
平成26年度尼崎市子ども・子育て審議会 

第１回就学前の教育・保育のあり方検討部会 次第 
 

日時：平成２６年５月１９日（月）  
午後６時 30分～ 

場所：尼崎市立すこやかプラザ多目的ホール 
 
１ 議題 

⑴就学前の教育・保育のあり方について（これまでの意見のまとめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上   





 

第９回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 
 

１ ニーズ調査結果に関連する意見 

・将来の大人像に関しては、過去の調査結果でも、同じような傾向が出ているとのことだが、将

来の大人像で、「他人を思いやれる人」がトップに来ており、そのために必要なことは、この

部会で話しているような「体験すること」、「友だちとふれ合うこと」が上位にきている。一方

で、「勉強すること」は、上位が40パーセント以上となっているのと比べると少し低い。つま

り、友だちと一緒に遊んだり、色々な経験をしたりして欲しいと願っているにも関わらず、（重

視することは何かとたずねると、）今回のニーズ調査のように、読み書き計算だというように

なる。この辺りをこの部会でやはり丁寧に議論していかなければいけない。 

・就学前に重視することに関する学年別のクロス集計を見ても、学年にはあまり相関がなかった

ということに大いに驚いた。やはり、１年生の段階から子どもがどこか壁だとか、うまく乗り

切れなかったという経験があるという、小学校と幼稚園・保育所とのいわゆる段差があるとい

うことではないか。 

・おそらく幼稚園・保育所通っている間は、保護者もあまり家庭教育を意識しなくてもよかった

が、小学校に入学すると、国語や算数といった座学による教科教育が入ってきて、さらに、習

熟度が要求されることに対する戸惑いがあるのだと思う。 

・例えば、国語では、座学で「教科書を読む」あるいは「先生の話を聞く」ということがあるが、

保護者、幼稚園・保育所でどれほど絵本を読んでもらう機会があったかや、子どもの自然図鑑

があって、そういうものを見て調べる機会があったかどうか、それから、数的なものでいくと、

手伝いで、家族の人数分のお皿を並べる、あるいは食べ物を家族で分けるといった経験をして

いるかどうかという、幼保小の連携の中での家庭教育や、親の意識や構えといったものを、よ

く見ていかなければならないのではないか。 

・これは保護者に対してのアンケートで、混乱というか、理想と現実というか、本当はこういう

ことを大事にしたいのだけれども、周りを見れば、情報がいっぱい流れていることによる焦り

のようなものがあると思う。 

・子育ては、見に見える部分を整えていくことではないということを、この部会が発信していか

ないと駄目だし、小学校以降の教育に携わる方たちが、そのことを理解しているかどうかとい

うことも重要だと思う。 

・時代背景を捉えながら、考えていかなければいけないと思う。今、保護者自身が、一人っ子で

育ってきたとか、そして自分に体験がないといったような時代ではないかと思う。情報はいっ

ぱい入ってくるけれど、それために迷ってしまう。正しいものは分かるけれども、具体的には

どうしたらいいのか分からないというような現状があって、子育てノイローゼになったり、虐

待をしたりするということがある。子どもの手本となる大人自身が弱くなっていると思う。 

・子どもは子どもで、１歳は１歳なりの、２歳は２歳なりの、自分の思いを持って行動しようと

思っている。それを押さえつけてしまうだけではなく、子どもの自主性ということを幼児期か



 
 

らちゃんと認めてあげるということを大事にしておかないと、将来、新しいことをやってみる

こととか、自分の気持ちを表現することという部分の育ちにはつながっていかない、というよ

うなことを書いていくことで、理想と現実の間で悩まれている保護者への道しるべになればと

思う。 

・就学前に重視することに対して意識の中で、ルールやマナーを守ることと、基本的な生活習慣

を身に付けるということは、これは保育園・幼稚園などの就学前の集団生活で十分に身に付け

ていただいたから、そんなに重視しなくてもいいのだという捉え方も可能ではないか。 

 

