
前期 追・再試験について[筆記試験]

学年 氏名 科目名
追試
再試

試験方法 試験範囲 試験時持ち込み 持ち込みできるもの

1年 森孝一 障害児保育I 再試験 筆記試験 講義した範囲 持ち込み不可

1年 森孝一 社会的養護I
追試験
再試験

筆記試験 講義した範囲 持ち込み不可

1年 緒方智美 子どもの保健
追試験
再試験

筆記試験

本試験に示した範囲と同様
（１４回目の授業資料及
び、グーグルクラスルーム
参照）

持ち込み不可

1年 下稻美里 保育原理 追試験 筆記試験
講義した範囲（第14回授業
内で試験問題・傾向につい
て説明した範囲）

持ち込み不可 なし

1年 下稻美里 保育原理 再試験 筆記試験
講義した範囲（第14回授業
内で、試験内容・傾向につ
いて説明した範囲）

持ち込み可

保育原理で使用した教科書2冊『アク
ティベート保育学01 保育原理』、別冊
『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』。保育原理で配布したプリント。

1年 溝上敦子 教育原理 再試験 筆記試験 講義した範囲 持ち込み可
自筆ノート〔学習ノート、年表、法規
集（提出確認印の押印のあるも
の）〕、評価の観点、

2年 大仁田あずさ 子どもの食と栄養Ⅰ 再試験 筆記試験
講義した範囲（本試験の内
容を再度確認しておくこ
と）

持ち込み不可

2年 冨永明子 幼児と人間関係 追試験 筆記試験 講義した範囲 持ち込み不可

2年 井上和子 教育課程総論
追試験
再試験

筆記試験 講義した範囲 持ち込み可 自筆ノート

2年 冨永明子 子ども家庭支援の心理学 追試験 筆記試験 講義した範囲 持ち込み不可

2年 冨永明子 子ども家庭支援の心理学 再試験 筆記試験 講義した範囲 持ち込み可 教科書、自筆ノート、配布プリント

2年 溝上敦子 相談援助
追試験
再試験

筆記試験 講義した範囲 持ち込み可
自筆ノート（学習ノート・提出確認印
の押印してあるもの）・評価の観点

2年 北野哲也 保育内容「言葉」指導法
追試験
再試験

筆記試験
講義した内容まで。教科書
第６章までの範囲。

持ち込み可 自筆ノート、プリント。

2年 富永真子 英語Ⅰ
追試験
再試験

筆記試験 講義した範囲 持ち込み可 自筆ノート

2年 前田志津子 幼児と環境 追試験 筆記試験 講義した範囲 持ち込み可 配布資料のみ



前期 追・再試験について[レポート] 9/3修正

学年 氏名 科目名
追試
再試

課題 提出用紙および枚数、文字数 提出場所 提出期間

1年 冨永明子 保育の心理学 再試験

以下の２つのテーマについて、授業で学んだことをもとに説明しなさい。
①１歳後半頃から３歳頃の子どもの第一反抗期と呼ばれる状態にはどのよ
うな意味があるか。また、その時期の子どもへの望ましい対応はどのよう
なものか。②保育の心理学における「安全基地」とは何か。そして、もし
子どもの心に「安全基地」がなかったらどうなるか。

テーマ１つにつきレポート用紙１
枚以上。（合計２枚以上）

学務課 9月8日(水)15時まで

1年 手嶋孝司 健康・スポーツ科学Ⅰ 再試験

再試験（レポート課題） 次のⅠ～Ⅲをレポート用紙3～5枚にまとめなさ
い。 ＊鉛筆(B以上)または黒のボールペンを使用し丁寧に書くこと。 Ⅰ.
自分の健康を考える上で、まず現状を知ることが大切です。次の各項目に
ついて記しなさい。 1.私のＢＭＩ（　　　　　） 2.私の標準体重（
kg） 3.私の１日に必要な摂取エネルギー （　　　　　kcal） 4.私の酸
素摂取量（イスに座り安静にした状態）（　　　　　ml/ kg/ min） 5.私
の消費カロリー a.私が1時間散歩（3METs）を行った場合（
kcal） b.私が30分ウォーキング（5METs）を行った場合（　　　　kcal）
6.私の目標（運動強度）心拍数 目標心拍数　（40%→　　　　　拍/分）
（50% →　　　　　拍/分） （60% →　　　　　拍/分） Ⅱ.あなたは健
康のために運動を始めようと考えています。 1.どのような運動を選びま
すか（理由も含めて）。 2.週にどのくらい（頻度・時間・回数など）実
施しますか（理由も含めて） 。 3.運動を始めて、①運動の効果が実感で
きたらどうしますか。②運動の効果がなかなか実感できない場合はどうし
ますか。 4.継続するためにどのようにしますか（理由も含めて） 。 Ⅲ.
あなたにとって「健康・スポーツ科学Ⅰ」（内容）はどのような授業でし
たか。

レポート用紙（A4サイズ）3～5枚 学務課 9月8日(水)15時まで

1年 冨永明子 心理学 再試験

次の3つのテーマについて述べなさい。①勉強には予習と復習が効果的で
あることを、記憶のメカニズムから説明しなさい。②授業で体験した様々
な心理テストを通して、自分の性格がどのようであると把握したか述べな
さい。③心理学の授業で学んだ知識や理論を、今後、自分の生活にどのよ
うに活かしていくか述べなさい。

