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多文化共生保育に関わる保育者養成の現状と課題 
―保育者養成校におけるシラバス調査より―

白 石　雅 紀

Trend and Issues Confronting Education for Multicultural Child Care
─  From Syllabus Survey─

Masanori Shiraishi

要　旨
本稿は、2019年現在における全国の保育士養成校における「多文化共生保育に対応できる保

育士養成」の位置づけを明らかにすることを目的としている。保育者養成校 396校のシラバス
を精査した結果、カリキュラムに多文化共生保育に関わる内容が明記されている子ども家庭福
祉、保育内容総論に加え特別支援教育において、養成校 396校のうち、一コマ全て多文化共生
保育の講義を行っているのは、それぞれ 13校（子ども家庭福祉）、38校（保育内容総論）、11

校（特別支援教育）であった。また、今回の調査で取り上げた 396校のうち、授業で多文化保
育に関連した内容を取り上げていない可能性のある養成校は 85校であった。以上の結果より、
シラバス上、多文化共生保育に関連した内容を取り上げていない可能性のある養成校が全体の
5分の１以上を占めることから、保育士養成課程において、多文化共生保育は保育者を養成する
上で、必ず教授するべき内容とは位置づけてられていない現状が示唆された。
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1．背景と目的 

2011年以降、日本の総人口は減少が続いている。
総務省によると 2019年 10月 1日現在の日本の総
人口は 126,167,000人であり、2018年 10月 1日と
比べ、276,000人の減少、増減率は－0.22％となっ
ている。総人口よりさらに減率が高いのが日本人人
口である。2019年 10月 1日の日本人人口は
123,731,000人であり、2018年 10月 1日と比べ、
487,000人の減少、増減率は－0.39%となっている。
日本の総人口よりも日本人人口の増減率が低いの
は、日本人人口が減少している一方、外国籍の人
口が増えているためである。法務省によると 2018

年末の在留外国人数は 2,731,093人であり過去最高
を記録している。また、2019年 4月 1日、外国人
の受け入れ拡大を目的とした新在留資格「特定技
能」を盛り込んだ改正出入国管理法が新たに施行
された。日本社会における深刻な人手不足に対応
するため、新在留資格「特定技能」では介護や外
食業などの特定産業分野が新規に追加された。日
本政府は今後とも、即戦力となる外国人材を積極
的に受け入れる方針であり、日本社会において今
後とも在留外国人は増加することが予測される。
在留外国人の増加は保育現場にも影響を与えて

おり、従来と比べて保育現場においても多様なルー
ツをもつ子ども・保護者・保育者の姿が目立つよう
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になってきた。
このような現状から近年、保育現場における民
族・文化・信仰・個人の特性などに起因する価値
観や行動規範の違いによる摩擦・対立を超えて、
共生を模索する「多文化共生保育」に関する研究
が行われている。例えば、「園の多文化状況の違い
による保育課題や保育実践の違いに焦点を当てた
研究」（卜田他、2015）などの蓄積がある。　
これらの研究によって、多文化共生保育のあり
方と保育者の役割についての検討が重ねられてい
るが、一方で多文化共生保育に対応できる保育者
の「養成」については、1つの養成校の取り組みを
考察した研究（高井 2019）等、各々の取り組みに
ついて論じた研究はあるが、全国規模で、多文化
共生保育に対応できる保育者養成の現状をとりま
とめた研究は行われていない。多文化共生保育に
関わる保育者養成の研究を次の段階に推し進める
ためにも、まずは日本における「多文化共生保育
に対応できる保育者養成」の現在の位置づけを整
理する必要がある。そこで本稿では保育者養成に
携わる全国の 4年制大学、短期大学のホームペー
ジ上に公開されているシラバスを整理することによ
り、2019年現在における全国の保育者養成校（保
育士資格と幼稚園教諭免許状双方が取得できる学
校）における「多文化共生保育に対応できる保育
者養成」の位置づけを明らかにすることを目的とし
ている。

2． 保育者養成カリキュラムにおける多文
化共生保育の位置づけ

2019年 6月 22日現在、全国保育士養成協議会
の会員となっている保育士養成校は 546校あり、
このうち 4年制大学は 228校、短期大学は 216校
である。これら保育士養成校では厚生労働省の定
めた一律のカリキュラムを用いて保育者養成を
行っている。2018年 4月 27日に改正された「指定
保育士養成施設の指定及び運営基準」に基づき、
2019年度より保育士養成は「新カリキュラム」で
の対応となっている。新カリキュラムの授業内容に

おいて、多文化共生保育に向けての保育士養成に
ついて具体的に明示されているのは「教科目名：
子ども家庭福祉」における「貧困家庭、外国籍の
子どもとその家庭への対応」、「教科目名：保育内
容総論」における「多文化共生保育」である。こ
の他にも「教科目名：子どもの理解と援助」「教科
目名：こども家庭支援の心理学」「教科目名：子育
て支援」等複数科目で「特別な配慮を要する子ど
もの理解と援助」「特別な配慮を要する家庭」「特
別な配慮を要する子ども及びその家庭に対する支
援」等、「特別な配慮」という文言が授業内容とし
て示されている。「特別な配慮」の対象について、
厚生労働省の「指定保育士養成施設の指定及び運
営基準」では明示されていない。ただ、文部科学
省の幼稚園教育要領解説第 5節「特別な配慮を必
要とする幼児への指導」において「海外から帰国
した幼児等の幼稚園生活への適応。国際化の進展
に伴い、幼稚園においては海外から帰国した幼児
や外国人幼児に加え、両親が国際結婚であるなど
いわゆる外国につながる幼児が在園することもあ
る」とし、「特別な配慮」の対象には外国につなが
る子どもを含んでいる。よって、保育士養成カリ
キュラムにおける「特別な配慮」の対象として、
外国につながる子どもも含まれると推察できる。た
だ、実際に各養成校が「特別な配慮」の対象とし
て、外国につながる子どもを含めているのかは、
各養成校に委ねられているのが現状である。

3．調査方法

 2019年 9月全国保育士養成協議会会員校 546校
のうち、4年制大学 228校と短期大学 216校、合わ
せて 444校の HP上にて公開されているシラバスよ
り、各養成校の学科内における多文化共生保育に
関係する講義、授業内容を抽出する。抽出の方法
は各校のシラバスを「配慮」「多文化」「外国」「共
生」で検索し、該当した科目・講義内容を抽出す
る。全学対象の一般教養科目は検索対象とはしな
い。また、多文化共生に関わる内容であったとして
も、子どもが含まれない内容や、就学後の児童の



71多文化共生保育に関わる保育者養成の現状と課題 

みが対象の科目も含まない。ただ、特に就学前の
子どもの多文化共生に特化した内容であれば上記
にかかわらず、抽出する。調査時期は 2019年 9月
から 2019年 11月、筆者とアルバイト 1名の 2名に
て行った。筆者が担当した地域は関東・近畿（滋
賀・京都・大阪）であり、残りの地域はアルバイト
が担当した。

4．結果

全国保育士養成協議会会員校のうち 4年制大学
と短期大学合わせて 444校、閉校予定の学校や 4

年制大学と短期大学部のシラバス区分けができな
い大学があったため、総検索数は 428校であった。
このうち調査期間内にシラバス検索機能の不調等
により 32校のシラバス検索を行えなかったため、
実際の調査対象校は 396校であった。調査結果は
表 1のとおりである。（シラバス記載なしとは、シ
ラバスを検索したが、関連する用語がヒットしな
かったこと。シラバス検索不調とは HPが重い等の
理由でそもそもシラバスを検索できなかったことで
ある。）

ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

北海道 北海道

藤女子大学 シラバス記載なし
帯広大谷短期大学 シラバス記載なし
光塩学園女子短期大
学 シラバス検索不調

北海道文教大学 シラバス記載なし
拓殖大学北海道短期
大学 子ども家庭福祉 15.子ども家庭福祉の現状と課題：貧困家庭、外国籍の子供とその過程への支

援・対応 小銭寿子

札幌国際大学短期大
学部

特別支援教育・保育
（基礎）

13.「特別支援」を必要とする子どもたち　多文化共生保育の現状・貧困・養
育困難 岡部祐子

諸外国の保育 14.日本の多文化保育 野崎剛毅

旭川大学短期大学部
異文化理解と多様な
世界 10.共生についての考察 齋藤眞宏

Geoffrey.H.Carry
統合保育 30.多様性の社会と共生社会 熊田広樹

函館大谷短期大学 シラバス記載なし

釧路短期大学

特別支援教育Ⅰ 9.障害はないが特別な教育的ニーズ（貧困、言語困難）がある幼児、児童及び
生徒の把握や支援 小林麻如

子ども家庭支援の心
理学

9.障害はないが特別な教育的ニーズ（貧困、言語困難）がある幼児、児童及び
生徒の把握や支援特別な配慮を要する子どもをもつ親、ひとり親家庭への支援
（AL）

穴水ゆかり

子ども家庭支援論 6,7.障害はないが特別な配慮を要する子どもをもつ親、ひとり親家庭への支援
（事例）（AL）　 岩野布美子

子育て支援 12.保育者の行う子育て支援とその実際：特別な配慮を要する子ども及びその
家庭に対する支援（AL）

國學院大學北海道短
期大学部

特別支援教育論
13.「特別支援」を必要とする子どもたち　多文化共生保育の現状・貧困・養
育困難保護者や家庭支援（保護者や家庭に対する支援の必要性を、具体的な
支援の方法を考察、母国語や貧困問題を含む）

松村澄絵

子ども家庭支援論 9.特別なニーズを抱える家族家庭への支援① 中山美知子
子育て支援 13.特別な配慮を要する子どもとその家庭に対する支援 中山美知子
子ども家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍家庭への対応 菅原健太

星槎道都大学
保育内容総論 7.長時間保育、特別な配慮を要する子どもの保育、多文化共生の保育、まとめ 吉江幸子
教育心理学 14.配慮を必要とする児童・生徒とその支援ー障がいの適切な理解と支援ー 瀧本響
子どもの理解と支援 13.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 吉江幸子

名寄市立大学

保育内容総論 14.これからの保育内容①多文化共生の保育 中西さやか
子どもの権利 9.在日外国人と子どもの権利 松倉聡史

子ども家庭福祉Ⅰ 8.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 宮内俊一
小尾晴美

子ども家庭支援の社
会・心理学 13.特別な配慮を要する子ども家庭への支援 糸田尚史

小尾晴美
子育て支援 12.特別な配慮を要する子ども及びその家庭に対する支援 宮内俊一

札幌大谷大学短期大
学部

特別支援教育と保育
（理論） 14.合理的配慮を必要とする子どもの理解と支援 今西良輔

北翔大学短期大学部 保育内容総論
14.教育及び保育の多様な展開について：乳幼児保育、長期保育、特別な支援
を必要とする子どもの保育や、多文化共生の保育などの多様なお育ニーズにつ
いて具体的に学びます

清水桂子

表 1　2019 年度全国保育士養成協議会会員校シラバス結果
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

北海道 北海道

北翔大学短期大学部 特別支援教育基礎 7.特別支援教育と福祉家庭支援：障害のある子どもや貧困や言葉の問題など特
別な教育ニーズを持つ子どもと家庭への福祉と家庭支援について学びます 荒川巌

札幌国際大学 保育内容総論 13.保育の多様な展開：長時間保育、特別な配慮、多文化共生 増山由香里

函館短期大学

子ども家庭福祉 15.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応、次世代育成支援と子ども
家庭福祉への対応、地域における連携・協議ネットワーク、諸外国の動向 岡崎圭子

保育内容総論 15.長時間保育、特別な配慮を要する子どもの保育、多文化共生の保育、授業
を振り返り、課題の整理とまとめ 三島裕一

環境 15.3歳児以上の教育・保育か～領域「環境」内容の取扱い②（伝統的な遊び、
異文化、国際理解、体験に基づく数量や文学への興味） 松本啓

子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家族 赤坂和哉

特別支援教育 14.障害はないが特別な配慮を必要とする子どもの把握と支援（母国語、貧困
問題等の特別な教育ニーズの理解） 山下真由美

教育相談

14.子ども、保護者への寄り添いと教育相談（自己理解の深まりと人間関係の
構築に向けた人格の成長への支援）、地域の子育て家庭支援、障害のある子ど
も・特別な配慮を要する子どもとその家庭の支援、多様な支援ニーズを抱える
子育て家庭の理解

