所保育指針解説書

12 乳幼児の生活と遊び、環境づくり 保育所保育指針解説書

13 乳幼児の理解、援助の実際 配布プリント

10 乳幼児保育における保護者との関係 保育所保育指針解説書

11 乳幼児保育の現状 保育所保育指針解説書

実務経験教員の経歴
保育園主任の経験から、乳幼児の発達の実際や乳幼児保育の実技に関しての知識・技術

および保育計画についてを教授する。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14 乳幼児の理解、援助の実際 配布プリント

15 乳幼児の理解、援助の実際 配布プリント

18 集団保育における安全と健康 保育所保育指針解説書

19 乳幼児保育の発達と保育内容 保育所保育指針解説書

16 乳幼児の理解、援助の実際 配布プリント

17 乳幼児の理解、援助の実際 配布プリント

22 全体的な計画に基づく指導計画 配布プリント

23 全体的な計画に基づく指導計画 配布プリント

20 乳幼児保育の発達と保育内容 保育所保育指針解説書

21 全体的な計画に基づく指導計画 配布プリント

26 乳幼児保育の課題 配布プリント

27 指導計画案の作成 配布プリント

24 乳幼児保育における連携と地域子育て支援 保育所保育指針解説書

25 乳幼児保育における連携と地域子育て支援 保育所保育指針解説書

30 まとめ 配布プリント

28 連絡帳の作成 配布プリント

29 グループ討議 配布プリント



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

社会的養護Ⅱ

担当教員 小柳　信子 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

授業概要、目的、

授業の進め方

１． 子どもの理解を踏まえた社会的養護の基礎的内容について具体的に理解する

２． 施設養護及び家庭養護の実際について理解する

３． 社会的養護における計画・記録・自己評価の実際について理解する

４． 社会的養護に関わる相談援助の方法・技術について理解する

５． 社会的養護における子ども虐待の防止と家庭支援について理解する（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
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、価値観を身に着ける。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
特になし

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

2 自立支援 パワーポイント

3 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

4 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

5 相談援助の知識と技術２（リーダーシップ） 配布プリント

6 相談援助の知識と技術２（リーダーシップ） 配布プリント

7 相談援助の知識と技術３（コーチング） 配布プリント

8 相談援助の知識と技術３（コーチング） 配布プリント

9 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

10 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

11  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

12 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

13 社会的養護の課題と展望 パワーポイント

14  社会的養護の課題と展望　グループ討論 模造紙へのポスター作製

15 グループ発表 模造紙へのポスター作製

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。



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

15

12

13

10

11

8 多様な支援ニーズを抱える子育て家庭の理解 パワーポイント、テキスト

9

6 地域の子育て家庭に対する支援 パワーポイント、テキスト

7 子どもの虐待の予防と対応 パワーポイント、テキスト

4 社会資源の活用と自治体・関係機関や専門職との連携・協働 パワーポイント、テキスト

5 保育士の行う子育て支援とその実際(内容・方法・技術) パワーポイント、テキスト

2 保護者や家庭の抱える支援のニーズへの気づきと多面的な理解 パワーポイント、テキスト

3 保育所を利用している保護者に対する子育て支援 パワーポイント、テキスト

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 保育所の特性を生かした子育て支援 パワーポイント、テキスト

授業概要、目的、

授業の進め方

保育士の行う子育て支援について、様々な場や対象に即した支援の内容と方法及び技術を、実践事例等を通

して具体的に理解するとともに、保育士の行う子育て支援の展開を学ぶ。

学習目標

（到達目標）
スクーリング:子育て支援の実施について事例を通して具体的に理解する。保育相談支援の基本を学ぶ。

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)

