
 
 

1 

尼崎市子ども・子育て審議会 

第４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９月６日（金） 午後６時30分～午後８時40分 

開 催 場 所 尼崎市役所議会棟第３委員会室 

出 席  委 員 
小﨑委員、瀧川委員、西川委員、梅林委員、濱名委員 

宮崎委員、尾ノ上委員、木田委員、鈴木委員、松崎委員 

議 題 
（１）今後の取りまとめの方向について 

（２）その他 

資 料 

・資料１ 第３回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 

・資料２ 就学前の教育・保育のあり方検討部会のまとめ方について 

・資料３ 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見の整理(たたき台) 

・委員提供資料③   

 

 

開会 

●配付資料の確認 

 

１ 今後の取りまとめの方向について 

（事務局） 

 ●資料１に基づき、説明。 

（部会長） 

 第３回の意見をここでまとめていますが、質問や確認しておきたい事はありませんか。この辺

りを基にしながら、第４回の部会を進めたいと思います。まとめ方についての話が出ていたとい

う事で、各委員からご提供いただいた資料がありますので、補足説明も含めて、１人５分程度で

ご説明いただきたいと思います。委員提供の資料です。 

（委員） 

 最初に私が思ったのは、前提として、なぜこういうものが必要なのか、という事を、改めて押

さえておく必要があるのではないかという事で、少し堅いのですが、最初に法律等をもってきま

した。 

また、尼崎で作るという意味で、尼崎の状況、特徴や課題、あまり良くないデータも多くあり

ますが、尼崎の子ども達の素晴らしさ、良さというものをもう一度捉え直して、より伸ばしてい

く事が大事だと思います。 

 それから、私がいつもこだわっているのが、尼崎市子どもの育ち支援条例です。このような本

当に素晴らしい条例があるので、それに基づいて、どのような支援をするのかという事です。非

常に丁寧に書かれていますので、それを押さえ、条例との整合性を図る事が必要ではないかと思

います。また、小学校就学前というのは、一つの通過点であり、18歳までの大きな姿と、その
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先の尼崎で育ってほしい人の姿が描ければいいと思いました。 

 それを前提として、就学前に身に付けてほしい力を３本柱の中から挙げています。本当は、も

う少し細かくした方がよいのではないかと思いましたが、あまり細かく書くと、限定的になって

しまいますので、簡単にしました。 

最後は概念図という事で、子ども達を支えていく社会全体の中の子育て支援者、保護者、施設

全体のあり方について、かなりおおざっぱではありますが、概念として書いています。 

（委員） 

近視眼的に０歳から６歳までを見ていくという視点と、生涯教育の中での就学前の位置付けを

していかなければならないと思います。議論のあとから考えてみて、これは絶対に必要だと思っ

た点を改めて挙げました。 

資料に沿って説明しますが、何を身に付けるかとして、「①人に対する基本的な信頼感の獲得」

ということで、読ませてもらいます。「愛着や基本的信頼感は身近な養育者から広がり、やがて

『この世は生きるに値するという感覚』を獲得していく。乳児期に愛着が十分形成されないまま

成長すると、自分にも他人にも不信感を持ち続ける事となる。『気になる子ども』『グレーゾーン

と言われる子ども』が最近増えている。その子たちは一見普通に見えるが、ある状況のもとで大

人を悩ませ理解に苦しむ特徴があらわれ、しかも改善の兆しが容易に見られない。この子たちの

中には、母子や養育者の関わりの貧しさからくる養育不全と考えられる子どももおり、その背景

に母親の孤立無援で地域に根ざしていない状況が伺われる。」ということです。 

 これはネガティブな書き方ではありますが、養育者との、きちんとした愛情の絆ができるかど

うかが一番重要で、私が幼稚園をやっている経験上、ここがきっちりできていれば、すくすくと

育つ事ができると感じています。一方、ここで子どもと保護者、養育者の間にずれがあったり、

誤解があったりすると、本当に不幸で、発達障害ではないのに、そういう症状が現れてしまう子

どもも沢山見ています。そういった事から、０歳から２歳ぐらいまでの基本的信頼関係、愛着の

形成というものは、家庭に任せる部分ではありますし、保育所では保育士さんと形成していく部

分でしょうが、やはり、この辺りに孤立した家族や母親が陥っていくしんどさがあるだろうと考

えています。 

「何を身に付けていくのか」の主語は「子ども」であって、子どもが何を身に付けるかという

事ですが、乳児期は、子どもだけが身に付けるものではなくて、「親と子ども」とで何を身に付

けていくのかという事になると思います。だんだん大きくなったら、主語は「子ども」でいいと

思います。そういうところを抜かしてはいけないと思います。 

 それから、２番目「自律性の獲得」ということで、「トイレットトレーニング、食事、着替え

等の生活習慣の確立。子どものペースで我慢強く待つ養育者の姿勢が必要で、最近、これらの養

育を保育所や幼稚園でという風潮が強くなっている。」ということです。これを放棄してしまっ

て、おむつ外しは保育所、幼稚園でしてもらう、という事も耳にはさみますし、我慢強く、とい

うところを、おむつでごまかしてしまっているのではないか、というところも気になるところで

あります。親と子で自律性を獲得していく部分だと思います。 

 それから、③、④、⑤は、子どもたちが自分で獲得していく事だと思います。続いて、３番目、

「自発性の獲得」、「３歳から５歳 幼児期後期」ということです。「幼稚園や保育所での生活・

遊びなど、直接的な体験を通して獲得される。一人一人の子どもが、生活の主人公として自分ら

しく、より自主的・主体的に遊びに取り組むためには、夢中になって遊べる環境が大切。豊かな
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遊び・自然、人的環境の充実が子どもの成長を左右する。」ということです。「子ども」が主語で

