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履修の手引き 正誤表（2017年度生用） 

 

更新日 学部 頁 事項１ 事項２ 訂正内容 

2017.3.27 

文 140 
2教職課程  

教科又は教職に関

する科目 

文学部・国際英語学部・現代ビジネ

ス学部(表４) 備考 
注４）として、【文 A】を追加  

国際英語 88 

現代ビジネス 120 

健康科 66 

2017.3.27 

文 142～143 

2教職課程  

教科に関する科目 

教科 

地理歴史〈文学部 歴史学科〉 

地理歴史〈文学部 歴史遺産学科〉 

科目区分 外国史  

以下の文章を削除 

ただし「東洋史概説Ⅱ」と「西洋史概説Ⅱ」を

含むこと 

国際英語 90～91 

現代ビジネス 122～123 

健康科 68～69 

2017.3.27 国際英語 60 カリキュラム表 
キャリア教育科目群 

(ページ下部) 

以下の科目を削除 

・英語科教育法Ⅰ～Ⅳ 

・教育実習Ⅰ・Ⅱ 

・児童英語教育研究 

・児童英語教材研究 

・児童英語指導演習Ⅰ・Ⅱ 

2017.3.27 現代ビジネス 82 カリキュラム表 
キャリア教育科目群 

(ページ下部) 

以下の科目を修正 

・正 → キャリア開発演習Ⅳ 

・誤 → キャリア開発演習Ⅴ 

2017.3.27 看護 60 科目概要 キャリア開発演習Ⅲ～Ⅵの内容 【文 B】を参照 

2017.4.3 

文 59・67 

カリキュラムマップ 

教養教育科目群 

人間と社会(領域) 経済・経営・社会

(分野) 

「時事問題研究」 

「選必の別」を以下のとおり修正 

・正 → 選択 

・誤 → 必修 

発達教育 55 

看護 53 

2017.4.3 

文 157 

免許・資格等 

日本語教員養成 
(４)日本語教員養成に関する科目 注４）として、【文 C】を追加 

国際英語 100 

発達教育 113 

現代ビジネス 137 

2017.4.3 文 88・96 

歴史学科 

日本史コース 

世界史コース 

カリキュラム表 

教養教育科目群 

人間と文化(領域) 歴史・文化(分野) 

以下の科目を削除 

・歴史学入門 

2017.4.3 文 88・96 

歴史学科 

日本史コース 

世界史コース 

カリキュラム表 

キャリア教育科目群 

「博物館実習Ⅰ」 

「博物館実習Ⅱ」 

単位数を以下のとおり修正 

・正 → １ 

・誤 → ２ 

2017.4.3 健康科 9 単位認定表 ●単位認定可能な技能審査・検定 

文章を【文 D】に差替、 

「・語学関係」の表を削除(注 1～3 含む) 

※健康科学部は語学関係の単位認定を行って

いません。 

2017.5.3 健康科 79 
心理学科 

カリキュラムマップ 

行動輪形科学領域 

「学習心理学」 

「配当学年」を以下のとおり修正 

・正 → ２回生 

・誤 → ３回生 

2017.5.3 健康科 95 
理学療法学科 

カリキュラム表 

選択必修科目 

「神経・筋疾患理学療法学演習応用

演習」 

「科目名」を以下のとおり修正 

 神経・筋疾患理学療法学応用演習 

2017.7.12 文 79 

日本語日本文学科

書道コース 

カリキュラムマップ 

学科・コース別のディプロマ・ポリシー 【表 A】に差替え 
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更新日 学部 頁 事項１ 事項２ 訂正内容 

2017.8.9 発達教育 66 

児童教育学科 

幼児教育コース 

カリキュラムマップ 

専門教育科目群 選択必修 区分 2 

「保育内容総論」 

「授業形態」を以下のとおり修正 

・正 → 演習 

・誤 → 講義 

2017.10.4 文 66・67 
歴史遺産学科 

カリキュラムマップ 

基礎教育科目群・教養教育科目群 

「キャリアコミュニケーションⅠ・Ⅱ」 

「時事問題研究」 

「選必の別」を以下のとおり修正 

・正 → 選択 

・誤 → 必修 

2017.11.13 現代ビジネス 70・71 
経営学科 

カリキュラムマップ 
科目区分の名称 

「科目区分の名称」を以下のとおり修正 

・誤 区分１   → 正 専門教育科目群 

・誤 (選択科目) → 正 専門関連科目群 

2017.11.13 現代ビジネス 73 
経営学科 

カリキュラム表 
科目区分の名称 

「科目区分の名称」を以下のとおり修正 

・誤 区分１   → 正 専門教育科目群 

・誤 (記載なし) → 正 専門関連科目群 

2017.11.13 現代ビジネス 139 

一級建築士、二級

建築士・木造建築

士試験受験資格 

<表１> 修得単位要件Ⅰ 

⑤構造力学 

「配当回生」を以下のとおり修正 

・正 → ２～ 

・誤 → ３～ 

2017.11.13 現代ビジネス 147 
診療情報管理士資

格 
②専門科目 

以下の２項目を入替え 

・医療管理各論Ⅱ(医療保険・介護保険制度) 

