
 

 

１．科目名（単位

数） 
乳児保育Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 JNNT2508 

２．授業担当教員 山口 惠美子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

「乳児保育Ⅰ」を履修していることが望ましい 

７．講義概要 
 「乳児保育」で学習したことを基礎とし、保育所及び児童福祉施設等における、乳児あるいは低年齢児に

かかわる保育内容について実践的な視点から具体的・総合的に理解する。 

８．学習目標 

1. 乳児の発達過程および乳児保育の実際を事例の考察・演習・諸記録等により理解し、実践的な能力を身に 

付ける。 

2. 乳児が、健康で楽しく、安心して生活できる環境について保育施設および家庭のあり方について考察する 

  ことができる。 

3. 育児相談への対応の仕方について学びあう。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

・授業内容で感じたこと、気づいたこと、疑問に思ったことをまとめ、提出すること。 
・乳児期の発達過程について表を作成し、それを踏まえて保育実践で生かしたい事柄について自分の考えを
まとめること。 

・乳児の遊びに適した素材を見つける。 

レポート課題設題 

１）「乳児期の発達過程を踏まえて保育実践で生かしたい事柄」について 
２）「乳児が、健康で楽しく、安心して生活できる環境と保育施設および家庭のあり方」について 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】『新訂 見る・考える・創りだす 乳児保育』萌文書林 
【参考書】厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

グループの課題や発表に積極的に参加すること。期末試験は授業で学んだことや体験から、乳児保育におけ

る保育者の役割について、実践的な知見を身につけること。 

○評定の方法 

授業態度（発言等）20％ 提出物（課題等）20％ 発表 20％ 期末試験 40％ 

12．受講生への 
メッセージ 

乳児保育Ⅱでは乳児保育で学習したことを基礎に、より実践的な内容について学びます。 
近年、乳児保育への需要が増加し、保育の質も問われています。子どもの幸福を第一に考えつつ、父母およ
び子どもを取り巻く社会との連携は欠くことは出来ません。保育の知識、技術の研鑽はもちろんのこと、豊
富な感性と人間性が求められます。他の教科とも関連性を持ちながら専門性を高めてください 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
「乳児保育Ⅰ」の振り返り 

