
授業の種類
講義

授業担当者
米澤 雅

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
日本国憲法

[授業の目的・ねらい]
   「日本国憲法」が我が国の基本法であるばかりでなく、社会生活に大きな関わりを持っている
ことを理解する。
 
[授業全体の内容の概要]
   学生に「日本国憲法」の理念を正しく理解させ、特に憲法の基本原理について力点を置いた授
業を行う。
 
[授業修了時の達成課題(到達目標)]
 「日本国憲法」の改正に向けた議論がなされている昨今の政治の情勢を学生が正しく判断でき
るようにする。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．社会生活と法の目的
２．国家と憲法
３．日本国憲法の基本原理
４．⽇本国憲法(国⺠主権)
５．日本国憲法(天皇)
６．日本国憲法(平和主義①)
７．日本国憲法(平和主義②)
８．日本国憲法(基本的人権①)
９．日本国憲法(基本的人権②)
１０．日本国憲法(基本的人権③)
１１．日本国憲法(基本的人権④)
１２．日本国憲法(国会)
１３．日本国憲法(裁判所)(「裁判員制度」)
１４．日本国憲法(財政・地方自治)
１５．その他(憲法改正の動向)

弘前厚生学院以外の主な経歴 県職員(行政職)
実務経験 ３６年



[使用テキスト・参考文献]
・森口佳樹「ワンステップ「憲法」
              嵯峨野書院
・参考資料(プリント)

[単位認定の方法及び基準]
試験



授業の種類
講義

授業担当者
後藤 麻希

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
基礎情報学

[授業の目的・ねらい]
パーソナルコンピュータの基礎的な仕組みを知る。それを理解したうえで、Word／PowerPoint／Excelの基
本的な操作技術を習得する。さらに習得した基本操作を印刷物作成などで応用できるようにする。
基本的な操作技術を習得しながら、実際に配布できるような印刷物やデータを作成する能力を養う。
[授業全体の内容の概要]
パーソナルコンピュータの構成を知るところからはじまり、Word／PowerPoint／Excelの基礎的な技術を学
ぶ。
また、Wordでは、基礎を学びながら実際にこども園や幼稚園などで配布されているレイアウトを参考にした
配布物を作成する。PowerPointでは、基本的なプレゼンテーションを作成できるようにする。さらに、その
技術を利用し写真集など PowerPointを応用した作品を作成する。Excelでは、表という特性を生かし、文書
を効率良く作成する技術を身につける。関数を用いて実践的な課題を作成する。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
作品および課題の作成で、作成例や指示書から、どの機能を使うと効率よく作成できるか判断し、作成にと
りか かることができる。レイアウトやデザインなど作成例を参考に自ら工夫し、オリジナリティ豊かに作成
できる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．パーソナルコンピュータの仕組みを理解する／Gmailを取得する／Gmailでの授業の活用方法
２．Wordで文字の入力・基本的な編集を学び、学んだ機能を使い課題を作成する
３．Wordに用意されている図形描画機能の操作を学びながら、課題を完成させる
４．Wordのテキストボックスやワードアートなどのグラフィックスの機能の操作を学びながら、課題を完成
させる
５．Wordで作成した文書にイラストや写真を挿入し画像を編集する操作を学びながら課題を完成させる
６．テキストボックスやイラストを使い、実際に配布されているこども園だよりのレイアウトを参考にし、
A3サイズの 課題を作成・完成させる
７．PowerPointの基本的な操作を学ぶ／学んだ機能を使い課題を作成する
８．音声や画像・動画などを活用したPowerPointのスライドの作成方法を学びながら課題を完成させる
９．PowerPointを使ってアルバムを作成する／作成したアルバムをPowerPointのスライドを配布用のデー
タに加工する
１０．Excelの基本的な操作を学ぶ／表計算ソフトの特性を生かして、印刷用の課題を作成する
１１．関数やグラフの操作を学びながら課題を完成させる
１２．関数やグラフを用いて実践的な課題を作成・完成させる
１３．住所録を作成してExcelでできる簡易データベースを学ぶ
１４．WordとExcelの住所録を使って差し込み印刷の操作を学びながら課題を完成させる
１５．インターネットの活用やインターネット及びSNSのルールについて

弘前厚生学院以外の主な経歴
パソコン及び情報機器の指導講師 実務経験 21年



[使用テキスト・参考文献]
テキストは特になし。授業の最初に、その日行
う内容のプリントを配布

[単位認定の方法及び基準]
授業態度３０％
授業中に作成した課題 ７０%



授業の種類
講義

授業担当者
鳴海春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
社会福祉

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年

[授業の目的・ねらい]
社会福祉全般にわたる制度や法体系を理解する
[授業全体の内容の概要]
社会福祉の理念、制度や法体系、相談援助の理論や方法と技術、共生社会の実現、諸外国の社会
福祉の動向
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
保育の現場で児童の保護者に対する指導に当たる場面で、保育士としての専門的知識や技術を習
得し指導できる

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
０１ 社会福祉の理念と歴史的変遷
０２ 子どもの家庭支援と社会福祉
０３ 社会福祉の制度と法体系
０４ 社会福祉行財政と実施期間、社会福祉施設等
０５ 社会福祉の専門
０６ 社会保障および関連制度の概要
０７ 相談援助の理論
０８ 相談援助の意義と機能
０９ 相談援助の対象と過程
１０ 相談援助の方法と技術
１１ 社会福祉における利用者の保護にかかわるしくみ
１２ 少子高齢化社会における子育て支援
１３ 共生社会の実現と障害者施策
１４ 在宅福祉・地域福祉の推進
１５ 諸外国の社会福祉の動向



[使用テキスト・参考文献]
新基本保育シリーズ４
社会福祉
中央法規

[単位認定の方法及び基準]
レポート、試験により評価する



授業の種類
講義

授業担当者
鳴海春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
人権問題論

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年

[授業の目的・ねらい]
保育士として仕事をするうえでの基本となる子どもの人権に関する理解を深める
[授業全体の内容の概要]
人権保障の歴史やあり方、日本国憲法の基本的人権と人権被害、少数派といわれているマイノリ
ティーの人達の実情を知る、人権侵害の被害者になる可能背のたかい人権の理解
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
人権について深く理解し、保育の仕事に携わる専門職として、子どもの人権を守る最前線に立つ
自覚を育て、行動できる

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
０１ オリエンテーション
０２ テキスト「人権入門」の著者の記事から、学生へのアンケート
０３ 第１１講 女と男 ①両性の平等の歴史、男女平等参画社会の実現
０４ 第１１講 女と男 ②女性の人権、女性に対する暴力、ＤＶ法
０５ 第１１講 女と男 ③性別違和と性的指向
０６ 第１２講 子どもの人権 ①子どもの人権の特殊性、子どもの権利条約
０７ 第１２講 こどもの⼈権 ②⼦どもの権利〜家庭・学校・社会
０８ 第１３講 障害者の人権 ①障碍者の人権のいま、障害者権利条約、
０９ 第１３講 障害者の人権 ②障害者をめぐる人権問題
１０ 第１４・１５講 ホームレスの人権、外国人の人権
１１ 第１講 人権を守る砦
１２ 第２・３講 日本国憲法の基本的人権、人権制約の原理
１３ 第４講 国際人権保障
１４ 第８講 生存権
１５ 第９・１０講 労働者の権利、刑事手続きの権利



[使用テキスト・参考文献]
横藤田・中坂共著
人権入門（第４版）
法律文化社

[単位認定の方法及び基準]
レポート、試験により評価する



授業の種類
演習

授業担当者
 マックウィニー ・
   スティーブン

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
英語Ⅰ−１

[授業の目的・ねらい]
基礎の英語を身に付ける。幼児とのコミューニケーションをとれるようになり、保育園や幼稚園
で使う英語を学ぶ。

[授業全体の内容の概要]
英語の四つのスキルを練習する。幼児教育に関係ある英語を学ぶ。

[授業修了時の達成課題（到達目標）]
自己紹介、幼児と英語で話し、過去のことを言えるようになる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．Welcome to Childrenʼs Garden. ⾃⼰紹介、クラスメートと挨拶
２．Welcome to Childrenʼs Garden. ⾃分の⼀⽇について書く、歌もうたう
３．The first Day of the Internship. 保育園や幼稚園にあるものの英語を学び、物を表す方法を学
ぶ
４．The first Day of the Internship. 過去形を使って、行ったことを表現する
５．Out we go. 遠足に使う英語を学ぶ
６．Out we go. 道案内と過去の遠足について学ぶ
７．Splish, splash. 水泳の安全のための英語を学ぶ
８．Splish, splash. 疑問と答えの練習をする
９．Pancake day. 調理の英語での教え方を学ぶ
１０．Pancake day. 自分のレシピを英語で発表する
１１．Pancake day. 発表の続き
１２．Read me, tell me stories. 英本の読み聞かせの方法を学ぶ
１３．Read me, tell me stories. 英本の読み方の練習をする
１４．Read me, tell me stories. 英語の物語を作成し、発表する
１５．Review and practice.学んだことを復習して、試験の準備をする

弘前厚生学院以外の主な経歴 外国語講師
実務経験 12年



[使用テキスト・参考文献]
⾚松直⼦「Childrenʼs Garden」成美堂

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・貢献度：２０％
発表：３０％  宿題：１０％
試験：４０％



授業の種類
演習

授業担当者
 マックウィニー ・
   スティーブン

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
英語Ⅰ−２

[授業の目的・ねらい]
基礎の英語を身に付ける。幼児とのコミューニケーションをとれるようになり、保育園や幼稚園
で使う英語を学ぶ。

[授業全体の内容の概要]
英語の四つのスキルを練習する。幼児教育に関係ある英語を学ぶ。

[授業修了時の達成課題（到達目標）]
自己紹介、幼児と英語で話し、過去のことを言えるようになる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．Activities with Watermelons.月の英語の言い方を学ぶ
２．Activities with Watermelons. 体の部分を学ぶ
３．Happy Birthday! 英語でのバースデーパーティについて学ぶ
４．Happy Birthday!比較形を使って、子どものことを比べる
５．Children at play.子どもの遊び方について学ぶ
６．Children at play.遊び方の説明の仕方を学ぶ
７．Baby News.赤ちゃんの動きの言い方を学ぶ
８．Baby News.過去進行形を使って、赤ちゃんのこと学ぶ
９．The Tooth Fairy. ⼦どもの⻭に関することを学ぶ
１０．The Tooth Fairy. Tooth Fairyの話と教え方を学ぶ
１１．The Tooth Fairy. 子どもの衛生について、説明、発表する
１２．The Green-eyed witch. 子どもの劇のやり方を学ぶ
１３．The Green-eyed witch. 劇のやり方の練習する
１４．The Green-eyed witch. 英語の劇を作成させ、発表する
１５．Review and practice.学んだことを復習し、試験の準備をする

弘前厚生学院以外の主な経歴 外国語講師
実務経験 12年



[使用テキスト・参考文献]
⾚松直⼦「Childrenʼs Garden」成美堂

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・貢献度：２０％
発表：３０％  宿題：１０％
試験：４０％



授業の種類
講義

授業担当者
奈良 陽子

非常勤講師

授業の回数
８回

時間数(単位数)
１５時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
スポーツ研究Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
普段の生活の中で、自己の健康について意識を持たせる学習。

