
                   帝京学園短期大学 学習成果 説明図  

                    建学の精神      学位授与の方針 

   

教育理念・目標    教育課程の編成の方針 

 

学校行事他 自己評価シート  授業の成績    実習先の評価  アンケート調査   実習の事前事後指導      点数化・数値化の方法 

ジェネリック・スキル   自己評価 各教科科目評価 実習評価 実習後アンケート 各授業と実習との関連性について .学習の質的成果  
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施設実習 

 

２年前期 

教育実習 

児童館実習 

２年後期 

就職体験実習 

7 つの観点 ①幼児期養育についての理解 ②子どもについての理解 ③他者との協力 ④コミュニケーション    

⑤領域・基礎知識に関する基礎知識、技能 ⑥教育実践 ⑦課題探究 

学
習
の
量
的
成
果 

の
量
的
成
果 

比較／主観的・客観的 

数値化・比較・成長の度合いの比較 

４つの観点 

① コミュニケーション 

② 自己管理能力 

③ チームワーク 

④ 倫理観 

履修カルテ 

レーダーチャート 

帝京学園短期大学教育課程実施の方針 

入学者受け入れの方針 

学習成果の可視化 

査          定 

学 生 が

具 体 的

に 獲 得

す る 能

力 

自己評価 教員の評価 
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                   帝京学園短期大学 学習成果 説明図（H26～）  

                    建学の精神      学位授与の方針 

   

教育理念・目標    教育課程の編成の方針 

 

学校行事他 自己評価シート  授業の成績    実習先の評価  アンケート調査   実習の事前事後指導      点数化・数値化の方法 

ジェネリック・スキル   自己評価 各教科科目評価 実習評価 実習後アンケート 各授業と実習との関連性について .学習の質的成果  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

１年前期 

体験実習 

１年後期 

保育所実習 

施設実習 

 

２年前期 

教育実習 

児童館実習 

２年後期 

就職体験実習 

7 つの観点 ①幼児期養育についての理解 ②子どもについての理解 ③他者との協力 ④コミュニケーション    

⑤領域・基礎知識に関する基礎知識、技能 ⑥教育実践 ⑦課題探究 

学
習
の
量
的
成
果 

の
量
的
成
果 

比較／主観的・客観的 

数値化・比較・成長の度合いの比較 

3つの観点 

① コミュニケーション 

② 仕事力 

③ 他者との協力 

 

履修カルテ 

レーダーチャート 

帝京学園短期大学教育課程実施の方針 

入学者受け入れの方針 

学習成果の可視化 

査          定 

学 生 が

具 体 的

に 獲 得

す る 能

力 

自己評価 教員の評価 



カルテ 

 

 

 

建学の精神               査定の構造化・可視化・明確化 
 

 

 

本学の教育方法・理念・・・ 

 

 

 

入学の理念 

 

  

 

各科目 個 人 卒業生 

アンケート 

・保育,幼稚園 園長・主

任先生方のご意見 

・本人の園からの評価 

実習終了時 

卒業時 

卒業後 

３年間の査定 

各科目と全体 

観点の位置づけ 

・年度ごとの学生の

違い 

・授業改善の結果 

観点・成績 

自己評価 

態度・マナー・

人間関係 

実習園・先の評価、就職率 

シラバス 

シラバス検討委員会 

ＦＤ委員会 

本学が求める保育士像 

 

建学の精神 

 

地域福祉に役立

つ人材養成 

 

外部評議委員会 

 

大学評価委員会 

P

D

C
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個々の学生の能力の向上 

の能力向上 

卒業生 

到達点により、評価を明確にすることで卒業してからの指導や、実習に行けな

い、不合格の学生にはどのように対応するのか 

・補講体制の確立   ・卒業生への対応   ・卒業のみの学生への対応 
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学内第三者評価委員会 



【本学として養成する保育者像実現のための最低基準】 

 