・医療管理各論Ⅲ(医療安全・医療の質管理) 

2017.12.20 発達教育 89 科目概要 専門科目群 
「児童社会学」と「学校・地域調査（国内）Ⅱ」の

間に【表 B】を追加 

【文A】 

注４） 国際英語学部の学生は、以下の科目は含まれません。 

・学校経営と学校図書館 ・学校図書館とメディアの校正 ・学習指導と学校図書館 

・読書と豊かな人間性   ・情報メディアの活用 

【文B】 

キャリア開発演習Ⅲ（看護） 

文献活用能力、論理的思考、論理的文章作成能力、プレゼンテーション能力を身につける。 

キャリア開発演習Ⅳ（看護） 

文献活用能力、論理的思考、論理的文章作成能力、プレゼンテーション能力を身につける。 

キャリア開発演習Ⅴ（看護） 

2回生までの学びを踏まえて、実践看護学実習に向けて事例検討を行い、自らの課題を明確化する。 

キャリア開発演習Ⅵ（看護） 

これまでの看護基礎教育での学びを振り返り、自らの課題を明確化する。その上で、再度自己のキャリアをデザインし、卒業までのマスタ

ープランを作成・実行する。 

 

【文C】 

注４： 「比較文化論」は、国際英語学科の専門科目を指し、教養教育科目の「比較文化論」とは別科目です。 

 

【文D】 

●単位認定可能な技能審査・検定 

「技能審査・検定等に合格した場合の単位認定」は下記のとおりです。 

高度情報化が進展する社会にあって、情報処理機器の運用能力が、ますます重要になっています。認定により、さらに上級をめざし、

社会的評価に耐えうる力をつけてください。 
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【表A】 

学科コース別の 

ディプロマ・ 

ポリシー 

① 日本語の特質を理解し、豊かなコミュニケーション能力を養成する。 

② 各時代の文学を読解するための、基礎的な語彙力や表現力を養成する。 

③ 作品や文章を通して、人間や社会に関する課題を発見し、考察する力を養成する。 

④ さまざまなメディアの表現方法を知り、適切な方法で伝達する力を養成する 

⑤ 書の制作や書学研究を深めることにより、自身の感性を磨き、豊かな創造力と表現力を養成する。 

 

【表B】 

科目名 科目概要 

社会福祉 

社会福祉の意義・理念と歴史的変遷について理解し、子どもを取り巻く家族や社会の様々な課題、子どもの

権利や家庭支援に対して、社会福祉がどう関わっているのかを社会福祉の理念をベースにしながら現在の社

会福祉の制度や法体系、行財政や実施機関・施設等の実施体系等を理解する。また、社会福祉における相談

援助や情報提供の在り方や第三者評価、苦情解決制度などの利用者保護に関わる仕組みについて理解する。

社会福祉の動向と現状課題について理解するとともに、これからの社会福祉のあるべき姿について考える。 

こどもの保健Ⅰ－１ 

子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義とその内容を理解する。子どもの健やかな成長発達を支援す