[授業全体の内容の概要]
健康な体づくりについての知識と内容。

[授業修了時の達成課題（到達目標）]
快適な生活が出来る心身と環境づくりを理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．健康とは
２．スポーツ健康
３．健康運動の実際
４．健康のための栄養
５．嗜好品と健康
６．メタボリックシンドロームの運動
７．精神的ストレスと運動
８．まとめの問題

弘前厚生学院以外の主な経歴 福祉事業 代表理事
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
沖嶋今日太他 「イラスト 健康増進科学概論
‐健康・栄養・休養‐ 」 東京教学社

[単位認定の方法及び基準]
提出物、授業態度



授業の種類
実技

授業担当者
奈良 陽子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
スポーツ研究Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
運動や遊びに視点をおき、知識と指導法を身につけられるようにする。

[授業全体の内容の概要]
様々な運動・遊びを実践し、自らが楽しめる内容を考える。

[授業修了時の達成課題（到達目標）]
運動・遊びの特性を身につけ、環境や安全についても配慮する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．バドミントンの特性
２．バドミントンのゲーム
３．ソフトバレーボールの基本
４．ソフトバレーボールのゲーム
５．ソフトバレーボールのゲーム
６．マット運動の基本
７．マット運動の補助について
８．スポーツテスト①
９．スポーツテスト②
１０．スポーツテスト③
１１．バスケットボールの基本
１２．バスケットボールのゲーム
１３．バスケットバールのゲーム
１４．ドッチボール
１５．ドッチビー

弘前厚生学院以外の主な経歴 福祉事業 代表理事
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
・「運動あそび「からだ力」UP！！」
ひかりのくに
・⿊井信隆「体育遊び・体ほぐしスペシャル
BOOK ―みんなで「うまくなる」ための本」
いかだ社

[単位認定の方法及び基準]
提出物、授業態度



授業の種類
講義

授業担当者
棟方 ふみ子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育原理

[授業の目的・ねらい]
   保育者としての基本的知識を身に着け、実践力を培う。
[授業全体の内容の概要]
  幼児教育の歴史の流れの中における、幼児教育・保育施設創設の時代的要請を学び、今後の課題
を考察する。また、我が国の幼稚園教育と保育所保育の内容・方法、基本方針、教育課程・保育
課程についての基礎的基本的理論や法則を学ぶ。さらに手遊びや絵本等を取り上げ、実践に結び
付けていく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 保育の意義を理解し、[保育所保育指針][幼稚園教育要領]における保育の基本について認識を深
める。また、子どもを理解することと保育の営みを理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１． オリエンテーション・保育の意義と理念
２． ３つの資質・育って欲しい姿
３． 指導案の書き方
４． 日本の保育の現状と課題
５． 保育制度の現状・課題
   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・保育要領と発達過
     程をふまえた保育
６． 保育の特性と保育実践
７． 子どもを取り巻く環境の変化と保育者の役割
８． 保育内容と方法
９． 保育の計画・実践・評価
１０．保育所に期待される連携・倫理観に裏付けられた保育者の専門性
１１．保育思潮の変遷と子ども観(近代以降）
１２．保育思潮の変遷と子ども観（科学的教育学の時代へ）
１３．保育思潮の変遷と子ども観(日本)
１４．保育の社会的役割
１５．まとめ

弘前厚生学院以外での主な経歴 幼稚園教諭
実務経験 ３５年



[使用テキスト・参考文献]
吉田貴子編「新・保育実践を支える 保育の原理」
福村出版
保育所保育指針
幼稚園教育要領

[単位認定の方法及び基準]
筆記試験６０％
授業態度２０％
提出物 ２０％



授業の種類
講義

授業担当者
増田 恭子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
教育原理

[授業の目的・ねらい]
教育という学問の裏付けとなる知識や理論を踏まえて、学ぶ側から教える側への意識の切り替え
ができる。
 
[授業全体の内容の概要]
教育の意義・目的・歴史、制度及び実践、現状と課題等について学び合う。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
教育の目標及び原理について基本的な知識・理論を習得することができる。また、教える側の立
場を理解し、教育の将来について意欲的に考えることができる。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．本授業の目的や進め方               （講義・協議）
２．第１章 教育とは何か(1)(2)             （講義）
３．  〃   教育とは何か(3)(4)                （講義・協議・レポート作成練習）
４．第２章 学校とは何か(1)                  （講義）
５．  〃  学校とは何か(2)                 （講義・協議）
６． 第４章 こころとからだを育てる(1)(2)                  （講義）
７．  〃   こころとからだを育てる(3)(4)(5)         （講義・協議）
８． 第５章 よりよく学び、教えるために         （講義）
９． 第７章 授業の可能性・学校の可能性         （講義）
１０． 第８章 教師の仕事(1)(2)              （講義）
１１．  〃  教師の仕事(3)                （講義・協議）
１２． 第11章 教育への権利と｢子どもの権利条約｣(1)(2)（講義）
１３．  〃  教育への権利と｢子どもの権利条約｣(3)  （講義・協議）
１４．  〃  よりよい教育を求めて          （講義・協議）
１５． 教育原理を学んで                （講義・協議・レポート作成）

弘前厚生学院以外の主な経歴 小学校教諭(２５年)・特別支援学校教諭(１３年)
実務経験 ３８年



[使用テキスト・参考文献]
・田嶋一「やさしい教育原理第３版」有斐閣アルマ
・木村元「教育学をつかむ」有斐閣
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
(1)授業レジメに基づく学内試験
(2)大阪芸短大からの設題に応じたレポート
  提出及び試験



授業の種類
講義

授業担当者
佐藤 優輝

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
子ども家庭福祉

[授業の目的・ねらい]
   少子化の進行や児童虐待の増加など、現代の子どもと家庭を取り巻く環境は急速に変化してき
ている。本講義では、①子育て支援、②児童虐待、③障害児福祉、④貧困等について理解を深め
ることを目的とする。
[授業全体の内容の概要]
   基本的にテキストに沿いながら講義形式で進めるが、上記の①〜④にあげた問題等について、
『考える』『意見を交わす』機会を設ける。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．子ども家庭福祉を学ぶ意義
２．今日の子どもを取り巻く環境
３．子どもの権利
４．子どもの権利擁護の実際
５．子ども家庭福祉の成り立ち
６．子ども家庭福祉の法体系
７．児童福祉施設について
８．社会的養護に
９．保育サービス
１０．障害児福祉
１１．子どもを取り巻く諸問題（児童虐待、少年非行、貧困、不登校など）
１２．子どもを取り巻く諸問題（児童虐待、少年非行、貧困、不登校など）
１３．子育て支援
１４．子ども家庭福祉の専門職
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 児童養護施設職員
実務経験 20年



[使用テキスト・参考文献]
『保育士をめざす人の子ども家庭福祉』
みらい

[単位認定の方法及び基準]
授業貢献度５０％
レポート評価５０％



授業の種類
講義

授業担当者
鳴海春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
社会福祉

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年

[授業の目的・ねらい]
社会福祉全般にわたる制度や法体系を理解する
[授業全体の内容の概要]
社会福祉の理念、制度や法体系、相談援助の理論や方法と技術、共生社会の実現、諸外国の社会
福祉の動向
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
保育の現場で児童の保護者に対する指導に当たる場面で、保育士としての専門的知識や技術を習
得し指導できる

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
０１ 社会福祉の理念と歴史的変遷
０２ 子どもの家庭支援と社会福祉
０３ 社会福祉の制度と法体系
０４ 社会福祉行財政と実施期間、社会福祉施設等
０５ 社会福祉の専門
０６ 社会保障および関連制度の概要
０７ 相談援助の理論
０８ 相談援助の意義と機能
０９ 相談援助の対象と過程
１０ 相談援助の方法と技術
１１ 社会福祉における利用者の保護にかかわるしくみ
１２ 少子高齢化社会における子育て支援
１３ 共生社会の実現と障害者施策
１４ 在宅福祉・地域福祉の推進
１５ 諸外国の社会福祉の動向



[使用テキスト・参考文献]
新基本保育シリーズ４
社会福祉
中央法規

[単位認定の方法及び基準]
レポート、試験により評価する



授業の種類
講義

授業担当者
工藤 千華

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
子ども家庭支援論

弘前厚生学院以外の主な経歴 保育士
実務経験 ９年

[授業の目的・ねらい]
現代の家族を取り巻く社会環境とそれに生じる諸問題から､保育所の持つ｢子育て支援｣が重要な社
会的役割を持ち､乳幼児、親を含めた家族が､保育士の関わる保育の対象であることを理解する。
さらに､｢子育て支援｣は 保育所に通所する子どもの保護者だけでなく､在宅の親やその子どもにつ
いても必要とされていることを理解する｡
[授業全体の内容の概要]
 保育者の特性を生かした家庭支援の必要性とその社会的背景、支援活動の実践にあたって必要な
基本的知識や技術、保育者に求められる基本姿勢や職業倫理について理解を深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
子育て支援の歴史・その展開を理解する。 子育て支援の基礎的知識の実践への展開を図る。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
①子ども家庭支援の意義と必要性
②子ども家庭支援の目的と機能
③子育て支援施策・次世代育成新施策の推進
④子育て家庭の福祉を図るための社会資源
⑤保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義
⑥子どもの育ちの喜びの共有
⑦保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資する支援
⑧保育士に求められる基本的態度
⑨家庭の状況に応じた支援
⑩地域の資源の活用と自治体・関係機関等との連携・協力
⑪子ども家庭支援の内容と対象
⑫保育所等を利用する子どもの家庭への支援
⑬地域の子育て家庭への支援
⑭要保護児童及びその家庭に対する支援
⑮子育て支援に関する課題と展望



[使用テキスト・参考文献]
子ども家庭支援論（中央法規出版）

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・提出物・グループ発表・試験等によ
り総合的に評価する



授業の種類
講義

授業担当者
佐藤 優輝

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
社会的養護Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
   社会的養護の全体像をとらえる。また、そこで生活する子どもたちの現状・特徴をとらえる。
[授業全体の内容の概要]
   社会的養護の現状と歴史はもちろん、そこで生活する子どもたちの特徴、施設職員や里親に求
められる専門性、権利擁護の視点等を講義形式で学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   社会的養護の全体像を理解する。また、被虐待児を含めた対応困難な子どもたちへの関わり
方、親への支援について理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．社会的養護とは何か 〜今⽇の社会的養護〜
２．社会的養護の歴史
３．子どもの権利擁護
４．施設における養育
５．里親における養育
６．治療的養育
７．自立支援計画の作成
８．社会的養護自立支援
９．専門職としての知識・技術
１０．他専門職との連携
１１．ファミリーソーシャルワーク
１２．自己覚知とスーパービジョン
１３．地域社会との連携
１４．社会的養護の課題と将来像
１５．まとめ

