
指針などから何を学ぶのか？	
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どこへ向かっていくのか？	
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ここで紹介する資料は全て「せいがの森こども園」ホームページ「資料ダウンロード」か
ら入手できます。	



保育をシンプルにする	

①子どもと現状把握からスタートする	
　　子どもの心や体は大丈夫か？	
　　もっとこうしてあげたいという願い	
　　専門的視点と時代の要請から	
②プランが生まれる！見通しを持つ	
　　そうだ、こうしよう！	
　　（例）船であそこへ行こう！　（５つの要素）	
　　船・スタッフ・プラン　←　目的・旅の意義	
　　園舎・職員・計画　←　理念や方針・社会的使命	
③やってみたけど、うまくいかない、どうしよう	
　　PDCAサイクル　この①②③もそう	
	
	
	



◯　新しい３法令で共通するものを確認しよう	
	 	（保育所保育指針/		幼稚園教育要領　	/　幼保連

携型認定こども園　教育・保育要領 ）	
◯　保育所保育指針は、どう変わったのか	
◯　改定に大きな影響を与えた海外の研究成果	
◯　０〜２歳が増えて、乳児保育（０歳）は新しい視点	
◯　幼児「１０の姿」はミマモリングの「M5」になる	
◯　保育課程はどうなるのか	
◯　保育の可視化はどこへ向かうか？	
園長目線でいうと「これが本当の保育だよ」ということ
を保護者や世間に（Y式の園など）知らせたいが・・・	
（折井先生や安藤先生の「見える化」が面白い！）	
	
	
	



平成２９年度　改定保育所保育指針	
◯　三法令を概観する	
　中央説明会　三法令の比較資料	
　・変わらない「環境を通した保育」	
　・「資質・能力」　３本柱「〜の基礎」「〜の基礎」「〜、人間
性」　	
乳幼児期の発達をよく理解しないと学校の学力に引きずられ
ないか心配する人が多い。	
　・「１０の姿」　あくまでも「方向目標」である	
　・乳児保育　赤ちゃんが主体の経験になるように（遠藤先生
の話で確認しよう）	
	
◯　保育所保育指針の解説書を読んで	
　中央説明会　保育所保育指針	
　解説書がないとわからない指針でいいんだろうか？しかも、
まだ出版されていない？	
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各要領・指針の変遷	

時期 幼保連携型認定こども園 
教育・保育要領 幼稚園教育要領 保育所保育指針　 

　昭和23年3月 　　 保育要領（文部省刊行）※ 

　　　25年9月 保育所運営要領（厚生省編集） 

　　　27年3月 保育指針（厚生省編集） 

　　　31年2月 幼稚園教育要領（文部省編集） 

（幼）39年3月 
（保）40年8月 

幼稚園教育要領（文部省告示） 保育所保育指針（厚生省編集） 

(幼)平成元年3月 
(保)　　2年3月 

幼稚園教育要領（文部省告示） 保育所保育指針（厚生省編集） 
 

（幼）10年12月 
（保）11年10月 

幼稚園教育要領（文部省告示） 
 
 
 
 

保育所保育指針（厚生省編集） 

　 　    20 年 3月  
幼稚園教育要領（文部科学省告示） 
 
 
 