るために必要な基礎的保健知識を得る。子どもの身体・精神・生理・運動の機能や発達、子どもの疾病とそ

の予防、施設等における衛生・安全管理等の基礎知識を学ぶ。子どもの健康状態把握のための地域における

保健活動や母子保健対策と保育の状況、児童虐待への取組等を学ぶ。乳幼児の身体発育や生理機能、運動機

能と精神機能の発達と保健、子どもの疾病（感染症、慢性疾患、先天異常）、免疫とアレルギー、小児期か

らの生活習慣病予防等の基礎知識を獲得する。 

発達心理学 

乳幼児期から青年期までの人間の発達のプロセスと各発達段階の特徴と主要な発達理論について理解し、そ

れについて説明できることを目標とする。また、主な発達障害の特徴と障害に応じた支援の方法についても

理解し、発達障害をもつ子どもたちを支援する際の基礎的知識を習得できるようにする。そのために、乳幼

児期から青年期にかけての子どもの発達を中心に、人間の受精に始まり死にいたるまでの各発達段階の発達

的特徴と発達理論、そして発達障害について生涯発達的な視点から論じる。講義形式をとるが、適宜、視聴

覚教材を利用し、子どもの発達について具体的に理解できるようにする。 

保育原理 

保育の意義、歴史、子ども観の変遷、保育所、こども園、幼稚園の目的・機能などについて講義する。その

際に、主要な資料とするのは、幼児の保育の一年間の流れを示す種々の事例・記録である。それらの事例・

記録に関連する箇所で、保育の意義・歴史・子ども観なども併せて考察する。そのように関連づけることに

よって、保育のイメージを持つとともに、保育の事実と理論とのつながりを意識することをめざす。これら

には含みにくい、保育制度の問題などは別個に講義する。 

相談援助 

相談援助の理論や意義、機能について学び、相談援助の対象や援助過程、方法や技術について体系的に理解

する。具体的に援助計画の立て方、援助記録の書き方、その実践の評価について学ぶとともに、多様な相談

援助機関・専門職者との連携の在り方や、様々な社会資源の活用や調整、開発について学ぶ。保育における

相談援助（ソーシャルワーク）の応用について、虐待の予防・対応事例や、障害のある子どもとその保護者

への支援事例等をもとにロールプレイや、グループワークにより、ソーシャルワークの基本的スキルを体得

するとともに、その事例分析を通して対象への理解を深める。 
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保育相談支援 

保護者に対する保育相談支援の意義と基本的視点を理解し、保育の特性と保育士の専門性をどのように活か

して保護者を支援するのか、支援の基本・原則、理論、方法、技術を理解する。保護者支援では、保育士と

保護者がともに子どもの成長の喜びを共有し、信頼関係を基本として受容的にかかわり、自己決定などの支

援過程を通して、保護者自身の課題解決力、養育力の向上をはかることが重要であることを理解する。保育

所や子育て支援センター、乳児院等の児童福祉施設での事例を用いて学ぶ。 

児童家庭福祉 

児童家庭福祉の現代的意義と日本及び諸外国の児童家庭福祉の歴史的変遷を学び、児童家庭福祉と保育との

関連性や子どもの権利について理解する。また、児童家庭福祉の諸制度･サービスや実施体系、行財政等の

仕組みについて学ぶ。増加し続ける児童虐待やひとり親家庭の経済的困窮、子どもの貧困、待機児童問題な

どの現状を知り、児童家庭福祉の課題を整理するとともに、「子どもの最善の利益」を保障する観点から、

児童家庭福祉のあるべき姿について考える。 

社会的養護 

社会的養護の現代的意義と歴史的変遷について学び、社会的養護と児童家庭福祉との関連性及び児童の権利

擁護について理解するとともに、 社会的養護の制度および実施体系等を学ぶ。社会的養護のもとにある子

どもとその家族の課題･背景を踏まえた上で、子どもの養護及び自立支援の計画、子ども･家族への援助の進

め方、社会資源等の利用を考える必要性を理解する。施設養護と家庭的養護の相違や、そのメリット、デメ

リットについても学び、社会的養護の現実に対する課題を理解する。  

こどもの保健Ⅰ－２ 

子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義とその内容を理解する。子どもの健やかな成長発達を支援す

るために必要な基礎的保健知識を得る。子どもの身体・精神・生理・運動の機能や発達、子どもの疾病とそ

の予防、施設等における衛生・安全管理等の基礎知識を学ぶ。この科目では「Ⅰ－１」で学んだことを深め、

次の事等の理解を深める。子どもによく見られる疾病や症状の特徴と予防及び適切な対応、予防接種につい

ての知識、子どもの心の健康と家庭への対応、職員間や専門機関や地域との連携、子どもの衛生的で安全な

生活のための保育環境の整備、危機管理等である。 

こどもの保健Ⅱ 

子どもの日常生活の健康と安全に関わる保健活動の計画と評価、子どもの健康管理と健康増進に関する保健

活動の技術、子どもの事故防止と安全な保育環境についての知識と技術等について理解を深める。子どもの

衣類の着脱・おむつ交換、身体計測、生理機能の測定、精神機能・感覚の発達と評価、運動機能の発達と評

価の方法、等を実技・実習を通してその知識と技術・技能を習得する。子どもの歯の健康、乳幼児の身体の

清潔（沐浴）、子どもの異常症状とその対応、事故と応急手当、心肺蘇生法等も実技を通して学ぶ。「保健

便り」の作成もグループワークで学習する。また、保育者の健康管理についても学ぶ。 

こどもの食と栄養 

健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養の基礎知識を学ぶ。小児の発達を理解し、小児の栄養と食生