本学教育課程を実施するにあたり，本学として養成する保育者像実現ための最低基準を設ける。 本学の教育課程

において評価を行う場面として、1．（機関レベル）卒業及び資格・免許取得、2．（教育課程・科目レベル）履修カル

テ、3．（個人レベル）保育・教育実習、4．（個人レベル）ジェネリック・スキルがある。各評価基準を達成しない場

合には、補講等を実施し基準を達成するための支援を実施する。 

1．（機関レベル）卒業及び資格・免許取得 

（卒業、保育士資格、幼稚園教諭 2種免許状、その他本学で取得可能な各資格等） 

 ・卒業の基準 

  卒業には卒業要件必修科目の全てについてＣ以上の評価を必要とする。 

学習の評価は「帝京学園短期大学学則第 5章教育課程及び履修方法等第 23条，24 条」に定める通りとする。 

 ・保育士資格、幼稚園教諭 2種免許状、その他本学で取得可能な各資格等の基準 

保育士資格取得及び幼稚園教諭 2種免許状取得、その他本学で取得可能な各資格等に必要な科目について C以上の 

評価を必要とする。 

2．（教育課程・科目レベル）履修カルテ（授業成績評価、実習成績評価、自己評価、専門的職業能力評価） 

・授業成績評価 

 授業成績評価については履修カルテ①～⑦の観点が「C以上」であることを最低目標とする。 

各科目の学習の評価は「帝京学園短期大学学則第 5章教育課程及び履修方法等第 23条，24条」に定める通りにする。 

 ・実習成績評価 

 実習成績評価については「C以上」の評価であることを最低目標とする。ただし、実習成績評価表の評価（実習先 

評価）については，「実習成績評価表の総合評価を本学の成績評価基準に変換する取り決め」により上記学則に準ず 

ることとする。 

 ・自己評価 

自己評価については各項目について、自己評価項目の「3以上」を最低目標とする。 

ただし、他者からの評価との関連も考えつつ，自分の能力に対して妥当であり，かつより高い評価を行えることを目

標とする。 

 ・専門的（職業）能力評価 

 専門的（職業）能力評価については全ての履修カルテ内①～⑦の観点が「C以上」であることを最低目標とする。 

3．（個人レベル）実習実施の基準 

 ・実習派遣の許可 

「実習【教育・保育実習】を許可する条件」の定めるとおりとする。ただし、派遣許可を見送る学生に対しては、

以下①～②の要領で実習期間中の授業を活用した特別補講を実施し、許可基準を満たすための補填を行う。 

  ①実習期間中、当該「実習」に関する授業を活用し、実習実施に向けて必要な学習（日誌，指導案の指導）を行う。 

   ②実習期間中、その他の実習に関する授業の時間を活用して派遣見送りの要因（成績、欠席回数）となった授業の

担当教員より課題を受け、取り組む。 

4．（個人レベル）ジェネリック・スキル評価基準 

 ・ジェネリック・スキルの教員評価  

本学卒業までに、総合的な評価として全ての項目について「中級」クリアすることを目標とする。「初級」は、「中

級を満たすための第一歩としての内容」である。「上級」は、「優れた水準であると判断される内容」である。「上級」

の評価を受けた学生には、優先的に就職を斡旋する。 

 ・ジェネリック・スキルの自己評価 

ジェネリック・スキルについても自己評価を実施する。自己評価については各項目について、「中級以上」の評価 

を最低目標とする。ただし、上記総合的な評価との関連も考えつつ，自分の能力に対して妥当であり，かつより高い

評価を行えることを目標とする。 



「学士課程教育の構築に向けて」
（審議のまとめ）

建学の精神
（教育目標）

学位授与の方針 教育課程編成・実施の方針 入学者受入方針 履修カルテ（成績評価表の観点）

１．知識・技能・理解
　専攻する特定の学問分野における基本的な知
識を体系的に理解するとともに、その知識体系の
意味と自己の存在を歴史・社会・自然と関連づけ
て理解する。
(1)多文化・異文化に関する知識の理解
(2)人類の文化、社会と自然に関する知識の理解

（2）幅広い知識を身につ
け、国際的視野に立って判
断ができ
（幼児教育に関する専門的
知識、技能を修得した人材
を育成する）

（2）幼児教育に関す
る専門的知識と保
育技術を身につけ
ていること

（2）少人数教育による専門科
目の履修と個人の習熟度に応
じた保育技術の向上を図る教
育課程であること（履修カルテ
の活用）

（1）保育の分野に関
心のあるもの

①幼児教育・保育について
②子どもについての理解

２．汎用的技能
　知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な技
能
(1)コミュニケーション・スキル
(2)数量的スキル
(3)情報リテラシー
(4)論理的思考力
(5)問題解決力