弘前厚生学院以外の主な経歴 児童養護施設職員
実務経験 20年



[使用テキスト・参考文献]
櫻井奈津⼦『新・社会的養護の原理』⻘踏社

[単位認定の方法及び基準]
授業貢献度５０％
レポート評価５０％



授業の種類
講義

授業担当者
川村 則子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育・教育者論

[授業の目的・ねらい]
    保育者の役割、制度的な位置付け、専門性について理解を深めていく。
 
[授業全体の内容の概要]
   テキストを読み進めながら、保育者の果たす役割、子どもの見方、課題等を学び合う。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   保育者の社会的役割と課題について理解する。また、多様化する保育ニーズを把握するととも
に、将来について意欲的に考える。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．オリエンテーション
２．１章 子育て支援センターにおける相談活動
３．２章 保育者の専門性①
４．     保育者の専門性②
５．３章   保育者論①
６．   保育者論②
７．４章 保育者と人間性
８．５章 わらべうたと保育①
９．５章 わらべうたと保育②
１０．６章 実践の場で活用できる保育教材研究
１１．７章 幼小接続におけるカルキュラム研究
１２．８章 諸外国における子育て支援
１３．９章 世界の子育て
１４．10章 現代保育の諸課題
１５．11章 性教育問題・12章 相談援助

弘前厚生学院以外での主な経歴 幼稚園教諭
実務経験 ３５年



[使用テキスト・参考文献]
「現代保育論」一藝社
「保育所保育指針解説」フレーベル館
「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
試験（80％） 授業態度及び課題（20％）



授業の種類
講義

授業担当者
前中 香

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育・教育の心理学

[授業の目的・ねらい]
   保育実践にかかわる心理学の知識を習得する。子ども、そしてヒトの心身の発達を理解する。
 
[授業全体の内容の概要]
   知覚、学習と学習理論、思考、記憶、情緒、人間関係について学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   人間関係と発達について、保育の視点から理解する。また、学習理論について、保育現場と関
連づけて理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．人間関係と愛着形成
２．向社会性の発達と学習との関わり
３．生涯発達
４．生涯発達から見た乳幼児期の発達の重要性
４．様々な学習理論
５．学習理論を活用した保育
６．幼児期の言語発達と保育者の援助
７．乳児期から幼児期の人間関係の発達と変化
９．発達障害と発達障害児への関わり
１０．差別について
１１．いのちを大切にする心を育てる保育
１２．いじめについて
１３．いのちと死の認知発達
１４．管理的な保育とは何か
１５．授業のまとめ及び小テスト

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 13年



[使用テキスト・参考文献]
・ 櫻井茂男・岩立京子「たのしく学べる乳幼児の心
  理 改訂版」福村出版
・「 幼稚園教育要領」 フレーベル館
・ 「幼稚園教育要領解説」 フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
レポート８０％
小テスト２０％



授業の種類
講義

授業担当者
鳴海春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
社会福祉

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年

[授業の目的・ねらい]
社会福祉全般にわたる制度や法体系を理解する
[授業全体の内容の概要]
社会福祉の理念、制度や法体系、相談援助の理論や方法と技術、共生社会の実現、諸外国の社会
福祉の動向
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
保育の現場で児童の保護者に対する指導に当たる場面で、保育士としての専門的知識や技術を習
得し指導できる

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
０１ 社会福祉の理念と歴史的変遷
０２ 子どもの家庭支援と社会福祉
０３ 社会福祉の制度と法体系
０４ 社会福祉行財政と実施期間、社会福祉施設等
０５ 社会福祉の専門
０６ 社会保障および関連制度の概要
０７ 相談援助の理論
０８ 相談援助の意義と機能
０９ 相談援助の対象と過程
１０ 相談援助の方法と技術
１１ 社会福祉における利用者の保護にかかわるしくみ
１２ 少子高齢化社会における子育て支援
１３ 共生社会の実現と障害者施策
１４ 在宅福祉・地域福祉の推進
１５ 諸外国の社会福祉の動向



[使用テキスト・参考文献]
新基本保育シリーズ４
社会福祉
中央法規

[単位認定の方法及び基準]
レポート、試験により評価する



授業の種類
講義

授業担当者
鳴海春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
２年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
子ども家庭支援の心理学

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年

[授業の目的・ねらい]
生涯発達に関する心理学の基礎的な知識の習得。子どもとその家庭を包括的にとらえる視点の修
得。子育て家庭をめぐる現代の社会状況と課題の理解。子どもの精神保健とその課題の理解。
[授業全体の内容の概要]
乳幼児期から老年期までの生涯発達、家族・家庭の意義と機能、家族関係・親子関係の理解、子
育てを取り巻く社会的状況、多様な家庭とその理解、特別な配慮を要する家庭、子どものこころ
の健康
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
家庭との連携のもと保育や子育て支援に関する専門的な知識や技術を習得し、保育現場で生かす
ことができる

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
０１ 乳児期の発達
０２ 幼児期の発達
０３ 学童期の発達
０４ ⻘年期の発達
０５ 成人期・中年期の発達
０６ 高齢期の発達
０７ 家族・家庭の意義と機能
０８ 家族関係・親子関係の理解
０９ 子育ての経験と親としての育ち
１０ 子育てを取り巻く社会的状況
１１ ライフコースと仕事・子育て
１２ 多様な家庭とその理解
１３ 特別な配慮を要する家庭
１４ 子どもの生活・生活環境とその影響
１５ 子どものこころの健康にかかわる問題



[使用テキスト・参考文献]
新基本保育シリーズ９
子どもの家庭支援の心理学
中央法規

[単位認定の方法及び基準]
レポート、試験により評価する



授業の種類
演習

授業担当者
前中 香

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
子どもの理解と援助

[授業の目的・ねらい]
   保育実践にかかわる心理学の知識を習得し、「保育・教育の心理学」の学びをさらに深める。
 
[授業全体の内容の概要]
   知覚・記憶・動機付け、学習、発達、性格、心理療法などについて学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   人間の心の働きについて学び、自己理解・他者理解を深める。また、人間の発達に関する特徴
と変化を知る。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．乳幼児の感覚発達
２．乳幼児の知覚発達・小テスト①
３．記憶のメカニズムと忘却・小テスト②
４．動機付けのメカニズム
５．マズローの欲求の階層説・小テスト③
６．学習理論
７．学習性絶望・小テスト④
８．乳幼児期の発達・小テスト⑤
９．学童期から⻘年期の発達・⼩テスト⑥
１０．成人期から老年期の発達・小テスト⑦
１１．発達障害
１２．知能と知能検査・小テスト⑧
１３．性格と性格検査・小テスト⑨
１４．心理療法及びプレイセラピー・小テスト⑩
１５．カウンセリングの方法と実践

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 13年



[使用テキスト・参考文献]
授業毎にプリントを配布する。

[単位認定の方法及び基準]
小テスト３０％（１回３点×１０回）
試験７０％



授 業 概 要 
授業のタイトル(科目名) 

子どもの保健 

授業の種類      

講義 

授業担当者 

新谷 ますみ 

非常勤講師 弘前厚生学院以外の主な経歴  

養護教諭実務経験 29 年      弘前大学教育学部准教授 6年 

授業回数 

15 回 

時間数(単位数) 

30 時間(2単位) 

配当学年・時期 

1 年・前期 

必修・選択 

必修 

[授業の目的・ねらい] 

子どもの心身両面の健康増進を図ることや学習の意義を理解し、身体発育や生理機能の特性・発達、
子どもの健康状態の把握、疾病の予防・対応など保育における保健的対応に必要な基礎的事項を学ぶ。 
子どもの生命の保持と情緒の安定、健康の増進を目指した保育を実践する力を身に着ける。 
[授業全体の内容の概要] 

子どもの保健に関する基礎的知識講義を中心に、グループワークなどの演習・実技も取り入れる。 
[授業終了時の達成課題(到達目標)] 

⑴子どもの心身両面の健康増進を図ることや学習の意義を理解できること。 
⑵身体発育や生理機能の特性・発達、子どもの健康状態の把握、疾病の予防・対応など保育における保

健的対応に必要な基礎的事項を理解できること。 
⑶子どもの生命の保持と情緒の安定、健康の増進を目指した具体的な保育を説明できること。 
[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法] 

第 1 回 4 月 13 日（水）ガイダンス・子どもの保健の意義、現代的な子どもの健康課題 
第 2 回 4 月 20 日（水）子どもに関わる保健行政、予防接種と健康診査、第 1 回ミニテスト 
第 3 回 4 月 27 日（水）解剖生理①(脳・骨格) 、第 2 回ミニテスト 
第 4 回 5 月 11 日（水）解剖生理➁(循環器・消化器)、第 3 回ミニテスト 
第 5 回 5 月 18 日（水）解剖生理③(呼吸器)、第 4 回ミニテスト 
第 6 回 5 月 25 日（水）心身の成⻑・発達①、子どもの成⻑記録の意義と方法 
第 7 回 6 月 1 日（水）⼼⾝の成⻑・発達②、⼦どもの成⻑記録カード作成 
第 8 回 6 月 8 日（水）⼼⾝の成⻑・発達③、運動機能や言語発達など 
第 9 回 6 月 15 日（水）妊娠のしくみと胎児期、第 5 回ミニテスト 
第 10 回 6 月 22 日（水）新生児期の特徴、第 6 回ミニテスト 
第 11 回 6 月 29 日（水）子どもの健康観察の基礎 
第 12 回 7 月 6 日（水）子どもの健康観察の実際、第 7 回ミニテスト 
第 13 回 7 月 13 日（水）子どもの栄養と成⻑、第 8 回ミニテスト 
第 14 回 7 月 20 日（水）子どもによくみられる病気の対応と事故予防① 
第 15 回 9 月 7 日（水）子どもによくみられる病気の対応と事故予防② 
 ※各ミニテストは授業の中で行い、範囲は前週の授業内容、10 点満点。※前期試験はなし 

[使用テキスト・参考文献] 

子どもの保健演習ノート(診断と治療社)、
わかりやすい子どもの保健(同文書院) 

[単位認定の方法及び基準] 

8 回のミニテスト 80%、提出物 10%、参加発言 10% 
(前期試験としてのテストはなし) 



 



授業の種類
演習

授業担当者
清藤 美紀子

専任教員

授業の回数
３０回

時間数(単位数)
６０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・通年

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
子どもの食と栄養

[授業の目的・ねらい]
五大栄養素・食品・料理(主食・主菜・副菜)の関係を説明できるようになり、一汁三菜の意味を理
解する。調乳方法と離乳食の作り方、適切な味、形を理解し実践できるようになり、食と行事食
の大切さを伝えられる。

[授業全体の内容の概要]
日常の活動エネルギーはすべて、食によって成り立っていることを理解し子どもの心と体に関わ
る望ましい食の大切さを実践できる基本的な知識を学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
小児期の栄養と食生活は生涯にわたる健康と生活の基礎であることを理解し、食生活を通じて、
生活全般や望ましい環境を理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．こどもの健康と食生活の意義          １７．演習 妊婦の体の変化と妊婦体験
２．こどもの⾷⽣活と現状と課題          １８．⺟乳分泌と⺟乳分泌促進の⾷⽣活
３．食中毒とその予防と衛生について        １９．妊娠、分娩時の異常と食生活
４．栄養に関する基本的知識               ２０．乳児期の食生活
５．       〃                    ２１．乳汁栄養
６．         〃                                                          ２２．離乳の意義
７．      〃                                                           ２３．離乳の意義とその実践(演習 調乳)
８．   〃                                                            ２４．     〃
９．      〃                                                           ２５．幼児期の食生活特徴と実践
１０．献立作成の基本 食事バランスガイド            ２６．演習 離乳食／幼児食
１１．演習 行事食の意味と実践                      ２７．間食の意義とその実践
１２．     〃                                 ２８．演習 こどものおやつ
１３．妊婦のメカニズムと妊娠期の食生活                ２９．食物アレルギー
１４．     〃 (成人病胎児期発症説)               ３０．食育の基本と内容
１５．     〃 (喫煙・飲酒などの影響)
１６．     〃 (妊娠期の食生活と栄養)