家村昭矩
赤坂和哉

札幌学院大学

子ども家庭支援の心
理学 8.多様な家庭配慮を要する家庭の理解 北田雅子

渡邊憲介

特別支援教育総論 15.ダイバーシティ（多様性）教育に向けて：LGBT、外国籍、高 IQ、貧困、
虐待、HSC（人一倍敏感な子） 田中敦士

北翔大学 シラバス記載なし

札幌大学女子短期大
学部

保育内容総論 14.多文化共生の保育 梶浦真由美

子ども家庭福祉 13.貧困家庭・外国の子ども家庭への支援等 小林由希子
片山寛信

子育て支援 12.支援の実際④：配慮を要する子ども及び家庭に対する支援 前野紀惠子

東北

青森

弘前厚生学院 シラバス検索不調

東北女子短期大学
家庭支援論 14.子育て家庭支援の支援の方法：特別な対応を要する家庭への支援。危機的

状態にある家庭への支援ー実践事例を通して 工藤のぶ

言葉（1） 15.現代の子どもを取り巻く環境と「言葉」・特別な配慮が必要な幼児への指導
を踏まえた「言葉」にかかわる保育実践（どのような伝え方が考えられるのか） 島内智秋

青森明の星短期大学

保育総論 10.様々な配慮を必要とする子どもたちの園生活と保育内容 岡本潤子
子ども家庭支援の心
理学 10.多様な家庭とその理解、11.特別な配慮を要する家庭 高橋多惠子

子ども家庭福祉 10.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応について理解する 棟方梢
家庭支援論 14.特別な配慮を要する家庭への支援：児童虐待対応他 田中泰恵
幼児理解の理論と方
法 12.特別な配慮が必要な子どもの保育から考える 高橋多恵子

八戸学院大学短期大
学部 シラバス記載なし

青森中央短期大学
保育と青森（言葉） 11.言葉でのかかわりに配慮を必要とする子ども ②外国籍の子どもとのかかわ

り 丸山厚子

保育と青森（人間関
係） 14.人間関係でちょっと気になる子ども：②特別な配慮 大橋誠

東北女子大学

保育内容総論 14.保育の多様な展開（長時間保育、特別な配慮を要する子どもの保育、多文
化共生の保育） 安川由貴子

特別支援教育論 10.障害はないものの特別の教育的ニーズを有する子どもの特性と支援 松本敏治
家庭支援論 13.子育て家庭の支援の方法（あり方）：特別な対応を要する家庭への支援 工藤のぶ
保育実践演習 14.保育における今日的課題④：多文化共生社会における保育 安川由貴子

岩手

岩手県立大学
保育内容総論 14.多文化共生の保育 井上孝之
育児支援論 9.外国人の保護者・子供に対する支援 吉田清子

盛岡大学短期大学部 特別支援教育・保育 15.多様な問題を持つ子どもへの支援と今後の特別支援教育について 嶋野重行

修紅短期大学
保育内容総論 13.多文化共生保育とその意義 小金森姫子

子育て支援 9.子育て家庭に対する支援の実際②：特別な配慮を要する子ども及び家庭に対
する支援とその実際

中尾綾子
館山壮一

盛岡大学 保育内容・人間関係 5.気になる子どもに対する配慮について 奈田哲也

宮城

宮城学院女子大学 異文化コミュニケー
ション 外国人子女の教育、人種・国籍、在留資格 押谷祐子

尚絅学院大学

保育内容指導法人間
関係 13.子育て支援活動と多文化保育における人間関係 前田有秀

子どもの人権と教育 6.外国人の子どもの権利困難な状況の外国人の子どもの権利について 勝田亮

特別支援教育論 15.虐待、貧困、母国語等の問題により、特別な配慮を要する子どもたちの理
解と教育的支援 小松秀茂

東北福祉大学 保育内容総論 15.多文化共生の保育
和田明人
利根川智子
小坂徹
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

東北

宮城

東北福祉大学
障害児の学習と支援 12-14.支援を必要とする児童生徒に存在する学びの障壁の除去と合理的配慮 樋口一宗
障害児保育 4-8.障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育の実際

宮城誠真短期大学

保育指導法の研究 14.様々な工夫が求められる保育障害のある子ども、外国人の子どもの受け入
れと保育（事例検討） 齋藤寧

子育て支援 11.特別な配慮を要する子どもと家庭への支援 小玉幸助
子ども家庭支援の心
理学 12.子育て家庭に関する現状と課題　特別な配慮を要する家庭 小玉幸助

聖和学園短期大学 家庭支援論 14.特別なニーズを持つ家族と援助 佐藤由美子
小山里織

仙台白百合女子大学 保育内容（言葉） 14.保育現場において必要な言葉に関する援助や配慮（言葉の障害や異文化理
解） 三浦主博

東北生活文化大学短
期大学部 シラバス記載なし

仙台青葉学院短期大
学 乳児保育 10.乳児保育の内容と方法（2）乳児の病気と特別な配慮を必要とする子ども 奥山栄子

石巻専修大学
障がい児・者心理学 8.多様な保育・教育ニーズへの対応 佐藤正恵
幼児理理解の理論と
方法 14.特別な配慮の必要な子どもの理解と支援（2）気になる子ども 平川久美子

仙台大学

保育内容演習（言葉） 15.外国語教育及び外国籍幼児に対する援助と保育者の役割 飯島典子
保育内容演習（人間
関係） 13.特別な配慮を必要とする子どもたちの人とのかかわり 越中康治

保育課程論 14.人権保育カリキュラム 佐藤哲也
保育内容総論 14.多様な保育ニーズと保育内容 柴田千賀子

秋田

聖園学園短期大学
保育の英語 （外国人園児の入園を想定し、子供の保育や保護者との対応方法を学ぶ） 大西絵理香

保育原理 14.保育の現状と課題　家庭との連携、特別な配慮を必要とする子どもへの対
応 佐々木啓子

秋田大学 児童家庭福祉論 9.多様な保育ニーズへの対応 籾山一彦

聖霊女子短期大学 特別支援教育 8.特別支援教育の理念と仕組み（インクルーシブ教育及び母国語・貧困等で教
育に困難を抱えている子どもたちへの教育等も含む） 後藤進

山形

羽陽学園短期大学

英語コミュニケー
ション （保育園や幼稚園で使用できる「保育の英語」を学ぶ） 小林浩子

障害児保育
11.「子育て保育で大切なこと」障害はないが特別な教育的ニーズのある子と
は？「気になる子ども」について理解しながら、配慮を必要とする子どもの援
助を考える

鏡昭子

子ども家庭支援論 11.特別な配慮を必要とする家庭への支援 小林美佐子
東北文教大学短期大
学部 保育内容総論Ⅰ 13.特別な配慮を要する児童の保育 奥山優佳

東北文教大学 シラバス記載なし

福島

郡山女子大学短期大
学部

保育者論 10.子どもをめぐる社会の変化 山上裕子
安部高太朗

保育内容演習ことば
と遊びⅠ 14.母語が日本語ではない子どもの言葉 小林徹

福島学院大学短期大
学部

幼児と人間関係 12.多文化保育と人間関係 鈴木智子
乳児保育Ⅰ 9.子どもの育ちと家庭との連携 中野明子

乳児保育 21.子どもの育ちと家庭との連携（1） 中野明子
永澤孝子

障害児保育 4.障害児やその他の特別な配慮を要する子どもの保育の基本 荒井美智子
いわき短期大学 シラバス記載なし

会津大学短期大学部
教育・保育課程論 14.特別な配慮を必要とする幼児への指導

渡辺一弘
中澤幸恵
山浦三千代
古川陽子
鈴木美智子

特別なニーズ教育と
保育

8.障がいの理解 6）その他の障害と特別なニーズ①内部障がい、難病、てんか
ん、病弱児、母国語・貧困の問題を含む子どもの理解と関わり 市川和彦

桜の聖母短期大学 子ども家庭福祉 14.子どもの家庭福祉の現状と課題（8）貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭
への対応 坂本真一

福島大学 シラバス記載なし
福島学院大学 シラバス記載なし

関東 茨城県 つくば国際短期大学

比較文化論
1.多国籍化する保育　13．在日中国系他、アジア系の子どもと保護者　14．在
日ブラジル系の子どもと保護者　15．多文化保育に求められていること（まと
め）

池田正雄

家庭支援論
12.特別なニーズを持つ家族と援助 （3）　特別なニーズを持つ家庭と援助につい
て理解するために、特別なニーズへの対応に基づく考え方を学ぶ。ひとり親家
庭、ステップファミリーおよび日本で子育てをする異文化の家族

原田早苗

保育内容総論 15.多文化共生の保育 小野崎美奈子



74 白石雅紀

ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

関東

茨城県

つくば国際短期大学 子どもの理解と援助 14.特別な支援を必要とする子どもたち 2　・母国語や貧困等に関連した教育的
ニーズのある子どもへの支援について理解する。 小野崎美奈子

茨城女子短期大学

子ども家庭福祉 8.子ども家庭福祉の現状と課題（3）多様な保育ニーズへの対応 安藤みゆき
保育原理 11.特別な配慮を要する子 小口恵巳子

保育内容総論 11.支援を要する子どもの理解とクラス経営（1）支援を要する子どもの生活・
遊びとつながりを理解する 海野富江

家庭支援論 12.特別な対応を要する家庭に対する支援 小口恵巳子
保育相談支援 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　 橋本祥子
保育指導法 14.配慮を要する子どもへの保育方法（2）外国とかかわりのある子どもの場合 小口恵巳子

常磐短期大学

特別支援教育の基礎 14.特別の教育的ニーズのある子ども 室谷直子
保育相談支援 5.特別な配慮を必要とする子どもとその親への支援 高松由加

社会福祉論 15.社会福祉の実践分野　子どもの福祉（その 6）特別な配慮を必要とする子
どもへの施策 髙橋活夫

茨城キリスト教大学

子育て支援論 12.保護者の問題の理解と対応（2）その他の問題 中島美那子
保育者論 13.多様化する保育ニーズと子育て支援の現状 山路千華
保育内容総論 13.多様な保育ニーズの取り組みと課題 大畠孝子

保育相談支援 4.個別の配慮を要する子どもの保護者への保育相談支援　5．支援が困難な保
護者への保育相談支援 照山久美子

流通経済大学 家庭支援論 12.特別なニーズへの対応 川﨑愛

栃木県

作新学院大学女子短
期大学部

保育内容総論 11.保育の多様な展開について　－長時間の保育、特別な配慮を要する子ども
の保育、多文化共生の保育について学びを深める 宍戸良子

保育相談支援 11.特別な配慮を要する子どもと家族（保護者など）に対する支援 坪井真

白鴎大学

子どもの理解と援助 14.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 浅田晃佑

子ども家庭福祉 14.多民族・多文化国家であるニュージーランドの子ども家庭福祉について学
ぶ。 八巻正治

保育者論 13.多文化共生保育の在り方と世界の保育 山路千華

保育相談支援 13.児童福祉施設における保育相談支援：特別な対応を要する家庭への支援
（一人親家庭や外国籍家庭など）

伊崎純子
浅田晃佑

足利短期大学

教育原理・教育制度
論 13.現代教育の課題・多様な背景をもつ子どもへの教育 佐々木由美子

子ども家庭福祉 10.貧困家庭、外国籍の子どもと対応 橋本好広
☆保育教材研究Ⅰ
（多文化保育） 多文化保育を 15回 佐々木由美子

佐野短期大学

保育者論 9,10.異文化・多様性理解教育（保育）の必要性①　映像資料から考える　こ
れからの保育者に期待されるもの 久保田隆範

特別支援教育・保育
Ⅱ 13,14.母国語や貧困や虐待等の問題と生活・学習上の困難 大熊信成

保育相談支援 14.多文化共生時代の相談と支援 大塚登

宇都宮共和大学

現代教養講座Ⅱ 13.子育て支援の多様な展回 　多文化社会における子育て支援について学ぶ 石本真紀

こども文化論 10.保育における児童文化 3　：多文化保育の場における児童文化財の活用に
ついて　 丸星順子

子どもの理解と援助 11.配慮が必要な子ども 土沢薫

保育内容総論 14.多様な保育の展開　特別な支援を必要とする子どもの保育、長時間保育、
多文化共生保育を学ぶ 市川舞

子ども家庭福祉 14.子ども家庭福祉の専門職と連携：貧困家庭や外国籍の子どもへの支援　他 石本真紀
子育て支援論 12.子育て支援の実際　配慮が必要な家庭への支援を学ぶ 杉本太平
☆異文化理解と子育
て 異文化と子育てを十五回 星順子

NPO コミュニティビ
ジネス論 14,15.多文化共生保育の実現に向けて 和田佐英子

國學院大學栃木短期
大学部 シラバス記載なし

群馬県

育英短期大学 特別支援教育 9.通常学級における指導（外国籍・貧困に起因する問題や不登校、いじめなど
多様な状態を併せ持つ幼児、児童への理解と指導・支援） 倉林正