（3）実学を通して創造力お
よび人間味豊かな専門性の
ある人材の養成を目的とす
る
（社会人として必要な教養と
広い視野を身につけた人材
を育成する）

（1）豊かな自然環境を活かし、
社会人基礎力（ジェネリック・ス
キル）を修得できる教育課程で
あること

（2）保育の専門職とし
て必要な知識や技術
を学ぼうとするもの

⑤領域・教育課程に関する基礎
知識・技能
⑥教育実践

３．態度・志向性
(1)自己管理力
(2)チームワーク、リーダーシップ
(3)倫理性
(4)市民としての社会的責任
(5)生涯学習力

（1）努力をすべての基とし、
偏見を排し
（地域社会に貢献できる人
材を育成する）

③他者のと協力
④コミュニケーション

４．統合的な学習経験と創造的思考力
　これまでに獲得した知識・技能・態度等を総合的
に活用し、自らが立てた新たな課題にそれらを適
用し、その課題を解決する能力

（3）実学を通して創造力お
よび人間味豊かな専門性の
ある人材の養成を目的とす
る
（社会人として必要な教養と
広い視野を身につけた人材
を育成する）

（3）保育の課題を積
極的に探究していこ
うとする意欲をもっ
ていること

⑦課題探求

帝京学園短期大学　各ポリシーとの関連性　：　建学の精神と三つの教育方針、履修カルテ

（1）社会人として必
要な教養とマナーを
身につけていること

（3）地域の乳幼児や保護者と
交流を深め、体験から学べる
教育課程であること

（3）向上心のある者



◎：DP達成のために特に重要な目標

○：DP達成のために重要な目標

△：DP達成のために望ましい目標

（1） （2） （3）

◎ ○ 90% 10% 0%

◎ △ ○ 95% 5% 0%

◎ ○ - - -

○ ◎ - - -

△ ◎ ○ - - -

○ ◎ △ - - -

ディプロマポリシー

科目の到達目標科目の主題
後
期

前
期

配
当
年
次

単
位

学科目

教員

③保育の課題を積極的に探究していこうとする意欲をもっていること

①社会人として必要な教養とマナーを身につけていること

2．新聞が読めるようになる

「日本国憲法」について、その基本
的考え方を学びながら、日本の伝
統と文化について理解を深める。

日本国憲法 2 2 ○

自然観察 2 1 ○

1．自然の見方や自然の役割を理解する力を身につけ
る

障害児保育 2 1

障害児保育・教育に関する周辺理
念の理解を深める。保護者との連
携について理解する。個別援助の
概略及び保育・教育上の留意点を

学ぶ。

保育原理 2 1 ○

教育学概論

②幼児教育に関する専門的知識と保育技術を身につけていること

○

1．障害のある子どもへの教育的支援を考える

2．保護者、関係機関との連携方法を考える

○

2．各自が自然解説の模擬体験をする

自然現象に対する疑問に対し、現
象をどのように考えるかを中心に
行ない、保育における総合的な実

践力を養う。

ディプロマポリシー
凡例；

1．「社会科学的思考法」を身につける

2 1 ○
「教育とは何か」を考えながら、教
育者として必要な資質等について

理解を深める。

教育心理学 1 1 ○
「学び」に関する様々な理論を理
解し、「学び」のあり方を考える

1．自分を事例として考えながら学びのメカニズムにつ
いて理解していく

◎

幼児の保育・教育に関する基礎的
事項についての理解を深め、保
育・教育に関する総論を学ぶ。

到達でき
なかった。

- - -

1．幼児の保育・教育の本質について、自分なりの視
点を一つ発表する

◎ ○

1．現在の教育が抱えている諸問題や課題等について
自分なりの視点を持つ

◎

帝京学園短期大学　カリキュラムマップ（例）

- - -

- - -

到達度評価（3段階）
（学生評価）

十分到達
できた。

おおむね
到達でき
た。



③保育の課題を積極的に探究していこうとする意欲をもっていること

保育実習Ⅲ 基礎技能（器楽）

小児保健Ⅱ

発達心理学Ⅱ

保育実習指導Ⅱ 保育実習Ⅱ 保育原理Ⅱ 保育実践演習

相談援助
英会話 保育相談支援

日本国憲法 教師論 乳児保育

体育理論 保育原理Ⅱ 児童の健全育成と福祉 子どもの食と栄養 教職実践演習（幼稚園）

保育実習Ⅲ

保育実習Ⅰ（施設）

基礎技能（器楽） 保育実践演習

地域福祉
児童館の機能と運営 保育実習指導Ⅲ

教育実習（幼稚園） カウンセリング 教職実践演習（幼稚園）

教育工学 子どもの食と栄養

障害児保育 美術表現

英会話 音楽表現

情報機器演習 保育実習指導Ⅰ 乳児保育 保育技術研究

保育実習Ⅰ（施設） 基礎技能（器楽）

保育実習Ⅰ（保育所） 障害児保育

カウンセリング
社会的養護内容

保育内容演習（表現）
保育内容演習（人間関係）

保育内容演習（言葉）

体験実習 保育内容演習（健康）

保育内容総論

保育の表現技術（国語）

保育の表現技術（体育）

保育実習指導Ⅰ 保育実習Ⅰ（保育所） 保育の表現技術（音楽）

情報機器演習 体験実習（施設） 保育の表現技術（造形） 保育技術研究

教育課程論
子どもの保健Ⅰ

子どもの保健Ⅰ 体験実習（保育所） 基礎技能（器楽）

発達心理学Ⅰ 保育実習指導Ⅰ 見学実習（保育所・施設） 保育内容演習（環境）

家庭支援論 保育の表現技術（国語）

社会福祉 保育の表現技術（体育）

教育学概論 児童家庭福祉 保育の表現技術（音楽）

自然観察 保育原理 社会的養護 保育の表現技術（造形）

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

原理　←教職科目→　講義

帝京学園短期大学　カリキュラムツリー

教育実習
（含事前事後指導）

教育実習
（含事前事後指導）

体育実技
（バトミントン・バレー・
乗馬・スケート）

体育実技
（バトミントン・バレー・
乗馬・スケート）

演習・実技　←教職科目→　探究科学・人文　←教養科目→　実技

①社会人として必要な教養とマナーを身につけていること ②幼児教育に関する専門的知識と保育技術を身につけていること

２
年
前
期

２
年
後
期

１
年
前
期

実　　　学　　　教　　　育
指導　←実習科目→　実践

１
年
後
期



2012.3.28・2013.04.1 作成・修正 実習担当 

「各授業と各実習との関連性について」（平成26年度入学生用） 

※教科科目における教授内容は必要に応じて変更することがある。    

時 期 前 期 夏 期 後 期 冬 期 春 期 

１年 実習  

 

 

実習段階：見学実習 

ねらい：あいさつ・1 日の様子・職員の様子・子どもの様子、日誌(添削

指導) 

 

 

  

 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：職員の職務、施設の様子、子どもの様子、日誌(１日の流れ＋気付き＋実

習目標とねらいの設定)   

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の様子、利用者の様子を知る 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：1日の様子・職員の様子・保

育技術（指導案作成に向けた環境構

成や教員の動き） 

 

