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幼保連携型認定こども園教育・保育要領検討会 改訂のためのヒアリング    資料１ 

        2016/07/06 
        認定こども園ポプラの木 岡村 
 
１．現行の教育・保育要領による実践と、そこから見える課題 

 
 ①在園時間や日数等の異なる、多様な園児がいることへの配慮や、  

園児一人一人の状況に応じた教育及び保育の内容  
 

 ＜０～２歳（３号認定）の定員規模と３～５歳（１・２号認定）の定員規模の関係＞ 
幼保連携型認定こども園では、その園の規模や、１、２、３号利用定員のバランスなど、様々な違

いがあり、それぞれの園の状況によって、子どもの姿や必要な配慮などに違いがある。 
例） 
・３～５歳が各１クラス、０～２歳の定員規模が 60 名の場合（ポプラの木、ぶどうの木） 
  ０～２歳が 60 名ということは、2 歳から 3 歳に 25～28 名が進級することとなり、３歳から入

園する１号認定子どもは２～５人に限定される。2 歳から進級した園児の中で、2 号認定として利

用するより 1 号認定で一時預かりをフルに利用する方が負担が軽い場合があり、結果的に、3 号認

定 55 名 → 2 号認定 75 名 1 号認定 15 名 という利用定員のバランスになっている。 
全国の認定こども園の状況を見渡すと、現行の 1 号認定の国が定める負担上限額 25,700 円を市

町村がどれくらい負担軽減をはかるか、また、幼稚園型一時預かりの利用料を各園がどのように設

定するかにより、１号と２号のバランスが違ってくる状況が見える。（負担軽減が大きくなれば、

１号認定が増え、小さくなれば２号認定が増える。一時預かり利用料が大きければ、2 号での利用

に留まる・・など。）1 号認定と２号認定が長時間の利用かどうかを表すことにはならない。 
  ３～５歳が１クラスの場合でも、０～２歳の定員が例えば 40 名の場合は、３歳に進級するのは

15～18 名ほどとなり、３歳クラスの新入園児は約半数となる。 
 
・３～５歳が２又は３クラス、０～２歳の定員規模が 60 名の場合（オリーブの木、くるみの木） 
  3 歳クラスが 20 名×２クラスの「くるみの木」では、27 名前後の進級があっても、新入園児は

13 名ほどとなる。さらに３歳クラスが 20 名×３クラスの「オリーブの木」では、新入園児は 33
名程度となり、進級児の人数を上回ることとなる。３歳児の１クラス人数が３０名となるとさらに

バランスが違ってくる。 
 
  ＜３歳以降にも個別の配慮を豊かにすることで、多様性を包む営みへ＞ 

  このように、０～２歳の人数と３～５歳のクラス数、その人数によって、配慮すべき事項として

の集団の経験の違いの状況が違ってくることとなる。２歳までの個の計画から３歳からの集団の

計画へと移行する中において、基本は個々の子どもへの理解があって集団の計画が成り立つもの

であり、集団の経験の有無や、家庭での経験の違いを含めて、個別の配慮を豊かにすることが欠か

せない。その上で、多様な子ども同士が響きあうことで、次第に集団に慣れていく姿や、改めて自

分の現実を確認し直す進級児の姿を見守ることとなる。また、子どもへの配慮に加えて、保護者へ

の配慮も同様であり、子育ての同僚性を発揮するためにも、子どもと家庭に寄り添う文化をもつこ

とが求められる。 
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  ＜３歳から入園する園児の状況への配慮の必要性＞ 
    １月の保育専門委員会において、被災地で放射線不安を含む不安要素の中で子育てに当たる親

のもとでアタッチメントがうまくいかず、集団の生活の中でパニックになる子どもが増加してい

ることを紹介したが、このことは、被災地に限られたことではなく、現代日本社会の状況としてど

こででも見られる状況になっている。このことから、家庭で過ごしてきた子どもたちと共に歩むた

めに、３歳入園の家庭の状況への理解がより重要さを増していると感じている。認定こども園の子

どもの多様性を見る時に、背後にある家庭への理解、入園までの育ちの理解が重要となる。 
さらに、子育て支援に関して後述するが、「３歳からの入園では遅い」との現場の思いが聞こえ