高崎健康福祉大学

共生の倫理 3.多文化社会と価値の多様化 大石桂子

特別支援教育入門 14.これからの特別支援教育（共生社会に向けたインクルーシブ教育システム
構築のための特別支援教育など）

小竹利夫
五十嵐一徳
村田美和

高崎健康福祉大学

子ども家庭福祉Ⅱ 13.外国籍の子どもへの支援 事例検討■ 千葉千恵美
特別の支援を必要と
する子ども理解と支
援法

11.母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある子ども 千葉千恵美

関東短期大学 閉校

新島学園短期大学
地域コミュニティ論 9.多文化共生と地域コミュニティ 田中一雄
保育相談支援 11.特別な支援を必要とする保護者への支援 成田小百合
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関東

群馬県

新島学園短期大学

特別支援教育と保育 15.特別な配慮を必要とする子どもについて 小菅ゆみ
子ども家庭支援の心
理学 11.子育て家庭に関する現状と理解〈4〉 成田小百合

海外保育事情？ 渡邊哲也

群馬医療福祉大学
子ども家庭支援の心
理学 13.特別な配慮を必要とする家庭への支援　主に貧困、外国ルーツ 橋本広信

保育内容総論 15.特別な支援を必要とする子どもの保育 岡部千尋
東京福祉大学 家庭支援論 14.特別なニーズを持つ家族への支援 堀聡子

東京福祉大学短期大
学部

家庭支援論 14.特別なニーズを持つ家族への支援 堀聡子
☆多文化保育・子育
て演習 （2 単位） 多文化保育を 15回 堀聡子

家庭支援論 12.具体例を通して支援を考える②特別なニーズへの理解 山本健志郎

明和学園短期大学

保育原理 13.保育者に求められる子育て家庭支援について（1）支援の基本（2）様々な
取り組み（3）特別なニーズをもつ家庭への支援等について

子ども家庭支援の心
理学

12,13.多様な家庭とその理解（さまざまな家庭の状況や課題と具体的支援）　特
別な配慮を要する家庭（特別なニーズを必要とする家庭への支援） 天宮陽子

子育て支援演習
15.多様な支援ニーズをかかえる子育て支援家庭の理解について　多様化保
育・教育に関する法的根拠と歴史を知る。多文化保育・教育の概念について学
ぶ

藤生睦恵

育英大学 教育行政学（幼小） 13.多文化社会における子ども帰国児童やニュー・カマーの子どもたちをどう支
えるか

吉原（吉田） 
美那子 

埼玉県

埼玉県立大学 シラバス記載なし
立正大学 シラバス検索不調

十文字学園女子大学
子育て支援論 11,12,13.特別なニーズをもつ家族・家庭の子育て支援 向井美穂
☆多文化保育論 多文化保育を 15回 大和洋子

国際学院埼玉短期大
学 家庭支援論 7.配慮の必要な家庭の支援 氏家博子

秋草学園短期大学 子ども家庭支援の心
理学 13.多様な家庭形態とその理解　特別な配慮を要する家庭 三好力

武蔵野短期大学
保育指導論 15.アクティブラーニングを通して配慮を要する子どもへの保育方法について学

習する。 岡澤陽子

家庭支援論 7.特別な配慮を必要とする子どもをもつ親への支援 野村和

埼玉純真短期大学
保育内容総論 12.多文化共生保育 持田京子
児童家庭福祉 12.多様な保育ニーズへの対応 坂田英昭

文京学院大学
保育相談支援 11.特別な配慮が必要な家庭への対応 森和子
保育内容総論 8.特別な支援が必要な子どもの支援と現状 オムニバス

聖学院大学 シラバス記載なし
文教大学 シラバス検索不調

埼玉東萌短期大学

子ども家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 浅香勉
子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 伊東里容

特別支援教育 6.個別の支援計画、指導計画 障害のない特別の教育的ニーズのある児の理解
と支援（母国語や貧困の問題等）、個別の支援計画、指導計画 堂山亞希

子ども理解の理論と
方法 14.特別な支援を要する子どもの理解と支援 髙橋美枝

子育て支援 12.保育士の行う子育て支援②特別な配慮を要する子どもや家庭への支援 八田清果
子ども理解の理論と
方法 14.特別な支援を要する子どもの理解と支援 髙橋美枝

家庭支援論 10.特別な対応を要する家庭への支援① 檜垣久恵
保育相談支援 13.保育所における特別な対応を要する家庭への支援 八田清果

埼玉学園大学

特別な配慮を必要と
する子どもの理解と
支援

11.障害はないが特別の教育的ニーズがある場合に対する理解 増南太志

☆多文化保育論 多文化保育関連の授業を 15回 堀田正央

東洋大学

☆多文化共生保育・
教育　1 多文化保育関連の授業を 15回 内田千春

☆多文化共生保育・
教育　2 多文化保育関連の授業を 15回 安ウンギョン

多文化共生保育・教
育　3 多文化保育関連の授業を 15回 担当者未決定

多文化共生保育・教
育　4 多文化保育関連の授業を 15回 担当者未決定

☆多文化共生保育・
教育実践 多文化保育関連の授業を 15回 内田千春

安ウンギョン
子どもの権利と教育
／子どもの権利論 14.外国につながる子どもの教育 内田塔子
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関東

埼玉県

東洋大学

☆子育て支援実践

2.乳幼児期の地域の子育て支援、外国にルーツを持つ親子に対する子育て支援
について、実際に日本と外国にルーツを持つ親子が集う子育て支援施設に出か
けていき親子と触れ合う中で学ぶ。　5.多文化共生を視野に入れたノンプログ
ラム型子育て広場を開催し 日本と外国にルーツを持つ親子の交流と相談支援の
実際を体験する　　10.多文化共生を視野に入れたプログラム型子育て広場サ
プリの準備を行う。

伊藤美佳
安ウンギョン

特別支援教育・保育
Ⅰ

14.福祉・教育における現状と課題　　　　多様な文化背景を持つ子どもの
ニーズについて理解する

南野奈津子
田尻由起

保育内容総論 15.多文化共生の保育 内田千春

山村学園短期大学

保育英会話 中村マンディ
保育・教育相談の方
法 13.育児不安・虐待・家族関係・外国籍保護者等の相談事例 原田友毛子

子ども家庭福祉 11.子ども家庭支援の展開～母子保健、子ども虐待・DV、貧困家庭・外国籍の
子どもへの対応～ 橋本淳一

浦和大学

こども家庭福祉論 14.子どもの貧困、外国籍の子どもとその家庭への対応 五十嵐裕子
保育相談支援 13.保育所における特別な対応を要する家庭への支援 甲斐恵美
特別支援保育 14.母国語や貧困の問題と特別的ニーズおよび関係機関との連携 岡本仁美

☆多文化と保育 多文化保育について 15回 市川ヴィ
ヴェカ

保育者論 10.特に配慮が必要な子どもへの支援① 宮﨑静香
こども家庭支援の心
理学 10.特に配慮が必要な子どもへの支援① 三木陽子

子育てと父親 8.海外の父親のための育児支援策 柴田崇浩
埼玉大学 シラバス記載なし

川口短期大学

保育内容総論 10.多様な保育の展開と保育内容の歴史的変遷―長時間の保育、特別な配慮を
必要とする子どもの保育、多文化共生の保育（社会的背景との関連から） 清水美紀

子ども家庭福祉 12.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 井上清美

特別支援論Ⅰ 10.母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある子どもの理解と支
援 丹羽健太郎

淑徳大学
（短大含む）

保育内容総論 AB 9.長時間の保育 、特別な配慮を要する子どもの保育 、多文化共生の保育等、
保育の多様な展開について、保育所保育指針に示された内容を理解する。 前正七生

保育内容総論 Ａ 7.長時間保育、特別な支援を要する子どもの保育、多文化共生社会における保
育など多様な保育の在り方について考える。　 江津和也

特別支援教育 15.特別支援教育の今後の課題：　子どもの多様性の受容、多文化共生社会・
共生社会の推進のために必要な理念と実践の理解 打浪文子

東京家政大学

特別支援保育演習 6.母国語、貧困等により特別の支援が必要な子どもと保育 野澤純子
多文化理解 5.子どもと多文化、外国籍の子どもや保護者への支援 五十嵐淳子
子ども家庭支援の心
理学 13.多様な家庭とその理解 平野順子

子ども家庭福祉 11.外国につながる子どもとその家族への支援 岩崎美智子

千葉県

聖徳大学短期大学部

家庭支援論 14.家庭支援の実際③外国籍家庭＜グループワーク＞ 小泉左江子 
保育内容総論 13.保育の多様な展開　特別に支援を要する子どもの保育、多文化保育 阿部真美子

保育相談支援 13.特別な対応を要する家庭への支援① 1．ひとり親・外国籍家庭への支援につ
いて理解する 小泉左江子 

聖徳大学
保育内容総論 11.差別意識をうまない保育　海外の取り組みを例に多文化共生、インクルー

シブ保育を考える 椨瑞希子

特別支援教育総論 11.障害以外の様々なニーズのある子どもの理解と支援法の基礎　日本語を母
語としない子どもへの支援 東原文子

清和大学短期大学部

保育内容総論 12.インクルーシブ教育について 亀井以佐久
子ども家庭支援の心
理

12.特別な配慮を必要とする家庭への支援②　親が精神障害や疾病を抱える家
庭、外国にルーツをもつ家庭の状況と、具体的支援のあり方 井上美鈴

子育て支援 12.保育士の行う子育て支援②特別な配慮を要する子どもや家庭への支援 八田清果
千葉明徳短期大学 シラバス記載なし

植草学園大学・短期
大学

保育内容総論（A） 12.配慮を要する子どもを含めた保育（ 久留島太郎

保育相談支援（Ａ） 15.保育相談支援の実際④　　配慮の必要な子ども・保護者への支援事例を通
して 田村光子

千葉敬愛短期大学
保育内容の研究 14.特別なニーズをもつ子どもと保護者の関わり 仲本美央
子ども家庭福祉 8.貧困家庭・外国籍の子への対応 竹下りえこ

川村学園女子大学 シラバス記載なし

昭和学院短期大学

幼児理解 12.グローバル社会におけるこども理解 本蔵達矢
保育原理 13.日本の保育の現状と課題 2グローバル社会・多国籍の子ども・多文化共生 中川秋美
家庭支援論 14.子育て家庭支援の課題と展望グローバル化と外国籍の子どもの家庭支援 中川秋美
子ども家庭福祉 13.特別な支援が必要な子どもへの対応 松野真

千葉経済大学短期大
学部 特別支援教育 12.障害はないが特別な支援を要する子どもの理解と支援 雨貝太郎
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

関東

千葉県

城西国際大学

地域における子育て
支援

12.（4）特別な配慮を要する子ども及びその家庭に対する支援（貧困、外国人、
移住親子、思春期、放課後児童に対する支援）「外国人支援について考える」 青木利江子

子ども家庭福祉 14.子ども家庭福祉の現状と課題（8）貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭へ
の対応 所貞之

和洋女子大学 児童家庭福祉 12. 外国籍の子どもとその家庭への支援 新田さやか

江戸川大学
保育内容総論 14.保育の多様な展開…③多文化共生の保育 鎌田由紀子
子ども家庭福祉 14.子ども家庭福祉の現状と課題④貧困家庭、外国籍の子どもと家庭への支援 杉野聖子

東京経営短期大学
保育者論 11.多文化保育について知る 藤川志つ子
子ども家庭支援の心
理学 11.特別な配慮を要する家庭 神野雄

東京都

白梅学園大学・短期
大学部 シラバス検索不調

日本社会事業大学 保育内容総論 14.特別な支援の必要なこと保育 請川滋大 

日本女子体育大学

特別支援教育・障害
児保育 7.障害はないが特別な支援ニーズのある子どもへの対応 雨宮ゆきえ

子ども家庭福祉 14.現代的課題への対応　　貧困家庭・外国籍のこども　 雨宮ゆきえ
子育て支援 13.保育士が行う子育て支援とその実際　日本語を母語としない親への支援 雨宮ゆきえ

こども教育宝仙大学
子ども家庭福祉 13.ひとり親家庭、貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 松倉佳子
保育相談支援 12.保育所における特別な配慮を要する家庭への支援 石川悦子
家庭支援論 14. 家庭支援の実践的理解②（特別な配慮を必要とする保護者への支援） 守巧

