


はじめに

⚫ 今、世界は乳幼児教育ブームです。

「人生の始まりこそ力強く！（Starting Strong!）」

この言葉は世界の乳幼児教育実践者と研究者の合い言葉であり、
子どもを育てるすべての人たちの願いでもあります。

⚫ 乳幼児教育の実践、これを「保育」と呼びます。保育職は高度専門職
のひとつです。埼玉大学で４年間かけて「質の高い 乳幼児教育」を
学び、「力量のある保育者」となって保育の現場で活躍しましょう。

⚫ 高校生のみなさん、ぜひ埼玉大学で乳幼児教育を学んでください。

乳幼児教育講座教員一同



乳幼児教育コースの教育方針

「4つの協働する力」をもった幼児教育・保育の実践者の養成

✿多様性社会の中で成長を続ける保育者
コミュニケーションのとコラボレーションの力も身につきます



乳幼児教育コースの4年間

主に
1年次～2年次

乳幼児教育の
基礎を学ぶ

主に
3年次～4年次

展開力・応用力
を学ぶ

基礎から
応用まで



“乳幼児教育コース”どんなところ？！

乳幼児教育コースは、幼稚園教諭1種免許
状と 保育士資格の取得が卒業要件で、1
学年20人前後の少人数クラスとなってい
ます。大学の授業では、教育・保育に関
する幅広い知識や技術を、講義形式だけ
でなく自分たちで実践・演習を行いなが
ら体験的に学ぶことができます。また、
保育実習・施設実習・教育実習など実際
の現場での実習を通して、机上の学びだ
けでは得られない多くのことを自分自身
で学ぶことができ、理論と実践により良
い教育者・保育者を目指すことができる
と思います。

教育学、心理学、音楽学、福祉学など
様々な視点から、保育者として必要な知
識や技術を学習しています。歌を歌った
り、自然と触れ合ったり、様々な技法を
使って絵を描いたり、などなど楽しみな
がら取り組むことができる、乳幼児教育
コースならではの授業がたくさんありま
す。保育園や幼稚園、施設での実習など、
実際の保育現場での学習の機会もあり、
子どもとの関わり方や保育の方法など、
授業での学びを実践的に身につけること
ができます。

在学生に
聞いてみました！



乳幼児教育コースの授業

教職入門
幼児教育課程論
幼児教育方法
保育内容「健康」
保育内容「人間関係」
保育内容「環境」
保育内容「言葉」
保育内容「表現」
保育造形表現
領域専門科目

子ども家庭支援論
子どもの保健
乳児保育
子どもの食と栄養
保育体育実践
保育造形実践
保育表現実践
保育音楽実践
保育技術実践

乳幼児心理学
乳幼児音楽学
乳幼児教育学
幼児理解と教育相談
子どもの健康と安全
乳幼児教育研究
保育実習指導
保育・教職実践演習
卒業研究

社会福祉学概論
子ども家庭福祉論
子育て支援
社会的養護内容実践
社会的養護論
障害児保育実践
衛生学・公衆衛生学

など

✿他に、外国語科目、基盤科目、教職キャリア科目などがあります

スタンダード、
かつユニークな
授業内容



乳幼児教育コースの授業の様子

「幼児教育方法」

0歳児のおもちゃ

「学生の作品」

1歳児のおもちゃ2歳児のおもちゃ

保育実習に向けて「手袋シアター」



乳幼児教育コースの演習室

モデル人形を使って赤ちゃんのお世話を学びます

沐浴を実践
します！

ピアノ
レッスン♫



保育音楽実践

どんな授業？！ 在学生に
聞いてみました！

ピアノの弾き歌いの先生のマンツーマン指導
を受けることができます。中間発表会と最終発
表会があります。先生方が親身になって教えて
くださるのでピアノ未経験者の方でも安心して
授業に臨むことができます。実習で弾き歌いを
することもあると思うので、とても自分に自信を
つけることができる授業です。

一人一人に合わせたピアノの練
習を行います。私は大学からピ
アノを始めたのですが、この授
業でたくさんの歌を弾けるよう
になりました。先生が一人一人
に対して優しく丁寧にご指導し
てくださいます。

