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尼崎市子ども・子育て審議会 

第５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30日（月） 午後６時30分～午後８時20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 
勝木委員、小﨑委員、瀧川委員、田邉委員、西川委員、橋本真紀委員 

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）基本的な項目の取りまとめについて 

（２）その他 

資 料 

・資料１ 第４回 就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 

・資料２ これまでの部会の意見整理② 

・資料３ 小学校における教育について 

・参考資料① これまでの部会資料で関連するもの 

・参考資料② 小学校での生活について   

 

 

開会 

 ●配付資料の確認 

 

１ 基本的な項目の取りまとめについて   

 ●資料１に基づき、説明  

（部会長） 

 ただ今説明いただきました資料１について、質問や確認しておきたい事はありますか。また、

ご意見等ありましたら、後ほどでも結構ですので、お出しいただきたいと思います。 

 それでは、審議に移りたいと思います。前回、最終的なまとめまでを意識して、大きな柱立て

という視点で作成した、たたき台を前回の資料３で用意していただき、意見交換を行いました。

今回の審議のために、これまでの部会資料で、関連するものを参考資料①として配布していま

す。前回の資料３では大きく４つの柱が出ており、その内の３つ目の「自然体験等の原体験」

について、多くのご意見をいただきました。いただいた意見を加えて、私と副部会長、そして事

務局で資料を再整理したものが今回の資料２です。カラー刷りで分かりやすく印刷しています。

これについて事務局から説明願います。 

 ●資料２に基づき、説明  

（部会長） 

 今日の大きな議題となる部分ですが、皆さんの議論を深めていきたいと思います。資料２は

リーフレットを作るためではなく、何が大事かという柱を描き出すためのものです。これについ

てご意見をいただいた後、報告書とリーフレットについて議論いたします。ですから、これはリ

ーフレットではないという事を確認しておきます。 

それでは、資料２についてご意見いただきたいと思います。どなたからでも結構です。よろ
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しくお願いします。 

