
様式第２号の１－①【(1)実務経験のある教員による授業科目の配置】        添付書類 No.１ 
 

学校名 盛岡大学短期大学部 

設置者名 学校法人盛岡大学 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表 

(1) 幼児教育科 

№ 実務経験のある教員等による授業科目名 単位数 備考 添付書類 

1  保育原理 2  No.1-1 

2  教育原理 2  No.1-2 

3  子どもの保健 2  No.1-3 

4  保育内容総論 2  No.1-4 

5  保育内容 言葉 2  No.1-5 

合計単位数 10   

 

 

 



講義科目名称：

英文科目名称：

保育原理 授業コード： T1113　T1118　T1120

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 １年 ２単位 卒業必修・保育士必修

担当教員

岩崎　基次

幼児教育科ＤＰ(1)(2)(3)に関連 実務経験のある教員による授業 【講義】

小見出し 保育の理論と内容

授業計画 第一回 保育とは何か、子どもの誕生と子育ての問題等についての理解

第二回 幼稚園、保育所、認定子ども園等の施設についての理解

第三回 保育内容の五領域と保育の計画 1[5領域の関係]

第四回 保育内容の五領域と保育の計画  2[5領域と指導計画]

第五回 保育形態  1[子どもの自由度から]

第六回 保育形態  2[年齢で見たクラス編成他]

第七回 発達過程と保育の見通し 1[乳児の課題]

第八回 発達過程と保育の見通し  2[幼児の課題]

第九回 遊びの捉え方 1［社会性よる捉え］

第十回 遊びの捉え方 2［遊びの機能性よる捉え］

第十一回 幼児の育ちと環境構成 1[経験と環境構成と遊び]

第十二回 幼児の育ちと環境構成  2[園外環境と活動の見通し]

第十三回 保育の安全管理

第十四回 保育での危険に決対する教育

第十五回 保育内容の記録と個々の育ちの記録、 家庭・地域との連携

授業のねらい及び
概要

 この授業では、保育の具体的な事例を通して学生同士協議しながら保育の意義を理解する。具体的には、保育
の形態と遊びの指導について、保育の共同性と育ちあい、個々の尊重と主体的な学び等について理解し考える
力を培うことをねらいとする。本授業は、１５年間の幼稚園教諭としての実務経験と知識をもとに事例を示し
ながら講義を行う。

到達目標 この授業では、保育の内容については、理論と実際の状況についてどのように理解しているのかを学生同士の
協議の中で、それぞれの保育の形態の良さと問題点を理解する。また、子どもの生活、保育者の役割、安全管
理についての現状を伝えながらその重要性理解を深める。

事前・事後学修 事前に、実際に保育所を見学して一日の流れ知ること又は具体的な保育の流れが分かる資料に目を通してお
く。
事後に、授業で行った内容についてそこでの重要なことは何か自分なりに考えてみる。

評価方法 レポート(３０％)として、保育内容についてのレポートを評価する。
試験(７０％)として、総合的に内容についてペーパーテストを行い評価する。
授業の参加の仕方や提出物等の状況によっては減点の対象にする。

履修上の留意点 ・学生同士の協議時は、積極的に参加して意見交換を行い、問題に対する考え方・視野を広げること。
・何らかの事情で授業を欠席した場合には、次の授業までに配布プリント等を取りに来て授業内容を確認する
こと。

テキスト プリント配布、(株)みらい、井上孝之、知のゆりかご『つながる保育原理』、2,268円

参考文献 保育所保育指針解説

教員e-mailアドレ
ス

miwasaki@morioka-u.ac.jp

オフィスアワー 水曜日10時半～12時、木曜日16時～18時



講義科目名称：

英文科目名称：

教育原理 授業コード： T1516　T1517　T1522

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 １年 ２単位 卒業必修・幼稚園２種必修・保育士必修

担当教員

岩崎　基次

幼児教育科ＤＰ(1)(2)(3)に関連 実務経験のある教員による授業 【講義】

小見出し 幼児教育の原理

授業計画 第一回 教育とは何か

第二回 学校教育の基礎になった思想 １ (コメニウス　と　ルソー)