 
保育所保育指針（厚労省告示） 
 

26 年 4月  幼保連携型認定こども園教
育・保育要領（内閣府・文科
省・厚労省共同告示） 

　  　29年 3月 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領（内閣府・文科
省・厚労省共同告示） 

幼稚園教育要領（文部科学省告示） 保育所保育指針（厚労省告示） 

29年3月31日同日に告示・平成30年4月1日実施	
＜内容について一層の整合性を図っている＞	

・環境を通して行うものであることを「幼稚園
教育の基本」として明示
・６領域を５領域に再編成し整理　など

・養護的機能を明確化するため、全年齢を
通じて入所児童の生命の保持、情緒の安定
に関わる事項を記載。
・６領域を５領域に再編成し整理　など

20年3月28日同日に告示・平成21年4月1日実施	

・教師が計画的に環境を構成すべきことや活動
の場面に応じて様々な役割を果たすべきことを
明確化
・「生きる力の基礎を育てる」ことの記述 など

・地域子育て支援の役割を明記
・「生きる力の基礎を育てる」ことを記述　
など

・幼小の円滑な接続を図るため、規範意識や思
考力の芽生えなどに関する指導を充実
・いわゆる預かり保育及び子育ての支援の基本
的な考え方を記述　など

・保育所の役割（目的・理念、子どもの保
育と保護者への支援など）、保育士の業務、
保育所の社会的責任の明確化　など

※国として作成した最初の幼稚園・保育所・家庭における幼児教育の手引（手引書的性格の試案）	

平成27年の子ども・子育て支援新
制度のスタートに向けて策定	



平成26年11月　中央教育審議会総会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方につ
　　　　　　　　いて」諮問	

平成２８年１２月 　社会保障審議会児童部会保育専門委員会「保育所保育指針の改定に関
　　　　　　　　　 する議論のとりまとめ」	

平成２９年２月　　意見公募（パブリック・コメント）の実施	

平成２９年３月３１日　　幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領、
　　　　　　　　　　　　保育所保育指針　告示	

今改訂・改定の経緯	

平成２８年１２月 　中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援
　　　　　　　　　 学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」	

平成27年12月　社会保障審議会児童部会保育専門委員会の開催	

平成27年1０月　中央教育審議会教育課程部会幼児教育部会の開催	

平成２８年６月　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の開催	

平成２８年１２月 　幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する審議のまとめ	
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今改訂・改定でも変わらない基本的な考え方
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環境を通して行うものであること 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領

第１章　総則
　第１　幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等
　　１　幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本

　乳幼児期の教育及び保育は、子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基
礎を培う重要なものであり、幼保連携型認定こども園における教育及び保育は、就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定
こども園法」という｡)第２条第７項に規定する目的及び第９条に掲げる目標を達成するため、乳
幼児期全体を通して、その特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うものである

ことを基本とし、家庭や地域での生活を含めた園児の生活全体が豊かなものとなるように努めな
ければならない。

幼稚園教育要領

第１章　総則	
　第１　幼稚園教育の基本	
　幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり，幼稚園教育は，学校教育
法に規定する目的及び目標を達成するため，幼児期の特性を踏まえ，環境を通して行うものであるこ
とを基本とする。	
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保育所保育指針

第１章　総則	
　１　保育所保育に関する基本原則	
　　⑴　保育所の役割	
　　　イ　保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する	
　　　　職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ	
　　　　、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特	
　　　　性としている。	

※環境とは物的な環境だけでなく、人や物、自然事象などを含めた周りの環境全て 

 

※計画的に環境を構成することが求められる 
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育みたい資質・能力

（幼保連携型認定こども園教育・保育要領　第１章総則　第１　３）	
（幼稚園教育要領　第１章総則　第２）（保育所保育指針　第１章総則　４）	

(1)  豊かな体験を通じて，感じたり，気付いたり，分かったり，できるよう	
になったりする「知識及び技能の基礎」	
	
(2)	気付いたことや，できるようになったことなどを使い，考えたり，試したり，工夫
したり，表現したりする「思考力，判断力，表現力等の基礎」	
	
(3)	心情，意欲，態度が育つ中で，よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力，
人間性等」	

○生きる力の基礎を育むため、次に掲げる資質・能力を一体的

に育むことを記載	
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（参考）小学校学習指導要領等の改訂	
	
＜今回の改訂の基本的な考え方＞	
・子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力の一層確実な育成と、子供たちに求めら
れる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開かれた教育課程」の重視	
・知識の理解の質を更に高めた確かな学力の育成	
・道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実による豊かな心や
健やかな体の育成	
	
＜育成を目指す資質・能力の明確化＞	
・各学校段階及び全ての教科等について共通する、育成を目指す資質・能力を明確化。	
	
・資質・能力の三つの柱として以下を偏りなく実現できるようにする。	
①知識及び技能が習得されるようにすること	
②思考力、判断力、表現力等を育成すること	
③学びに向かう力、人間性等を涵養すること	