弘前厚生学院以外の主な経歴 栄養士
実務経験 １1年



[使用テキスト・参考文献]
・飯塚美和子「最新 子どもの食と栄養 第9版」学建書院
・「食品解説つき 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版」
   大修館書院

[単位認定の方法及び基準]
試験



授業の種類
講義

授業担当者
川村 則子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育・教育課程論

[授業の目的・ねらい]
  保育過程、教育過程について基礎的・基本的な理論を学び、保育者としての基本的知識と実践力を培う。
 
[授業全体の内容の概要]
  子ども達の楽しく豊かな遊びが展開されるため、保育現場での指導に欠かせない指導計画の基本的な考え
方と作成の基本を学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   保育における計画の意義や必要性を理解する。また、 教育過程及び保育過程と指導計画の関連を理解し、
保育を⻑期的に⾒通す視点を持つ。そして、⼦どもの実態に即した指導計画の必要性を理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．１章 保育内容・カリキュラムの基本構造
２．２章 保育内容・カリキュラムの変遷
３．３章 世界のカリキュラム
４．４章  幼児教育の捉え方
５．５章 環境を通して行う教育
６．６章 遊びによる総合的な指導
７．７章 多様な子ども達が共生し、包摂される保育
８．８章 過程・地域・小学校との連携を踏まえた保育
９．９章 発達と学びの連続性を意識した保育内容
１０．10章 幼児教育における見方・考え方と保育内容
１１．11章 保育内容と小学校の教科との接続のあり方
１２．12章 乳児と満３歳までの保育
１３．13章 ３、４、５歳児の保育内容
１４．14章 主体的、対話的で深い学びと保育内容
１５．15章 幼児期にふさわしい評価のあり方

弘前厚生学院以外での主な経歴 幼稚園教諭
実務経験 ３５年



[使用テキスト・参考文献]
・中村恵「新保育実践を支える保育内容総論」福村出
版
・「保育所保育指針解説」フレーベル館
・「幼稚園教育要領」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
試験（80％） 授業態度及び課題（20％）



授業の種類
演習

授業担当者
大場 琴恵

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育・教育内容総論

[授業の目的・ねらい]
    子どもに対する理解を基礎に置き、子どもの姿からどのように保育現場では保育を構想しているかを学
ぶ。
 
[授業全体の内容の概要]
    保育内容の指導法を学習するに当たり、幼児が環境に関わって展開する具体的な活動を総合的に指導され
るものであることに留意し編成に必要な基礎的事項についての理解を図り、幼児の発達過程を考慮した具体
的なねらいと内容による指導案を作成する。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
    事例や読み聞かせのロールプレーイングを通し、それぞれの領域の関連性から子どもの発達を考慮した具
体的なねらいと内容による指導案を作成する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．社会の変容と保育、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」における保育の基本と保育
        内容
２．〃
３．子どもの発達の特性と保育内容
４．養護と教育の一体性
５．環境を通しての保育
６．一人ひとりを大切にする保育
７．個と集団の育ち
８．遊びを通して行う教育
９．ラーニングマップ(月間指導計画)作成
１０．指導案作成の基本
１１．『読み聞かせ』などの指導案作成
１２．ロールプレーイングによる指導案の実践
１３．〃
１４．実践の振り返り
１５．領域・遊びの関連とまとめ

弘前厚生学院以外での主な経歴 保育士
実務経験 ３０年



[使用テキスト・参考文献]
・「幼稚園教育要領」フレーベル館
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館
・塩美佐枝「保育・教育ネオシリーズ 保育内容総論」
 同文書院

[単位認定の方法及び基準]
試験
指導案作成
授業態度



授業の種類
演習

授業担当者
前中 香

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(言葉)Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
   乳幼児の言語発達過程と保育者の関わり方を理解する。言葉を育てる保育者の役割と児童文化
財を活用し実践できる能力を習得する。
 
[授業全体の内容の概要]
   各言語発達段階に応じた保育者の役割と援助と言葉を育む児童文化財について学習する。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   言語発達段階に配慮した援助と教材について理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．保育内容（言葉）の授業について解説
  ことばの文化財、絵本の意義〔オノマトペ、言葉遊び〕
２．各発達段階に適した絵本の紹介と解説
３．赤ちゃんに適した絵本
４．２〜３歳児に適した絵本
５．４〜５歳児に適した絵本・課題提⽰
６．ことばの発達
７．保育計画とことばの発達過程
８．ことばの発達の問題（先天性・後天性）
９．失語症
１０．吃音症①
１１．吃音症②
１２．ことばを育む絵本に関する製作（ポップ製作）①
１３．ことばを育む絵本に関する製作（ポップ製作）②
１４．ポップの発表①
１５．ポップの発表②

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 13年



[使用テキスト・参考文献]
・「新時代の保育双書 保育内容 ことば
[第3版]」みらい
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
課題５０％
吃音症に関する課題１０％
ポップ製作４０％



授業の種類
演習

授業担当者
前中 香

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(言葉)Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
   領域「ことば」が目指すものを学び、ことばの獲得過程と、認知、社会性の発達について理解
を深める。
 
[授業全体の内容の概要]
   言語獲得過程と、複雑な思考と学習について理解する。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
  子どもの言語獲得と発達について理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．子どもはどのようにことばを身につけていくか①
２．子どもはどのようにことばを身につけていくか②
３．子どもの発達とことば①
４．子どもの発達とことば②
５．０歳児のことば、１〜２歳児のことば
６．３〜４歳児のことば
７．５〜６歳児のことば
８．保育所保育指針と幼稚園教育要領①
９．保育所保育指針と幼稚園教育要領②
１０．国語への移行
１１．言語の生理学的基礎①
１２．言語の生理学的基礎②
１３．書くことを中心とした小学校との連携①
１４．書くことを中心とした小学校との連携②
１５．授業の総括

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 13年



[使用テキスト・参考文献]
・「新時代の保育双書 保育内容 ことば
  [第3版]」みらい
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館
・「保育所保育指針」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
授業貢献度とリポートで総合的に評価する。



授業の種類
演習

授業担当者
大場 琴恵

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(人間関係)

[授業の目的・ねらい]
   幼稚園教育要領に基づく領域『人間関係』のねらいと内容についての理解を深める。
 
[授業全体の内容の概要]
   保育の場での事例を通して、子どもを取り巻く様々な環境における人間関係について理解を深
める。また、保育者として、子どもの人とのかかわりをどのように援助するのかを考察する。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
幼稚園教育要領に基づく領域『人間関係』のねらいと内容についての理解を深める。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．領域『人間関係』について
２．乳児期における安⼼・安全・⺟⼦⼀体化の醸成
３．〃
４．幼児期における人間関係の育成 社会性の開発
５．〃
６．⺟⼦関係の成⽴と展開 ⺟親の役割に関する諸理論
７．〃
８．⺟⼦関係の成⽴ち展開 ⼈格形成期における課題
９．〃
１０．⼦どもの仲間づくりと保育者の役割〜指導の実践：「お店屋さんごっこ」の協働演習
   (お店の選び方、売り手と買い手の立場、作品製作)
１１．現代の子育ての中での人間関係
１２．〃
１３．指導計画案の作成
１４．指導計画案の作成
１５．指導計画案の作成〜まとめ〜

弘前厚生学院以外の主な経歴 保育士
実務経験 ３０年



[使用テキスト・参考文献]
・「幼稚園教育要領」フレーベル館
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
授業内小論文
指導案作成
授業態度



授業の種類
演習

授業担当者
佐藤 郁美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(音楽表現)

[授業の目的・ねらい]
  領域「表現」に視点をあて、保育現場で必要とされる様々な表現活動を実習・体験・考察することによっ
て、実践力を身に付ける。
[授業全体の内容の概要]
  幼児は、周りの人や友達との関係を築きながら自己主張し感情を表出する。このことから、集団の中で協
調性を持ちつつ、言葉や音・身体運動や絵画などを媒介とした「表現」をするようになる。そのため保育者
及び幼児教育者は、子どもの身体的・精神的な特徴を知りつつ、自身の感性を高めなくてはならない。幼稚
園教育要領に即して「表現」領域を考察しながら、幼児の生活周辺での身体表現、音楽、言葉（読み聞か
せ）について知識を深めると共に、柔軟な姿勢で個々の幼児に接する力量を持てるようにする。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
  表現活動を中心とした指導案を作成し、それに沿って模擬授業を行う。その際、講義の内容がきちんと反
映されていること。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．領域「表現」について
２．音楽表現について
３．素材である「音」について
４．身体表現による表現活動
５．手と言葉による表現活動「手遊び」
６． 言葉による表現活動「歌唱」
７．子どもの歌の考察と体験
８．言葉による表現活動「歌唱」
９．メロディと言葉の考察「絵描き歌」「生活のうた」
１０．リズムと言葉の考察「季節の歌」「輪唱」
１１．言葉による表現活動「音楽劇」
１２．身近な音による表現活動「器楽」「楽器あそび」
１３．絵本の読み聞かせの表現方法とバリエーション
１４．指導案の仕組みの理解、指導案の作成
１５．模擬授業の実施と考察

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 7年



[使用テキスト・参考文献]
・「幼稚園教育要領」フレーベル館
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館
・「こどものうた200」チャイルド社

[単位認定の方法及び基準]
受講態度、表現活動・指導案の内容、模擬授業
等により総合的に評価する



授業の種類
演習

授業担当者
工藤 千華

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(造形表現)

[授業の目的・ねらい]
    幼児の表現について理解を深める。
 
[授業全体の内容の概要]
   幼児の造形表現についての実習、体験をし、知識を深めるとともに、柔軟な姿勢で個々の幼児
への指導法について学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
    豊かな感性や表現力を養う。また、保育現場で必要とされる様々な、画材、教材を用い実習、
体験し、考察することで、教員としての実践力を身につける。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．「幼稚園教育要領」の理解と領域「表現」のなかの造形表現とは
２．紙との出会い (新聞紙の活用、空き箱による創作)
３．        〃
４．様々な描画材の表現方法の理解
  （クレヨン、パス、水、絵の具、割り箸ペン、フェルトペン、鉛筆、色鉛筆を使って）
５．         〃
６．身近な素材や自然物の素材を利用した表現方法の理解
       （木、樹、葉、花、木の実、泥土、砂、石、粘土、布、ひも、毛糸）
７．        〃
８．転写による表現方法の理解（スタンピング、デカルコマニー、フロッタージュ、ローラーの使い方）
９．        〃
１０．遊びの中の造形表現の実践（箱遊び、ダンボール遊び、鯉のぼり作り、粘土を使ったパン屋さん
   ごっこなど）
１１．        〃
１２．指導案の仕組みの理解と作成
１３．        〃
１４．模擬授業の実施と討議
１５．        〃

弘前厚生学院以外での主な経歴 保育士
実務経験 ９年



[使用テキスト・参考文献]
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館
・平田智久「すべての感覚を駆使してわかる乳
 幼児の造形表現」保育出版社