第三回 学校教育の基礎になった思想 ２ (ペスタロッチ)

第四回 幼児教育の基礎になった思想 1 (フレーベル)

第五回 幼児教育の基礎になった思想 ２ (モンテッソリー)

第六回 学校教育の基礎になった思想 ３ (デューイ)

第七回 海外の学校教育の実践より (フレネ教育)

第八回 海外の幼児教育の実践より (レッジョ・エミリアの幼児教育)

第九回 先人たちの示している経験主義教育と幼稚園教育要領で示している「遊びを通して総合的な指
導」の関連

第十回 現代の日本の小学校教育の考え方 (生活科の取り組みと総合教育に見る)

第十一回 日本の学校教育の経験主義教育の実践事例『きのくに子どもの村学園』の教育と課題

第十二回 日本の学校教育の経験主義教育の実践事例『きのくに子どもの村学園』の課題について協議

第十三回 日本の学校教育の事例『きのくに子どもの村学園』の考えに対するそれぞれの考察

第十四回 幼児教育と小学校教育の関連

第十五回 環境を通して学ぶこと、育ち合いながら学ぶこと

授業のねらい及び
概要

 ここでは、歴史の先人たちの功績から教育の理論と実践、幼児教育から義務教育の教育の核となる考え方を学
びながら、現在の初等教育と保育の基礎となっている「体験を通して」学ぶこと「遊びを通して総合的な指
導」とは何か、について考えながら理解することを目的とする。前半に先人たちの功績を学びながら、授業の
後半には前半の学んだ知識を基に幼児教育を実践(幼稚園教諭15年間)経験してきた実践を提示しながら理論の
大切さと現在の初等教育の現場での実際の難しさについて考えさせ、教育原理の知識を記憶することに執着せ
ずに、授業を通してそれぞれの考えを出し合い、考える視点を広げ自己解決能力を培いながら学べるように進
めていこうとするものである。

到達目標 家庭と学校と社会の中で教育の考え方、課題について考え理解する。
歴史の先人たちの教育の理論と実践の内容を理解する。
歴史的な教育の思想を基盤として現代の教育の基礎ができていることを理解する。
それらが現在の幼児教育、初等教育の中で「体験を通して」学ぶこと、また、幼児教育の中で「遊びを通して
総合的な指導」するとあるが、その関連について考え、理解する。
具体的な教育事例を通して現在の教育現場の問題について学生同士の考えを伝え合い、議論することでいろい
ろな視点で考えることができる。

事前・事後学修 事前に、現在の初等教育の現場における課題について考えておく。
事後に、授業で行った内容についてそこでの重要なことは何か自分なりに考えてみる。

評価方法 レポート(４０％)として、経験主義の教育内容についてのレポートを評価する。
試験(６０％)として、総合的に内容についてペーパーテストを行い評価する。
授業の参加の仕方や提出物等の状況によって減点の対象とする。

履修上の留意点 ・学生同士の協議時は、積極的に参加して意見交換を行い、問題に対する考え方の違いのみならず、その根拠
とする考え方に目を向けさせる。
・何らかの事情で授業を欠席した場合には、次の授業までに配布プリント等を取りに来て授業内容を確認する
こと。