事前学習 「乳児保育Ⅰ」で学んだことの復習をしておく。 
事後学習 乳児保育の環境についてまとめる。 

第２回 運動発達の神秘～寝返りから歩行まで～ 
事前学習 教科書 pp.52～60を読んでおく。 
事後学習 乳幼児期の心身の発達についてまとめる。 

第３回 
乳児期の発達と保育 第１期 
（グループ演習） 

事前学習 教科書 pp.99～106を読んでおく。 

事後学習 
第１期の発達過程を踏まえ、乳児保育における養護と
教育を整理する。 

第４回 
乳児期の発達と保育 第２～３期 
（グループ演習） 

事前学習 教科書 pp.107～114を読んでおく。 

事後学習 
第２～３期の発達過程を踏まえ、乳児保育における養
護と教育を整理する。 

第５回 
乳児期の発達と保育 第４～５期 
（グループ演習） 

事前学習 教科書 pp.115～122を読んでおく。 

事後学習 
第４～５期の発達過程を踏まえ、乳児保育における養
護と教育を整理する。 

第６回 
乳児期の発達と保育 第６～７期 
（グループ演習） 

事前学習 教科書 pp. 124～138を読んでおく。 

事後学習 
第６～７期の発達過程を踏まえ、乳児保育における養
護と教育を整理する。 

第７回 
乳児期の発達と保育 第８～９期 
（グループ演習） 

事前学習 教科書 pp.131～138を読んでおく。 

事後学習 
第８～９期の発達過程を踏まえ、乳児保育における養
護と教育を整理する。 

第８回 乳児の遊びを考える① 
事前学習 新聞紙を準備する。 
事後学習 遊びのねらい、内容、活動の展開をまとめる。 

第９回 乳児の遊びを考える② 
事前学習 乳児が遊びに使用できそうな素材を見つける。 
事後学習 指導計画を作成しておく。 

第１０回 乳児の遊びを考える③ 発表 
事前学習 発表の準備をする 

事後学習 
遊びの発表で感じたこと、気づいたこと、改善点など
をまとめる。 

第１１回 保育実技 おむつ交換 
事前学習 おむつ交換の方法について確認する。 
事後学習 おむつ交換における留意点、配慮を整理する。 

第１２回 保育施設と家族のあり方 
事前学習 市町村で子育てに関する資料等を収集してくる。 

事後学習 
保育施設と家族のあり方について気づいたこと、疑問
に思ったことをまとめる。 

第１３回 保護者支援 連絡ノートの活用 
事前学習 前回収集した資料、教科書 pp.149～154を読んでおく。 
事後学習 保護者支援と連絡ノートの 

第１４回 育児相談とその対応 
事前学習 育児相談の内容について調べる 
事後学習 育児相談とその対応について整理する。 

第１５回 まとめ 
事前学習 授業で学んだことを振り返る 

事後学習 
乳児保育において実践的な視点から重要な内容をまと
める。 

期末試験 



 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
乳幼児の脳機能 （2単位） 

３．科目番号 
JEGL2205 

JNGL2205 
２．授業担当教員 澤田 晋一 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに意見発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 胎児期は身体と脳の基本形成、乳幼児期は脳機能の発達、小児期は脳機能の完成にとって重要な時期であ

り、適切な刺激の提示と栄養の供給が欠かせない。「乳幼児の脳機能」の授業では、人体の大部分の機能をコ

ントロールする脳について、その構造と機能分化について学習する。保育士、幼稚園教諭、小学校教諭を目

指す学生にあっては、乳幼児・小児の成長に直接関わることになるので、脳の発達を考慮した保育・教育の

大切さを認識できるようにする。 

８．学習目標 

 以下の項目について学び、説明できるようになる。 

１．進化の過程の中で、ヒトはどのように脳を巨大化させたのかについて学ぶ。 

２．ヒトの脳の構造と機能分化について学ぶ。 

３．胎児期、乳幼児期、小児期の脳の発達について学ぶ。 

４．脳機能の形成・発達に悪影響を及ぼす各種因子について学ぶ。 

５．脳の栄養について学ぶ。 

６．脳の大切さを認識し、乳幼児と関わる際の心構えを認識する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：乳幼児の脳機能発達における外部刺激の影響について（1,000字以上、横書き） 

＜ポイント＞：脳の神経細胞は、出生時までにはほぼ全てが形成される。しかし、細胞間の情報伝達に関与

するシナプスは出生後に刈り込みが行われて効率化が進み、複雑な神経回路網を形作って、脳機能は高まっ

ていく。これには外部刺激の有無が強く関わっている。刺激に対する高感受性期について、また脳の発達に

及ぼす刺激の有無、および過剰な刺激提示の影響について考察すること。 

授業内容の復習のために、適宜提出物を求める。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】小西行郎（著）『赤ちゃんと脳科学』集英社新書。 

池谷裕二（著）『パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学』クレヨンハウス 

【参考書】池谷裕二（監修）『【最新科学が解き明かす】脳と心のしくみ』新星出版社。 

乾敏郎（著）『脳科学から見る子どもの心の育ち』ミネルヴァ書房。 

リザ・エリオット（著）『赤ちゃんの脳と心で何が起こっているの？』楽工社。 

その他、最新の脳関連の資料を授業ごとに配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．脳の構造と機能分化について理解しているか。 

 ２．胎児、乳幼児、小児の脳機能の発達と、発達の必要因子および障害のリスク因子について理解してい

るか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加（授業態度、発言）      40％ 

 ２．課題レポート・発表               30％ 

 ３．期末試験                    30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．一方的な講義でなく、随所で発言を求め、ディスカッションをたくさん行います。 