 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、

子どもの理解、日誌(１日の流れ＋気

付き＋実習目標とねらいの設定) ＋

α（保育技術(絵本・紙芝居・エプロ

ンシアター)の体験）、指導案作成に向

けた視点 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の、

利用者の理解 

保育実習指導Ⅰ 

（保育所） 

○オリエンテーション、実習開拓：電話、あいさつ、敬語 

○実習日誌：ねらい、子どもの様子 

○マナー(身だしなみ、健康管理他) 

○導入の役割(簡単なグループ発表) 

○自己紹介グッズ製作の課題 

 

○直前指導：漢字、日誌、ピアノ５曲、手遊び3つ童謡５曲の試験 

○自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、礼状の書き方 

○実習日誌：10月実習日誌の確認(2年生との合同授業) 

○10月実習終了後の実習目標の再設定 

○実習終了後の課題レポート確認 

○10月実習振り返りの個人面談 ○実習後(2.3月)授業を設定：実習 

後のアンケート、レポート、礼状 

○2月実習振り返りの個人面談 

○パネルシアター製作の課題 

保育実習指導Ⅰ 

（施設） 

○個人調査書の書き方 

○巡回地図の書き方 

○施設実習の意義 

○児童福祉施設の理解 

 

 ○実習目標の設定、社会的マナー 

○実習日誌の書き方（体験実習事前指導・体験実習事後指導） 

○プライバシーと守秘義務 

○実習の心構え 

○実習先別の自己学習、グループディスカッション、発表 

○被虐待児・障害児とのかかわり方 

○オリエンテーション事前指導 

○実習終了後の課題レポート確認 

  

保育実習指導Ⅱ     ○2年次の実習開拓指導 

保育実習指導Ⅲ      

教育実習（含事前事後指

導） 

 ○エプロンシアター作成：夏休み

課題 

○エプロンシアター実演： 3時間分（13人×2組×3時間＝78人） 

○指導案（責任実習：中級）：一日の流れを理解、一日の指導案作成(添削指導) 

○模擬授業（主な活動）：8時間分（2～3人×2組×8時間＝30人） 

 ○実習目標：春休み課題（子どもに

関する目標・教諭の仕事に関する目

標・保護者に関する目標・実習に挑

む意気込み） 

教職実践演習（幼稚園）      

上記以外の授業 ○指導案添削指導（細案：初級）：保育の表現技術 

○教材研究：保育内容演習 表現／造形保育の表現技術(表現／造形＊５

種類の折り紙(事前教育にて２０種類)、２種類の平面教材、音楽＊手遊び

３種類) 

○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○模擬授業：保育の表現技術(表現／造形、音楽)(ｸ ﾙ゙ ﾌーﾞ各２回発表) 

○子どもとのかかわり方：障害児保育（障害のある子への理解） 

○紙芝居、絵本、パネルシアター、エプロンシアターとは：教育工学 

○ペープサートとは：教育工学・保育の表現技術(造形) 

○手紙の書き方（縦書き・横書き）・漢字練習：保育の表現技術(国語) 

○発達とは：発達心理学Ⅰ、保育原理 

○教育の基本的考え方・指導法：教育心理学 

○人（児童）との接し方・話し方：カウンセリング 

○精神障害について：子どもの保健Ⅰ 

○法律・制度：教育学概論、保育原理 (基本法令・制度の理解)、 

社会福祉、児童家庭福祉（理念・権利） 

○社会の変化：家庭支援論 

○教育・保育計画：教育課程論、保育原理 

○指導案：一日の流れ課題  

○指導案（細案：初級）：保育の表

現技術(造形)（教材研究） 

前期中に 2 回発表または夏休み課

題の製作物から、うち 1 つを PC

へ入力＊１種類の立体造形教材 

ペープサート製作、発表を含む 

 

 

 

 

○指導案（細案：初級）：造形(各自指導案作成1) 

 保育の表現技術    音楽(各自指導案作成1) 

            体育(各自指導案作成1) 

○人（児童）との接し方・話し方：カウンセリング 

○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○子どもとのかかわり方：障害児保育（障害のある子への理解） 

○大型紙芝居：保育の表現技術(造形) 

○絵本の読み聞かせ：乳児保育 

保育内容演習： 言葉Ⅰ 

※学園祭にて発表 

○被虐待児・障害児とのかかわり方：社会的養護内容 

                 保育実習指導Ⅰ（施設） 

○自立支援計画：社会的養護内容 

○文章の書き方・敬語の使い方・漢字練習：保育の表現技術(国語) 

 

○模擬授業（主な活動）：保育の表現

技術(造形、音楽、体育のうち1つを

個人で発表 

発表時間  一人／導入５分、展開

１５分、まとめ５分、計25分程度 評

価時間一人５分 

１時間で３人目安 

・保育の表現技術(造形・音楽)補講分

で２時間×2＝4で12人 

・保育内容演習５領域の(言葉を除く)

補講 2 時間を活用  １年後期は(健

康)、(環境)、(人間関係)計６コマのと

ころ 2 コマ×２週(公演終了後の年

内)を３人で指導＝12 人分を保育内

容総論 

○保育の表現技術：オリジナル大型

紙芝居製作課題 

 

 

  

 

保育実習Ⅰ(保育所) 

保育実習Ⅰ(施設) 

見学・体験実習(保育所) 

見学実習（施設） 

保育実習Ⅰ(保育所) 

体験実習(施設) 