テキスト プリント配布、(株)みらい、井上孝之編、知のゆりかご『つながる保育原理』、2,268円
幼稚園教育要領解説

参考文献

教員e-mailアドレ
ス

miwasaki@morioka-u.ac.jp

オフィスアワー 水・木曜日15時～17時



講義科目名称：

英文科目名称：

子どもの保健 授業コード： T1146

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 １年 ２単位 卒業必修

担当教員

石川　正子

幼児教育科ＤＰ(1)(2)(3)に関連 実務経験のある教員による授業 【講義】

小見出し 子どもの心身の健康について理解する

授業計画 第1講 生命の保持と情緒の安定に係る保健活動の意義と目的

第2講 健康の概念と健康指標

第3講 現代社会における子どもの健康に関する現状と課題

第4講 地域のおける保健活動と児童虐待と防止

第5講 身体発育と生理機能の発達と保健

第6講 運動機能と精神発達

第7講 健康状態の観察

第8講 発育・発達の把握と健康診断

第9講 保護者との情報共有

第10講 主な疾病の特徴①　子どもの病気の特徴、感染症、免疫・アレルギー性疾患

第11講 主な疾病の特徴②　消化器疾患、循環器疾患、血液疾患

第12講 主な疾病の特徴③　内分泌・代謝疾患

第13講 主な疾病の特徴④　神経系の疾患、腎・泌尿器疾患

第14講 主な疾病の特徴⑤　先天性の疾患

第15講 子どもの疾病の予防と対応

授業のねらい及び
概要

子どもの心身の健康増進を図る保健活動の重要性について理解する。子どもの発達や健康と疾病の関係につい
て理解を深め、保育者として適切な対応および支援ができるよう基礎知識を習得する。子どもの疾病とその予
防方法及び適切な対応について学ぶ。本授業は、長年の看護師、助産師、保健師としての経験と知識をもとに
事例を示しながら講義を行う。

到達目標 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。
２．子どもの身体的な発育・発達と保健について理解する。
３．子どもの心身の健康状態とその把握の方法について理解する。
４．子どもの疾病とその予防法及び他職種間の連携・協働の下での 適切な対応について理解する。

事前・事後学修  事前学修として、シラバスまたは授業時の指示に従い、受講前にテキストの該当箇所を呼んで置き、授業の時
に理解を深められるよう予習すること（要する時間90分）
　事後学習として、ノートやテキストを振り返り、不明な点は確認するなどして、効果的な学習になるように
努めること（要する時間90分）

評価方法 定期試験にて評価する

履修上の留意点 履修中の私語厳禁、携帯の電源を切ること。

テキスト 大澤眞木子監修　保育者・養護教諭を目指す人のための子どもの保健　～健康と安全～　日本小児医事出版社

参考文献 巷野悟郎　編著　子どもの保健　診断と治療社

教員e-mailアドレ
ス

オフィスアワー



講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容総論 授業コード： T1123

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 １年 ２単位 卒業必修・幼稚園教諭２種免許必修・保育士必修

担当教員

岸　千夏

幼児教育科ＤＰ(1)(2)に関連 実務経験のある教員による授業 【演習】

小見出し 保育内容に関する基本と指導に関する総合的視点の理解

授業計画 １ 「保育内容総論」の概要・授業計画

２ 保育の基本

３ 保育内容の変遷

４ 保育の構造と保育内容

５ 保育のプロセスと子ども理解

６ 子ども理解（１）―「遊び」の重要性

７ 子ども理解（２）―個と集団の関係性

８ 保育における「環境」

９ 保育における計画と評価ー指導案の立案と検討

10 保育における観察と記録ーロールプレイ

11 領域と保育内容（１）―「健康」「人間関係」

12 領域と保育内容（２）―「人間関係」「環境」

13 領域と保育内容（３）―「言葉」「表現」

14 保育実践の多様な展開と様々な連携ーロールプレイ

15 保育内容の今日的課題と保育者の専門性

授業のねらい及び
概要

保育の基本を理解し、保育内容を総合的に学ぶことをねらいとする。
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・保育要領に基づく保育の基本や保育内容を
ふまえた、保育の全体的構造を学び、理解を深める。さらに、保育の多様な展開について具体的に学び、子ど
もを理解し実践を構想する保育者としての基本的視点を養う。
そこで、幼稚園教諭として保育に十年以上携わってきた授業担当者の実務経験に基づき、毎回具体的な事例解
説を取り入れる等して保育に関する理解を実践につなげて深められるよう授業を行う。

到達目標 ・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・保育要領に示されている保育の基本や保
育内容につい
　て説明できる。
・子ども理解を起点とする保育のいとなみ（PDCAサイクル）を説明できる。
・保育者としてどのように子どもの姿を捉え、具体的手立てを考えるのか、観察・記録・評価の観点を習得す
る。

事前・事後学修 ・毎回の講義に関連する内容を、テキスト等を用いて予習・復習し、理解を深めること。
・保育の基本概念等について、自分なりに説明することを求める。そのため、理解した内容を言語化・文章化
するトレーニ
　ングを行うこと。

