
専門科目

科 目 保育原理 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

１年前期
卒業・教免･保育士必修
講義
２単位担 当 者 准教授　朝木　徹

授業概要

　保育の意義及び目的について理解する。現在、幼稚園や保育所では様々な保育が行われ、多様な保育の考え方が存在する。そこで、子ども
を取り巻く近年の社会状況や環境等に視野を広げながら様々な保育課題を考察すると共に、保育の基本的事項（基本原則、保育における養
護、目標、内容、環境構成等）や保育の歴史的変遷を踏まえた保育の実際を保育所保育指針を通して学習する。さらに、幼稚園・保育所と地域
との連携（子育て支援活動の実際等）に関する理解及び幼稚園・保育所の安全への対応に関する基本的知識を身に付ける。
※本授業は、保育所において保育士として幼児教育に3 年携わった実務経験のある教員が保育職の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもを取り巻く近年の社会状況や環境を踏まえ、保育の意
義や目的について理解しながら様 な々保育課題を考察する。

授業の内容を踏まえ、近年の社会状況を踏まえた保育の意義や目的
について論理的かつ丁寧にまとめることができる（課題レポート①）。

2. 幼稚園・保育所と地域との連携について、特に子育て支援活動に
着目しながら保育者に求められる役割を考察することができる。

授業の内容を踏まえ、幼稚園・保育所と地域との連携の意義や今後保育者に求
められる役割について論理的かつ丁寧にまとめることができる（課題レポート②）

3. 保育の基本的事項や方法、保育の実際に関して保育
所保育指針の内容を踏まえて理解できる。

試験において、保育の基本的事項や方法等に関して、保育
所保育指針の記載内容を６割以上解答できる（テスト）。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション／学習成果について
（評価方法及び評価基準）

保育原理に関する内容をニュース
や新聞、書籍等から予習しておく（2
時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

2. 保育とは何か
保育の基盤としての子ども観

教科書「保育とは何か」の頁を中
心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

3. 幼稚園・保育所をめぐる近年の様々な社会状況と
乳幼児期にふさわしい生活の展開

教科書「幼稚園・保育所をめぐる
近年の様々な社会状況」の頁を中
心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

4. 子どもが育つ環境の理解
教科書「子どもが育つ環境の理
解」の頁を中心に目を通しておくこ
と（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

5. 保育の基本事項（基本原則、目標、内容、環境構成、
５領域の内容等）養護及び教育の関係

教科書「保育の基本事項」の頁を
中心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

6. 保育の内容・方法の原理①
幼稚園教育要領にみる保育内容

教科書「幼稚園教育要領にみる
保育内容」の頁を中心に目を通し
ておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

7. 保育の内容・方法の原理②
保育所保育指針にみる保育内容

教科書「保育所保育指針にみる
保育内容」の頁を中心に目を通し
ておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

8. 社会の変化と保育内容の関連
（保育の歴史的変遷及び近年の教育・保育政策）

教科書「社会の変化と保育内容
の関連」の頁を中心に目を通してお
くこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

9. 諸外国にみる教育・保育理論
教科書「諸外国にみる教育・保育
理論」の頁を中心に目を通しておく
こと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

10. よい保育とは（保育の内容・方法） 教科書「よい保育とは」の頁を中
心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

11. 保育者の専門性と社会的役割
（保育者という仕事）

教科書「保育者の専門性と社会的
役割」の頁を中心に目を通しておく
こと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

12. 地域との連携・協働による教育・保育活動の意義
及び方法

教科書「地域との連携・協働によ
る教育・保育活動」の頁を中心に目
を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

13. 幼稚園・保育所と地域との連携（子育て支援活動
の実際等）に関する理解

教科書「幼稚園・保育所と地域と
の連携」の頁を中心に目を通して
おくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

14. 事故及び災害に対する危機管理、事故対応を含む
幼稚園・保育所の安全管理・教育への取組

教科書「事故及び災害に対する危
機管理、事故対応」の頁を中心に目
を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

15. 保育の現状と課題　
まとめとテスト

教科書「保育の現状と課題」の頁
を中心に目を通しておくこと（2 時
間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

教 科 書 朝木徹著『保育原理Work	Book』

参 考 書 幼稚園教育要領、保育所保育指針、配布プリント、その他（授業中に適宜紹介）

学習成果の
評 価 方 法

授業への参加姿勢（取組、授業態度）（10％）、ノート・課題レポート提出（10％）、定期試験（80％）
　ノート・課題レポートについては、評価・フィードバックをした上で返却します。

特記すべき
事 項 出席確認は授業開始時の応答により行います。遅刻・早退等はその日の講義時間内に申し出てください。

質問・相談等
の 受 付

講義に関する質問は、授業の前後か研究室に掲示しているオフィスアワーの時間帯に随時受け付けます。積極的な授業参加
をお願いします。
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専門科目

