
 

 

１．科目名（単位

数） 
在宅保育論 （2単位） 

３．科目番号 
JECC2409 

JNCC1409 
２．授業担当教員 堀 聡子・佐野 葉子・関 容子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

保育を必要とする家庭環境及びその背景は多様化し、保育に携わる者には、高度な専門性が求められている。

特に、家庭訪問型保育は、家族の支援、子どもの援助、地域の中でのコーディネーターとしての役割を担い、

子ども・その家庭のアセスメントと援助には、高い専門性が必要となる。本講義では、ディスカッションや

演習を通して、子どもの命を預かる責任を自覚するとともに、社会的なニーズの理解と家庭訪問保育の保育

技術の習得を目指し、家庭訪問保育の意義と実際についての理解を深めることを目的とする。 

８．学習目標 

１．保育の社会的背景と地域における様々な子育て支援の現状を知り、家庭訪問保育の意義や社会的役割、

法的責任について理解する。 

２．家庭訪問型保育における子育て支援についての基礎的知識を習得する。 

３．子どもの発達を理解し、子ども理解と様々な保育形態に応じた援助を理解し、基本的な保育技術を習得 

する。 

４．保護者や事業者との良い連携の中で、子どもの命を預かる責任を持ち職務を全うし、子どもの健やかな

育ちをサポートする家庭訪問保育者の職業倫理を踏まえ、保育マインドと専門性を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題「子育ての社会的背景を踏まえ家庭訪問保育の意義について述べ、家庭訪問型保育の種類、及

び具体的な援助と留意点について考えを述べよ。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

公益社団法人全国保育サービス協会（編）『家庭訪問保育の理論と実際』中央法規、2019 年 

【参考書】 

西郷泰之『ホーム・ビジティング訪問型子育て支援の実際』筒井書房 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

授業の参加態度（意欲、積極性、発表）      30％ 

リフレクションシート・小テスト等       30％ 

期末レポート                  40％ 

本学の規定により、3/4以上の出席が確認できない場合には、単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

家庭訪問保育では、施設型の保育とは異なる保育の専門性も求められます。保育の基本的理解と子ども理解、

そして家族支援の児童家庭福祉の観点から、家庭訪問保育の特徴とその意義を考えるよう努めましょう。ま

た、ベビーシッターの資格をなぜ取得したいのか、しっかりと自己課題と向き合い、授業に参加することに

期待します。ディスカッションやグループ発表に積極的に参加し、様々な視点から家庭訪問保育について理

解を深めるよう努めましょう。 

13．オフィスアワー 授業内で別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

家庭訪問保育とは 

事前学習 
子ども・子育て支援新制度について事前に調べ、事前学

習シートにまとめる。 

事後学習 
家庭訪問保育者が「保育所保育指針」を学ぶ必要性につ

いて、自身の考えをリフレクションシートにまとめる。 

第２回 
家庭訪問保育における保育マインドと職業倫

理 

事前学習 
教科書 pp.7-15 pp.133-144 を読み、関心のあるキーワ

ードを 3つ挙げ、その理由を事前学習シートに記入する。 

事後学習 
家庭訪問保育に求められる保育マインドについて、自身

の考えをリフレクションシートにまとめる。 

第３回 居宅訪問型保育の概要 

事前学習 
教科書 pp. 18- 27 を読み、居宅訪問型の特徴を事前学

習シートにまとめる。 

事後学習 

地域子ども・子育て支援事業における居宅訪問型保育の

意義について、自身の考えをリフレクションシートにま

とめる。 

第４回 乳幼児の生活と遊び 

事前学習 
教科書 pp. 28－37 を読み、1対 1で行う子どもの遊びに

ついて事前学習シートにまとめる。 

事後学習 
1 対 1 で子どもと遊ぶ際に配慮することについて、自身

の考えをリフレクションシートにまとめる。 

第５回 乳幼児の発達と心理 

事前学習 
教科書 pp.38- 52 を読み、関心のあるキーワードを 3つ

挙げ、その理由を事前学習シートに記入する。 

事後学習 
子どもの発達を支える保育者の役割について自身の考え

をリフレクションシートにまとめる。 

第６回 乳幼児の食と栄養 

事前学習 
教科書 pp.53- 63 を読み、関心のあるキーワードを 3つ

挙げ、その理由を事前学習シートに記入する。 

事後学習 

家庭訪問保育において、保育者は食と栄養についてどの

ようなことに配慮及び留意する必要があるか、自身の考

えをリフレクションシートにまとめる。 



 

 

第７回 小児保健ⅠⅡと子ども虐待 

事前学習 

教科書 pp.66- 88 、教科書 pp.158-168を読み、家庭訪

問保育において起こりうる事故・怪我・病気及び虐待に

ついて分からない用語を事前に調べておく。 

事後学習 

家庭訪問保育において起こりうる事故・怪我・病気に対

する留意点とその対応についてリフレクションシートに

まとめる。 

第８回 実技講習 心肺蘇生法 

事前学習 
異物除去法、心肺蘇生法について、教科書 pp.88-91 を読

み、その方法をイメージしておく。 

事後学習 
緊急時の対応をリフレクションシートに自身の言葉でま

とめる。 

第９回 環境整備と安全・リスクマネジメント 

事前学習 
教科書 pp.106-115 を読み、分からない用語を調べてお

く。 

事後学習 
子どもの居宅で行われる保育の環境整備について配慮事

項をリフレクションシートにまとめる。 

第１０回 特別に配慮を要する子どもへの対応 

事前学習 
教科書 pp.170-184 を読み、分からない用語を調べてお

く。 

事後学習 

特別に配慮を要する子どもへの対応における居宅訪問型

保育者の役割について、自身の考えをリフレクションシ

ートにまとめる。 

第１１回 保護者支援と対応 

事前学習 
教科書 pp.145-156 を読み、分からない用語を調べてお

く。 

事後学習 
居宅訪問型保育における保護者との信頼関係作りの具体

的な方法を考え、リフレクションシートにまとめる。 

第１２回 保育内容と計画・記録 

事前学習 教科書 pp.93-105 を読み、分からない用語を調べておく。 

事後学習 

居宅訪問型保育の特徴と保育内容・記録について本日の

授業を踏まえ、気づいたことをリフレクションシートに

まとめる。 

第１３回 
保育技術―遊びと生活― 

①グループ発表準備 

事前学習 
グループ発表に備え、これまで学習した保育技術につい

て復習しておく。 

事後学習 

グループ毎に遊び、離乳食、授乳、着替え、排泄（おむ

つ替え）に分かれ、具体的な方法を他のグループに伝え

られるように準備をしておく。 

第１４回 
保育技術―遊びと生活― 

②グループ発表 

事前学習 グループ発表がスムーズに行えるよう準備をしておく。 

事後学習 

各グループの発表を踏まえ、家庭訪問保育の保育者に求

められる保育技術について考えたことと自己課題をリフ

レクションシートにまとめる。 

第１５回 
様々な家庭訪問保育 

業務の流れと運営（外部講師） 

事前学習 
教科書 pp.116-123、pp.229-241を読み、分からない用語

を調べておく。 

事後学習 

保育所保育士と居宅訪問型保育者の業務内容や運営の相

違について、また、それぞれの保育サービスを実施する

際の留意点について、自身の考えをリフレクションシー

トにまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会的養護Ⅰ／社会的養護 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2362 