３０時間

子育て支援

担当教員 荒井　和美 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

３０時間

こどもと音楽表現Ⅱ（ソルフェージュ）

担当教員 藤田　ゆかり ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

授業概要、目的、

授業の進め方

音楽に関する、主に楽譜を読むための基礎的な能力を身につけ、表現活動につなげる。

簡単なリズムや音を聞き取る事ができるようにする。

音楽を形づくっている要素を正しくとらえ、音楽性豊かな表現をするための力を養う。

（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
音楽を表現するために必要なリズム感、フレーズ感を養い、保育現場での実践力を養う。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
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 授業の概要について プリント

2 発声法と音程の基礎知識①理論と実践　3度音程を中心に 歌唱実践

3 音程の基礎知識②理論と実践　　　4度から8度音程について 歌唱実践

4 実際の楽譜を使って視唱の練習　初見唱のポイント 歌唱実践

5 視唱の応用　カノンを用いて 歌唱実践

6 アカペラのアンサンブルの練習 歌唱実践

7 アカペラのアンサンブルの練習と発表 歌唱実践

8 コールユーブンゲンを用いて①　視唱の応用 歌唱実践

9 コンコーネを用いて②　視唱の応用 歌唱実践

10 リズムの理解①　8分音符のよる12分割　リズム唱 リズム奏

11 リズムの理解②ビートを感じる　2拍子の基礎リズムを用いて リズム奏

12
リズムの理解③リズムパターンを覚える

2拍子の基礎リズムを用いて
リズム奏

13 リズムの応用④リズム創作　2拍子リズムパターンを使って グループ活動によるリズム創作および旋律を作る

14 リズムの応用④　体を使って表現 体を使って創作したリズム譜を表現する

15 発表 創作したものを歌いグループで発表

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

実務経験教員の経歴 無し



国際こども・福祉カレッジ　シラバス

科目名

実務授業の有無

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 振り返り ディスカッション

15 まとめ プリント

12 身体表現あそびの立案④／手具を用いたリズムダンスの創作④ 実技➨解説

13 模擬保育（身体表現あそび）、リズムダンスの実践 実技➨解説

10 身体表現あそびの立案②／手具を用いたリズムダンスの創作② 実技➨解説

11 身体表現あそびの立案③／手具を用いたリズムダンスの創作③ 実技➨解説

8
保育者と身体表現～身体表現の基礎力を高める③

ストレッチ、表現あそびにつながる絵本やお話
実技➨解説

9 身体表現あそびの立案①／手具を用いたリズムダンスの創作① 実技➨解説

6
保育者と身体表現～身体表現の基礎力を高める⑤

ストレッチ、布やフープを使って
実技➨解説

7
保育者と身体表現～身体表現の基礎力を高める⑥

ストレッチ、動きのフレーズづくり
実技➨解説

4
保育者と身体表現～身体表現の基礎力を高める③

ストレッチ、いろいろなステップ
実技➨解説

5
保育者と身体表現～身体表現の基礎力を高める④

ストレッチ、リズムジャンプ
実技➨解説

2
保育者と身体表現～身体表現の基礎力を高める①

フォークダンス、レクダンス
実技➨解説

3
保育者と身体表現～身体表現の基礎力を高める②

ストレッチ、乳児とのふれあいあそび
実技➨解説

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

1 授業計画の説明、保育所保育指針ににみる「表現」 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

本授業では幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領における領域「表現」の内容を主

軸として他領域での知識や技能と関連させながら、こどもにとっての表現について、その意義、効果的な指導法、使用教材

の知識などについての理論と実践方法を自らの音楽表現や身体表現、言語表現、造形表現から学習する。さらに、創作ダン

スやフォークダンス現代表現のﾘｽﾞﾑﾀﾞﾝｽとしてﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟやﾛｯｸﾀﾞﾝｽを取り組み身体表現を通してコミュニケーションをとり

音楽経験を活かし生活を明るく潤いのあるものにする態度と習慣を身に付ける。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
リズム表現Ⅰで、得た身体表現遊びを展開するために必要な知識や技術を基により具体的な、保育指導法を修得していくことを目的とする。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
撮影、確認用　個人もちタブレット　　音楽機器　楽器

