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尼崎市子ども・子育て審議会 
第２回就学前の教育・保育のあり方検討部会 議事録 

 

開 催 日 時 平成 25 年６月 27 日（木） 午後６時 30 分～午後８時 25 分 

開 催 場 所 尼崎市立すこやかプラザ多目的ホール 

出 席  委 員 
西川部会長、勝木委員、小﨑委員、瀧川委員、田邉委員、梅林委員 

濱名委員、宮崎委員、尾ノ上委員、鈴木委員、松崎委員 

議 題 
 （１）尼崎市の子どもが就学前までに何を身に付けるべきかについて 

 （２）その他 

資 料 

・尼崎市子ども・子育て審議会 第２回就学前の教育・保育のあり方検討部会次第 

・資料１   第１回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 

・委員提供資料 

・参考資料  小学校入学前のしおりより（１例） 

・参考資料２ 会報 ぜんほきょう 

 

 

開会 

 ●配付資料の確認 

 

１ 尼崎市の子どもが就学前までに何を身に付けるべきかについて 

 ●委員提供資料に基づき、説明（各委員から） 

（委員） 

前回は欠席いたしましてすみません。僕自身、就学前に何を身に付けるかということについて、

二つの自分の経験から考えています。一つはもともと保育士をしていましたので、保育所の子ど

もたちと一緒に過ごすという立場で、それから自分自身が育児休暇を取った経験から親という立

場、この両方から見たときに、まず前提として就学というのが一つのゴールではないということ

です。就学を一つのゴールにしてしまって、そこまでの責任で終わってしまうというのではなく、

やっぱり０歳から６歳まで就学前というのは、これから進んでいく本当に大事な基礎の時である

ということが前提としてあります。その中で何が必要かというと、たくさんあると思いますが、

僕は資料の中にあると思います。これはベネッセさんが書かれたものですが、自尊感情という自

分で自分のことが大好きという感覚だと思います。資料の中にある調査が、その後続いています。

国際比較があるのですが、５ページをご覧ください。⑧自己評価というところがあります。近年、

言われているのは、国際比較した場合、日本の子どもたちが自分に対する自信とか、自己肯定感、

自尊感情が非常に低いということがあります。「私は価値のある人間だと思っている」という問

に対して日本は 7.5 パーセント、アメリカは 57.2 パーセント、中国が 42.2 パーセント、韓国

20.2 パーセントが「全くそうだ」と答えています。「自分を肯定的に評価するほう」について日

本は 6.2 パーセント、アメリカは 41.6 パーセント、中国 38.0 パーセント、韓国 18.9 パーセン

ト。「私は自分に満足している」について日本は 3.9 パーセント、アメリカは 41.6 パーセント、

中国は 21.6 パーセント、韓国 14.9 パーセント。「自分が優秀だと思う」について日本は 4.3 パ
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ーセント、アメリカは 58.3 パーセント、中国は 25.7 パーセント、韓国は 10.3 パーセントとい

うように日本の子どもたちは非常に低い数値であると言われています。これをみると、子どもた

ちが自分で自分のことを大好きといった、自尊感情というのは勝手に育つものではないと思いま

す。子どもが大好きな保護者、おじいちゃん、おばあちゃん、まわりの先生、地域の大人たちか

ら好きという気持ちを得ることで子どもたちというのは、自分自身に自信を持つものだと思いま

す。ただその環境といいますか、価値というものが非常に狭いような気がします。だからここは

やはり子どもたちを豊かに育てていくためにもたくさんの周りの関わりや、子どもを肯定的にと

らえていくこと、自尊感情を育てていければと思いました。以上です。  

（部会長）  

 自尊感情というキーワードが出てきました。自尊感情を大切にしていくということが就学前の

キーワードになるのではないかということです。これに関わって、付け足すような、あるいはこ

のように考えるというご意見を頂戴できればと思います。 

（委員） 

 少し付け足してもよろしいでしょうか。僕は保育士から大学の教員になったのですが、保育士

としての最終年は１歳児の担任でした。１歳の子を育てる時に、あなたが一番大事とか、あなた

のことが大好きというその思いをすごく大事にして１年間保育をしたのですが、大学で 18、19、

20 歳の子を見た時に、すごく自信のない子がたくさんいて、もう失敗を恐れるし、何か意見を

言ってといっても嫌だと。今、授業では指名して成立しますか。指名しても答えないとか、今は

私語ではなく「無語」というのですが、失敗が嫌だから答えない。むろん全員ではないと思いま

すが、僕が１歳を頑張って育ててきて、17 年経つ間にこの子たちの自信のなさはなんだという

ことにすごく愕然としました。それはやっぱり彼らが、例えば、偏差値だけとか、自分自身を測

る物差しがすごく単一化しているのが原因だと思います。もっとたくさんあればいいのにと。西

宮の小学校での僕自身を振り返ってみると、足が速いか、面白いかのどちらかだと思うのですが、

そんな多様な物差しが今はないので、やっぱり子どもたちをもっと多様な視点で見ることが自尊

感情につながるのではないかというように思います。 

（部会長） 

 ありがとうございます。自尊感情を育てるということで、大きく提案していただいましたが、

たぶんそれを育てていくために、どのようなことが大事かというところもここから入っていける

のではないかと思います。その辺り、委員の皆さん、いろいろと前回宿題という形でお願いして

おりましたが、いかがでしょうか。自尊感情というキーワードが出てきましたが、それを育てる

ためにどうしていったらいいか。今一つは、多様な関わり、多様性ということでしょうか。いろ

いろな経験ということだと思いますが、それを一つ付け足して言っていただきました。 

（委員） 

 保育園の現場の立場から言わせていただくと、集団の中で育つものというのは、人との関係の

こととか、大きくは社会に向かっての地域のこととか、事象的というのでしょうか、できごとに

向かってという大きな方向があって、そのことの中に個人だったら生きる力を身に付けるために

食事、排泄、着脱、睡眠、清潔、安全、衛生という細かさがあって、それを自分でするという辺

りにも結びついていくと思います。社会性という辺りでの、心を育てるということ。隣に人がい

て、自分も頑張るとか、自尊感情そのものではなくて、いろんな意味で社会性が育つ場と思いま

す。それから、自分の子だけでいいのではなくて、社会に向かってのできごと、今日はお祭りが

あるよとか、７月ってこうだよとか、興味関心を持って、そのことも一緒に交流があったりしつ
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けをしてもらったりしながら、社会の中の子どもとして成長していくということで、このことだ

けを取り上げるのではなくて、大きく、子どもってそうだねという丸ごとの中から育っていける

かなと思います。自己肯定感だけにしぼるのはどうかと思う。 

（部会長） 

 今のご意見ですと、社会性や、いわゆるしつけといいますか、自分でできるという部分とか、

いろいろなものがあると。その中でも自尊感情は育っていくということもあるということですね。

ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。いろいろと自由にご意見言っていただ

けますでしょうか。 

（委員） 

 ５ページのデータ、数字を見せていただきました。ここでは自己評価が非常に低いとあります

が、日本人というのは、もともと“わびさび”のような精神を大事にしてきた国民性があります

ね。最近、だんだん欧米化してきていますので、これから少しずつ上がっていくのかなと勝手に

思っています。例えば、今までオリンピックの選手は謙虚なコメントしかしなかったのが、どん

どん発言するようになってきましたので、少しずつ変わってきているような気もします。この数

字がこれだけ低いのかというのがちょっと驚きです。これから少しずつ自尊感情の数値も変わっ

てくるのではないかと思います。勝手な憶測ですが。 

家庭の中では、なかなか身につかないしつけが、保育所や幼稚園、学校ではできるということ

を自分の子どもを育てる中で経験しました。まわりの子どもたちができているのに、自分ができ

なかったら格好悪いということで、ご飯粒を全部残さず食べるということについても、家ではで

きなくても幼稚園や小学校ではできるというように集団の中で身につくということで感心しま

した。 

（部会長） 

 自己肯定感も分かる。それに加えて社会性というのもあるよということだと思います。今のお

話を聞いていると、どうもその辺りが絡み合っている部分もあるのかなという印象を受けました。

その辺りが単独でそれぞれが育っていくということではないとは思いますが、そういうところを

ご指摘いただいたように思います。ありがとうございました。 

（委員） 

 私は保育の経験はないのですが、自尊感情のところでは、子育てでもすごく身につまされまし

た。すごく大事なのですが、現実の環境が、例えば、「僕、すごいでしょう」と子どもが言って

いると、幼稚園の集団などではお母さんの中で「すみません、うちの子は自分好きなもので」と、

なんとなく保護者の自分が否定しないといけないような空気が密接な保護者の関係の中ではあ

るのも事実です。だからせっかくできたことを子どもが言っても、ここでは言うな、みたいな感

じになってしまう、その辺りの環境というのでしょうか、それが変わっていくのも大事かなと。

お母さんは子どもを認めたいけれど、この場で認めていいのかどうかと迷うような空気があるよ

うに感じます。私は、ちょっと年の離れた子どもを育てていますので、以前よりさらに今の方が

強くなっているように感じます。 

（部会長） 

 これはご経験からのお話でしたが、認めてあげたいけれども、なかなかそれがうまく機能しな

いような環境であると。いろいろな事情があるでしょう。 

（委員） 

 10 年前に比べてより色濃いかな、浮いてしまうかなという感じがします。浮いてはいけない
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といったらおかしいですが。 