（委員） 

前回のたたき台に比べて、とても見やすくて、分かりやすくなったと思います。リーフレット

としても使えるのではないでしょうか。特に、下から上がっていくように書かれている点、カラ

ー印刷されている点、グラデーションを使って表されている点など、大変分かりやすくなってい

ると思います。 

右上の（仮）笑顔輝く、あまっ子（たたき台）は、一文で示されていますが、できましたら、

細かく区切って、「・健やかで心豊かな子。・主体的に探求、想像、表現する子。・仲間とともに

育ちあう子。」とした方が分かりやすいのではないかと思います。現状では、見にくいように思

います。 

（部会長） 

 前回の議論の中で、目指す子ども像があった方がいい、というご意見がありましたが、たたき

台の文章を短い文にしてはどうか、というご意見をいただきました。 

（委員） 

 年齢をぼやかしている点はいいと思いますが、現場にいる者の意見として聞いてください。私

は、「社会」も「家庭」も「自分」も、全て胎教から始まっていると思っています。施設であれ、

家であれ、「して見せる大人」がいる事によって、子どもたちは見て学んでいます。それが全て

胎教の段階から始まっているという事を、私たちはとても誇りに思って保育をしています。そこ

がぼやけると、どうなのだろうなと。して見せる大人がいて、それを見ている子どもたちが学ん

でいるという辺りを、もう少しはっきり示せたらいいと思います。して見せる大人たちが自然体

験をしておらず、物事を知らなすぎるので、胎教の辺りから、おさらいして欲しいと思っていま

す。 

（部会長） 

 胎教の重要性をこの部会でかなりお話しいただいていますが、胎教は、項目①～⑤のどこにな

るのでしょうか。 

（委員） 

 全てです。大人たちの弱い点をたどっていくと、時代や人が原因なのではなくて、胎教がしっ

かりされていないからなのです。そこをちゃんと押さえないと、輝く尼崎の子どもとは言えない

のではないかと思います。まずは胎教をしっかりしていきたいと思います。 

（部会長） 

 胎教は、全てにおいて大切なので、項目に振り分けたくない、というご意見をいただきました。 

（委員） 

 きれいで、見ていて、よく分かる資料だと思います。全体的には完成度が高いと思いますが、

この表には、何を表しているのかという、どのような題目が付くのでしょうか。 

 「家庭」の中に、「親戚」「保護者」とありますが、「親戚」には、「兄弟」「祖父母」が入らな

いイメージがあるので、「兄弟」「祖父母」も入れた方が、全体を包括するのではないかと思いま

す。 

 ③の「基本的な生活習慣の確立」について、⑤では「獲得」といういい方をしていますが、「確

立」とした場合、それが完成するというイメージが出てきてしまうので、ここも「獲得」の方が

いいと思います。そうなると⑤と重複するので「確立」でもいいようにも思いますが。 
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 一番右の「自己肯定感」はいいと思いますが、「将来へのあこがれ」は漠然としています。こ

れは「夢」「希望」とした方が、もう少しポジティブな感じがして分かりやすいと思います。 

（部会長）  

 ４つご意見をいただきました。題目というのは、どのようなイメージでしょうか。 

（委員）   

これ全体が何を説明しているのかという事です。 

（部会長） 

分かりました。 

それから、「兄弟」「祖父母」を入れた方がいいという事。③基本的な生活習慣の確立は「獲得」

の方がいいのではないかという事。それから、「将来へのあこがれ」は、このようにしてはどう

かというご意見をいただきました。とにかく今は、意見を出していただくことが重要だと思いま

すので、引き続き、ご意見をお願いします。 

（委員） 

年齢が０歳から始まっていますが、０歳未満から考えるというのが、最近のトレンドですので、

その辺りを加味していただけたらと思います。 

表について、縦軸と横軸をうまく整合させるのが、難しいように思います。例えば、①愛着の

形成については、家庭のところが色濃くなっていて、そこのウェートが大きいと判断できますが、

②情緒の安定は、一番下に位置していますので、家庭や社会との関わりがどうなのか分かりませ

ん。横軸の年齢との関係はよくわかりますが、縦軸とリンクさせるのが難しいように思います。 

（部会長） 

②情緒の安定は、「自分」だけではなく、「社会」や「家庭」も関係しているという事で、それ

をどのように表現するか、というご意見をいただきました。縦軸の関係性で見ると、確かに色々

な所に入ってはいますが、基盤だという事で、下に位置させたのではないかと思います。事務局、

その点についていかがでしょうか。 

（事務局） 

 今、ご覧いただいている資料は、平面で表現しているため、このような形になりますが、例え

ば、⑤人と関わる力の獲得は、「社会」「家庭」「自分」の全てが関わっています。つまり、黄色

は、緑や赤の下に入り込む形になります。横から見ると、積み上がっているように見えて、かつ、

奥行きで見ると、黄色が一番奥にあって、緑、青、赤の一番下に黄色があるという形になります。 

 委員がおっしゃった、②情緒の安定は、家庭に関わるとは答えられない部分がありますが、実

際、情緒が安定するには、まず自分に関係あるという事で、「自分」の所に位置させています。

③基本的な生活習慣については、「家庭」と「自分」で整理ができるという事で、青い帯が赤い

帯の下に滑り込んでいく形にしています。かつ、④様々な体験・経験の蓄積は、「家庭」と「自

分」にも関係しているという事を表したかったのですが、平面のため、横から見たものでしか表

現しきれませんでした。 

横軸と縦軸の関係が難しいのですが、一番上に乗っている項目は、一番奥に入って「社会」「家

庭」「自分」全てに関わるという事です。そのように考えて表を作ったのですが、伝わりにくか

ったかもしれません。 

（部会長） 

②情緒の安定は、③基本的な生活習慣の確立の下に入り込んでいるというイメージですか。 
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（事務局） 