３０時間

こどもとﾘｽﾞﾑ表現Ⅱ

担当教員 橋本　麻里 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

１５時間

特別支援教育

担当教員 平賀　哲 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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)

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

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

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

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

・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



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

３０時間

こどもと体育

担当教員 橋本　麻里 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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)

2 固定遊具の遊び パワーポイント

3 固定遊具の遊び 実践

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

実務経験教員の経歴 無し

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

道具を使った遊びⅠ パワーポイント

5 道具を使った遊びⅠ 実践

4

6 道具を使った遊びⅡ(身近な遊具) パワーポイント

7 道具を使った遊びⅡ(身近な遊具) 実践

8 大型遊具を使った遊び パワーポイント

9 大型遊具を使った遊び 実践

10 サーキット遊び パワーポイント

11 サーキット遊び 実践

12 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

13 身体の表現による伝承遊びⅠ(遊具を使わない) 実践

14 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

15 身体の表現による伝承遊びⅡ(遊具を使った) 実践



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

こどもの理解と相談支援

担当教員 小柳　円 ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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。



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。

評価方法・成績評価基準 履修上の注意

・成績評価は原則各科目終了時に実施

・成績評価内容は試験、レポート、授業態度等

・成績評価基準はＳ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14
わらべ歌、あそび歌、しりとり、伝言ゲーム等の模擬保育と振り返

り
グループ内発表

15
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
パワーポイント

12 わらべ歌、あそび歌、しりとり、伝言ゲーム等の留意点 教材制作材料　指導案用紙

13
わらべ歌、あそび歌、しりとり、伝言ゲーム等の指導案の作成と評

価方法
教材制作材料　指導案用紙

10
絵本、紙芝居、パネルシアター、ペープサート等による模擬保育と

評価方法・振り返り
グループ内発表

11
わらべ歌、あそび歌、しりとり、伝言ゲーム等の意義及び教材の活

用と指導法
教材制作材料　指導案用紙

8
絵本、紙芝居、パネルシアター、ペープサート等の教材活用の指導

法
教材制作材料　指導案用紙

9
絵本、紙芝居、パネルシアター、ペープサート等の教材と指導案の

作成
教材制作材料　指導案用紙

6 わらべ歌遊びや言葉遊び等の活用と留意点 配布プリント

7 絵本、紙芝居、パネルシアター、ペープサート等の教材の作成 教材制作材料　指導案用紙

4 言語表現教材の指導法及び模擬保育の指導法 配布プリント

5 絵本の読み聞かせや紙芝居等の活用と留意点 配布プリント

2 言語表現の指導法及び指導案の作成 パワーポイント

3 言語表現活動の意義と範囲 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 幼稚園教育要領・保育所保育指針における「表現」の内容 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。（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

レポート：子どもの発達に応じた言葉の習得と児童文化財についての基礎的知識を述べることができる。具体的な児童文化財の分析・考察を行い適切に述べること

ができる。

科目試験：子どもの発達に応じた言葉の習得と児童文化財について、具体的な活用の仕方を述べることができる。具体的な児童文化財の分析・考察をより多角的に

行うことができる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
「こどもと言語表現」（豊岡短大配本テキスト）

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 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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 「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
自作プリント

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
自作プリント

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
自作プリント

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
自作プリント

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

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

こどもの指導法「音楽表現」

担当教員 藤田　ゆかり ○

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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。

1 レベルチェック 課題曲

2 ピアノ演奏実践 課題曲

3 ピアノ演奏実践 課題曲

6 ピアノ演奏実践 課題曲

7 ピアノ演奏実践 課題曲

ピアノ演奏実践 課題曲

5

授業概要、目的、

授業の進め方

子どもと音楽表現の重要性を考え、保育における音楽環境について学ぶ。ピアノを始めとした様々な楽器の

奏法を学び、子どもに音楽の楽しさを提供する際の様々な技術を演習を通して身につけていく。

（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）
ヤマハ音楽能力検定　受験　（個人レベルに合わせた級）