歌唱や音あそびなど音楽活動について学び
ます。楽譜の読み方やコード進行など音楽の
基本から学習します。ピアノの実技では、個人
のレベルに合った指導のため、初心者の私で
も安心して授業を受けることができました。



どんな授業？！
在学生に

聞いてみました！

素話や製作など、保育現場で役立つ保育技術を
実際に体験しながら学べる授業です。実際の保
育園での活動の様子や環境設定について先生
からお話を聞くこともあります。楽しみながら保育
者として必要な技術を学べる授業です。

保育技術実践

様々な演習が行われるので自分自
身で体験しながら保育に繋げていく
ことができると思います。朗読や紙皿
シアターの製作、自然観察や壁面製
作など、一年を通して本当に多くの
体験ができる授業です。

「学生の作品」



どんな授業？！ 在学生に
聞いてみました！

子どもの保健

乳児さんのお世話について実践を通して学ぶことが
できます。抱っこの仕方や調乳の仕方、沐浴の仕方
など、人形を使って演習するのでとてもイメージが
わきやすいです。先生方や友達からのアドバイスをも
らいながら演習を重ね、自分に自信をつけることが
できます！

乳児保育実践

子どもの心身の健康や安全を守るための知識や
技術を学びます。応急処置や嘔吐物の処理など
保健的な技術の演習にも取り組みます。コロナ禍
での感染症対策など現代の社会情勢を考慮した
学習内容もあります。



埼玉大学教育学部附属幼稚園 教育実習の場



教育実習の様子



乳幼児教育コースの実習と免許・資格
✿ 必修（卒業要件）

✿ 選択（意志の強さと努力が必要）

2年次～4年次

2年次～3年次

4年次

保育士資格
保育所実習（12日間）

施設実習（12日間）

保育所または施設実習

幼稚園教諭1種免許
基礎実習

応用実習（4週間）

小学校教諭1種・2種免許

特別支援学校教諭免許
応用実習（2週間）

保育実習

教育実習

教育実習



乳幼児教育コースの魅力♡

乳幼児教育コースでは、幼稚園の先生や
保育士などを目指すために必要なことを学
ぶことができます。子どもたちの成長発達
などの基本的な知識を講義で丁寧に学ん
だことを生かし、演習の講義や実習を通し
て、将来子どもさんと関わる者として成長し
ていくことができます！

雰囲気の良さが1番の魅力だと思います。
少人数編成なことや、同じ分野に興味を
持つ仲間であることから、学生同士が仲良
しです。授業では学生同士で協力したり、
話し合ったりする機会もあり、他学生から
学ぶことも多いです。先生方も優しく、親身
になって相談に乗ってくださり、安心した
環境で学習に集中することができます。

埼玉大学の乳幼児教育コースでは、幼稚園教諭の免許と保育
士資格を取得できることは魅力の一つであると思います。少人
数クラスなので先生と学生の距離が近く、先生方は優しく温かく
ご指導してくださり、悩みや不安など何でも相談できるので、充
実した大学生活が送れると思います。また、クラスはとても温かく
優しく柔らかい雰囲気なので、授業や実習の中で大変なことが
あってもお互いに励まし合いながら乗り越えることができ、乳幼
児教育コースでは素敵な仲間に出会えると思います。

在学生に
聞いてみました！



乳幼児教育コースの魅力♡

乳幼児教育コースの魅力という話題に
関しては、一度話し始めたら止まらない！
くらい乳幼児教育コースのみんなが
大好きな私です！

ひとつに絞って乳幼児教育
コースの魅力を上げるとす
るのであれば、少人数で温
かな雰囲気の中、互いに絆
を深めながら成長し合える
ところだと思っております。

乳幼児教育コースは一学年約20人と
少人数であり、すぐに全員と打ち解け合
うことができると思います。私も入学当初、
知り合いがほとんどおらず不安でいっぱ
いでした。しかし、少人数である乳幼児
教育コースだからこそ仲よくなることがで
き、4年生になった今でも笑顔の絶えな
いかけがえのない仲間たちです！