てくることから、０号認定と言われる就園前の子どもと家庭への支援の充実が求められる。 
 
  ＜幼保の機能が一体的になっていない場合が散見される＞・・・「幼保一体」の理解の課題 

 新制度施行により、幼保連携型認定こども園教育・保育要領による運営が始まることとなった。

この１年、様々な幼保連携型認定こども園にかかわってきたが、その中で、今なお、３～５歳にお

いて幼保のクラスを分割して設定している場合がある。「一体的に」ということが理解されていな

いこととなる。 
 この場合、例えば３クラスの３歳児の内、２クラスが幼稚園児という設定で、午後の保育は「預

かり保育」での対応という幼稚園スタイルの運営がなされる。残りの１クラスが保育園児という設

定で、１号認定の活動とは別の活動、保育の計画も担当者の関わりも１日を包むものとして他の２

クラスとは別ものとして立てられることとなる。（同じ建物の中に、幼稚園と保育所が「同居」し

ているだけ）ここまで極端ではないにしても、例えば「長時部」と「短時部」を分けるなどの対応

が見受けられる。 
保護者の就労等の状況の変化により、子どもは、１号認定のクラスと２号認定のクラスを移動し

たり、担任等が交替することとなり、認定こども園のメリットとして大切にされている“保護者の

就労等の変化に左右されず、同じ環境、同じ人間関係の中で保育が継続される”ことが実現されな

いこととなる。また、認定こども園における園児の状況の多様性への理解や配慮が進まない状況と

もなる。現場はもとより、指導監督に当たる行政担当者の理解が深まるよう、あらためて「一体的

に」ということの意味と必要性が明確にされることを望む。 
 
②一日の生活リズムの多様性を配慮し、それを生かした、  

               幼保連携型ならではの生活を作っていくための 全体的な計画の内容  
 
 ＜１日を包む、一体的な計画への誤解＞    ・・・第１章 第２節 解説書 P.63-64 
   認定こども園ポプラの木では、「教育課程を含む全体的な計画」という告示文に着目し、全体的な

計画は１枚の紙に書き表されるものではなく、「編成される」ものと理解し、立案した。教育・保育

要領に書かれている通り、様々な機能や時間などの利用の在り方や事業を関連付けてかかれる「一体

的なもの」であることからも、「編成される」ことが必要と理解できる。今回の改訂において、この

理解を深めたい。 
全体的な計画から編み出される長期の計画・短期の計画においては、教育・保育の現場での受け止

め方に課題がある。「標準的教育時間」と「保育標準時間」「保育短時間」という利用認定の言葉が教

育・保育の計画にも影響し、短期の計画（週案、日案、週日案など）において、標準教育時間に教育

があり、その後の時間は保育という間違った理解がなされている場合が少なくない。 
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そこでは共通利用時間（コアタイム）である標準教育時間とその後の時間の計画を別に立てなけれ