　５領域のねらい及び内容に基づく活動全体を通して資質・能力が育まれている幼児の具
体的な姿であり，教師が指導を行う際に考慮するものである	

健康な 
心と体 自立心 協同性 道徳性・ 

規範意識の芽
生え 

社会生活と
の関わり 

思考力の 
芽生え 

自然との関わり 
・生命尊重 

数量・図形、 
文字等への 
関心・感覚 

豊かな感性 
と表現 

言葉による 
伝え合い 

　幼保連携型認定こども園・幼稚園・保育所の職員と小学校の教員が持つ５歳児修了時
の姿が共有化されることにより、小学校教育との接続の一層の強化が図られることを期待。

　「幼児期の終わりまで育ってほしい姿」が到達すべき目標ではないことや，個別に取り出
されて指導するものではないことに留意が必要。

○「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を明確化	

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
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(1)  健康な心と体	
				【幼保連携型認定こども園における生活、幼稚園生活、保育所の生活】の中で，充実感をもって自分の
やりたいことに向かって心と体を十分に働かせ，見通しをもって行動し，自ら健康で安全な生活をつくり出
すようになる。（あ、サッカー好きなのはわかるけど、あ、そこで蹴っちゃ、・・）	

(2)  自立心	
　身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で，しなければならないことを自覚し，自分の力で
行うために考えたり，工夫したりしながら，諦めずにやり遂げることで達成感を味わい，自信をもって行動
するようになる。（えらいな、お当番さんだから、遊びを自分で切り上げて・・）（お片付けも最後まで・・）	

(3)	協同性　	
　  　 友達と関わる中で，互いの思いや考えなどを共有し，共通の目的の実現に向けて，考えたり，	
					工夫したり，協力したりし，充実感をもってやり遂げるようになる。（Mくんが、お楽しみ会の主役か、お友達
の役も考えてくれるかなあ・・・）	
(4)	道徳性・規範意識の芽生え　	
         友達と様々な体験を重ねる中で，してよいことや悪いことが分かり，自分の行動を振り返ったり ，友達
の気持ちに共感したりし，相手の立場に立って行動するようになる。また，きまりを守る必要性が分かり，自	
　　分の気持ちを調整し，友達と折り合いを付けながら，きまりをつくったり，守ったりするようになる。（Mくん、
わかっちゃいるんだけど、手がね、でも自分でやめろうとは思っているんだよ・・）	
(5)	社会生活との関わり	
　      家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに，地域の身近な人と触れ合う中で，人との様々な関わり	
　　方に気付き，相手の気持ちを考えて関わり，自分が役に立つ喜びを感じ，地域に親しみをもつようになる。	
　　また，【幼保連携型認定こども園内外、幼稚園内外、保育所内外】の様々な環境に関わる中で，遊びや生	
　　活に必要な情報を取り入れ，情報に基づき判断したり，情報を伝え合ったり活用したりするなど，情報を役	
　　立てながら活動するようになるとともに，公共の施設を大切に利用するなどして，社会とのつながりなどを	
　　意識するようになる。（プラネタリウムに行ったとき・・・他の園の子どもたちもいて。・・園庭の隣の公園の
フェンスに「ゴミは持ち帰りましょう」のポスターを見て・・・）	 12	