（部会長） 

 そういう保護者の関係の中で、なかなか子どもを素直に認められないような雰囲気があるとい

うことです。ありがとうございます。 

（委員） 

 引き続き意見ですが、私、実は小学校の教師からスタートして、最近また戻ったのですが、子

どもたちが例えば、自分の良い所を見つけるとか、友だちの良い所を見つけようというようなこ

とは、最近よくやっています。だから自尊感情を高めるとか、自己肯定感を高めるということは

小学校の現場ではいろいろな機会をとらえて以前より進んでいるのではないかと思います。いわ

ゆるお母さん方がまわりの空気を読み過ぎて控えなければならないというのがちょっと残念で

すが、学校現場では子どもたちは認められたいという思いはすごくありますので、私たちはそれ

を伸ばしていくことを考えていかなければならないと思っています。常に子どもたちは注目して

もらいたいというシグナルを出しているのではないかと感じます。 

（部会長） 

 特に小学校の現場の話で、子ども達のよさを最大限認めるような努力はしているということで

す。しかしそういう環境もあるというのは事実であると。 

（委員） 

 資料として用意しましたが、先ほどの資料も一緒に考えたいと思っています。資料５ページ⑨

他者との関わりという所に、「自分の優秀さを親が評価していることへの肯定率が低い」という

ことと、もう一つは「日本の高校生は、教師との関係が相対的に希薄である」ということが書い

てあります。これは高校生への調査ですが、要は、大人から認めてもらえていない、受け止めて

もらえていないということを肌で感じている。だから、結果的に自己肯定感がない、自分に自信

がないという所につながっているという高校生の実情なのではないかということが推測されま

す。それがあるので、私は、（３）大人・保育者の視点という所を入れています。子どもが育つ

ためには、大人がどう関わらなければならないのかという所にまで踏み込んで「こうしていった

らいかがか」と思っていくつか挙げました。一つ目は、あたたかな眼差し、受容・共感的な態度

が大人に求められているのではないかと。それが子どもにとっては受容されている、安心できる

ということになるだろうと思います。二つ目は、励ます・認めるということ。これは子どもにと

って、大人に励まされ、認められることで子どもにとっては信頼感を感じていると思います。3

番、私たちが襟を正さなければならない所があると思いますが、やっぱりモデルやあこがれの存

在、大人になることに対して期待感ということがすごく大事なのではないかと思っています。 

 実は、私自身、小学校３年生と幼稚園の年長の子どもがいるのですが、いかに年長の時に小学

校教育に期待を持たせるかということを家庭の子育てにおいては考えていました。ある先生の調

査によると、「こんなことをしていては小学生になられへんよ」というふうなことを担任の先生

や親が言うような環境にある子ほど、小学校に行くのが不安だという気持ちになっているという

話を聞いたことがあります。そう考えると、小学校に対する期待感、お兄ちゃんお姉ちゃんにな

ってランドセルを背負って行きたいという気持ちを育てていく。そうすると、子どもは小学校に

スムーズにつながっていくのではないかと思います。それと同じように、子どもたちにとって私

たちが大人としてあこがれの存在になる。尼崎市のすべての方にそれを押しつけることはできま

せんが、ちょっと襟を正していくためにも、せっかくですから、提案をしていく必要があるので

はないかなということを感じています。 
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 そして話を資料に戻しますが、（１）大人になって、いきいきと社会生活を送ることができる

ためにということで、書かせていただきました。①自己肯定感・人生肯定感。あるがままの自分

を受け入れ、自分の存在価値を認めるということで、人生捨てたもんじゃないなということを大

人になって思えるかどうか。そのための土台として幼児期があるのではないかというふうに思っ

ています。 

 次に、②生活の自立。生活を考えた時に、いきいきと生きてほしいなと思っています。最低限

の生活を営めるだけの力を付けてほしい。そのためには自立という言葉がキーワードになるかな

と思っています。そして③社会への適応です。 

そして（２）乳幼児期に育てたいもの・身につけるもの。１）自分や自己に関すること。①自

己肯定感・自尊感情。教育という側面から考えたら②好奇心、集中力、ねばり強さ、持続力、あ

きらめずに挑戦する。③（葛藤を乗り越えながら）自分の気持ち・怒りを調整する力です。 

２）他者との関係。社会性と言われるものですが、いくつか書かせていただいていますが、自

分のことがちゃんと表現できるかどうかということと、もう一つ大事なことは、それを相手の考

えを尊重して認めることができるかどうか。何よりも大事にしたいなと私が思っているのは、⑥

人への信頼感ということを大事にしたいと思っています。そういうことの育ちとともに、生活習

慣であったり、遊ぶ力だったり、遊びを作り出す力を育てていく必要があるのではないかと思い

ます。 

その裏側には、ベネッセさんの調査結果と幼稚園教育要領、保育所保育指針では、何を目標と

して保育をしていくのかということについての指標を付けました。調査は、昨年度報告が出まし

たが、小学生の親の悩みで低学年～高学年で上位に入るものは、①整理整頓・片づけ、②友だち

との関わり。つまり、自分の気持ちを伝えたり、相手の話を聞いたりすること。③勉強をする習

慣、物事をあきらめずに頑張ってほしい。だらだら生活ではなく、いろんなことに興味や好奇心

を持ってほしい。といったことなどが小学生の親の悩みだということです。また、そのためには

ベネッセの調査によると、学びに向かう力というような、あきらめずに挑戦すること。自分の気

持ちを言うこと、相手の意見を聞くこと、自己主張や自己統制、協調性、好奇心に関係する力な

ど、自己を肯定している子ほど、これを高く評価している子ほど、実はＡやＢの項目も相対的に

高くなっている傾向があるということが調査によって分かっています。 

資料２の方は、幼稚園教育要領、保育所保育指針で、保育の目標がどういうものであるか。保

育の目標については、思考力の芽生え、規範意識や道徳性の芽生えということが幼稚園教育や保

育所の保育で目標とされている。幼児期に身に付けるものと考えたときに、幼稚園教育要領や保

育所保育指針に書いてあることから極端に離れた方がいいのかもしれませんが、離れる時にこれ

を一つの検討のたたき台にされたらどうかと思って資料を用意いたしました。以上です。 

（部会長） 

資料にはちょうど今他の委員が出していただいたような、あるいは別の委員が出していただい

たような、大人との関係の中で育つという所が書かれていました。前回も「大人が」ということ

をかなり強調されておられました。そういう所で、大人との関係性、つまり認める、励ますとい

うことだけではなく、モデルとしての大人の存在という所を今日はさらに詳しく分類していただ

きました。それから、育てたいもの、身につけたいものという項目を出していただきながら、幼

児期の大切なものとして、学びに向かう力という、これはまた、後伸びする力につながってくる

部分かなというふうにも思いました。というご提案ですが、いかがでしょうか。生活の自立や社

会性というものも大切であるという所もご提示いただいているように思います。いかがでしょう
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か。 

