
 

 

2019 年度 愛知学泉大学シラバス 

 

科目番

号 
科目名 

担当者名   

（担当形態） 

基礎・専門

別 
単位数 

選択・必修

別 

開講 

年次 

3204013 
保育内容（健康） 

The contents of childcare(ｈｅａｌｔｈ) 
黒谷万美子   専門 ２ 必修 １年 後期

科目の概要 

乳幼児期の子どもたちの心と体の健康は、相互に密接な関連性をもっており、人や物などの多様な関わり合いのなか
で、のびのびと体を動かして遊ぶことにより、諸機能（運動・認識・ことば）の発達が促される。さらに、遊びを体験していく
なかで、体を動かす楽しさを味わい、安全について考え、自分の体について認識するようになっていく。本科目において
は、子どもたちの健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくりだすための、幼稚園・保育所（園）・こども園におけ
る保育内容「健康」の内容について学習し、教育・保育の留意点を考察する。 

学修内容 到達目標 

① 幼稚園・保育所（園）・こども園における領域、保育内容

（健康）の内容を学修する。 

② 子どもの健康をめぐる現状について知り、課題点を学
習する。 

③ 子どもたちの心身の発達と健康について学習し、教育・

保育の留意点を考察する。 

④ 基本的生活習慣の発達段階と援助方法について学習

し、教育・保育の留意点を考察する。 

⑤ 子どもの健康な心と、体を育てるために必要な保育者

の役割について理解し、保育で心がけなければならな

い安全指導について学ぶ 

① 幼稚園・保育所（園）・こども園における領域、保育内容

（健康）の内容を理解する。 

② 子どもの、健康をめぐる現状と課題を理解し、教育・保

育の留意点を考察することができる。 

③ 子どもたちの心身の発達と健康について理解し、教育・

保育の留意点を考察することができる。 

④ 基本的生活習慣の発達段階と援助方法について理解

し、教育・保育の留意点を考察することができる。 

⑤ 子どもの健康な心と、体を育てるために必要な保育者の

役割と保育で心がけなければならない安全指導につい

て理解することができる。 

学生に発揮させる社会人

基礎力の能力要素 
学生に求める社会人基礎力の能力要素の具体的行動事例 

 
前に踏

み出す

力 

主体性 子どもの心身の発達と健康について興味を持ち予習・復習の指示がなくても実施

できる 
働きかけ力  
実行力 講義終了後、その日のうちに必ず復習を実施することができる 

 
 
考え抜

く力 

課題発見力 講義中の疑問点を、質問・検索できる 

計画力  

創造力 配布資料を基に自分の講義ノートをまとめることができる 

 
 
 
 
チーム

で働く

力 

発信力 講義内容について疑問点を教員に質問し、友人とディスカッションできる 

傾聴力 講義を集中して受講し、こどもの病気やケアについて記憶できる 

柔軟性  

情況把握力  

規律性 規律性を守りレポート提出を行うことができる 

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力  

テキスト及び参考文献 

教科書：特に指定しない。その他、毎回、授業課題と資料を配布する。参考文献：幼稚園教育要領（平成

29 年 3 月告示）・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育保育要領 
他科目との関連、資格との関連 