そうですね。社会がどこまで入るかいう問題はありますが、基本的には②情緒の安定が全ての

土台になるという事で、一番下に位置させて表現しています。 

（部会長） 

 土台をイメージしたという事ですね。 

（委員） 

３Ｄ（スリーディ）で表現するとよいかもしれませんね。 

（部会長） 

 今、それを言いかけたのですがやめました。平面的に区切って見てしまうようなものではない

と思いますので、その辺りについて、どんどんご意見いただければと思います。 

（委員） 

母親として、「「遊び」は重要な要素」という言葉に救われます。就園すると、できない事ばか

りに目を奪われがちになりますが、どんな事を獲得していくにも、子どもにとっては遊びが大事

だという事は、赤文字で書いてもいいと思うぐらい、お母さんの味方になる言葉だと思います。 

「笑顔輝く、あまっ子」についてですが、私が子どもの頃、「伸びよ、あまっ子」というフレ

ーズをよく見かけました。子ども心にも、このキャッチコピーがとても印象的だった事を覚えて

います。大人だけでなく子どもも、自分たちはあまっ子なのだ、と思えるような題になるといい

と思いました。 

（部会長） 

 昔、あったキャッチコピーか何かですか。 

（委員） 

今でも続いています。 

（部会長） 

かなり定着している言葉でしょうか。皆さん、うなずいておられます。 

また、「「遊び」は重要な要素」という言葉は、①から⑤全て遊びの中で育んでいくという事。

そして、基本的な生活習慣は、遊びを通して身に付けられるという事が、「「遊び」は重要な要素」

という言葉で表されていて、とても安心できるというご意見をいただきました。 

（委員） 

書き方について、こだわるのはどうかと思うのですが、先ほど、表の書き方についてお話があ

ったので、お話しします。「こま」の形をした食育の表をご存じでしょうか。資料２の表を、食

育の表のように、こまの形で表してはどうでしょうか。真ん中の軸に愛着があって、情緒があっ

て、どんどん社会へ広がっていくというように示すと、情緒の安定が中心にあって、成長すると

いう事が分かりやすいと思います。 

（部会長） 

平面だけど３Ｄでかけるという、よくある「こま」の形のイメージで表してはどうか、という

ご意見です。今回は、基本的な考え方を確定するということですので、記載の方法については、

また、リーフレットなどで取入れられると思いますが、基本的な考え方としては、中心から周り

に広がっていくように捉えてはどうかという事でご理解いただければと思います。ちなみに、真

ん中が情緒の安定というイメージですか。 

（委員） 
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 はい。それがないと倒れてしまうのではないかと思います。下からだんだん大きく広がり、社