すが、子どもが獲得していくためには、こういう環境と土壌、状況についても考えましょうとい

う事を確認していただければと思っています。 

 それから、４番目、「言葉（内言）の獲得」です。少し難しくなりますが、「言葉には２種類、

外言と内言がある。先生や友達とコミュニケーションを取るための言葉を外言といい、自分自身

で頭の自己内対話をするこということ」です。簡単にいうと、『トムとジェリー』のように、頭

の中に天使と悪魔が出てきて、「どうしよう、これはやめた方がいいのじゃないか」とか、「いい

よ、やっちゃえよ」といった、子ども自身が頭の中で判断をしていくという、これが物事を考え

る道具としての内言で、これが大切だという事です。 

 しつけの中で、「駄目でしょう」と言うばかりで、子どもに内言を与えるきっかけを与えてい

ないという状況も、親子の行動や立ち居振る舞いの中で時々目にします。こう言ってあげたらい

いのにと思う事も多々あり、そういう意味では、やはりこういう形で問いかけてみましょうよと

か、𠮟った後はこうしましょう、という事も、どこかに付記したらよいと思います。 

テーマとずれるかもしれませんが、やはり施設に入れるとか、子ども自身が獲得していくため

には、例えば、こういうしつけのやり方といった事もどこかに付記しておかなければならないの

ではないかと思っています。 

そして、５番目の「向社会性」ということです。「友達や先生などの心や気持ちを理解する。

置かれている状況を判断して、どのように行動するか、自ら考え、試行錯誤しながら行動する『生

きる力の基礎』。友達との遊びや、集団での活動で相互に対話していく中で、協調性が培われ、

自分の気持ちと友達との折り合いを付けて楽しめるようになる。」ということです。 

今まで、ネガティブになっているのかもしれませんが、子どもの状態や親子の関わりの中で、

こういう事を知っていれば、もう少し子どもも自尊感情を失わず、親御さんも、あまりいらいら

しないでできる事が多々あるのに、それがあまり明確になっていない部分があるように思います。

読むのは大人ですから、「子ども」を主語として書きましたが、周りにいる家族や色々な人が、

そういう事に気付いてくれたらと思っています。 

（委員） 

 保育園の現場に40年ほどいますが、やはり理屈ではなく、足元の子ども達を丁寧に見ていき

たいと思っています。私たち、保育園は、０歳児を２カ月ぐらいから引き受けていますが、お母

さんと同じように接したいと思っています。これは、私の持論かもしれませんが、保育園の先生

たちも同じ思いだと思います。保育者として、保育の質を落とさないというところや、これから

の子どもに、時代が変わっても大切に伝えていくと言いますか、見極める力を私たちが努力して

持たないと駄目ではないかと思います。人は人に育てられている、良い環境で常に考えていかな

ければならない等々、色々な事を考えています。 

 何を身に付けるべきか、という事を絵に表してみました。キーワードは、「つながっている」

です。私たちが現場で思っている、「つながっている」という事をもう少し明確にしてほしいと

いう事です。では、どうしたらいいかと考えてみました。やはり、地域全体で子どもを守ってい

くという事ですが、皆さん、言葉では色々な事を言っているのですが、それが果たしてそうなの

か、というところがあります。家庭、地域、保育所、幼稚園、子育て支援施設、学校との連携な

ど、言葉では言っているけれども、果たしてどうでしょうかという辺りを考えてみました。 

尼崎市の総合計画には、子ども像のようなものとして、「健やかに子どもが育ち笑顔が輝く生
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きる力をはぐくむ」とありますが、そういう事とのつながり。また、「ありたいまち」について

も、「持続可能なまち」というように、色々な事を言っているにも関わらず、私たちには、つな

がっているようには伝わってこない。そういった事を図にしてみました。 

育てたい項目内容については、皆さんが今まで言ってこられた事だと思いますが、自尊感情が

先ではなくて、やはり「個人の自立・自律」。それはやがて「自分の事は自分でする」という事

につながります。自分の勝手気ままではなくて、自立して、律するよという、この辺りを保育所

では０歳から丁寧にやっています。お母さんがするべき事ですが、その部分を家庭と連携を取り

ながらやっているというところを強く出したいと思っています。 

 また、「生活の中で大切な生活習慣」についても、自分の事を丁寧にするのは、大人になって

も必要な事ですので、何か形として入らないかなと思っています。 

 それができると、「社会性」という事で、人間関係や言葉、表現、環境。「社会事象」という事

で、行事がある時は、自分で興味を持って参加するとか、地域、家庭、学校など、色々なところ

との連携なども入ってくるのではないかと。その辺りも整理をしなければならないのではないか

と思っています。 

 発達には順序、道筋があり、限界もあります。参照として大方先生の資料を貼付しました。こ

ういう事を、分かりやすい形で伝えたいと思っています。 

 人間像があって、そこにみんなが向かっているという事を玉入れの絵で表現してみました。

「してみせる大人がいる」。それは、お母さんやお父さん、地域の人や保育士など、してみせる

大人がいる。そして、「自分でする」「みてまねる」という事。０歳だからかわいそうだという事

ではなく、そこを一所懸命やるのが保育現場、保育だと思っていますので、それが子ども像に向

かっていけばいいなという思いを図に表しました。 

 それから、食が乱れているという辺りも、もっと取り上げていく必要があると思います。生き

る力と言いながら、食があまり取り上げられていないと思いますので、そんな事も、どんどん入

れてほしいと思っています。 

また、「胎教」についても、みんなが社会の中で温かく、子どもの誕生を大切に待っていると

いう事をもっと表現できればと思います。虐待やいじめがあったり、自分で命を粗末にしたりす

るという事も聞いています。生まれてくるのを待っているよと。早く生まれておいでといったよ

うな、温かい気持ちを示すことができればいいと思います。なぜ、この子が虐待で死ななければ

ならないのかという、さみしい結果が付いていく社会は嫌です。そうした事や、現場の事を考え

ながら、保育士として図にしてみました。 

（委員） 

 前回、提案しました「すごろく」を絵にしてみました。子どもの発達過程の書き方について、

①連続性、②０歳から小学校入学まで、③成長には個人差が大きいが、順番に進んでいく事、④

保護者の方が見やすいように、というポイントで書きました。 

 すごろくの形式で書くと、親しみやすいのではないかという事と、すごろくは、さいころを振

ってしますが、１ばかり出て進むのが遅い子や、６ばかり出て、どんどん進む子がいると思いま

す。保護者の方は、発達の早い、遅いを気にされますが、それが、何となく視覚的に分かるので

はないかと思い、書きました。 

 また、出産前に臨床心理士の先生のお話を聞く事があり、その時にいただいた資料をずっと心

に留めて子育てをしていますので、役に立つのではないかと思い、書かせていただきました。 
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さきほどのご発表にもありましたように、０歳から３歳の親子間の密着関係で、信頼関係がで