多科目との関連:保育内容（健康）、子どもの保健Ⅰ、子どもの保健Ⅱ、子どもの食と栄養、乳児保育 
資格との関連:保育士 

学修上の助言 受講生とのルール 

・授業中の私語は慎み積極的に授業に参加する 

・配布プリントや資料は講義ノートに合わせてまとめ、内容を

整理しておく 

調べ学習、発表、グループワーク、相互に教え合う等の

活動に代表される、アクティブラーニング形式での授業

に意欲を持って参加すること。 

ほぼ毎回、課題プリントが課されるため、必ず提出する

こと 
 



【評価方法】 

評価方法 
評価の 

割合 

到達 

目標 
各評価方法、評価にあたって重視する観点、評価についてのコメント 

筆記試験 50 

① ✓ ○問題を適切にとらえて、それに対し自らの意見を主張できているか。

○重要なポイントを押さえているか。 

・保育をめぐる状況について  

・子どもたちの心身の発達と健康について  

・基本的生活習慣の発達段階と援助方法について  

・安全教育についてなど 

② ✓ 

③ ✓ 

④ ✓ 

⑤ ✓ 

小テスト  

①   

②  

③  

レポート 10 

① ✓ ○毎回のレポート課題に対する自分なりの意見を述べられているか。 

○前回のレポート内容（一部抜粋）の中から印象に残った意見について自分

なりの意見が述べられているか。 

② ✓ 

③ ✓ 

④ ✓ 

⑤ ✓ 

成果発表 

（口頭・実技） 
30 

① ✓ ○指導案の構成を理解し、具体的な保育を想定した指導案を作成することが

でききたか。 

○模擬保育とその振り返りを通して、保育を改善する視点を身に付けたか。 

② ✓ 

③ ✓ 

④ ✓ 

⑤ ✓ 

作品  
①   

②  

社会人基礎力 

(学修態度) 
10 

① ✓ (主体性)自分がやるべきことは何かを見極め、自発的に取り組むことが

できる。 

(実行力)課題に向けて積極的に取り組み、粘り強く取り組み続けること

ができる。 

(課題発見力)講義での提示を受け、今、何が課題であるのか、またその

解決に向けて現段階でなすべきことを的確に把握することができる。 

(創造力)子どもたちと接するにあたり、課題に向けてどのように取り組

んでいくか、創意工夫した解決策を考察することができる。 

(発信力)事例や客観的データ等を用いて、具体的にわかり易く課題解決

の方向性を発信することができる。 

(傾聴力)内容の確認や質問等を行いながら、講義での提示を正確に理解

することができる。 

(規律性)受講態度（学習意欲欠如、私語、課題やその他の提出物の未提

出、など）が見られる場合は減点する。 

② ✓ 

③ ✓ 

④ ✓ 

⑤ ✓ 

総合評価 

割合 
100 

   

 

 

 

【到達目標の基準】 

到達レベルＳ（秀）及び A（優）の基準 到達レベル B（良）の基準 

達成目標①から⑤について実践できるとともに筆記試験に 

おいての知識、レポートでの記述内容、授業での積極的発 

言と課題発表の全て満足できる評価が得られる。つまり、子

どもたちの健康をめぐる現状と課題及び心身の発達と 

健康について理解し、基本的生活習慣の発達段階と適切

な援助方法、教育・保育の留意点について理解できてい

ることが基準となる(総合評価 80 点以上 90 点未満)。A

以上の能力を有しているもの(総合評価 90 点以上)を S 

とする。 

 

達成目標①から⑤について実践できるとともに筆記 

試験においての知識、レポートでの記述内容、授業 

での積極的発言と課題発表のある程度満足できる評

価が得られる。つまり、子どもたちの健康をめぐる 

現状と課題及び心身の発達と健康について理解 

し、基本的生活習慣の発達段階と援助方法が分か

ることが基準となる。 



週 学修内容 
授業の 

実施方法 
到達レベル C(可)の基準 予習・復習 

時間

（分）

能力

名 

１週 

/ 

オリエンテーション 

保育内容「健康」では、何を

学ぶか 

保育をめぐる状況① 

乳幼児期の保育の重要性に

ついて学習する。 

・講義・DVD 視聴 

乳幼児期の保育の重要

性について意見を述べら

れる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

２週 

/ 

保育をめぐる状況② 

親のニーズと認定こども園

制度 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A) 

保育をめぐる状況を理解

し認定こども園制度につ

いて考察することができ

る。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

３週 

/ 

子どもの「健康」をめぐる現

状と課題 

①子どもたちを襲う、体温異

常について学び、夜更かしの

代償について学習し、教育・

保育の留意点を考察する。 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A) 

 

子どもの生理機能を理解

し、実習時におけるケア

の課題を見つけることが

できる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

４週 

/ 

子どもの「健康」をめぐる現状と

課題 

②乳幼児期の生活習慣の形

成と遊びの中で育む生活習慣

を学ぶ。 

・講義・DVD 視聴・レ

ポート記述・ポイント

解説(Q&A) 

乳幼児期の生活習慣形

成について理解し、実習

時におけるケアの課題を

見つけることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120

課題発

見力 

傾聴力

 

