
１ 単元・小単元 (1) 人の一生と家族・家庭及び福祉 イ 子どもの発達と保育（１０時間）

２ 小単元の目標

乳幼児の心身の発達と生活、親の役割と保育、子どもの育つ環境について理解

させ、子どもを生み育てることの意義を考えさせるとともに、子どもの発達のた

めに親や家族及び地域や社会の果たす役割について認識させる。

３ 本例における

生徒の実態

本校では、科目「家庭基礎」を１年生で２単位履修している。保育分野は、例

年「自立して生きる」として食物、被服、住居、消費生活分野の学習を終えた後、

「支え合って生きる」として家族分野の後に学習している。

現在の日本は少子化が進み、本校の生徒においても乳幼児と接する機会は少な

い。アンケートにより自分の身の回りに、乳児・幼児がいると答えた生徒は 18.8％

であった。また世帯の構成人数も減り、異世代間の交流も希薄になっている。本

校の生徒の家族構成は、祖父母と同居している生徒が約 37.5％、一人っ子も

7.8％であった。生徒は毎日課題に追われ勉強と部活動中心の忙しい生活を送っ

ている。そのため実生活において、将来自分が家族を作っていくために、また子

どもを産み育てていくために必要な経験をする機会が減少している。

乳児・幼児への関心も低く、子どもが好きではないと答えた生徒は 37％、乳

児・幼児と積極的に関わろうと思わないと答えた生徒は 51.5％であった。中学

時代に保育実習を経験した生徒は 78.8％と多いが、自分が親になった時のこと

を具体的に想像できる生徒は 23％と、子どもを生み育てる存在に自分がなると

いうことは遠い将来のこととしてほとんど意識していない。また、子どもは、母

親が育てるものだと考えている生徒は 22.5％であった。

４ 育 て た い

資 質 ・ 能 力

世帯の構成人員の減少に伴い、生活の中で乳幼児または乳幼児を育てている親

と接する機会が減少している。

そこで、乳幼児やその親との交流、VTR 視聴・保育人形を用いた保育体験など

の実習を多く取り入れた。特に地域の幼稚園・児童センターなどと連携し実際に

乳幼児やその保護者と触れ合う経験を多くもたせた。子どもと関わり触れ合うこ

とによって、乳幼児の直観的な愛らしさや特質を体感的に理解させたい。また、

その乳幼児の親から話を聞くことで、子育ての楽しさや大変さなどから親の立場

についても理解させ、親になるための資質について考えさせる。育児は親のみが

行うものではなく、社会・地域で助け合いながら行うものであることも認識させ

たい。さらに現在子どもが置かれている状況を知ることで社会の一員として、子

どもの健全な発達のために地域や社会の果たす役割についても考えさせたい。

○「赤ちゃん力 人との関わりが人を育む」 髙塚人志 エイデル研究所

○「岐阜市子育て支援マップ」

http://www.gis2.pref.gifu.jp/MyMap2_0/GifuAdvanceMap/GifuAdvanceMap.jsp
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５ 指導と評価の計画

【単元】 ５ 指導と評価の計画

（１） 人の一生と家族・家庭及び福祉

イ 子どもの発達と保育

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間

関心・意欲・態度

１子どもと出会う ○児童センターで乳児

を抱っこすることに

よって、乳児に興味

をもたせ、その体験

を自分の言葉で表現

し、クラスの仲間と

共有させる。

・DVDを視聴し、乳児の特

徴と抱き方を理解する。

・児童センターで乳児を抱っ

こし、その親から育児の楽

しさや大変さを聞く。

・実習後、感じたことを、自

分の言葉でまとめて、クラ

スの仲間と共有する。

３

①事前学習を思い出し安全

面に配慮しながら乳児を抱

き、その特徴を観察しよう

としている。

２未来像としての親 ○親の立場から妊娠・

出産・育児について

考えさせる。

・DVDや話から妊娠中の胎

児や妊婦、出産の特徴を知

る。

・親になったと想定して、ど

んな子どもに育てたいの

かを想像してみる。・保育

人形に名前を付ける。

２ ②興味をもってDVDの視

聴を行おうとしている。

(ワークシート25-３)

３子どもを知る ○乳幼児の心身の発達

には一定の順序と共

通性があることを理

解させる。乳幼児の

生活の特徴について

理解させる。

・保育人形で出生時の体重、

身長、頭囲、胸囲を測定す

る。

・DVD、スライド、話によ

り心と身体の発達を理解

する。

・乳幼児の生活の特徴につい

て理解する。

３ ③興味をもって測定実習を

しようとしている。

(ワークシート26-３)