レポート用紙（Ａ４）2枚以上 学務課 9月8日(水)15時まで

1年 川﨑徳子
保育内容の理解と方法（ことば遊
び）

再試験
○子どもの表現や言葉を豊かに育んでいくためにはどうすればよいか、ま
た、どのようなことに気をつければよいか。○作品制作を通して学び得た
ことはなにか。（成果と課題）

レポート用紙2枚以上、手書きのこ
と。また、作品の写真と手遊び10
種も必ず提出すること。

学務課 9月8日(水)15時まで

2年 冨永明子 幼児と人間関係 再試験

次の2つのテーマについて説明しなさい。①現代の子どもの遊び環境には
「三間がない」といわれるが、どのようなことか。②3歳以上児の子ども
どうしがケンカをした場合、保育者の援助はどのようであることが望まし
いか、基本的な考え方、大切にしたい姿勢について述べなさい。

1テーマにつきレポート用紙1枚以
上

学務課 9月8日(水)15時まで



前期 追・再試験について[実技試験]

学年 氏名 科目名
追試
再試

実技試験の内容

1年 吉原美南子、四童子薫 保育内容の理解と方法（音遊び） 再試験

＜試験内容＞
前期の第15回授業で実施した「ピアノ実技試験」で演奏した楽曲につい
て、1曲ピアノで演奏すること。

＜注意事項＞
・楽譜を持参すること。
・十分に練習をしてから再試験に臨むこと。

＜その他＞
・再試験当日までに授業担当教員によるピアノのレッスンを申し込むこと
ができます。レッスンを申し込む場合は、早めに担当教員へ連絡をしてく
ださい。

2年 四童子薫 保育実習指導Ⅱ 追試験

「保育実習指導Ⅱ」の授業にて提出済みの「夏をテーマとした設定保育」
の指導案について、以下の内容で実技試験を行います。

実技試験時に、自分が作成した指導案についてのプレゼンテーションを行
います。（前期の試験では代表の学生の指導案について、グループで協力
して説明をしましたが、今回は自分の指導案についてプレゼンテーション
を行ってください）
説明の持ち時間：8分
質疑応答の時間：6分
【重要】プレゼンテーションの際、設定保育を行う上で必要となる教材を
作成し、当日持参してください。また、その教材についての説明をしてく
ださい。

【注意事項】
提出済みの指導案は保育準備室にて保管しています。授業担当教員に申し
出てください。



前期 追・再試験について[実技試験]

学年 氏名 科目名
追試
再試

実技試験の内容

2年 吉原美南子、四童子薫 子どものためのピアノ表現Ⅱ
追試験
再試験

ピアノの実技試験についてお知らせします。

【　再試験対象者　】
＜内容＞
「子どものためのピアノ表現Ⅱ」の実技試験において演奏した曲目を演奏
をすること。

＜注意事項＞
・ピアノの課題および弾き歌いの課題のどちらの楽曲を演奏するかについ
ては、担当教員（吉原、四童子）に事前に尋ねること。（2曲とも演奏する
場合もあります。）
・実技試験当日までに、しっかり練習をしてから再試験に臨むこと。

＜その他＞
・実技試験当日までに、授業担当教員（吉原、四童子）によるピアノの
レッスンを受けることができます。レッスンの申し込みについては、でき
るだけ早めに担当教員に直接相談をしてください。

【　追・試験対象者　】
＜内容＞
「子どものためのピアノ表現Ⅱ」の実技試験で演奏予定であった曲目を演
奏してください。（ピアノの楽曲1曲、弾き歌いの楽曲1曲、計2曲演奏しま
す）

＜注意事項＞
・実技試験当日までに、しっかり練習をしてから再試験に臨むこと。

＜その他＞
再試験対象者と同様の内容とする。



前期 追・再試験について[課題]

学年 氏名 科目名
追試
再試

課題の内容 締切および提出先

1年 平山隆浩 総合演習I 再試験 未提出レポートの再提出 9月8日(水)15時までに学務課に提出

1年 平山隆浩 保育内容の理解と方法「感覚遊び」 再試験 未提出課題を制作し提出 9月8日(水)15時までに学務課に提出

2年 平山隆浩 保育内容「表現」の指導法 再試験 未提出課題・レポートの提出(不明な場合は、担当教員まで) 9月8日(水)15時までに学務課に提出

2年 四童子薫 保育実習指導Ⅱ 再試験

以下の課題に取り組み、締切の日までに所定の場所に提出をすること。

＜課題＞
8月の保育所実習Ⅱを体験して印象に残ったエピソードについて、具体的に
記述すること。

＜注意事項＞
・エピソードを記入する用紙については、授業担当教員から直接受け取る
こと。
・ボールペンで丁寧に清書をすること。
・1番下の行まで埋めること。

・9月7日（火）16：20までに、授業担当
教員に直接提出してください。
・事前の相談・報告の無い提出不備につ
いては、その後課題を受けることはでき
ません。