会に広がっていくということではないかと思います。この表がどういうような形で入るのかまで

は思いつきませんが、しましまで、情緒の安定も、だんだん太くなるのではないかと思います。 

（部会長） 

私自身、愛着の形成をどのように考えたらいいのか、と思っています。実は、副部会長と事務

局と相談した時に、どこに持っていったらいいのか、非常に悩みました。平面で縦軸と横軸の関

係で表すと、こういう形にしか表せません。その辺りについても、ぜひご意見いただきたいと思

います。その時に話し合ったのは、まず身近な人から愛着は形成されていくけれども、年齢が過

ぎたら、愛着の形成は終わるのではなく、広がりつつ形成されていくのではないかと。愛着とは

何か、というところから考えてみたのですが、その辺りについても、ご意見いただきたいと思い

ます。 

（委員） 

生まれてくるのを楽しみに待っていた、というところを大事にしていきたいと思っています。 

（部会長） 

 ０歳までも含めてという事ですね。やはり、それはずっと続きますね。 
（委員） 

 「生まれてきてくれてありがとう」とよく言いますが、その言葉をもっと大事に考えたいと思

います。 
（部会長） 

胎教の時期から、愛着の形成は関係するというご意見をいただきました。 
（委員） 

 ①愛着の形成の下にある「安全の確認」というのは、どういう事でしょうか。私はイメージが

つきにくいのですが、安心の確認なら分かるのですが。 
（事務局） 

 事務局の考えとしては、①愛着の形成から②情緒の安定に移る時に、家庭と自分の間に、生命

の安全を含めた安全を確立する事で、「安全の基地」という言葉もありますが、他への興味が出

てきたり、親から離れて遊べるようになったりする、といった意図で、このような表現にしてい

ます。愛着が形成される事によって、子どもにとっての不安が解消され、自分自身の安全が確保

される。例えば、不安を感じても、寄り添ってくれる人がいる、といった事から「安全の確認」

と表現しました。 
（部会長） 

 それに併せて、「安心の確認」という表現の方が、しっくりくるのではないか、という意見を

いただきました。 
（委員） 

私も、上手に作られたと思います。分かりやすい表だと思います。いくつか感じている事をお

話しします。表題は何かということに関わってくるかもしれませんが、結局、これは子ども自身

の成長として、生まれて、このように育っていくという事なので、関係性のところで「自分」と

するのは難しいように思います。なにしろ、全部自分のことですから。 
また、①愛着の形成を別の表現で、「心の安全基地の形成」だとか、「絶対的な安心感」といっ

た表現を聞く事があります。①愛着の形成と②情緒の安定は、表裏ではないかと思います。 
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もうひとつ、②情緒の安定の中に、「自分の価値の確認」と書かれていますが、これは、親、