ばならないと考えられることとなる。短期の計画は、1 日の子どもの生活を包む計画であり、認定こ

ども園での生活のどこを見ても「教育及び保育」が見えることへの理解が明確にされる必要がある。

その週、その日の教育・保育の計画には、子どもの状況を元に、長期の計画からねらいが明確にされ、

ねらいを達成するための内容、それを実現する環境が描かれていることとなるが、さらにコアタイム

とその後の時間の計画が分断され、別々に立てられるのではなく、コアタイムより人数が少なくな

り、異年齢交流や少人数での活動に移行する場合においても、コアタイムの余韻を持ちつつ、もうひ

とつ遊びの山を作るように、多様な子どもたちがその日のねらいによって構成された環境の中で１

日を過ごすことへの配慮が生きていることが大切なこととなる。 
標準教育時間と保育標準時間・保育短時間は、あくまでも保護者の就労等に対応するための利用認

定の時間の長さの違いであり、教育・保育の内容は分断されないことを明確にしたい。 
 
 ③幼保連携型ならではの 保護者に対する子育て支援及び 地域の子育て支援の内容。  

 
＜主幹保育教諭２人・・・を活用して＞ 
  旧認定こども園制度施行以来、子育て支援は認定こども園の必須機能として求められてきたが、具

体的な人的配置はなされず、市町村の子育て支援センター事業を受託していない限り、各認定こども

園の自助努力に委ねられていたことから、主任等がかかわって、週１～２回を実施するのが精いっぱ

いということが一般的な状況だった。 
  新制度での運営となり、１号認定、２・３号認定それぞれに主幹保育教諭が配置できることに加

え、都道府県による１号認定向けの子育て支援補助が受けられることから、積極的に子育て支援事業

を実施できるようになった。 
  認定こども園ポプラの木では、旧制度においても積極的に子育て支援事業を実施してきたが、２人

の主幹保育教諭の内１人が子育て支援事業に専念できるようになり、６～７ページの計画書、「子育

て支援だより」の内容の通り、充実した内容で展開できるようになった。市町村の支援センター事業

を受託しているわけではないが、町内の各地域に「出前保育」を計画・実施するまでになっている。 
また、新制度１年目と２年目で主幹保育教諭の担当を交替し、ともすれば「孤独な場所」となって

しまう子育て支援担当者の役割が園全体の理解へと広げられ、共通理解の中で受け止められるよう

に変化してきている。 
 
 ＜本当に支援が必要な人は、孤立している＞ 
   前述したように、家庭での子育て機能の力が低下しており、「３歳からの入園では遅い」との現場

の声が聞こえてくるように、家庭での子育ての危機感をもって支援にかかわる必要がある。特に、多

様な機関が子育て支援事業を展開してる中、多くの利用者は、今日はここ、明日はあそこ・・・と、

支援機能をはしごするように利用している場合が多い。コミュニケーションが苦手だったり、母親自

身が育った地域とは異なる文化を持つ地域で子育てをする保護者は孤立しやすく、そこにこそ、支援

を届かせる必要がある。そのためには、保健師等の地域の他の機能との連携や協働が不可欠となる。 
 
＜地域や行政、他の子育て支援センター、幼保との連携、協働＞ 

前の項目で述べたように、認定こども園ポプラの木では、３歳からの入園が困難な状況にあるが、

そもそも子育て支援の機能は、本体である認定こども園の園児確保のためのものではないことを明
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確にして取り組んできたことから、他の幼保への入園や連携を前提とした事業となっており、「地域

を包む」新制度の働きとしては、望ましいものと思われる。 
これまでの認定こども園が求められた支援の機能は、主に在園児の保護者支援として規定されて

きたが、新制度においては、地域の子育て支援の機能が明確になっていることからも、他機関との連

携、内容の充実などが今後さらに求められることとなる。 
 

＜保護者の主体的な活動のきっかけ、展開への支援＞ 
  保護者支援、地域の子育て支援は、ただ支援で終わることではなく、その先に、「保護者等の主体

的な活動」への展開が期待されるものでもある。例えば、離乳食講習会を卒業した保護者が、自分た

ちで主体的に運営するサークル活動に移行することを支援する可能性がある。 
さらにそのような主体的な活動が NPO 法人による運営などに移行したり、親・保護者が教育・保

育の現場の参画する例もあり、これは、子育て支援と教育・保育現場が豊かに関連して息づいている

例となっている。 
 

＜１号認定子どもの保護者の思いに寄り添って＞ 
子どもたちの在園時間の長短への理解と配慮は、現行の解説書で細やかに解説されている。一方、

在園児の保護者への支援として配慮すべき事項が時として現れる時がある。子どもたちの在園時間

の長短についての保護者の理解への配慮である。 
１号認定の子どもの割合が小さい場合、「夕方までの生活の中で経験することが、我が子は経験で

きないのではないか」という不安を抱く保護者の思いが生まれることがある。園で過ごしたコアタイ

ムの経験が、午後を家庭で過ごす場合にも余韻として生きていること、家庭で過ごす時間にも大切な

意味があることを伝えることも、支援の一面と思われる。 
 
２．新しい教育・保育要領について    今後の議論のために・・・ 
 
 ＜小学校との連携  （アプローチプログラムとスタートプログラム）＞ 
  子ども・子育て支援新制度における認定こども園等の特定教育保育施設に求められる重要なことと

して、小学校との接続がある。小学校の側でのスタートプログラムと共に、特定教育保育施設における

アプローチプログラムが求められている。 
  認定こども園各園では、カリキュラムの策定等によってこのことに取り組むことになるが、一方の

小学校との協働がうまくいかない場合が多くみられる。市区町村や都道府県の教育委員会の側からの

各小学校へのアプローチの協力を得て、大きな効果を上げている園も数は少ないが確かに存在する。 
  市町村教育委員会の協力を得て、地域の小学校との共同の営みを築くことが必要であることを記述