駒沢女子短期大学 シラバス記載なし 佐野通夫

貞静学園短期大学

障害児保育Ⅰ 13. 特別な配慮を要する子どもの理解と援助 白取真実

保育内容総論 12.長時間保育や特別な配慮を必要とする子どもの保育・多文化共生の保育等
多様な展開 相樂真樹子

保育相談支援 10. 特別な配慮を必要とする家庭及び困難な課題のある家庭への支援 相樂真樹子
家庭支援論 10. 多様なニーズをもつ家族に対する支援③多文化への対応 白取真実

東京成徳大学・短期
大学

子どもの理解と援助 12.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 宮本雄太
子ども家庭支援の心
理学

12.現代の多様な家庭の形態とその実態　ひとり親・里親・養親　ＬＧＢＴの
保護者　外国籍の保護 大國ゆきの

家庭支援論 13.特別な配慮を必要とする子どもと家庭への支援について学びましょう。障害
のある子どもを持つ家庭や外国籍家庭など、事例を通して考えましょう。 小泉左江子

教育課程総論 13.多文化教育や多様な家族の姿を想定したカリキュラムの編成について考え
る。 石黒万里子

特別支援教育 15.インクルーシブ社会に向けての課題と展望 那須野三津子

鶴川女子短期大学
多文化間心理学 12.多文化共生を目指す保育者のあり方 中村麻衣子

国際こども教育概論 13.多文化乳幼児教育への誘い②：園訪問　第 12回 多文化乳幼児教育への誘
い①：国際における多文化乳幼児教育 金田利子

大妻女子大学 子ども家庭福祉論 12.多様な保育，子育てニーズへの対応 林明子

玉川大学
子ども家庭福祉 12.特別な配慮が必要な子どもへの支援 渋谷行成
家族支援論 12.特別な配慮が必要とされる事例　専門職　専門機関との連携　 大豆生田千夏

立教女学院短期大学 保育相談支援 12.保育所における特別な対応を要する家庭への支援①子どもに特別な配慮が
必要な場合 田坂裕子

白百合女子大学 シラバス記載なし
武蔵野大学 シラバス検索不調 石井正子
昭和女子大 保育相談支援 13.保育所における特別な対応を要する家庭への支援
明星大学 シラバス記載なし

東京純心女子大 ☆こどもと多文化共
生 多文化共生保育について 15回

咲間まり子
増田光
尾関はゆみ

星美学園短期大学

特別支援教育総論 11.通常学級における特別支援教育／障害はないが特別の教育的ニーズのある
幼児 ・ 児童生徒の理解 遠藤愛

子どもの理解と援助 14.子どもの理解に基づく発達援助 ： 特別な配慮を要する子どもの理解と援助 藪中征代

児童家庭福祉 14.子ども家庭福祉の現状と課題⑧　貧困家庭、 外国籍の子どもとその家庭へ
の対応 宮澤直子

白梅学園大学 教育相談 8.配慮が必要な子どもの理解と対応 加藤澄江

帝京大学 特別支援教育基礎論
13.障害はないが特別な教育的ニーズのある幼児・児童・生徒の実態と支援（1）
学校生活への適応が困難な帰国子女や外国籍の幼児・児童・生徒の心理的特
性と支援

神田基史

家族支援論 8.困難な状況を抱える家族とその支援④さまざまな文化・ルーツを背景にもつ
家族と子ども。 草野いづみ

実践女子大学 家庭支援論 12.特別な配慮が必要な子どもへの支援 大澤朋子
桜美林大学 シラバス記載なし

日本体育大学
保育内容（人間関係）
指導法 13.領域「人間関係」に関わる今日的課題②　グローバル化と多文化保育 金子嘉秀

保育内容（人間関係） 11.多文化保育とは何か　 金子嘉秀
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

関東

東京都

日本体育大学 保育相談支援 13.保育所において特に配慮を要する支援 本多洋実
東京立正短期大学 保育内容総論 15.多文化共生の保育 鈴木健史
東京家政学院大学 シラバス検索不調

目白大学

保育内容総論 12.保育における多文化共生 岡本 弘子

保育内容演習（こと
ば）

15.特別に支援を必要とする子どもと保育者の役割・援助について。　　言葉
に遅れがある子どもや、障害のある子ども、外国籍の子どもなどへの援助につ
いて、現在保育現場においてどのような言葉における配慮が必要とされている
のか、具体的な場面における保育者の援助のあり方を考える。

古金悦子

子ども家庭福祉 15.外国の子どもへの対応と家族支援 村田久
発達支援 13.外国にルーツをもつ子どもの理解と支援 堂山亞希
保育原理Ⅰ 11.特別な配慮が必要な子ども 原孝成
家庭支援論 12.特別な配慮を必要とする児童およびその家庭に対する支援 荒牧美佐子

東京未来大学 保育原理 13.特別な配慮を要する子どもへの保育 今井康晴

共立女子大 ☆子どもと多文化共
生 多文化共生保育について 15回 大和洋子

帝京平成大学 保育内容総論 29.多様な保育の展開　③多文化共生保育 荒木尚子

有明教育芸術短期大
学

子ども家庭支援の心
理学 12.子育て家庭の現状と課題③ 特別な配慮を要する家庭について知る 赤坂澄香

保育実践演習 13.多文化共生のあり様を考える 橘和代
菊地大介

保育内容総論 10. 保育の多様な展開 長時間の保育／特別な配慮を要する子どもの保育／多文
化共生の保 育 橘和代

帝京科学大学 児童・家庭福祉論 12.児童家庭福祉の担い手と施設①　―児童家庭福祉の実施機関　予習：教科
書「12-1外国人の子どもにはどう支援するの 中西真

東京都市大学

国際化と異文化理解 10.保育現場の文化的多様性 山中美子
保育内容人間関係指
導法 13.多文化保育と人間関係 室井眞紀子

保育原理 13.特別な配慮を必要とする子どもと保護者への支援 横山草介
和光大学 シラバス記載なし

帝京短期大学 特別支援教育
9.特別な支援を要する子どもの 　理解と保育における発達援助 　（8）外国に
ルーツがある子ども、LGBTの子どもや貧困家庭の子どもなど、特別な配慮の
必要な子どもの理解と援助

五十嵐元子
杉浦誠
近藤万里子

大東文化大学
保育原理 11.外国籍児の保育の実際，多文化保育について学ぶ 岩﨑淳子

保育内容総論 12.様々な配慮を必要とする子どもの園生活と保育内容―障害のある子ども ,
「外国とかかわりのある子ども」をめぐって 金澤妙子

日本女子大学
社会福祉 10.社会福祉と多文化共生 門美由紀
幼児理解の理論と方
法 8.保育の多様性と幼児理解①（長時間の保育、外国につながる幼児） 請川滋大

東京女子体育短期大
学 シラバス記載なし

聖心女子大学 保育・幼児教育課程
論 13.配慮を要する子どもの保育・教育計画の考え方 河邉貴子

神奈川県

和泉短期大学 保育内容総論 14.保育の多様な展開（長時間の保育、特別な配慮を必要とする子ども、多文
化共生） 片山知子

鶴見大学短期大学部
特別支援保育ａ 8.「気になる子ども」（母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある

幼児）の支援 河合高鋭

子ども家庭福祉 14.海外の子ども家庭問題と子ども家庭福祉②アジア、外国籍の子どもの家庭
福祉 川池智子

横浜女子短期大学 シラバス記載なし 小泉裕子

鎌倉女子大学
保育内容総論 13.保育内容実践者としての専門性①気になる子ども・特別に支援を必要とす

る子ども 
子ども家庭支援の心
理学 10.多様な家庭・特別な配慮を要する家庭とその理解 西本和月

聖セシリア女子短期
大学 家庭支援論 4.外国人家庭への支援 平田美智子

東洋英和女学院大学

保育内容総論
8.様々な配慮を必要とする子どもの園生活とその保育内容について考える。障
がいを持つ子ども、外国とかかわりのある子ども、様々な背景を持つ子どもと
共に育つ保育内容を探る。

山下久美

保育者論
11.保育者の専門性・グローバル的保育職の意義役割（4）:我が国における多
文化動向（社会における多様な価値観）における保育者の役割・園内外の研
修・チーム体制

甲斐 仁子

関東学院大学 シラバス記載なし
小田原短期大学 シラバス記載なし

湘北短期大学 特別支援教育（障害
児保育を含む） 29.いわゆる「障害」はないが、特別の教育的ニーズのある幼児の把握や支援 鈴木弘充

鎌倉女子大学短期大
学部 シラバス記載なし
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

関東 神奈川県

洗足こども短期大学 保育内容・総論 13.外国との関わりがある子どもの園生活と保育内容、その援助と指導
坪井葉子
高橋優子
伊藤路香

田園調布学園大学 シラバス記載なし
相模女子大学 保育内容総論Ａ 14.保育の多様な展開 (3)　-多文化共生保育 - 齋藤正典
横浜創英大学 シラバス検索不調

國學院大學 子ども支援論
子どもを取り巻く社会状況➂多様な子どもと保護者⇒特別に支援が必要な子ど
も、外国籍の子ども、子どもを育てることが困難な保護者等多様なケースにつ
いて情報を集めてみる

塩谷香

中部

新潟県

新潟県立大学 シラバス記載なし
新潟中央短期大学 シラバス記載なし
新潟青陵大学 シラバス記載なし

新潟青陵大学短期大
学部

保育相談支援 12,13.保育相談支援の技術・事例検討（グループワーク）「外国人の保護者か
らの相談事例」 上原由美

保育者論 14.日本の保育と世界の保育 梨本竜子

山梨県

山梨学院短期大学
特別支援教育論  14.その他特別の教育的ニーズのある幼児・児童に関する理解と支援 遠藤清香
子ども家庭支援の心
理学  14.特別な配慮を必要とする子どもの家庭への支援 樋川隆

山梨県立大学 保育内容総論 9.保育実践の多様な展開（2）特別支援、多文化共生 里見達也

帝京学園短期大学

子ども家庭支援の心
理学 11.特別な配慮をする家庭 清水一毅

保育内容演習（人間
関係） 11.特別な支援を必要とする子どもへの援助の工夫 清水一毅

身延山大学
子育て支援 12.特別な配慮を要する子ども及びその家庭に対する支援 伊東久実
保育内容総論 14.多文化共生の保育 手塚知子

長野県

飯田女子短期大学 家庭支援論 14.特別な対応が必要なこども 大泉
清泉女学院短期大学 シラバス記載なし

上田女子短期大学

子ども家庭福祉 14. 貧困・外国籍家庭への支援 貧困家庭と外国籍家庭の子ども現状の理解と支
援 川島良雄

保育内容総論 11.保育の多様な展開① 特別な支援を必要とする子ども及び多文化共生の保育
について理解する。 酒井真由子

特別ニーズ保育・教
育Ⅰ 13. 特別なニーズのある子ども① ・外国にルーツのある子どもの理解と支援 赤塚正一

保育相談支援 13. 児童福祉施設における保育相談支援②保育所における特別な対応を要する
家庭への支援 市東賢二

松本短期大学 保育内容総論 8．これからの保育と課題　多様化する保育ニーズ　外国籍など 生田

長野県短期大学
保育内容総論 14. 多文化共生社会とこれからの保育 山口美和
家庭支援論 12. 特別な支援を必要とする子ども・家庭のための支援 金山美和子
☆多文化保育 多文化保育について 15回 山口美和

信州豊南短期大学
保育原理 10.多文化共生社会とは 五十嵐沙織
子どもの理解と援助 12.多文化共生社会における保育 五十嵐沙織

長野県立大学 シラバス記載なし

静岡県

常葉大学短期大学部 シラバス記載なし
常葉大学 シラバス記載なし
浜松学院大学短期大
学部 シラバス記載なし

浜松学院大学

保育内容総論 15.現代の乳幼児保育の課題（職員の協働性・保育者の資質向上・外国籍の子
どもの対応）や、保育ニーズの多様化について考える 石野純子

保育相談支援 13.特別な対応を要する家庭に対する支援 青木直子
家庭支援論 10.保育現場での家庭支援の実際　特別な配慮を要する家庭への支援 小楠美貴
特別支援教育総論 13.外国につながる子ども、貧困家庭の子どもの理解と支援 柘植美文

静岡県立大学短期大
学部 子ども家庭福祉 14.外国にルーツをもつ子どもと、世界の子どもをめぐる諸問題 松浦崇

東海大学短期大学部 シラバス記載なし
静岡英和学院大学 シラバス記載なし
静岡大学 シラバス記載なし

聖隷クリストファー
大学

子ども家庭支援論 11.さまざまな家族（貧困・外国籍の子ども）とのかかわり 太田雅子
子育て支援 6.多様なニーズを抱える子育て家庭（貧困・外国籍の子ども等）に対する支援 太田雅子
子ども家庭福祉 14.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 山田美津子 