SCMP2362 

SSMP2362 

SBMP2362 

SPMP2362 

SJMP2105 

JENT2416 

JNNT1416 

２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会的養護の意義、制度や実施体系を学び、社会的養護が子どもの支援体制であることを理解する。社会
的養護の理念、概念、歴史的変遷、支援を行う際に必要な「子どもの最善の利益」「子どもの権利」等の基本

原則と社会的養護における倫理と責務を学び、社会的養護の対象や家庭養護と施設養護の形態、関係する専
門職等について理解する。社会的養護の現状と課題について、社会的状況、施設等の運営管理、虐待防止、
地域福祉を学ぶ。 

８．学習目標 

1.社会的養護の理念と概念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 
2.児童の権利、児童養護の理念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 

3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解し、保育士としての実践力を身につける。 
4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

15回の授業内で、社会福祉への問題意識を高め、主体的な学習が出来るように予習を兼ねたアサイメント

と、問題へ及び考察を表現するためのレポート課題を行う。 

第１回の授業開始までに「社会的養護の理念と概念」について調べてまとめたレポートを作成しておくこと

を強く望む。(字数は任意) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

なし 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会的養護に関わる支援に対する理念・制度の体系を理解出来たか。 

2.児童の最善の利益、児童の権利を理解出来たか。 

3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解出来たか 

4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を理解出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 

授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 

（以下、加点の対象） 

他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 

わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷① 

社会的養護の理念と概念 

事前学習 
社会的養護の理念と概念について調べてま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護の理念と概念を理解し、保育士と

して実践を行う際の規範との関連を説明出

来るようにする。 

第２回 
現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷② 

社会的養護の歴史的変遷 

事前学習 
社会的養護の歴史上で起きた出来事を一つ

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護の歴史について理解し、説明出来

るようにする。 

第３回 
社会的養護と児童家庭福祉① 

児童家庭福祉と社会的養護の関係性 

事前学習 
児童家庭福祉の支援における重要なポイン

トをまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護における児童家庭福祉の在り方

を理解し、説明出来るようにする。 

第４回 
社会的養護と児童家庭福祉② 

児童の権利擁護と社会的養護 

事前学習 
児童の有する権利についてまとめたレポー

トを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護における児童の権利の位置付け

を理解し、説明出来るようにする。 

第５回 
社会的養護の制度と実施体系① 

社会的養護の制度と法体系 

事前学習 
社会的養護に関する法制度を一つ調べてま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 社会的養護を実施するための法体系と具体



 

 

的な制度を理解し、説明出来るようにする。 

第６回 
社会的養護の制度と実施体系② 

社会的養護の仕組みと実施体制 

事前学習 
社会的養護に係る施設を一つ調べてまとめ

たレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護の実施体制を理解し、実際の仕組

みを説明出来るようにする。 

第７回 
社会的養護の制度と実施体系③ 

家庭養護と施設養護 

事前学習 
家庭養護と施設養護の特徴について調べて

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

家庭養護と施設養護の特徴を理解し、それぞ

れのメリット・デメリットを説明出来るよう

にする。 

第８回 
社会的養護の制度と実施体系④ 

社会的養護の専門職 

事前学習 
社会的養護に係る専門職を保育士以外で一

つ調べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護に係る専門職の特徴と業務内容

を理解し、保育士との連携について説明出来

るようにする。 

第９回 

施設養護の実際① 

施設養護の基本原理 

施設養護の実際/養護系施設 

事前学習 
施設養護での基本原理をまとめたレポート

を作成しておく。 

事後学習 

養護系施設で行われる業務内容と支援の実

際を理解し、実践で活かせる知識を身に付け

る。 

第１０回 
施設養護の実際② 

施設養護の実際/非行系施設・障害系施設 

事前学習 
障害系施設の種別を整理してまとめたレポ

ートを作成しておく。 

事後学習 

非行系施設、障害系施設で行われる業務内容

と支援の実際を理解し、実践で活かせる知識

を身に付ける。 

第１１回 

施設養護の実際③ 

施設養護とソーシャルワーク 施設等の運営管理 

記録の作成の留意点と自己評価の視点 

事前学習 
ソーシャルワークという言葉の意味を調べ

てまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
施設養護にかかる支援方法、及び記録の仕方

等の具体的業務を理解する。 

第１２回 
社会的養護の課題と展望① 

生活単位の小規模化とケア体制 

事前学習 
社会的養護におけるケア体制の具体例を調

べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護の支援において子どもの権利を

保障するために必要なケア体制を理解し、説

明出来るようにする。 

第１３回 
社会的養護の課題と展望② 

社会的養護の担い手のケアの必要性 

事前学習 

社会的養護の施設に従事する職員が抱える

問題についてまとめたレポートを作成して

おく。 

事後学習 

社会的養護に従事する職員の実際を理解し、

そのような状態に自身が置かれた時の対処

方法を考察する。 

第１４回 
社会的養護の課題と展望③ 

社会的養護の展望 

事前学習 
社会的養護に今後求められる課題を一つ調

べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護が今後抱える課題を整理し、その

対応策を考察する。 

第１５回 
まとめ 

保育士として社会的養護にどのように関わりたいのか 

事前学習 

保育士として社会的養護に係る施設で働く

としたら自身はどのような施設で働いてみ

たいのか、具体的な施設の種別とその理由を

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
保育士として働いてみたい施設に関する知

識とその理由を説明出来るようにする。 

期末試験 

内容については、15回の授業で行った内容から記述形式で問題を作成する。 

資料の持ち込みに関しては、授業で使用したコマシラバスと配布資料に関しては可。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会福祉 （2 単位） 