きる。生まれてきて良かったなと、その子が思えるという事が大事かなと思っています。３歳以

上は、一緒にしっかり生活していくという感じだろうと思います。しつけや遊びについては、私

の子どもが１歳半ですが、悩んでいるところですので、こういう事も軸においてお話いただきた

いと思いました。 

（委員） 

 どのような形にするかという宿題でしたので、考えてみました。忙しくしている親が、見てす

ぐに分かりやすい絵が描かれていて、読んでみようと思うような内容の方がいいと思います。字

は多すぎない方がいいと思います。子育ては、母親だけ、家族だけでするのではない。社会、地

域、全体でしていくものだ、というところを強く打ち出すといいのではないか。そうすると、子

育てをしんどく感じているお母さん方にも、読んでいただけるのではないかと思いました。 

 それとは別に、発達の目安として、保育指針の年齢区分などで柱立てをして、保護者の方が分

かりやすい目安が書かれている冊子などができればいいと思いました。 

（委員）   

前回、意見として出ていた、すごろくが頭に残っていたので、それを元にイラストを描きまし

た。連続性という事で、就学前までですから、ゴールではありません。 

このイラストでは順番に、プレママ期、お誕生、乳幼児期、６歳、７歳になって小学校入学と

いう事をイメージして描きました。自分自身、全く親戚も知人もいない所で出産を経験した事か

ら、尼崎に住んで、出産なさる方にとって、何より大事なのは、市を信頼するという事、このま

ちで産んで育てるという気持ちだと思います。１人目を産む時には、色々な情報が欲しいでしょ

うから、詳しい発達段階や、子どもたちが楽しく遊べる場所、施設など、漠然と尼崎市が分かる

ような写真もあるといいと思いました。子育て広場でも、乳幼児のお母さん達に「尼崎ってどう

いう所ですか」と聞かれる事もありました。 

就学前に、就学後の事で気になるのが、登下校の安全面と給食です。孤食の事について、お母

さん方は気にされています。そういう面では、食の事も盛り込み、たくさん食べられなければ駄

目だとか、何品食べなければ駄目という事ではなく、健やかに育つためには、というようなアプ

ローチがあったらいいと思います。 

安全面についても、通学路にボランティアのシルバーのおじさん達が立ってくださっていて、

安心して通う事ができるという部分も載せると、就学前の保護者の方も安心できるのではないか

と思います。 

（部会長） 

今、各委員から説明を受けました。「分かりやすい」という視点が、かなり出ていました。分

かりやすいという部分で、かなり意識していただいています。また、身に付けておくべき事、愛

着であるとか、自律・自立、自発性など、その辺りの内容面で追加をしていただいたという事と、

発達の過程、段階を追ってというところがイメージされているように思います。また、将来の子

ども像を示すという部分と、項目についてもご意見いただきました。項目を挙げてはどうかとい

うところで、まとめるというところをかなり意識したものになっています。 

これらの意見を踏まえて、事務局に、まとめ方についての議論をする上でのたたき台を用意し

ていただいています。まず、事務局から説明を受けて、それから論議していきたいと思います。 
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●資料２に基づき、説明 

（部会長） 

各委員から提供いただいた資料と事務局でまとめた資料２について、議論を深めていきたい

と思います。 

最終的なアウトプットの形式として、論議している内容を詳細に記録していく報告書と、分か

りやすいリーフレットの２つを作るという事でよろしいですか。 

（一同）（異議なし） 

（部会長） 

２つ作るという事で了承を得ました。資料２について、また、各委員からの提供資料につい

て、どのような事でも結構ですので、ご意見をいただきたいと思います。 

まず、報告書についてですが、私たちが論議して書き込んでいくところは、３の部分がほぼ中

心になるのではないかと思います。１、２は総則で、理念になります。尼崎の教育、保育の方向

性についても条例等ございますので、その辺りについて書く。それを元にして、尼崎市の子育ち、

子育てという部分につながっていくのではないかと思います。構成、リーフレット等についてご

意見いただきたいと思います。 

（委員） 

「身に付けておきたいこと」とありますが、受け取り方によっては、「身に付けさせておかな

ければならないこと」になるおそれがあると感じます。例えば、子ども同士がけんかをして手が

出た場合、「なんで叩くんや」「やめろ」と言って、あまり理由を聞きません。「どうして叩いた

の」とか「どうして壊したの」と聞かないで、「それは駄目でしょう」と頭ごなしに言ってしま

う事は多いです。それが、子どもたちの自尊感情などを摘み取っているように思います。親御さ

んとしては、悪気はなく、きちんと育てなければならない、こうあってほしいと思うあまり、そ

れを急いで子どもの気持ちや、なぜそうしたかという理由や、なぜ駄目なのか、という事も伝え

ないで言ってしまう事はよくあります。 

「身に付けておきたいこと」という言葉を見た時、真面目なお母さんほどあせりますし、でき

ていないという事に対して、我が子は駄目だと思い、子どもに対する評価が低くなり、認めてあ

げられないという事にもつながりかねません。ですから、私は、ぜひ子どもの言葉で書いてほし

いと思います。例えば、０歳児が寝ぐずりしている時は、眠くて気分が悪いのだとか、泣いてい

る時は、お腹が減ったのだとか、おむつが濡れて気持ちが悪いのだと。また、幼稚園にいく時に

泣く事もありますが、その時に、「早く泣き止みなさい」「早く行きなさい」とつい言ってしまう。

新学期に幼稚園が再開した時に、登園を嫌がる子どもがいますが、そんな時に、「はやく行き」

と言って、ぼーんと突き離す親御さんがいますが、それは逆効果だと私は思います。お母さんの

気持ちは分かるけれども、そうではなくて、一緒にいてあげて、「そっか。何が嫌なの」と聞い

てあげる。そうすると、「お母さんがいいの」と子どもは言います。そうしたら。「お母さん好き

やもんね」「お母さんがいいよな」と。「じゃあ、お母さんに、そこまで連れていってもらって、

あとでバイバイできるかな」と言う。なぜ嫌なのかという気持ちを聞いてあげないまま、こうす

べきだとか、こうあるべきだという事にばかり目を向けてしまう親が多いのです。子どもには、

泣く、ぐずる、反抗するという姿をしっかり出させてあげて、そして、こういう育ちがある、と

いうところをぜひ前面に出してもらいたい。そういう気持ちを受け取って、こういうふうに見て

いきましょう、というようにしていかないと、「あるべき論」ばかりでは、真面目な親御さんは、
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それに合わない我が子に対していら立ちますし、自分に対する育児能力の低さを感じたりするの