評価方法 課題50％，試験50％

履修上の留意点 第一回講義にて解説

テキスト ①「保育内容総論」（神長美津子ほか編著,光生館）
②「幼稚園教育要領解説」（文部科学省,フレーベル館）
③「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」（内閣府・文部科学省・厚生労働省,フレーベル館）
④「保育所保育指針解説」（厚生労働省,フレーベル館）

参考文献 授業で適宜紹介



教員e-mailアドレ
ス

chinatsu@morioka-u.ac.jp

オフィスアワー 研究室前（LB211)に掲示



講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容　言葉 授業コード： T1108　T1115　T1121　T1505
T1507　T1518

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

通年 １年 ２単位 卒業必修・幼稚園教諭２種免許必修・保育士必修

担当教員

岸　千夏

幼児教育科ＤＰ(1)(2)に関連 実務経験のある教員による授業 【演習】

小見出し 子どもの言葉の発達と領域「言葉」についての理解

授業計画 １ 「保育内容の指導法；言葉」の概要と授業計画

２ 領域「言葉」の概要

３ 乳幼児の言葉の発達（１）－言葉の前の言葉

４ 乳幼児の言葉の発達（２）－話し言葉の広がり

５ 幼児期の言葉の発達（１）－話し言葉・思考の言葉

６ 幼児期の言葉の発達（２）－文字との出会い

７ 児童文化財の実践と分析ー教材研究

８ 乳幼児期の言葉の発達と保育者の役割

９ 言葉の発達を支える環境と保育者のかかわり

10 言葉を育てる児童文化財（１）－絵本・紙芝居

11 言葉を育てる児童文化財（２）－ペープサート・パネルシアター・人形劇

12 言葉を育てる児童文化財（３）－素話・言葉遊び

13 児童文化財を用いた保育の展開（１）―模擬保育

14 児童文化財を用いた保育の展開（２）―評価反省

15 言葉にかかわる現代的課題と保育者の役割

授業のねらい及び
概要

子どもの言葉の発達過程を理解し、言葉を育み子どもの育ちを支える保育のあり方を学ぶ。
また、児童文化財を活用した活動の指導案立案・模擬保育・評価反省を行う演習を通して、子どもの言葉の発
達を支える保育者の役割について具体的に学ぶ。
そこで、幼稚園教諭として保育に十年以上携わってきた授業担当者の実務経験に基づき、毎回具体的な事例や
教材を取り入れた授業を行い、子どもの言葉を豊かにする保育について理解できるようにする。

到達目標 ・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・保育要領に示されている領域「言葉」の
保育内容について説明できる。
・乳幼児が言葉を獲得する道筋を理解し、それぞれの時期の発達の特徴を説明できる。
・子どもの言葉の発達を支える保育者の役割や具体的なかかわり方を説明できる。
・領域「言葉」の保育内容と子どもの発達を踏まえた情報機器（ウェブサイト等）及び教材の活用法を理解
し、保育の構想に活用することができる。
・児童文化財について理解し、その特徴や保育における活用方法を説明できる。
・子どもの実態に即した指導案立案・模擬保育を行い、その評価反省をするグループワークを通して、教材研
究の必要性を理解し、保育者として実践を構想する視点を身につける。

事前・事後学修 ・毎回の講義に関連する内容を、テキスト等を用いて予習・復習し、理解を深めること。
・子どもの言葉にかかわるものに関心を高め、自分なりに教材研究をすること。
・模擬保育のための児童文化財の作成や活動準備を、計画的にすすめること。

評価方法 課題30％，模擬保育30％，試験40％

履修上の留意点 第一回講義にて解説

テキスト ①「保育者をめざす人のための保育内容 言葉　第2版」（駒井美智子編,みらい）
②「幼稚園教育要領解説」（文部科学省,フレーベル館）
③「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」（内閣府・文部科学省・厚生労働省,フレーベル館）
④「保育所保育指針解説」（厚生労働省,フレーベル館）



参考文献 授業で適宜紹介

教員e-mailアドレ
ス

chinatsu@morioka-u.ac.jp

オフィスアワー 研究室前（LB211)に掲示