活を学ぶ。子どもが健やかに発育するために必要な栄養の基本的な知識を身につける。小児の発育に必要な

栄養は成長とともに変化し、成人と異なる点も多い。各発達段階における栄養と食事を具体的に学ぶ。家庭

や児童福祉施設における食生活の現状と課題についての知識を深める。また、特別な配慮を必要とする子ど

もの食と栄養について理解する。 

保育の心理学 

子どもたちの発達過程や保育という営みを心理学的に理解することにより、人格形成における保育の役割に

ついて深く理解できるようにする。その際、子どものエピソード記録や実践記録等を用い、実際の保育実践

への想像力を涵養しつつ、単なる知識としての学習ではなく、保育者として必要とされる実践的力量の形成

をめざして講義を行う。また、障害のある子どもたちの障害特性や発達的特徴についての学習を通して、保

育における支援の在り方についても考える。 
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乳児保育 

乳児保育の基本となる考え方を学び、保育所、乳児院、こども園、家庭的保育など今日の社会的な必要性と

保育者の役割について学ぶ。保育所保育指針における 3歳児未満の発達のめやすについて学び、それぞれの

発達段階における乳児の生活や遊びへの援助の方法を習得する。乳児保育の計画を作成することから、保育

の内容や方法、環境構成や観察・記録について学ぶ。保護者とのパートナーシップ、保健・医療機関との連

携についての重要性を理解する。 

障害児保育 

障害児保育を支える理念や歴史的変遷について学び、障害についての基本的知識を深め、障害のある子ども

とその家族や社会との関わりについて理解し、様々な障害について知り、障害のある子どもが集団生活の中

で、他の子どもたちとともに育ち合うための援助の方法、環境構成、保育者としての役割や指導について学

ぶ。また、障害のある子どもの保護者への支援や関係機関との連携について理解し、障害のある子どもの保

育に関わる保健･医療･福祉･教育などの現状と課題について理解する。 

社会的養護内容 

様々な理由から家庭では養育されない児童に対して家庭に替わる児童福祉施設の養護について、児童の権利

擁護の観点から、その意義と実際を理解するとともに、そこで働く保育士など職員の倫理について学ぶ。 

DVDの視聴や事例を用いて、児童福祉施設で生活している児童の日常生活や職員の支援の実際を知り、保育

士として現場で活躍するための基礎知識や技術を理解する。また、社会的養護にかかわるソーシャルワーク

の方法と技術について学び、個々の児童に応じた支援計画を作成し、日常生活の支援、治療的支援、自立支

援等の内容について具体的に考えられるようにする。 

保育実習指導Ⅰ-１ 

保育所実習の意義と目的を理解し、保育実習Ⅰ-１の段階と内容、実習生としての心構えや社会人としての

マナー等を学び実習への期待を高める。また保育所保育指針解説書を教科書にしながら､視聴覚教材や事例

研究により保育所の役割や機能、乳幼児の発達等を学ぶ。あわせて発達に即した教材の扱いやかかわり方等

における保育者の具体的な仕事の内容と留意点を学び、初めての保育実習に備える。１日の流れや子ども理

解につながる記録の書き方も学ぶ。事後は実習簿や自己評価シート、意見交流、実習評価票等による振り返

りを行い、自己課題を整理して次の実習につなぐ。 

保育実習Ⅰ-１ 

保育所の生活と１日の流れを知り、保育所の役割や機能を理解する。子どもの観察とその記録による理解を

深める。また、子どもとの関わりを通して発達過程の理解を深め、援助的な関わりについて考える。既習の

教科内容を踏まえ、子どもの発達過程に応じた保育内容や方法、生活や遊びに適した保育環境、健康や安全

への配慮について総合的に学ぶ。保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学び、専門職としての保育

士の役割について知る。 

保育実習指導Ⅱ 

保育実習Ⅰ-１の体験を踏まえて、保育実習Ⅱの段階のねらいと内容を理解し実習の課題と目標を具体的に

立てる。記録の書き方や考察を深める演習、発達段階に即した教材研究、指導案作成の実際など、部分実習

や責任実習を意識して必要な知識や技術を学ぶ。また保育士の役割について、保育所保育指針解説書や幼保

連携型認定こども園教育･保育要領、先輩の体験等から認識を深め、探求心や期待感を高めて実習に向かう

準備をすすめる。事後は実習簿、自己評価シート、実習評価票等により振り返りを行い、最終の実習に向け

て自己課題を明確にする。 

体育実技 

各種の体育・スポーツに関する基礎的な運動技能を獲得する。その運動技能の獲得に加え、どのように練習

すればうまくなるのか、そのスポーツの歴史的背景やルール、勝敗に関わる戦術・戦略等も理解する。また

学生相互で学び合い、学生全員が「できる・わかる」ようになることを目指す。就学前や小学校で行う器械

運動、陸上運動、球技運動、体つくり運動等を行い、その内容を記録し整理する。整理した内容をもとに次

の実技の課題を明らかにする。各種目の技術・戦術などについては、この時間だけなく図書館で本を借り自

習により技能向上のポイントを探る。運動技能の向上をめざし自宅でも毎日練習するように心掛ける。 
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家庭支援論 