ではないかと思います。 

（部会長） 

 今の話は、委員に提供していただいた資料にある「内言」の部分の話だと思います。あるべき

姿はこうだからと、理想論やきちんとできる姿を書くだけではなく、ぐずるとか、けんかをする

とか、わがままを言うとか、無駄遣いをするといった姿も書く。それは発達の過程において、と

ても意味があるのだと。だから、いい部分だけではなく、ぐずるという事には、こういう意味が

ある、これも発達段階の一つだといったところを明記すべきだというご意見だったと思います。 

（委員） 

 「尼崎市の教育・保育の方向性」に、子どもの発達過程が書いてありますが、この他に計画の

中に、方法論のようなものが入るといいのではないかと思っています。それから、連続している、

つながっているという事はよく分かるのですが、連携しているという事がどのような形で見えて

くるのか教えてください。 

（部会長） 

 事務局より説明願います。 

（事務局） 

今、委員の言われた連携というのは、子育てについての色々な取組みや、市の様々な部署で行

われている子育ての取組みの連携という意味でしょうか。それがどこで見えるかというご質問と

いうことでよろしいでしょうか。 

（部会長） 

 委員が提供くださった資料に書いてある、家庭、地域、保育所、幼稚園、子育て支援施設、学

校、この辺りの連携がどう関わってくるかという意味だと思います。あとは、もちろん行政も関

わってくると思います。 

（委員） 

私達もその辺りが課題だと思っています。言葉では分かっていて、地域でも関わってくれて、

連携はしているけれども、本当に学校との連携ができているのだろうかと。おじいちゃん、おば

あちゃん達も、「地域で育てていこう」と言いながら、見守りはしてくれているけれども、「あん

たら、邪魔やからあっちに行け」「水を使ったらあかん」などと言われる事もあります。本当の

意味での連携とは何かという事が、この頃、気になります。 

（事務局） 

事務局の考え方としては、構成の中で申し上げますと、先ほど、連続性が大事だという話をし

ましたが、項目を立てて、連続性を記載するという形にしています。 

もう１点、３の③子育て家庭を取り巻く、地域や施設で重視する事、について書いています。

地域全体で子育てを支えていくという事もありますので、これは色々な子育てに関連する取組み、

行政も含めた取組みを、みんなで子どもを育てていくのだという事で、「重視すること」と記載

しています。これが表現として不十分であるならば、そこは修正していく事も考えます。  

（部会長） 

連続性というものは、一致している意見だと思います。その中で連携という事ですが、こうい

うネガティブな姿もあるよとか、こういう事ができるよとか、色々な事があると。できる事だけ

ではなく、できない部分にも意味がある。行為の意味を探っていくという部分で、目指す子ども
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像、身に付けさせたい事を書いていく。ただ、そこは連続性で描き出すけれども、それは２番だ

と思います。 

３番は、その事を支えていくために、色々なところでできる事は、いわゆる連携、例えば、あ

る時期は、非常に地域が重要になってくるかもしれない。就学間近になると、小学校との連携が

かなりクローズアップされるかもしれない。この辺りは、３で意識をして書く事になると考えて

いますが、どうでしょうか。事務局からの説明もそうだったかと思います。 

（委員） 

幼稚園の園長をやっていた時に、どこに助けを求めたらいいのか迷う事がよくありました。虐

待を受けている子どもや、発達障害の子ども、それも色々な症状があります。言葉が遅れている

子どもの相談には、どこに行ったらいいのだろうと悩みます。夜泣きが泣き止まないとか、全然

ご飯を食べないとか、乳児期に思い悩んで、もんもんとしているお母さん方もたくさんおられま

す。近くにおばあちゃんがいる、お姉さんがいる、友達がいれば、その人に聞けますが、保育所、

幼稚園に通っていなければ、そこに相談する訳にもいかず、１人で悩んでいるという親御さんが

たくさんいると思います。例えば、こんな時はここに電話をしてごらんよとか、気になったらこ

ういう所に相談してよとか、絵本だったら、こういう所にこんなのがあるよとか、遊び場なら、

こんな遊び場があるよというものを載せる。ただ、報告書は誰も読まないと思います。連携とい

うのは、子育てをしている家族を市が新しい子育てのシステムの中で、いかに吸収してあげられ

るか、拾ってあげられるか、受け皿になってあげられるかということで、それを電化製品の取扱

書のように、こんな時はここに連絡しましょうとか、ここに相談しましょうといったマップのよ

うなものが１冊手元にあるだけで、全然違うと思います。 

今は、縦割りになっていて、そこがうまく連携できていないと感じています。 

（委員） 

母子手帳にも色々書いてありますし、母子手帳と一緒に、母子健康手帳副読本という分厚い本

や、子育てハンドブック、どきどき子育てという本をもらいます。私は、この部会が始まるまで、

ある事自体、忘れていました。ちょっと分厚いという事もありますが、母子手帳もあまり見ませ

ん。これは私達保護者の方が悪いとは思います。誤飲の時はここ、眼科はここといった緊急連絡

先が書かれた小さなマグネットは冷蔵庫に貼ってありますが、一目で分かる、見やすいものをい

ただけたら、うれしく思います。 

（部会長） 

では、事務局お願いします。 

（事務局） 

今、委員から意見が出ていますように、どういった形で市民の皆さまに情報を伝えるのがいい

のか、一元化をどこまで進めて、お伝えした方がいいのかという事は、常日頃から課題として認

識しています。それについて、色々な場で市民の意見を聞くと、十分でないという意見をいただ

いているのも事実です。そういう課題を抱えていますので、この部会では、就学前の子どもが身

に付けておくべき事を中心に議論いただきたいと思っています。その議論の中で、大人や地域の

方、あるいは施設の方の連携、接し方について、この中で書いていく必要があると思います。例

えば、情報提供のあり方一つとっても、それだけでかなり議論が必要ですし、そういう事をする

のであれば、また別の形で議論が必要ではないかと思っています。そういうところは、また別の

ところに任せながら、この中で、大人や地域、各施設との連携には、どういう視点が必要かとい
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う事を、事務局として書いてはどうかと思っています。 