３．科目番号 JNGM1101 

２．授業担当教員 村本 浄司 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

この科目は、保育士資格を取得するための必修科目であり、保育士実践に不可欠の知識・技能を学習する

ものである。 

具体的内容としては、社会福祉の現代的意義について、歴史、対象、制度、担い手の視点からとらえる。

また、社会福祉に関する理論と制度の体系を学び、相談活動の方法や技術、保育における具体的な展開方法

を学ぶことを目的とする。さらに、身近な事例を紹介しながら授業を進めつつ、社会福祉の現代的意義を平

易に解説し、利用者の生活課題を理解する。これらを通じて保育士として必要な社会福祉に係る知識・技術

を身につける。 

８．学習目標 

1.現代における社会福祉の意義と歴史的変遷から、福祉の思想と考え方を理解する。 

2.現代の社会福祉における制度や実施体系を理解する。 

3.社会福祉における相談援助や利用者の保護にかかる仕組みを理解する。 

4.利用者の生活ニーズが表出する社会的、個別的な背景を理解し、支援の際に活かせるようにする。 

5.利用者の生活ニーズに対する具体的支援方法を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．個人課題用プリントを授業中に作成し、毎回の授業終了後に提出を求める。 

２．レポート課題1500字以上「近年の家族を取り巻く子育ての状況と保育士に求められる相談援助について、

あなたの考えを述べなさい」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

橋本好一・宮田徹編集『シリーズ保育と現代社会  保育と社会福祉 第３版』（株）みらい、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

5 つの学習目標を達成することができたか 

◯評定の方法 

１．課題レポート   30％ 

２．平常点（ディスカッションや授業への積極的参加度、提出物など）  40％ 

３．期末試験 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉専門職として子どもや保護者に寄り添いながら支援を行っていくための基盤を自分の中に確立し

てください。授業を通して学んだ社会福祉の知識や専門職としての価値・倫理観は、みなさんが実際に支援

の現場でさまざまな課題に直面した時に大きな支えになってくれるはずです。 

履修にあたっては、真摯かつ積極的な態度で授業に臨むことを期待します。シラバスに記載してある事前

学習を必ずしておいてください。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義の際にお伝えします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義の概要、学習目標の

説明、座席の決定） 

テキスト第 1章「保育と社会福祉」 

―生活課題と社会福祉の概要について学ぶ 

事前学習 シラバスとテキスト第 1章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（少子

高齢社会、都市化と過疎化、保育や子育ての問題）につい

てまとめる。 

第２回 

テキスト第 2章「社会福祉の考え方と役割」 

―社会福祉の概念（理念）、保育と社会福祉の関

係について学ぶ 

事前学習 テキスト第 2章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（ノー

マライゼーション、ソーシャルインクルージョン等）につ

いてまとめる。 

第３回 

テキスト第 3章「社会福祉のあゆみ」 

―欧米（イギリス、アメリカ、スウェーデン）と

日本の福祉のあゆみについて学ぶ 

事前学習 テキスト第 3章を熟読する。 

事後学習 
講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（諸外

国やわが国の社会福祉の歴史等）についてまとめる。 

第４回 
テキスト第 4章「生活を守る社会保障制度」 

―社会保障の体系と社会保険制度について学ぶ 

事前学習 テキスト第 4章を熟読する。 

事後学習 
講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

保障、生存権、社会保険、生活保護等）についてまとめる。 



 

 

第５回 

テキスト第 5章「社会福祉の制度・法体系」 

―福祉分野の法体系と、高齢者福祉の法制度及

び障害者福祉の法制度について学ぶ 

事前学習 テキスト第 5章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

福祉法、介護保険、障害者総合支援法等）についてまとめ

る。 

第６回 

テキスト第 6章「社会福祉の実施機関と行財政」 

―社会福祉に関わる行政機関や民間組織・団体

と、福祉の財源について学ぶ 

事前学習 テキスト第 6章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（福祉

事務所。児童相談所、社会福祉協議会等）についてまとめ

る。 

第７回 

テキスト第 7章「社会福祉の施設」 

―社会福祉施設の概要（施設の意義、施設の種

類、運営に関する基準等）について学ぶ 

事前学習 テキスト第 7章を熟読する。 

事後学習 
講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

福祉施設、その設置基準等）についてまとめる。 

第８回 

テキスト第 8章「子どもの人権と児童家庭福祉」 

―児童福祉の理念、児童家庭福祉及び保育施策

の実施状況について学ぶ 

事前学習 テキスト第 8章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（子ど

もの権利条約、社会的養護、児童福祉法、子どもの貧困等）

についてまとめる。 

第９回 

テキスト第 9章「共生社会と障害者福祉」 

―障害の ICF モデル、共生社会、障害者自立支

援制度について学ぶ 

事前学習 テキスト第 9章を熟読する。 

事後学習 
講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（ICF、

共生社会、障害者自立支援制度）についてまとめる。 

第１０回 
テキスト第10章「高齢者の福祉と介護保険」 

―高齢者福祉と介護保険制度について学ぶ 

事前学習 テキスト第 10章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（老人

福祉法、介護保険制度、地域包括ケアシステム）について

まとめる。 

第１１回 

テキスト第 11章「地域福祉の意味と推進方法」 

―地域福祉の理念、社会福祉協議会、推進方法

について学ぶ 

事前学習 テキスト第 11章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（社会

福祉協議会、ボランティア、民生委員、コミュニティソー

シャルワーカー等）についてまとめる。 

第１２回 

テキスト第 12章「社会福祉の専門職と倫理」 

―保育士の職務と義務、社会福祉の専門職につ

いて学ぶ 

事前学習 テキスト第 12章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（保育

士、社会福祉士、精神保健福祉士、名称独占、業務独占、

保育士の倫理綱領）についてまとめる。 

第１３回 

テキスト第 13章「相談援助（ソーシャルワーク）

の意味と方法」 

―保育士に求められるソーシャルワーク、ソー

シャルワークの原理、原則、ソーシャルワーク

の視点と動向について学ぶ 

事前学習 テキスト第 13章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（ソー

シャルワークの定義、ストレングス、エンパワメント、ア

ドボカシー等）についてまとめる。 

第１４回 

テキスト第 14章「福祉サービスの利用支援と第

三者評価」 

― 

事前学習 テキスト第 14章を熟読する。 

事後学習 

講義内容を復習したうえで、授業内で提示した事項（福祉

サービス利用援助事業、福祉サービス利用方法、第三者評

価等）についてまとめる。 



 

 