すると共に、このことは、国から都道府県そして市区町村へと共通理解を求めていただきたい。    
 
 ＜職員のキャリアアップと同様、組織としてのステップアップを＞ 
～認定こども園ポプラの木の実践から・・・立ち上げから、セカンドステップ、サードステップ～ 
認定こども園ポプラの木は、６年前に既存の幼稚園に０～２歳の乳児保育園を併設する形で認定を

受け、歩みを始めた。新たな保育施設を持つということは、新卒を含めて新採用の職員を多く抱えるこ

ととなり、人材養成が最も大きな課題となる。トップダウンで、１日を事故なく安全に過ごすことから

始まり、次第に子どもの育ちへの理解、子どもの姿の見つめ方、指導の在り方、計画・記録で重要な事
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柄へと視野を広げながら、子どもと保育教諭が共に育つように時を過ごしていくこととなる。 
この時、３～５歳は幼稚園、０～２歳が保育園であることから、会議の持ち方、シフトの作り方など

がどうしても二つに分断される状況があった。この、幼保が一緒にあるのに、まだ一つになれない期間

を、今ではファーストステップと考えている。 
認定こども園が本来求められるのは、保護者の就労の状況が変化しても、子どもが過ごす状況は継続

されるということから、０～２歳の保育所と３～５歳の幼稚園の「接続型」では不十分と判断し、２年

目の手続きを経て、３年目から０～就学前の保育所に年齢制限を撤廃し、並列型に移行した。 
この時点で、３～５歳では幼稚園、保育園と呼べなくなり、シフトも一つに、会議も一つになってい

った。しかし、まだまだここでもトップダウンで、園長・主任等がリードする形での運営が続いた。 
２年後、認定こども園がスタートして５年目。トップダウンはこれまで。これからは同僚性を発揮し

て、ひとつ上のステップを目指すことをかかげてスタートした。園長等は進むべき方向は示すが、様々

な運営や保育の進め方など、現場の保育教諭が感じたことを出し合い、創造していくことを求めた。当

然１年目は試行錯誤、ちぐはぐな場面も見られたが、２年目には会議も日々の保育も、行事や会議の在

り方も、現場の意見が出され生かされるようになっていった。「この園の営みを自分たちで作る意図性」

が生まれてきている。 
園運営の在り方は多様で、型にはまるものではない。地域や園の規模、保育教諭等の経験や人数、そ

の機能の多様性から、様々な道をたどって、ひとつ上のステップへ、各認定こども園が歩みを進めてい

るはずだ。特に、幼稚園であることの意識や、保育所であることの意識から自由になり、地域のすべて

の家庭に、多様な機能をもって寄り添っていくことに目を開かれ、歩みを積み上げていく営みが重要で

ある。 
職員のキャリアアップによって認定こども園としてのステップアップの努力が継続され、地域や家

庭に寄り添うことへの意欲が高められていくことが、より一層、豊かに書き込まれる必要がある。 
 

＜章立てと、各章の内容について＞ 
  現行教育・保育要領は、ほぼ幼稚園教育要領の３章立ての形を用いて、保育指針の内容を豊かに取

り込みつつ、認定こども園だから見えてくる課題を加えて書かれている。 
保育所保育指針は、前回改定で大綱化がすすめられ、１３章から７章に、告示文本体に盛り込む内容

と解説書に書き込む内容を精査し、今回の改訂ではさらに大綱化を進めつつ、その内容の質を高めて、

５章立てが検討されている。 
幼保連携型認定こども園は、在園児の保護者並びに地域の子育て家庭への子育て支援の機能を提供

することが必須事項となっており、保育所保育指針の章立て、内容の整理が大変参考になる。また、教

育・保育の質の向上は、新制度において大きな課題となっており、社会から要請されている部分でもあ

ることから、これもまた、保育所保育指針の整理は参考になる。 
個人的には、現行の３章立てから５章立てとし、３章までは現行の内容に、幼稚園教育要領の検討内

容（「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をめぐる記述など）を受け止めつつ、保育所保育指針改