家庭の意義とその機能について理解するとともに、子育て家庭を取り巻く社会的状況等の変化と家庭支援の

諸施策・支援体制および、子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と関係機関との連携について知

り、子育て家庭への支援の在り方についての理解をはかる。家庭支援の原則・方法､理論を理解した上で、

一般子育て家庭、障害のある子ども家庭、ひとり親家庭、特別な配慮を必要とする家庭など、支援の対象に

より必要とする社会資源や方法について、事例を用いて学ぶ。 

保育実習指導Ⅰ－２ 

施設実習の意義と目的を理解する。特に施設における養護の具体的な内容や保育士の援助の方法等につい

て、視聴覚教材や事例から学ぶとともに、様々な施設や施設ごとの役割、職員組織等を自己調査や児童福祉

法等の復習によって把握し、施設や子ども(利用者)の特徴を知る。また、生活支援の意味と重要性について

先輩の記録や実践例、私生活の実態から認識を深め、心構えと生活習慣を整えて､施設の社会的な役割と保

育士の職務内容の理解を広げられるような実習につなぐ。事後は自己評価や実習評価票、意見交流等から振

り返りを行い自分の子ども観の変容や人間的な成長を捉える。 

保育実習Ⅰ－２ 

居住型児童福祉施設等を利用する子ども(利用者)への理解を深めるとともに、施設の設備･機能と保育士の

職務について理解する。施設の生活に参加し、１日の生活の流れを理解した上で、子ども(利用者)のニーズ

や施設の生活状況を理解する。保育士の援助の実際を通して養護技術を修得するとともに、生活の一部を実

際に担当し、養護を理解する。特に、子ども(利用者)の個別性に配慮した養護のあり方や、職員間の役割分

担とチームワークや施設と家庭･地域社会との連携の実際に触れ、その在り方について理解する。日常の子

ども(利用者)との関わりを通して、子ども(利用者)にとってよりより生活や関わりの在り方を学ぶ。 

保育実習Ⅱ 

実習では失敗も経験するが、それをプラスに生かし実践的な力を身に付ける。実習保育所の配属クラスの実

態を踏まえ、指導保育士の助言を得ながら指導案を作成し指導・援助を行う。子どもの反応を学び、指導保

育士からの指導・助言を得て、実践力を身に付ける。部分実習から全日保育までを行える実践力を身に付け

る。「保育所保育指針」について、実践を通してさらに理解を深める。日頃から様々な領域の保育に関わる

題材に関心を持ち、子どもと遊ぶには、指導・援助するには、指導案ではどう書くのか、などを事前に考え

準備しておく。 

保育実習指導Ⅲ 

「保育実習Ⅰ-2」を振り返り、保育士や児童指導員を目指す者として自己の課題を明確化する。グループワ

ークにより学生相互の意見交流を促し、施設を利用する子ども〈利用者）のおかれている家庭環境や地域の

生活実態の理解を深め、目の前の子ども(利用者)の言動について、それらも合わせて全体的に理解できるよ

うにする。また、子ども(利用者)の個人差について理解し、対応方法を考える。特に発達のおくれや生活環

境にともなう子ども(利用者)のニーズを理解しその対応について理解する。実習事後指導においては、実習

記録及び、実習評価票を基に実習の振り返りをし、自己課題の整理をする。 

保育実習Ⅲ 

保育士に必要な資質・能力・技術や知識の習得および、家庭と地域の生活実態にふれて、児童家庭福祉等の

ニーズに対する理解力、判断力を養うとともに、子育て(利用者)を支援するために必要とされる能力を養

う。養護全般に参加し、施設を利用する子ども(利用者)の理解や施設機能および保育士の職務内容の専門性

の理解、職業倫理観や、施設内外の多様な専門機関・専門職者が互いに連携し合いながら行う養護行為・活

動や自立支援の実際について、体験を通して学ぶ。援助計画を立案し、実際に実践する。 

 

以上 