第１５回 

テキスト第 15章「権利擁護と苦情解決」 

―利用者の権利擁護の仕組みと成年後見制度に

ついて学ぶ 

事前学習 

テキスト第 15章を熟読する。 

第１回～第 14回の授業の重要事項の確認・見直しを行い、

疑問点があればまとめておく。 

事後学習 

これまで学習した内容について復習をしておく。必要に応

じて参考書等を活用して知識の補足、整理を行い、疑問点

については確認しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
情報機器の操作Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNGL1101 

２．授業担当教員 森 正人 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
 現代社会において、情報機器操作の習得は必須である。この講義では、ワードプロセッサや表計算ソフト

の利用法やインターネットでの情報収集、電子メールを習得する。 

８．学習目標 
 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算等の基本操作を学習すると共に、コンピュータネ

ットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ワードプロセッサや表計算ソフトウェアを用いて、課題の作成をし、その提出を求める。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

切田節子・三浦信宏・小林としえ・乙名健 共著『Microsoft Office 2016を使った情報リテラシーの基礎』

近代科学社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．情報機器操作上必要な基本事項を身につけているか。 

２．ワードプロセッサ、表計算ソフトウェアの基本的な知識、操作技能を身につけているか。 

３．コンピュータネットワークの基礎事項を身につけているか。 

○評定の方法 

受講姿勢 40%、演習・課題提出 20%、期末試験 40%で評価。 

12．受講生への 

メッセージ 

・現在の社会生活においてコンピュータを避けて通るのは難しいのが現状です。どうせ付き合わざるを得な

いのであれば、むしろ便利に使いこなしてみましょう。 

・私が提供する話題以外でも、普段、皆さんがコンピュータに関して疑問に思っていることがあれば、どん

どん質問してください。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
講義概要、コンピュータ操作習熟度アンケート、

基本的な用語等の確認 

事前学習 教科書の第 1章（1.2項以外）を読んでおく 

事後学習 基本的な語句等を確認し、覚える 

第２回 解説 OS（Windows）の基本、操作法 
事前学習 教科書の第２章を読んでおく 

事後学習 基本的な語句等を確認し、基本操作を練習しておく 

第３回 コンピュータネットワークとインターネット 
事前学習 配布資料をよんでおく 

事後学習 基本的な語句と概念を確認しておく 

第４回 WWWと Web検索 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 基本的な操作を練習しておく 

第５回 電子メールの使い方 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 基本的な操作を練習しておく 

第６回 ワードプロセッサ（1：基本概念・操作） 
事前学習 教科書 3.1項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習 

第７回 ワードプロセッサ（2：書式設定等） 
事前学習 教科書 3.2項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習 

第８回 ワードプロセッサ（3：図などの取り扱い） 
事前学習 教科書 3.5項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習 

第９回 ワードプロセッサ（4：総合演習） 
事前学習 課題ファイル提出に向けて、作業を進める 

事後学習 教科書の章末問題に挑戦する 

第１０回 表計算ソフト（1：基本概念。操作） 
事前学習 教科書 4.2～4.3項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習 

第１１回 表計算ソフト（2：書式設定等） 
事前学習 教科書 4.4～4.5項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習 

第１２回 表計算ソフト（3：関数の取り扱い） 
事前学習 教科書 4.6項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習 

第１３回 表計算ソフト（4：総合演習） 
事前学習 課題ファイル提出に向けて、作業を進める 

事後学習 教科書の章末問題に挑戦する 

第１４回 著作権問題 
事前学習 著作権の基本的な概念と語句を確認しておく 

事後学習 配付資料を読んでおく 

第１５回 個人情報の取り扱い 
事前学習 

個人情報の基本概念と身近な個人情報に関して検討

を行う 

事後学習 著作権の基本的な概念と語句を確認しておく 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
情報機器の操作Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 
JEGL3302 

JNGL2302 
２．授業担当教員 森 正人 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 保育士や教員は、様々な場面で、写真や画像、音声等を取り扱います。現在では、これらの多くをコンピ

ュータ上で処理する機会が増えていますが、上手に取り扱えない人も少なくありません。 

本講義では、様々なマルチメディア素材の取り扱いに関する基礎知識と、技能を学習すると共に、他者の

作成した素材を活用する上で、避けては通れない著作権に関する基礎事項を学ぶ。さらに、これらの学習成

果を踏まえた上で、プレゼンテーションにおける活用に関する学習を行う。 

８．学習目標 

・コンピュータ上での、画像や音声の取り扱いに関する基礎知識・技能の習得 

・著作権に関する基礎知識の習得 

・プレゼンテーションの基礎事項の理解・習得 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・画像処理、音声処理の演習成果作品の提出を求める。 

・実際にプレゼンテーションを行い、これを提出物として取り扱う。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

切田節子・三浦信宏・小林としえ・乙名健 共著『Microsoft Office 2016を使った情報リテラシーの基礎』

近代科学社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．各種マルチメディアデータに関する基礎知識を身につけているか。 

２．マルチメディアデータ処理ソフトウェアの操作技能を身につけているか。 

３．プレゼンテーションの基礎的事項を理解しているか。 

○評定の方法 

講姿勢 40%、演習・課題提出 20%、期末試験 40%で評価。 

12．受講生への 

メッセージ 

 パソコンやインターネットの普及および高機能化により、一般の人々も、様々なマルチメディア素材を扱

う機会が増えていますが、より上手く使うためには、基礎的な理論などの学習は不可欠です。少々、堅い話

も出てきますが、若い内に身につけてしまいましょう。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 講義概要、ガイダンス等 
事前学習 

高校の教科書や、ネット上の情報を参考に、自分の携

帯電話やカメラの機能に関して調べてみる 

事後学習 基本的な語句等を確認し、覚える 

第２回 画像処理（1） 描画ソフトの活用 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 演習ファイルの作成 

第３回 画像処理（2） 画像処理ソフトの活用（写真など） 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 演習ファイルの作成 

第４回 画像処理（3） 総合演習 
事前学習 前時までの操作を復習しておく 

事後学習 演習ファイルの作成 

第５回 デジタルカメラ等の周辺機器の取り扱い 
事前学習 自分のカメラ等の説明書を準備 

事後学習 操作を復習しておく 

第６回 
音声データ処理（1）音声データとコンピュータの

ファイル 

事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 演習ファイルの作成 

第７回 音声データ処理（2）音声データの加工 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 演習ファイルの作成 

第８回 プレゼンテーションソフト（1） 基本操作 
事前学習 教科書 5.1～5.4項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習しておく 