在学生に
聞いてみました！

実習前や難しい課題で不安や焦り
があったときも、みんなで相談し合い
ながら協力し合うことで乗り越えるこ
とができました。
乳幼児教育コースでの出会いは、
きっとこの先の人生においてもかけ
がえのないものとなると思います！



乳幼児教育コース卒業後の進路
2017年度までは1学年
25名定員でした

令和4年3月（2021年度）
卒業生の就職先

✿公立保育所
さいたま市・板橋区・川崎市
宇都宮市・守谷市・長岡市

✿私立
葛飾二葉幼稚園
松戸みどり幼稚園・子どもの森
ライクアカデミー
グローバルチャイルドケア

✿進学先
埼玉大学大学院

✿卒業生の多くが教員・保育士として活躍！！



乳幼児教育コース卒業生の声（幼稚園）

大学時代は机上の学びだけでなく、実践的な授業が多くあり
ました。人前に立つことが苦手でしたが、授業を積み重ねるう
ちに慣れてきて、友達の技術をたくさん真似して堂々と保育を
楽しめるようになりました。
何よりも最高の仲間に出会えたことが今の私の仕事に繋がっ

ています。同じ目標に向かって頑張る友達がいることで、在学
中も就職後も悩みを共有して前向きに頑張ることができていま
す！
乳教のイチオシポイントは素敵な先生と最高の友達です！保

育の知識だけでなく、人と関わる力を学べたことが保育現場で
子供から大人まで幅広い年齢の人と関わることに生かせていま
す。

（2017年度卒業生）



乳幼児教育コース卒業生の声（幼稚園）

「保育者」として保育をする中で難しいこと、
大変なことはたくさんあります。でも、大学
の4年間の中で見つけた「子どもたちのこと
を第一に考えながら保育をすること」が今の
自分の保育の原点になっていると思います。
この大学で学べたからこそ、自分が大切にし
ていきたいことに気付き、保育の「大変さ」
や「難しさ」の中から、子ども一人一人の中
にあるいろんな世界を一緒に楽しむことがで
きるようになったと思っています。
同じ志をもった仲間と先生方と学び、高め

合える4年間の中で、これから自分が大切に
していきたいものがきっと見つかると思いま
す。

（2018年度卒業生）

私は今、公立幼稚園で年長組の担任をしてい
ます。大学では、幼児教育について理解を深
め、幼児や保護者との関わり方を知り、保育
の引き出しを増やすことができました。実技
的な講義も多く、在学中に作ったペープサー
トや手袋シアターなどは今も使っています。
また、小学校教諭の免許取得に向けて学んだ
ことも、就学への見通しをもって保育をする
中で生きていると感じます。
就職後も自分の保育に迷った時に、大学の

講義資料を見返すことがあり、大学での様々
な学びが、現場で働く中で保育と結びつき、
より深い学びになっていると感じます。ぜひ
みなさんも、埼玉大学で学び、夢を叶えてく
ださい！

（2020年度卒業生）



乳幼児教育コース卒業生の声（保育所）

大学4年間で学んだこと、感じたこと、悩
んだこと、先生や仲間たちとの思い出･･･
全ての出会いや経験が今のわたしの保育に
つながっています。どのような保育がした
いのか、子どもたちとどう関わりたいのか、
なにを大切にしたいのかを考え、向き合っ
てきた乳幼児教育コースでの日々がわたし
の支えとなっています。素敵な先生方や仲
間たちと出会い、最高の環境で保育につい
て学んでほしいと思います。頑張ってくだ
さい。

（2018年度卒業生）

保育とは何か、保育者として必要なこと、
子どもの捉え方…など、乳幼児教育コース
の先生方に教えていただいたこと、また、
仲間たちと悩み、いっしょに考えた時間は、
保育士として働く今でも、わたしにとって
大切なものになっています。
大学で学んだことを土台に、実際に子ど