体験実習(幼稚園) 
自己評価 

１回目 

自己評価 

２回目 

成績 

１年前期 

成績 

１年後期 
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時 期 前 期 夏 期 後 期 冬 期 春 期 

２年 実習  

 

実習段階：見学、観察、参加実習、部分、前日（責任）実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、子どもの理解と援助、日誌(１日の流れ

＋気づき) 、保育技術（絵本、紙芝居、エプロンシアター実演、指導案の

立案と指導） 

 

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設

の様子、利用者の理解 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習、

部分実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、

子どもの理解、日誌(１日の流れ＋

気づき) 、保育技術（ 指人形、

伝承遊び、エプロンシアター実演、

活動案の立案と指導） 

 

 

実習段階：見学、観察、参加、全日(責任)実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、子どもの理解、ニーズに基づく特別保育策の理

解、日誌(１日の流れ＋気づき)、保育技術（絵本、紙芝居、エプロンシアター、パ

ネルシアター）の習得、指導案の立案と指導） 

 

 

（教育実習体験学生） 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、子どもとのかかわり方 

（教育実習未体験学生） 

段階：見学、観察、参加実習、部分、前日（責任）実習 

ねらい：職員の職務、施設の様子、子どもの理解、日誌(１日の流れ＋気づき) 、

保育技術（絵本、紙芝居、エプロン・パネルシアター実演、指導案の立案と指導） 

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の

様子、利用者の理解 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習、

部分実習 

ねらい：職員の職務、施設の様子、

子どもの様子、日誌(１日の流れ＋気

づき)、保育技術（ 指人形、伝承遊び、

エプロンシアター実演、活動案の立

案と指導） 

 

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の

様子、利用者の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育実習指導Ⅰ 

（保育所） 

     

保育実習指導Ⅰ 

（施設） 

○実習日誌の書き方 

○目標の確認、社会的マナー 

○プライバシーと守秘義務 

○実習の心構え 

○実習先別の自己学習、グループディスカッション、発表 

○被虐待児・障害児の理解 

○実習後アンケート 

○実習後レポート確認 

（○事後指導面談）） 

 ○実習後アンケート 

○実習後レポート確認 

（○事後指導面談）） 

  

保育実習指導Ⅱ ○授業を設定：オリエンテーション指導、実習目標、礼儀・マナー  ○直前指導：漢字、日誌、指導案、ピアノ５曲、手遊び3つ童謡５曲の試験 

○実習後アンケート 

○パネルシアター模擬授業（5人×2組×4時間＝40人） 

○実習目標・日誌・指導案(日案・細案)、 自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、

礼状の再確認、実習終了後の課題レポート確認、1年生への日誌指導(合同授業)、

就職を踏まえた記録の取り方、保育士登録 

○個人面談  

保育実習指導Ⅲ ○授業を設定：オリエンテーション指導、実習目標、礼儀・マナー  ○保育士と児童厚生指導員の違い：不特定多数の子どもの遊びに寄り添う姿 

○指人形や伝承遊びの実践を踏まえた活動案と指導案の違い：指導ではなく企画・

運営役として立案 

○実習目標・日誌・指導案(日案・細案)、自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、

礼状の再確認 

○実習終了後の課題レポート確認 

○実習後アンケート 

○実習後アンケート  

教育実習 

（含事前事後指導） 

○実習日誌：観察・参加実習（子どもの様子を推察）及び部分・責任実習

後（計画や実施後の反省）後の日誌の書き方 

○指導案（責任実習：初級）：４時間分（1～2人×2組×4時間＝12人） 

○模擬授業（責任実習）：４時間分（1～2人×2組×4時間＝12人） 

○直前指導：漢字、日誌、指導案、ピアノ５曲、手遊び3つ童謡５曲試験 

○自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、礼状の書き方再確認 

○礼状の再確認 

○実習終了後の課題レポート確認 

○実習後アンケート 

    

教職実践演習（幼稚園） ○指導案（責任実習：初級）：４時間分（3人×4時間＝12人） 

○模擬授業（責任実習）：（3人×4時間＝12人） 

 ○年間保育計画：年間・月間・週案・日案の模擬作成 

○指導案（細案：上級）：健康・安全を意識したあそび指導など 

○専門性の向上：教職の意義・教員の役割・障害幼児の対応などの課題をグループ

討議 

○指導案集作成：今まで作成した指導案のファイル化  

年間保育計画・指導案集：学内にて

発表、指導案集としてインターネッ

トにて公開 

 

保育実習Ⅱ(保育所) 

就職体験実習 Ⅰ期(保育所) 

保育実習Ⅰ(施設) 

保育実習Ⅲ(児童館) 

保育実習Ⅰ(施設) 就職体験実習 

Ⅱ期(施設) 

教育実習(幼稚園) 

保育実習Ⅲ(児童館) 

自己評価 

３回目 

自己評価 

４回目 

成績 

１年前期 

成績 

２年後期 

2 



上記以外の授業 ○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○指人形：児童の健全育成と福祉 

○伝承遊び：児童館の機能と運営 

○模擬授業（主な活動）：保育の表現技術 体育 

○大型紙芝居 

各自の目標の設定 

○子どもとのかかわり方：保育原理Ⅱ 

         (日誌の書き方の基本理解) 