科 目 保育内容総論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

１年前期
卒業・教免・保育士必修
演習
２単位担 当 者 准教授　朝木　徹

授業概要

　幼稚園や保育所における園生活全体を通した保育内容の総合的理解という観点から学習を進める。幼稚園教育要
領や保育所保育指針における各章のつながりを読み取り、「保育の目標」、「育みたい資質・能力」、「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」等の保育の全体的な構造について、乳幼児期の子どもにふさわしい具体的な生活や遊びの姿と関
連付けながら理解する。また、近年の多様な保育の展開を考察すると共に保育実践に必要な知識や技術を身に付ける。
※本授業は、保育所において保育士として幼児教育に3 年間携わった実務経験のある教員が、保育職の経験をいかし
実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 保育内容の全体構造として、幼稚園教育や保育所保
育の基本的内容を理解している。

試験において、幼稚園教育及び保育所保育の基本的
内容に関して６割以上解答できる（テスト）。

2. 乳幼児期の子どもの興味や関心、発達の実情などに応じ
て、保育環境を構成し保育者の関わり方を理解している。

乳幼児期の子どもの興味や関心、発達の実情などを踏まえ具体的な保育
者の関わり方について、論理的に述べることができる（課題レポート）。

3. 近年の多様な保育の展開を理解しながら、保育実践
に必要な知識や技術を身に付けている。

試験において、近年の多様な保育の展開に対する具体的な保育
実践に必要な知識や技術について６割以上解答できる（テスト）。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション／学習成果について
（評価方法及び評価基準）

保育内容総論に関する内容を
ニュースや新聞、書籍等から予習
しておく（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

2. 園生活全体を通した保育内容の総合的理解
教科書「保育内容の総合的理解」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

3. 保育の基本を踏まえた保育内容の展開（子どもの
主体性の尊重）

教科書「保育の基本を踏まえた保
育内容の展開」の頁を中心に目を
通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

4. 乳幼児期にふさわしい生活（安定した情緒、主体
的な活動、体験の重視）

教科書「乳幼児期にふさわしい生
活」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

5. 「幼稚園教育要領」にみる保育内容①
育みたい資質・能力

教科書「育みたい資質・能力」の頁
を中心に目を通しておくこと（３０
分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

6. 「幼稚園教育要領」にみる保育内容②
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

教科書「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」の頁を中心に目を
通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

7. 「保育所保育指針」にみる保育内容①
養護及び教育が一体的に展開する保育

教科書「養護及び教育が一体的
に展開する保育」の頁を中心に目
を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

8. 「保育所保育指針」にみる保育内容②
子どもの発達過程と保育（生活、遊び、活動）

教科書「子どもの発達過程と保
育」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

9. 生活や遊びを通しての総合的な保育と保育者の役割
教科書「生活や遊びを通しての総
合的な保育」の頁を中心に目を通
しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

10. 主体的活動としての遊び
教科書「主体的活動としての遊び」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

11. 環境を通して行う保育
教科書「環境を通して行う保育」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

12. 幼稚園教育・保育所保育と小学校教育の円滑な接続
教科書「幼稚園教育・保育所保育と
小学校教育の円滑な接続」の頁を中
心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

13. 保育の計画と記録の意義
指導計画（長期、短期）立案の手順と配慮点

教科書「保育の計画と記録の意
義」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

14. 子どもの実態に即した具体的な保育・教育課程
（計画、実践、記録、省察、評価、改善）

教科書「具体的な保育・教育課
程」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

15. 近年の多様な保育の展開
まとめとテスト

教科書「近年の多様な保育の展
開」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

教 科 書 太田光洋編『保育内容総論‐生活・遊び・活動を通して育ちあう保育を創る‐』同文書院

参 考 書 幼稚園教育要領、保育所保育指針、配布プリント、その他（授業中に適宜紹介）

学習成果の
評 価 方 法

授業への参加姿勢（取組、授業態度）（10％）、ノート・課題レポート提出（10％）、定期試験（80％）
ノート・課題レポートについては、評価・フィードバックをした上で返却します。

特記すべき
事 項 出席確認は授業開始時の応答により行います。遅刻・早退等はその日の講義時間内に申し出てください。

質問・相談等
の 受 付

講義に関する質問は、授業の前後か研究室に掲示しているオフィスアワーの時間帯に随時受け付けます。
積極的な授業参加をお願いします。
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専門科目

科 目 子どもと人間関係 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

１年後期
卒業選択必修、
教免・保育士必修
演習
１単位担 当 者 准教授　朝木　徹

授業概要

　子どもの発達を、幼稚園教育要領・保育所保育指針における乳児保育の３つの視点、１歳以上３歳未
満児及び３歳以上児の保育について５つの領域を踏まえ、子どもに対する理解を深めながら、保
育の具体的な内容を理解する。特に、子どもを取り巻く人間関係の現代的特徴やその社会的背景、求められる保
育者の役割について、領域「人間関係」の基盤となる幼児の人と関わる力の育ちに関する専門的事項を学習する。
※本授業は、保育所において保育士として幼児教育に3 年間携わった実務経験のある教員が、保育職の経験を
いかし、実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもの発達について、乳幼児保育の３つの視点、１歳以上
３歳未満児及び３歳以上児の保育内容から理解できる。