小学校教育との接続について
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿



(6)　思考力の芽生え	
　    身近な事象に積極的に関わる中で，物の性質や仕組みなどを感じ取ったり，気付いたり	
					し，考えたり，予想したり，工夫したりするなど，多様な関わりを楽しむようになる。ま  	
					た，友達の様々な考えに触れる中で，自分と異なる考えがあることに気付き，自ら判断し	
					たり，考え直したりするなど，新しい考えを生み出す喜びを味わいながら，自分の考えを	
					よりよいものにするようになる。（紙コップに紐つけた楽器で音を鳴らす遊びで、紐を布巾で擦っても
「あ、鳴った」と教え合っていたり・・）	
(7)　自然との関わり・生命尊重	
　     自然に触れて感動する体験を通して，自然の変化などを感じ取り，好奇心や探究心を	
					もって考え言葉などで表現しながら，身近な事象への関心が高まるとともに，自然への愛	
					情や畏敬の念をもつようになる。また，身近な動植物に心を動かされる中で，生命の不思	
					議さや尊さに気付き，身近な動植物への接し方を考え，命あるものとしていたわり，大切	
					にする気持ちをもって関わるようになる。（夏の間飼育したカブトムシ、死んじゃった、どうしよう）	
(8)　数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚	
　　 遊びや生活の中で，数量や図形，標識や文字などに親しむ体験を重ねたり，標識や文字	
					の役割に気付いたりし，自らの必要感に基づきこれらを活用し，興味や関心，感覚をもつ	
					ようになる。（新しいボールを片付けていると「あと２個だよ、ここ」と協力していた）	
(9)　言葉による伝え合い	
								【保育教諭等、先生、保育士等】や友達と心を通わせる中で，絵本や物語などに親しみながら，	
　　豊かな言葉や表現を身に付け，経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり，相手の話を注	
　　意して聞いたりし，言葉による伝え合いを楽しむようになる。（絵本を読んでいたら、ああでもないこう
でもない。食事の時間はもっぱら語り合い。職員室でも先生と一緒に冗談の言い合い、ピースステーブ
ルもあるし、伝え合いは生活と遊びの中でいっぱい体験している）	
(10)			豊かな感性と表現	
							   心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で，様々な素材の特徴や表現の仕方な	
					どに気付き，感じたことや考えたことを自分で表現したり，友達同士で表現する過程を	
					楽しんだりし，表現する喜びを味わい，意欲をもつようになる。（アイドルごっこや落語がブームの年
長さんたち。今度のお楽しみ会が楽しみだ）	 13	

【　】は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針の文言を並記。	



改定に大きな影響を与えた海外の研究	
私たちが学ぶべきは何か？	

•  第２回　社会福祉審議会　児童部会　保育専門委
員会　　（第２回議事録と資料２）	

•  　１、２歳児の保育園　４６．５％　「２人に１人」	
•  保育をめぐる現状　「海外の研究」	



海外の研究	
ここに注目して保育に生かそう	

•  幼少期における脳の感受性	
–  縦軸は「感受性」である。脳の大きさではない。	
–  情動のコントロール　（信頼感・愛着形成・自信・自発性・心のゆとり・自制心・