○指導案（細案：上級）：美術表現  

6時間×3人＝18人 

音楽表現6時間×3人18人 

○児童厚生指導員の役割：児童の健全育成と福祉 

○児童館や学童保育の役割：児童館の機能と運営 

○子育て支援をコミュニティ化する方策の検討：地域福祉 

○教員の心構え：教師論 

○年中行事の歴史：保育実践演習 

○漢字練習：保育実践演習 

 

 

○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○子どもとのかかわり方：相談援助（個別援助・集団援助の実践） 

○自然あそび図鑑作成：保育学研究 

○教員の心構え：教師論 

○昔話の成立：保育実践演習 

○就職実習が決まり次第出身校へ挨

拶に行き進学、クラス担当に報告す

る 

 

○就職先アンケート 

 

3 



2012.3.28・2013.04.1 作成・修正 実習担当 

「各授業と各実習との関連性について」（平成27年度入学生用） 

※教科科目における教授内容は必要に応じて変更することがある。    

時 期 前 期 夏 期 後 期 冬 期 春 期 

１年 実習  

 

 

実習段階：見学実習 

ねらい：あいさつ・1 日の様子・職員の様子・子どもの様子、日誌(添削

指導) 

 

 

  

 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：職員の職務、施設の様子、子どもの様子、日誌(１日の流れ＋気付き＋実

習目標とねらいの設定)   

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の様子、利用者の様子を知る 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：1日の様子・職員の様子・保

育技術（指導案作成に向けた環境構

成や教員の動き） 

 

 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、

子どもの理解、日誌(１日の流れ＋気

付き＋実習目標とねらいの設定) ＋

α（保育技術(絵本・紙芝居・エプロ

ンシアター)の体験）、指導案作成に向

けた視点 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の、

利用者の理解 

保育実習指導Ⅰ 

（保育所） 

○オリエンテーション、実習開拓：電話、あいさつ、敬語 

○実習日誌：ねらい、子どもの様子 

○マナー(身だしなみ、健康管理他) 

○導入の役割(簡単なグループ発表) 

○自己紹介グッズ製作の課題 

 

○直前指導：漢字、日誌、ピアノ５曲、手遊び3つ童謡５曲の試験 

○自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、礼状の書き方 

○実習日誌：10月実習日誌の確認(2年生との合同授業) 

○10月実習終了後の実習目標の再設定 

○実習終了後の課題レポート確認 

○10月実習振り返りの個人面談 ○実習後(2.3月)授業を設定：実習 

後のアンケート、レポート、礼状 

○2月実習振り返りの個人面談 

○パネルシアター製作の課題 

保育実習指導Ⅰ 

（施設） 

○個人調査書の書き方 

○巡回地図の書き方 

○施設実習の意義 

○児童福祉施設の理解 

 

 ○実習目標の設定、社会的マナー 

○実習日誌の書き方（体験実習事前指導・体験実習事後指導） 

○プライバシーと守秘義務 

○実習の心構え 

○実習先別の自己学習、グループディスカッション、発表 

○被虐待児・障害児とのかかわり方 

○オリエンテーション事前指導 

○実習終了後の課題レポート確認 

  

保育実習指導Ⅱ     ○2年次の実習開拓指導 

保育実習指導Ⅲ      

教育実習（含事前事後指

導） 

 ○エプロンシアター作成：夏休み

課題 

○エプロンシアター実演： 3時間分（13人×2組×3時間＝78人） 

○指導案（責任実習：中級）：一日の流れを理解、一日の指導案作成(添削指導) 

○模擬授業（主な活動）：8時間分（2～3人×2組×8時間＝30人） 

 ○実習目標：春休み課題（子どもに

関する目標・教諭の仕事に関する目

標・保護者に関する目標・実習に挑

む意気込み） 

教職実践演習（幼稚園）      

上記以外の授業 ○指導案添削指導（細案：初級）：保育の表現技術 

○教材研究：保育内容演習 表現／造形保育の表現技術(表現／造形＊５

種類の折り紙(事前教育にて２０種類)、２種類の平面教材、音楽＊手遊び

３種類) 

○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○模擬授業：保育の表現技術(表現／造形、音楽)(ｸ ﾙ゙ ﾌーﾞ各２回発表) 

○子どもとのかかわり方：障害児保育（障害のある子への理解） 

○紙芝居、絵本、パネルシアター、エプロンシアターとは：教育工学 

○ペープサートとは：教育工学・保育の表現技術(造形) 

○手紙の書き方（縦書き・横書き）・漢字練習：保育の表現技術(国語) 

○発達とは：発達心理学Ⅰ、保育原理 

○教育の基本的考え方・指導法：教育心理学 

○人（児童）との接し方・話し方：カウンセリング 

○精神障害について：子どもの保健Ⅰ 

○法律・制度：教育学概論、保育原理 (基本法令・制度の理解)、 

社会福祉、児童家庭福祉（理念・権利） 

○社会の変化：家庭支援論 

○教育・保育計画：教育課程論、保育原理 

○指導案：一日の流れ課題  

○指導案（細案：初級）：保育の表

現技術(造形)（教材研究） 

前期中に 2 回発表または夏休み課

題の製作物から、うち 1 つを PC

へ入力＊１種類の立体造形教材 

ペープサート製作、発表を含む 

 

 

 

 

○指導案（細案：初級）：造形(各自指導案作成1) 

