
八戸学院大学短期大学部

幼児保育学科

幼児期の「遊び」による身体活動は、多様な動きを身につける上で必要な
ものであり、生涯にわたる健康維持の基本。「遊び」を通じた周囲との交
流は子どものコミュニケーション能力を高めます。

子どもたちは日々の生活の中で基本的な生活習慣や規範意識を身につ
けます。家庭や地域社会を含めた子どもたちの生活全般を視野に入れ、
保育のプロとしての専門性を活かします。

文字や数への関心、自然との関わり、仲間との関わりの中で身につける、
工夫する力や調べる力。子どもの健やかな発達を促す質の高い保育を提
供できるプロの力が求められています。

さまざまな環境の中で子育てをする保護者の不安や負担感に対し、専門
性を活かした子育て支援を行うことも地域の保育所・幼稚園等施設の大
きな役割になっています。
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地域と連携した実習で実践力を養成。
子どもたちを慈しむ豊かな心を大切に。

学びの注目ポイント

幼児保育学科２年生 青森県・三沢高校出身福田未歩さん

保育のプロフェッショナルを育成

教育
目的

カトリシズムに則り、愛と知性に
富み、健全にして豊かな情操
と調和のとれた人格を有し、
保育の社会的発展に貢献す
る人材の育成を目的とする。

夏の海で創造力を磨く「砂浜彫刻」
毎年夏、八戸市鮫町の白浜海岸で幼児保育学科の全学生約200

名が参加して行われるのが、「砂浜彫刻」の実習授業。幼稚園教育

要領の５領域である「健康・人間関係・環境・言葉・表現」を網羅す

るユニークな学びの機会です。2016年のテーマは「わ」。大自然

の中、「輪」「和」「我」などグループごとにイメージを膨らませ、作

品を完成させました。

子どもフェスタでオペレッタを上演。
八戸市などが主催する「はちのへ子どもフェスタ」では、毎年、

幼児保育学科の２年生がオペレッタを上演します。歌とダンスとお

芝居の総合芸術であるオペレッタに取り組むことによって、

学生たちは音楽、美術、体育、言葉の表現力を高めます。2017年

２月にも八戸市公会堂文化ホールで見事に上演し、地域の子ども

たちの笑顔と拍手に包まれていました。

幼児期の教育は、知識や技能を保育者が子どもたちに教え

るものではありません。保育者には、子どもたちが遊びや生

活を通して学びを得ていくことを支える役割が求められま

す。そうした幼児教育における理論を、私自身の保育実践を

もとに具体的な保育場面を通して皆さんに伝えます。２年間

で「保育者自身が保育を楽しむ」姿勢を築いていきましょう。

地元で子どもの保育に携わりたいと考え、幼稚園教諭と保育士の資格が
２年間で取得できる本学を選びました。ボランティアなどで地域と交流しな
がら学べることや、ピアノのレッスンが充実していることも決め手になりまし
た。以前は人前で話すことが苦手でしたが、授業で発表をする経験を積むう
ちに緊張せずに話せるようになったのは、短期大学に入って自分が成長した
点だと思います。

二つの資格をしっかり取って地元で働きたい。

先生は頼れるサポ
ーター

保育者の役割は「教える」のではなく

「支える」こと。

幼児保育学科

（教育原理、教育方法論、指導計画論ほか）
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言葉

子どもが言葉を獲得していく過程や

発達について理解を深めます。絵本

の読み聞かせや紙芝居の演習、ペー

プサート（紙人形劇）などの制作を通

して「言葉」に関する教材の選択や指

導方法を学習します。

保育者に必要な「弾き歌い」

ができるよう基礎技能を学

ぶ「ピアノレッスン」は、初心

者にも個別に指導するので

安心。レッスン室のピアノで

自主練習も存分にでき、童謡

やアニメ曲など現場で役立

つ曲目をマスターできます。

［ 2 年 次 ］

幼児体育

フープや縄などの遊具を使ったあそ

び、ダンス創作などの運動あそびを

実践。その楽しさや指導法を学ぶとと

もに、表現力豊かに指導できるよう、

保育者として必要な身体づくり、動き

づくりを行います。

［ 1・2 年 次 ］

保育実習・
保育実習指導

保育士資格取得に向けた実践学習と

して、保育所や児童福祉施設での現

場実習を行います。１年次は観察実

習が中心で、２年次には保育所の保

育活動全般に参加。事前・事後の保

育実習指導もきめ細やかです。

［ 1・2 年 次 ］

ピアノ未経験者にも安心の
しっかり指導

本学科では、毎年「保育者

養成懇談会」を開いて保育

所・幼稚園・施設の連携を

図っています。学内の研究

成果を発信するとともに、

保育の現場の最新状況を

理解する良い機会となって

います。

資格取得の科目の中で大変なのはピアノです。
弾きながら歌う経験がなかったので、意識して大
きな声で歌わないとピアノの音に負けてしまう
のです。専門の授業を通して、子どもにお話を伝
える方法には読み聞かせや紙芝居の他にもパネ
ルシアターやエプロンシアターなど多様にある
ことを知り、将来必ず役に立つだろうと思い学
んでいます。