我慢強さ・くじけない力などへ）＊遠藤先生の話	
–  議事録にソーシャルネットワークに近い議論は　子育て支援がテーマの時	

•  保育のプロセス（保育者の語りかけなど）の質	
–  言葉や認知発達は、親の影響の方が大。	
–  こども同士の影響は研究がない？	

•  よいプレスクールに共通する５つのよいところ	
–  こども同士のいざこざを通じて育つもの　＊安藤さんの報告	

•  保育者は温かく応答的、こども主体の活動や遊び	
–  藤森保育と同じ！	

•  ミシェルのマシュマロ・テスト	
–  こども自らが工夫して自発的に我慢していることがミソ！＊安藤さんの報告	

•  ペリー就学前計画　追跡調査	
–  これは、日本なら１％にも満たない集団の例。ひどい放任状態の家庭と比較

しているようなものに近い。	



乳児保育は新しい３つの視点で	

第２章　保育の内容	
◯　乳児保育	
　新しい「３つの視点」で「ねらいと内容」	
	・伸び伸びと育つ　（身体的発達）	

　　・身近な人と気持ちが通じ合う（社会的発達）	
　　・身近なものと関わり　感性が育つ（精神的発達）	
	
◯　１歳から３歳未満の保育	
　５領域で「ねらいと内容」	
	





「１０の姿」は５領域でできている	
ミマモリングM０〜M４＋M５になる	

•  じっくり読んでみよう。１０の姿は教育の５領域の言
葉で書かれている。　	

•  一文が長いが、中身は発達の側面の姿になってい
るので、何も難しくない。	

•  方向目標としての「態度」に近く、到達もくひょうでは
ないから、末尾は「〜ようになる」	

•  「なる」は育ちを表す述語である（例「大きくなったら、
◯◯になる」	

•  ニュアンスとしては「〜に向かって、◯◯になろうと
している」という育ち行く姿を描いている	

•  ミマモリング（８つの発達過程）のM４にチェックがつ
くと自動的に１０の姿になる予定。	



幼児の内容は？	

•  幼児の「保育の内容」は幼稚園教育要領から。
その説明資料で、その「内容」が入ったのか
がわかる。文科省分科会資料　（中央説明
会）	

	
•  ただし、「そこがそう変わったんだな」までしか

わからない。誤解する可能性が高い。	
•  解説書を読むことを、オススメします。	



第２章　ねらい及び内容 	
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幼稚園教育要領改訂の概要 －「ねらい及び内容」の改訂の要点（1）

①　「ねらい」・「内容の取扱い」について
　○「ねらい」を幼稚園教育において育みたい資質・能力を幼児の生活する姿から
　　捉えたもの、「内容の取扱い」を幼児の発達を踏まえた指導に行うに当たって
　　留意すべき事項として明示。
　○指導を行う際に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を考慮することを明
　　示。

②　各領域における改訂の要点
　○領域「健康」
　　・見通しをもって行動することを「ねらい」に明示。
　　・食べ物への興味や関心をもつことを「内容」に明示。
　　・「幼児期運動指針」(平成24年３月文部科学省)などを踏まえ、多様な動きを経験
　　　する中で、体の動きを調整するようにすることを「内容の取扱い」に明示。
　　・幼稚園教育要領において、これまで第3章指導計画作成に当たっての留意事
　　　項に示されていた安全に関する記述を、安全に関する指導の重要性の観点等
　　　から「内容の取扱い」に明示。
　○領域「人間関係」
　　・工夫したり、協力したりして一緒に活動する楽しさを味わうことを「ねら
　　　い」に明示。
　　・諦めずにやり遂げることの達成感や、前向きな見通しをもつことなどを「内
　　　容の取扱い」に明示。
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幼稚園教育要領改訂の概要 －「ねらい及び内容」の改訂の要点（2）

　○領域「環境」
　　・日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむこと
　　　などを「内容」に明示。
　　・文化や伝統に親しむ際には、正月や節句など我が国の伝統的な行事、国歌、
　　　唱歌、わらべうたや伝統的な遊びに親しんだり、異なる文化に触れる活動に
　　　親しんだりすることを通じて、社会とのつながりの意識や国際理解の意識の
　　　芽生えなどを養われるようにすることなどを「内容の取扱い」に明示。
　○領域「言葉」
　　・言葉に対する感覚を豊かにすることを「ねらい」に明示。
　　・生活の中で、言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現などに触れ、これらを
　　　使う楽しさを味わえるようにすることを「内容の取扱い」に明示。
　○領域「表現」
　　・豊かな感性を養う際に、風の音や雨の音、身近にある草や花の形や色など自
　　　然の中にある音、形、色などに気付くようにすることを「内容の取扱い」に
　　　明示。



ねらい及び内容について 
第２章	

ねらい及び
内容	
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　この章に示すねらいは，幼稚園教育において育みたい資質・能力を幼児の生活する
姿から捉えたものであり，内容は，ねらいを達成するために指導する事項である。各領
域は，これらを幼児の発達の側面から，心身の健康に関する領域「健康」，人との関わ
りに関する領域「人間関係」，身近な環境との関わりに関する領域「環境」，言葉の獲得
に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」としてまとめ，示したもので
ある。内容の取扱いは，幼児の発達を踏まえた指導を行うに当たって留意すべき事項
である。	
　各領域に示すねらいは，幼稚園における生活の全体を通じ，幼児が様々な体験を積
み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものであること，内容は，幼
児が環境に関わって展開する具体的な活動を通して総合的に指導されるものであるこ
とに留意しなければならない。	
　また，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が，ねらい及び内容に基づく活動全体
を通して資質・能力が育まれている幼児の幼稚園修了時の具体的な姿であることを踏
まえ，指導を行う際に考慮するものとする。	
　なお，特に必要な場合には，各領域に示すねらいの趣旨に基づいて適切な，具体的
な内容を工夫し，それを加えても差し支えないが，その場合には，それが第１章の第１
に示す幼稚園教育の基本を逸脱しないよう慎重に配慮する必要がある。	

