
2019 年度 愛知学泉大学シラバス 

科目番号 科目名 担当者名 
基礎・専門

別 
単位数 

選択・必修

別 

開講年次・

時期 

3203031 
乳児保育Ⅰ 

Infant CareⅠ 
黒谷 万美子 専門 2 必修 1 年 前期

科目の概要 

乳児保育の意義、理念、内容、方法、行政施策等に関する知識や情報について学ぶとともに、演習を通して保育実践

に役立つ専門的技術を習得し、乳児と保育士の望ましい関わりを学ぶ。乳児保育においての様々な課題について討

議しながら考え問題解決の方法を理解する。 

学修内容 到達目標 

① 乳児保育の意義や概念について学習する

② 乳児の発達と保育(新生児期から 0 歳児における育
児上の問題と対応)について学習する

③ 乳児の発達と保育(1 歳児から 2 歳児における育児
上の問題と対応)について学習する

④ 保育の実際(食事・排泄・睡眠・清潔・習慣作り)につ
いて学習する

⑤ 育児教育(養育者への支援方法) について学習す
る

① わが国における乳児保育の変遷と保育所・乳児院・家庭
の現状を確認しながら、保育所や乳児院の果たす役割、
乳児保育を担当する保育者としての役割を自覚させる。

② 保育所や乳児院で乳児保育を担当する保育士として必
要な乳児保育の理論や知識・技術の基本を具体的な事
例を通して理解させる。

③ 広く乳児期の発達と保育について学びながら養育者の役
割について事例をもとに具体的に理解させる。

④ 乳児を集団で保育することについて、保育現場での具体
的な課題を討議しながら考え問題解決の方法を理解させ
る。

⑤ 養育者への支援方法について教育を行い他者への発信
力を高める。

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 自分の役割を明確にして課題に取り組むことができる 

働きかけ力 

実行力 それぞれの乳児保育テーマについて知識・技術を確認し、グループごとに発表することが

できる 

考え抜

く力 

課題発見力 グループの課題を明らかにしグループワークを進めることができる 

計画力 

創造力 発表に向けて、自分達のテーマに合わせた効果的な媒体作成をおこなうことができる 

チーム

で 働 く

力

発信力 教育計画に基づき分かりやすく発表するとともに、対象を理解して伝えることができる 

傾聴力 グループワークや発表時、内容確認や質問を行い正確に理解するとともに話しやすい状

況をつくることができる 

柔軟性 

情況把握力 

規律性 グループワークにおいてグループのルールや約束を守りメンバーのサポートができる 

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

テキスト及び参考文献

適宜資料を配布する 

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 

子どもの保健Ⅰの十分な理解が必要である。復習をし

ながら乳児保育に取り組む。 

・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 

・積極的なグループワーク、発表準備を行う



【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  
①   

②  

小テスト  
①   

②  

レポート 50 

① ✓ 保育所や乳児院で乳児保育を担当する保育士として必要な乳児保育の理

論や知識・技術の基本について理解し、保育現場での課題について具体

的対応を評価する。様々な問題に対して適切で具体的な対応を記述でき

ていることが求められる。到達レベルの基準として K:乳児保育の理論や

知識・技術について理解しており保育現場での課題について具体的対応

ができる。A: 乳児保育の理論や知識・技術について理解しており保育現

場での課題への対応について述べることができる。B: 乳児保育の理論や

知識・技術について理解しており保育現場での課題について述べること

ができる。C:乳児保育の理論や知識・技術について理解している。F:C 

のレベルに達していない。 

