
第２回 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する検討会 資料   新宿区立あいじつ子ども園 渡邊 

                

Ⅰ 現行の幼保連携型認定こども園教育・保育要領について 

１ 子ども園における一人一人の状況に応じた配慮及び教育・保育の内容 

（１）多様な保育年数・保育時間（本園の状況） 

 ○ 保育年数        年 齢 別 保 育 年 数         Ｈ２９．３推定 

※定員１８６名  ０歳児は、年度当初１０名入園 

※１歳児は定員１５名  待機児童解消のためＨ２８より３名増 

 

○ 在園時間       年 齢 別 在 園 状 況（時間ごと）   ６月２４日当日分 

※０歳児は、６か月まで最長１７時。  満１歳からは１８時３０分まで保育可能  

   ※預かり保育（４・５歳児）は毎日変動。６月２４日の預かり保育者数で集計（預かり保育児３１名） 

 

（２）在園時間や保育日数の異なる園児がいる事への配慮（４・５歳児） 

【幼児への対応】 

  ○４歳児新入園児と進級児の双方への配慮が必要 

・新入児には、こども園の生活に慣れるための配慮(自宅、幼稚園、保育園・海外等、昨年までの

生活、保育環境別に対応) 

・進級児には、１５時頃に降園する幼児がいる生活に慣れるように配慮（同じクラスの中に生活

スタイルの違う友達がいることに慣れる） 

【職員間の連携】 

  ○保育中の保育者間の詳細な連携 

   ・午睡の時間等を利用した保育の申し送りや打ち合わせ（担任から当番（担当者）へ） 

   ・「幼児降園時間等行動標」の形式の工夫 

   ・保育者間の正確かつ迅速な伝達(メモの用紙の活用) 

   ・運営班（園長・副園長・保育主任）への報告と迅速な対応 

保育年数 １年  ２年  ３年  ４年 ５年 ６年  計 

５歳児   ３  ３９   ２   ３   ４   ９  ６０ 

４歳児  ４１   ４   ４   ３   ８   ６０ 

３歳児   ３   ４   ３  １０   ２０ 

２歳児   ６   ５   ７     １８ 

１歳児   ８  １０      １８ 

０歳児  １０       １０ 

 計  ７１  ６２  １６  １６  １２   ９ １８６ 

在園時刻 7:30～ 9:00～ 15:00～ 16:30～ 18:30～ 19:30 

５歳児 ２０ ６０ ４６ ２９ ８ ３ 

４歳児 ２６ ６０ ４４ ３０ １０ ２ 

３歳児 １７ ２０ ２０ １９ ６ ２ 

２歳児 １４ １８ １８ １８ ３ １ 

１歳児 １４ １８ １８ １７ ５ ２ 

０歳児   ７   ３ １０   ９ ０ ０ 

合計 ９８ １７９ １５６ １２２ ３２ １０ 
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（３）一人一人の状況に応じた教育及び保育 

【遊び・活動】 

○１５時以降の遊びや保育の様子を、翌日、担任が降園してその場にいなかった幼児に詳しく知ら

せていく。 

（５歳児になると、幼児同士は誰が何時に降園するか把握している。当該幼児がいなかった時間の

様子について伝え合えるようにしていく。→短時間児と長時間児が関わって遊べるようになる。） 

○長期休業中の保育内容の工夫 

 個々の得意な事、興味のある事等に対応し、じっくりかかわる時間がとれる。 

・地域活動への参加 

 ・高齢者・卒園生保護者との連携（折り紙・手芸・ストーリーテラー等） 

・近隣中学校クラブ活動見学、学童クラブ等との連携 

 ・各大学児童文化クラブ・美術大学等との連携 

【職員間の連携】 

  ○短時間勤務（非常勤）職員との連携 

   ・前の保育の状況を数分でも伝達する、質問を受ける受容的姿勢 

   ・職員個々の得意な面を見極め、状況に応じて生かす工夫 

   ・個別の勤務終了時間に数分でも、幼児に関する伝達を傾聴（気になるところ等） 

   ・区主催の短時間勤務の職員研修の成果 

 

２ 一日の生活リズムの多様性に配慮したこども園ならではの生活をつくる全体計画 

（１）保育・教育計画体系図及び保育・教育の考え方   

（２）多様性に対応した指導計画の工夫   

  ○年間指導計画（全体）  

 【内容】 幼児 子どもの姿 ねらい 内容 環境の構成と援助 目指す姿及び予想される活動  

行事 小学校との連携 地域等との連携 

     4・5 歳児 預かり保育・長時間 １５時以降についての時期ごとの配慮事項を掲載 

          ねらいについて、内容・活動等について、環境構成について、保育者の援助 

          保育者間の連携、保護者との連携（今年度加筆 参考 都就学前教育カリキュラム参考） 

          ※４歳児入園短時間（４月～６月前半）生活習慣・活動への取り組みに重点・援

助の在り方 

※在園時（長時間））の生活の変化にも留意する。→ 期案・週案・日案   

       乳児 幼児の姿 ねらい 内容（遊び・健康・清潔・食事・排泄・睡眠・着脱） 環境

の構成と援助 目指す姿及び予想される活動 行事 

         ※０歳児年間指導計画（１～３期） 

         （別表）５７日・３か月・６か月未満・９か月未満・１２か月未満・１歳３か月

未満・１歳７か月未満・２歳未満（遊び・生活・月例別配慮事項） 

                    