 保育の表現技術    音楽(各自指導案作成1) 

            体育(各自指導案作成1) 

○人（児童）との接し方・話し方：カウンセリング 

○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○子どもとのかかわり方：障害児保育（障害のある子への理解） 

○大型紙芝居：保育の表現技術(造形) 

○絵本の読み聞かせ：乳児保育 

保育内容演習： 言葉Ⅰ 

※学園祭にて発表 

○被虐待児・障害児とのかかわり方：社会的養護内容 

                 保育実習指導Ⅰ（施設） 

○自立支援計画：社会的養護内容 

○文章の書き方・敬語の使い方・漢字練習：保育の表現技術(国語) 

 

○模擬授業（主な活動）：保育の表現

技術(造形、音楽、体育のうち1つを

個人で発表 

発表時間  一人／導入５分、展開

１５分、まとめ５分、計25分程度 評

価時間一人５分 

１時間で３人目安 

・保育の表現技術(造形・音楽)補講分

で２時間×2＝4で12人 

・保育内容演習５領域の(言葉を除く)

補講 2 時間を活用  １年後期は(健

康)、(環境)、(人間関係)計６コマのと

ころ 2 コマ×２週(公演終了後の年

内)を３人で指導＝12 人分を保育内

容総論 

○保育の表現技術：オリジナル大型

紙芝居製作課題 

 

 

  

 

保育実習Ⅰ(保育所) 

保育実習Ⅰ(施設) 

見学・体験実習(保育所) 

見学実習（施設） 

保育実習Ⅰ(保育所) 

体験実習(施設) 

体験実習(幼稚園) 
自己評価 

１回目 

自己評価 

２回目 

成績 

１年前期 

成績 

１年後期 
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時 期 前 期 夏 期 後 期 冬 期 春 期 

２年 実習  

 

実習段階：見学、観察、参加実習、部分、前日（責任）実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、子どもの理解と援助、日誌(１日の流れ

＋気づき) 、保育技術（絵本、紙芝居、エプロンシアター実演、指導案の

立案と指導） 

 

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設

の様子、利用者の理解 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習、

部分実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、

子どもの理解、日誌(１日の流れ＋

気づき) 、保育技術（ 指人形、

伝承遊び、エプロンシアター実演、

活動案の立案と指導） 

 

 

実習段階：見学、観察、参加、全日(責任)実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、子どもの理解、ニーズに基づく特別保育策の理

解、日誌(１日の流れ＋気づき)、保育技術（絵本、紙芝居、エプロンシアター、パ

ネルシアター）の習得、指導案の立案と指導） 

 

 

（教育実習体験学生） 

実習段階：見学、観察、参加実習 

ねらい：職員の職務・施設の理解、子どもとのかかわり方 

（教育実習未体験学生） 

段階：見学、観察、参加実習、部分、前日（責任）実習 

ねらい：職員の職務、施設の様子、子どもの理解、日誌(１日の流れ＋気づき) 、

保育技術（絵本、紙芝居、エプロン・パネルシアター実演、指導案の立案と指導） 

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の

様子、利用者の理解 

 

 

実習段階：見学、観察、参加実習、

部分実習 

ねらい：職員の職務、施設の様子、

子どもの様子、日誌(１日の流れ＋気

づき)、保育技術（ 指人形、伝承遊び、

エプロンシアター実演、活動案の立

案と指導） 

 

 

 

実習段階：見学・観察・参加実習 

ねらい：目標：職員の職務、施設の

様子、利用者の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育実習指導Ⅰ 

（保育所） 

     

保育実習指導Ⅰ 

（施設） 

○実習日誌の書き方 

○目標の確認、社会的マナー 

○プライバシーと守秘義務 

○実習の心構え 

○実習先別の自己学習、グループディスカッション、発表 

○被虐待児・障害児の理解 

○実習後アンケート 

○実習後レポート確認 

（○事後指導面談）） 

 ○実習後アンケート 

○実習後レポート確認 

（○事後指導面談）） 

  

保育実習指導Ⅱ ○授業を設定：オリエンテーション指導、実習目標、礼儀・マナー  ○直前指導：漢字、日誌、指導案、ピアノ５曲、手遊び3つ童謡５曲の試験 

○実習後アンケート 

○パネルシアター模擬授業（5人×2組×4時間＝40人） 

○実習目標・日誌・指導案(日案・細案)、 自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、

礼状の再確認、実習終了後の課題レポート確認、1年生への日誌指導(合同授業)、

就職を踏まえた記録の取り方、保育士登録 

○個人面談  

保育実習指導Ⅲ ○授業を設定：オリエンテーション指導、実習目標、礼儀・マナー  ○保育士と児童厚生指導員の違い：不特定多数の子どもの遊びに寄り添う姿 

○指人形や伝承遊びの実践を踏まえた活動案と指導案の違い：指導ではなく企画・

運営役として立案 

○実習目標・日誌・指導案(日案・細案)、自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、

礼状の再確認 

○実習終了後の課題レポート確認 

○実習後アンケート 

○実習後アンケート  

教育実習 

（含事前事後指導） 

○実習日誌：観察・参加実習（子どもの様子を推察）及び部分・責任実習

後（計画や実施後の反省）後の日誌の書き方 

○指導案（責任実習：初級）：４時間分（1～2人×2組×4時間＝12人） 

○模擬授業（責任実習）：４時間分（1～2人×2組×4時間＝12人） 

○直前指導：漢字、日誌、指導案、ピアノ５曲、手遊び3つ童謡５曲試験 

○自己紹介を兼ねた実習先での挨拶の仕方、礼状の書き方再確認 

○礼状の再確認 

○実習終了後の課題レポート確認 

○実習後アンケート 

    