定で検討され明確にされつつある乳児から２歳に至る教育・保育のねらいや内容を書き加えると共に、

４章に子育て支援と小学校や地域との連携を、５章に教育・保育の質の向上、特にキャリアパスなどに

よる園内での職務・役割や機能の明確化と研修体系の検討・充実が語られることが望ましいと考える。 
 

               以上。 
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＜資料＞ 

     認定こども園ポプラの木    ２０１６ 子育て支援活動内容 
●利用について 

利用日・・・・・月～木曜日  金曜日・・出前保育 

利用時間・・・午前９：００～１１：３０  午後１３：００～１５：００  金曜日

午後１４：００～１６：００ 

場所・・・・・・・２階子育て支援室 

利用対象者・・未就園児とその保護者 

                      

●活動内容 

みんなであそぼう 親子で自由に遊んでもらい担当者も子どもたちと遊んだり、保

護者とも話をする絵本の読み聞かせ等も行う 

みんなでつくろう 季節の製作を行う 

短時間で簡単な製作を考え親子で楽しめる内容する 

あかちゃんあそぼう 親子で遊べる触れ合い遊びや、わらべ歌、絵本の読み聞かせ等を

行う。また手作りおもちゃの製作等も行う 

すくすく測定 身長・体重の測定を行う 

測定結果をカードに記入する 

クッキング 親子で簡単なクッキングを行う 

誕生会 誕生児のお祝いを行う 

手形をとり、カードをプレゼントする 

  ＊出前保育・・・・・金曜日・・・第１・３  三城目集落センター  第２・４  中畑公民館 

          時 間・・・１０：００～１１：００    （矢吹町子育て広場事業と連携） 

  

＊わいわい広場・・・在園児保護者を対象に園児の手作りおもちゃや遊具作りを行う 

      

  ＊フリーマーケット・・手作り雑貨やお菓子の販売 

 

  ＊親子の広場・・・・ポプラの木行事の夏まつり・運動会・餅つきの参加 

 

  ＊講     座・・・・利用保護者、未就園児、地域の方を対象にリフレッシュ講座を行う 

            参加費･･５００円  アレンジメント材料費・・２０００円 

   ＊子育て相談 

講座名 講師名 時間 

ストレッチ体操講座   ○○ ○○ １４：００～１５：００ 

フラワーアレンジメント講

座 

    ○○ ○○○ １４：００～１５：００ 

ベビーマッサージ     ○○ ○○○ １０：００～１１：００ 
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２０１６年度ポ プ ラ の 木 子 育 て 支 援 だ よ り   ６ 月 号  

                     認定こども園ポプラの木 

月 火 水 木 金 

     

 

     

 

    １ 

みんなであそぼう 

    ２ 

みんなであそぼう 

３ 

出前保育 

三城目集落センター 

 

    ６ 

みんなであそぼう 

 

７ 

みんなであそぼう 

８ 

クッキング 

９ 

食育講座「飲み物」 

１０：００～ 

１０ 

  出前保育 

 中畑公民館 

 

１３ 

おはなし会 

このみさん「人形

劇」１０：００～ 

１４ 

キッズマッサージ 

１０：００～ 

１５ 

みんなであそぼう 

 

１６ 

すくすく測定 

１７ 

出前保育 

三城目集落センター 

 

２０ 

あかちゃん 

あそぼう 

２１ 

みんなでつくろう 

 

２２ 

みんなであそぼう 

わいわい広場 

 

２３ 

クッキング 

 

２４ 

出前保育 

中畑公民館 

２７ 

みんなであそぼう 

 

２８ 

６月生まれ 

たんじょうかい 

 

   ２９ 

みんなでつくろう 

３０ 

フリーマーケット 

   