	 ※下線部：主な改訂箇所	



領域「健康」において充実した内容  
第２章	

ねらい及び
内容	

領域　健康	
ねらい	
	(3)	健康，安全な生活に必要な習慣や態度を身に付け，見通しをもって行動する。	
内容		
	(5)	先生や友達と食べることを楽しみ，食べ物への興味や関心をもつ。	
内容の取扱い	
	(2)	様々な遊びの中で，幼児が興味や関心，能力に応じて全身を使って活動することにより，体を動かす楽	
				しさを味わい，自分の体を大切にしようとする気持ちが育つようにすること。その際，多様な動きを経験	
				する中で，体の動きを調整するようにすること。	
	(4)	健康な心と体を育てるためには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ，幼児の	
				食生活の実情に配慮し，和やかな雰囲気の中で教師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わったり，様々	
				な食べ物への興味や関心をもったりするなどし，食の大切さに気付き，進んで食べようとする気持ちが育	
				つようにすること。	
	(5)	基本的な生活習慣の形成に当たっては，家庭での生活経験に配慮し，幼児の自立心を育て，幼児が他の	
				幼児と関わりながら主体的な活動を展開する中で，生活に必要な習慣を身に付け，次第に見通しをもって	
				行動できるようにすること。	
	(6)		安全に関する指導に当たっては，情緒の安定を図り，遊びを通して安全についての構えを身に付け，危 	
				険な場所や事物などが分かり，安全についての理解を深めるようにすること。また，交通安全の習慣を身	
				に付けるようにするとともに，避難訓練などを通して，災害などの緊急時に適切な行動がとれるようにす	
				ること。	

	
※下線部：主な改訂箇所	
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○⾒通しをもって⾏動すること。（Ｐ143）
○⾷べ物への興味や関⼼をもつこと、⾷の⼤切さに気付くこと。（P149）
○多様な動きを経験する中で、体の動きを調整するようにすること。（P158)
○遊びを通して安全についての構えを⾝に付けること。（P165）



領域「人間関係」において充実した内容 
第２章	

ねらい及び
内容	

領域　人間関係	
ねらい	
(2)	身近な人と親しみ，関わりを深め，工夫したり，協力したりして一緒に活動する楽しさを	
		味わい，愛情や信頼感をもつ。	
	
内容の取扱い	
(1)  教師との信頼関係に支えられて自分自身の生活を確立していくことが人と関わる基盤とな 	
		ることを考慮し，幼児が自ら周囲に働き掛けることにより多様な感情を体験し，試行錯誤し	
		ながら諦めずにやり遂げることの達成感や，前向きな見通しをもって自分の力で行うことの	
		充実感を味わうことができるよう，幼児の行動を見守りながら適切な援助を行うようにする	
		こと。	
(2)	一人一人を生かした集団を形成しながら人と関わる力を育てていくようにすること。その	
		際，集団の生活の中で，幼児が自己を発揮し，教師や他の幼児に認められる体験をし，自分	
		のよさや特徴に気付き，自信をもって行動できるようにすること。	

	
※下線部：主な改訂箇所	
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○⾝近な⼈と親しみ、関わりを深め、⼯夫したり、協⼒したりして⼀緒に活動する楽しさを味
わい、愛情や信頼感をもつこと。（P167)
○諦めずにやり遂げることの達成感や、前向きな⾒通しをもって⾃分の⼒で⾏う事の充実感を
味わうことができるようにすること。（P184・185）
○⾃分のよさや特徴に気付くようにすること。（P186・187）