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．解りやすい口頭発表の仕方を覚えてください。 

４．疑問点は後に残さず、講義時間内および直後に質問してください（研究室への来訪は大歓迎）。 

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

７．脳に関する最新の情報を随時紹介しますが、皆さんも関心を持ってチェックしてください。 

８．授業時間の開始は厳守します。 

９．授業時間中の私語、携帯電話の使用を禁止します。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション、脳の構造 
事前学習 

「乳幼児の脳機能」用の学習ノートを準備

し、授業に臨む意識を高める。 

事後学習 脳の基本的構造と機能の概略をまとめる。 

第２回 動物の進化と脳の進化、人体機能のコントロール 

事前学習 
事前配布資料をよく読んで、動物とヒトの脳

の大きさ、機能の違いを把握する。 

事後学習 
ヒトの脳は動物と比べて、どこが発達してい

るのかまとめる。 

第３回 脳の機能分化・刺激に対する高感受性期 

事前学習 
教科書の該当箇所をよく読んで、乳幼児の知

的発達状況を理解する。 

事後学習 
知的・行動的発達と関係する脳部位をまとめ

る。 

第４回 脳の活動と栄養 
事前学習 

教科書の該当箇所をよく読んで、ヒトの活動

に必要な栄養素を理解する。 

事後学習 脳の活動に必須の栄養素をまとめる。 



 

 

第５回 胎児期における脳の形成 

事前学習 
教科書の該当箇所をよく読んで、受精から出

生までの、胎児の成長を理解する。 

事後学習 
脳の発達を生物進化の過程と結びつけてま

とめる。 

第６回 胎児期の脳に対する危険因子 

事前学習 
教科書の該当箇所をよく読んで、胎児期の成

長に必要な各種要素を理解する。 

事後学習 
胎児脳の発達に影響を及ぼす危険因子とそ

の対策をまとめる。 

第７回 乳児の脳の発達 

事前学習 

教科書の該当箇所をよく読んで、乳児期（出

生から約 1年間）における機能発達を理解す

る。 

事後学習 
乳児期における機能発達と関連する脳部位

をまとめる。 

第８回 乳児期の脳に対する危険因子 

事前学習 
教科書の該当箇所をよく読んで、乳児期の発

達に必要な各種要素を理解する。 

事後学習 
乳児脳の発達に影響を及ぼす危険因子とそ

の対策をまとめる。 

第９回 幼児期における脳の形成 
事前学習 

教科書の該当箇所をよく読んで、幼児期（1～

5 歳）における機能発達と関連する脳部位を

理解する。 

事後学習 幼児脳の発達に必要な各種要素をまとめる。 

第１０回 幼児期の脳に対する危険因子 

事前学習 

教科書の該当箇所をよく読んで、幼児期の発

達に影響を及ぼす危険因子とその対策を理

解する。 

事後学習 
幼児期脳の発達に影響を及ぼす危険因子と

その対策をまとめる。 

第１１回 少年期の脳 

事前学習 

教科書の該当箇所をよく読んで、少年期（5～

12歳）における機能発達と関連する脳部位を

理解する。 

事後学習 
少年期脳の発達に必要な各種要素をまとめ

る。 

第１２回 少年期の脳に対する危険因子 

事前学習 

教科書の該当箇所をよく読んで、少年期の発

達に影響を及ぼす危険因子とその対策を理

解する。 

事後学習 
少年脳の発達に影響を及ぼす危険因子とそ

の対策をまとめる。 

第１３回 乳・幼・小児の学習と記憶 

事前学習 
教科書の該当箇所をよく読んで、学習と記憶

とはどういうことか理解する。 

事後学習 
学習・記憶のメカニズムと成長についてまと

める。 

第１４回 乳・幼・小児の感覚刺激と脳による処理 
事前学習 

教科書の該当箇所をよく読んで、五感にはど

ういうものがあるか、またその感受と処理過

程を理解する。 

事後学習 脳機能の障害と感覚異常についてまとめる。 

第１５回 まとめ・課題発表 
事前学習 

事前に提示した課題を、口頭発表用にまとめ

ておく。 

事後学習 まとめを文章化して提出する。 

期末試験 

 