２ 就学前に重視することの具体的書き込みに当たって強調したい点等 

・スマートフォンが普及する中、最近の保護者の中には、例えば、鬼から電話がかかってくると

いうアプリを使って、しつけをしている場面を見かける。これは簡単に言うと、子どもに恐怖

感を与えて、言う事を聞かせることであり、育ちにつながらない。また、スマホで遊ばせてい

るという実態もある。 

・よく、怒らずじっくり待つと言うが、生活の中のイライラのようなものを、思いどおりできな

いということがあるのだといった親の置かれている立場も意識するというところも、少し考え

なくてはいけない。 

・「自身を持つ」という表現があるが、保護者にとっては、何が正しいのか、悪いのかというの

は、答えがないので、親ということ自体が、子どもに対して絶えず不安に思っているのではな

いかと思う。絶えず葛藤の中で子どもとやり取りしていると思うので、「今のままで大丈夫だ」

という表現の方が、保護者には受け入れられるのではないか。 

・子育てに即効性はない。時間をかけて、生涯の仕事の一つと思わないといけないのだろうと思

うし、その中で親自身も育つ。自分の感情をコントロールできたり、配慮ができたりするとい

う、子育てというのは偉大な事業だと思うが、どうしても即効性があることが求められる。 

・具体的にどういう過ごし方、どういう「感動」、「共感」というのが家庭で育まれるのかのイメ

ージが持てないのだろうという気がする。さらに、それは近所にそういうことを教えてくれる

親もいない。そう考えると、学びというものは日常にたくさんあるが、それを意識することが

できていないのではないか。 

・最近の若い人は、ごく普通に大学生になっていても、丁寧な関わりをショートカットできてい

るので、もう少し人と人との関わりの丁寧なところが必要なのだろうと思う。 



 

家庭での取組み 

 

小さな生命がお腹の中に宿ったときから、母親はその生命と接することになる。胎教という言葉も使われますが、母親をはじめ父親や家族は、

大きな愛でお腹の中の生命を守り、育て、そして、出産を迎える。この期間も含め、乳幼児期の子どもの育児は、子どもの生涯にわたる人格形成

の礎となる部分であり、非常に重要な時期となる。 

 

１ 育児を取り巻く環境 

(1) 核家族化、少子化の中、 

・祖父母や地域の人からの子育てに関するアドバイスが受けられない。 

・「あなたの子育ては間違ってないよ」、「子育て大変ね」など「保護者の自尊感情」を高める周囲からの声かけがなくなってきている。 

・孤立してしまい、一人きりで百点満点の子育てを追及してしまう。 

・子育ては一つの失敗も許されないと感じている。 

(2) 価値観や生活様式の多様化の中、 

・育児スタイルの多様化 

 

２ 子どもと向き合うことの大切さ 

・子どもの発達においては、個人ごとでスピードの違いはあるが、その順序は同じである。 

・何事も先取りするように早くやることが良いのではなく、子どもの発達段階での特徴を十分理解し、できたことに向き合うことが重要であり、

子どもがやってできたことをほめてあげる。 

・保護者は子どもに向き合いながらいろいろ語りかけ、その際にはお互いに理解しやすい伝え方をする。 

（例えば、「～できないなら、～しません。」ではなく、「～するから、～しよう。」という表現を使うなど） 

・保護者自らがしっかりと見本を見せ、良きモデル役になる。 

・子どもの成長過程をしっかりと見守って、できたことをほめてあげることが大切である。 

・子育ては親子の日々の関係の中で培われるもので、即効性はないと理解することもまた必要である。 

 

資料３-１ 



３ 家庭で身につける（育む）もの 

・愛 着 の 形 成   ・情 緒 の 安 定   ・基 本 的 な 生 活 習 慣 の 確 立 

 

４ 家庭での取組み 

「愛着の形成」、「情緒の安定」及び「基本的な生活習慣の確立」を育む取組みとしては、次のようのものがある。 

 

  ⑴ 「愛着の形成」、「情緒の安定」のためにしてあげられること 

・胎児   母親のお腹に手をあて、優しく愛情を込めて語りかけてあげる。 

・０歳頃  優しく語りかけたり、抱っこや、あやしたりなどのスキンシップを通して、子どもに安心感を与えてあげる。 

         大人の簡単な真似をすることをおもしろがる（「いないいないばぁー」、「ガラガラ遊び」など）ので、くり返して遊んであげる。 

・１歳頃  大好きな大人と一緒にいることが喜びであり、安心感をもたらせるので、一緒にひなたぼっこをしたり、散歩に連れて行ってあげ、

自然の変化も感じさせてあげる。 

         子どもの身振りや片言での呼びかけに優しく答えてあげる。 

         子どもが好きな絵本をくり返し読んであげる。 

・２歳頃  自分で何でもしてみたいと思うようになることから、できたことをほめてあげる。 

         遊びに関しても、周りの人の行動に興味を示し、さかんに真似て遊ぶようになる（ままごと遊びなど）ので、相手をしてあげる。 

         わらべうたなど、歌を覚えて歌うようになるので、一緒に歌ってあげる。 

・３歳頃  自分の思いや経験したことを言葉で伝えようとして、よくおしゃべりをするようになるので、その相手役となってあげる。 

・４歳頃  新しいことに興味を持ち、遊びの種類も増え、友だちと一緒に体を動かした遊びもするようになるので、友だちとの関係を大切に

してあげる。 

・５歳頃  友だちとの関わりの中で、自分のよさ、相手のよさを分かり、互いを認め合うようになり、遊びにおいても自分たちでルールをつ

くり、みんなが楽しくなるように行動しようとするので、その行動をきちんと認めてほめてあげる。 

 