（部会長） 

大人のあり方については、この部会でもかなり出てきています。大人も色々な立場があります

ので、この部会では、３の部分で、その関係性を詳細に述べていく必要があると思います。見や

すいものを作るというのは、本部会の範疇を超えてしまう部分があるとは思いますが、ただ、こ

の意見は、生かしていただきたいと思います。そういう意見が出ているという事で、行政にも考

えていただけたらと思います。本部会の役割としては、何を身に付けさせるか。そして大人やそ

の周りの連携までを述べるという事で、確認をしたいと思います。 

他にご意見ございませんか。 

（委員） 

 先ほど、「就学前に身に付けておきたいこと」という表現が、保護者にとっては「身に付けさ

せなければならない」と思ってしまうのではないか、しんどい思いをするのではないかと言われ

ましたが、すごくよく分かります。親御さんからも、この事についてよく相談をいただきますし、

悩んでいる方もおられます。一方で、最低限の事もなかなかできない家庭であったり、保護者自

体が子育てに興味がないという家庭があったり、非常に多様化している状況を保育現場ではよく

見かけます。すごく熱心な家庭がある反面、非常に無関心な家庭があるという中で、身に付けて

おきたいというのは、絶対にこうでなければならないという事ではなく、その前の、目指す子ど

も像ということの統一の中で、最低限こういう事は大事にしてほしいとか、尼崎市全体で、して

いきたいところはしっかり押さえておく。ここがぼやっとしてしまうと、部会や報告の方向性が

拡散してしまうように思います。資料にある、他の市町村のカリキュラムを見た時に、幼児教育・

保育にかなり特化しているように思います。これが今、議論している尼崎市のものと大きく違う

ところだと思います。今、我々が議論しているのは、保護者も含めて、家庭教育を念頭に置いて

いる事だと思います。今回は、カリキュラムはありませんが、家庭教育の中のおおらかさ、やわ

らかさと、専門教育、特に保育園、幼稚園、認定こども園、それから子育て支援関係に携わって

いる専門者とは少し色合いが違ったり、目指すべき像、方向性というのは、違いと言ってしまう

とおかしいのですが、線引きというか、より専門性の高いところで話をしてもいいのではないか、

と話を聞いていて思いました。 
（部会長） 

 家庭の事情が多様化している中、まずは目指す姿をしっかりと描いていくという事。その中で、

まさにらせん的な成長であるというところで、いい事ばかりではなく、悪い事もある。その辺り

を、保育や家庭の中でも、支えられるようにしていくのが本市の特徴であるといったことなどを

概観してお話しいただいたように思います。色々とご意見をいただきましたが、目指す子ども像

を描きながら書いていくという事で、この辺りは共通理解できたと思います。 
それから、今度は、内容についてですが、項目を提示していただいている委員もおられますが、

この項目を作っていくという事で、これまでも色々なご意見をいただきましたが、まず、大きな

柱立てが必要だと思います。その辺りのまとめ資料を用意いただいておりますので、事務局より

資料３について説明していただきます。 
 

●資料３に基づき、説明  
（部会長） 
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 前回の資料２はお持ちでしょうか。自分自身について、生活に関する事、他者に関する事、

遊ぶ力、遊びを作り出す力という大きな項目があったかと思います。そして、さらに細かくいく

つかの項目に分かれています。柱というのは、情緒の安定、基本的な生活習慣の確立など、その

辺りを柱にして、連続性と関係性というもので、社会性の広がりがイメージされるようになりま

す。そして、自己肯定感、将来への憧れという事で児童期に入っていくという事で、さらに連続

していくという事です。こういうものを用意していただきました、これについて、ここを確定し

て、今度は書き出していくという事になりますが、いかがでしょうか。ご意見をいただきたいと

思います。質問でも結構です。 
（委員） 

 自分自身の事や、１、２、３、４、５はこれで決定していこうと思っておられるのでしょうか。

ただ、もっと他にも入れてもいいのであれば、宿題として考えてきたいと思います。 
（部会長） 

 今言われているのは、前回の資料２のことでしょうか。この資料がないと、議論進みません

ので、事務局ありますか。 
（事務局） 

少しお時間いただいて、用意いたします。 
（部会長） 

 待っている間に、今回の資料３についての話に戻ります。表は、イメージとしては、これま

でいただいた意見を、視覚的に大きな項目として整理するものです。リーフレットではなく、こ

の表を前において、後で項目を書き出していくイメージです。今までご意見いただいた連続性と

関係性、あるいは連携という部分もあるでしょうし、それぞれご意見をいただいた各項目を柱に

まとめる。項目がぶら下がっているという説明を今、事務局からいただきましたが、その項目が

この資料となります。 
（事務局） 

１回目、２回目の部会で特にいただいていた「身に付けておきたいこと」という事で、項目で

いただいたものを、第３回の部会でまとめ上げたものが資料２です。この項目の切り口を変え

て、レベル感を合わせるという事も含めて、大きく記載したものが資料３です。これがリーフ

レットになるわけではありません。基本的な生活習慣の確立の中には、例えば、食事や排泄、自

分の事は自分でするといった意見もありましたが、こういう部分を、この中で具体的なものとし

て項目立てをする。前回の勝木先生の資料などでも、生活習慣の中には、例えば、自立や排泄な

ど、項目毎に整理されていると分かりやすい、といったご意見もありました。少し大きな項目で

まとめて、具体的な項目をぶら下げていくという事になりますので、ここの部分は、もう少し柔

軟に考えられると思っています。大きな柱を立てた後、ぶら下げるものは、少し柔軟に取扱いが

可能だと思っています。この大きな柱で、ある程度のものが包含されている形になっていて、そ

の中で、これはこちらに入る、これはこちらとも関係するという事を細かく記載する時にご議論

いただければいいのかなと思い、少し大きな柱立てを意識してまとめました。もちろん、全て網

羅的に入っているものではないと思いますが、そういった形でご理解いただければと思っていま

す。 
（部会長） 

 今の説明によると、例えば、情緒の安定というものを見たときに、これは大きな柱であると。
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情緒の安定という事でいくならば、ここに、自分自身の事、生活に関する事、他者に関する事、