第９回 
プレゼンテーションソフト（2） 画像・音声・ア

ニメーションなどの貼り付け 

事前学習 教科書 5.5項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習しておく 

第１０回 
プレゼンテーションソフト（3） 効果的なプレゼ

ンテーションの基礎知識 

事前学習 教科書 5.6～5.8項を読んでおく 

事後学習 習った操作を確実に実行できるように復習しておく 

第１１回 
総合演習（1）自己プレゼンテーションファイルの

作成 

事前学習 前時までの内容に習熟しておく 

事後学習 演習ファイルを作成 

第１２回 
総合演習（2）自己プレゼンテーションファイルの

作成 

事前学習 課題ファイル提出に向けて、作業を進める 

事後学習 課題ファイル提出に向けて、作業を進める 

第１３回 
総合演習（3）自己プレゼンテーションファイルの

作成 

事前学習 課題ファイル提出に向けて、作業を進める 

事後学習 課題ファイル提出に向けて、作業を進める 

第１４回 プレゼンテーション実践（1） 
事前学習 プレゼンテーションの準備をしておく 

事後学習 指摘事項を参考にプレゼンテーションの改良を行う 

第１５回 プレゼンテーション実践（2） 
事前学習 プレゼンテーションの準備をしておく 

事後学習 指摘事項を参考にプレゼンテーションの改良を行う 

期末試験  



 

 

１．科目名（単位

数） 
図画工作Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 JNNT1114 

２．授業担当教員 井上 昌樹 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰ→図画工作Ⅱの履修が望ましい 

７．講義概要 

 乳・幼児の造形の特色および幼児教育における造形活動の役割を理解することを目的とする。また、具体

的な素材体験や題材研究を通して、造形に関する用具・道具の基礎的知識・技能の習得をめざす。併せて、

乳幼児の感性や創造性を受け止められるよう、保育者自身の感性と創造性を育成する。 

８．学習目標 

1.乳・幼児期の造形および表現による「遊び」と「学び」の特色について理解できる。 

2.乳・幼児の各発達段階における身体性・造形表現の特質を理解し、具体的な手立てを考えることができる。 

3.素材や用具・道具の理解・技能の習得を通して、安全面に配慮した造形活動を構想することができる。 

4.乳・幼児の感性や創造性を受け止められる保育者になれるよう、自身の感覚をはたらかせることができる。 

5.乳・幼児の感性や創造性をひらく造形活動の展開を構想できるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 

2 【レポート課題】「保育者や教師が材料研究をすることの重要性について、授業での体験を例示しながら、

自身の考えを述べなさい。」…1200字程度 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】大橋功監修編著，新関伸也他編著『美術教育概論（新訂版）』日本文教出版 

【教材・道具など】各自で準備が必要なものは事前に通知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.乳・幼児期の造形および表現による「遊び」と「学び」の特色について理解できたか。 

2.乳・幼児の各発達段階における身体性・造形表現の特質を理解し、具体的な手立てを考えることができた

か。 

3.素材や用具・道具の理解・技能の習得を通して、安全面に配慮した造形活動を構想することができたか。 

4.乳・幼児の感性や創造性を受け止められる保育者になれるよう、自身の感覚をはたらかせることができた

か。 

5．乳・幼児の感性や創造性をひらく造形活動の展開を構想できたか。 

○評定の方法 

●授業への取り組み・態度 30％：欠席－２％、遅刻－１％の減点法で評価する。 

●ポートフォリオ 40％：授業と学習の記録、学習のふり返り、自己評価が毎時間記載されているか。 

●レポート 30%：設題に対し、自分のことばで考えをまとめることができているか。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代の情報化が進展した社会環境において子どもの実体験不足が叫ばれています。幼少期における多様な素

材体験や造形体験が子どもの豊かな人間的成長を促してくれます。この授業では、様々な造形体験を通して、

造形に関する用具・道具の基礎的知識・技能の習得をめざすとともに、乳幼児の感性や創造性を受け止めら

れるよう、保育者自身の感性と創造性を育みます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス  

幼児の造形表現を学ぶとは、保育者の役割とは 

事前学習 ・自身の造形体験を振り返る。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第２回 
造形遊び①「フィンガーペインティング 〜自分を

感じる〜」（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト第Ⅱ部第２章 pp.52-55を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第３回 
造形遊び②「フロッタージュ 〜環境との関わりを

深める〜」（講義＋演習） 

事前学習 
・テキスト第Ⅱ部第４章第１節および第２節

pp.68-70を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第４回 
造形遊び③「紙をつかった造形 〜マイナスの造形

とプラスの造形〜」（講義＋演習） 

事前学習 
・テキスト第Ⅱ部第４章第３節および第４節

pp.70-73を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第５回 幼児造形の理解（講義） 
事前学習 ・テキスト第Ⅱ部第３章 pp.56-67を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第６回 
材料研究①-1生活廃材を使った造形表現（講義＋演

習） 

事前学習 ・材料を集める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第７回 
材料研究①-2生活廃材を使った造形表現（演習＋プ

レゼンテーション） 

事前学習 
・集めた材料でできる造形活動をグループごと

にまとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第８回 材料研究②-1粘土を使った造形表現（講義＋演習） 
事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第９回 
材料研究②-2粘土を使った造形表現（演習＋プレゼ

ンテーション） 

事前学習 
・粘土表現の可能性についてグループごとにま

とめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１０回 
材料研究③-1 絵の具を使った造形表現（講義＋演

習） 

事前学習 ・絵の具を使った表現技法を３つ調べてくる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 



 

 

第１１回 
材料研究③-2絵の具を使った造形表現（演習＋プ

レゼンテーション） 

事前学習 
・絵の具表現の可能性についてグループごとに

まとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１２回 
題材開発①材料の表現可能性の探求（グループ学

習） 

事前学習 
・グループごとに取り組みたい材料を決め、材料

研究できる十分な量を集めてくる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１３回 題材開発②材料の題材化（グループ学習） 
事前学習 

・第 12 回で撮った写真を模造紙貼付用にプリン

トアウトしてくる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１４回 
題材開発③題材のプレゼンテーション（グループ学

習） 

事前学習 ・発表用模造紙を完成させ、発表の準備をする。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１５回 

授業のまとめと振り返り 

「造形表現を育むものとして子どもと向き合う保

育者の基本的姿勢」 

事前学習 
・これまでの学習内容を整理し、ポートフォリオ

にまとめてくる。 

事後学習 
・授業での学んだことをもとにレポート課題に

取り組む。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
図画工作Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 
JENT2515 

JNNT1515 
２．授業担当教員 井上 昌樹 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰ→図画工作Ⅱの順で履修するのが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰを踏まえ、より実践的な題材例に取り組むことを通して、幼児の造形の特色および幼児教育に