５週 

/ 

子どもの「健康」をめぐる現状と

課題 

③園環境と生活習慣の形成、

生活習慣を育む保育者の役割

など生活習慣と家庭との連携

を考える。 

 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A) 

生活習慣を育む保育者

の役割と家庭との連携に

ついて理解し、実習時に

おけるケアの課題を見つ

けることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

６週 

/ 

身体の発達と健康 

時期に応じた身体的特徴と

子どもの体格や運動機能の

発育、発達を学習し、教育・

保育の留意点を考察する。 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A) 

時期に応じた身体的特

徴、運動機能の発達を理

解し、実習時におけるケ

アの課題を見つけること

ができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

７週 

/ 

情緒・心理の発達と健康 

子どもの知的・情緒的・社会

的発達と心理的支援・人間関

係の構築・コミュニケーショ

ン力の育成について学習し、

教育・保育の留意点を考察す

る。 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A)・レ

ポート記述 

子どもの知的・情緒的・

社会的発達と支援につ

いて理解し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

８週 

/ 

運動能力の発達と健康 

（乳幼児期の特徴） 

乳児期の身体的特徴を踏ま 

え、発達段階に応じた運動機 

能を高める遊びを学習し、指 

導の際の留意点について考 

察する。 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A) 

乳児期の発達段階に応

じた運動機能を高める遊

びを理解し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

能力名：主体性  働きかけ力  実行力  課題発見力  計画力  創造力  発信力  傾聴力  柔軟性  情況把握力  規律性  

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 



 

週 学修内容 
授業の 

実施方法 
到達レベル C(可)の基準 予習・復習 

時間

（分）

能力

名 

９週 

/ 

基本的生活習慣の発達段階

と援助方法 

健康な生活のために必要な

習慣、幼児時期に身に着けさ

せたい基本的生活習慣につ

いて学習し、指導の際の留意

点について考察する。 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A) 

幼児期に身につけさせた

い基本的生活習慣につ

いて理解し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

１０週 

/ 

指導案の立て方／模擬授業グ

ループ編成 

「基本的生活習慣」を啓蒙する

ための模擬授業（10 分）のため

のグループ編成及び指導案作

成 

・グループワーク 

・グループ発表 

基本的生活習慣の指導

案を作成し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

１１週 

/ 

模擬授業 

基本的生活習慣（栄養・食

事・睡眠・遊び等）指導の模

擬授業をグルーブ毎に行う。 

・グループワーク 

・グループ発表 

基本的生活習慣指導の

模擬授業を行い、実習時

におけるケアの課題を見

つけることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

１２週 

/ 

子どもの健康と安全教育① 

乳幼児期を通しての運動能力

の発達や遊びの中で育む安全

の意識や配慮について学ぶ。 

・グループワーク 

・グループ発表 

乳幼児期を通しての運動

能力の発達や遊びの中

で育む安全の意識や配

慮を理解し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

１３週 

/ 

子どもの健康と安全教育② 

計画的な保育によって育む安

全の意識や事故がおきたとき

の緊急対応について学ぶ。 

・グループワーク 

・グループ発表 

安全の意識や事故がお

きたときの緊急対応につ

いて理解し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

１４週 

/ 

幼児教育の現代的課題と領域

｢健康｣の現代社会における今

日的問題 

① 生活のリズムを確立する  

② 食育の必要性 

③ 家庭との連携等 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A)・レ

ポート記述 

健康の今日的問題につ

いて理解し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120
課題発

見力 

傾聴力

１５週 

/ 

まとめ 

健康的な生活習慣の獲得に向

けての支援について考える。 

・講義・DVD 視聴・ポ

イント解説(Q&A) 

健康的な生活習慣の獲

得に向けての支援につ

いて理解し、実習時にお

けるケアの課題を見つけ

ることができる。 

予習：教科書、ワークシ

ートにて確認 60 分 

復習：ワークシートにて

不十分な項目について

再度確認する 60 分 

120

傾聴力

主体性

課題発

見力 

実行力

創造力

発信力

規律性

能力名：主体性  働きかけ力  実行力  課題発見力  計画力  創造力  発信力  傾聴力  柔軟性  情況把握力  規律性  

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 

 

 

 