試験において、子どもの発達について乳幼児保育の３つの視点、１歳以上３
歳未満児及び３歳以上児の保育内容に関して６割以上解答できる（テスト）。

2. 乳幼児期の人間関係の発達について、園生活におけ
る関係発達論の視点から理解している。

試験において、乳幼児期の人間関係の発達について園生活の実際で
みられる関係発達論的視点に関して６割以上解答できる（テスト）。

3. 子どもの育ちを支える保育者同士の人間関係や協働
について理解している。

授業の内容を踏まえ、子どもの育ちを支える保育者同士の人間関係や
協働について論理的かつ丁寧にまとめることができる（課題レポート）。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション／学習成果について
（評価方法及び評価基準）

子どもと人間関係に関する内容を
ニュースや新聞、書籍等から予習
しておく（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

2. 私たちにとっての人間関係（子どもを取り巻く人間
関係の現代的特徴とその社会的背景）

教科書「私たちにとっての人間関
係」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

3. 子どもの発達の理解①（幼稚園教育要領・保育所
保育指針に基づく養護と教育の関係）

教科書「子どもの発達の理解①」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

4. 子どもの発達の理解②（乳児保育の３つの視点、
１歳以上３歳未満児及び３歳以上児の保育）

教科書「子どもの発達の理解②」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

5. 領域「人間関係」が目指すもの
乳幼児期に育つ人と関わる力の発達	

教科書「領域「人間関係」が目指
すもの」の頁を中心に目を通してお
くこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

6. 乳幼児期の遊びや生活の中で育つ人と関わる力の
発達　①保育者との関係

教科書「保育者との関係」の頁を
中心に目を通しておくこと（３０分
間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

7. 乳幼児期の遊びや生活の中で育つ人と関わる力の
発達　②他の乳幼児（集団）との関係

教科書「他の乳幼児（集団）との
関係」の頁を中心に目を通しておく
こと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

8. 自立心・協同性の育ち
教科書「自立心・協同性の育ち」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

9. 道徳性・規範意識の芽生え
教科書「道徳性・規範意識の芽生
え」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

10. 子どもの育ちを支える保護者と保育者の人間関係
教科書「子どもの育ちを支える保
護者と保育者の人間関係」の頁を中
心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

11. 子どもの育ちを支える保育者同士の人間関係（協
働とは）

教科書「子どもの育ちを支える保
育者同士の人間関係」の頁を中心
に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

12. 自分の感情や価値観が子どもとの関係に及ぼす
影響

教科書「自分の感情や価値観が子
どもとの関係に及ぼす影響」の頁を
中心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

13. 青年期のアイデンティティ探求を踏まえた保育者と
しての成長

教科書「青年期のアイデンティティ探求
を踏まえた保育者としての成長」の頁を
中心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

14. 保育者に必要な対人関係スキル
教科書「保育者に必要な対人関
係スキル」の頁を中心に目を通して
おくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

15. 保育現場で出会う様 な々保育事例を考える
まとめとテスト

教科書「様々な保育事例を考える」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

教 科 書 横山真貴子編『子どもと保育者でつくる人間関係‐「わたし」から「わたしたち」へ‐』保育出版

参 考 書 幼稚園教育要領、保育所保育指針、配付プリント、その他（授業中に適宜紹介　）

学習成果の
評 価 方 法

授業への参加姿勢（取組、授業態度）（10％）、ノート・課題レポート提出（10％）、定期試験（80％）
ノート・課題レポートについては、評価・フィードバックをした上で返却します。

特記すべき
事 項 出席確認は授業開始時の応答により行います。遅刻・早退等はその日の講義時間内に申し出てください。

質問・相談等
の 受 付

講義に関する質問は、授業の前後か研究室に掲示しているオフィスアワーの時間帯に随時受け付けます。
積極的な授業参加をお願いします。
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専門科目

科 目 子どもと環境 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
卒業選択必修、
教免・保育士必修
演習
1単位担 当 者 専任講師　古林　ゆり

授業概要

領域「環境」の指導に関連する幼児を取り巻く環境や、幼児と環境との関わりについての専門的事項にお
ける感性を養い、知識・技術を身につけ、そのねらいや内容の理解とともに実践力を身につけるために具
体的な保育内容について学ぶ。また、乳幼児期において育みたい資質能力について理解し、幼稚園教育要
領や保育所保育指針に示された領域「環境」のねらい及び内容について理解を深める。
※本授業は、保育所において幼児教育に13 年間携わった実務経験のある教員が、子どもと環境との関わりに関
する保育経験を生かし、実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 乳幼児を取り巻く環境と、乳幼児の発達にとっての意
義を理解する

乳幼児を取り巻く環境について意識を持ち、提示された課題に取り
組み、小テストや定期試験での問いに6 割以上答えることができる

2. 乳幼児期の思考・科学的概念の発達を理解する 視聴覚教材を観て観察記録を行ったり、実践記録の分析を行うなどの課題
に取り組み、小テストや定期試験での問いに6 割以上答えることができる