おける造形活動の役割を理解していくとともに、具体的な造形活動の展開について構想・実践することを通

して、保育の実践力を高めていく。併せて、乳幼児の感性や創造性を受け止められるよう、保育者自身の感

性と創造性を育成する。 

８．学習目標 

1．乳・幼児期の造形および表現による「遊び」と「学び」の特色について理解できる。 

2. 乳・幼児の各発達段階における身体性・造形表現の特質を理解し、具体的な手立てを考えることができる。 

3. 素材や用具・道具の理解・技能の習得を通して、安全面に配慮した造形活動を構想することができる。 

4. 乳・幼児の感性や創造性を受け止められる保育者になれるよう、自身の感覚をはたらかせることができる。 

5．乳・幼児の感性や創造性をひらく造形活動の展開を構想できるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 

2 【レポート課題】「幼児の特定の発達段階を対象とした造形活動を構想し、そこでの保育者・教師の直接

的・間接的援助を、具体例を示しながら述べなさい。」…1200字程度 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 

【教材・道具など】各自で準備が必要なものは事前に通知する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.乳・幼児期の造形および表現による「遊び」と「学び」の特色について理解できたか。 

2.乳・幼児の各発達段階における身体性・造形表現の特質を理解し、具体的な手立てを考えることができた

か。 

3.素材や用具・道具の理解・技能の習得を通して、安全面に配慮した造形活動を構想することができたか。 

4.乳・幼児の感性や創造性を受け止められる保育者になれるよう、自身の感覚をはたらかせることができた

か。 

5．乳・幼児の感性や創造性をひらく造形活動の展開を構想できたか。 

○評定の方法 

●授業への取り組み・態度 30％：欠席－２％、遅刻－１％の減点法で評価する。 

●ポートフォリオ 40％：授業と学習の記録、学習のふり返り、自己評価が毎時間記載されているか。 

●レポート 30%：設題に対し、自分のことばで考えをまとめることができているか。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代の情報化が進展した社会環境において子どもの実体験不足が叫ばれています。幼少期における多様な素

材体験や造形体験が子どもの豊かな人間的成長を促してくれます。この授業では、様々な造形体験を通して、

造形に関する用具・道具の基礎的知識・技能の習得をめざすとともに、乳幼児の感性や創造性を受け止めら

れるよう、保育者自身の感性と創造性を育みます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：造形表現における援助のあり方

について（ディスカッション） 

事前学習 ・テキストを一通り確認しておく。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第２回 自然素材を使った造形（講義＋演習） 
事前学習 ・テキスト第 3章⑭pp.57-59を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第３回 
造形と音楽〜手づくり楽器の製作〜（講義＋

演習） 

事前学習 ・テキスト第 6章①pp.127-140を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第４回 
動きを生かしたおもちゃの製作①（講義＋演

習） 

事前学習 ・テキスト第 6章②pp.141-154を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第５回 
動きを生かしたおもちゃの製作②（講義＋演

習） 

事前学習 ・授業内で終わらなかった製作を進める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第６回 
造形活動における季節感と壁面構成①（講義

＋演習） 

事前学習 ・テキスト第 6章③pp.155-165を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第７回 
造形活動における季節感と壁面構成②（講義

＋演習） 

事前学習 ・グループごとに必要な材料を集める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第８回 
造形活動における季節感と壁面構成③（プレ

ゼンテーション） 

事前学習 ・グループごとに製作を進める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第９回 
年少児を対象とした造形表現題材①（講義＋

演習） 

事前学習 ・年少児の発達段階についてまとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１０回 
年少児を対象とした造形表現題材②（講義＋

演習） 

事前学習 ・グループごとに題材で必要な材料を集める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１１回 
年少児を対象とした造形表現題材③（プレゼ

ンテーション） 

事前学習 ・グループごとに題材案をまとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１２回 
年長児を対象とした造形表現題材①（講義＋

ディスカッション） 

事前学習 ・年長児の発達段階についてまとめてくる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 



 

 

第１３回 
年長児を対象とした造形表現題材②（講義＋

演習） 

事前学習 ・グループごとに題材で必要な材料を集める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１４回 
年長児を対象とした造形表現題材③（プレゼ

ンテーション） 

事前学習 ・グループごとに題材案をまとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１５回 授業のまとめとふりかえり 

事前学習 
・これまでの学習内容を整理し、ポートフォリオにまと

めてくる。 

事後学習 
・授業での学んだことをもとにレポート課題に取り組

む。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
専門演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 JNPR2102 

２．授業担当教員 

井上 昌樹、酒井 博美、佐藤 友樹、鈴木 美子、高木 麻衣子、 

田口 雅夫、中村 裕、西田 太郎、林 麻由美、原 久美子、 

本野 洋子、森 正人、八重樫 幸雄、山口 惠美子、山本 健志郎 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「専門演習Ⅰ」を履修していること。 

７．講義概要 

本授業では、これまでの大学での授業や実習中の体験から学んできた子どもや子育て、家族、保育・幼児教

育などから各ゼミ共通のテーマを選択して協働研究し、その成果を口頭発表やポスター発表、パフォーマン

スの上演などの方法で発表することを通して、現代社会のニーズにかなった「こどもの専門家」としての専

門性を高めることを目的とする。 

なお、本授業は原則として本科目担当教員が分担して受け持ち、ゼミ形式で行うが、内容によっては複数ゼ

ミ合同での協働研究・成果発表でもよい。 

８．学習目標 

1. 主体的に調べたり考えたりすることができるようにする。 

2. 研究を通して理解したことや考察したことを整理して発表できるようにする。 

3. 選択したテーマに基づく研究内容を説明できるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

担当教員による。 

10．教科書・参考

書・教材 

特に指定しない。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

1. 主体的に調べたり考えたりすることができるようにする。 

2. 研究を通して理解したことや考察したことを整理して発表できるようにする。 

3.選択したテーマに基づく研究内容を説明できるようにする。 

○評定の方法 

4分の３の出席を前提に、①課題に取り組む態度３０％、②発表の質７０％を総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