静岡福祉大学 子ども家庭支援の心
理学 10.特別な配慮を必要とする家庭への支援 日隈美代子

静岡産業大学 シラバス検索不調

富山
富山短期大学 子育て支援 11.多様な支援ニーズを抱える子育て支援家庭への理解 江畑紀子

富山福祉短期大学 保育内容総論 15.グローバル時代の保育 藤井徳子
若山育代
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

中部

富山

富山福祉短期大学 児童・家庭福祉論 13.児童家庭福祉施策の現状と課題　外国籍家庭や外国にルーツを持つ家庭、
貧困家庭等、特別な配慮を必要とする家庭の状況とその対応含む 宮田徹

富山国際大学 家庭支援論 11.外国人親子、貧困家庭、ひとり親家庭等への対応と支援 西館有紗

富山大学 特別支援教育の理解
Ⅰ

12.障害特性の理解と発達援助の具体的な方法⑤（貧困、虐待児、外国籍の子
どもなど）

中村明成
佐伯英明

石川

金城大学短期大学部 シラバス検索不調

金城大学 特別支援教育論 13.母国語や貧困等の育ちと学びにもたらす困難と二次障害について知り、特
別の教育ニーズに対する保育者・教師による支援に浮いて考える

大井佳子
谷昌代
田中早苗

北陸学院大学

キッズイングリッ
シュ A

（外国人の子どもが入園・入学した場合に子供や保護者とのコミュニケーション
が図れることを目指す）

木村ゆかり
キャサリンシュリーヴズ

キッズイングリッ
シュ B

（外国人の子どもが入園・入学した場合に子供や保護者とのコミュニケーション
が図れることを目指す） 木村ゆかり

シンプルイングリッ
シュ A

（これからの社会で子どもの保育・教育に関わる際に基本的な英語によるコミュ
ニケーションが図れるようその基礎を養成する）

高島彬
朝倉秀之

シンプルイングリッ
シュ B

（これからの社会で子どもの保育・教育に関わる際に基本的な英語によるコミュ
ニケーションが図れるようその基礎を養成する）

高島彬
朝倉秀之

保育内容総論 15.多文化共生の保育 三好伸子
金沢星稜大学 シラバス記載なし
金沢学院大学 シラバス記載なし

金沢学院短期大学 保育内容指導法（人
間関係） 13.気にかかる乳幼児、特別な支援を要する乳幼児への関りと援助

福井

仁愛女子短期大学 子ども家庭福祉 14.子どもの家庭福祉の現状と課題⑤非行、子どもの虐待・DV 、外国籍の子
どもの福祉 青井夕貴

仁愛大学

保育内容研究（言葉） 15.保育現場における言葉をめぐる諸問題（障碍・外国籍・発達障碍など） 笠原茂子
発達心理学Ⅱ 13.独特な配慮を要する子どもの理解と援助 大野木裕明
保育内容研究（人間
関係）

14.「人間関係」における現代的課題と対応（1）特別な配慮を必要とする子ど
も 鈴木智子

岐阜

岐阜聖徳学園大学短
期大学部

保育内容「言葉」の
指導法 13.多文化共生社会と幼児期の言葉について 木戸久二子

東海学院大学短期大
学部

保育内容総論Ⅰ 11.様々な配慮を必要とする子どもの園生活と保育内容 三羽佐和子
子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 神谷かつ江

家庭援助論 13.要保護児童及びその家庭に対する支援（外国籍家庭） 栗岡洋美
中京学院大学短期大
学部 シラバス記載なし

中部学院大学短期大
学部 シラバス記載なし

大垣女子短期大学 保育内容総論 11.「障がいのある子ども」「外国と関わりのある子ども」の園生活 臼井純子
岐阜女子大学 シラバス記載なし
中部学院大学 保育内容総論 11.様々な配慮を必要とする子どもの園生活と保育内容 三羽佐和子

東海学院大学 子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 神谷かつ江

岐阜聖徳学園 シラバス検索不調

愛知

名古屋市立大学

保育内容演習（言葉） 2.日本語の特性、日本人の言語感覚、多文化共生社会における日本語 椎名渉子
多文化社会論 13.外国にルーツを持つ子どもたち 山本明代
多文化保育・教育論 9.国内外の教育的課題（6）外国にルーツをもつ子どもたち 曽我幸代
マイノリティとの共
生

6.学校生活における外国にルーツのある子どもたち　7．外国にルーツのある
子どもたちの居場所とは 曽我幸代

特別支援教育 1 8.特別の教育的ニーズのある児童及び生徒の理解（母国語や貧困の問題等） 勝浦眞仁
特別支援教育 2 9.特別の教育的ニーズのある児童及び生徒の理解（母国語や貧困の問題等） 勝浦眞仁

名古屋短期大学
保育の英語

村木恭子
新谷敦子
山之内健太
森川信子

子ども家庭支援の心
理学

11.子育て支援家庭に関する現状と課題③多様な家庭とその理解 ④特別な配慮
を要する家庭 小川絢子

日本福祉大学
特別ニーズ教育論 特別な教育的ニーズと子どもの理解　特別な教育的ニーズを持つ子どもへの教

育的配慮 今井理恵

比較保育・教育学 4.多文化保育・教育とは何か（グローバアル化する保育・教育現場）etc 松山有美

修文大学短期大学部

特別支援教育・保育
概論 13.幼児期での外国人の受け入れ 高野恵代

障害児保育 13.幼児期での外国人の受け入れ 小川英彦
保育原理Ⅰ 12.特別な配慮を要する子どもの支援の在り方について考える 赤井治美
保育指導法の研究 15.配慮を要する幼児への保育の在り方 市川朋子

岡崎女子短期大学 シラバス記載なし
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

中部

愛知

名古屋柳城短期大学
児童家庭福祉論 14.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭の現状と課題 大崎千秋
家庭支援論 13.特別の支援を飛鳥とする家庭への支援（2）ひとり親家庭、外国籍の家庭 野崎真琴
障がい児保育 14.特別な支援を必要とする子どもの事例演習 荻原はるみ

愛知文教女子短期大
学

保育・教職実践演習
（幼稚園） 4.子どもの理解と子育て支援③外国人保護者 村上浩美

子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 林貴子

幼児教育原理 11.特別な配慮を必要とする幼児への指導 朴賢晶

愛知学泉短期大学

子育て支援 12.養育支援を必要とする家庭（要保護・外国にルーツをもつ）への支援の実
態を理解する 太田富士子

特別支援教育 13.母国語が異なる幼児、児童及び生徒の学習上または生活上の困難や組織的
な対応の必要性を学ぶ

谷村和秀
奈良里沙
松井通記

同朋大学
障害児保育 14.障害はないが特別の教育的ニーズのある子どもの理解や把握と支援や対応 藤林清仁
保育内容総論 15.現代保育の課題（特別な配慮を要する子どもを含むインクルーシブ保育） 高尾純子

愛知県立大学

多文化社会とコミュ
ニケーション 7-9.外国人住民と教育・福祉問題 小池康弘

研究各論（多文化共
生論） 高阪香津美

愛知江南短期大学 シラバス記載なし

豊橋創造短期大学
家庭支援論 12.特別なニーズを持つ家庭と支援のあり方 中島美奈子
保育内容・言葉 15.多文化理解のための援護表現 青嶋由美子
障害児保育 14.母国語および貧困の問題等に関わる乳幼児への理解と支援 熊谷享子

名古屋女子大学 子ども家庭支援の心
理学 11.特別な配慮を要する家庭 佐々木真吾

至学館大学 シラバス記載なし

桜花学園大学
海外の保育 15.多文化共生、多文化教育 小野克志
特別支援教育論 9.障害の理解と支援方法（その他、特別な教育的ニーズおある幼児児童生徒） 堀部要子

名古屋経済大学 シラバス記載なし

名古屋学芸大学
特別支援基礎概論 13.障害児保育・特別支援教育実践の展開（3）障害はないが特別の教育的ニー

ズのある幼児、児童及び生徒の支援（外国籍児童・貧困家庭・被虐待） 大島光代

障害児の理解と支援 15.特別の教育的ニーズのある幼児・児童・生徒と合理的配慮 大島光代
名古屋女子大学短期
大学部

保育内容総論 14.特別な配慮を必要とする幼児の指導（多文化共生保育・教育など） 高井芳江
保育者・教育者論 9-11.多様化する保育ニーズへの対応 川上輝昭

名古屋経営短期大学
多文化保育演習 集中講義　海外研修 武小燕
☆多文化保育 多文化保育について 15回 武小燕

名古屋芸術大学 保育指導法の研究 11.多文化共生保育・教育（多文化理解と保育・教育の実際） 高井芳江
愛知東邦大学 シラバス記載なし

椙山女学園大学 ☆子どもの異文化間
教育 主は就学後だが一部就学前も？ 宇土泰寛

中部大学
障害児保育 A 9.特別な配慮を要する子どもの特徴と保育場面における指導と支援 武藤久枝

橋本悦子
言葉と配慮 13.言葉の配慮を必要とする子どもへの関りについて 安井素子

愛知学泉大学
特別支援教育論 13.母国語が異なる幼児、児童及び生徒の学習上または生活上の困難や組織的

な対応の必要性を学ぶ 谷村秀和

子ども家庭支援の心
理学

12.多様な家庭があることを理解すると共に、特別な配慮を要する家庭への対
応を学ぶ ─

東海学園大学 保育内容（言葉） 7.特別な配慮が必要な子どもとの関わり 村田康常

愛知淑徳大学
保育内容　言葉Ⅰ 6.言葉と文化ー異文化への目覚めと多文化意識の育成 青木文美
保育内容　言葉Ⅱ 12.言葉に関わる援助と異文化へのつながり、多文化理解 青木文美

岡崎女子大学 子どもと人間関係 9.特別な配慮を必要とする子どもの情動発達 伊藤理絵

愛知みずほ短期大学

子ども家庭福祉 10.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への支援 金仙玉
子ども家庭支援の心
理学 13.特別な配慮を要する家庭 工藤英美

言葉 15.言葉の障害や配慮を要する子どもへの支援の留意点について 成田徹男
保育内容指導法（言
葉）

6.言葉の指導方法（3）事例検討 言語の障害や配慮を要する子どもへの支援の
留意点について考える 成田徹男

特別支援教育・保育 8.障害以外の特別な配慮を要する子どもの理解と援助 田中良三

三重

高田短期大学 シラバス検索不調
皇學館大学 特別支援教育の基礎 15.そのほか様々な特別な教育ニーズのある子どもの支援 大杉成喜

鈴鹿大学・短期大学
部

子ども学フィールド
ワークⅡ 2.フィールドワーク①多文化共生保育 長澤貴

保育内容総論 13.多文化共生の保育　外国籍の子どもとの関わり方について考える 井上剛男
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中部 三重

鈴鹿大学・短期大学
部

特熱支援教育論（幼
稚園）

7.障害がある子ども以外に特別や支援を要する子どもの支援①外国につながる
子どもの理解②がいこくにつながる子どもの教育と保育 多文化共生教育・保育
の理念と実際

長澤貴

子ども家庭福祉 13.特別なニーズのある子どもと家族への支援サービス 貧困・外国籍等の特別
なニーズのある子どもと家族への支援サービスを学ぶ 杉山佳菜子

ユマニテク短期大学

外国語コミュニケー
ションⅠ（英語） 基本的な英語力に加え、多文化を共有する国際感覚を身に着ける 長谷川紀子

子ども家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 安藤和彦

言語指導法 5.気になる子どもに対する配慮について幼児期の言葉の遅れー幼児の言葉の問
題と特別な配慮が必要な幼児への関り 川勝泰介

障がい児の支援 9.その他特別な配慮を必要とする子どもの理解と支援 小島佳子

近畿

滋賀

滋賀短期大学 シラバス記載なし

びわこ学院大学・短
期大学部

保育指導法総論 多様な保育ニーズ　多文化共生保育を含む 川副知佐

子ども家庭支援の心
理学

10.特別な配慮を要する家族
 榎本祐子

滋賀文教短期大学
保育内容総論 15.保育の多様な展開②　長時間の保育　多文化共生の保育 伊藤孝子

子ども家庭福祉 10.貧困家庭の子どもとその家庭への対応：各種手当　生活保護法　外国籍等
や様々な困難を抱える子どもとその家庭への対応 立脇一美

滋賀大学 特別支援教育論 7.外国にルーツのある子ども理解と支援（担当：児玉） 児玉奈々

京都府

華頂短期大学

保育内容・言葉ａ・
ｂ・ｃ 10.言葉の発達に関わる諸問題②多文化共生に関する問題等 水谷隆

教育方法の研究 ａ・
ｂ

12.さまざまな工夫が求められる保育特別なニーズのある子どもや外国人の子
どもへの保育 堀出雅人

現代子ども学ａ・ｂ 15.外国籍の子どもたち 流石智子

龍谷大学短期大学部 児童家庭福祉 7.児童家庭福祉の現状と課題⑤～多文化共生の子育てとは～　6．児童家庭福
祉の現状と課題④～外国から日本に来た子どもたち～ 堺恵