3. 乳幼児期の標識・文字等、情報・施設との関わりの発
達を理解する

授業内に課せられたレポートにより学習成果の評価を行う。「環境」で取り上げられ
るテーマについて理解を深め、教材研究及び、指導計画の立案をすることができる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について（評価方法・
評価基準）

シラバスを読み到達目標と授業内
容について確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

2. 乳幼児を取り巻く環境の諸側面と、乳幼児の発達
におけるそれらの重要性

乳幼児を取り巻く社会環境につい
て関連する資料等を確認しておく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

3. 乳幼児と環境との関わりについて
保育における環境構成について関
連する資料等を確認しておく（30
分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

4. 遊びと環境、保育者の役割 遊びと環境について関連する資料
等を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

5. 知識基盤社会及び持続可能な開発のための教育
などの乳幼児を取り巻く環境の現代的課題	

子どもを取り巻く環境の現代的課
題について関連する資料等を確認
しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

6. 子どもの発達と自然環境①　季節を感じる保育の
展開

季節を感じる保育の展開について
関連する資料等を確認しておく（30
分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

7. 子どもの発達と自然環境②　栽培、飼育の意義と
目的

栽培、飼育の意義と目的について
関連する資料等を確認しておく（30
分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

8. 乳幼児の物理的、数量・図形との関わりの事象に
対する興味・関心、理解の発達

保育所保育指針や幼稚園教育要
領の「環境」のページを読んでおく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

9. 乳幼児を取り巻く標識・文字などの環境と、それら
への興味・関心、それらとの関わり方

保育所保育指針や幼稚園教育要
領の「環境」のページを読んでおく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

10. 乳幼児の生活に関係の深い情報・施設と、それら
への興味・関心、それらとの関わり方

保育所保育指針や幼稚園教育要
領の「環境」のページを読んでおく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

11. 子どもの主体的な生活と環境 子どもを取り巻く生活環境に関連
する資料等を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

12. 地域環境への理解 子どもを取り巻く地域環境につい
て関連資料を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

13. 科学絵本や図鑑の活用と教材づくり 保育教材作りの準備を行う（30 分） 授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

14. 生命尊重の意味について 生命尊重の意味について関連資
料を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

15. 保育指導計画の作成について 保育指導計画の作成を事前に行
い自己学習を進める（30 分）

試験に向けての準備と振り返り
（30 分）

教 科 書 使用しない。

参 考 書 岸井勇雄・無藤隆・柴崎正行　監修　横山文樹　編著「保育内容・環境」　同文書院　　　高井静子　著「環境構成の理論と実践」エイデル研究所　　幼稚園教育
要領（平成29 年3月告示　文部科学省）、保育所保育指針（平成29 年3月告示　厚生労働省）、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29 年3月告示　内閣府）

学習成果の
評 価 方 法 定期試験（50％）、小テスト（20％）、提出課題（30％）で評価します。

特記すべき
事 項 遅刻、早退、欠席は、必ず本人が直接理由を申し出てください。積極的な授業参加をお願いします。

質問・相談等
の 受 付 質問等がある場合は、オフィスアワー（木曜日13：10 ～16：30）に115 研究室に来てください。
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専門科目

科 目 乳児保育Ⅰ 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、保育士必修
講義
２単位担 当 者 専任講師　古林　ゆり

授業概要

乳児保育の意義・目的と歴史的変遷及び役割などについて理解するとともに、子育てを取り巻く現状や課
題を踏まえ、3歳未満児の発育・発達に基づく保育の内容と運営体制についての知識を身に付ける。また、
乳児保育における職員、保護者、地域の関係機関との連携について理解する。
※この授業は、保育所において乳幼児教育に13年間携わった実務経験のある教員が乳児教育の経験を生かし、
実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 乳児保育の意義・目的と歴史的変遷及び役割などに
ついて理解する。

授業中の小テストや提出課題の内容によって学習成果の評価を行う。定期
試験では、「乳児保育」に関する基礎知識について6 割以上解答が出来る。

2. 乳児の発達と、保育所・乳児院など多様な保育の場
における乳児保育の現状と課題について理解する。

授業内に課せられたレポート・指導案により学習成果の評価を行う。「乳児保育」
に関する現状と課題について理解し、論理的で簡潔な文章で作成されている。

3. 乳児保育の内容と職員間の連携・協同及び保護者や
地域の関係機関との連携について理解する。

乳児保育における関係機関との連携について理解し、グループ
ワークに取り組み、レポートにまとめ、発表することができる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果（評価方法・評価基準）

シラバスを読み到達目標と授業内容につ
いて確認しておく。また、教科書全般に身
を通し、授業のイメージを持つ（2 時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

2. 乳児保育の意義・目的 教科書pp10 ～26 を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

3. 乳児保育の役割と機能 教科書pp27～33を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

4. 乳児保育の歴史的変遷 教科書pp132 ～140 を読んでおく
（2 時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

5. 乳児保育における養護と教育 教科書pp34 ～36と保育所保育指
針を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