[単位認定の方法及び基準]
授業内容
表現活動の内容
模擬授業等により総合的に評価する



授業の種類
演習

授業担当者
工藤 千華

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
図画

[授業の目的・ねらい]
   乳幼児の造形表現活動の意味を理解する。
 
[授業全体の内容の概要]
 「描く」「作る」「使う」などの造形・表現活動に関する基礎的な理論と技術を習得、理解す
る。

[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   授業で扱った内容を記録し本を制作し、提出をする。また、乳幼児の描く・作る等の探索捜査
活動を個々の対象児の発達に合わせて支援の仕方を学ぶ。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．授業内容と提出課題の概要
２．平面技法 (クレパスステンシル、クレパスカーボン紙、カーボン紙絵)
３．        〃
４． 〃   （ひっかき絵、こすり出し、合わせ絵、たらし絵、ふきながし、紙染め）
５．        〃
６．描画表現研究 平面技法の用いる教材研究
７．        〃
８．平面技法 （にじみ絵、はじき絵）
９．        〃
１０．平面技法 （糸引き絵、糸ころがし、ビー玉転がし絵）
１１．        〃
１２．平面技法 （シャボン玉絵、手形足形指絵）
１３．        〃
１４．作品の発表
１５．こどもの絵と発達段階、保育の場の現状とこれからの課題

 

弘前厚生学院以外の主な経歴 保育士
実務経験 ９年



[使用テキスト・参考文献]
「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
提出物
発表内容
活動内容



授業の種類
演習

授業担当者
直山 昌子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(健康)Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
   こどもの理解、保育や教育の理念の理解、また、実践のための方法や技術を身につけるために
必要な方法を５領域と関連しながら、健康の領域の指導法を学ぶ。
 
[授業全体の内容の概要]
テキストに沿って、乳幼児について健康の領域の指導法について学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
５領域の関連性を理解して、健康の領域の指導法を習得する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．保育・幼児教育の基本とは
２．保育所保育指針と幼稚園教育要領における「健康」
３．「健康」の定義と幼児の健康
４．幼児の健康状態の把握と幼児の健康をめぐる最近の問題について
５．こどもの理解を深める発達観
６．胎児の発達と健康
７．乳幼児の体格と生理機能の発達
８．運動機能の発達
９．心の発達と健康
１０．人間関係・社会性の発達と健康
１１．幼児のあそびとは何か・あそびの発達過程
１２．幼児の伝承あそびの楽しさを伝えよう
１３．体格と定量的運動能力の年代変化と課題
     定性的運動能力の年代変化と課題
１４．幼児の生活スタイルの現状と問題点
１５．幼児の生活習慣と自立と指導

弘前厚生学院以外での主な経歴 スクールカウンセラー（相談員含む）
実務経験 11年



[使用テキスト・参考文献]
⺠衆⾔・⼩⽥豊・杤⽊尾勲・無藤隆
      「保育内容 健康 新版」北大路書房

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・授業貢献度・リポート提出・試験で
総合的に評価する



授業の種類
演習

授業担当者
直山 昌子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
教養

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(健康)Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
   こどもの理解、保育や教育の理念の理解、また、実践のための方法や技術を身につけるために
必要な方法を５領域と関連しながら、健康の領域の指導法を学ぶ
 
[授業全体の内容の概要]
   前年度に学習したことを継続し、テキストに沿って、乳幼児について、さらに健康の領域の指
導法と実践の方法論について学ぶ
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
５領域の関連性を理解して、健康の指導法を習得し、その実践の方法論を習得する

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．食育
２．体格の測定法
３．運動能力の測定法
４．体格・運動能力の評価
５．安全管理と安全教育の必要性、幼稚園・保育者における事故・傷害の発生状況
６．幼児の事故の原因と特徴
７．安全管理と安全教育の実際
８．応急処置法・手当の順序・けがに対する手当
９．幼児によくみられるけがや救急とその応急処置法
１０．心肺蘇生法
１１．保育の成果の公開をする行事―運動会
１２．季節感のある運動あそびが体験できる行事―水あそび・プールあそび
１３．環境とかかわるなかで、運動あそびが育つ行事―園外保育
   親子のふれあいをとおして、運動あそびをはぐくむ行事
１４．保育の年間指導計画・月間指導計画
１５． 保育の週案―短期の指導計画・保育の日案―短期の指導計画、保育評価について

弘前厚生学院以外での主な経歴 スクールカウンセラー（相談員含む）
実務経験 11年



[使用テキスト・参考文献]
⺠衆⾔・⼩⽥豊・杤⽊尾勲・無藤隆
「保育内容 健康 新版」北大路書房

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・授業貢献度・リポート提出・試験で
総合的に評価する



授業の種類
演習

授業担当者
大場 琴恵

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育内容(環境)

[授業の目的・ねらい]
  １領域「環境」のねらい及び内容を理解し、幼稚園修了までに達成したい指導事項を把握する。
  ２乳幼児が「環境」と関わりながら好奇⼼・探求⼼を育み、成⻑・発達していく過程をどのように具
     体的に導くのか、また現況の課題を補完する環境について考えていく。
[授業全体の内容の概要]
  １幼稚園教育要領及び保育所保育指針の領域「環境」について、ねらいと内容を理解する。
  ２子どもを取り巻く環境の変化や子供の現状を理解し、よりよい発達を援助するための効果的な方法
     を学習・考察する。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
  １保育における人的環境である保育士の役割と責任の大きさを知る。
  ２幼児教育の現代的課題を補完する立場に立ち、子どものよりよい発達につながる生活や遊びを、現
     況に即して工夫・創作していく多面的な方法を知る。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．オリエンテーション(領域「環境」の概要及び授業の構成とリポート作成についての説明等)
２．⾝近な環境との関わりに関する領域「環境」の“ねらい”について−概要の理解
３．領域「環境」の“内容”について−環境・実体験からの⼦どもの学びについて具体的に知る
４．領域「環境」の“内容”について−環境の特性とそこからの⼦供の学びを関連付けた配慮点
５．「内容の取扱い」及び環境構成・保育の展開における「留意事項」について、夫々のポイントを把
       握する
６．領域「環境」の“内容”を「取扱い」の観点から⾒つめなおす−教育の⽀店と⽅法を明確にする
７．「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と領域「環境」からの学びについて−着⽬点と配慮点へ
       の理解
８．幼児教育の現代的課題につて−幼児教育の場で補完する⽴場からの「環境」の着⽬点・関連性
９．保育内容の捉え⽅−環境の各特性や⼦供の興味を延ばしながらの学びへの誘導、総合的な学び
１０．自然に親しみ、植物や生き物に触れる中から育つ内容について
１１．ものや道具にかかわって遊ぶ−性質、仕組、法則性等について
１２．文字や標識、数量や図形に関心を持つ等からの学びについて
１３．遊びや生活の情報に興味を持ち、地域に親しむことについて
１４．環境の構成の意味について−実体験からの学びの積み重ねとの関連
１５．教師の役割と子どもへの影響

弘前厚生学院以外での主な経歴 保育士
実務経験 ３０年



[使用テキスト・参考文献]
・「事例で学ぶ保育内容 領域「環境」」萌文書林
・「幼稚園教育要領解説」 フレーベル館
・「保育所保育指針解説」 フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
平常点(授業態度・リポートの提出等)４０％
試験 ６０％



授業の種類
演習

授業担当者
奈良 陽子

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保健体育Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
   幼児が運動することで、種目に合った特性について学習する。
 
[授業全体の内容の概要]
  生活の中で自発的・自主的に運動し、その体験から生きる力を培われるようにする。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
  幼児の特性をふまえ、遊びを中心とした生活や体づくりを身につけるようにする。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．安定感をもって行う運動遊びについて
２．意欲的で活発な運動のプログラムについて
３．体力づくりをすることによって得られる効果について
４．安全に関する指導に当たって、留意することについて
５．幼児とやってみたい運動遊びを考え、期待される効果をまとめる
６．体つくりの演習(ストレッチ)
７．体つくりの演習(筋力つくり)
８．体つくりの演習(短縄・⻑縄)
９．体つくりの演習(短縄・⻑縄)
１０．⻤ごっこの種類について
１１．⻤ごっこの実演
１２．障害物競争の種類について
１３．障害物競争の実演
１４．ボールを使った演習
１５．水あそびの種類と安全

弘前厚生学院以外での主な経歴 福祉事業 代表理事
実務経験 10年



[使用テキスト・参考文献]
・「小学校学習指導要領解説 体育編」
    東洋館出版社
・「幼稚園教育要綱解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
授業態度、提出物で評価する。



授業の種類
講義

授業担当者
大場 琴恵

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
乳児保育Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
乳児保育の内容、方法、子どもの発達を理解し、社会状況の変化に伴う保育の重要性を学ぶ。
 
[授業全体の内容の概要]
乳児保育の基本並びに実践に役立つ知識や考え方、近年の動向について理解を深める。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
人間形成の大事な時期を保育する重要性を知り養護と教育、多様化する保育者の役割や子ども一
人の人間として尊重した保育を行う専門性を理解する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．乳児保育の意義・目的と歴史的と歴史的変遷
２．乳児保育および子育て家庭に対する支援をめぐる社会的状況と課題
３．保育所における乳児保育
４．保育所以外の児童福祉施設（乳児院等）における乳児保育
５．家庭的保育・小規模保育等における乳児保育
６．３歳未満児とその家庭を取り巻く環境と子育て支援の場
７．３歳未満児の生活と環境
８．３歳未満児の遊びと環境
９．３歳以上児の保育に移行する時期の保育
１０．３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育者による援助やかかわり
１１．３歳未満児の発達・発達を踏まえた保育における配慮
１２．乳児保育の計画・記録・評価とその意義
１３．職員間の連携・協働
１４．保護者との連携・協働
１５．自治体や地域の関係機関との連携・協働

弘前厚生学院以外の主な経歴 保育士
実務経験 ３０年



[使用テキスト・参考文献]
寺田清美「新基本保育シリーズ１５  乳児保育
Ⅰ・Ⅱ」中央法規

[単位認定の方法及び基準]
試験６０％
授業態度２０％
提出物の期限厳守２０％



授業の種類
演習

授業担当者
工藤 千華

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
乳児保育Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助やかかわりの基本的な考え方について理解
する。
[授業全体の内容の概要]
 乳児保育における子どもの発育・発達を踏まえた生活と遊びの実際、乳児保育における配慮の実
際を学ぶ。乳児保育における計画の実際について理解を図る。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりの基本的な考え方の理解、子ども
の生活や遊びと保育の方法及び環境についての具体的な理解、乳児保育における配慮の実際につ
いての具体的な理解をする。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
①オリエンテーション・乳児保育の基本
②０歳児クラスの保育環境、援助の実際について理解を深める
③１歳児クラスの保育環境、援助の実際について理解を深める
④２歳児クラスの保育環境、援助の実際について理解を深める
⑤子どもの心身の健康・安全と情緒の安定を図るための配慮について理解を深める
⑥集団での生活における配慮について理解を深める
⑦環境の変化や意向に対する配慮について理解を深める
⑧子どもの玩具の研究と作成
⑨     〃
⑩発表
⑪おはなし会の実施に向けて準備
⑫おはなし会の実施に向けて準備、練習
⑬グループに分かれて発表
⑭⻑期的な指導計画と短期的な指導計画
⑮個別的な指導計画と集団の指導計画