大谷大学短期大学部 シラバス記載なし
仏教大学 シラバス検索不調

京都文教短期大学
子ども家庭福祉 13.ひとり親家庭への支援／外国籍の子どもへの支援 渡邊慶一
特別支援保育 13.配慮が必要な子どもの理解と支援の方法について 張貞京

京都女子大学 保育・教職実践演習 7-9.保育・幼児教育に関する現代的課題の考察と実践④「多文化共生社会に
向けた、国内外の読書推進活動」－事例検討－（今田） 今田由香

京都光華女子大学 子ども家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 松本しのぶ

京都西山短期大学
特別な支援を要する
子どもの理解と支援
Ⅰ

15.障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上又は
生活上の困難性の把握とその支援方法を理解する 池内昌美

京都造形芸術大学 シラバス記載なし
京都ノートルダム女
子大学 シラバス検索不調

京都橘大学 シラバス記載なし

京都文教大学

教育原理 12.グローバル化する教室　：　（多文化共生教育、日本語教育、母語・母文化、
アイデンティティ） 中島千惠

保育内容演習（環境 14.多文化な子どもと環境　 平野知見
☆教育福祉心理学演
習Ⅰ 【保福専攻クラ
ス】

多文化保育について 15回 平野知見

教育福祉心理学概論 10.教育における子ども理解と支援　異文化で学ぶ子どもたち（中島） 中島千惠
京都華頂大学 シラバス記載なし
同志社女子大学 シラバス検索不調
池坊短期大学 子ども家庭福祉 11.外国籍の子どもたちについて 浦田雅夫
大谷大学 シラバス記載なし
花園大学 家庭支援論 10.特別な支援を要する家庭Ⅰ（障がい児、ひとり親、外国籍） 市村好弘

大阪府

大阪府立大学 シラバス記載なし

大阪キリスト教短期
大学

保育内容総論Ⅱ 13.多文化共生の保育 高市勢津子
家庭支援論（AB） 12.特別な配慮が必要な子どもをもつ家庭への支援 杉岡幸代

特別支援教育の理解 14.障害児等の理解と援助⑤愛着障害児、被虐待児、母国語や貧困の問題等の
ある子ども 葉山貴美子

大阪芸術大学短期大
学部 保育・教育相談支援 9.特別な配慮を要する家庭への支援① 児玉陽子

常磐会短期大学

保育内容「人間関係」
の指導法

11.多様性に対する受容的な感性の育成について　障がい児共生保育・多文化
共生保育など多様な保育のあり方を考える ト田真一郎

保育内容総論 15.多様な展開　乳児、長時間保育、障がいのある子ども、多文化共生保育な
ど多様な保育の展開を学ぶ 田村みどり

東大阪大学・短期大
学部 保育内容総論 13.多文化共生の保育について 永久欣也
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

近畿
大阪府

東大阪大学・短期大
学部

子ども家庭支援の心
理学 13.子育て家庭に関する現状と課題（4）特別な配慮を要する家庭 西木貴美子

特別支援教育 14.母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある生徒の学習上又は
生活上の困難や対応についての理解 髙岡忍

関西女子短期大学
特別支援教育論 A 7.特別の支援を必要とする幼児の理解と保育 太田顕子

日光恵利
家庭支援論 7.特別な対応を要する家庭への支援と事例学習 津田尚子

四天王寺大学短期大
学部

☆多文化保育論 多文化保育について 15回 韓在熙
保育内容総論 11.多文化共生の保育－具体的な保育の方法と指導案 山本樹宜子
子ども家庭福祉 14. 子どもの貧困・外国籍の子どもと家庭への支援 吉田祐一郎

大阪人間科学大学 シラバス記載なし

大阪千代田短期大学
特別支援教育 6. 特別なニーズを持つ子どもの理解④その他多様な状態の子ども 宮本直美
保育原理 12. 保育におけるさまざまな配慮②（特別な配慮を要する子ども） 澤ひとみ

平安女学院大学 家庭支援論 9.様々な家庭の状況に応じた支援を学ぶーひとり親家庭、ステップファミリー、
外国籍、経済的な問題 相楽典子

平安女学院大学・短
期大学部

特別支援教育論 13.母国語の問題がある幼児・児童の困難さの理解と支援の現状について概説
する。　 清水里美

子ども家庭福祉 14.子ども家庭福祉の現状と課題を学ぶー貧困、外国籍、その他ー 相楽典子

大阪城南女子短期大
学

保育内容（総論） 15. 海外等の多文化共生の保育 芝田圭一郎
大嶋健吾

保育者・教育者論 10. 特に配慮を要する子どもと保護者への対応について事例を通して考える 太田友子
幼児理解と教育相談 8. 配慮を要する子どもの理解と保護者対応について、事例を通して理解する。 太田友子

大阪成蹊短期大学
保育内容総論 14.特別な保育ニーズに対応する保育について理解する。多文化共生について

学ぶ。園での災害の備えや食育の取り組みについて学ぶ

柘植誠子・
藤原牧子・
園田育代・
向井秀幸

子ども家庭福祉 13.日本に住む外国籍の子どもへの支援　 中川陽子

大阪国際大学短期大
学部

保育内容総論 14.テーマ：保育の多様な展開内容・方法：長時間の保育・多文化共生の保育
等を考える。 岡本佳代子

人権教育論 12.マイノリティの人権（2） 外国人問題 多文化共生 金洪仙
保育原理 12.テーマ：現代社会と子ども・保育④　障害児や外国籍のこども　 西郷南海子

四條畷学園大学短期
大学部 シラバス記載なし

大阪大谷大学 シラバス記載なし
大阪信愛女学院短期
大学 保育の心理学Ⅱ 4.多文化共生保育　多文化共生保育に関する事例検討　講義と事例検討　復

習：事例の課題について、要点を整理し、自分なりの対応方針を考える 戸田有一

大阪樟蔭女子大学 シラバス記載なし
梅花女子大学 保育内容総論Ｂ 4.多様な保育の展開（4）　多文化共生保育 赤木公子

大阪総合保育大学 特別支援教育総論 13. 教室における個別ニーズのある子どもへの対応②外国にルーツのある子ど
も 末次有加

相愛大学
特別支援教育 （1） 5.外国にルーツを持つ子どもの現状と言語に関する問題　第 6回 外国にルーツ

を持つ子どもへの教育支援 坂井美惠子

児童家庭福祉 12.子ども家庭福祉の現状と課題④：貧困家庭、外国籍の子ども・家庭への支
援 直島正樹

プール学院大学短期
大学部 児童家庭福祉 10. 貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 寅屋壽廣

大阪健康福祉短期大
学

子ども家庭支援の心
理学 11.特別な配慮を必要とする家庭への支援 石黒香里

千里金蘭大学
☆国際子ども支援学 外国籍の子どもの支援を 15回 馬場裕子
子ども家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への支援（ゲストスピーカー予定） 宮里慶子
子ども国際学入門 外国ルーツの子ども理解を 15回 馬場裕子

関西福祉科学大学 シラバス検索不調
常磐会学園大学 多文化保育研究 多文化保育について 15回 早川淳
堺女子短期大学 シラバス記載なし

大阪青山大学
多文化共生論 8.多文化の現場から③ 外国人の子どもをめぐる状況について学ぶ 岩城あすか
保育相談支援 黒澤祐介

桃山学院教育大学 児童家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 劉眞福
太成学院大学 シラバス検索不調

大阪成蹊大学

特別支援教育概論 13.障害と教育を巡る諸問題：障害者差別 /就労 /福祉政策 /貧困 /外国にルー
ツがある家庭 村田観弥

保育内容総論 12.展開（2）　特別支援を必要とする子どもの保育、多文化保育 吉次豊見
和田薫

保育方法論 11.特別な配慮を必要とする保育 （縦割り保育、統合保育、多文化保育） 石田貴子

兵庫
関西学院大学 人権教育論 10.特別な配慮を要する子どもと人権 高井由紀子
頌栄短期大学 英語Ⅰ 英語を話す幼児たちとの保育活動に役立つ保育英語を学ぶ 尾上美絵
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

近畿 兵庫

頌栄短期大学

英語Ⅱ 園内保育の場面で、子どもや保護者とよりよいコミュニケーションをとるため
の英語力

障害児保育 14.外国籍の子どもなど特別な支援を要する子どもの保育 渡邊恵梨佳
子育て支援論 14.外国につながりを持つ家庭への子育て支援 山中早苗

子どもの権利と社会 7.在日外国人の子どもたち 10．在日外国人の子どもの教育　11．在日外国の子
どもの福祉 森田喜基

子どもと人間関係 13.外国につながりをもつ子どものコミュニケーションと援助 山中早苗
特別支援教育・保育
総論 14.特別な支援を必要とする子どもの理解 渡邊恵梨佳

湊川短期大学 シラバス記載なし

神戸常盤大学
多文化教育論（外国
にルーツをもつ子ど
もたち）

内橋一惠

甲子園短期大学 保育内容総論 15.多文化共生の保育 千原智美
芦屋学園短期大学 家庭支援論 11.特別な配慮を必要とする家庭への支援 大江まゆ子
園田学園女子大学短
期大学部 教育原理 13.多文化共生教育・保育 喜始照宣

豊岡短期大学
こども家庭福祉 13.貧困・外国籍の子どもとその家庭への支援等 室谷雅美
こどもの発達と家庭
支援 13.特別な配慮を要する家庭 室谷雅美

兵庫大学短期大学部
障害児保育 B 特別支援の方法（外国籍の子どもの問題、貧困家庭等） 杉田律子

特別支援教育 A 8.母国語や貧困、アタッチメントの発達を含む特別な配慮を必要とする個別の
ニーズを理解し、子どもへの支援について学ぶ 足立法子

姫路日本ノ短期大学
英語 保育場面で必要な英語力を獲得する カルマール良子
家庭支援論 13.日本で子育てをする異文化（外国籍）の家族 日下部愛子

武庫川女子大学短期
大学部 シラバス記載なし

武庫川女子大学

異文化理解とコミュ
ニケーション 15.外国にルーツを持つ子どもたちとのコミュニケーション 金子正子

人権教育と福祉の研
究 14.多文化共生教育・保育と福祉 奥村慎司

聖和短期大学

保育内容総論 15.保育の多様な展開（多文化共生の保育、長時間保育など） 持田葉子

子育て支援 7.地域の子育て家庭に対する支援②（児童虐待・DV・外国籍の子どもおよび
保護者） 立花直樹

教育心理学 14.特別な配慮を要する子どもの理解と支援 齊木久代

神戸親和女子大学

保育内容の研究・総
論 15.多文化共生の保育 福井逸子

国際理解教育論 島田健太郎
障害児保育Ⅰ 9.特別な配慮を必要とする子どもの保育の実際 細木玉惠
子ども家庭支援の心
理学 10.特別な配慮を必要とする家庭への支援 権藤眞織

神戸女子大学 特別支援教育 10.母国語や貧困、抑うつの問題等による多様な特別な教育的ニーズ 岡村章司

兵庫教育大学 社会の中の言語文化 12.日本語話者の多様性 3（外国ルーツの子どもたち） 菅井三実
岡崎渉

園田学園女子大学

教育原理 13.多文化共生教育・保育 喜始照宣
保育内容指導法 言
葉（1） 14. 言葉をめぐる課題（情報社会と多文化社会の中で） 向井妙子

保育内容指導法 言
葉（2） 13.特別な配慮が必要な子どもとの関わり 向井妙子

保育内容総論 14.多文化共生と保育の国際化について 上野恭裕
保育内容指導法 人
間関係Ⅰ 14.多文化保育と人間関係 田窪玲子

神戸教育短期大学 家庭支援論 9.特別な配慮を必要とする家庭支援 藤井裕子
関西福祉大学 シラバス記載なし

神戸女子短期大学

特別支援教育 8.グループ討論：障害児及び外国籍や言語が違う幼児の対応について 土居下晃宏
教育の方法・技術 14.配慮を要する子どもへの保育 川村高弘
子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 永井久美子

ほか
障害児保育Ⅰ 5.障害児その他特別な配慮を要する子どもの理解と援助 永井久美子

関西国際大学
保育内容総論 11.多文化共生保育について 下里里枝

社会学概論 9.特別な教育的ニーズのある子どもの理解と支援①外国人児童生徒を中心に教
育現場での共生教育や国際的な福祉実践の在り方を考察する

姫路獨協大学 シラバス検索不調
神戸医療福祉大学 シラバス記載なし
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近畿