教職実践演習（幼稚園） ○指導案（責任実習：初級）：４時間分（3人×4時間＝12人） 

○模擬授業（責任実習）：（3人×4時間＝12人） 

 ○年間保育計画：年間・月間・週案・日案の模擬作成 

○指導案（細案：上級）：健康・安全を意識したあそび指導など 

○専門性の向上：教職の意義・教員の役割・障害幼児の対応などの課題をグループ

討議 

○指導案集作成：今まで作成した指導案のファイル化  

年間保育計画・指導案集：学内にて

発表、指導案集としてインターネッ

トにて公開 

 

保育実習Ⅱ(保育所) 

就職体験実習 Ⅰ期(保育所) 

保育実習Ⅰ(施設) 

保育実習Ⅲ(児童館) 

保育実習Ⅰ(施設) 就職体験実習 

Ⅱ期(施設) 

教育実習(幼稚園) 

保育実習Ⅲ(児童館) 

自己評価 

３回目 

自己評価 

４回目 

成績 

１年前期 

成績 

２年後期 
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上記以外の授業 ○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○指人形：児童の健全育成と福祉 

○伝承遊び：児童館の機能と運営 

○模擬授業（主な活動）：保育の表現技術 体育 

○大型紙芝居 

各自の目標の設定 

○子どもとのかかわり方：保育原理Ⅱ 

         (日誌の書き方の基本理解) 

○指導案（細案：上級）：美術表現  

6時間×3人＝18人 

音楽表現6時間×3人18人 

○児童厚生指導員の役割：児童の健全育成と福祉 

○児童館や学童保育の役割：児童館の機能と運営 

○子育て支援をコミュニティ化する方策の検討：地域福祉 

○教員の心構え：教師論 

○年中行事の歴史：保育実践演習 

○漢字練習：保育実践演習 

 

 

○ピアノ：基礎技能（器楽） 

○子どもとのかかわり方：相談援助（個別援助・集団援助の実践） 

○自然あそび図鑑作成：保育学研究 

○教員の心構え：教師論 

○昔話の成立：保育実践演習 

○就職実習が決まり次第出身校へ挨

拶に行き進学、クラス担当に報告す

る 

 

○就職先アンケート 
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保育実習Ⅲ

保育実習指導Ⅱ 保育実習Ⅱ

保育実習Ⅲ
保育実習Ⅰ（施設）

保育実習指導Ⅲ

教育実習（幼稚園）

保育実習指導Ⅰ

保育実習Ⅰ（施設）
保育実習Ⅰ（保育所）

体験実習

保育実習指導Ⅰ 保育実習Ⅰ（保育所）
体験実習（施設）

体験実習（保育所）
保育実習指導Ⅰ 見学実習（保育所・施設）

※表記例 …保育技術
…保育課題
…発表時期、内容等

2014.04.22・05.19・27　作成・修正　教務担当（里見）

保育技術と実習、発表との関連性

保　育　課　題　（　保　育　実　践　演　習　）

２
年
後
期

乳児保育

基礎技能（器楽）

保育相談支援

２
年
前
期

美術表現

障害児保育

教育実習
（含事前事後指導）

１
年
後
期

国語 体育 音楽 造形

健康 人間関係 言葉 表現

教育実習
（含事前事後指導）

１
年
前
期

音楽表現 環境
家庭支援論 社会福祉

保育の表現技術 保育内容演習

保　育　技　術　（　保　育　技　術　研　究　）

実　　　学　　　教　　　育

最終発表：保育技術研究発表会（演目）

エプロンシアター

パネルシアター

指導案（責任実習）

日誌

模擬授業

あそび活動計画

日誌

日誌

劇背景製作

大型紙芝居

ブラックシアター

指導案（部分実習）

指導案添削＆模擬授業（部分実習）

絵本の読み聞かせ

（3～就学前）

手遊び

演劇指導

絵本の読み聞かせ ブラックシアター

弾き歌い

演劇

手遊び

わらべ歌大型紙芝居の読み聞かせエプロンシアター

パネルシアター

指導案（責任実習）

工作

モノづくり 気になる子へのかかわり方子育て支援うたあそび

劇あそび

家族のあり方

気になる子へのかかわり方

家族社会学家庭支援

子育て支援

劇中曲作成

絵本の読み聞かせ

（0～2歳、親子）

街づくり（山梨学）

最終発表：後期定期試験期間（ポスター発表）

中間発表：紅葉祭（ポスター発表）

中間発表：発表会参加代表園巡回指導

（1年3月～2年7月上旬）

（保育技術研究発表会当日の共同演目：手遊び？）

中間発表：各園訪問（2ヶ月に1回のペース：1年後期～2年前期）
（エプロンシアター・パネルシアター・大型紙芝居・絵本の読み聞かせ）

中間発表：

支援学校訪問

（月1回のペース：2年通年）

（気になる子へのかかわり方
～技法実践研究～）