⑵ 「基本的な生活習慣の確立」のためにしてあげられること 

・１歳頃  安心できる大人に援助されながら、生活に必要な習慣を少しずつ身に付けていくので、決まった時間に食事、睡眠、排泄などを促

し、生活リズムをつけてあげる。その中で、大人に見守られながら自分ひとりでできたことを喜ぶ。 



・２歳頃  大人に見守られながら生活習慣を身につけ始める時期であり、同時に、周りの人の行動に興味を示し、さかんに真似ることを楽し

む時期でもあることから、大人がきちんとした生活習慣を実践して見せることがとても大切である。 

・３歳頃  身の回りのことが自分でできるようになり生活習慣も身につける。そのことを大人が認めてあげることで、自信を持ち始める。 

・４歳頃  生活習慣の幅も広がり、食事のマナーや正しいお箸の使い方なども分かるようになるので、きちんと教えてあげれば身につくよう

になる。 

・５歳頃  生活習慣が身につき、自分から見通しを持って進んで行うようになるので、新しいことを提供してあげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.4%

18.0%

16.0%

50.7%

1.6%

0.3%

不明・無回答

その他

私立幼稚園

（認定こども園含む）

公立幼稚園

私立保育園

公立保育所

Ｑ：子どもが就学前に通っていた施設 

（有効標本数＝1,082） 

（ニーズ調査結果より） 

 

 

幼稚園・保育所・こども園等施設での取組み 

 

   子どもが３歳以上になると、集団生活を通し、計画的な教育を行う場として幼稚園・ 

保育所・こども園等施設（以下、「施設」という）を利用される家庭が増加し、本市 

の５歳児のほとんどはいずれかの施設を利用している。（右グラフ参照） 

 

施設で取り組んでいる専門的な教育（幼稚園教育要領及び保育所保育指針より） 

 

・ 健  康：心身の健康に関する領域 

・ 人間関係：人とのかかわりに関する領域 

・ 環  境：身近な環境とのかかわりに関する領域 

・ 言  葉：言葉の獲得に関する領域 

・ 表  現：感性と表現に関する領域 

 

・施設は、子どもたちが自ら興味・関心を持って活動し、生活の中で様々な体験をする 

ことできる環境を創り、以降の成長過程における自主性、判断力、行動力、社会性など、 

生きる力の礎を育むための、遊びを通した指導を中心とする専門的な教育が行われている。 

 

・それぞれの施設では、幼児の発達段階に応じ、指導方法にさまざまな工夫をしている。 

・就学前教育は、決して小学校０年生をつくる教育ではない。 

・就学前教育は、小学校入学がゴールではなく通過点であり、さらに成長した子どもたちの姿を見据えている。 

 ・就学前の教育を担う施設間で、教育や保育の質を高めるための情報交換を主とした連携が大切である。 

・遊びを通して経験的に身に付けた感情・意欲・情緒の安定をはじめ、様々な学びが豊かであればあるほど、小学校以降での学びへの意欲につなが

ることになり、こうした考え方を基本とする「後伸びする力を育む教育」が大切です。 

資料３-２ 

５領域 



・「一人ひとりの子どもがどのように成長していくか、一人ひとりの子どもをどのように育てるのか」を考えるとき、小学校との連携も重要になっ

てくる。幼稚園教諭・保育士・保育教諭と小学校教諭が、それぞれの時期にどのような教育が行われ、子どもたちの育ちがどうなっているのかを、

共通の視点で検証し、議論することで、それぞれが行う教育の連続性が確保され、より良い指導・教育につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地域社会での取組み 

  

※これまでは、 

・地域の大人が、子どもたちにとってのよき先生であった。 

・子どもたちにとってだけでなく、子どもを育てる保護者にとっても、地域の大人たちが子育ての先輩、よきお手本として、様々な場面で頼りにな

る存在であった。 

・家庭に子育ての先輩である祖父母などの相談相手がいた。 

 