④興味をもつてスライドを

視聴しようとしている。

(ワークシート27-１)

４子育て支援 ○親の役割について、

考えさせる。

○子どもの発達のため

に、社会や地域の果

たす役割について考

えさせる。

・児童センターでの乳児の親

へのインタビューを参考

に、子育て支援について知

る。

・自分が親になったと想定し

子育て観などを具体的に

考える。

２

総時間数 １０



学習活動における具体の評価規準 評価方法等

評価方法等思考・判断・表現 技能 知識・理解

①乳児の特徴を理解し、児

童センターで乳児をどの

ように抱けばよいか考え

ている。(ワークシート22-１)

①乳児の特徴を理解してい

る。（ペーパーテスト）

・ワークシート22「赤ち

ゃんを抱っこしてみよ

う」

・ペーパーテスト

・行動観察①乳児の特徴を理解し、

安全 に抱 くこ と がで き

る。

②実習を通じ、体感・体

験したことを具体的に自

分の言葉で表現すること

ができる。（ワークシート22－3）

②妊娠・出産について、理

解している。（ペーパーテ

スト）

・ワークシート 25「生命

の誕生」

・ワークシート 26「親に

なる・新生児の特徴」

・ペーパーテスト
②自分が親になったとき

にどの様に子どもに接し

たいのかを考えている。（ワ

ークシート26-１)

・ワークシート26「親に

なる・新生児の特徴」

・ワークシート27「子ど

もの心身の発達」

・ペーパーテスト

③心身の発達には一定の順

序と共通性があることを理

解している。（ペーパーテ

スト）

③発達段階に応じた育児

の仕方について考え工夫

している。(ワークシート27-２)

④乳幼児の成長に適した生

活について、理解している。

（ペーパーテスト）

③少子化について自分が

政策を作るとしたらどう

改善するかを考えること

ができる。(ワークシート28-２)

⑤子育てネットワークの内

容を説明できる。（ペーパ

ーテスト）

・ワークシート28「子育

て支援」

・ワークシート29「子育

てシミュレーション」

・ペーパーテスト④自分が１歳児の親にな

ったと想定して子育ての

願いや悩みを具体的に考

えている。(ワークシート29-

１)