もたちのさまざまな思いと向き合いながら、
保育士として毎日を過ごしています。
みなさんにとって、これからの大学生活

が素敵な時間となりますように。
（2016年度卒業生）



乳幼児教育コース卒業生の声（保育所）

乳教の授業は学生同士一緒に取り組んだり
話し合ったりするものが多く、自然と学生
同士仲良くなれました。子どもや保育につ
いて乳教の友だちと話す中で、さまざまな
視点から子どもを理解したり保育を計画し
たりする力が身についたと感じます。「こ
の子は〇〇が好きだから、こんな声かけが
いいかな」「手先が器用になってきたから、
こんな玩具も用意しようかな」などいろい
ろと考えながら保育する中で、子どもの喜
ぶ顔をみることができると大きな嬉しさを
感じます。

（2020年度卒業生）

乳幼児教育コースでの4年間で、保育をする
上で欠かせない知識や、保育の現場で活か
せる実技的な内容など多くのことを学ぶこ
とができました。特に実技的な内容は、乳
幼児教育コースならではだと思います。授
業で製作の様々な表現技法を実際にやって
みて作品を作ったり、手遊びや教材作成な
ど仲間で発表し合ったりしました。そのよ
うな経験を通して、保育のレパートリーが
広がり、現場でも生かせています。

（2019年度卒業生）



令和5年度乳幼児教育コース入試情報

入学定員
学校推薦型
選抜

一般選抜

前期 後期

20名 5名 15名 ―

✿詳細は「募集要項」を見てください

2次試験は英語教員・保育士
になる意欲が

高い人



乳幼児教育コース入学者の情報：2022年度入学生

東北1名

南関東11名
中国1名

九州2名

北関東・甲信3名

北陸1名

東海1名

日本全国に
友だちが
できます！



2022☆乳幼児教育コース入学者の声



○入学して良かったこと

母が保育士をやっていたということもあるのですが、何か資格を取りたいと思って乳幼児教育を選びました。幼稚
園教諭と保育士の資格が両方取れるところに行きたいと思っていたので、自分のレベルにあった埼玉大学の乳幼児
教育にしました。

○入学する前に心配していたこと、入学してから安心したこと

○乳幼児教育コースの受験を考えている高校生へ

○乳幼児教育コースを選んだ理由

授業では教育学部の他のコースの人、部活やサークルではいろんな学部の人と仲良くできることです。また、体育
や音楽といった他の学部にはない息抜きの授業があるので、教育学部に入学してよかったと思います。

まず友達ができるかが不安でしたが、乳幼児教育コースは20人しかいないし、授業がほぼ一緒なので仲良くなれ
ました。そして、私はピアノ初心者なのでピアノの授業も心配でしたが、他にも初心者が結構いることがわかって
安心しました。レベルによってのクラス分けがあるので、ピアノについては何も心配しなくて大丈夫だと思います。

乳幼児教育だからといって特別やらなければならないことはありませんが、高校生のうちは勉強をがんばってお
いたほうがいいと思います。そのほうが大学生活をより楽しめます。こんなことは親や先生から散々言われてる
と思います。ですが、私自身受験が終わって大学生になってみると、今のところ受験のような勉強は全然してい
ません。これからの4年間どのくらい勉強するかわかりませんが、受験よりも勉強することはないと思っています。
なので、できるだけがんばっていきたい大学に入ってしまえば大丈夫です。もちろん、大学にも楽しくない授業
や課題が多い授業もありますが、楽しいことはそれ以上にあります。たくさんの人と出会えたり、バイトをした
り、旅行に行ったりと世界が広がります。楽しい大学生活を想像してがんばってください。

茨城県出身☆Aさん



○入学して良かったこと

中学校の時の職場体験で保育所に訪問した時から、乳幼児保育に興味を持ち始め大学で保育関係のことを学びたい
と思ったことがきっかけでした。そこから大学を調べはじめ国公立大学で幼稚園教諭と保育士を同時に取得できる
ところや少人数クラスであるところ、教授方の研究内容に魅力を感じ志望しました。