弘前厚生学院以外の主な経歴 保育士
実務経験 ９年



[使用テキスト・参考文献]
乳児保育Ⅰ・Ⅱ（中央法規出版）
４０のサインでわかる乳幼児の発達（黎明書房）
子どもを育てる読み聞かせ実践ガイド（小学館）

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・提出物・グループ発表・試験等によ
り総合的に評価する









授業の種類
演習

授業担当者
山形 日登美

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
社会的養護Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
   入所型児童福祉施設の現状を知り保育士としての実践に必要な基本的知識・技術を学ぶ。
 
[授業全体の内容の概要]
   社会的養護を必要とする子どもの現状を踏まえ、児童福祉施設の具体的な役割の理解を深めな
がら、保育士としてどのように向き合い支援することが求められるか演習課題を通じて実践的に
学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
   児童福祉施設の役割と日常的な業務への理解を深める。また、施設に入所している子どもへの
理解を深め、具体的な対応について学ぶ。さらに、保育士として社会的養護と向き合う姿勢を学
び、施設実習へ向けてのイメージを具体的なものにする。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．子どもの権利擁護
２．社会的養護における子どもの理解
３．社会的養護の内容①日常生活支援
４．社会的養護の内容②心理的支援
５．社会的養護の内容③自立支援
６．施設養護の⽣活特性および実際①(乳児院、児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設)
７．施設養護の生活特性および実際②(児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児施設)
８．家庭養護の生活特性および実際
９．アセスメントと個別支援計画の作成
１０．記録および自己評価
１１．社会的養護における保育の専門性にかかわる知識・技術とその実践
１２．社会的養護にかかわる相談援助の知識・技術とその実践
１３．社会的養護におけるソーシャルワーク（知識・技術とその応用）
１４．社会的養護における家庭支援
１５．今後の社会的養護の課題と展望

弘前厚生学院以外の主な経歴 児童養護施設職員
実務経験 40年



[使用テキスト・参考文献]
相澤仁編「新・基本保育シリーズ １８ 社会的
養護II 」中央法規

[単位認定の方法及び基準]
試験、演習課題により総合的に評価



授業の種類
講義

授業担当者
鳴海春輝

学院⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
２年・後期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
子育て支援

弘前厚生学院以外の主な経歴
知的障害者施設 生活指導員（社会福祉士） 実務経験 １６年

[授業の目的・ねらい]
保育所を利用している保護者や地域の保護者等に対して、保育士の専門的知識や技術ならびに保
育所の施設・設備等の保育環境を活用して行われている子育て支援について理解を深める
[授業全体の内容の概要]
保護者との相互理解・信頼関係の形成、保護者の理解、職員間の連携・協働、地域の子育て家庭
に対する支援、障害のある子どもや特別な配慮を要する子どもへの支援、子ども虐待の予防と対
応、要保護児童等の家庭に対する支援
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
子どもの保育とともに行う保護者の支援に対する理解が深まり、保護者への相談や指導ができる

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
０１ 子どもの保育とともに行う保護者の支援
０２ 日常的・継続的なかかわりを通じた保護者との相互理解と信頼関係の形成
０３ 保護者や家庭のかかえる支援のニーズへの気づきと多面的な理解
０４ 子どもおよび保護者の状況・状態のの把握
０５ 支援の計画と環境の構成
０６ 支援の実践・記録・評価・カンファレンス
０７ 職員間の連携・協働
０８ 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
０９ 保育所等における支援
１０ 地域の子育て家庭に対する支援
１１ 障害のある子どもおよびその家庭に対する支援
１２ 特別な配慮を要する子どもおよびその家庭に対する支援
１３ 子ども虐待の予防と対応
１４ 要保護児童等の家庭に対する支援
１５ 多様な支援ニーズをかかえる子育て支援家庭の理解



[使用テキスト・参考文献]
新基本保育シリーズ１９
子育て支援
中央法規

[単位認定の方法及び基準]
レポート、試験により評価する



授業の種類
演習

授業担当者
棟方 ふみ子
工藤 千華

棟方：非常勤講師
工藤：専任教員

授業の回数
３０回

時間数(単位数)
６０時間(２単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育・教職実践演習

[授業の目的・ねらい]
   保育とは、保育者の仕事とは、どのようなものか理解する。また、保育の場で求められる保育実践力を養っていく。
卒業公演に向けてクラスで協力して作品を仕上げる。
[授業全体の内容の概要]
 保育・教育の全体像を把握し、理解に努めるとともに、各課題に応じて、討論・模擬授業やロールプレーイング、事
例研究、討論、フィールドワーク(関連施設への見学・参加等)、実践的かつ積極的な学習活動を通じて保育士や幼稚園
教諭への意欲を高め、資質を研く。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 保育士や幼稚園教諭に求められる資質である使命感、責任感、教育的愛情、社会性、対人関係能力、幼児理解、保育
内容の指導力を自覚するとともに実践的指導能力を培う。そのために、保育現場が抱えている今日的課題について調査
研究し、討議するとともに、ロールプレイ(模擬保育)などを行て自己の課題を明確化しつつ、実践的指導力を高める。
受講には積極的な参加意欲と創造性が必要である。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．手作り教材・集会用出し物についての説明、指導案作成の為の注意点
２．実習日誌の書き方について、実習での心構え
３．手作り教材を使っての実践発表
４．実習園ごとの出し物発表①
５．実習園ごとの出し物発表②
６．設定したテーマについて、各⼈(グループ)で調査研究する①〜研究⽅法の検討
７．設定したテーマについて、各⼈(グループ)で調査研究する②〜研究⽅法の検討
８．設定したテーマについて、各⼈(グループ)で調査研究する③〜研究対象の選択
９．設定したテーマについて、各⼈(グループ)で調査研究する④〜調査実施
１０．設定したテーマについて、各⼈(グループ)で調査研究する⑤〜結果のまとめ
１１．調査研究した内容の発表と討議(課題と知⾒の共有)①〜「第７回」で得られた結果について発表
１２．調査研究した内容の発表と討議(課題と知⾒の共有)②〜結果からの考察を討議
１３．調査研究した内容の発表と討議(課題と知⾒の共有)③〜今後の課題について討議
１４．あなたはこんな時どうする１：ロールプレイによる模擬保育①〜作成した指導案に基づいて実施
１５．あなたはこんな時どうする２：ロールプレイによる模擬保育②〜①での反省を活かして修正
１６．あなたはこんな時どうする３：ロールプレイによる保護者支援
１７．これまでの学習を振り返り自己の保育者像を考える(発表と討論)
１８．これまでの学習を振り返り自己の保育者像を考える(リポート作成)
１９・２０．クリスマスグッズ製作
２１〜３０．卒業公演練習(劇・オペレッタ)

弘前厚生学院以外での主な経歴
棟方：幼稚園教諭 実務経験３５年 工藤：保育士 実務経験９年



[使用テキスト・参考文献]
・「保育所保育指針」フレーベル館
・「幼稚園教育要領」フレーベル館
・実習おまかせＢＯＯＫ

[単位認定の方法及び基準]
筆記試験
授業態度
製作物などを考慮する



授業の種類
演習

授業担当者
工藤 千華

専任教員

授業の回数
３０回

時間数(単位数)
６０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・通年

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育・教職基礎演習

[授業の目的・ねらい]
    夏季に挙げる12課題の中から、関心や興味に基づいた研究テーマを各自が設定し調査研究する
 
[授業全体の内容の概要]
 幼稚園教育要領・保育所保育指針・文献等をもとに、また観察実習を通して保育現場での調査から、各自が選んだ課
題に基づいて研究していく。
課題1  子どもや保護者また同僚との信頼関係を築くには。
課題2  保護者支援についての調査・研究及び考察。
課題3  「こどもの豊かな表現力に寄り添う音楽活動」についての調査・研究及び考察。
課題4  【幼児体育】巧みに動けることをねらいとした、運動プログラムの組み立て。
課題5  待機児童問題
課題６   保育におけるテクノロジーの効果的な使い方。
課題７   おもちゃの効果
課題８   保育とジェンダーの関連について、現代的な事象も踏まえたうえで、多角的な視点で論理的に述べる
課題９   日本の子供の人的環境や物的環境の歴史
課題10  子どもの育ちをテーマにした保育の具体的な取り組みの研究、考察、指導計画案の作成
課題11  ①幼児教育になぜ音楽は必要か  ②子どもの歌唱指導で大切なことは何か
課題12  食育、生活文化、年中行事などについての調査・研究、そして考察
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 各自の設定した課題について調査研究し、リポートとして完成させ、提出することで理解を深める。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．オリエンテーション
２．テーマの検討
３．テーマの検討
４．資料の収集・リポート作成
５．資料の収集・リポート作成
６．資料の収集・リポート作成
７．資料の収集・リポート作成
８．テーマに沿った実習日誌の書き込み
９．リポート作成
１０．〜２９．保育園・こども園の観察実習
３０．リポート作成

弘前厚生学院以外での主な経歴 保育士
実務経験 ９年



[使用テキスト・参考文献]
テキストなし
適宜

[単位認定の方法及び基準]
授業貢献度とリポートで総合的に評価する



授業の種類
講義

授業担当者
関谷 道夫

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
幼児理解と教育相談の理論及び方法

[授業の目的・ねらい]
   保育者の専門性として「子どもを理解する視点」を学び、「温かいまなざし」に基づいた援助ができるよう必要な知
識とマインドを習得する。                                       さら
に、現場での相談援助に必要とする基礎的なカウンセリング知識・技術を獲得する。

 [授業全体の内容の概要]
『子ども理解と援助』及び『自前のパワーポイント』を使用しながら、子どもの理解と援助に必要な理論・知識を習得
させる。さらに、ワーク形式・ロールプレイ等により、専門的スキルを体験的・実践的に体得する。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
 幼稚園や保育園で必要とされる心理アセスメント能力、カウンセリング技法及び支援技術を習得し、現場で生起する
様々な課題に即応できる能力を身に付ける。
さらに、保育現場で必要とされる良好な人間関係の形成能力を修得する。
また、大阪芸術大学のレポート・試験にも対応できるよう資質の向上を図る。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１、はじめに：子どもの理解と援助の重要性
２．⼦どもの理解−こどもを⾒るまなざしの必要性と⾏為の意味の理解
３．子どもを取り巻く環境の理解
４．子どもの発達的観点の理解
５．保育者の姿勢とカウンセリングマインド−１
６．保育者の姿勢とカウンセリングマインド−２
７．保育者の姿勢とカウンセリングマインド−３
８．⼦ども理解を深める観察と記録−１
９．⼦ども理解を深める観察と記録−２
１０．保育カンファレンス
１１．保育における個と集団の関係の理解と援助
１２．子どものニーズの理解と援助
１３．子ども理解を深めるための保育共同体
１４．保育を取り巻く喫緊の課題とその対応（児童虐待・いじめ・体罰・不適応など）
１５．まとめ