6. 乳児保育及び子育て家庭に対する支援と社会的
状況

教科書pp100 ～119 を読んでおく
（2 時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

7. 保育所における乳児保育 乳児の手作り遊具（教材研究）
授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

8. 保育所以外の児童福祉施設における乳児保育
児童福祉施設に関する書籍や関
連資料を検索し、読んでおく（2 時
間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

9. 3 歳未満児の生活と環境 教科書pp36 ～57を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

10. 3 歳未満児の遊びと環境 教科書pp58 ～79を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

11. 乳児保育の保育環境と安全
保育所における危機管理等の関
連資料を検索し、レポートを作成
する（2 時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

12. 乳児の発達を踏まえた保育士による援助や関わ
り

教科書pp120 ～131を読んでおく
（2 時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

13. 乳児保育における計画・記録・評価とその意義 教科書pp80 ～99を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

14. 乳児保育における連携と協働 保育士の連携や協働に関連する
資料を検索し、読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や教科書・資料
を読み返し、ノートを整理する。（2
時間）

15. 乳児保育の現状と課題 教科書pp132 ～162 を読んでおく
（2 時間）

試験に向けての準備と振り返り（２
時間）

教 科 書 乳児保育研究会編「改訂5版　資料でわかる乳児の保育新時代」ひとなる書房

参 考 書 適宜紹介します。

学習成果の
評 価 方 法 定期試験（50％）、小テスト（20％）、提出課題（30％）で評価します。

特記すべき
事 項 遅刻、早退、欠席は、必ず本人が直接理由を申し出てください。積極的な授業参加をお願いします。

質問・相談等
の 受 付 質問等がある場合は、オフィスアワー（木曜日	13：10 ～16：30）に115 研究室に来てください。
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専門科目

科 目 家庭支援論 開 講 時 期
履 修 方法
授 業 形態
単 位 数

2年後期
選択、保育士必修
講義
２単位担 当 者 専任講師　古林　ゆり

授業概要

現代の家族を取り巻く社会状況の特質や子育て家庭の抱える困難を理解するとともに、変動する現代社会の中で、改めて家庭と
は何か、子どもが育つために必要な環境とは何か、また、子育て支援に期待されていることは何なのか等、家庭についての基本的
な課題に視点を置き、現在の子どもたちの豊かな育ちのために子育て支援の必要性について理解することを目的とする。グループ
ワークやディスカッション、調べ学習およびプレゼンテーションを取り入れることで、意見交流をしながら 理解を深めていく。
※この授業は保育所において保育に 13 年携わった実務経験のある教員が、子育て支援の経験を生かし、実践に即した授
業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子育てをしている家庭の機能と家庭を取り巻く環境
について理解する

授業中の小テストや提出課題の内容によって学習成果の評価を行う。小テスト、
定期試験は、「家庭支援論」に関する基礎知識について6 割以上解答が出来る。

2. 現代の家族が置かれている状況を理解し、その課題
を具体的に説明することができる。

授業内に課せられたレポート・指導案により学習成果の評価を行う。「家庭支援
論」に関する基礎知識について理解し、論理的で簡潔な文章で作成されている。

3. 家庭支援の具体的方法について、実践に即して考え
られる

グループワーク及び発表により学習成果の評価を行う。個々の調べ学習を土台
に、グループで共有の資料を作成し、教材研究を行う。活動を通して、自らの仕事
に主体的に取り組み、全体像を把握し、目標が達成できるように協同できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果（評価方法・評価基準）

シラバスを読み到達目標と授業内容に
ついて確認しておくまた、教科書全般に
目を通し授業のイメージをもつ（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

2. 家庭の意義の機能 第1 章家庭の意義と機能を読んで
おく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

3. 家庭支援の必要性〜子育てをめぐる問題〜 第2 章家庭支援の必要性を読ん
でおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

4. 子育て家庭支援の原理 第3 章保育者が行う家庭支援の
原理を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

5. 現代の家庭における人間関係 第4 章現代の家庭における人間関
係を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

6. 現代における親の理解
第8 章子育て支援施策・次世代育
成支援施策の推進を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

7. 地域社会の変容と家庭支援 第5 章地域社会の変容と家庭支
援を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

8. 男女共同参画社会とワークライフバランス
第６章男女共同参画社会とワーク
ライフバランスを読んでおく（2 時
間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

9. 子育て支援サービスの概要 第9 章子育て支援サービスの概要
を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

10. 保育所入所児童の家庭への支援 第10 章保育所入所指導の家庭支
援を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

11. 地域における子育て支援
第7 章子育て家庭の福祉を図るた
めの社会資源を読んでおく（2 時
間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

12. 障害のある子どもを持つ家庭への支援
第12 章特別な配慮を必要とする
児童およびその過程に対する支援
を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

13. 子ども虐待と保護者支援
子どもの虐待や保護者支援につい
ての関連書や新聞などを読み、レ
ポートにまとめる（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

14. 子育て支援サービスの課題 第14 章子育て支援サービスの課
題を読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