※時代の変化とともに、 

・核家族化により、祖父母などの相談相手がいない。 

・地縁というつながりも非常に希薄になっている。 

・保護者の生活様式の多様化に伴う、子育てスタイルの多様化により、地縁の希薄化とも相まって、保護者の子育てに関するニーズ等に十分対応し

きれない状況が課題となっている。 

 

尼崎では、 

・自治会など地域のつながりからなる地縁団体が活動している。 

・これまでからの教育・保育サービスに加え、つどいの広場や子育てサークルといった子育てを目的としたテーマ型団体の活動が盛んになるなど新

たなスタイルの子育て関連サービスが、地域の子育て拠点の一つとして、子育て家庭のサポート役を担ってきている。 

 

 

・子ども・子育て新制度において、地域型保育事業として位置づけられる小規模保育事業や、居宅訪問事業などの新しいサービス体系などの活用。 

・地域社会のあり方も変化してきているが、子どもたちの成長を支える地域社会の役割は今も昔も変わらず、これまで以上に地域での支援する力が

必要である。 

・自らが育ち、生活する活動ステージとなる地域で育つ子どもたちのため、さらには、この地域全体を豊かにするため、構成員である私たち一人ひ

とりがしっかりと子どもの成長を意識して、それぞれの立場で役割を果たしていくことが何よりも大切である。 

資料３-３ 

このような時代の流れの中で、求められるもの 



 

行政の役割 

 

・「家庭での取組み」、「幼稚園・保育所・こども園等施設での取組み」、「地域社会での取組み」として、それぞれが自らの役割を果たす中、尼

崎市での子育て環境の大いなる充実につながるよう、より効果的・広域的にその成果をあげるために、全市域での各取組みの有機的な連携を図るた

めのコーディネートや仕組みづくり、市の子ども関連施策の展開、並びに、保護者等への的確な情報発信など、行政の持つ組織力や幅広いネットワ

ークの力を積極的に発揮し取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３-４ 

幼稚園・保育所・子ども園等 

施設での取組み 

地域社会での取組み 

家庭での取組み 

行政の役割 

・子ども関連施策 

・ コーディネート 

・ 仕組みづくり 

・ 情報発信 



 

尼崎市の就学前の教育・保育の推進に向けて 

 

  生涯にわたる人格形成の基礎を培う就学前の教育・保育においては、子どもの発達段階に応じて取り組んでいくものであり、その成長過程

で子どもが身につける学びや能力が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３-５ 

子どもの側に立った視点からの 

就学前の教育・保育に関する重視する項目 
・保護者が子育ての第一義的責任を有するが、子どもが成長過程

において「愛着の形成」、「情緒の安定」、基本的な生活習慣の

確立」、「様々な体験・経験の蓄積」、「いろいろな人と関わる

力の獲得」を身につけるためには、私たち周り大人の子どもたち

への関わりが非常に重要である。 

・家庭、幼稚園・保育所・こども園等施設、地域社会の子育てに

関わるすべての大人が、就学前の教育・保育におけるこの５項目

の重要性を認識し、尼崎市の就学前のすべての子どもが健やかに

育つよう、共通した子育てに関するバイブルとして活用し、それ

ぞれの役割りを積極的に取り組む。 

・子どもの発達段階に応じた遊びを通したたくさんの学びが、好

奇心や探究心を育み、そこで育まれた好奇心や探究心が小学校以

降の学びの意欲につながり、「後伸びする力」をはぐくんでいく。 

 
情 緒 の 安 定 

 
様々な体験・経験の蓄積 

 
愛 着 の 形 成 

 いろいろな人と 
関わる力の獲得 

 
基本的な生活習慣の確立 

子 

ど 

も 

の 

成 

長 

過 

程 



１ 尼崎市の就学前の教育・保育において重視すること 

 

子ども自身・家庭・社会間の関係性と子どもの成長における順序・連続性との相関において、特に、生涯にわたる人格形成の基礎となる就学前の

教育・保育で重視する項目について検討を行うとともに、子どもの発達過程に応じた学びの重要性並びに、幼児期の教育・保育に携わる家庭、幼稚

園・保育所・子ども園等施設（以下、「施設」という）及び地域社会のそれぞれの取組み・役割を相関図に表した。 

             

 

資料３関連資料 

 

(1) 「愛着の形成」 

(2) 「情緒の安定」 

(3) 「基本的な生活習慣の確立」 

(4) 「様々な体験・経験の蓄積」 

(5) 「いろいろな人と関わる力の獲得」 

 
就学前の教育・保育で重視する５項目 

 

自己肯定感、将来の夢・希望、豊かな人間性 

生涯にわたる人格形成の基礎を培う 



２ 就学前に重視する５項目 

 