弘前厚生学院以外での主な経歴 臨床心理士
実務経験 44年



[使用テキスト・参考文献]
高嶋景子編「子ども理解と援助」
ミネルヴァ書房

[単位認定の方法及び基準]
授業３０％、試験７０％



授業の種類
演習

授業担当者
大場琴恵・工藤千華

⼤場：学科⻑
工藤：専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期 教養・必修・選択
必修

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
幼児教材研究

[授業の目的・ねらい]
子どもとの遊びの面白さを共有するための教材を研究し、子どもの遊びを誘導し、生活や活動の中
で子どもへの伝え方を研究し子どもにわかるように伝える具体的方法や技術を身に付ける。
[授業全体の内容の概要]
 子どもの内面を理解し、子どもから活動を引き出し意味のある活動になるよう具体化する方法を考
え、遊びの楽しさや試行錯誤したくなる気持ちなど、保育経験の少ない学生が 子どもの内面を理解
する上で教材の重要性を学び、子どもが様々なことを試したり工夫したりしながら遊びに楽しさを
味わえるような教材を作成し、互いに発表する。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
保育者の教育的意図を子どもに働きかけるために、媒体となる教材の使い方を具体的に構想する中
で、教材の持つ意義・楽しさなどを十分に理解（面白さ等理解）し、その教材で遊ぶ子どもの内面
を考えることにより、子どもの見方や関わり方をより明確にする。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．幼児教材（児童文化財）とは何かまた必要性について
 ・幼児教材の研究・幼児教材の作成企画
２．幼児教材の作成①（パネルシアター）
３．幼児教材の作成②（パネルシアター）
４．幼児教材の作成③（パネルシアター）
５．幼児教材の実践①・反省と課題
６．表現力について考える
７．おはなし会のプログラム作成・製作①
８．おはなし会のプログラム作成・製作②
９．おはなし会のプログラム作成・製作③
１０．おはなし会のプログラム作成・製作④
１１．おはなし会のプログラム練習①
１２．おはなし会のプログラム練習②
１３．幼児教材の実践①
１４．幼児教材の実践②
１５．幼児教材の実践の反省と課題

弘前厚生学院以外の主な経歴
大場：保育士 実務経験 ３０年  工藤：保育士 実務経験９年



[使用テキスト・参考文献] [単位認定の方法及び基準]



授業の種類
講義

授業担当者
前中 香

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
国語

[授業の目的・ねらい]
児童文学が幼児に与える影響について考え、実際に本を読み理解を深める。
 
[授業全体の内容の概要]
現代児童文学の成立、絵本、幼年童話、ジェンダーと児童文学、戦前・戦後の児童文学作家への
理解を深める。毎時間、漢字の書き取り及び、指定図書の朗読を行う。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
児童文学の基礎知識を養い、実際に本を読み理解する。また、児童文学が子どもに与える影響に
ついて、実際に本を読むことで理解を深める。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．国語の授業について（リポートの書き方及び文法の使い方について）
２．現代児童文学の成立
３．幼年童話と絵本(定義と代表作の解説)
４．戦争児童文学(定義と代表作の解説)
５．ジェンダーと児童文学
６．戦前の児童文学作家である新美南吉について
７．戦後の児童文学作家である松谷みよ子について
８．現代児童⽂学の特質：今江祥智の『⼭のむこうは⻘い海だった』を題材として
９．絵本と幼年童話の違い：幼年童話『くまの子ウーフ』を題材として
１０．戦争児童文学の定義：『猫は生きている』を題材として
１１．ジェンダーと児童文学の関連：『やまんばのにしき』を題材として
１２．戦前の児童文学作家である新美南吉の来歴と作品の特徴：『ごんぎつね』を題材として
   戦後の児童文学作家である松谷みよ子の来歴と作品の特徴『龍の子太郎』を題材として
１３．絵本の挿絵の違いを比較検討①
１４．絵本の挿絵の違いを比較検討②
１５．授業のまとめ及び小テスト

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 13年



[使用テキスト・参考文献]
関口安義編「アプローチ児童文学」翰林書房

[単位認定の方法及び基準]
レポート７０％
小テスト２０％
グループワークと発表１０％



授業の種類
演習

授業担当者
工藤 千華

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
工作

[授業の目的・ねらい]
乳幼児の造形表現活動の意味を理解する。
 
[授業全体の内容の概要]
幼児の立体表現活動を理解し、環境保障に向けて、造形素材の展開方法を知る。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
授業で扱った内容を記録し本を制作し、提出をする。また、乳幼児の立体的探索捜査活動を個々
の対象児の発達に合わせて支援できるようにする。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．授業内容と提出課題の概要
２．ペーパークラフト (三角形からの展開、四角形からの展開)
３．        〃
４． 〃   （折り紙からの展開、複数折）
５．        〃
６．ペーパークラフト （カード製作）
７．        〃
８．ペーパークラフト （くるくるカール、ふうせん製作と遊び方実習）
９．        〃
１０． 〃   （角柱・円柱・角すい・円すいからの展開）
１１．        〃
１２．⽴体表現に⽤いる教材研究、⼩⻨粉粘⼟を⽤いたグループ製作
１３．        〃
１４．作品の発表
１５．こどもの関心と発達段階、保育の場の現状とこれからの課題
 

弘前厚生学院以外の主な経歴 保育士
実務経験 ９年



[使用テキスト・参考文献]
「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
提出物
発表内容
活動内容



授業の種類
講義

授業担当者
佐藤 郁美

専任教員

授業の回数
８回

時間数(単位数)
１６時間(１単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
音楽Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
保育士・幼稚園教諭として身に付けておくべき楽典の内容を理解する。さらに、音楽理論に基づいた演奏技
術の習得につなげる。
[授業全体の内容の概要]
基本的な読譜力を身に付けるとともに、楽譜への理解を深める。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
【リポート】
○ 音符そして休符とは何か。五線で例をあげて、それぞれ説明しなさい。
○ 属調とは何か。五線と音階で分かりやすい例を示して説明しなさい。
また、下記の（１）〜（４）の属調の調名を答え、その調号と主⾳（全⾳符で⽰す）を五線で答えなさい。
（１）ハ⻑調 （２）ト⻑調 （３）ハ短調 （４）ロ短調

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．音名・音部記号・音符・休符
２．音程・音階及び調について
３．和音について
４．強弱標語と記号・速度標語・曲想
５．装飾音と装飾記号・省略記号
６．リポートまとめ
７．リポート試験
８．楽譜を使用しての実践

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 7年



[使用テキスト・参考文献]
特になし。授業ごとにプリント配布。

[単位認定の方法及び基準]
リポート、試験



授業の種類
演習

授業担当者
佐藤 郁美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・前期

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
音楽Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
幼児教育に必要なピアノ演奏技術を身に付ける。また歌唱における基礎的な知識・技能を学び、表現力の向上につなげる。
[授業全体の内容の概要]
ピアノや声楽における体の使い方を学ぶとともに、正しい読譜と演奏・歌唱をする。また演奏・歌唱を行うことにより、音・リズム・
言葉の大切さを感じ、自身で表現できるようにする。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
【第１節第】
○ 「日本童謡歌曲集」より、以下のページから始まる楽曲の中から1曲選択し、実践したものを録音する。
12,14,18,23,30,31,32,38,46,47,50,51,53,54,58,62,63,69,72,78,80,82,83,86,87,88,
91,92,95,96,97,102,103,109,114,116,118,123,127,136,140,142,144,152,164,165,166,
168,171,172,174,190,191,198,202,204,205,206,212,214,219,222,224,226,227,231
【第２節第】
○ 課題曲：バイエル教則本よりNo. 55,59,60,66,72,76から1曲選択
○ 自由曲：バイエルを終了していない場合、課題曲の中からもう1曲選択する。
        バイエル終了以上の場合は、各自のレベルに合ったピアノ曲を１曲準備する。ただしクラシックジャンルのピアノ曲とし演
奏時間は5分以内を目安とする。また、簡易楽譜によるものやツェルニー練習曲は除く。
○ 上記2曲を実践したものを録音する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．声楽、ピアノにおける基礎
２．声 楽：童謡・日本歌曲（歌詞内容の理解と読譜による表現方法）、
  ピアノ：スケール、読譜、提示課題の練習
３． 声 楽：童謡・日本歌曲（発声・音程・リズムを意識する）
  ピアノ：バイエル又は提示課題の基本演奏
４．声 楽：童謡・日本歌曲（今までの仕上げとして表現豊かに歌う）、課題曲の決定
  ピアノ：バイエル又は提示課題の基本演奏、課題曲及び自由曲の決定
５． 課題曲及び自由曲の練習
６．課題曲及び自由曲の練習
７．課題曲及び自由曲の練習
８．課題曲及び自由曲の練習
９．課題曲及び自由曲の練習
１０． 課題曲及び自由曲の練習
１１．課題曲及び自由曲の練習
１２． 声楽試験
１３．ピアノ試験
14. 今後の学習課題の決定
15. 学習課題の復習

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 7年



[使用テキスト・参考文献]
・「ピアノ伴奏 ⽇本童謡唱歌全集〜⼼に残る⽇本
      の歌〜」ケイ・エム・ピー
・「標準バイエルピアノ教則本」全音楽譜出版社

[単位認定の方法及び基準]
実技試験



授業の種類
演習

授業担当者
佐藤 郁美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
１年・後期

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
音楽Ⅲ

[授業の目的・ねらい]
より高度な歌唱技法の習得のため、『音楽Ⅱ』を基礎に歌唱の知識や技術の向上を目的とする。これまでに習得した幼稚園及び保育園
の教育に必要な音楽の知識・技能をピアノレッスンを通して確かなものにしていく。また、日常の教育活動ならびに個人指導による
レッスンで、幼児教育の音楽的表現の基礎的技術力を養う。主に「こどものうた」の弾き歌いを練習し、レパートリーを増やすことで
多くの曲による表現方法を習得する。
[授業全体の内容の概要]
声楽は、歌唱法の習得として発声法を学習し、読譜力・音程・リズムの基礎的理解と実践を行う。そして童謡、日本歌曲、外国歌曲で
基礎歌唱法を学ぶ。
ピアノは、演奏の基礎的知識・技能を個人指導で学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
（Ａ）弾き歌い
「こどものうた200」No.1〜40、42、43、48〜50、52、60、61、63、66、153〜155、157を除いた2曲を弾き歌いする。
（Ｂ）ピアノ演奏（暗譜を必要としない）以下に注意して1曲（「バイエル」は2曲）を選択し演奏する
○ 『音楽Ⅱ』で選択した試験曲は除く○ クラシックジャンルのピアノ曲で5分以内で完結する曲
○ 「バイエル」の課題より難易度が低い曲・簡易楽譜・ツェルニー練習曲・「ブルグミュラー25の練習曲」のNo.1〜3は除く
○ 初心者は「バイエル」のNo.74,75,85,88,90,97から2曲を選択すること

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．発声法、階名唱、発音の理解と実践
２．発声法、音程基礎歌唱練習
３．リズム基礎歌唱練習
４．単純拍子の歌唱練習
５．複合拍子の歌唱練習
６．歌詞の理解
７．まとめとして表情豊かに歌唱する
８．ピアノ曲及び弾き歌いのレッスン
９．ピアノ曲及び弾き歌いのレッスン
１０．弾き歌いのレパートリーを広げる
１１．ピアノ曲を暗譜するためのレッスン
１２．ピアノ曲及び弾き歌いのレッスン
１３．ピアノ曲及び弾き歌いのレッスン
１４．ピアノ曲及び弾き歌いのレッスン
１５．試験と今後に向けたアドバイス

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 7年



[使用テキスト・参考文献]
「幼稚園教育要領解説」フレーベル館
「小学校学習指導要領解説 音楽編」東洋館出版社
「世界名歌曲全集」ケイ・エム・ピー
「⽇本童謡唱歌全集〜⼼に残る⽇本の歌〜」ケイ・エム・
ピー
「こどものうた200」チャイルド社
各自が選択したピアノ曲の楽譜