遊ぶ力、遊びを作り出す力など、そういう項目で書いていく。この項目をかなり意識しながら、

ここに挙がっていない事も必要なら入れていく事も可能だという理解でよろしいでしょうか。 
（事務局） 

 大きな柱として、ある程度、固めていかないと議論も難しいと思いましたので、まず、こうい

う柱立てを意識し、あとは、項目として全てが記載できるかは分かりませんが、部会長がおっし

ゃったように、この中にはこういうものが含まれる、という形にしてはどうかと考えています。 
（部会長） 

 項目や柱だけではなく、例えば、発達の連続性の場合、区切りや関係性なども、たたき台とし

て出ていますので、様々な点についてご意見をいただきたいと思います。今まで議論してきたも

のが柱になっています。柱の中に項目をぶら下げるという事で、例えば、食についても項目とし

て書く事になるという事です。まず、柱はこれでいいでしょうか。 
（委員） 

 情緒の安定、基本的な生活習慣の確立、社会性は、育ちの中で子ども達が身に付けるべき方向

になると思います。３つ目の自然体験と原体験の活動については、原体験という言葉は、教育関

係ではよく使う言葉ですが、一般の保護者の方にとっては、あまり聞き慣れない言葉ではないか

と思います。誰を対象に言っている言葉なのでしょうか。 

また、情緒の安定と並んで、基本的な人との関わりも重要だと考えます。この中に、人との関

わりを付け加えるとよいのではないかと思いました。 

就学前という事で、横軸が「６歳まで」「６歳から」となっていますが、７歳の就学時点で、

こういった事が身に付いていれば、もっと良い自己肯定感、将来への憧れが持てるという事を示

せば、もっと分かりやすいと思います。 

 それから、「他者」という言葉は、切り離された感じを受けます。もっと適切な言葉はないで

しょうか。 

（部会長） 

 たたき台を元にしたご意見をいただきました。自然体験等の原体験が、他の３つに比べて異質

ではないかというご意見です。また、人の関わりを加えてはどうかというご意見もいただきまし

た。そして、その連続性と７歳時点の姿を描いていく。そこを描いてから、次へつなげていくと

いうご意見でした。 

それから、「他者」という言葉について、Ｉ、You、Theyという広がりの中でいうと、広がっ

ているというイメージでしょうか。 

（委員） 

 他者という言葉は、そこで消えてしまうようなイメージ、内と外という明確な線引きができて

しまうようなイメージがあります。ふさわしい言葉がないか考えてみます。 

（部会長） 

 考えてくださるという事です。 
（委員） 

 「他者」の代わりに「社会」という言葉はどうでしょうか。 
（部会長） 

私、お父さん、お母さん、親戚があって、友人や地域のおじさん、おばさんは社会だという事
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ですね。素晴らしいご意見をいただきました。このように、どんどんご意見いただきたいと思い

