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はじめての実習に向けて準備中！
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高知大学教育学部
幼児教育コース 発行

授 業 紹 介

幼児教育コース2年生は、この2月から3月にかけて保育実習を行い、来年度9月には幼稚園教育

実習を行う予定です。保育実習・幼稚園教育実習と関わりの深い授業科目のうち、『幼児教育指導計
画論』と『保育実習指導Ⅰ』の2つの科目について、紹介します。

『幼児教育指導計画論』 担当：川俣美砂子

本科目は、幼児教育における指導計画作成の意義や手順、計画作成上の留意点等について理解
し、幼児の発達に即した指導計画を立案し、展開できる力を身につけることを目標としています。指導
計画作成の意義や留意点を学んだ後は、受講者30名（幼児教育コース2年生12名と他コースの2，3
年生18名）が7グループに分かれて主活動指導計画を作成し、それに基づいて保育準備、模擬保育

の実施と振り返りを行いました。保育者役、子ども役になって体験することで保育のやりやすさややり
にくさを体験することができたり、事前準備や教材研究の大切さを感じることができたようです。

『保育実習指導Ⅰ』 主担当：川俣美砂子・三ッ石行宏
幼児教育コース2年生の必修科目であり、事前指導・直前指導・事後指導の3つから成り立っている

科目です。そのうち事前指導は9月上旬に5日間の日程で行われました。

初日の内容は「保育実習の意義・目的・内容・方法」「子どもの人権と守秘義務」「保育所・児童養護
施設等の児童福祉施設の特色」等について学び、2日目・3日目には「保育計画・指導計画作成」につ
いて学びました。4日目には、事前学習を行ったあと、高知聖園天使園（児童養護施設）へ見学に行
きました。5日目の最終日には、「保育実習目標および保育実習計画の立て方」について学びました。

本格的な実習は保育実習が初めてということもあり、受講生は真剣な眼差しで講義を受け、課題に
取り組んでいました。

『幼児教育指導計画論』 『保育実習指導Ⅰ』

幼児教育実習室前の園庭で 10月末、スクスク伸びる
皆で育てた冬野菜を収穫しました。 謎の植物を見守っていると･･･

12月末、こん
なに立派な、ヒ
マワリの花が
咲きました。
さすが
南国高知！



「あそぼーや」アンケートより
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◆地域子育て支援広場「あそぼーや」の1年間（アンケートより）

高知大学教育学部幼児教育コース主催の地域子育て支援広場「あそぼーや」は、教育学部教
員の指導のもとで、幼児教育コースの1年生が乳幼児のための遊び活動を計画、準備、実践す
るものです。今年度も計10回開催し、のべ168組（下表）のお子様と保護者の方にご参加いただ
きました。

ご参加の保護者の方には、毎回アンケートにご協力いただきました。 アンケートの結果、“お

子様の様子は楽しそうでしたか？”という質問に、「そう思う」「少し思う」と答えた方は合わせて
約98%、“保護者の方にとって気分転換になりましたか？”という質問に、 「そう思う」「少し思う」
と答えた方は合わせて約96%でした。

◆「あそぼーや」に参加された保護者の方々の声 ◆「あそぼーや」で活動した学生の声

No 活動日 主な活動 参加組数

1 5月27日(金) はり絵をつくろう！―ちぎったりくっつけたり・・・どんな形ができるかな？― １３組

2 6月10日(金) 絵本で遊ぼう！―巨大絵本や紙芝居、影絵もあるかな？どんなお話がはじまるかな？― ２１組

3 6月24日(金) 身近な素材で遊ぼう！―お友達、大学生のお姉さん・お兄さんと一緒に遊びましょう。― １６組

4 7月15日(金) 粘土場で遊ぼう！―からだ全体を使って、たっぷりの粘土で遊びましょう。― １７組

5 7月29日(金) 音楽あそびをしよう！―手あそびや体あそび、いろいろな音楽あそびをしてみましょう。― ２３組

6 10月14日(金) 粘土場で遊ぼう！―からだ全体を使って、たっぷりの粘土で遊びましょう。― １３組

7 11月11日(金) おもちゃをつくろう！―はったりくっつけたり・・・どんなものができるかな？― １４組

8 12月2日(金) 身近な素材で遊ぼう！―お友達や大学生のお姉さん・お兄さんと一緒に遊びましょう。― ２２組

9 12月16日(金) 音楽で遊ぼう！―手遊び、歌遊び、楽器遊び、いろいろな音楽遊びをしてみましょう― １８組

10 1月27日(金) 絵本で遊ぼう！―巨大絵本や紙芝居？どんなお話がはじまるかな？― １１組

子どもたち同士
のかかわりも見る
ことができて、楽し
い時間を過ごすこ
とができました。

何度もそばに子
どもたちがきてく
れ、たくさんの笑
顔を見られて良
かったです。
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Q. お子様は楽しそうでしたか？