（委員） 

 そうだなと思う部分はたくさんありますが、スムーズに小学校に上がっていくというような所

が気になるなと思いながら聞いていました。気になる子、すべての子どもという辺り、個人のこ

ととか集団でいる時のことをもう少し配慮があってもいいかなと思いました。時代の流れ的な所

にも配慮していきたいなと思うのですが、今みんな幸せになっているんです。満足だというのだ

けれども、幸せを感じ過ぎているようにも思います。昔はお正月が来たらこんなことがあって、

こんなことをして本当に満足だったねという家族ぐるみで、地域ぐるみで、世の中ぐるみで満足

というのはこんなものかなと身体で覚えてこられたのですが、今は食べなくても、お金があった

らマクドに行って満足とか、満足なことがありすぎて、本当の満足は何だろうなとなってしまっ

ている。課題に向かって、もう少し整理してほしいなと。本当の満足とは何かという所に触れな

がらいって欲しいなと思います。時代観をもっと知って、次の世代に送っていきたいなという所

を整理しながら向かって行かないといけないかなと思います。 

（部会長） 

 いわゆる社会が持つ価値観が多様化してくるということと、それは広い意味では大人との関係

性という部分で、どういう大人が価値観を持っているか。こういう姿が大事だよねという所を描

き出すことが、今委員がおっしゃる時代観というか、そういうものにつながるのでしょうか。 

（委員） 

 まず私たち大人が子どもに示していくことが必要だと思います。子どもの生活のリズムをちゃ

んとつけてあげる。大人が示していくと。その辺りもう少し反省があってもいいのではないかと

思っています。 

（部会長） 

 そうするとご提示いただいた内容とかなり重なってくるというか、大人という部分を抜きにし

て子どもをこうすればいいということは言えない所があるということですね。常にそこは外さな

いように論議していきたいですね。今それを確認していただきました。 

（委員） 

 前回お休みさせていただいて、宿題もしていないのですが、皆さん方のお話を聞いていて、思

い出した調査が二つあります。一つは、約 10 年前に兵庫県内の０歳、５歳、10 歳、15 歳を育て

ている保護者にアンケート調査をした中で、特に５歳児の男の子を育てている保護者に、ものす

ごい不安があるというのがありました。小学校が保育所や幼稚園のように親がしょっちゅう見に

行ける場所ではないという辺りの小学校に入れることへの不安です。それから自分が育ってきた

環境で、少ない兄弟で子育ての方法が分からない中、一生懸命子育てしているが、これでいいの

かという不安を持っている。たぶんその辺りが子育ての中で大きく、特に男の子を育てている保

護者は小学校に入ったら、運動も勉強もできなくてはいけないという期待と不安を持っていると

いうのがあって、さきほど言われた大人の関係、子育ての辺りは絶対に周りの保護者のことは外

せないと思いました。もう一つは、今、大阪大学にいらっしゃる高田先生の調査の中で、中学生

の自尊感情を測定された時に、男の子と女の子では女の子の自尊感情が第二次成長期に、がくっ

と下がるというものです。成績とクロスしてみても、女の子の方が客観的に成績は良いのに自尊

感情が低いというのが如実に現れていて、それは周りの教師の関わりであったり、注意する時に

男の子に対しては「おまえはできるから言うんだ。がんばれ」という叱咤激励をするが、女の子

はあまりされない。女の子はすぐに泣くとか、注意したら根に持たれるとかというのでしないと
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いうような、ジェンダーが出てきたりして、男の子と女の子に対する扱いが違うというのがすご

く出ていたという調査を思い出しました。 

要するに、周りの大人の関わり、あるいは意識、その辺りがものすごく大事なのだろうなと感

じました。もちろん、細かなところは当然のことですが、もう一段深い所も私たちは知っていな

いといけないと感じました。 

（部会長） 

 ありがとうございました。大人の関係といっても、かなりいろいろな、多岐に渡って大人の持

っている意識であるとか、考え方、そういうことを二つの調査を例に挙げて、やはりその辺りが

大事であるということを出していただきました。あと、特に２番の他者との関係でこういう力を

持っていこうよという所を見て思い出したのが、平成 18 年に経済産業省が出した社会人基礎力

という考え方です。これはどういうものかというと、経済産業省なので関係ないと思われるかも

しれませんが、要するに社会に出ていく若い人たち、つまり大学生に社会人としての基礎力がす

ごく欠けているということで、三つの力と 12 の能力要素を経済産業省が出して、この力を育て

ましょうというふうに出したものがあるのです。全部は忘れましたが、例えば、その中には自分

自身で乗り出していく力や働きかける力、あるいは傾聴力、中にはストレスコントロール力とい

うものもありました。私もそれを見ながら、これらは、大学で育てるというのではもうすでに手

遅れだよと。どうして大学でそれが育てられるんだということです。私など幼児教育を専門に研

究している者にとっては、これって幼児期じゃないのということを思ったのを今思い出しました。

その資料を私も用意していなくて申し訳ありませんが、非常にその力というのが、もうこんな大

人になってからじゃなくて、まさに幼児期の中で獲得していく、まさに就学前に獲得していくも

のだなということを感じたのを覚えています。 

（委員） 

 ゆとり教育世代の子どもを見ていたら、無気力であったり、自己肯定力が少なかったりという

ことがすごく見える所があって、ゆとり教育の中では、自己肯定感というのはあまり重視されて

こなかったのでしょうか。 

（委員） 

 ゆとり教育の世代を別の角度で考えた時に、生きる力ということを打ち出してきた世代である

のです。1996 年、1997 年辺りに中央教育審議会という所が答申を出して、生きる力を育ててい

かなければならないと。それ以降、幼稚園教育要領、保育所保育指針は生きる力の基礎を培う時

代であるということが書いてあります。一方では、子どもに対しての自己肯定感を育むような取

組というのは、それ以前に比べると大変増えているはずではあります。しかしながら、それがう

まく機能した部分もあるでしょうが、現状としては、徐々に自己肯定感が出てくるのではないか

とおっしゃっていたのですが、ゆとり世代だからということなのか、社会の雰囲気、周りの大人

の関わりが原因なのかは分かりませんが、本当は国としても小学校教育、幼稚園、保育園の教育

としても生きる力をいかに育てるかということが、2000 年あたりから議論されて、進んできた

はずの時代です。しかしながら、それがうまく機能していないのはなぜなのだろうと思います。

ちょっと答えになっているかどうか分かりませんが。 

（委員） 

 この前、ニュースを見ていたら、10 代の死の原因の何割かは自殺だということを聞いて、自

殺するということは自己肯定感がないということなのかなと思いながら見ていたのですが、やっ

ぱりそういう力を付けていかないと、どれだけ幼児教育をしても、子どもを育てていっても、伸
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びていく所の 10 代の後半ぐらいで挫折してしまったら、今、私は１年生の子どもがいるのです