ます。柱の中に項目を意識してぶら下げるという説明がありましたが、この辺りを意識して書い

ていくという事です。 
（委員） 

 自然体験等の原体験については、よく言われている自主性や主体性という事になるでしょう。

教育用語では、当たり前のように自主性、主体性という言葉を使いますが、保護者の方にとって

はどうでしょうか。 
（部会長） 

 専門用語としては、自主性、主体性、社会性というものの関わりが結構出てきますが、専門用

語で終わってしまってはいけないと思います。先ほど、ご指摘がありましたが、これはカリキュ

ラムの作成ではなく、尼崎市の子どもに身に付けさせたい事を示すものですから、当然、家庭で

の姿もあるわけです。そこで、自主性を柱にした時にどうかという点について、市民委員の方の

ご意見をお伺いしたいと思います。 
（委員） 

 以前、自主性、主体性は、遊びの中で獲得していくという話がありました。遊びを通じて主体

性が身に付くとか、アイデアが生まれると書かれると分かりやすいと思います。 
（部会長） 

 柱として自主性、主体性という言葉を使ったとしても、項目の部分で、遊びや生活に関わる事

を通して書けば分かりやすいというご意見でした。 
（委員） 

 自主性、主体性とはどういう事か教えてください。 
（委員） 

 簡単にいうと、自主性というのは、小学校の学級で、「これ分かる人」「これ、どう思う」と言

われて「はい、はい、はい」といって発表する事で、こういうクラスは自主的なクラスだと思い

ます。「先生、何をしたらいいの」とか、「次、どうしたらいいの」と指示待ちをするのは、依存

的であるといえます。要するに、遊びの中でも、木に登ったり、虫を探しにいったり、子ども自

身が色々な事に興味を持ったり、したい事があったり、自分の思いを出せるという事が自主性だ

と思います。 
 厳しいしつけをされると、子どもたちは、お母さんの顔色をうかがいますから、お母さんの顔

色を見ながら答えを言ったり、行動をしたりする事があります。 
（委員） 

 主体性というのは、どういう事でしょうか。 

（委員） 

 主体性というのは、簡単にいえば、自分が主人公だと思って生活できているか、という事だと

思います。「これをしなさい」「あれをしなさい」と言われなくても、子どもたちが色々な事を考

えながら、例えば、砂場に行った時に、一所懸命これやって、あれやって、こんなことして、山

を作ってと、創造力を働かせて、イメージして、自分なりに考えを持って、それを行動に移す事

ができる。失敗もしますから、生きる力ともリンクするところがありますが、失敗した時にも試

行錯誤しながら、何とか色々な事をやろうとする力です。自らが主体となって、主人公だという

意識でできるという事です。 
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（部会長） 

 他人に指示されずに行動する事だと思います。自主性と主体性というのは、よく似た言葉だと

思います。もし並べるなら、自発性と主体性という方がいいかもしれません。自発性というのは、

学習指導要領の改訂の中でも書かれていますが、つまり、心を揺さぶられる事によって動き出す、

つまり、自分で動こうとする事。例えば、勉強でも遊びでも、基本的な生活習慣に関わる事でも、

自分がやってみたい、という揺さぶりのようなものを、今回の学習指導要領の改訂で、かなり重

視しているのですが、その辺りは自発性だと思います。その心の揺さぶりによって、自分でやっ

ていこうとして、自分でやっていく姿が主体性です。 
自発性というのは、自分でやってみたい。そして自分でやってみたいという事を、「内言」と

して、自分の中で色々と対話をしていく。そして、自分で考えて、色々と試行錯誤を繰り返して

いくという姿が主体性だと思います。だから、自主性、主体性と並べるのであれば、自発性と主

体性とした方がいいかもしれません。 
（委員） 

 小学校に行った時に、どのような子が自主性、主体性を持っていると思われますか。 
（部会長） 

 これは大切な柱を描き出す論議の一つになります。 
（委員） 

 自主性、主体性を持った子ども、持っていない子どもと両方いると思いますが、成長するにつ

れてどのようになりますか。 
（委員） 

 何でもやりたい、発表したい、というのが自主性です。先生に、「こうしなさい」と言われて

やるのではなくて、進んでやるような子を自主性のある子と表現をします。先生に言われてする

子、やらなければいけないからやる子は、あまり自主性がないという事になります。だんだん成

長するに従い、自分からやると、周りから「何をいい格好してるんだ」などと言われて、あまり

目立たなくなっていく子どもいます。何でもやりたい、という意欲のある子が自主性のある子ど

もだと思います。 
（部会長） 

 話を戻しますと、この意見が出てきたのは、柱の中の、自然体験等の原体験の手段についてで

したが、そうではなくて、そういうものを通して何を身に付けるかとなると、自主性、主体性と

いう言葉が出てきたと。この自主性というのは、非常に分かりにくい言葉ではないかという事で、

今、論議を繰り返しているのですが、主体性、自主性、自発性を柱にする事について、ご意見い

ただけますでしょうか。 
（委員） 

 自主性、主体性について、２歳までは何も書かれていませんが、ミルクを欲しがるとか、自分

でおもちゃを取りにいくというのも主体的な活動ですので、主体性という柱になるのであれば、

赤ちゃんの時期も入れてもいいのではないかと思います。 
（部会長）  

柱の帯の長さについてご意見いただきました。どの辺りで書き出せるかという事は、論議しな

ければなりません。もし入れるならば、赤ちゃんの時期から書けるのではないかという意見でし

た。 
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（委員） 

 自発性、主体性についてですが、持って生まれた性格もあり、家庭でもなかなか自主性を発揮

できない子どももいます。それも間違いではないと思います。保護者の方に、○×チェック表の

ように受け止められないような表現にする事が大事だと思いました。 
（部会長） 

 こうあるべき、ではなく、こういう姿もあってもいいというご意見でしょうか。。 
（委員） 

 先に自主性、主体性があって、こうならなければならない、ではないという意味です。 
（部会長） 

 分かりました。ありがとうございます。表現方法に気をつけなければならないというご意見で

すね。自発性という言葉で一つ思い出した事があります。学習指導要領の改訂で、特に総合的な

学習の時間で、探求という事がかなり重視されるようになりました。探求というのは、答えあり

きで、それを求めるために無機質な作業をするのではなく、答えはどう出てもいいけれども、自

分が、これはやってみたい、調べたいという事を追い求めていく力、すなわち、探求というもの

を、今回の学習指導要領でかなり重視しています。その辺りが、一言でいうと自発性になると。

それが乳幼児期に下りてきた時に出てくるのが、やってみたい、おっぱい欲しい、おむつ気持ち

悪い、という辺りになってくるのではないかという事で、私は自発性という言葉を使いました。 
帯の長さについてのご意見が出ましたが、主体性、自主性の辺りになってくると、もう少し帯

の長さが変わってくる。こうする事によって、こういう育ちになるという表現の仕方が重要だと

いう意見をいただいています。 
（委員） 

 情緒の安定があり、生活があり、遊びは学びといえるため、遊びにまとめていいのではないか

と思います。遊びから学ぶと。学び方は、自発性があったり、主体性だったりしますので、遊び

から学ぶという表現はどうでしょうか。 
（部会長）  

 柱の話ですね。 
（委員） 

 はい。 
（部会長） 

 項目の中にある「遊び」を上位概念にしてしまうという事ですね。 

（委員） 

 情緒の安定があって、生活があって、遊びは学びですので、どういう学び方をするかという事

があってもいいのではないかと思います。 
（部会長） 

 「遊び」を柱としてはどうかというご意見です。自然体験等の原体験は異質だと考えられると

いう事ですか。 
（委員） 

 難しいですね。 
（部会長） 

 難しい表現だというご意見です。 
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（委員） 

 柱を「遊び」にすると、遊びの中で情緒の安定、人との関わりが育ってくるので、リンクして、

項目として書きやすいかもしれないと少し思いました。 
（部会長） 

 書きにくいというご意見でしょうか。わからないけれど、リンクするから、書きやすいかもし

れないという事ですね。 
（委員） 

 はい。 

（部会長） 

 書く事を意識した時に、情緒の安定も遊びの中で書けるかもしれないということでしょうか。 
（委員） 

 子どもが就学前に身に付けておきたい事というのは、もしかしたら、ほとんどが遊びの中で身

に付けられる事が多いのではないかと思います。小学校に入るまでに身に付けておきたいことと

して、遊ぶことと、生活に必要な、食べる、排泄、寝るという柱の立て方もあるのではないかと

思いました。 
（部会長） 

 もう一度お願いします。 
（委員） 

 遊ぶ、食、寝る、排泄。 

（部会長） 

 食べる、寝る、が柱になるという事ですか。項目ではなく。 

（委員） 

 遊ぶ、には、情緒の安定、社会性も含まれるのではないかと思います。そうなると、全体が、

遊ぶ、のくくりになるのではないかとも思います。遊び方が変わっていく。それで、つながりが

変わってくる。自分の情緒も安定してくる、という事につながるのではないかと思います。 

（部会長） 

 難しいですね。 

（委員） 

 遊びというのは、本当に保育の中の大切な分野になると思いますが、質的に変わっていく部分

もあると思います。０歳児の遊びと、２歳児の遊び、４歳児の遊び、５歳児の遊びは全然違いま

す。質という部分を見た時に違いますので、「遊び」という言葉にして、逆に、簡単にやればい

いと思われても困ります。 

 先ほど、自主性と主体性の違いについて質問がありましたが、子どもたちは、よくお母さんや

先生の真似をして遊びます。社会性が３歳ぐらいから身に付いてきているというのは、自主的に

見立て遊びをするというところから分かりますが、特別な存在としてのあの子が好きで、あの子

と遊びたいとか、あの子の真似をしたいという憧れや、引き合っているものが社会性として３歳

ぐらいから出てくると思います。 

はいはいも、口に物を入れるのも自主性ですが、４歳ぐらいになった時に、メタ認知といって、

自分の事を客観的に理解しようとする時があります。「３歳までは雲の中」といって、イメージ

で遊んでいる部分がありますが、４歳ぐらいになると、状況判断ができて、自分がどうなりたい
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かという明確な意識が芽生えてきて、昨日、今日、明日が理解できるようになります。昨日、こ