領域「環境」において充実した内容 
領域　環境　	
２　内容	
(6)	日常生活の中で，我が国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむ。	
(8)	身近な物や遊具に興味をもって関わり，自分なりに比べたり，関連付けたりしながら考え	
		たり，試したりして工夫して遊ぶ。	

	
３　内容の取扱い	
(1)  幼児が，遊びの中で周囲の環境と関わり，次第に周囲の世界に好奇心を抱き，その意味や	
		操作の仕方に関心をもち，物事の法則性に気付き，自分なりに考えることができるようにな	
		る過程を大切にすること。また，他の幼児の考えなどに触れて新しい考えを生み出す喜びや	
		楽しさを味わい，自分の考えをよりよいものにしようとする気持ちが育つようにすること。	
(4) 文化や伝統に親しむ際には，正月や節句など我が国の伝統的な行事，国歌，唱歌，わらべ	
		うたや我が国の伝統的な遊びに親しんだり，異なる文化に触れる活動に親しんだりすること 	
		を通じて，社会とのつながりの意識や国際理解の意識の芽生えなどが養われるようにするこ	
		と。	 ※下線部：主な改訂箇所	
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第２章	
ねらい及び

内容	

○⽇常⽣活の中で、我が国や地域社会における様々な⽂化や伝統に親しむこと。（P203）
○⽂化や伝統に親しむ際には、正⽉や節句など我が国の伝統的な⾏事、国歌、唱歌、わらべう
たや我が国の伝統的な遊びに親しんだり、異なる⽂化に触れる活動に親しんだりすることを通
じて、社会とのつながりの意識や国際理解の意識の芽⽣えなどが養われるようにすること。
（P214）
○⾃分なりに⽐べたり、関連付けたりしながら考えたり、試したりして⼯夫して遊ぶこと。
（P205）
○⾃分の考えをよりよいものにしようとする気持ちが育つようにすること。（P210・211）



領域「言葉」において充実した内容 
第２章	

ねらい及び
内容	

第２章　ねらい及び内容　領域　言葉	
	
ねらい	
(3)	日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに，絵本や物語などに親しみ，言葉に対	
		する感覚を豊かにし，先生や友達と心を通わせる。	
	
内容の取扱い	
(4)	幼児が生活の中で，言葉の響きやリズム，新しい言葉や表現などに触れ，これらを使う 	
		楽しさを味わえるようにすること。その際，絵本や物語に親しんだり，言葉遊びなどをした 	
		りすることを通して，言葉が豊かになるようにすること。	
	
　	
	

※下線部：主な改訂箇所	
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○⾔葉に対する感覚を豊かにすること。（P216）
○幼児が⽣活の中で、⾔葉の響きやリズム、新しい⾔葉や表現などに触れ、これらを使う楽し
さを味わえるようにすること。その際、絵本や物語に親しんだり、⾔葉遊びなどをしたりする
ことを通して、⾔葉が豊かになるようにすること。（P234・235）



領域「表現」において充実した内容 
第２章	

ねらい及び
内容	

第２章　ねらい及び内容　領域　表現	
		
内容の取扱い	
(1)  豊かな感性は，身近な環境と十分に関わる中で美しいもの，優れたもの，心を動かす出	
  来事などに出会い，そこから得た感動を他の幼児や教師と共有し，様々に表現することなど	
		を通して養われるようにすること。その際，風の音や雨の音，身近にある草や花の形や色な	
		ど自然の中にある音，形，色などに気付くようにすること。　	
	
(2）生活経験や発達に応じ，自ら様々な表現を楽しみ，表現する意欲を十分に発揮させるこ	
　とができるように，遊具や用具などを整えたり，様々な素材や表現の仕方に親しんだり，	
　他の幼児の表現に触れられるよう配慮したりし，表現する過程を大切にして自己表現を楽	
　しめるように工夫すること。	 ※下線部：主な改訂箇所	
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○豊かな感性を養う際に、⾵の⾳や⾬の⾳、⾝近にある草や花の形や⾊など⾃然の中にある⾳、
形、⾊などに気付くようにすること。（P250）
○様々な素材や表現の仕⽅に親しむこと。（P253）