が、しんどいなと思います。 

（部会長） 

 ゆとり教育については、かなりいろいろな考え方がありまして、基本的に間違った考えだとい

うのもあれば、いや、そうじゃないのだよと。まだその辺りの答えは出ていませんが、ただ一つ

言えることは、自己肯定感というものを大切にしていこうという流れは、やはりあったのではな

いかなと。それは間違いない。なかったからゆとり教育が駄目ではない。その部分は違うと思い

ます。それからそれに関わって、今いろいろと出ていますのは、大人との関係、大人の姿である

とか、意識であるとか、その辺りが非常に重要なファクターになってくるのではないかというこ

とです。それは、いろいろな調査なども例にしながら出していただいたのですが、これは各委員

が出していただいているものとかなり関係してくると思います。次に委員が、まとめていただき

ました資料をありがとうございます。たぶんここにも今まで委員が提供していただいた内容がか

なり入っていると思いますので、その辺も含めてお願いします。 

（委員） 

 資料をパワーポイントで作ってしまったことをおわびします。私は幼稚園をやっていますが、

就学前ということで、幼稚園で何をしているかということを伝えたいということもあり、かなり

広範囲に渡っています。筋から外れるかもしれませんがお許しください。 

 この資料に入る前に、今、委員がおっしゃったこと、すごくよく分かります。やっぱり男の子

の育て方というのは、母親に男兄弟がいないお母さんはとても戸惑う訳です。お母さんたちにと

って２歳、３歳、４歳の男の子は、ちょろちょろするし、言うことは聞かないし、いくら怒鳴っ

てもまるでコントロールできないという、それは本当にストレスの塊のようなものです。ただ、

そういう男の子は実は力があって、好奇心が旺盛で、非常に持っている力が強いのだということ

に気がつかないまま、例えば、友だちとけんかしたとか、友だちのものをとっただとかという事

実だけ、それが結局、お母さん自身の評価とつながってしまうのではないかということで、叱ら

なくてもいいところまで叱ってしまうわけです。 

 それ以外にも、近くの公園でびっくりしたことがありました。女の子とお母さんがかくれんぼ

をしているのです。いい？と言って、１、２、３、４、と女の子が一人隠れているのですね。お

母さんが鬼になっているのです。それで、どこだ、どこだと探していて、明らかにそこだと分か

っている。２歳ぐらいの女の子だったと思います。僕はこのお母さんは、すごく子どもと向き合

って、偉いなあとすごく感心したと同時に、しんどいだろうなと思ったのですね。かくれんぼを

しなくてはいけない。本当に孤独だなという孤独感のようなものを私はすごく感じてしまったの

です。 

 ある私の知り合いの幼稚園の園長が保護者と話をしている時に、自分の子どもが赤ちゃんだっ

たころ、「窓から放り出したいとか、殺したいと思ったことはない？」と聞いたら、みんなが手

を挙げたと。子育てというのが孤立していると。８割の方が家で子育てをなさっているという中

で、例えば、３世代で住んでいる地域はとても楽しくできているのです。地縁があるから友だち

の家に遊びに行ったり、ご両親が面倒を見てくれたりして、結構楽しんでいるのです。例えば、

新しくできたマンションに、地縁がなくて入り込んだお母さんたちは友だちを作ることが本当に

難しい。本当に孤立している中で、ずっと泣かれたらいらいらするでしょうし、せっかく作った

ごはんを残したらいらいらするでしょうし、という中でのお母さんたちの煮詰まり感というか、

母親自身は、特に優秀な方はそうだったのではないかなと思うのですが、自分のことは自分でず
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っとコントロールできたお母さんが、男の子は訳が分からない、全然コントロールできないとな

った時のあせりや煮詰まり感というのはかなり大きいのではないかと思います。 

 もう一つ、これは高校生対象のベネッセの調査です。2009 年の中央教育審議会に小学校５年

生の同じ調査がありました。あなたは親切ですかとか、あなたは友だちが多いですかとか、あな

たは勤勉ですかといったような質問ですが、やはり東京がダントツに 10 パーセント。2011 年に

もう一度、追跡調査をしたら、また一段と低くなっていました。 

 今までの話を聞きますと、障害児特別支援などを扱っている保育もそうですね。その子に対し

てどういう眼差しを向けるかによって、子どもの見方は全然違いますね。この子は優しいのだ、

いい子なのだとこちらがそういう眼差しで見ていると、子どもは絶対に伸びてきますが、またこ

いつか、とか、またこんなことしてというふうに、また、また、またということでやっていくと、

大人の眼差しはどんどん、どんどん子どもたちに対して冷たくなっていくし、子どもたちにとっ

ては、それはもう本当に自分が否定され続けていく訳です。 

 また違う事例ですが、この間、スーパーで、１年生ぐらいの子がお母さんのお手伝いをして小

さなかごに肉のパックを入れているのです。あのカゴは肉のパックを２つぐらい重ねたら、ちょ

うどいいぐらいの大きさです。それを一生懸命やっていたら、お母さんが突然、何しているのと

いって怒り出したのです。僕はえーっと思いました。なんで怒られるのかなと思って見ていたら、

一つに一つでしょうと。二つ一緒に入れるなんてだめでしょうといってすごく怒られている姿を

見て、僕は思わず、お母さんがなんかかわいそうだなと思ったことがありました。そんな実情で、

集団教育に行ってしまえば、ある程度自分の時間ができたり、あるいはそこで友だちができたり

ということでストレスがなくなっていく訳ですが、就園前までのお母さんたちというのは、非常

にストレスがあるのではないかと思います。 

 入園児、３歳児が多くなりましたら、どういうことに私たちは気になっているかということで

す。すべてではありません。しかしながら、例えば、おしめが外れていないという方は、３歳児

で 20 人いたら７人、８人は必ずいます。多いときは 12 人、13 人います。 

（委員） 

 いや、付属幼稚園もこの前見たらそうでした。保育園ではちょっと考えられません。僕らのと

きは２歳児の４月でおしめをしていたら、先輩にすごく怒られました。なんでおしめをしている

のと。 

（委員） 

 そういう子に限って、言葉で言いませんね。何をしたいのと聞いても、うーん、と聞いていま

すし、それにつながる所もありますが、３ページの所に最近困っていることを載せました。おし

めをしておかないとうんちができず、おしめを外すと緊張してうんちが出ない。だからおしめを

したまま立って、そこで、きばってしかうんちができない子がクラスに２人ぐらいいるのです。 

（委員） 

 ５歳とかですか。 

（委員） 

 ３歳です。１年すれば、とれますが、だいたい今までは７月、せめて 10 月までにはとろうと

していますが、そんな子がいるわけです。逆におとなしめの子がいれば、反対に気に入らないと、

噛む、たたく、ける子がいたりします。失敗したり、できないことは人のせいにしたり、指示が

ないといつまでもぼーっと立っていたり、あるいは好き嫌いが多くて食べられない。なんで嫌い

なのと聞いても、食べたことがないからというのが理由です。偏食というのは食べたことがない
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というのです。もちろん箸が持てません。着替えができない、靴下がはけないという子が３歳の

段階でたくさん入ってきています。 

 ３ページ、最近の保護者の傾向ですが、適当に甘えさせて、適当に見守るということができる

お母さんたちではなくて、本当にこの子は幼いから、とことん私がこの子の面倒を見なければな

らないというので子離れができないお母さん。逆に、二人目、三人目の子どもさんになると、か

なりがみがみ言ってしまっているという状況があります。 

 それからちょっと気になっているのは他罰的なことです。トラブルやけんかがあった時に、悪

いのはあれだというように、自分の子どもの非を認めない。子どもに気になる所があっても、そ

んなことはありませんという保護者もいます。子どもを尊重しすぎて言いなりになっている。子

どもと向い合おう、子どもを大切にしようと思うあまり、振り回されているような所があるので

はないか。そうなると、叱れませんし、逆に感情的に怒ってしまう。親同士のコミュニケーショ

ンがとてもしんどいですね。幼稚園の保護者同士が、何かをするとなった時に、すごく気を遣わ

れます。あの人にどんなふうに思われるのかなとか、出しゃばりすぎていないかなとかというこ

とを非常に気になさる傾向が新興住宅地では多いです。昔からある地縁のある所、祭りのできる

所はそんなことはありません。子ども同士のトラブルを解決できないで、幼稚園にどうしたらい

いかと悩んでこられます。 

 子どもというのは勝手に自分でできるようになると思っておられます。好き嫌いはいずれ治る

し、着替えもいずれ自分でできるようになるというふうに思っておられて、どこまで手を掛けて

いいのか、あるいはだめなのかという所が不安な方がたくさんおられるということで、生きる力

の基礎が十分に育っていないということが、今の乳幼児からの課題ではないかと考えています。 

 ３歳児は、階段を上れますが、下りるのは、かなり怖いです。本当に怖がって階段を下りてい

ます。生活習慣についてもよく言われています。 

 ５ページをご覧ください。これはちょうど委員の資料と合いますが、私は４歳というのがメタ

認知という発達心理学でいう大きな変化の年だと思っています。鳥も花もコップもお友だちとい

う世界から、コップは物でしかないということだし、みんなは体操服で来たのに、自分だけ違う

格好をしていて、すごく恥ずかしいとか、私はここにいられないというような自分を客観的に見

られるようになっていくのが４歳、つまり３年保育でいう年少組の途中ぐらいからです。そうい

う中で、子どもたちがいろんな体験や遊びやけんかなどを通して、世界や他者、自分自身を理解

して身につけていきます。みんながこまを回している時にこまを回さないと、やっぱり恥ずかし

いし、仲のいい友だちが自転車に乗れたら自分も乗ろうと思いますし、こういうことの中で子ど

もたちはいろんなことを吸収していく訳です。 

保育者と書いてありますが、これは保護者も同じです。大人の感性や価値観が子どもたちに投

影されます。つまり保育士や親の価値観が幼児の価値観になっていくということです。保育の課

題は、自分らしく、自分のしたいことを思いっきりやるという所の自分らしくという所と、３歳

後半から４歳、５歳の中で、友だちと一緒に楽しく過ごす。自分を殺して友だちに合わせるので

はなくて、自分も出しつつ、友だちと一緒に行動できたり、楽しくできたりする。わがままでは

なく、自分をコントロールしながらみんなと一緒に楽しく生活するという、自分らしくと、みん

な一緒という、相反する価値観をうまく実現していくのが幼児期の課題だと思っています。自分

の力を最大限発揮するその心地よさが自己有能感を育てるのだというふうに思っています。 

 次からは学習のことについて書いています。幼児期の遊び、学びは学習の基盤だということで、

さまざまな遊び体験を通してうまく人と関われるようになったり、言葉が豊かになったり、自然
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の美しさや不思議さなどに気づいたり、調べたりします。それから友だちと折り合いをつけてい