６ 学習指導案
科 目 名 家庭基礎
単 元 名 子どもの発達と保育

本時の主題 子育てシミュレーション （１０時間目／１０時間）

指 導 観

生徒の日常生活において、乳幼児又は乳幼児を育てている親と接する機会が減少している。そこで、

体験学習を重視し、生徒全員が児童センターへ行き乳児又はその親と交流する、視聴覚教材や保育人形

などを活用するなどして保育分野の授業を進めてきた。本時は、保育分野最後のまとめの授業である。

今まで自分が体験してきたことを基に、自分が１歳児の親になったと仮定して自分のしたい子育てやそ

の悩みについて具体的に考えさせたい。

また、子育ては母親のみが行うものではなく、家族や親族・社会・地域で助け合いながら行い、子育

て経験者などの他世代との交流も重要であることを理解させたい。

本時の目標

過程 指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導

導

入

5

分

本時の目

標 確 認 １ 児童センターでの実習の様子を写した

VTR を視聴し、その時の感想を発表する。

児童センターでの実習の

VTR を視聴することにより、

乳児の様子や母親から聞いた

内容を思い出させる。

展

開

40

分

シミュレ

ーション

解決策の

提示

発 表

２ 自分とペアの生徒で、シミュレーショ

ンシートを用いて、１歳児の親になった

と仮定し条件や子育ての願い・悩みを具

体的に考える。
○ 予想される生徒の反応

・ペアで考えるので、自分の意見だけでは決められ

ない。自分の意見とペアの意見を上手くまとめるの

が難しい。

・夫婦で働いた時に、子どもを誰に見てもらおうか

な。

・育児休暇は、どっちがとろうかな。

〇予想される生徒の反応

・自分たち夫婦だけでなく、周りの人にも手伝って

もらわないと子育ては、大変だ。

・悩みを聞いてもらえると安心する。実際の子育て

の時にも、悩みを聞いてもらえる人がいるといい

な。

３ ペアの悩みを同じテーブルに座ってい

る別のペアが聞き、同じ１歳児の親の友達

としてアドバイスする。

４ 数組のペアが寸劇でシミュレーション

の結果を発表する。

評価規準【思考・判断・表現】

－④

自分が１歳児の親になった

と想定して、子育ての願いや

悩みなどを具体的に考えるこ

とができる

＜評価方法＞

ワークシート29-１

A の例

・児童センターで聞いた親の

話などを参考にして、１歳児

の親の願いや悩みを具体的に

考えている。

ペア・子どもの名前・自分の

ライフコースの検討は、前時

までの学習を参考に考えさせ

る。

児童センター訪問時の生徒

の記録から、１歳児の子ども

の様子・親から聞いた子育て

の楽しいこと・大変なことな

どをまとめておき、シミュレ

ーションの参考資料として使

う。

＜B を実現するための指導＞

・具体的な参考資料を用意し

ておく。

＜C への手立て＞

・机間指導

参考資料として本校周辺の

子育てネットワーク地図を使

う。

子育ては母親のみが行うも

のではなく、家族や親族・社

会・地域で助け合いながら行

い、子育て経験者などの他世

代との交流も重要であること

を確認する。

ま

と

め

5

分

５ シミュレーションした感想を考

え発表する。

□工夫している点

・近隣の児童センターを訪問し、実際に乳児と触れ合い親から話を聞くことで、自分が１歳の親になっ

た時のことを考える手掛かりとした。

・男女で夫婦を想定し、２人で話し合いながらシミュレーションを行った。

・夫婦の育児の悩みを想定し、他の夫婦の悩みにアドバイスをすることで具体的に想像できるように工

夫した。



□実践後の評価結果

学習活動における

具体の評価規準（Ｂ）

「十分満足できる」と

判断される状況（Ａ）

「努力を要する」と

判断される状況（Ｃ）

評 価 評価規準【思考・判断・表現】

－④

自分が１歳児の親になった

と想定して、子育ての願いや

悩みなどを具体的に考えるこ

とができる。

・事前に児童センターを訪問し乳児と

触れ合い、親から話を聞いているの

で、その経験も踏まえて、シミュレ

ーションをすることができる。

・自分が 1 歳児の親

となる想定が全く

できず、考えようと

もしない。

生徒の状

況

・男女のペアで夫婦を想定し

た。楽しそうにシミュレーシ

ョンを行うことができた。

・子育て支援の学習や本校周辺の子育

て支援マップを活用してシミュレ

ーションに参加することができた。

・シミュレーションを

することができな

い。

記 述 例 ①こんな子育てがしたい

・友達がたくさんできる子にし

たい。たくさん愛して あげ

たい。

②悩み・解決策

・[父]子どもと遊ぶ時間がない。

→休みの日は子ども と遊

ぶ。

・[母]元気がよすぎて疲れる。

→幼児クラブで遊ばせる。

③感想

・子育ては大変だなあと思っ

た。悩みがあったらためずに

相談した方が自分にはない

アドバイスがもらえること

が分かった。

①こんな子育てがしたい

・仕事等で忙しいと思うけど、なるべ

く二人で子育てをする。健康面を考

えた上で何かのスポーツをさせた

い。人間関係を築くためにたくさん

遊んで欲しい。

②悩み・解決策

・[父]子どもと触れ合う時間がない。

→土日は、家でゆっくりと過ごす。

・母がいないと子どもが泣く。→なる

べく子どもと遊ぶ時間をつくる。

・[母]自分の時間が少なくなり、赤ち

ゃん中心の生活になる。→休日は夫

に手伝ってもらう。親に相談してア

ドバイスをもらったり手伝っても

らう。

・子どもがよく泣くのであやすのが大

変。→家のまわりの施設を利用して

相談したり、ママ友を作って息抜き

したりする。

③感想

・今まで、子育ては大変なことだとい

うことは分かっていたけれど実際

に具体的なことをシミュレーショ

ンしてみると、悩みなどができて、

どんなものか分かりました。学校の

周りにも意外と多くの子育て支

援の施設があるということを知っ

たので、自分が母親になり子育てを

するときも、そういう所を上手に活

用していきたいと思いました。他の

お母さんと悩みを打ち明け合った

りできてよいと思いました。

・分からない。

・未記入

□授業後の課題と改善

・シミュレーションの想定に時間がかかり、生徒の意見を多く発表できなかった。

→条件設定をしておいて、生徒の意見を多く出させる。その上で、生徒の意見に生徒が答えるなど、生徒

同士の意見交流をさせると意見が深まる。

→シミュレーションの時間と発表し意見を言う時間の２時間に分けてもよい。

・現実には、無理な設定を考えた生徒がいた。→本当に、現実として可能なのか、指摘が必要。