○長期休業中の指導計画及び配慮（預かり保育・長時間 ９時～１６時３０分） 

・個々の幼児の家庭での健康状態の詳細な把握 

・個々の幼児の家庭での生活経験に配慮した計画との関わり(個々の預かり保育の経験に配慮)  

・保護者との連携重視・詳細な説明（当番対応のみの日が多くなるため） 

・時間ごと、幼児の人数によっての環境の再構成の工夫 



 

３ 子ども園ならではの子育て支援の内容、教育・保育への生かし方 

子育て広場（ことりクラブ） 一時保育（さくらんぼ組） 子育て相談 
 （１）子育て広場（ことりクラブ） 
  【概要】 

（実施日） 毎週火曜日 １０時～１２時（遊戯室）  
（参加人数）登録制 H27 登録数１２１組（親子登録・年度更新） 毎回約３０組以上 

  （内容）こども園児と遊ぶ会、子育て講座（健康・歯科・栄養・離乳食・食育等） 
     講師によるイベント（折り紙・紙芝居・親子体操・子育てコンサート・パネルシアター等 
  （担当の配置）本園正規職員（１名）及び子育て担当非常勤職員（１名） 
         子育て担当は、保育士（上席学級担任より、担当を１～２年経験） 
  【教育・保育との連携】 
   ・誕生会、学芸会、音楽会の出し物の披露、日頃の教育活動の発表の場（随時）  

・共同的遊び（遊園地ごっこ）等への招待    
   ・園行事への招待 
   ★園児は、主に０～２歳未就園児とその保護者に見てもらうことに、励みや目的意識をもって 

活動に取り組み、達成感を感じている。指導計画に位置付けている。幼児の活動の展開から、

担任と子育て担当者との連携により随時・不定期に実施することもある。 
（２）一時保育（さくらんぼ組） 
 【概要】 
 （実施日）月～土曜日 ８時３０分から１７時までの８時間   
 （対象児童）０～２歳児 １日４名（前月の抽選会により決定 平均倍率約４．５倍      

緊急一時保育在り（１名） 
 （費 用）１日 ３４００円 （区が一括徴収 振り込み等）   

○在園児兄弟の利用者が多い（キャンセル待ちの場合） 
【教育・保育との連携】 

  ○乳児組との連携（リピーターの多い時）同じ場での遊び 同じ遊具での遊び 
  ○行事練習等の見学 ○行事への招待・参加 ○幼児の製作物によるプレゼント 
（３）子育て相談  
 【概要】 

（実施時間）９時～１７時 専用電話又は面談  利用者数５９件（平成２７年度）    
【教育・保育との連携】 
○在園児が利用する場合もある。 
○電話相談利用者が入園した場合の担当と担任等との連携により、継続相談が可能 

 
Ⅱ 新しい幼保連携型認定こども園教育・保育要領について 

 ○「第三章 指導計画作成に当たって配慮すべき事項 第２ 特に配慮すべき事項」において検討 
内容として取り上げて頂きたい事項 

・「６」の障害のある園児の指導について 
 障害のある幼児には、個別に介助する職員の協力体制により、クラスの中で当該幼児が他児と共に

生き生きと生活する現状がある。週・日指導計画作成の場合、介助する職員の役割や動きも考慮し

ている。「６」の中に「園内職員の連携、協力体制のもと」等の文言を加筆することを検討頂きたい。 



 『幼児教育部会のまとめ ５ 特別支援教育の充実』「○特別支援教育に係る組織的な対応が一層

充実されるよう、特別支援教育コーディネーターを中心とする体制等の在り方を示す～」の内容と

も関連。 
・「８」の特別に配慮を要する園児について 
 解説書のレベルと考えられるが、専門機関との連携と共に、「特別支援に関する研修の内容を生か 
 す」等の文言を加筆してはどうかご検討頂きたい。 
・「１０」園児の発達や学びの連続性の確保について 
 「こども園における生活から学校生活に、円滑に移行できるようにするための配慮」についての加

筆をご検討頂きたい。（第１章 第３ １の「～一貫した教育及び保育を園児の発達の連続性を考慮

して～」にも留意） 
 地域の保・幼・小合同会議での課題として挙げられる内容として、生活面の移行については必ず取

り上げられている。 
 
○その他、検討内容として取り上げて頂きたい事項 

 ・保育教諭の研修について（参考として、解説書への加筆があると理解しやすい） 
  Ｈ２０保育指針 第７章 職員の資質向上に関連して記述されるとよい。 
  幼児教育部会のまとめ「学習・指導の充実や教材の充実・教材の在り方等」の内容は保育教諭研修 
  に取り上げるとよいと考える。 
 ○「幼児教育部会のまとめ」と関連して、教育・保育要領に取り上げて頂きたい内容 
  「幼稚園教育要領等の構成の見直し」に関連して 
  ・総則の見直し（カリキュラム・マネジメントや学習・指導方法の改善など各学校種共通で示され

た学習指導要領等の総則について） 
  ・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の新たな位置付け（幼児教育と小学校教育の円滑な接続

を図る観点から、５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿１０項目） 
 
○「幼児教育部会のまとめ」と関連し、検討内容として取り上げて頂ければと考える事項 
 （こども園として、加筆すると分かりやすくなる部分等が、あるかどうかのチェックの意味で） 
・幼児教育において育みたい資質・能力 

 ・幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 
（教育・保育要領改訂に関する資料として、乳児期からどのように育成していくかの視点も考慮し、 
加筆部分があるか、見直してはどうか。） 

 ・幼児教育における学びの過程のイメージ（アクティブラーニングの３つの視点を踏まえて） 
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