く、けんかした後、どのように仲良くなっていくか。仲間はずれにならずにどうやって入ってい

くかというソーシャルスキルのようなことを、本当に日常の遊びのなかで保育者や保護者に見守

られながら、アンテナを張りながら自分で獲得していくというように思っています。 

 遊びでの学びという所では、私たち幼稚園や保育所は、要するに、遊びで１日終わっています

が、そこには学びの要素がてんこ盛りであると。例えば、こういうことです。「あれ、へえ～」

とか「…みたい」「…似てる」というような所が、発見だとか、比較だとか、疑問だとか、予想、

イメージ、試してみる、工夫だとか、あるいは疑問や説明といった子どもの言葉の奥にはそうい

う学びだとか、知的好奇心だとかというエッセンスがたくさん含まれているというふうに考えて

います。 

 ９枚目のスライドですが、幼児期の遊びと学びというのは、実は同じであると。ゴルフの好き

な方がゴルフを何回も練習するように、写真が好きな方がいつもカメラを持ち歩いているように、

面白くて「やめられない」ということです。「学ぶ」ことと「遊ぶ」ことはこんぜん一体です。

幼児期の学びというのは、「まねび」と書きます。友だちのやっていること、先生のやっている

こと、お母さんがやっていることを真似ていきながら、そういうことを自分でやっていく。自分

のなかに入れていくということで、基本的にはマイナスの体験は学びにはなりません。楽しい体

験、喜びの体験、達成感と言いますか、それから遊びをより深めていくという力が探究心だとか、

知的好奇心になっていくというふうに考えています。 

 小学校と幼稚園の違いについて、学習の芽生えについては飛ばします。 

 スライド 14 ページの 16 番をご覧ください。これは私が大切だと思っているのですが、子ども

の対人関係能力や社会的適応能力の育成のためには、やはり自分が価値があるとか、自分は何を

しても認められるという適切な愛着が重要である。愛着というのは、最初はお母さん、そしてお

父さん、兄弟、おじいちゃんおばあちゃん、そして先生という形になっていきますが、適切な愛

着が必要である。 

 それから子どもの心の健全な発達のためには、基本的生活リズムの獲得や食育が重要である。

そして安定した自己を形成するためには、自分が鏡に映してもらわなければならない。自分が太

っているのか、やせているのかというのは、やはり他者と比べるとか、あるいはお母さんから、

かわいいねとか、よくできたねとか、何々ちゃんすごいというような他者からの認めというのが

自分自身の存在を確認していくという過程だと思っています。 

 情動は生まれてから５歳ぐらいまでにその原形が形成されると考えられるため、子どもの情動

の健全な発達のためには他者の存在がとても大切だということで、乳幼児教育が大切であると。

それは早期教育ということではないということです。 

 エリクソンというアメリカの精神科医が精神疾患の患者さんをずっと見ていて、人種を越えて

感じとったことがこの図に表されています。心の発達ということで、０歳児、１歳、２歳それぞ

れの発達課題があって、０歳のときに母親、もしくは母親に代わる特別な人に愛されていくとい

う基本的な安全な感情を獲得できるかどうかということが非常に大切だということです。これを

獲得できないままいると、不信感や愛情を求め続けていくということです。これは例えば、小学

校に行っても、ずっと先生の側にいて愛情を確認するとか、甘えてくるとか、ちょっかいを出し

てくるという子は安定していない子が多いような気がします。 

 それから１歳児、２歳児で、ここを獲得できると自律心がきちっと心の中に芽生えてきますが、

それができなければ無力感、恥というものが根づいていくと。確かに幼稚園で見ると、生活自立
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ができていない子というのは、なんとなく無力な感じがしませんか。前で立って話をしてよと言

っても、うーん、うーんと言ってなかなかそれもできないのかなという所も感じないわけではあ

りません。 

そして３歳から５歳が自発性・積極性です。これができないと、自分は罪悪感にさいなまれる

というようにエリクソンは言っています。そして小学校、学齢期になっていきますと、学ぶよろ

こび、勤勉性、有能感そして劣等感を感じるということです。そして思春期にはアイデンティテ

ィー、同一性拡散ということがあり、こういう中で０歳児、１歳～２歳、３歳～５歳という時期

のそれぞれの課題があるとエリクソンは言っています。私は３歳～５歳の子どもしか預かってい

ませんが、わが子を見る限りにおいても、やはり大切なことだと思っています。 

スライドの 14 番をご覧ください。母親を信じる力が弱いということは、母親以外の人も信じ

る力が弱い。自分自身を信じる機能も身につきにくい。私は放っておかれるのではないかとか、

置いてきぼりにされるのではないかという、時々そういう行動を示す子がいます。幼稚園ではお

泊まり保育がありますが、その時に寝ない子がいます。寝ずにどうしているかというと、頭をど

んどんして自傷行為をして寝ないのです。寝るとどこかに連れて行かれると思うのですね。そう

いう子もいます。どうしてそうなのか本当に分からないのですが、子どもの心の不思議さみたい

なもので、満たされない子どもは、常に２歳になっても、３歳になっても愛情を求め続けている

のではないかと思っています。次のスライドからは、相互理解が必要であること、自律心につい

ても書いています。 

そしてスライド番号 17 番では、３歳から５歳の発達課題と書いていますが、これは遊びだと

思います。脳科学などでもこう言われています。３歳から 10 歳に前頭連合野が著しく発達する。

物事を判断する力を身に付け、著しく発達すると言われています。脳科学では３歳から７歳ごろ

に自ら考え、自分を主張し、自主的に行動することで、より前頭連合野が発達するということで

す。考えるということですから、エスカレーターに乗って、ずっと何も考えないで育っていくの

がいいとは限りません。そこにはトラブルがあったり、けんかがあったり、失敗があったりとい

うことを乗り越えていくことが大切だというふうに言われます。与えられ、やらされる教育だけ

では思考に結びつかない。特に、お母さんたちを見ていてよく思うのですが、子どもはお母さん

がこれをしなさいという段階で思考が停止しているというふうに思います。お母さんが特に感情

的になって怒っている時は、子どもは全く真っ白になって思考が停止しているような気がします。 

スライド 21。集団教育の中での大人の役割は何かということです。一人ひとりの子どもの発

達や内面を理解しているということであり、遊びや子どもたちのモデルになるということで、や

はり誘いかけてあげる、世界を広げてあげるということも大切だと思います。そしてその子の良

さ、親の良さ、すべての良さをみつけて、そこから自己肯定感や自尊心、あるいは子育ての充実

感を伝えてあげることが必要だと思います。 

遊びという面では、あこがれとか、なりたい自分に興味を持たせるということがあります。そ

して子どもがうまくいかない、途中で挫折した時にはしっかりと支えるということであります。 

ほかにもいろいろ書いていますので、遊びということと親の眼差し、保育者の眼差し、子どもが

どのように自己像を作っていくか、自尊感情を作っていくかということを０歳から就学前までと

いうことで、ちょっと乱暴ではありましたが、お示しいたしました。 

（部会長） 

 まとめることはできませんが、構造化を試みたいと思います。いままでは生活の自立や社会性、

自己肯定感、自尊感情というものが出ていましたが、やはり前提として、これも今３人の方のご
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提案に共通しているのは、大人との関係性というよりも、むしろ大人の資質であるとか、大人の