[単位認定の方法及び基準]
学習の様子や受講態度及び試験結果により
総合的に評価する



授業の種類
演習

授業担当者
佐藤 郁美

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・前期

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
音楽Ⅳ

[授業の目的・ねらい]
より高度な歌唱技法の習得のため、『音楽Ⅲ』で学んだ歌唱の知識や技術のさらなる向上を目的とする。これまでに習得した幼稚園及
び保育園の教育に必要な音楽の知識・技能を、ピアノレッスンを通してさらに確かなものにしていく。また、日常の教育活動ならびに
個人指導によるレッスンで、幼児教育の音楽的表現の基礎的技術力を養う。主に「こどものうた」の弾き歌いを練習し、レパートリー
を増やすことで多くの曲による表現方法を習得する。
[授業全体の内容の概要]
声楽は、歌唱法の習得として発声法を学習し、読譜力・音程・リズムの理解と実践を行う。そして童謡、日本歌曲、外国歌曲で歌唱法
を学ぶ。
ピアノは、演奏のより高度な知識・技能を個人指導にて学ぶ。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
（Ａ）弾き歌い：「こどものうた200」から『音楽Ⅲ』で選択した試験曲及び以下を除いた２曲を弾き歌いする
No.1〜40、42、43、48〜50、52、60、61、63、66、153〜155、157
（Ｂ）ピアノ演奏：以下に注意して１曲（「バイエル」は2曲）を選択し暗譜で演奏する
○ 『音楽Ⅱ』『音楽Ⅲ』で選択した試験曲は除く ○ クラシックジャンルのピアノ曲で5分以内で完結する曲
○ 「バイエル」の課題より難易度が低い曲・簡易楽譜・ツェルニー練習曲・「ブルグミュラー25の練習曲」のNo.1〜3は除く
○ 初心者は「バイエル」のNo.81,93,94,96,98,102から2曲を選択すること

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．発声法、階名唱、発音の理解と実践
２．音程重視の歌唱練習
３．リズム重視の歌唱練習
４．子守歌の歌唱練習
５．わらべ歌の歌唱練習
６．⺠謡の歌唱練習
７．和音記号、和音進行、コードネームの理解
８．子どもの歌の伴奏付け
９．歌詞の理解と表情豊かな歌唱
１０．ピアノ曲及び弾き歌いのレッスン
１１．ピアノ曲及び弾き歌いのレッスン
１２．ピアノ曲の暗譜及び弾き歌いのレッスン
１３．ピアノ曲の暗譜及び弾き歌いのレッスン
１４．ピアノ曲の暗譜及び弾き歌いのレッスン
１５．試験と今後に向けたアドバイス

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 7年



[使用テキスト・参考文献]
「幼稚園教育要領解説」フレーベル館
「小学校学習指導要領解説 音楽編」東洋館出版社
「世界名歌曲全集」ケイ・エム・ピー
「ピアノ伴奏 ⽇本童謡唱歌全集〜⼼に残る⽇本の歌
〜」ケイ・エム・ピー
「こどものうた200」チャイルド社
各自が選択したピアノ曲の楽譜

[単位認定の方法及び基準]
受講までの学習の様子や受講態度及び試験結果
により総合的に評価する



授業の種類
演習

授業担当者
鹿内 葵

非常勤講師

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保健体育Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
   幼児・児童の成⻑に合わせた体⼒、運動能⼒の向上につなげる指導⽅法を学ぶ。また、⽣涯にわたって運動に親しむ
資質や能力の基礎を培う観点から、運動が有する特性や魅力に応じて指導できるようにしていく。それを踏まえた授業
づくりができることを目的としていく。
[授業全体の内容の概要]
   基礎的な運動能力を身につけるために様々な種目を実施していく。また、運動に興味をもってもらえるように楽しさ
を強調した授業内容としていく。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
  保育士として、幼児の運動能力、社会性を身につけていくための、運動プログラムを組み立てて指導していくための技
術を習得する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．運動とは。スポーツとは。その意義は。
２．幼児を取り巻くスポーツ環境
３．幼児の成⻑に合わせた運動遊びとは
４．運動を正しく安全に行うための指導時の配慮
５．幼児との関係づくりのためのコミュニケーションスキル
６．幼児との距離を縮めるアイスブレイクプログラム
７．体つくりの実践①(コーディネーション)
８．体つくりの実践②(マット運動)
９．体つくりの実践③(リズム運動)
１０．体つくりの実践④(器具・道具を使ったプログラム)
１１．体つくりの実践⑤(ボールを使ったプログラム)
１２．アダプテッドスポーツの考え方と実践
１３．グループによる授業づくり①
１４．グループによる授業づくり②
１５．実技発表・まとめ

弘前厚生学院以外での主な経歴 社会福祉士・日本スポーツ協会公認スポーツ指導員
実務経験 17年



[使用テキスト・参考文献]
・「小学校学習指導要領 体育編」東洋館出版社
・「幼稚園教育要領」フレーベル館
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
授業への取り組み姿勢や実技試験で評価する。



授業の種類
演習

授業担当者
前中 香

専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
教育の方法と技術Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
教育の原理原則に触れ、幼児教育についての理解を深める。
 
[授業全体の内容の概要]
幼児教育の方法と技術について学ぶ。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
保育原理に則った保育活動について理解を深める。幼児教育、教育評価、学習意欲について、理
解を深める。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．生徒を引き付ける授業の技
２．アクティブラーニングについて
３．学習意欲を高める授業の技術
４．学習意欲が低下する事例
５．ラーニングコモンズ
６．PBL
７．教育の目的と方法
８．学びの動的構造
９．板書のルール
１０．発問の仕方
１１．動機付け
１２．教師に求められること
１３．自己理解と他者理解の課題①
１４．自己理解と他者理解の課題②
１５．授業のまとめ及び小テスト

弘前厚生学院での経歴 専任教員
実務経験 13年



[使用テキスト・参考文献]
・広石英記「学びを創る・学びを支える-新しい教育
 の理論と方法-」一藝社
・「幼稚園教育要領解説」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
レポート６０％
小テスト２０％
課題２０％



授業の種類
演習

授業担当者
大場 琴恵

学科⻑

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・後期

教養・必修・選択
選択

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
教育の方法と技術Ⅱ

[授業の目的・ねらい]
影絵という媒体を通して、子どもに与えることが出来る夢の世界を実践的に学び、皆と協力して
実際に演じてみる。
 
[授業全体の内容の概要]
影絵の台本から人形製作までグループに分かれて作業する。また、協力して製作し練習を重ねて
自信を持って発表する。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
皆で一つの作品を作り上げる為に必要な、相手を思いやる気持ちや協力する事の大切さに気づ
き、練習を重ね人前でも自信を持って堂々と発表し、達成感を味わう。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．影絵の説明。題材を決め、やりたい分野に分かれる。
２．影絵製作①(台本作り・絵人形作り・背景作り・音響)
３．影絵製作②(台本作り・絵人形作り・背景作り・音響)
４．影絵製作③(台本作り・絵人形作り・背景作り・音響)
５．影絵製作④(台本作り・絵人形作り・背景作り・音響)
６．影絵製作⑤(台本作り・絵人形作り・背景作り・音響)
７．影絵を演じる①(台本に合わせて動きを確認)
８．影絵を演じる②(台本に合わせて動きを確認)
９．影絵を演じる③(音響も含めて皆で台本に合わせて演じる)
１０．影絵を演じる④(音響も含めて皆で台本に合わせて演じる)
１１．卒業公演で披露する事を想定して練習する①
１２．卒業公演で披露する事を想定して練習する②
１３．卒業公演で披露する事を想定して練習する③
１４．卒業公演で披露する事を想定して練習する④
１５．卒業公演で披露する事を想定して練習する⑤
《材料》①コートボール紙(⼤)１０枚  ②カラーセロファン紙(⾚・⻘・⻩・緑)各５枚
    ③OHP用のフィルム(A4サイズ)３０枚  ④両面テープ・のり・布ガムテープ・養生テープ

弘前厚生学院以外の主な経歴 保育士
実務経験 ３０年



[使用テキスト・参考文献]
使用しない

[単位認定の方法及び基準]
試験



授業の種類
演習

授業担当者
大場 琴恵

学科⻑

授業の回数
３０回

時間数(単位数)
６０時間(２単位)

配当学年・時期
１年・通年

教養・必修・選択
必修

[使用テキスト・参考文献]
・「新基本保育シリーズ 保育実習」中央法規
・「保育所保育指針解説書」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・提出物・課題への取り組みで総合的
に判断する。

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育実習指導Ⅰ

[授業の目的・ねらい]
  保育実習の意義・目的を理解する。
 
[授業全体の内容の概要]
  実習の内容を理解し、自らの目標を明確にする。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
  保育実習に必要な知識や技術を修得する。また、保育実習Ⅱ、Ⅲに向けて課題や学習目標を明確
にする。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．オリエンテーション        １６． 実習生としての心構え
２．保育実習の意義・目的・概要    １７．実習に際しての留意事項
３．実習に向けての作品作り      １８．実習における計画と実践
４．保育所の役割と機能・作品作り   １９．    〃
５．子ども理解・作品作り       ２０．指導案作成の実際
６．保育内容・保育環境        ２１．    〃
７．   〃             ２２．    〃
８．専門職としての保育士の役割    ２３．事後指導における実習の総括と課題の明確化
９．保育の計画、観察、記録        ２４．   〃
１０．保育者の役割について                      ２５．実習の総括と自己評価
１１．子どもの人権と最善の利益の考慮   ２６．    〃
１２．プライバシーの保護と守秘義務       ２７． 課題の明確化
１３．実習における観察、記録                  ２８．    〃
１４．  〃                                                ２９．実習指導Ⅱ，Ⅲに向けて
１５．  〃                                                ３０．まとめ

弘前厚生学院以外での主な経歴
    保育士   実務経験 ３０年



授業の種類
演習

授業担当者
大場琴恵・工藤千華

⼤場：こども学科⻑
工藤：専任教員

授業の回数
１５回

時間数(単位数)
３０時間(１単位)

配当学年・時期
２年・通年

教養・必修・選択
必修

[使用テキスト・参考文献]
・「最新保育講座 保育実習」ミネルヴァ書房
・「保育所保育指針解説書」フレーベル館

[単位認定の方法及び基準]
授業態度・提出物・課題への取り組みで総合的
に判断する。

授 業 概 要

授業のタイトル(科目名)
保育実習指導ⅡまたはⅢ

[授業の目的・ねらい]
  保育実習の意義・目的を理解する。
 
[授業全体の内容の概要]
  実習の内容を理解し、自らの目標を明確にする。
 
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
  保育実習に必要な知識や技術を修得する。また、保育実習Ⅰを踏まえ、課題や学習目標を明確に
する。

[授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法]
１．実習の内容と課題の明確化
２．実習に際しての留意事項
３．実習に向けての作品作り
４．   〃
５．プライバシーの保護と守秘義務
６．実習における観察、記録
７．   〃
８．指導案作成の実際
９．   〃
１０．  〃
１１．事後指導における実習の総括と課題の明確化
１２．実習の総括と自己評価
１３．課題の明確化
１４．  〃
１５．まとめ

弘前厚生学院以外での主な経歴
大場：保育士 実務経験 ３０年  工藤：保育士 実務経験 ９年