兵庫

神戸海星女子学院大
学 シラバス検索不調

姫路大学 シラバス検索不調

神戸松蔭女子学院大
学

基礎演習 B 4.異文化を理解する、多文化共生について考える 松岡他

特別支援教育入門 9.特別な教育的ニーズのある子どもの理解と支援①外国人児童生徒を中心に 渡部昭男
金丸彰寿

子ども家庭支援の心
理学 8.特別な配慮を要する子どもと家庭 寺見陽子

甲南女子大学 シラバス検索不調

兵庫大学
家庭福祉論 13.特別な配慮を必要とする児童及び家庭への支援 片岡章彦
児童の貧困と虐待 6.国際結婚と子ども 斎藤正寿

奈良

奈良保育学院

保育内容総論 15.多文化共生の保育「保育における多文化共生」 後藤紀子
外国語コミュニケー
ション

日本語が十分に話せない外国人保護者との連絡もスムーズに行えるような能力
を身につける 山本知美

保育方法及び技術 14.配慮を要する子どもへの保育 西田明恵
奈良佐保短期大学 在宅保育論 11.特別に配慮を要する子どもへの対応 北村麻樹

畿央大学
児童家庭福祉論 13.子どもの貧困・外国籍の子どもや家庭への対応 大城愛子
家庭支援論 11.多文化共生の保育 中村恵

白鷗短期大学 シラバス記載なし
帝塚山大学 シラバス記載なし

奈良学園大学

子どもと言葉 14.言葉での関りに配慮を必要とする子どもへの支援 正木友則
現代教育課題 D（学
校における異文化理
解）

6.外国にルーツを持つ子どもたちの立場から、彼らが抱えているニーズについ
て検討する オチャンテロサ

和歌山 和歌山信愛女子短期
大学

子ども家庭福祉 11.少年非行、貧困家庭、外国籍、関連法と動向、対応 桑原哲也
子どもの言葉 13.言葉に関して配慮を必要とする子どもへの支援 大橋眞由美

中・四国

鳥取
鳥取短期大学 シラバス記載なし
鳥取大学 シラバス記載なし

島根

島根県立大学短期大
学部 保育内容総論Ⅱ 7.多文化共生の保育 渡辺一弘

子ども家庭福祉 13.貧困家庭・外国籍の子どもとその家庭への対応 宮下裕一

島根県立大学 子ども家庭支援の心
理学 13.特別な配慮を要する家庭 藤原映久

大阪健康福祉短期大
学 保育・幼児教育
学科

子ども家庭支援の心
理学 11.特別な配慮を必要とする家庭 石黒里香

堅田弘行

岡山

岡山短期大学 シラバス記載なし
美作大学短期大学部 保育内容総論 15.多文化共生の保育 豊岡万智子

中国短期大学

子ども家庭福祉 15.貧困家庭、外国籍の子どもとその家族への対応 松井圭三
子ども家庭支援の心
理学 13、14.特別な配慮を必要とする家庭への支援 安形元伸

子どもの理解と援助 14.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 山本房子
特別支援教育入門 14.特別な配慮を必要とする様々な子ども 平尾太亮
子育て支援 13.特別な配慮を要する子ども及び家庭に対する支援とその実際 平尾太亮

岡山県立大学 障害児の発達と教育 15.多様な教育的ニーズを有する子どもの教育・保育・医療・福祉に関わる現
状と課題 京林由季子

倉敷市立短期大学 シラバス記載なし
就実短期大学 シラバス記載なし

山陽学園短期大学 子ども家庭福祉 12.子ども家庭福祉の現状と課題⑤ 貧困、外国籍の子どもとその家庭への支援
等 谷村紀彰

新見公立短期大学
（新見公立大学に改
編）

子ども家庭支援の心
理学 14,15.特別な配慮を要する家庭

芝崎美和
藤田彩見
立浪朋子

岡山大学 シラバス記載なし
ノートルダム清心女
子大学 シラバス記載なし

美作大学短期大学部 保育内容言葉 12.日本語を母語としない子どもの発達を考える 野々上瑞穂
吉備国際大学 シラバス検索不調

川崎医療福祉大学

異文化理解（多様な
他者と共生していく
ために）

10.多文化共生 飯田純子他

保育内容総論 15.保育の多様な展開②多文化共生の保育と情報機器及び教材の活用
入江慶太
大江由美
小田豊

中国学園大学 子どもの理解と援助 14.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 坂田季穂
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中・四国

岡山

中国学園大学
保育内容総論 15.多文化共生の保育 平松美由紀
特別支援教育 11-15.多文化の幼児や児童生徒に対する学習や生活のしづらさ etc 中典子

就実大学 現代教育の諸問題 10.外国人教育・多文化共生 長田健一
環太平洋大学 保育内容総論 14.支援を必要とする子どもの保育、多文化共生保育の理解 楢嵜日佳
くらしき作陽大学 シラバス記載なし

作陽音楽短期大学
障害児保育Ⅰ 7.障害等の理解と保育における発達援助⑥その他の特別な配慮を要する子ども

の理解と援助 長櫓涼子

子ども家庭福祉 14.わが国の子どもの家庭福祉の方向性（障害児・貧困家庭・外国籍の子ども） 松田真正

広島

安田女子短期大学
保育内容 言葉Ⅰ 8.多文化言語に育つ子どもたち 廿日出里美
児童家庭福祉Ⅰ 10.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応について説明できる 武藤大司

比治山大学短期大学
部 シラバス記載なし

広島文化学園短期大
学 シラバス記載なし

安田女子大学
保育内容総論Ⅰ 14.特別な支援を必要とする子どもの保育と多文化共生保育のための計画と実

践例について理解する 西川ひろ子

保育内容総論Ⅱ 7.特別な支援を必要とする子どもの保育と多文化共生保育のための計画と実践
例について理解する 西川ひろ子

福山平成大学

子どもの多文化理
解・共生 多文化保育について 15回 田辺尚子

子ども家庭支援の心
理学 13.子育て家庭に関する現状と課題（4）特別な配慮を要する家庭の理解 川島範章

広島女学院大学 シラバス記載なし

比治山大学
保育者論 10.特に配慮を要する子どもや時期 森川敦子
子ども家庭福祉 13.保育者の援助・配慮③異文化・地域の人々との関わり 上栗哲男
子どもと言葉Ⅰ 11.言葉の育ちと保育（9）言葉でのかかわりに配慮を必要とする子ども 望月真

広島文化学園大学 子ども家庭福祉 15.海外の子ども家庭福祉も、日本も同じ？ 井上予志栄
福山市立大学 人間と教育 12.多文化環境に育つ子どもの学びと教育 広田陽介他

広島国際大学
児童家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 西村いづみ
家庭支援論 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 西村いづみ

広島都市学園大学
特別支援教育 13.教育的ニーズに応じた指導・支援⑨虐待・貧困・母国語等の問題 加藤弘美
児童家庭福祉 13.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 畠山京子

広島修道大学 特別なニーズ教育の
基礎と方法 8.母語や貧困の問題等による特別の教育的ニーズ 堀田哲一郎

他

山口

宇部フロンティア大
学短期大学部

子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 廿麻乃

下関短期大学 シラバス記載なし

山口短期大学
特別支援教育 14.障害はないが特別の教育ニーズのある幼児の把握と支援を学ぶとともに、

特別支援教育のこれからについて考察する 三輪研一郎

保育内容総論 14.保育の多様な展開 多文化共生の保育・特別な配慮を必要とする子どもの保
育 中津愛子

岩国短期大学
障害児保育 10.日本語指導が必要な子どもの理解と支援 竹内吉和
保育内容演習（言葉） 14.特別な配慮を要する指導 宮下小百合

山口芸術短期大学

子ども家庭福祉 3.現代社会の課題と子ども家庭福祉・貧困や外国籍の子どもへの支援 山根望
特別支援教育概論 14.外国籍の幼児・児童に対する教育的ニーズと支援方法 立田瑞穂
子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 山根望

子どもの理解と援助 13.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 上村有平

梅光学院大学
子育て支援論 14.多様な支援ニーズを抱える子育て支援家庭の理解 田中ミサ
特別支援教育概論 13.特別な教育的ニーズのある子どもたちの理解と支援 松本真理子

山口学芸大学

教育社会学 14.国際社会と教育ー教育現場における多文化共生について考える 御旅屋建
特別支援教育概論
（幼・小） 14.外国籍の幼児・児童に対する教育的ニーズと支援方法 立田瑞穂

保育内容の指導法・
言葉 14.言葉でのかかわりに配慮を必要とする子どもについて 増原恵子

子育て支援 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 大田紀子
至誠館大学 シラバス記載なし
東亜大学 保育内容総論 13.特別に配慮を要する子どもの保育 江口弘子

徳島

徳島文理大学短期大
学部 特別支援教育論 15.母国語や貧困等により特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の理

解と支援 富樫敏彦

四国大学短期大学部

保育内容総論 12.保育の多様な展開 長時間保育、特別な配慮を要する子どもの保育、多文化
共生の保育について学ぶ 勝浦美和

保育内容研究・言葉 14.言葉の育ちにかかわる諸問題 中村真理子

子どもの理解と援助 13.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 勝浦美和
中村真理子
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中・四国

徳島

四国大学短期大学部
子ども家庭支援の心
理学 13.特別な配慮を要する家庭と支援について説明する 永井和子

障害児保育 14.障害児その他特別な配慮を要する子どもの保育に関わる現状と課題 永井和子
徳島文理大学 保育内容総論 保育の計画（2）幼保小連携、配慮を必要とする子どもの保育等 小嶋輝美
四国大学 シラバス記載なし

鳴門教育大学
保育内容総論 13.多様化する保育ニーズと保育内容ー情報機器の活用・保育の長時間化・多

文化共生
塩路晶子
ほか

保育内容（言葉） 15.言葉の育ちに関わる諸問題②母語が日本語でない子どもの指導、国際理解
と外国語 田村隆宏

香川

香川短期大学
家庭支援論 12.保育所、幼稚園で対象別に見た家庭支援　外国籍の子どもと親の悩み 松永幸子
保育内容（言葉と文
化）

13.乳幼児期の異文化コミュニケーションと言葉 外国にルーツのある子どもの
現状

林美代
吉井鮎美

高松短期大学

英語Ⅰ 保育の現場や外国人の保護者や園児に対応できる、基礎的な英語力を身につけ
る 上村秀樹

英語Ⅱ 保育の現場や外国人の保護者や園児に対応できる、基礎的な英語力を身につけ
る 上村秀樹

乳幼児保育Ⅰ 11.特別な配慮を必要とする子ども 武田都
保育内容ー言葉 5.特別な配慮を必要とする子どもへの関り 山本幾代

四国学院大学 保育内容総論 11.多文化共生の保育 吉田美奈
高松大学 シラバス記載なし

愛媛

環太平洋大学短期大
学部 シラバス検索不調

松山東雲短期大学
家庭支援論 11.特別な配慮を必要とする子どもと家庭への支援 友川礼
子ども家庭支援の心
理学 10.特別な配慮を要する家庭の実態 荘厳茶茶

聖カタリナ大学短期
大学部 シラバス記載なし

今治明徳短期大学
子どもの理解と援助 14.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 寺川夫央
家庭支援論 13.在留外国人家庭、障害児のいる家庭への支援 玉井智子

松山東雲大学 シラバス記載なし
高知 高知学園短期大学 教育心理学 11.問題行動 不適応症状 特別な配慮を要する子どもへの対応と支援 発達障害 吉村斉

九州 福岡

西南学院大学 シラバス検索不調

東筑紫短期大学

子ども家庭支援論 12.面接相談援助③多文化への対応 竹並正宏
保育内容総論演習 13.多文化共生の保育 桝田郁子
子どもの理解と援助 11.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 竹並正宏
子育て支援 13.特別な配慮を要する子どもの家庭に対する支援 早川とも子

西南女学院大学短期
大学部

家庭支援論 13.多様な家族への理解と支援 河嶋静代
子ども家庭支援の心
理学 14.多様な家庭の理解と配慮を要する家庭の支援 命婦恭子

特別支援教育論（障
がい児保育含む）

8.ご国語や貧困の問題等により教育的ニーズのある子どもの保育 現状と課題に
ついて学ぶ

香蘭女子短期大学 シラバス検索不調
福岡県立大学 シラバス記載なし

近畿大学九州短期大
学

☆多文化共生保育 多文化共生保育について 15回 金俊華
保育実践演習 幼児を対象とした多文化共生保育 金俊華
言葉（指導法） 15.多文化理解と言葉 皆川晶
現代社会と社会教育 6.外国人児童生徒教育について 垂見直樹
子育て支援 13.特別な配慮を必要とする子ども及びその家庭に対する支援 渡邉暁
子ども家庭支援の心
理学 11.特別な配慮を要する家庭の理解 橋本翼