［青森県・八戸西高校出身］

保育者養成懇談会

授 業 科 目

幼児保育学科

Pick up

Topics

99%99%

2014
（平成26）年度

2015
（平成27）年度

2016
（平成28）年度

100%

幼児保育学科２年生 河目 桂子さん

幼稚園教諭二種免許
保育士
日本サッカー協会公認
キッズリーダー U-6

●幼児保育学科で目指せる資格

■幼稚園教諭二種免許
教員免許

■保育士
国家資格

■社会福祉主事任用資格
任用資格

■日本サッカー協会公認 キッズリーダー
　（U-6.8.10）

民間資格

就職 幼児保育
学科で

目指せる

資格
内定率

%
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科
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カリキュラム
体験学習を重視した実践教育と音楽や美術を通した人間教育。

３つの附属幼稚園で教育実習も。

幼稚園は「教育」を目的として設置されている機
関で、満３歳からの幼児を対象としています。保
育所は０歳児からが対象年齢で、「保育を必要と
する乳児または幼児を保育すること」が目的。そ
れぞれ役割が違うのです。本学科は、卒業と同
時に両方の資格を取得できるカリキュラムにな
っています。本学には「八戸学院幼稚園」「八戸
学院聖アンナ幼稚園」「八戸学院第二しののめ
幼稚園」の3つの附属幼稚園があります。学生は
これらの幼稚園で教育実習や子どもたちと一緒
に過ごすボランティア活動を行っており、厚みの
ある実践教育を可能にしています。

取得します!

●主な就職先
まほろば幼稚園、旭ヶ丘保育園、いちのさ

わ保育園、うぐいす保育園、河原木中央

保育園、しみず保育園、すぎのこ保育園、

たいなか保育園、浜市川保育園、湊保育

園、芽生保育園、おおくきこども園、中居

林こども園、明星こども園、認定こども園

桔梗野保育園、認定こども園木の実園、

認定こども園こばと保育園、認定こども

園さえずりの森、認定こども園白銀台保

育園、認定こども園根岸保育園、認定こど

も園一日市保育園、認定こども園マリア

ンハウス幼稚園、認定こども園三島保育

園、認定こども園むつみ保育園
※詳しくはP32をご覧ください。

１．保育者に求められる情操を育む柱として音楽教育を重視し、教養科目の音楽と専門科目のピアノレッスンⅠ～Ⅳを必修とする。
２．保育士資格および幼稚園教諭二種免許状を取得するために必要なカリキュラムを編成する。また、自分の研究関心に基づいて保育について深く学ぶために、ゼミナールⅠ～Ⅳを必修科目として配置する。
３．保育者として他者と協働するための基礎的な力を育成するために、学内での実習指導の科目を通年で配置する。

カリキュラム・ポリシー 教育課程編成・実施の方針

１．健全で豊かな情操と、子どもの心情に寄り添う専門的態度を有する。
２．保育の専門的知識と技術を有し、子どもの発達過程に応じて豊かな保育環境を構成することができる。
３．保育者としての責務を理解し、他の保育者や専門職者と恊働して、子どもの最善の利益を追求することができる。

ディプロマ・ポリシー 卒業認定・学位授与の方針

１．情操教育であり保育の専門技術でもある音楽を積極的に学ぼうとする意欲がある。
２．保育の専門的知識と技術を身につけようとする強い意志がある。
３．「読む、書く、聞く、話す」などの基本的なコミュニケーション能力を有する。
４．高等学校で学習した主要科目について、十分な基礎学力を身につけ、
   基礎的な課題を解くことができる。

【幼児保育学科の具体的な受け入れ方針】
１．音楽を積極的に学ぼうとする意欲については、書類審査と面接および小論文またはピアノ実技により判定する。
２．保育の専門的知識と技術を身につけようとする強い意志については、書類審査と面接および小論文により判定する。
３．基本的なコミュニケーション能力については、書類審査と面接および小論文により判定する。
４．高等学校で学習した主要科目について、十分な基礎学力を身につけていることについては、書類審査と学力検査により判定する。

【入学者選抜における判定方法】

アドミッション・ポリシー 入学者受け入れの方針と判定方法
保育士資格および幼稚園教諭二種免許状を取得する強い意志を有し、保育者として社会において活躍しようとする意欲がある人を受け入れる。
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