存在意義とか、大人の役割というものが非常に重要であることが描き出されているように思いま

す。かなりそこを強調していただきました。そして、先ほど申し上げました生活の自立社会性や

自己肯定感というものを育てていく一つとして、遊びというもの、つまり遊びの中に学びという

ものが存在している。これはやらされているものではなくて、自らが心動く。その辺りというの

は、例えば、保育所保育指針でいうと、保育の原理の中に、心と体を動かしてという部分が確か

にあったと思います。幼稚園教育要領でいうと、預かり保育の部分で、心が動く体験こそが次の

活動につながっていく。つまり無理矢理やらせた体験というものは、次の体験につながっていか

ないという表記があったと記憶しています。その辺りをどうして育てていくという部分を説明し

ていただきました。そしてそれぞれの成長には発達の過程という言い方が正しいかと思いますが、

発達の過程がやはりあるのだと。いきなり５歳でぱっとみんなで協力してやるのではなくて、そ

の前には、いざこざがあったり、それを解決しようとしたり、あるいは一人でじっくり遊び込ん

だりするという発達の過程があると。その辺りを整理していかなければならないという話だった

ように私は聞かせていただきました。 

 いかがでしょうか。いろいろと出していただいたのですが。 

（委員） 

 今、お話を聞かせていただいて、お母さんが非常に不安に思っているということでしたが、私

も子どもが小学校１年生で７歳の子どもがいるのですが、確かに５歳ぐらい、小学校に上がる時

というのは、非常にうちの子は小学校まで進めるのかどうかという迷いがあって、それがもっと

前に帰って、社会の関わりというのは大人も今現在できていないのではないかと。今委員がおっ

しゃったように、子ども同士も公園に行って、友だちがいないのですね。公園でも滑り台やブラ

ンコで遊ぶ訳ではないのです。ゲームをしていて、ゲーム機同士でオンラインゲームをしていて、

隣にいるのにその子としゃべるのではなく、遊ぶのでもなく、ゲームをし合っている。そのつな

がりだけという関係になっている。公園に行くとそういう子どもがいっぱいで、一緒にゲームを

しているけれども、お互いの関わりがないのですね。私たち親子が行って、子どもたちが一緒に

遊んでいないので、お互いしゃべることもできずに、ぼーっと見ているということがあって、た

まに声をかけてみると、あまり話が続かないという状況なので、なかなか大人も声を掛けづらい

という状況もありますし、子ども同士も一緒に遊べない社会ができあがっているのではないかな

ということも感じます。私たちが子どものころ、近所に怖いおっちゃんや、よう怒るおばちゃん、

おせっかいなおばちゃんとかがたくさんいたと思います。でも最近、そういう人たちが少なくな

っているように思います。今の社会現象とも考えられると思います。 

 近所のおっちゃんは、遊んでいてうるさくしたらうるさいと怒られて、怖いから逃げる。でも

何回もそのおじさんたちと付き合っているうちに我慢を覚えるのですね。ここはおっちゃんの前

だから我慢しておこうと。でも、今の子どもたちはマンションの中にいるので、怒られることも

ないし、仲良く遊ぶこともできないし、人とのかかわりが全くない状況だと思います。その中で、

お母さんたちは不安に思わないで子育てをしてくださいというのは無理のような気がしますし、

お母さん自身も人と関わらないので、人に相談できないので、自分の子どもにどう対処するかと

いう工夫ができないのだと思います。大人自身も工夫ができない、子どもも工夫ができない。う

ちの子は、私が仕事をしているので児童ホームに行っているのですが、その中で先生と出会う。

友だちと遊んでけんかをして帰ってきたということで、そういう関わりをするチャンスがやっと

ある感じで、学校が終わってすぐにうちに帰ると、お父さんやおばあさん、お母さんなど、少な
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ければ一人、一対一という状況ができあがってしまっていると思います。近所の関わり方という

のが今の社会現象というのが、私は子どもの教育、自尊感情、自己肯定の低さの原因であるよう

な気がしてなりません。いろいろ資料を見せていただいた中で思ったことです。 

（部会長） 

 ありがとうございます。 

（委員） 

 今のご意見、まさにその通りだと思います。昔はいろんな方と知り合って、関わりがありまし

た。でも、今は変わりました。私自身、近所の方を知りません。会うのはごみを出す時ぐらいで

す。居住者なのに、もっと交流しなければと思いながらなかなかできないのが現状です。子ども

たちにとって大人がよいモデルになるということは絶対必要だと思いますが、一番身近なのが、

両親や祖父母だと思います。近所の方にそれを望む前に学校がしなければならないと思います。

学校の先生、幼稚園、保育所の先生がどれだけいいモデルになれるか、保護者といろいろ話をし

て考え方というか、今、我々が検討している就学前の子育てに関してこういうような子どもに育

てたいのだということを分かってもらうしか方法としてはないと思います。 

（委員） 

 私もそう思います。親が子どもを大事に見るというのが大前提だと思います。ただ私が思うの

は、社会性という面に関しては、あまりにも関わる機会が少なくて、私が行っていた保育園では

近くの老人ホームを訪問したり、大人と関わる機会をたくさん作ったりしています。社会構造を

変えていくという部分で、具体的な方法は分かりませんが、やはり学校の先生、親といった狭い

世界になってしまうのですね。それ以外の人に出会えるチャンスを作っていくという、人は限ら

れるとは思いますが、例えば、仕事を引退されて 60 歳代の若い方が非常に多くて、仕事にもな

かなか就けない、そういった方と交流できる場が持てたらいいなとは思います。私がいた保育園

は、大人と交流できる時間、場を持つということをしていましたが、子どもにとって、社会見学

ではありませんが、社会を少し覗ける非常にいい機会だったのではないかなと思っています。 

 昔、児童館があったのですが、今児童館がなくなって、こどもクラブになっているのでしょう

か、それぞれの学校単位になっているようですが、関わる部分が少なすぎる。大学生も自信が持

てないと言いますが、多様な大人と実際に出会えるのは大学を卒業してからではないかと思いま

す。小学校の時は親か先生ぐらいだと思いますので、訳の分からない人、話の通じない人とか、

何を考えているか分からない人に出会うのは社会に出てからかなと思うので、社会に出る前に準

備をしろといっても、今はちょっと難しいのではないかという気がします。若い人は経験が非常

に少ないと思います。 

（委員） 

 この話はずいぶん前からありますが、昔はままごとで役の取り合いがあった時に、一番あこが

れの役はお母さんだったのです。ところが、今から 10 年ぐらい前に見たら、どの役から決まっ

ていくかと言うと、イヌのポチ、ネコのミーなのです。だからお母さんはあこがれではないので

す。ペット、お姉ちゃんの順で決まっていきます。お父さんは存在すらありません。お父さんは

早く会社に行ってきなさいと言われて、もう帰ってくるなという感じですが。 

（委員） 

 赤ちゃんも人気ですよ。 

（委員） 

 そう、赤ちゃんとペットですね。何が言いたいかというと、お母さんたちは一生懸命やってい
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ると思うのです。一生懸命しすぎるがゆえに煮詰まるのです。そういう部分もあると思っていま