中村学園大学短期大
学部

国際文化論 7.外国人の子どもたちと学校 真次一満
家庭支援論 14.外国籍の家庭への支援 山﨑篤
子ども家庭福祉 14.外国籍の子どもの福祉 牛島豊広

九州大谷短期大学

子ども家庭福祉 10.貧困家庭、外国籍の家庭支援 中村秀一
子どもの理解と援助 13.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 河村陽子
障害児保育 13.障害児その他の特別な配慮を要する子どもと保育に関わる現状と課題 村上有希
障害児保育Ⅱ 13.障害児その他の特別な配慮を要する子どもと保育に関わる現状と課題 村上有希

福岡こども短期大学 シラバス検索不調

久留米信愛短期大学
子ども家庭福祉 10.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 宮地あゆみ
子ども家庭支援論 14.要保護児童等及びその家庭に対する支援　国際化時代と子ども家庭支援 小栗正裕
子どもの理解と援助 13.特別な配慮を要する子どもの利器と援助方法について 記載なし

精華女子短期大学 「子どもと言葉」指
導法 14.多文化理解を進める保育 大谷朝
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九州

福岡

精華女子短期大学

英語コミュニケー
ション

保育の場においても外国人の保護者や子供と接する場面も少なくない。保育士
として必要不可欠な基礎英語力を養成する 虎本和三

保育相談支援 11.特別な対応を要する家庭への支援（外国籍、貧困） 志方亮介
子ども家庭至年の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 村井千寿子

中村学園大学 子ども家庭福祉 14.外国籍の子どもの福祉 牛島豊広
筑紫女学園大学 シラバス記載なし
九州女子短期大学 シラバス記載なし
福岡女学院大学 シラバス記載なし
福岡女子短期大学 子ども家庭福祉 10.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 宮地あゆみ
西日本短期大学 シラバス検索不調

純真短期大学
子ども家庭福祉 11.外国籍の子どもと家庭 菅原亜紀
家庭支援論 8-10.特別な支援や配慮を要する家庭支援

九州女子大学 シラバス記載なし

久留米大学
保育内容総論 7.多文化共生・インクルーシブ教育 上村眞生
保育内容（言葉） 12.特別な配慮が必要な子どもとの関わり 大谷朝

西南女子学院大学 シラバス記載なし
九州産業大学 シラバス検索不調

佐賀

九州龍谷短期大学 保育内容　言葉 11.特別な配慮が必要な幼児への指導を踏まえた「言葉」に関わる保育実践 峰晋
西九州大学短期大学
部

家庭支援論 11.特別な配慮を必要とする子どもと家庭への支援 占部尊士
保育内容総論 14.保育の今日的課題 特別な配慮を要する子どもの保育 大村綾

佐賀女子短期大学 シラバス記載なし

西九州大学 特別の支援を要する
子どもの理解 7.多様な教育的ニーズへの対応 中村理美

長崎

長崎女子短期大学 特別な教育的ニーズ
の理解とその支援 島田幸一郎

長崎短期大学

保育者論 13.多文化共生教育の必要性
安部恵美
子・川原ゆ
かり

保育内容演習Ⅰ（人
間関係） 13.多文化教育と人間関係 藤野正和

国際コミュニケー
ション演習Ⅱ 13,14.日本での外国人の保育・子ども・保護者とのコミュニケーション キャロライ

ンキム
保育原理 14.外国人の子どもの保育 川原ゆかり
英語Ⅰ 園児や保護者とのコミュニケーションに役立つ内容 内山智子

教育方法論 14.配慮を要する子どもへの保育方法
岩崎勢智
子・小浦康
平

保育内容演習Ⅰ（言
葉） 7.特別な配慮の必要な子ども 荒井悦子

長崎純心大学 シラバス記載なし
活水女子大学 シラバス記載なし

長崎大学 特別な教育的ニーズ
の理解と支援 8.教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒への支援 吉田ゆり

熊本

熊本学園大学 シラバス記載なし

中九州短期大学

こどもと言葉 14.子どもの特性に応じた配慮と支援 嘉原カヲリ
保育内容（人間関係） 10.特別の配慮を要する子どもたちの理解 村上義次
こどもの理解と援助 12,13. 特別な配慮を要する子どもの理解、援助 村上義次
こども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭 村上義次

尚絅大学短期大学部 シラバス検索不調
九州ルーテル学院大
学 保育内容（言葉） 5.特別な配慮が必要な子どもとの関わり 金戸清高

大分

別府大学短期大学部 シラバス記載なし
別府溝部学園短期大
学 シラバス記載なし

東九州短期大学
保育内容（言葉） 12.外国籍、障碍を持つ子どもの対応 公文雅子
家庭支援論 13.外国人への支援 松田順子

宮崎

宮崎学園短期大学 子ども家庭福祉 11.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 木村匡登

南九州大学

子どもの理解と援助 8.特別な配慮を必要とする子どもの理解と援助 未定
子ども家庭支援の心
理学 11.特別な配慮を要する家庭 財部盛久

保育内容総論 15.多文化共生の保育 金子幸

特別支援教育 13.障害はないが特別な教育的ニーズのある子どもについて（不登校、GID、異
言語、貧困等） 鳴海正也
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ブロック 都道府県名 学校名 教科目 授業内容 担当教員

九州

鹿児島

鹿児島女子短期大学 シラバス検索不調
第一幼児教育短期大
学 シラバス検索不調

鹿児島国際大学 シラバス記載なし

鹿児島純心女子短期
大学

子ども家庭福祉 12.貧困、外国籍の子どもとその家庭への支援等 益満孝一
ことばとこども 14.特別な配慮が必要な子どもとの関わり 森木朋佳
子育て支援 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 坂元恵子
こども家庭支援の心
理学 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 丸田なつき

鹿児島純心大学 シラバス記載なし

沖縄

沖縄女子短期大学

特別の支援を要する
子どもの理解と実際
Ⅰ

5.母語語や貧困等により特別の教育的ニーズのある子の実態把握と対応 羽地知香

子ども家庭福祉 10.貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 宮本晋一

障がい児保育Ⅱ 13.特別な教育ニーズのある子どもの理解、配慮が必要な子どもアセスメントに
ついて、支援者の役割

嘉和睦
羽地知香

沖縄キリスト教短期
大学

障がい児保育 11.その他の特別な配慮を要する子どもの r会と対応 緒方茂樹
子ども家庭福祉 14,15.経済的に苦しい家庭、外国にルーツをもつ家庭をどう支援するか 宮平隆央
子ども家庭支援の心
理学 12.特別な配慮を要する家庭について 大城りえ

子どもの理解と援助 14.特別な配慮を要する子どもの理解と援助 大城りえ
中野久美子

5．考察

⑴　概要
カリキュラムの授業内容において、多文化共生
保育に向けての保育士養成について具体的に明示
されている「教科目名：子ども家庭福祉」「教科目
名：保育内容総論」に加え、幼稚園教育要領解説
における特別な配慮に 1障害のある幼児などへの
指導・2海外から帰国した幼児等の幼稚園生活へ
の適応、とあることから「特別支援教育」の対象
として外国につながる子どもも含まれる場合もある
と想定し、「教科目名：特別支援教育」も含め、3

科目におけるシラバス上の多文化共生保育の位置
づけを考察する。なお、実際の教科目名は養成毎
に異なっているが、シラバスの教授内容から科目
名を判断し、本稿においては「子ども家庭福祉」、
「保育内容総論」、「特別支援教育」で統一する。

⑵　子ども家庭福祉
「玉川大学：子ども家庭福祉：渋谷行成：12.特
別な配慮が必要な子どもへの支援」など、77校で
多文化共生保育に関連する可能性のある講義を 1

コマ以上行っていた。ただ、特別な配慮の解釈は

各教員に委ねられているのが実情で有り、「特別な
配慮」には必ずしも多文化共生保育に関わる内容
が含まれているとは限らない。多文化共生保育に関
わる内容がシラバス上明記されている養成校は「こ
ども教育宝仙大学 :子ども家庭福祉 ：松倉佳子 ：13 

.ひとり親家庭、貧困家庭、外国籍の子どもとその
家庭への対応」など 71校であった。ただ、この場
合も 1コマの授業時間内に複数提示されている授
業内容のうち、多文化共生保育についてどれほど
の内容が言及されているかは読み取れない。実際
に多文化共生保育に関連する内容を子ども家庭福
祉の授業にて 1コマ全てを充てている養成校は「池
坊短期大学 ：子ども家庭福祉 ：浦田雅夫：11.外国
籍の子どもたちについて」など 13校であった。

⑶　保育内容総論
「東北文教大学短期大学部：保育内容総論Ⅰ：奥
山優佳：13．特別な配慮を要する児童の保育」な
ど、91校で多文化共生保育に関連する可能性のあ
る講義を 1コマ以上行っていた。多文化共生保育
に関わる内容がシラバス上明記されている養成校
は「星槎道都大学：保育内容総論：吉江幸子：7．
長時間保育、特別な配慮を要する子どもの保育、
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多文化共生の保育、まとめ」など 69校であった。
このうち実際に多文化共生保育に関連する内容を保
育内容総論の授業にて 1コマ全てを充てている養
成校は「東京立正短期大学：保育内容総論：鈴木
健史 ：15.多文化共生の保育」など 38校であった。

⑷　特別支援教育
「大阪千代田短期大学：特別支援教育 ：宮本直美 

：6. 特別なニーズを持つ子どもの理解④その他多
様な状態の子ども」など、78校で多文化共生保育
に関連する可能性のある講義を 1コマ以上行って
いた。多文化共生保育に関わる内容がシラバス上
明記されている養成校は「徳島文理大学短期大学
部：特別支援教育論 ：富樫敏彦：15．母国語や貧
困等により特別の教育的ニーズのある幼児、児童
及び生徒の理解と支援」など 45校であった。この
うち実際に多文化共生保育に関連する内容を特別
支援教育の授業にて 1コマ全てを充てている養成
校は「修文大学短期大学部 ：特別支援教育・保育
概論：高野恵代：13．幼児期での外国人の受け入
れ」など 11校であった。

6．結論

カリキュラムに多文化共生保育に関わる内容が
明記されている子ども家庭福祉、保育内容総論に
加え特別支援教育において、今回検索できた養成
校 396校のうち、1コマ全て多文化共生保育の講義
を行っているのは、それぞれ 13校（子ども家庭福
祉）、38校（保育内容総論）、11校（特別支援教育）
であった。なお、これら 3科目すべてにおいて多
文化共生保育に関連する講義を行っている養成校
は今回のシラバス調査においては確認できなかっ
た。また、今回の調査で取り上げた 396校のうち、
授業で全く多文化共生保育に関連した内容を取り
上げていない可能性のある養成校は85校であった。
以上の結果より、現在の養成校における保育者
養成において、多文化共生保育に対応できる保育
者養成は養成校毎に異なっている現状が明らかに
なった。また、シラバス上、多文化共生保育に関

連した内容を取り上げていない可能性のある養成
校が全体の 5分の 1以上を占めることから、現在
の保育士養成課程において、多文化共生保育は保
育者を養成する上で、必ず教授するべき内容であ
るとは位置づけてられていない現状が示唆された。
多文化保育実践における保育者の認識について

論じた韓が「今後の保育者の専門性として多文化
保育に関する科目設定が必要で有り、保育者養成
カリキュラムとしての構築は今後の課題である」
（韓：2018）と述べているとおり、現場における多
文化共生保育へのニーズは高まっている。多文化
共生保育に対応できる保育者養成のニーズがある
にもかかわらず、養成校における位置づけが定まっ
ていない理由として、多文化共生保育を教授する
際のカリキュラム内容が未だに整理されていないこ
とが推察される。保育現場における外国につなが
る子ども達の増加に伴う多文化共生保育に対応で
きる保育者を養成するために、まずは教授すべき
内容を整理する必要がある。そのために参考とな
るのが現在すでに行われている取り組みである。
例えば「東京純心大学：こどもと多文化共生：咲
間まり子・増田光・尾関はゆみ」など、全国の保
育者養成校の内、17校において多文化共生保育に
特化した講座が開講されている。今後の課題とし
て、これらの講座にて教授されている内容を精査
することで、多文化共生保育に関する養成レベル
での到達点・課題を明らかにした後、具体的なカ
リキュラム構築に取り組んでいきたい。
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