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
各自用意の楽譜

回数 授業項目、内容 学習方法・準備学習・備考

６０時間

こどもと音楽あそびⅡ

担当教員 梅津　幹子 ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 対象学年 2年生 開講時期 前期・後期

必修・選択 選択 単位数 2 時間数

ピアノ演奏実践 課題曲

4

10 ピアノ演奏実践 課題曲

11 ピアノ演奏実践 課題曲

8 ピアノ演奏実践 課題曲

9 ピアノ演奏実践 課題曲

14 ピアノ演奏実践 課題曲

15 ピアノ演奏実践 課題曲

12 ピアノ演奏実践 課題曲

13 ピアノ演奏実践 課題曲

18 ピアノ演奏実践 課題曲

19 ピアノ演奏実践 課題曲

16 ピアノ演奏実践 課題曲

17 ピアノ演奏実践 課題曲

22 ピアノ演奏実践 課題曲

23 ピアノ演奏実践 課題曲

20 ピアノ演奏実践 課題曲

21 ピアノ演奏実践 課題曲

26 ピアノ演奏実践 課題曲

27 ピアノ演奏実践 課題曲

24 ピアノ演奏実践 課題曲

25 ピアノ演奏実践 課題曲

30 ピアノ演奏実践 課題曲

28 ピアノ演奏実践 課題曲

29 ピアノ演奏実践 課題曲



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。

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

6

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１２日間（９０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 実習先職員 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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
保育士資格での保育現場の勤務経験から、最終経験となる保育実習Ⅱにおいて得る保育

者としての実践力の準備段階の知識・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Ｓ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14
実習上の諸注意のまとめ（含む、保育者としての倫理、守秘義務、

プライバシーの保護）
配布プリント

15
実習上の諸注意のまとめ（含む、保育者としての倫理、守秘義務、

プライバシーの保護）

12
保育実践

グループ発表

13
保育実践

グループ発表

10
保育実践

グループ発表

11
保育実践

グループ発表

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

9
保育実践

グループ発表

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：演習）

学習目標

（到達目標）
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。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌　配布プリント

３０時間

保育実習指導Ⅱ

担当教員 荒井　和美 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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

6

4

5

2 保育所実習 保育所で１２日間（９０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

３０時間

保育実習Ⅱ

担当教員 保育現場保育士　 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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児童館実習における心構えや児童の

健全育成のための実践を教授する。

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Ｓ（100～90点）、Ａ（89～80点）、Ｂ（79～70点）、

　Ｃ（69～60点）、Ｄ（59～0点）

科目終了時に当該科目の出席率が80％以上ない者は考査の対象と

ならずＤ評価となり追試を受験しなければなりません。追試不合

格の場合は進級・卒業時に認定試験を受験し、合格しなければ当

該科目の単位は与えられません。

14 ・実習の総括と自己評価　　・自分の保育者としての課題の明確化 配布プリント

15 ・実習の総括と自己評価　　・自分の保育者としての課題の明確化 配布プリント

12 保育の観察、記録、自己評価に基づく保育の改善 配布プリント

13 保育の観察、記録、自己評価に基づく保育の改善 配布プリント

10 保育の全体計画に基づく具体的な計画と実践 配布プリント

11 保育の全体計画に基づく具体的な計画と実践 配布プリント

8 保育士の専門性と職業倫理 配布プリント

9 保育の全体計画に基づく具体的な計画と実践 配布プリント

6 児童館実習での指導計画について 配布プリント

7 児童館実習での指導計画について 配布プリント

4 児童福祉施設における子ども支援、親支援の現状について 配布プリント

5 児童館実習での指導計画について 配布プリント

2 社会的養護の現状について 配布プリント

3 自分の行く実習施設種を中心とした実習施設の現状と問題点 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 児童福祉施設の施設種の理解 配布プリント