人間関係の「ねらい」（例）	

（人間関係ねらい②）	

	

身近な人と親しみ、関りを深め、工夫したり、協
力したりして一緒に活動する楽しさを味わい、
愛情や信頼感をもつ。	



「内容の取扱い」	

•  ①　保育士等との人間関係に支えられて自
分自身の生活を確立していくことが人と関わ
る基盤となることを考慮し、子どもが自ら周囲
に働き掛けることにより多様な感情を体験し、
試行錯誤しながら諦めずにやり遂げることの
達成感や、前向きな見通しをもって自分の力
で行うことの充実感を味わうことができるよう、
子どもの行動を見守りながら適切な援助を行
うようにすること。	



この部分の解説書は・・	

•  ３つとも詳しく解説されていている。	
•  幼稚園と認定こども園の方が事例が多くてわ

かりやすいかも。	
•  認定こども園のは、見守ることや待つことの

意味もかいてある	



最近の「へえ」から	

•  非認知的能力、社会情動的スキル・・・本文に一
言も出てこないよ！どうして！じゃあ「解説書」な
ら出ているだろう。　　ない。どうして？	

•  （無藤先生）認知とか非認知とかは難しい言葉な
ので、わかりやすく「学びに向かう力」ということ
にしたのです。	

•  （余談）フレーベル館「ここがポイント！３法令
ガイドブック」には、３ページで８回も使われてい
るよ。これでいいのかなあ？（わかりやすくてい
いんだけど）	



非認知的能力　社会情動的スキル	



保育課程はなくなったの？	
•  確かにこの言葉は消えた。	
•  幼稚園、認定こども園　教育要領には、しっかりと「教

育課程」が使われている。「教育課程の役割と編成
等」カリキュラム・マネジメントという言葉も使っている。
「全体的な計画を中心に、第３章に示す教育課程に係
る・・」というように。	

•  しかし汐見委員長は市販の解説書でこう解説している。	
•  「今回は、保育所でも幼稚園でも幼保連携型認定こど

も園でも、この文書のことを「全体的な計画」と総称す
ることになりました。幼稚園では“全体的な計画すなわ
ち教育課程”、保育所では“全体的な計画すなわち保
育課程”といえばわかりやすいでしょう」	

•  これまでの「保育課程」にカッコをつけて（全体的な計
画）としても間違いじゃない、ということかな？	



計画の考え方	

•  指導計画で具体的な「ねらい及び内容」を設
定するとき・・解説書には・・・	

•  「環境の構成には、計画的な側面と、子ども
が環境に関わる中で生じる偶発的な出来事
を生かす側面とがある。したがって、ある特定
の活動を想定して大人主導で展開されるため
の環境ではなく、子どもの気づき・発想・工夫
を大切にしながら、子どもと共に環境の再構
成をしていくことが大切である」（p５３）	



保育における「計画」とは何か？	
•  必ずやってくることと、どうなるかわからないことの両方に備え

ること。	
•  必ずやってくること。子どもは発達していき、季節は巡り、担任

が変わり、卒園していく。その中には行事も含まれるだろう。そ
れらに備えるために、先生が子どもたちに経験して欲しいことが
「計画」される。つまり、この場合の計画の中心は保育課程、カ
リキュラムである。	

•  例えていうなら、フリープランの海外旅行である。計画しないと
旅行できない。	

•  どうなるかわからないこと。ある環境を用意したら、どこで何を
誰と遊ぶかを選択し、どのような遊びをするか、ある程度の予
想ができる。その予想があるから、限られた空間と時間の中で
準備できることが「計画」である。どのように変更、展開しても、
慌てず対応できるように準備することが計画である。つまり、こ
の場合の計画の中心は、環境の再構成である。	

•  例えていうと、フリープランの自由時間を現地に行って変更する
ようなものである。	