○入学する前に心配していたこと

○乳幼児教育コースの受験を考えている高校生へ

○乳幼児教育コースを選んだ理由

教育学部の中のコースなので保育のことだけでなく教育全般のことを学ぶことができ、そのような授業では他学科
の人と交流、共に学べることです。

国立のため受験が3月までとほかの人より長い受験期間となるけれど、最後まで頑張ればきっと花が咲くと思いま
す。勉強勉強と気負うだけでなくリフレッシュも大切に頑張ってください！埼玉大学で待っています！

埼玉県出身☆Bさん

○入学してから安心したこと

保育に関する知識や子供と触れ合う機会がほとんどなかったため、授業や話についていけるか不安でした。

どの授業も一から丁寧に教えてくれるところです。また、グループディスカッションの時間が授業内に設定されて
いて自分の考えを言語化する機会が多く、他の人の多様な意見を聞き自らの意見を深めることができます。子ども
と触れ合う機会については、２年生から豊富な実習やサークル活動の中に子どもに関わるものもあるので安心しま
した。どの授業も一から丁寧に教えてくれるところです。また、グループディスカッションの時間が授業内に設定
されていて自分の考えを言語化する機会が多く、他の人の多様な意見を聞き自らの意見を深めることができます。
子どもと触れ合う機会については、２年生から豊富な実習やサークル活動の中に子どもに関わるものもあるので安
心しました。



○入学して良かったこと

保育士になりたいという幼い頃からの夢を実現するためです。このコースでは実践的な保育技術だけではなく、乳
幼児心理学や社会福祉学など幅広い分野を学べるということに魅力を感じました。さらに、所定の単位を修得すれ
ば、小学校教諭や特別支援学校教諭の免許を取得できるところにも強く惹かれました。

○入学する前に心配していたこと、入学してから安心したこと

○乳幼児教育コースの受験を考えている高校生へ

○乳幼児教育コースを選んだ理由

全ての学部が1つのキャンパスに集まっているので、授業やサークル活動を通して様々な人と交流できることです。

埼玉大学の乳幼児教育コースは、国公立大学の中で保育士の資格を取れる数少ない学科です。4年間の大学生活を
楽しみつつ、しっかりと保育士資格を取得したいと考えている高校生は、本当におすすめです！20人と少人数な
ので、すぐに打ち解けて仲良くなりました。皆同じ夢を持っているので、切磋琢磨しながら講義に臨んでいます。
受験勉強は大変だと思いますが、将来なりたい自分の姿を想像しながら頑張って下さい。心から応援しています。

沖縄県出身☆Cさん

私はピアノが全く弾けず、入学前はピアノの授業などについていけるか不安でした。しかし、保育音楽実践という
ピアノの授業では、弾ける人と弾けない人でグループが分かれていて、後れを取ることなく授業を受けられていま
す。また、先生の丁寧なご指導のおかげで安心して授業を進めることができています。



優しい先生方や同じ夢を持つ仲間たちと一緒に、
保育の知識や技術を、実践を交えながら学べる、
魅力あふれるコースです。皆さんも私たちと
一緒に乳幼児教育について学びませんか？

乳幼児教育コースの仲間は本当に温かく優しいので、
授業や休み時間に皆といることが楽しく、またそれ
ぞれが良い教育者・保育者を目指しながら学んでい
るので、周りから良い刺激を受けながら自分を高め
ていけると思います。乳幼児教育コースでは、広く
深く教育・保育について学ぶことができ、素敵な仲
間・先生に出会えると思います。受験勉強は本当に
大変だと思いますが、その先には乳幼児教育コース
の、素敵な充実した大学生活が待っています。頑
張ってください。応援しています。

私自身、高校生の頃オープンキャンパスで乳幼児教育コースの先輩方がお話している姿を見て、私もこんなすて
きな先輩方みたいに乳教で学びたい！ここで保育者を目指したい！と強く感じ、乳幼児教育コースを目指し必死
に受験勉強をしました。
すてきな仲間たちや先生方と出会って、この4年間乳幼児教育について学ぶことができ本当に幸せです。
今、進路に迷いがあったり成績に悩んだりされている方もいらっしゃると思います。きっと今のそのがんばり

はご自身の糧になるはずです。皆さんが乳幼児教育コースにいらっしゃることをとても楽しみにしております！

在学生から受験生の皆様へ
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