授業概要、目的、

授業の進め方

１．児童福祉施設における保育者の専門性について理解する。

２．児童福祉施設に暮らす子どもや親について理解する。

３．児童福祉以外の社会福祉施設について知る。

４　老人福祉・障害者福祉における保育者の役割等簡単に理解する。

５．施設内の連携、他機関との連携について理解する。

４．実習の事後指導を通して実習の総括と自己評価を行い、保育に対する課題を明確にする。

（授業方法：演習）

学習目標

（到達目標）

１．子ども支援、親支援の現状について、保育実習Ⅰの経験を振り返りながら考えることができる。

２．実習を振り返り、実習施設種の抱える問題、そこで働く職員の職種と職務内容、子どもたちが置かれた現状について

理解できる。

テキスト・教材・参

考図書・その他資料
実習日誌　指導案

３０時間

保育実習指導Ⅲ

担当教員 稲垣　孝 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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

6

4

5

2 児童館実習 児童館で１２日間（９０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

既習の教科目や保育実習の経験を踏まえ、児童福祉施設等（保 育所以外）の役割や機能について実践を通し

て、理解する。 ２． 家庭と地域の生活実態にふれて、子ども家庭福祉、社会的養護、 障害児支援に対する

理解をもとに、保護者支援、家庭支援のた めの知識、技術、判断力を習得する。 ３．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。 ４．実習における自己の課題を理解する。

（授業方法：実習）

学習目標

（到達目標）

児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能について実践をとおして理解を深める。保育士の役割の理解、

そしてそこから自身の知識、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Ⅲ

担当教員 実習先職員 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

実務経験教員の経歴

27 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

29 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

幼稚園教諭としての勤務、保育士としての勤務経験から、2年間の保育・幼児教育学習の

まとめとして、実習経験からの応用や、発展としての学習を展開する。

30 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

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。

26 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

22 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

23 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

24 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

25

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

「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

配布プリント

14

保育計画と模擬保育

配布プリント

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
配布プリント

10 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」 配布プリント

11 保育計画と模擬保育 指導案作成

6 幼児教育の将来的展望 配布プリント

7 幼保小連携 配布プリント

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）
配布プリント

3 特別支援教育の基礎 配布プリント

4 特別支援教育と教師・保育者 配布プリント

5 保育における集団の編成 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 保育者という職業 配布プリント

2 学級経営 配布プリント

保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

６０時間

保育・教職実践演習

担当教員 荒井　和美／稲垣　孝 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 対象学年 2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

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）

17 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

28 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

15 学習のまとめ　・自己の振り返り・今後に向けての課題 配布プリント

16 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

18 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

19 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

20 保育実践のあり方/２年間の学習のまとめ グループワーク

21



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、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 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

14 プレ発表

11 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

12 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

9 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

10 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

7 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

8 中間検討会 各自、各グループでの作業

5 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

6 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

3 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

4 各自の研究とゼミでの検討会 各自、各グループでの作業

1 研究テーマの説明

2 研究の進め方

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　タブレット端末

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

　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 1 時間数

卒業論文

担当教員 稲垣　孝/藤田ゆかり ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

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

6 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

7 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

4 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

5 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

2 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

3 就職研修 模擬面接対策資料　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 就職研修 模擬面接対策資料　就職活動参考資料

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
模擬面接対策資料　就職活動参考資料　動画で学ぶ就活ナビ

１５時間

ライフデザインⅡ

担当教員 稲垣　孝／藤田ゆかり ×

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 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

・成績評価は実習園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

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

１８０時間

教育実習

担当教員 実習園教諭 〇

対象学科 こども保育学科　保育士・幼稚園教諭コース 対象学年 2年生 開講時期 後期

必修・選択 選択 単位数 4 時間数