② ✓ 

③ ✓ 

④ ✓ 

⑤ ✓ 

成果発表 

（口頭・実技） 
40 

① ✓ 育児教育を行うことにより、主要テーマについての理解を深め他者に対する

支援方法を実践する。リーダーを中心とするグループワークでの自分の役割

を意識し、社会人基礎力をいかに発揮するかを評価する。他者評価・自己評

価により、教育方法(教育方法・実技・チームワーク等)について点数評価ととも

に良い点・工夫が必要とされる点について記述による評価を行う。 

② ✓ 

③ ✓ 

④ ✓ 

⑤ ✓ 

作品  
①   

②  

社会人基礎力

（学修態度） 
10 

① ✓ (主体性)乳児保育の意義及び乳児の発達と保育の課題に取り組むことが

できる。 

(実行力)グループワークについて理解し実行することができる。  

(課題発見力)自分の役割を明確にして課題に取り組むことができる。 

(創造力)自分達のテーマに合わせた効果的な媒体作成をおこなうことが

できる 

(発信力)発表することにより自分の役割を果たすことができる。 

(傾聴力)発表を聞き評価することにより、自分の教育やグループワークを振り 

返る事が出来る。 

(規律性)グループワークにおいてグループのルールや約束を守りメンバーの 

サポートができる 

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育児教育準

備プロセスから発表までの一連の流れにおいて、社会人基

礎力を発揮し自己評価・他者評価において全て満足できる

評価が得られる。つまり乳児保育がすぐ実践できる能力に

達し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育児

教育準備プロセスから発表までの一連の流れにおい

て、社会人基礎力を発揮し自己評価・他者評価にお

いてある程度満足できる評価が得られる。つまり乳児

保育について一定の指導・研修後実践できる能力に

達してい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 

/ 

乳児保育の意義及び

乳児保育の発展の経

緯と現状について学

ぶ 

・ 講 義 ( ガ イ ダ ン

ス) 

児童の権利と乳児保育の意

義・概念や乳児保育対策と乳

児保育の普及について理解す

ることができる。相手の意見や

考えを理解・尊重することがで

きる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:乳児保育の基本事項

について子どもの保健Ⅰ・Ⅱ

についての復習 60 分 

120
創造力

発信力

２週 

/ 

乳児の発達と保育(新

生児期から 0歳児にお

ける育児上の問題と

対応)について学ぶ 

・ 講 義 ・ DVD 視

聴・ポイント解説

(Q&A) 

新生児期、0 歳児における乳

児の発達の特徴を理解し、育

児上の問題についての具体的

対応について述べることができ

る。相手の意見や考えを理解・

尊重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:乳児の発達(新生児

期、0 歳児)について子ども

の保健Ⅰ・Ⅱについての復

習 60 分 

120
創造力

発信力

３週 

/ 

乳児の発達と保育(1

歳児から 2歳児におけ

る育児上の問題と対

応)について学ぶ 

・ 講 義 ・ DVD 視

聴・レポート記述・

ポ イ ン ト 解 説

(Q&A) 

1 歳児、2 歳児における乳児の

発達の特徴を理解し、育児上

の問題についての具体的対応

について述べることができる。

相手の意見や考えを理解・尊

重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:乳児の発達(1 歳児、2

歳児)について子どもの保健

Ⅰ・Ⅱについての復習 60 分

120
創造力

発信力

４週 

/ 

乳児保育の実際(食事・

排泄・睡眠・清潔・習慣

作り)について学ぶ 

・ 講 義 ・ DVD 視

聴・ポイント解説

(Q&A) 