15. まとめと振り返り これまでの授業の振り返りと資
料・ノートの整理（2 時間）

試験に向けての準備と振り返り（2
時間）

教 科 書 井村圭壯　今井慶宗　編「保育実践と家庭支援論」　勁草書房

参 考 書 適宜紹介します。

学 習成 果の
評 価 方 法 提出課題（30％）、小テスト（20％）、定期試験（50％）で評価します。

特 記 すべ き
事 項 遅刻、早退、欠席は、必ず本人が直接理由を申し出てください。積極的な授業参加をお願いします。

質問・相談等
の 受 付 質問等がある場合は、オフィスアワー（木曜日 13：10 〜16：30）に115 研究室に来てください。
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専門科目

科 目 子どもの保健 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
選択、保育士必修、
子ども音楽療法士選択必修
講義
2単位担 当 者 教授　緒方　まゆみ

授業概要

子どもが健全に発育、成長していくために、子どもの心身の健康増進を図ることが重要である。そのために
子どもの身体発育や生理機能、運動機能及び精神機能の発育と保健について理解し、関連する子どもの
疾病とその予防法や対応、精神保健とその課題について学びを深める。また、保育における環境や衛生管
理、安全管理について他職種間の連携・協働の下での適切な対応についても理解する。　　　　
※この授業はこども病院において看護師として7年以上の臨床経験を持つ教員により症例説明や保健活
動について実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を
理解することができる。

定期試験および授業中の質問において保健活動の知識について6 割以上回
答できる。現代社会の子供の現状を把握しレポートすることができる

2. 子どもの身体発育や生理機能および運動機能、ならびに
精神機能の発達と保健について理解することができる。

定期試験および授業中の質問において身体発育や、生理・運動・精神機能の各
発達について6 割以上回答できる。簡単な身体の構造が図示できるようになる。

3. 子どもの疾病の予防及び適切な対応について理解す
ることができる。

定期試験および授業中の質問において疾病の予防や対応の仕方について6 割以
上回答できる。子どもに多い疾患の対応について具体的に説明できるようになる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 学習成果( 評価方法、評価基準）
生命の保持と情緒の安定及び保健活動の意義

ヒトの生命活動とはどのようなも
のかについて調べる（2 時間）

保健活動の種類を復習しておく（2
時間）

2. 健康の概念と健康指標 健康の考え方について諸説を調べ
る（2 時間）

講義で学んだ健康指標について自
身も含め当てはめてみる（2 時間）

3. 現代社会における子どもの健康の現状と課題 子どもの健康の現状について調べ
る（2 時間）

講義で学んだ内容や子どもの現
状について復習する（2 時間）

4. 地域における保健活動と児童虐待防止 児童虐待の現状について調べて
おく（2 時間）

講義で学んだ内容や子どもの現
状について復習する（2 時間）

5. 子どもの身体的発育・発達と保健 子どもの身体的発達にはどのよう
なものがあるか調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や発達の平均
値等について復習する（2 時間）

6. 身体発育及び運動機能の発達と保健
子どもの運動機能の発達にはどの
ようなものがあるか調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や発達の平均
値等について復習する（2 時間）

7. 生理機能の発達と保健
子どもの生理機能の発達にはどの
ようなものがあるか調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や発達の平均
値等について復習する（2 時間）

8. 子どもの心身の健康状態とその把握 子どもの心身の不安にはどのような
ものがあるか現状を調べる（2時間）

講義で学んだ内容や心身の健康
を保つための実践法について復
習する（2 時間）

9. 健康状態の観察 子どものADLにはどのようなもの
があるかを調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や健康観察の
視点について復習する（2 時間）

10. 心身の不調等の早期発見 自身の心身の不調にはどのような
ものがあるかを調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や心身不調の
発見の視点について復習する（2
時間）

11. 発育・発達の把握と健康診断 子どもの健康診断にはどのような
ものがあるかを調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や健康診断の
必要性などについて復習する（2
時間）

12. 保護者との情報共有
保護者との共有すべき情報にはど
のようなものがあるかを調べる（2
時間）

講義で学んだ内容や保護者との
連携の内容などについて復習する
（2 時間）

13. 子どもの疾病の予防及び適切な対応
子どもの代表的な疾病にはどのよ
うなものがあるかを調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や疾患名など
について復習する（2 時間）

14. 主な疾病の特徴
前回の講義に出てきた疾病の原
因・治療・予防法等を調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や疾患名など
について復習する（2 時間）

15. 子どもの保健の振り返りと総合まとめ テキスト全体を振り返り、し確認し
たいことなどを挙げておく（2 時間）

定期試験に備え講義中の質問事
項等の再確認をしておく（2 時間）

教 科 書 飯島一誠監修		保育者のためのわかりやすい子どもの保健			日本小児医事出版社

参 考 書 田中哲郎		保育士による安全保育			日本小児医事出版社

学習成果の
評 価 方 法 期末試験（80%）			レポート（15%）				受講態度（5%）		レポートは評価・フィードバック後に返却する

特記すべき
事 項

毎回の出席は名前の応答により確認、返答無き者は欠席とみなす。遅刻、早退、欠席は必ず本人が直接理由等を申し出る。
毎回の授業初めに前回授業のポイントを質問する。その項目は必ずノートしておき定期試験に備えること。