こども学科での学びを活かして、卒業研究に取り組むことを期待する。 

13．オフィスアワー 
担当教員による。 

14．授業展開及び授業内容 

01 井上 昌樹 

 本ゼミでは、世界と響き合える「からだ」（身体感覚）を育むための造形のあり方を探るため、先行研究の調査および幼児を対象と

したワークショップの企画・実践を行います。その際、子どもを取り巻く環境の様々な要素（素材）を広く「メディア（媒介物）」と

捉え、子どもとメディアの相互的な関係性に焦点を当てます。実践的なゼミのため授業時間外での調査、準備等に費やす時間が多く

なります。ゼミでの活動を通して「アートによる学び（Education through Art）」に対する理解を深め、保育現場での実践力を高め

ることを目指します。 

02 酒井 博美 

近年、保育および幼児教育の現場において、障害児に関する知識やかかわりの実践がますます必要となっています。そこで、本ゼ

ミでは、発達心理学や障害児心理学の知見に基づき、発達障害をもつ子どもについての学びを深めるとともに、そのかかわり方につ

いて、音楽を媒体とすることを基本に取り上げたいと思います。実際の活動を考えたり、場合によっては現場に出て実践することに

も挑戦してみたいという学生を歓迎します。 

03 佐藤 友樹 

幼児期における様々な運動の体験はとても重要であり、それがこどもの健康問題にも大きく影響してきます。したがって、保育者

には「運動」や「健康」について、正しい知識を持つことが必要であるといえます。本授業では、「こども」×「運動」、「こども」×

「健康」、「運動」×「健康」などの視点から研究を実施することを目的とします。なお、研究の実施において、授業時間外でのゼミ

活動も多くなります。以上のことを踏まえ、受講を希望する学生を歓迎します。 

04 鈴木 美子 

乳幼児期の保育施設では、様々な行事が行われています。子どもの日、十五夜、節分、ハロウィン等々、行事には、それぞれ由来

や意味があります。本講座では、保育の現場で実際にどのような行事が行われているかを調べ、自分の興味関心のある行事について

その由来や意味を調べます。 

そして子どもたちと共に生活する中で、その行事を行うには、どのような環境を用意したらよいかを研究し、手作り教材を作って実

践できるようにし、発表し合うことで学び合いましょう。研究の内容は紙媒体に編集し、メンバーの共有資料にいたしましょう。 

05 高木 麻衣子 

本授業では、受講前までに習得してきたピアノ演奏技術を更に発展させ、ピアノ演奏の可能性を追求します。具体的には、連弾等

（１台４手、１台６手、１台８手等）を体験し、アンサンブル能力を高めることにより、『音楽を皆で感じる喜び』、『相手と呼吸を合

わせる楽しみ』を学びます。保育現場では、ピアノを弾きながら様々なことを同時にこなす力が必要となります。そのような実践で

の応用力を養うために、連弾を用い、音楽を多角的に捉えることを目標とします。また、授業最終日にゼミ発表として、学習した曲

目の発表会を行います。ピアノの技術向上を望んでおり、通常授業以外の曲目を幅広く学びたい学生であれば、進度は問いません。 

※田口ゼミとの協働研究・成果発表を予定しています。 



 

 