乳児保育の実際について理解

することができる。相手の意見

や考えを理解・尊重することが

できる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:乳児保育の実際につ

いて子どもの保健Ⅰについ

ての復習 60 分 

120
創造力

発信力

５週 

/ 

乳児保育の実際とし

て、食事援助の実際と

食事をめぐるトラブ

ルの原因と対策につ

いて理解を深める。 

グループワーク 

育児教育計画立

案 

それぞれの育児教育テーマに

ついて知識・技術を確認し、グ

ループごとに自分の役割を果

たすことができる。教育計画立

案する。相手の意見や考えを

理解・尊重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:授乳、離乳食、食事援

助について子どもの保健Ⅰ

についての復習グループで

の打ち合わせとリハーサル

等の準備を入念に行う 60 分

120
創造力

発信力

６週 

/ 

乳児保育の実際とし

て、排泄援助の実際と

自立への援助、排泄に

おけるトラブルの原

因と対策について理

解を深める。 

グループワーク 

媒体作成・準備 

それぞれの育児教育テーマに

ついて知識・技術を確認し、グ

ループごとに自分の役割を果

たすことができる。教育計画に

基づき媒体作成等の準備を行

う。相手の意見や考えを理解・

尊重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:排泄、自立への援助

について子どもの保健Ⅰに

ついての復習、グループで

の打ち合わせとリハーサル

等の準備を入念に行う 60 分

120
創造力

発信力

７週 

/ 

乳児保育の実際とし

て、睡眠援助の実際と

睡眠におけるトラブ

ルの原因と対策につ

いて理解を深める。 

グループワーク 

媒体作成・準備 

それぞれの育児教育テーマに

ついて知識・技術を確認し、グ

ループごとに自分の役割を果

たすことができる。教育計画に

基づき媒体作成等の準備を行

う。相手の意見や考えを理解・

尊重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:睡眠援助について子

どもの保健Ⅰについての復

習、グループでの打ち合わ

せとリハーサル等の準備を

入念に行う 60 分 

120
創造力

発信力

８週 

/ 

乳児保育の実際とし

て、清潔援助の実際と

清潔、習慣づくりにお

けるトラブルの原因

と対策について理解

を深める。 

グループワーク 

媒体作成・準備 

それぞれの育児教育テーマに

ついて知識・技術を確認し、グ

ループごとに自分の役割を果

たすことができる。教育計画に

基づき育児教育練習を行う。

相手の意見や考えを理解・尊

重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲

を確認 60 分 

復習:清潔援助と習慣作りに

ついて子どもの保健Ⅰにつ

いての復習、グループでの

打ち合わせとリハーサル等

の準備を入念に行う 60 分 

120
創造力

発信力

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 

/ 

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 

食事援助、問題と対応につい

て発表することにより自分の役

割を果たすことができる。発表

を聞き評価することにより、自

分の教育やグループワークを

振り返る事が出来る。相手の

意見や考えを理解・尊重する

ことができる。 

予習:教科書にて学修範囲を

確認 60 分 

復習:グループでの打ち合わ

せとリハーサル等の準備を入

念に行う 60 分 

120
創造力

発信力

１０週 

/ 

模擬授業 

乳児保育の実際、排泄

をめぐる問題と対応

について学ぶ 

グループ発表・評価 

グループワーク 

グループ発表 

排泄援助、問題と対応につい

て発表することにより自分の役

割を果たすことができる。発表

を聞き評価することにより、自

分の教育やグループワークを

振り返る事が出来る。相手の

意見や考えを理解・尊重する

ことができる。 

予習:教科書にて学修範囲を

確認 60 分 

復習:グループでの打ち合わ

せとリハーサル等の準備を入

念に行う 60 分 

120
創造力

発信力

１１週 

/ 

模擬授業 

乳児保育の実際、睡眠

をめぐる問題と対応

について学ぶ 

グループ発表・評価 

グループワーク 

グループ発表 

睡眠援助、問題と対応につい

て発表することにより自分の役

割を果たすことができる。発表

を聞き評価することにより、自

分の教育やグループワークを

振り返る事が出来る。相手の

意見や考えを理解・尊重する

ことができる。 

予習:教科書にて学修範囲を

確認 60 分 

復習:グループでの打ち合わ

せとリハーサル等の準備を入

念に行う 60 分 

120
創造力

発信力

１２週 

/ 

模擬授業 

乳児保育の実際、清潔

をめぐる問題と対応

について学ぶ 

グループ発表・評価 

グループワーク 

グループ発表 

清潔援助、問題と対応につい

て発表することにより自分の役

割を果たすことができる。発表

を聞き評価することにより、自

分の教育やグループワークを

振り返る事が出来る。相手の

意見や考えを理解・尊重する

ことができる。 

予習:教科書にて学修範囲を

確認 60 分 

復習:グループでの打ち合わ

せとリハーサル等の準備を入

念に行う 60 分 

120
創造力

発信力

１３週 

/ 

模擬授業 

乳児保育の実際、習慣

作りをめぐる問題と

対応について学ぶ 

グループ発表・評価 

グループワーク 

グループ発表 

習慣作りに対する援助問題と

対応について発表することに

より自分の役割を果たすことが

できる。発表を聞き評価するこ

とにより、自分の教育やグルー

プワークを振り返る事が出来

る。相手の意見や考えを理

解・尊重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲を

確認 60 分 

復習:グループでの打ち合わ

せとリハーサル等の準備を入

念に行う 60 分 

120
創造力

発信力

１４週 

/ 

家庭や関連機関、地域

との連携の必要性、具

体的方法について学

ぶ 

・講義・討議 

家庭、関連機関、地域との連

携について述べることができ

る。相手の意見や考えを理

解・尊重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲を

確認 60 分 

復習:今までの乳児保健の実

際、問題、対応についての

復習 60 分 

120
創造力

発信力

１５週 

/ 

乳児保育のあり方と

今後の課題、保育者の

資質と専門性の向上

について考える。 

・講義 

保育者の資質と専門性につい

て考えを述べることができる。

相手の意見や考えを理解・尊

重することができる。 

予習:教科書にて学修範囲を

確認 60 分 

復習:保育者の資質について

保育原理、その他の資料を

準備する 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 