質問・相談等
の 受 付

質問、相談などがあるときは授業終了後	直接質問に来ること。その時の内容で即答、次回持越しや研究室対応を決める。
研究室対応はオフィスアワー内であれば随時受け付ける。
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専門科目

科 目 子どもの保健演習 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

2年前期
選択、保育士必修、
こども音楽療法士選択必修
演習
1単位担 当 者 教授　緒方　まゆみ

授業概要

　子どもの健康増進や安全に関わる保健活動の計画や評価について、演習を通して具体的に学び、子どもの
心身の発育・発達を促す。また、子どもの疾病とその予防及び対応法や救急時の対応、事故防止、安全管理に
ついて具体的に学ぶとともに、現代社会における心身の健康問題や地域保健活動についても理解を深める。　
※この授業はこども病院において看護師として7 年以上の臨床経験を持つ教員により症例説明や保健活動に
ついて実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもの健康及び安全に関わる保健活動の計画及
び評価について理解することができる。

定期試験で6 割以上回答できる。演習後のレポートにおいて保健活動の
知識および具体的な保健活動計画を立案することができるようになる。

2. 救急時の対応や事故防止、安全管理について具体的
に理解することができるようになる。

定期試験で6 割以上回答できる。演習後のレポートにおいて安全管理につい
て具体的に記入でき、且つ救急時の観察ポイントが理解できるようになる。

3. 子どもの健全な生活習慣と、心身の健康問題や地域
保健活動等について具体的に理解することができる。

定期試験で6 割以上回答できる。演習後のレポートにおいて子どもの生活習
慣である食事・排泄・清潔の具体的対応の仕方が説明できるようになる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 保健計画の作成と活用及び自己評価 自分自身の健康保健計画を考えて
みる（30 分）

保健計画について自己評価をして
おく（30 分）

2. 子どもの保健に関わる健康と安全・衛生管理 衛生管理の考え方について調べる
（30 分）

講義で学んだ衛生管理について自
身も含め当てはめてみる（30 分）

3. 保健における養護と教育の一体性 子どもの養護にはどのようなこと
があるか考え調べる（30 分）

講義で学んだ内容や子どもの現
状について復習する（30 分）

4. 基本的な生活習慣と心身の健康－排泄習慣－ 排泄習慣、とくに現代のオムツ事
情について考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

5. 基本的な生活習慣と心身の健康－清潔習慣－
自分自身の清潔習慣と子どもの習
慣の違いについて考えてみる（30
分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

6. 基本的な生活習慣と心身の健康－衣服習慣－
自分自身の衣服習慣と子どもの習
慣の違いについて考えてみる（30
分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

7. 基本的な生活習慣と心身の健康－栄養習慣－ 栄養、中でも乳児の栄養と離乳食
について調べておく（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

8. 体調不良や障害が発生した場合の対応
子どもの心身の不安にはどのよう
なものがあるか現状を調べる（30
分）

講義で学んだ内容や障害が発生
した時の対応法について復習する

（30 分）

9. 乳児への適切な対応 乳児保育などを参考に乳児の理
解を深める（30 分）

講義で学んだ内容や乳児養護の
視点について復習する（30 分）

10. 障がいがある子どもへの適切な対応 子どもの障害にはどのようなもの
があるか考える（30 分）

講義で学んだ内容や障害がある
子どもへの視点について復習する

（30 分）

11. 保育における看護と応急処置
－やけど、誤嚥、転倒等－

自分自身がやけど、転倒をした時
の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

12. 保育における看護と応急処置
－捻挫、異物、出血等－

自分自身が捻挫や、出血をした時
の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

13. 救急処置及び救急蘇生法の習得（AED 対応） 救急蘇生やAED について新聞等
を用いて情報を集めておく（30 分）

講義で学んだ内容や救急法につ
いて復習する（30 分）

14. 心と体の健康づくりと地域保健活動
地域保健活動について自分の居
住地域の情報を集めておく （30
分）

講義で学んだ内容や地域保健活
動などについて復習する（30 分）

15. 子どもの保健演習の振り返りとまとめ テキスト全体を振り返り、し確認し
たいことなどを挙げておく（30 分）

定期試験に備え返却レポート等を
再確認をしておく（30 分）

教 科 書 兼松百合子  子どもの保健・実習  同文書院

参 考 書 巷野悟郎 「保育のための救急傷病看護ハンドブック」  同文書院

学 習成 果の
評 価 方 法 期末試験（70%）   レポート（20%）    受講態度、演習に取り組む姿勢（10%）　レポートは評価・フィードバック後に返却する。    

特 記 すべ き
事 項

実技演習はグループ編成で行う。演習後に提出する課題レポートは合格するまで再提出すること。基本的にグループごとに提
出すること。

質問・相談等
の 受 付

質問、相談などがあるときは授業終了後 直接質問に来ること。その時の内容で即答、次回持越しや研究室対応を決める。研
究室対応はオフィスアワー内であれば随時受け付ける。
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専門科目