☆子育て支援担当より 

          「ママたちが笑顔でいることが子どもたちにとっての一番の幸せです！」 

ポプラの木の子育て支援室では、ママたちのリラックス＆リフレッシュになるように、いろいろな

活動の計画をしています。５月からお茶のサービスと雑誌コーナーを設けています。 

また、「つくろう」「クッキング」などの親子で楽しめる活動や、６月は外部から講師を招いて「食育

講座」「人形劇」「キッズマッサージ」を行います。 

地域の子育て中の保護者の方々、ポプラの木在園の保護者の方々も是非お仕事がお休みの日など 

足を運んでいただき、交流の場やリフレッシュの場として活用してください。 

 利用日・時間  ＊月～木・・・午前 ９：００～１１：３０ 

                午後１３：００～１５：００ 

                午後１５：００～１６：３０（子育て相談・要予約） 

         ＊金  ・・・出前保育午前１０：００～１１：００ 

（第１．３ 三城目集落センター）（第２，４ 中畑公民館） 

 利用者     ＊未就園児と保護者（矢吹町在住、他の市町村の方もご利用できます） 

         ＊利用登録等はありません。直接園までお越し下さい。 

                       お問い合わせ 子育て支援担当：■■ ■■ 

０２４８－（２９）８００６ 
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☆すくすく測定 
１６日（水） 
お子さんの身長・体重を測定します 

♪どの時間に来ても測定できますよ♪ 
※0歳から未就園児が対象です。 
 
☆あかちゃんあそぼう 
２０日（月）９：００～１１：３０ 

～0歳のねんねのあかちゃんと 
 1 歳前後のよちよち歩きのあかちゃん～ 
あかちゃんのための絵本の紹介や、手遊び・ 
わらべうた・ベビーヨガなど・・・あかちゃん
とママが楽しく快適に過ごせる方法などをお伝
えしていきたいと思います。 
ぜひ同じくらいのあかちゃんとママも誘ってお
越し下さい！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

☆６月うまれのたんじょうかい 
２８日（火）１０：００～１１：００ 
６月生まれのお子さんのお祝いをします 
誕生月のお子さんは事前に申し込みをしてく
ださい。お誕生日のお友だちをみんなで 
お祝いしましょう♪ 

 
「６月の出前保育のお知らせ」 
 
～ポプラの木では、地域の方のために公民館などをお借

りして出前保育を行っています～ 
 

それぞれの地域にお住まいになっている親子・祖父母の
皆さんと一緒に手遊び・絵本の読み聞かせ・季節の製作・
わらべ歌を行います。 
※定員締め切りはありませんが、地域にお住まいの方を
優先させていただきます。 
地域以外の方はご遠慮下さい。 
 
＊三神地区  ３日、１７日 (金)三城目集落センター 
＊中畑地区 １０日、２４日（金） 中畑公民館 

☆みんなでつくろう  
２１日（火）２９日(水) 

「つくってあそぼう」 

おうちの人と一緒に作ってあそびます！ 

午前午後どの時間にきても作れます。 

（在庫がなくなり次第終了） 

自由に遊びに来て下さい。 

☆わいわい広場  ～在園の保護者の方々・地域の方の交流 & おもちゃつくり～ 

２２日（水）９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 
場 所・・２階会議室 
対象者・・在園の保護者、地域の方々などどなたでも参加出来ます！！！ 
     手作りしたい方、おしゃべりしたい方大歓迎です♪♪ 
内 容・・手作りおもちゃ作り（園児用） 

 

☆子育て講座 イベントのお知らせ 
※ご予約をお願いします♪ 

１，食育講座 
  ９日(木)「のみものについて」リード食育推進事業 

１０：００～１１：００ 
２，「おはなしかい」～人形劇 このみ～ 

１３日（月）  １０：００～１１：００ 
３，キッズマッサージ教室 
  １４日 (火)   １０：００～１１：００ 
（対象＝１歳から３歳のお子さんと保護者、参加費５００円） 

フリーマーケットのお知らせ 
 

３０日（木）９：３０～１１：３０ 
☆どなたでも参加していただけます♪ 

 
お待たせ致しました！ご好評いただいている 
ポプラの木のフリーマーケットです♪ 
大人気の揚げパンなど｡｡｡ 
園の手作りおやつを中心に販売します。 
在園児の保護者さんや地域の方など、手作
り品の販売をしてくださる方を募集してい
ます。ぜひフリーマーケットに出店してみ
ませんか？ 
 お問い合わせ ポプラの木 大友恵理子 