す。誰も子どもの前で悪いお母さんになろうなんていうお母さんは絶対にいないと思います。立

派にいいお母さん、優しいお母さんで、頼りになるお母さんでありたいと思うけれども、諸事情

が許さない。例えば、早く寝なさいとか、いつまでテレビを見ているのというようなことがきっ

といろいろあるのだろうと思うので、あまり大人にモラル的に、あるべき正しい姿というものを

求めすぎると、もっともっとしんどくなるかなという気はします。先生がおっしゃいましたが、

かつてはマンションの中で必ずもちつきがあって、子ども会の時にも必ずクリスマス会があって

という感じだったのですが、それがどんどんなくなっていっています。祭りに参加する人がいな

い。若い子がいないし、どんどん入って来ないということがあって、どんどん支援がなくなって

いる訳です。地域というものが、かってはそこでもちつきをしたら、おいでおいで、一緒にもち

をつこう、食べて行きと言って、お母さんもおいでおいでと言ってくれる人がいたのだけれども、

そういう機会がなくなっているのは間違いありません。それはやっても集まらないからです。少

子化の影響もありますし、社会性の問題も、家族の社会性の問題もあるからかもしれません。 

私が幼稚園で見ていると、やはり何かイベントがあったら帰らないのです。お母さん同士１時

間でも２時間でも延々と話しているのです。終わったら、近くのサイゼリアに行って、２時間も

３時間も話をして、また帰る時間に迎えに来る。子どもは保育している間、そこでわーっと話を

して、終わってから迎えにくるということをされている時もあります。やっぱり親同士がつなが

っているということや、親同士、話す相手がいるということがとても大切なのだろうと思います。

その中でうちの子、こんなやねんと言うと、「あたりまえやんか、何そんな高望みしているの。

あんたの子やで」とかいうような、慰めというか、気楽さみたいなものを、やっぱり孤立したお

母さんたちが得るということが大切だと思います。 

 しかし、どこそこでやっていますよというような、お金を払って参加するものには、たぶん行

かないと思います。どこで何かをやっていますよと、お金も払わないで本当に行っていいのかし

らと。何か勧誘されるのではないかとか、すごく、ビクビクされていますので、やっぱり顔の見

えると言いますか、顔なじみの人がいる所でどんどんつながっていくということもとても大切だ

と思います。 

 そういう意味で、私は幼稚園、保育所、学校という単位、あるいは児童館という単位がその地

域の子育て家族の核になっていて、そこへ行くと顔なじみができ、声もかけてもらい、もちつき

があったらそれに参加できるというような、そういう感じが必要だと思います。 

 もう一つは、やはり出入りする保健師さんのような方が、「あんたどないしてんの、この頃」

と言って巡回訪問しながら、「じゃあ、ちょっとこんなのあるから一緒に行こう」といって、孤

立しているお母さんを引き出してくるというような、そういう関わりも必要かなということを感

じています。 

（部会長）  

 ありがとうございました。 

（委員） 

 社会を担ってきたからこそ、頑張りたいなと思うのは、やっぱり保育園は一人の社会の子ども

として、自分のことは自分でする力を身につけていくとか、小学校に送るための用意とか、そこ

には一人の子どもとして尊重しながらやっているとか、社会性をつなげていくとか、しつけをす

るとか、いろいろなことをしながら、お母さんはお母さんで孤立しているのかもしれませんが、

親が集団を見ながら育っているなというのが自慢だと思っています。ですから、続けたいなと思
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っています。幼稚園もそうですが、０歳からやっているというのが一人の子どもとしてすごいな、

いいことだなと私は思っています。 

子どもの成長、発達には順序があって、順序があるけれども限界もあるという辺りをお母さん

たちもしゃべりながらそうなのだよと。２歳の子で、英語はいつからしたらいいですかと聞いて

くるのですね。えっと思うのですが、その前に言葉よねと言いながら、言葉遊びをいっぱいした

り、先生がおっしゃるように一緒になって遊んだりすることを保育士はやっています。だから、

ちょっと違うなと思う所はお母さんが一緒に送り迎えの中で、毎日お母さんも学んでいるかなと

思いますが、保育園は０歳からやっている辺りをもう少しお母さんも育てる、そして小学校につ

ながっている辺りを大事にしたいなと思います。 

（委員） 

 僕自身も、今いろいろな意見を聞いて、やっぱり就学前に必要なことは二つあると思っていま

す。一つは多様性だというふうに思います。もう一つは体験の多様性というのもすごく大事だな

と思っています。自分のコントロールができないという話がたくさんありますが、僕は父親支援

が専門なので、パパと遊ぼうという所にいくと、本当に身体の感じ方や扱い方がへたくそな子が

多いと思います。今、小さい遊びはすごくやるのですが、大きい遊びをしない。例えば、相撲で

あったり、崖上りや木登りだったりという体幹全部を使うような遊びをしない。コントロールと

いうのは、大きいものと小さいものを全部経験してどこにしたらいいのかというふうに見極めて、

遊びはやっぱり先ほどテレビゲームとかで小さな遊びばかりになっていると、やっぱりコントロ

ールができないという意味では、本当に多種多様な経験が、今、子どもたちはできていないので、

それが僕はやっぱりすごく大事だと思います。その前提として、やっぱりすごく多様な経験、環

境、先ほどから親の話がでてきていますが、やっぱりどうしてもその子の中心は母親だと思いま

すが、今、父親も子育てに対して熱心だというと同時に、不安も抱えていると思います。その意

味では、あるいはおじいさん、おばあさんの話も出ましたが、僕はやっぱりおじいさん、おばあ

さん、すごく大事で、うちの子どもはそんなに賢くないのですが、うちの妻のおじいちゃん、お

ばあちゃんは、いつもうちの子どもをほめるのです。賢いなあと。僕はそんなに賢くないと思う

のですが。だから、子どもたちはおじいちゃん、おばあちゃんが大好きなのです。そういうこと

が自尊感情を高めることにつながるだろうと。そこもやっぱり親、もしかしたら母親がずっと一

緒にいると、そこをものすごく評価してしまったり、担任の先生というのは、学校の先生もそう

だったりすると思います。保健室の先生に人気があるのは、評価をしないからだと思います。そ

ういう意味で、多様な評価軸を持つためにも多様な環境とか、多様な人の役割とか、多様な経験

という多様性を就学前までにどれだけ経験できる機会や関わりがあるかということの方が大事

ではないかと今日の話を聞いて思いました。 

（委員） 

 実はイギリスの方の教育の研究をしていまして、ちょっとその関連で感心したのですが、就学

前保育のあり方に関してイギリスでは法律ができています。その法律のなかに早期教育基礎段階

基準というのがあって、早期教育、終わった時点でどの程度到達すべきなのか、目標値が設定さ

れています。その目標値がいわゆる厚生労働省、文科省がどの程度到達したのか全部チェックし

ています。いい意味でも、悪い意味でもかなりえげつないのですね。その内容というのは、一つ

目は人格、情緒的発達、コミュニケーション、リテラシー、問題解決、推論、算数。世の中につ

いての知識や理解。創造性の発達。６項目ぐらいあります。指標が好きなのですね。読み書き算

数の能力といった時にちょっとびっくりして、どんな内容なのだろうと思ってみたら、自分の名
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前を選べる、タイトルが書ける等々そんなにたいしたことではありませんが、これを誰一人残す

ことなくみんな達成しましょうという目標になっているんですね。これは就学前の教育保育のあ

り方や考え方とちょっと違っていて、イギリスには少子化対策というのは全然ないのです。全部

貧困対策です。保育を充実してお母さんに働いてもらう。教育については親に期待してもだめだ

と。早い段階で教育をした方がゆくゆく就労にもつながるだろうし、犯罪防止にもつながる。コ

スト削減だからこのぐらい合理的なことをやっています。 

 もっと一番の根底の所、生まれながらの不平等は教育においても絶対なくしておくべきだとい

うことで、今までどちらかというと、成長した結果、不平等だった場合、格差があったら修正し

ようという発想だったけれども、もっともっとその前の段階で、幼少期にできるだけ教育をする

ということです。教育というのは財産だから、それを一生懸命知識として身につけて、いろんな

チャンスを手につけるようにしてあげようという発想でやっていく訳です。自治体は社会的協働

役、親という位置づけです。親が養育をすべきだけれども、自治体がそれをサポートしていく。

でも一緒に親として頑張っていきましょうねという位置づけでやっています。よくも悪くもドラ

イで、すっきりしている。ただこれを全部査察するというのは、かなり問題があるかもしれませ

んが、ここまでやって一人一人が一定の教育水準に達しているかという所を見ていく。以上、参

考になるか分かりませんが。 

 あともう一つ、現場の私の体験からですが、自尊心と自己肯定感は大切な所だと思いますが、

実は私の時代は校内暴力の時代で、１年生が入ってきたら椅子に座っていなくて、出ていくケー

スを目にしてびっくりしたことがありました。小学校に入る時に椅子に座っていなかったら、そ

れは先生の能力以上の問題です。そこで、家庭でのしつけという大きな問題になりますが、特に

しつけというところから基本的には信頼関係であると。もう少し言わせてもらいますと、幼少期

の段階で、これはまだ一緒に喜んでくれる誰か、一緒に悲しんでくれる誰か、そういう存在が一

人でもいてくれたらというのが個人的な思いです。というのは、僕は虐待を受けた子や施設で暮

らす子どもたちという問題がありますが、最終的に自立できるというのは、一緒に遊んでくれる

誰か、一緒に学校に行ってくれる誰かがいると。そう言われてみれば、他人の気持ちも分かるし、

みんなの目というのも分かるものです。これが失敗すると育ち直しとなって、途方もない時間が

かかってしまうのです。だから先ほども自己肯定感という話が出てきましたが、その一点におい

て、イメージとして一緒に遊んでくれる誰か、一緒にどこかに行ってくれる誰か。それができた

だけで十分ではないかと感じています。 

（部会長） 

 ありがとうございました。イギリスの例を挙げながら、指標が参考になるかどうか、そのまま

は参考にならないかもしれませんが、その項目を見ていくということも大事かなということで出

していただいたのが一つと、そしてやっぱり後者の自己肯定感を育てるというのは、やっぱり大

人の存在がかなり大きいという部分が出てきました。今日出てきたお話を、これまでの所でまと

めると、やはり先ほども申しましたが、いわゆるしつけ、生活の自立というもの、あるいは社会

性というもの、それから自己肯定感、こういうものは子どもたちが育っていく部分であり、資料

でご提示いただいたように遊びや生活の中で獲得していく。それが多様な経験であったり、環境

に支えられたものであったりすると。また、「順序」という言葉が出ましたが、発達の過程とい

うものが、それが具体的にどういうものかということが描き出されてくるのでしょう。そういう

ところが今日、出ていたのと、それと常にリンクして出てきたのが大人との関係ということで、

当然、大人がどう関わるかという論議もあったのですが、他方で、これは就学前の教育・保育の
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あり方の検討なのですが、結局、大人をどう育て直すかという話が常に横にあって、ですから、