科 目 安全保育実習 開 講 時 期
履 修 方法
授 業 形態
単 位 数

2年後期
選択、保育士選択必修　
実習
1単位担 当 者 教授　緒方　まゆみ

授業概要

　成長発達の著しい乳幼児期には、その段階ごとに発達課題もめまぐるしく変化していく。子どもは、一人
で成長することは困難であり、周囲の温かいサポートが不可欠である。また、病気、不慮の事故など予期せ
ぬ事態も起こりやすいため、支援者の危機管理の意識も問われる。子どもの成長を支える支援者として、子
どもの発達段階を理解したうえで、応急処置や救命処置の方法を学び実践力を身につける。
※この授業はこども病院において看護師として7 年以上の臨床経験を持つ教員により症例説明や保健活
動について実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもの心身の発育・発達を促すためには安全管理が不可欠であ
り、保育士による安全安心な保育重要であることが理解できる。

定期試験で6 割以上回答できる。演習後のレポートにおいて安全管理
の知識および具体的なチェックリスト内容を理解することができる。

2. 救急時の対応や事故防止、危機管理について具体的
に理解し、実践内容を理解することができる。

 定期試験で6 割以上回答できる。演習後のレポートにおいて危機管理につ
いて具体的に記入でき、且つ救急時の観察ポイントが理解できるようになる。

3. 応急処置時の観察点や、救命蘇生時の方法を理解し
実践できるようになる。

 定期試験で6 割以上回答できる。演習時は積極的に取り組み、
モデル人形や友人に対して応急処置が実践できるようになる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 保育士による安全安心な保育 安全安心な保育とはどのような事
かを考える（30 分）

保育学生として安心安全について
について自己評価をしておく（30
分）

2. 事故防止の方策とチェックリスト 子どもの事故にはどんなものがあ
るか調べる（30 分）

講義で学んだチェックリストにつ
いて当てはめてみる（30 分）

3. 安全教育と保育園から家庭への事故防止支援 家庭での事故にはどんなものがあ
るか考え調べる（30 分）

講義で学んだ内容や家庭内での
事故ついて復習する（30 分）

4. 危険予知トレーニング 危険な場所や状況について調べる
（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

5. 危機管理事項（熱中症、園外活動中、プール水遊
びなど）

前回の授業を参考に危機管理に
ついて考えてみ（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

6. 危機管理事項（食中毒、児童虐待、災害時対策な
ど）

前回の授業を参考に危機管理に
ついて考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

7. 集団の中の感染症の考え方と感染症対策 感染症の種類について調べておく  
（30 分）

講義で学んだ感染症について具
体的に復習する（30 分）

8. 感染症と予防接種スケジュール作成 自分自身の乳幼児期の予防接種
の実際を調べる（30 分）

講義で学んだ内容を基に実際に
スケジュールを立ててみる（30 分）

9. アレルギー出現時の観察と対応 アレルギーの種類について調べる          
（30 分）

講義で学んだ内容やアレルギーの
観察点について復習する（30 分）

10. 急病が疑われる際の観察チェックリスト
子どものときに急病にかかったこ
とがないか家族より情報を得てお
く（30 分）

講義で学んだ内容や観察チェック
リストについて復習する（30 分）

11. 保育における看護と観察点－発熱、下痢、咳など－ 自分自身が発熱や下痢をした時
の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や観察点につ
いて復習する（30 分）

12. 応急手当（出血、捻挫、脱臼、外傷、目・耳の異物な
ど）

自分自身が捻挫や、出血をした時
の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や観察点につ
いて復習する（30 分）

13. 応急手当（熱傷、誤飲誤嚥、肘内障、虫刺されなど） 自分自身が熱傷や、虫刺されをし
た時の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や観察点につ
いて復習する（30 分）

14. 救急処置及び救急蘇生法の習得（AED 対応） 救急蘇生やAED について新聞等
を用いて情報を集めておく（30 分）

講義で学んだ内容やAED の使用
法ついて復習する（30 分）

15. 子どもの保健演習の振り返りとまとめ テキスト全体を振り返り、し確認し
たいことなどを挙げておく（30 分）

定期試験に備え返却レポート等を
再確認をしておく（30 分）

教 科 書 田中哲郎 「保育士による安全保育」 日本小児医事出版

参 考 書 飯島一誠監修  「保育者のためのわかりやすい子どもの保健」 日本医事出版社

学 習成 果の
評 価 方 法 期末試験（70%）　レポート（20%）　受講態度、演習に取り組む姿勢（10%）　レポートは評価・フィードバック後に返却する。    

特 記 すべ き
事 項 実技演習はグループ編成で行う。演習後に提出する課題レポートは必ず提出すること。基本的にグループごとに提出する。

質問・相談等
の 受 付

質問、相談などがあるときは授業終了後 直接質問に来ること。その時の内容で即答、次回持越しや研究室対応を決める。研
究室対応はオフィスアワー内であれば随時受け付ける。
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