れをやったから、今日はこれをする。だから明日はこれをするといった論理的な思考がここで培

われてきて、それによって全く遊びが変わってきます。見通しを持った遊び、あるいは計画的に

物事を進めるとか、他の子を巻き込んだり、一緒にしたりするという事になっていきます。そう

いうところでは、自分がやりたいという事で駄々をこねていては駄目ですから、我慢をする事を

覚えたり、どうにかして折り合いを付けるという事を覚えたりします。そういうところが主体性

になっていく。自分のわがままを通すというのは、主体性ではありません。主体性というのは、

自分をコントロールするという事も含めています。遊びというのは、０歳からずっとつながって

いますが、遊びの中の質の違い、子ども達の育ちの違いを、もう少し明確にした方がいいと感じ

ます。 

（事務局） 

 たたき台を事務局で出している関係で、柱についての事務局の考え方を説明させていただきま

す。その上で議論を進めていただければと思います。就学前は、遊びも含めた環境を通して成長

していくと考えています。遊びを柱に立ててはどうか、遊びは色々なところと関係性があるとい

うご意見の中で、事務局としても、遊びは、当然、重要なものだと認識をしています。柱立ての

中のものを身に付ける場合、ほとんどのものは遊びを通して身に付けられるのではないかという

事です。例えば、情緒の安定は、遊びを通した母親との関わりの中で育まれるという事もあると

思いますし、基本的な生活習慣についても、遊びの中で確立されていく事もあるのではないか。

また、自然体験等の原体験については、表現の違いはありますが、遊びを通してという事になり

ますし、社会性というのは、当然、友だちとの遊びの中で、他者との関係を築くという面で身に

付けられるという事も考え、現時点では、事務局としてはこういう柱立てをしています。 

（部会長） 

 遊びが、それぞれの柱に関わる事だというのは、その通りだと思います。ただ、ここに遊びが

入ると、自然体験等の原体験と同様に、異質ではないけれども、他の柱とのすみ分けが分かりに

くくなるのではないかと思います。主体性や自主性、食べる、寝るという事を柱にする。あるい

は、項目の中でそれを意識するかというところは、非常に重要な論議になってくると思います。

もう少し、柱立て、項目ついてご意見いただきたいと思います。 

（委員） 

 先ほど言われた、遊びを全体性で捉えるという事は、非常に大事な視点だと思います。ただ、

子どもの生活を全部遊びと言ってしまうと、それ以上、発展しにくい場合があります。委員の提

供資料に書いてある信頼感というのは、多分、エリクソンという方の理論がベースになっている

と思います。情緒の安定、基本的な生活習慣もエリクソンの考え方だと思います。エリクソンは、

子ども達は社会性の中で発達していくという事を軸に考えていて、まずその前提として、信頼感

が一番大事であると。次に、しつけや生活習慣といった自律性。それから、遊具で遊ぶという事

が入ってくる。順序性、時期的なものも大体合っているように思います。そういう意味では、３

番目を遊ぶ、学ぶ、意欲といった言葉に置き換えた方がいいように思います。遊びの質として、

自ら意識を持って遊ぶようになり、その後、社会性となると、順序は非常にきれいだと思います。

そういう意味で、３番目は言葉としては違和感がありましたが、遊び前提で考えるのは正しい事

だとは思います。ただ、並べた時に、今、おっしゃった事と、ここで出てきている「遊び」につ

いては、質が違うのではないかと思います。 
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（部会長） 

 意欲も柱の一つの候補になるのではないか、というご意見をいただきました。主体性、自発性、

自主性、意欲というように、意欲について柱としてどうかというご意見でした。各委員から提供

していただいた資料等からみても、事務局のたたき台というのは、非常に分かりやすいというご

意見だったと思います。３つ目に違和感があるという事でしたが、各委員、どうでしょうか。 

（委員） 

 この図の使い方として、２の①で、子どもの発達過程として、例えば、情緒の安定は６カ月ま

で、１歳までというように、育つ過程を押さえる。そして３の②では、発達するけれども、放っ

ておいて育つものではない。だから、必要なことを身に付けるために、この時期にはこういう事

を意識し始める、そして、だんだん完成していくというような事が、この図を使って説明できる

と思います。この図は、２の①と３の②の２つを包含しているので、議論がまとまらないのでは

ないかと感じました。 

２の①では、発達過程について、一般的に１歳の時はこうですよ、３歳の時はこうですよとい

う事を書くのではなく、この図を活用する形で、情緒の安定、基本的な生活習慣の確立、自発性、

主体性や意欲という側面から順番に子どもの発達過程を捉えていくと、３の②のところで生きて

くるのではないかという印象を持っています。ただし、３つ目の、自然体験等の原体験という言

葉が適切かどうかという事、また、４つ目の、社会性を、人と関わる力とか、コミュニケーショ

ン力といった方が分かりやすいのではないか、という気はしました。 

（部会長） 

 社会性を人と関わる力と言っていただきました。報告書の構成において、私は先ほど３を中心

に書けばいいと言いましたが、やはり１、２もその辺りを概略して、さらに３で具体的に書いて

いくという事が考えられると思います。「自然体験等の原体験」という言葉に違和感があるとい

う事ですが、何か言い換えるのにふさわしい言葉はありませんか。今まで、主体性、自主性、意

欲といった言葉が出ていますが、何かありませんか。 

（委員） 

 順序性でいくと、エリクソンかマズローの考え方を参考にするのでしょうか。 

（委員） 

エリクソンだと、主体性を支持しているのでしょう。脳科学的にもそういう事になります。 

（部会長） 

 そうですね。やはり連続性でいうと、小・中・高で重視されているものも、やはり主体性、自

主性という事になります。それならば、乳幼児期の柱としてどうあるべきか、尼崎の子ども達に

とって、どのように育てていくかが大事だろうかとは思います。これは個人的な、一委員として

の意見です。 

（委員） 

 私も表現的に、自然体験等の原体験というのは分かりづらいと思いました。順序立てて考えて

いく中で、先ほど資料の中で、遊びだけではないのかもしれませんが、遊ぶ力、遊びを作り出す

力が３本目の柱になっているのではないかと思います。表現的にいうと長いかもしれませんが、

遊びだけではないとなりますが、この中の文章に、遊びや活動の中での目的意識、そのためにど

うしたらよいかを考えながら解決していく方法。こうしたことを育てるのは、自主性であり、自

発性であり、主体性だと思います。 
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（部会長） 

時間がまいりました。まず、確認としては、たたき台として出していただいていますが、この

資料３がリーフレットになるというわけではなく、書いていくイメージとしての原案となるも

のです。今日、沢山ご意見をいただきましたので、その項目と柱の関係を今日、いただいた意見

を基にして、部会長と副部会長で再度調整し、次回、出した方がいいと思います。今日は、それ

で収めたいと思います。今日、出てきたご意見をどこまで反映できるか分かりませんが、お任せ

いただいてもよろしいですか。 

一同 

 （異議なし） 

（委員） 

 一つだけよろしいでしょうか。先ほど、この表に７歳を入れてはどうかという意見が出ました

が、７歳を入れるとなると、単に「遊び」という切り口はまずいと思います。平成元年に学習指

導要領が改訂された時に、小学校以上では、自ら学ぶ意欲を育てていく事が、これからの時代、

大事だという事を趣旨として改訂されています。そう考えると、幼児期には、自ら遊ぶ意欲。小

学校になると、自ら学ぶ意欲というところにうまく融合していくようなイメージがあると、７歳

のところのつながりがうまくいくのではないかと思い付きました。 

（部会長） 

意欲という事も言っていただきました。７歳というご意見もいただいていますので、もう一度、

今日の意見をまとめて、事務局とも相談しながらまとめていきたいと思います。調整を一任いた

だけたという事で、次回、またそれを出していきます。また、本部会の検討事項、役割として、

就学前に何を身に付けるべきかと共に、保育所、幼稚園、認定こども園といった施設や地域型保

育給付事業等に対する尼崎市の基本的な考え方を出すという課題もあります。この事についても、

進めていく必要があります。次回、柱と項目についても話し合いますし、次回以降は、施設のあ

り方という部分についても考えなければなりませんので、よろしくお願いします。 

中間の答申が11月という事で、時間的には厳しいですが、かなり意見が出てきましたので、

もう一度整理したもので次回検討していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

２ その他 

●次回の日程等の事務連絡 
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