そう思う 少し思う あまり思わない

思わない 無回答
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Q. 気分転換になりましたか？

そう思う 少し思う あまり思わない

思わない 無回答

なかなか家ではでき
ない貴重な経験で楽
しかったです。ありが
とうございました。

いつも楽しい
あそびかたを教
えてくれてあり
がとうございま
す。

たくさんのお子さ
んや保護者の方
がいて、優しい雰
囲気でよかった。
また来たいと思い
ました。



「出張あそぼーや」に行きました

３

8月23日（火）、幼児教育コースの1年生と2年生がバスに乗り、アンパンマンミュージアムのすぐ
近くにある大宮小学校まで行きました。山田高校学校地域協働本部が主催する「第1回サマー
チャレンジ スクスクール☆in おおみや」に協力するためです。この活動は、小学生の健やかな夏

休みの居場所づくりを促進し、異年齢児間の遊びや交流を通じて子どもたちの創造性、自主性、
社会性などを養うことを目的としています。

当日は「あそぼーや/作ってあそぼう（何を作るのかは当日のお楽しみ）」というタイトルだけを予
告していたので、近隣の小学校1年生から6年生まで、約30名の子どもたちが「何を作るのかな？」
と興味津々で集まってくれました。

学生が事前に話し合い、小学生に無理なく作れて楽しめるものとして、ビニール袋を使ったパラ
シュート、ペットボトルを再利用して作ったけん玉、プラスチック板に好きな絵を描いて作るキーホ
ルダー、小麦粉から作るカラフルなスーパーボール、という4つのコーナーを作りました。子どもた

ちは好きなコーナーへ集まり、お兄さん、お姉さんとお話をしたり、少し手伝ってもらったりしなが
ら、根気強く取り組めていました。集中してモノ作りに取り組んだ後はみんなで集まり、ゲームをし
て身体を動かし、笑顔と歓声がホールに広がりました。

山田高校の先生からは、「学生さんたちの子どもへの関わり方や運営進行は大変すばらしいと
思い、私も勉強させていただきました。」という言葉をいただき、幼児教育コースの学生にとって幼
小連携を学ぶよい機会となりました。

地域子育て支援広場「あそぼーや」は1・2学期合わせて計10回開催

されました。そのうち、音楽教育コース梶原先生にご指導いただいた
『音楽で遊ぼう！』の活動を紹介します。

『音楽で遊ぼう！』は、18組の皆さんが参加してクリスマスをテーマ

に行われました。子どもたちは、絵本「ぐりとぐらのおきゃくさま」（中川
李枝子文 /山脇百合子絵 福音館書店）に続いて、歌「あわてんぼうの

サンタクロース」（吉岡治作詞/小林亜星作曲）を題材にしたパネルシ
アターを楽しみました。続くドラムサークルでは、お兄さんの手拍子に
合わせて子どもたちと保護者の方々が上手にリズムを刻んでいました。
「サンタクロースはどこだ」（ 新沢としひこ作詞/中川ひろたか作曲）の

音楽ダンスでは、途中で本当にやってきたサンタクロースさんを見て
驚きながらも、楽しんでくれていました。

12月16日「あそぼーや（音楽で遊ぼう）」を PICK UP！

みんな、お姉さんのお話をしっかり聞いてくれたね。

きれいな色のスーパーボールができそう！

プラ板にうまく描けますように・・・

伝言ゲーム、うまく伝わるといいな。



🌼 あそぼーや
高知大学教育学部の地域子育て支援広場「あそぼーや」は、以下の日程で皆さんをお待ちしています。

大学生のお姉さん・お兄さんと一緒に、遊びましょう！

(※上記日程は「あそぼーや２」の日程①②も含めて示しています。「あそぼーや２」の詳細は下記のとおりです)