そのあたりでのキーワードでいうと、大人、つまり親をどのように育てるかという、それは施設

であるとか、あるいは行政の面もあるでしょうし、地域というキーワードも出ていたのですが、

どうもこの辺りは大人がどのように育っていくのを支えるかということを抜きにしてはなかな

か難しいのかなと思います。それもここで考えなければならないのかなということを率直に思っ

たのですが。まとめにはなりませんが、いかがでしょう。一応、全員何らかの形でご発言いただ

きましたが、いかがでしょうか。 

 ではここで、先ほど、どなたか小学校への連続性ということについて出していただいたと思い

ます。前回も出ていたと思いますし、今日もちょっと出ていたと思いますが、これは今日、ご欠

席されている委員からも連続性を保障するにおいての課題があったら教えてほしいということ

が出ていたのですが、何かこれについて事務局よりございますか。 

（事務局） 

 小学校の連続性を保障していくための課題として考えられることの中に、幼児教育を行ってい

る施設と小学校との連携が必要であるということで、連携についてお話をさせていただきたいと

思います。 

連携が必要なのは、幼稚園や小学校の教員、保育所の保育士が各時期において子どもたちの育

ちや教育方法がどうあるべきかという視点で、自らの指導方法を検証することです。その検証に

よってよりよい指導や、子どもたちの育ちの姿をより高いものへとつなげていくからであると考

えています。 

そこで具体的な尼崎における小学校との連携について、三つの取組を示します。一つ目は連携

を進めるためには、まず幼児期、小学校において、それぞれの子どもたちの様子、それから教育

がどのようにされているのかということを知ることがまず重要だということで、その方法として

は、それぞれの学校や幼稚園、保育所で行われる行事に参加することです。例えば、小学校の音

楽会、図工展、授業参観などに園児、保育所の子どもたちが見に行く。それから小学生も、逆に、

幼稚園や保育所で、砂場や園庭で遊びなどを一緒にしていくというようなことも一つの方法です。 

また次の取組としては、子どもの交流活動の次の段階として、それぞれの教員が合同研修会や

異校種研修会に参加する。異校種などの講習機会を充実させていっている所ですが、学校や園の

行事や小学校などカリキュラムを進めていくという関係から、全員の先生方が参加できていると

いう状況ではないということが課題だと思っています。今後は開催時期を工夫してみるとか、も

っと同じ講習を何回もすることによって、この時は行けないけれども、次の時は行けるというよ

うな機会を設けることによって、なるべく多くの先生方がお互いの教育内容や方法についての理

解を深めていけるような体制づくりを進めていく必要があると考えています。 

最後です。連携においては、小学校学習指導要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針について

自分の分野は分かっているのですが、相手先のことはなかなか分かっているようで隅から隅まで

は理解しづらいというか、できていないのが現状です。そこで、それぞれの部署で頑張っている

先生方が自分の子どもたちはどういう保育や教育を受けているのか。また、それが小学校で、ど

のような姿につながっていくのかということを明確に、見通しを持つことによって教育を実践す

ることが必要だけれども、なかなかそれをこれだと実感している先生方がまだ少ないのではない

かなと、これは言い過ぎかもしれませんが、でもやっぱり現状難しいなというふうに思っていま

す。ですから、この３点のことを教師側から進めていくことによって教師の資質が上がれば、こ

の教育を受けている子どもたちも上がっていくのではないかと思っています。このようなことを



 19

考えています。 

（部会長） 

 課題という部分でお話をいただいたと思いますが、ざっくり３点とおっしゃいましたが、要す

るに、小学校以降の先生方や関係者に小学校教育以降のいろんな方に幼稚園や保育所での保育と

いうのはどういうものなのか。そこにどういう意味があるのかということをしっかり分かっても

らうということですね。ですから、たぶん今日、論議してきたような部分が明確にここの検討会

で出されていくことが尼崎市の保育のあり方、教育のあり方はこうですよという基盤になるわけ

ですね。やはり大事な会でした。 

 いかがでしょうか。今のご説明も含めて、今日、これまでのいろいろな意見が出た訳ですが、

最後に何か。 

（委員） 

 そこら辺がすごく重要だと思います。私は 10 歳が節目というあたりを研究しているのですが、

保育園は５歳で終わりですよ、ではなくて、どうつなげていくかを形ではなくて、できた、でき

ないの話ではなく、見通しを持ってつなげていく辺りをもっと連携しないと、10 歳ぐらいにな

ったときに学校が嫌いになるということを、よく聞きますよね。やっぱり形の連携ではなくて、

見通しを持った姿の連携というのでしょうか。その辺りがすごい課題かなと思いますので、よろ

しくお願いしますという感じです。それから今日の課題には、誰からも出てこなかったように思

いますが、食について、もっと考えていきたいなという、項目の中に食のあり方がもっと教育の

中に入ってきてもいいかなと思っています。 

（部会長）  

 そうですね。いろいろな自己肯定感や、「食」、食べるですね。 

（委員） 

 はい。 

（部会長） 

 生活の事実の部分の細かい項目で、ひょっとしたら今後出てくる可能性というか、かなり重要

な要素になってくると思います。それから最初に言っていただいたこと、これは幼小連携の課題

で、事務局が言っていただいたのを補っていただいたとすごく私は感銘を受けているのですが、

例えば、その保育がこういうものだということを小学校以降に知らせることが一つの目的とおっ

しゃいましたが、保育をやっているものについては、小学校以降の教育でどのようにそれが展開

されているか責任を持たなければならないという、いわゆる双方向の学びがあるという部分をお

示しいただいたと思います。それもそうですね。幼小連携の。そういった意味で、やはり就学前

の教育、保育がどのようなものであるかというのをやはりある程度明確にしていくという、この

部会の意義は大きいなと改めて感じました。 

（委員） 

 尼崎市子どもの育ち支援条例という、尼崎には本当に誇るべき条例があって、その中では子ど

もを取り巻く環境とか、施設の職員がやっぱり串刺しとして子どもたちを全体としてとらえると

いう枠組みがあるので、それをどう活用するかだと思います。去年、委員会で、小学校で教えて

欲しいと言った時に、それはむずかしいと言われたのですね。市の条例を小学校で教えずにどこ

で教えるのだろうと思うんですが、関係者全員がこの一つの条例に基づいて、協力していく枠組

みはあるから、それをうまく活用できたらいいなと、今の話を聞いて思いました。 

（部会長）  
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 はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。それでは本日はこの程度にしたいと思い

ますが、前回、それにまして今回、かなりのご意見があったと思います。そうしたことから、こ

れらをもとに基本的な項目をまとめていくという方向で入りたいと思います。その項目の中にさ

らにいろいろな要素が入ってくると思いますので、まず項目をまとめていくということでよろし

いでしょうか。はい。ありがとうございます。その項目ですが、またここで論議して作っていく

となると、大変な作業ですので、たたき台を私と事務局、たぶん今日の話をまとめていただいて

いると思いますので、そこで作らせていただくということを一任いただけますか。 

 （異議なし） 

 

２ その他 

 ●次回の日程調整及び追加意見がある場合の期限等の事務連絡 

（部会長） 

 これをもちまして、第２回就学前の教育・保育のあり方検討部会を終了します。 

 

閉会 

 

以 上 