就学前の教育・保育で重視するとした「愛着の形成」、「情緒の安定」、「基本的な生活習慣の確立」、「様々な体験・経験の蓄積」、「いろい

ろな人と関わる力の獲得」の５項目について、それぞれの意義を次のとおり整理した。 

 

  (1) 「愛着の形成」 

  子どもは何よりもまず、保護者の愛情に包まれて人に対する基本的信頼感、愛着を獲得する。この愛着は、将来にわたり人格を形成するに

あたって常に重要な要素となるが、特におおむね０歳～３歳の親子間の密着関係によって信頼関係が作られることになり、生まれてきて良か

ったと、子どもが思えることが重要である。 

「愛着の形成」は、子どもにとっての絶対的な安心感、安全基地の獲得とも表現できる。 

(2) 「情緒の安定」 

     愛着の形成が進んでいくと、子どもは安心感を抱くとともに、「自分は大切にされている。」、「自分は認められている。」という実感が

わき、情緒が安定する。 

     この時期の子育てにおいては、子どもの要求どおりに聞き入れてあげることが大切で、これにより、子どもに自己肯定感・自尊感情が芽生

え、情緒の安定をもたらせる。 

     また、この自己肯定感・自尊感情は、将来にわたって、いきいきと社会生活を送るための基礎となる重要な要素となる。 

  (3) 「基本的な生活習慣の確立」 

子どもの心身の健全な発達のためには、愛着の形成、情緒の安定といった精神的な部分の確立とともに、基本的な生活リズムや食育など、

生活習慣の確立が重要な要素となる。 

     子どもは、できないことができるようになることで、大きな喜びとなる。保護者は繰り返しきちんと教えて、実行できる時期をゆっくりと

見守ってあげながら、できるだけ子どもに任せてあげる。大切なことは、繰り返しよく教えて、子どもがしっかり上手になるまで、あせらず、

いらだたないで、じっくりと待つことである。 

     こうした基本的生活習慣を身に付ける過程で、人を信じ、尊敬し、自分に誇りや自信を持つための基本感情が子どもの中で育まれていく。

この感情は、自らの感情や衝動を抑制する自律性へと発展していく。 

  (4) 「様々な体験・経験の蓄積」 

     子どもは、おおむね２歳になると、自分の意思や欲求を言葉に表出できるようになり、行動範囲が広がり探究活動が盛んになり、おおむね



３歳になると、予想や意図・期待を持って行動できるようになる（保育所保育指針より）。このように、子どもは身体の発育とともに自由に

行動できるようになると、身近なものに対する探究心が旺盛になり、室内だけでなく、戸外の身近な自然に目を向け、遊びを楽しむようにな

り、親しい友だちとの関わりの中で、いろいろな遊びに夢中になってくる。これらの遊びを通じて「様々な体験」を豊かに積み重ね、また、

「経験を蓄積」することで、物事や事象、社会について学ぶことになる。 

     こうした体験や経験が、様々なことに対する興味・関心を抱かせ、新しいことへ向かう意欲をかき立て、やり遂げようとする意思をもたら

すことになる。 

     例えば、施設等でよく行われている、色水遊びや泥んこ遊び、折り紙やおはじきなど、すべての遊びの中には、実は多くの教育的な意味が

含まれている。乳幼児期の遊びには、数的なこと、言葉、人間関係など、未分化ではあるが、いろいろな要素が入り込んでおり、これらをど

んどん経験することにより、小学校以降で分化する教科の中で、その経験が学ぶ意欲となり多く生きてくる。 

     すなわち、就学前の時期においては、いわゆる読み・書き・計算だけではない、目に見えない事象との関連性や、自らその意味合いを知る

という部分が重要であり、例えば、思いやり、ルール規範、自ら考えるということが非常に重要であるということを回りの大人が認識するこ

とが大切である。 

 

(5) 「いろいろな人と関わる力の獲得」 

     子どもは、遊びや生活の中で、より楽しくするために、自分の思ったことや考えたことを友だちや大人に分かってもらえるように伝え、ま

た、相手の思いや考えを理解する大切さを学ぶ。さらには、自分だけが良ければいいのではなく、みんなが楽しく過ごすために、ルールやき

まりの大切さに気付く。ときには、自分の思いどおりにならないことがあることに気付き、悲しい思いをすることもある。 

     子どもはこうしたことを繰り返し、お互いのコミュニケーションを深めながら、相互理解し、一緒に気持ちよく過ごすために、自ら我慢す

ることができるようになり、人から思いやりを受けたり、人を思いやったりすることのうれしさ・大切さを知る。 