・参加方法：準備の都合上、上表の申込期間中に以下の(1)～(5)をご記入のうえ、メールで
asoboya@kochi-u.ac.jpまで、お申し込みください。参加希望のメールが届きましたら、こちらから返
信をいたします。申し込み最終日翌日が過ぎても返信が届かない場合は、ご面倒ですが下の問い合わせ
先へご連絡ください。

・対 象：高知市近郊在住の未就学児とその保護者(お子様だけでの参加はご遠慮ください)
・時 間：いずれも１５：００～１６：００
・集合場所：高知大学教育学部１号館１階幼児教育コース実習室１

（集合後、各活動の教室へ移動する場合もあります）
・持 ち 物：水分補給のための飲み物、お子様の着替え・おむつ等必要なもの
・服 装：お子様も保護者の方も、汚れてもよい服装でお越しください。

特にNo.１,３,４の活動は着替えが必要です。
・参 加 費：年間保険代等３００円（年度初参加時のみ１回徴収）
・定 員：20名程（活動場所の広さの都合上、定員を設けております。ご了承ください）

・問い合わせ：「あそぼーや」や「あそぼーや２」についてのお問い合わせは、
asoboya@kochi-u.ac.jpまでお願いいたします。

🌼 あそぼーや２（ツー）
学生が遊びを企画する「あそぼーや」とことなり、「あそぼーや２」は、お子様が幼児教育

コース実習室にあるおもちゃを使って自由に遊んだり、昨年度「あそぼーや」を担当した大学
生と一緒に遊んだりします。「あそぼーや２」に参加される場合、申し込みは必要ありません。

開催日程：５月３１日(水)と７月１９日(水)どちらも１５：００～１６：００
対 象：未就学児とその保護者

🌼 保育相談について
「あそぼーや」実施日に、幼児教育コース教員が子育ての悩み等についてご相談をお受けす

る「保育相談」を実施します。お子様は「あそぼーや」の活動に参加し、別室で保護者の方の
ご相談をお受けすることもできます。
相談を希望される方は「あそぼーや」の活動日の７日前までに、（１）タイトル（件名）：

保育相談（２）希望する相談日<①第１希望日、②第２希望日>（３）保護者のお名前（４）お
子様のお名前、年齢、性別（５）相談の簡単な内容を下記のアドレスへメールでお知らせくだ
さい。希望者が多い場合には、他の「あそぼーや」の日程を提案させていただきます。なお、
「あそぼーや」に来ていただいた際に予約をすることもできます。
連絡先（E-Mail ): asoboya@kochi-u.ac.jp

「あそぼーや」、「保育相談」にいらっしゃいませんか？

【メールへの記入事項】
(1)タイトル（件名）：あそぼーや参加希望 (2)参加希望日 (3)お子
様について：お名前、年齢、性別 (4)保護者の方について：お名前、
住所、電話番号 (5)大学広報使用のための写真掲載の可または不可

幼児教育コースだよりは、高知大学教育学部のホームページ
（http://www.kochi-u.ac.jp/gakubu/kyoikugaku/）でもご覧いただけます。

発行元：高知大学 教育学部幼児教育コース
〒780-8520 高知市曙町2丁目5-1

TEL 088-844-8368

４ 本誌タイトルロゴ：高知大学 吉岡一洋

No 月日 曜日 主な活動 対象年齢 申込期間

1 5月26日 金 はり絵をつくろう！ ちぎったりくっつけたり・・・どんな形ができるかな？ 3歳以上 5/15～5/22

① 5月31日 水 あそぼーや２（ツー） 大学生のお姉さん・お兄さんと一緒に遊びましょう 未就学児 申込不要

2 6月9日 金 絵本で遊ぼう！ 巨大絵本や紙芝居？どんなお話がはじまるかな？ 未就学児 5/29～6/5

3 6月23日 金
身近な素材で遊ぼう！ ダンボールや新聞紙で作ったり、遊んだり・・・お友達
や大学生のお姉さん・お兄さんと一緒に遊びましょう

未就学児 6/12～6/19

4 7月14日 金 粘土場で遊ぼう！ からだ全体を使って、たっぷりの粘土で遊びましょう 3歳以上 7/3～7/10

② 7月19日 水 あそぼーや２（ツー） 大学生のお姉さん・お兄さんと一緒に遊びましょう 未就学児 申込不要

5 7月28日 金
音楽で遊ぼう！ 手遊び、歌遊び、楽器遊び、いろいろな音楽遊びをしてみま
しょう

未就学児 7/18～7/24