☆クッキング 

８日(水)２３日(木)１０：：００～１１：００ 

おやこで簡単なおやつをつくりましょう♪ 

おうちに帰ってもすぐに実践できるレシピです！ 

※要予約（前日まで） 

※参加費 親子 100 円 （当日お支払いください） 

☆「先輩ママさん」募集します！ 

子育て支援ポプラの木では、先輩ママさんたちを

募集します。新米ママさんたちとの交流の場を作

りたいと思います♪ 
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 第６３回栃木県幼稚園教育研究大会   第９分科会 
 
 
 
 主題「接続カリキュラム開発のプロセスで見えてきたこと」 
 

話題提起者 園 名      職 名 
  中山昌樹        あかみ幼稚園   園長     

 
１ はじめに 
 子ども子育て支援制度が施行されて 2 年目の今、現場で感じていることの一つは、国民の血税である

消費税から財源（施設型給付）を得て行う保育・教育の責任です。 
OECD 加盟諸国が例外なく取り組んでいるのは、小学校就学前の保育・教育を最も有効な投資として

捉え、それを生涯学習の第一歩として位置付ける政策です。日本でも OECD が提唱する、自尊心や他者

との協働、やる気や自己制御を育む保育・教育（すなわち遊び保育）を大切にしつつ、これが小学校以降

の「アクティブ・ラ－ニング」の土台となり、さらにそれが２０２０年の新大学入試制度で焦点化される

新しい学力の基礎を築くという政策が明らかになってきました。その文脈からも本主題は、研究の動機

にもあるように、喫緊の課題といえます。 
 

２ 話題提起の要旨 
ここでは、接続カリキュラム開発のプロセスで見えてきたこととして、障壁を越えるための 3 つの視

点を話題とします。それらは①ネットワークの構築、②プロジェクトとしての継続性（授業・保育の相互

参観を含んだ）、③子どもの発達に基づいた原理原則の相互理解（保育・教育と小学校教育における）、で

す。 
 

３ 内 容 
本プロジェクトの以下のプロセスにより、上記①から③の視点が明らかになりました。 

５月１４日（木） （平成２７年度、以下すべて） 

【講義】「自発的な遊びとしての学び」と「自覚的な学び」についての共通理解 

講師：栃木県幼児教育センター 副主幹  

６月３日（水）  

【授業参観】「アプローチカリキュラム」および「スタートカリキュラム」開発のための 

授業・保育相互参観 その１     

８月７日（金）  

【話し合い】共通理解に基づいた実践のエピソード化とその評価 その１ 

  講師：佐野市教育委員会 指導主事 

 

１０月２７日（火） 

【保育参観・話し合い】共通理解に基づいた実践のエピソード化とその評価 その２ 

  講師：栃木県幼児教育センター 副主幹 
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１１月２０日（金） 

【講義・話し合い】幼稚園幼児指導要録、入学支援シート等を含む、幼・小の「引き継 

ぎ」等の検証 

  講師：佐野市教育委員会 指導主事 

１２月１５日（火） 

【話し合い】「アプローチカリキュラム」開発 

  講師：栃木県幼児教育センター 副主幹 

１月２５日（月）  

【保育参観】「アプローチカリキュラム」および「スタートカリキュラム」開発のための 

授業・保育相互参観 その２ 

  講師：栃木県幼児教育センター 副主幹  

３月９日（水） 

【話し合い】「スタートカリキュラム」開発 

講師：佐野市教育委員会 指導主事 

 栃木県幼児教育センター 副主幹 

 
４ まとめ 
①ネットワークの構築 
 本プロジェクトでは、公立の小学校と民間の認定こども園であっても、教育会の支援の下、市教育委員

会と県教育委員会（幼児教育センタ－）の指導があれば、継続した取組が可能であることがわかりまし

た。 
②プロジェクトとしての継続性（授業・保育の相互参観を含んだ） 
 本プロジェクトでは、授業や保育を相互に見合うことを土台とし、継続して話し合いを行うことの重

要性が明らかになりました。 
③子どもの発達に基づいた原理原則の相互理解（保育・教育と小学校教育における） 
 本プロジェクトでは、保育・教育と小学校教育における「目標」の捉え方や、「ねらい」を児童（幼児）

と教師（保育者）がどのように共有するのかというところに違いがあると気付きました。このことを相互

に理解した上で、接続期にちょっとした工夫があれば、子どもは安心して自らギャップを越えていくこ

とができるのではないかと考えました。 
 