06 田口 雅夫 

この授業は、保育現場で日常的に行われている、手あそび・身体あそび・リズムあそび等の「音楽あそび」の創作を行います。保

育の現場では様々な音楽あそびが行われていますが、その多くは既に子ども達が知っているもののようです。 

そこで、本ゼミではオリジナルの「音楽あそび」を創作し、それを基に子どもの年齢や遊びの形態による変化等、展開方法の研究を

行い、実習の場で子ども達と楽しく実践できることを目標とします。 

07 中村 裕 

近年、子どもの体力・運動能力の低下が問題となっています。その背景には外あそびに不可欠な要素の減少や子どもを取り巻く環

境の問題、生活全体の変化、生活習慣の乱れが主な原因とされています。この授業では「健康」に焦点をあて、子どもにとって健康

そのものを追求していきたいと思っています。健康に必要である大きな要素として身体活動、生活習慣の知識を習得し、子どもが健

康な生活を送るためにはどのような支援が必要なのかを各グループで研究、発表します。また、演習授業として身体活動や運動遊び

における指導技術も習得します。 

08 西田 太郎 

読書の入り口として、絵本はとても重要な役割を果たしています。絵本では、文字の大きさや色、フォント、絵との関連など、言

葉は様々な形式で子どもたちに届きます。しかし、小学校で使用する教科書掲載の物語は、統一された書式によって整然としたカタ

チで並びます。就学によって子どもたちが出会う物語のカタチは、それまでのものと大きな隔たりがあるということです。 

本ゼミでは、様々な絵本における言葉の提示方法を参考にしながら、未就学児の出会う物語に新しいカタチを創っていきます。 

09 林 麻由美 

本授業では、子どもの表現を支える保育者としての総合的な表現力（身体表現、言語表現、音楽表現、造形表現）を高めるために、

様々な表現活動の中から関心のあるテーマを見つけ出し、演習、研究を深めていきましょう。そしてその表現活動を保育現場で活か

せるように練習を繰り返し、一人一人の学生が、子ども達の前で表現することの楽しさを実感できるように、またその楽しさを子ど

も達にも伝えられるようにしていきましょう。今年度は、特に「歌唱」に興味のある学生を歓迎します。 

10 原 久美子 

保育現場では日常的、かつ様々な行事に合わせて音楽活動が行われています。そのため、保育者には音楽の楽しさを味わい表現で

きる「技術」と豊かな「感性」が求められます。本演習では、これまでに習得したピアノの実技の技術を発展させ、ゼミメンバーと

協同で音楽表現活動の実践（連弾等）を行います。取り組むテーマや楽曲については春期中に相談し、メンバーの関心に基づき決定

します。実践的な演習となるため演習以外での準備時間が必要となります。発表に向け意見を出し合い、より良いものに改善してい

くという過程を通し、音楽表現という角度から保育の表現技術を高めていくことを目標としています。 

11 本野 洋子 

この授業では保育現場における音楽についての調査・研究をします。こどもと音楽にはどのような関わりがあるか、こどもの歌、

リズム遊び、手遊び歌など実践的なものから、ピアノ演奏法、発声、音楽理論、リトミックなどの方法論まで、幅広い視点の中から

自分で関心のあるテーマを見つけ、調査・研究をしていきます。開講時間は相談したうえで決定します。 

12 森 正人 

幼児教育の現場では、工作などの活動が行われる事が多いです。ゼミでは、将来、現場に出たときに役立つような工作に関する技

能等を取り扱います。工作技能の検討においては、理論等の机上学習のみでは理解や、自身の考えに深みが出ません。そこで、実際

の基本的な工作体験も通して理解を深めていきます。 

13 八重樫 幸雄 

本ゼミでは、福祉の心を持ち、子どもや保護者の気持ちを理解でき、気概をもって働ける人を目指して卒業研究に取り組みます。

インクルージョンとしてのムーブメント教育・療法、障がい児者への支援や親への教育相談、園の相談体制などについて、現場での

フィールドワークも取り入れながら調査・研究に取り組みます。また、幼稚園や保育園、放課後ディサービスなどへ出向いて、ムー

ブメント教育・療法の実習にも取り組みます。これまでの卒論テーマとしては「保育におけるムーブメント教育の活用」「親の障害受

容過程について」「現代の障がい児保育とリトミック」「障害者総合支援法から支援につなげる」などがあります。 

14 山口 惠美子 

子どもにとって遊びは、発達の原動力となります。保育者は、子どもの「面白そう」という気持ちを大切にして、その場に即した

実践力が求められています。本演習では、保育現場に直結する保育技術について取り上げていきます。保育者として必要となる知識、

技術を深め、保育現場で即役立てられる内容、応用力を身に付けられるような実践研究を行っていきます。様々な保育技術の中で、

興味や関心のある方向性に沿った内容を深めていきます。 

15 山本 健志郎 

乳幼児期は子どもの生涯において重要な時期であり、子どもと関わる保育者は特に影響力があります。子どもたちのためにより良

い保育を行うには保育者に「知識」と「実践力」が求められます。本ゼミでは幼児教育をテーマに個々の学生の興味を基にした調査・

研究を行ってもらい、ゼミ活動を通して「保育に関する基礎知識」、「実践力の向上」、「保育者としての自己研鑽力」を身につけても

らいたいと思っています。積極的に楽しんで取り組む姿勢で臨んでください。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
専門演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 JEPR3102 

２．授業担当教員 長谷川 有香、福島 裕、堀 聡子、松本 岳志、山内 健次 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「専門演習Ⅰ」を履修していること。 

７．講義概要 

本授業では、これまでの大学での授業や実習中の体験から学んできた子どもや子育て、家族、保育・幼児教

育などのテーマを中心に、専門演習Ⅰで学んだ研究手法を基に研究し、レポートを作成することを通して、
現代社会のニーズにかなった「こどもの専門家」としての専門性を高めることを目的とする。選択したテー
マについて、①自分で調べて、②考察し、③考えたことを整理して他人に伝えるという経験を通して、子ど

も・子育てに関する課題を理解し、知識を深められるようにする。 
なお、本授業は、原則として本科目担当教員が分担して受け持ち、ゼミ形式で行う。 

８．学習目標 

1. 主体的に調べたり考えたりすることができるようにする。 

2. 研究を通して理解したことや考察したことを整理してレポートにまとめることができるようにする。 
3. 自分が選択したテーマや作成したレポートの内容を説明することができるようにする。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

担当教員による。 

10．教科書・参考
書・教材 

特に指定しない。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1. 主体的に調べたり考えたりすることができているか。 
2. 研究を通して理解したことや考察したことを整理してレポートにまとめることができているか。 

3. 自分が選択したテーマや作成したレポートの内容を説明することができるか。 
○評定の方法 
4分の３の出席を前提に、①課題に取り組む態度３０％、②レポートの質７０％を総合的に判断する。 

12．受講生への 
メッセージ 

３年間こども学科で学んできた成果を活かして卒業研究的に取り組むことを期待する。 

13．オフィスアワー 担当教員による。 
14．授業展開及び授業内容 

01 長谷川 有香 

本ゼミでは，今日の子どもや家庭を取り巻く諸問題について，心理学的な手法を用いて検討していきます。テーマの内容は，子ど

もの発達や，育児ストレスや仕事と家庭の両立などの現代の子育て世代を取り巻く諸問題，あるいは青年や成人のキャリア発達とい

った内容を中心に，各自の関心に応じて決定されます。本演習では，文献調査やデータの収集・分析を通して，自らの主張を他者に

わかりやすく伝えることが求められます。偏見や思い込みにとらわれず，根拠に基づき論理的に物事を考える態度や，答えのない様々

な社会的問題について，問題の中心を見抜き，それに対する解決方法を考える力を高めることを目指します。 

02 福島 裕 

 保育者や教師の視点から幼児・児童を取り巻く教育環境を概観するとき、教育制度や経済格差等の社会的な問題、虐待やいじめ、

養育等に関する人権問題、子どもの権利条約の周知・・・等様々な課題が見えてきます。また、教育環境の一つとして指導者として

自らの資質や能力についての課題も浮かび上がってきます。子ども達の教育環境を、広い視野から認識を深めるとともに、身近な視

点からも捉えながら、ゼミ生が取材や議論を通して各自の課題に向き合い、考察を深めていきます。 

03 堀 聡子 

本演習では、今日の子ども・子育ての状況とその背景にある社会環境の変化について理解したうえで、現代社会における子ども・

子育てをめぐる問題に取り組みます。例えば、育児不安、児童虐待、仕事と子育ての両立困難、子どもの貧困、多文化保育・子育て

など課題は多岐にわたっています。各自が最も関心のあるテーマを選び、調査研究を行い、卒業レポートにまとめることで、知識、

理解を深めていきます。 

04 松本 岳志 

 保育所、幼稚園、認定こども園や小学校では、日常的に歌唱、器楽、鑑賞などの音楽活動が盛んに行われています。このゼミにお

ける研究分野は、乳幼児や児童を対象とした「音楽教育」です。ただ一言で音楽教育といっても、その研究分野におけるテーマは様々

です。歌唱指導、器楽指導、音楽教材、子どもの音楽的発達、リズム学習、音感教育、子どもの歌（その作曲者や作詞者を含む）、わ

らべうた、療法的音楽活動、音楽教育の本質と意義、音楽教育メソッド（リトミック等）、諸外国の音楽教育、音楽教育における ICT

活用、教材としてのポピュラー音楽、音楽教育史等々、枚挙にいとまがないと言えます。本ゼミにおいて研究活動を行う者は、春期

中にゼミ担当教員と相談しながら自分の興味あるテーマを決定し、そのテーマに合った調査・研究を行っていきます。 

05 山内 健次 

現代社会に生きる子どもたちは、昔の生活は異なった生活時間で過ごすようになり多くの問題を抱えるようになりました。例えば

夜も眠気がなく就寝時間が短くなっている、お腹があまり減らないので朝食を摂らない、朝から活気がなくぼっとしている（これら

を不定愁訴と呼んでいます）。これらは子どもたちの身体活動量が極端に減少していることが、大きな原因となっていると言われて

います。この演習では、子どもたちが楽しく身体を使って楽しめる遊びを学生自体が現場で提供できるよう、その引き出しを多く持

ってもらうことを目的としています。 

 

 