兄弟、隣人、友達、先生、あるいは友だちからといった事もあるのでしょうが、これが１歳児か

ら始まっているとしたら、１歳児の子どもは自分の価値の確認をどのように表現するのかを考え

てみました。それを別の表現をすると、「大切にされている」、あるいは「認められているという

実感」という事だと思います。①愛着の形成と②情緒の安定は、非常に関連する事ですが、０歳

の子どもにとっては、安全の確認というよりも、安心感の方がいいのではないかと思います。 
（部会長） 

 愛着と情緒の安定は、表裏の関係であるという事です。これをどう表すかが難しいところです

が、安全よりも安心という言葉の方がいい、というご意見をいただきました。 
先ほど、「心の安心基地」とおっしゃったのでしょうか。 

（委員） 

 児童心理学者の平井信義先生は、よく「心の安全基地」という言葉を使っていました。 
（部会長） 

 物理的なものではなくて、心の安全ということです。事務局としても、同じ考えだと思います。 
（委員） 

 「社会」の中に「友人」とありますが、６歳ぐらいまでは、子どもの言葉で「友だち」とした

方がいいと思います。家庭の部分もそう思います。 

 ⑤人と関わる力の獲得で、人を思いやる・気持ちを理解する・我慢する・協力する・ルールや

決まりを守るとありますが、努力義務、ノルマのような感じがします。例えば、気持ちを理解す

る前に、けんかをする、衝突する事も必要です。これができていないから、今、おかしくなって

いると思います。また、「協力する」についても、協力する大切さを学ぶとか、あるいは、「ルー

ルやきまりを守る」ということよりも、ルールやきまりの意味を学ぶ、といった表現の方がいい

と思います。押し付けられて守るのではなく、自らその必要性に気付いて学んでいく必要があり

ます。 

また、「学び」の連続性、といいながら、ここで学びが全く登場していません。下手に学びと

いうと、早期教育になるのかなとも思ったりもしますが。 

 それからもう一つですが、「（仮）笑顔輝く、あまっ子」というのは、尼崎のスローガンですよ

ね、尼崎市社会保障審議会でもこの言葉を大切にされています。すごく素敵で、いいと思います。

ただ、健やかで、心豊かに、主体的にという書き方のうち、「主体的に」という言葉が、上の行

とは違って、「探求、創造、表現し」、「仲間とともに育ちあう」という、次の４行目、５行目に

かかっているように思いますので、書き方を整理していただきたいと感じました。皆さんが気に

ならないようであれば、このままでも構いません。 

 そして、「自己肯定感 将来へのあこがれ」とありますが、やはり子どもの時期であっても、

「豊かな人間性」を入れていただきたいと感じました。 

（部会長） 

 ４つご意見をいただきました。「友人」ではなく、よく現場で使う表現だと思いますが、この

時期ならば「友だち」、かつ、「だち」はひらがなにした方がいいのではないかという事。それか

ら、気持ちを理解する、思いやるというところまですぐ行かないわけです。ですから、学びとい

う視点で、学びという言葉はないけれども、葛藤し合う、ぶつかり合うという事を「⑤人と関わ

る力の獲得の中」に入れてもいいのではないかという事。３つ目としては、スローガン自体は非



 
 

7 

常に定着しているものだけれども、スローガンをもう少し整理した方が良い。それから４つ目と

しては、自己肯定感について、「豊かな人間性」という言葉があった方がいいのではないかとい

うご意見をいただきました。 

（委員） 

 安心、安全の確認という言葉は、どちらも大事だと思います。児童虐待の観点から考えた時に、

尼崎市の虐待件数が増加傾向にあるという中では、その前提として、子どもの安全が守られてい

るという事が、どこかに言葉として入っていてもいいと思いました。心情的には、安心の確認と

いう言葉になると思いますが。 

（部会長） 

 虐待の増加から考えて、安全という言葉を入れた方がいいというご意見です。 
（委員） 

 愛着というところかどうかは別なのですが、愛着という言葉が最もベースにある、という意味

では、①に入れてもいいかと思いますが。 
（部会長） 

どこに入れるかは別にして、安全という言葉は、重要なファクターであるというご意見でした。 
（委員） 

 先程の「友人」ではなく「友だち」の方がいいという意見に賛成です。保育士としては、⑤人

と関わる力や、④様々な体験や経験、③基本的な生活習慣の確立、に向けて、０歳から育ててい

くという事が表現できればと思います。 
（委員） 
 ③基本的な生活習慣の確立について、「見通しを持って生活できる」とありますが、この年代

では難しいのではないかと思います。他のことは、この時期ごろからでてくるのかと思いますが。 
（事務局） 

 カッコ内に書いている事は、書かれた位置で年齢を表現しているわけではありません。また、

見通しを持って生活する、というのは、大人の捉え方ではなく、例えば、一日の流れの中で、次

はお昼寝をするといったような、ざっくりとしたスケジュールを把握して、次はこの活動をする

から、今はこれをしようと考えられる、という事を意図して書いています。 
（部会長） 

 大きな柱にぶら下がっている、いわゆる矢印の部分は、その位置にある年齢で確立しなければ

ならないという意味ではなく、むしろ５つの項目の中で、年齢によって段階はあるだろうが、そ

れらを書き込むための要素であるということです。ですから、２歳の時点で見通しを持って生活

するという意味ではなく、幼稚園・保育園の生活においても、見通しをもって生活するというの

は、後半になってくると思いますが、その辺りを、「②基本的な生活習慣の確立」の中で、年齢

的に書いていく、一つの要素ということです。ということで言うならば、先ほどの意見のように、

努力目標のような項目だけでなく、いざこざ、けんかを通して我慢を覚えたり、人の気持ちが分

かるようになったりする、プロセスも書き込んではどうかということを言っていただいたと思い

ます。ここでも、ぜひこういう事も書いて欲しい、というご意見をいただけたら、次の段階に進

めるのではないかと思います。 
（委員） 

 ⑤人と関わる力の獲得について、愛着形成というのは、一人の保育者との関係性をまず作ると
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いう事を強調するのであれば、「人」という言葉を多様な表現にするのがいいのではないかと思

いました。 
 ③基本的な生活習慣の確立の、見通しを持って生活できる、についての事務局の説明に補足し

ます。実際に、０歳児は０歳児なりに見通しを立てて生活しています。そういう意味でいうと、

見通しを持って生活できるという表現は、不自然ではありません。ただ、保護者の方や学校の先

生方には、ご理解いただけないかもしれませんので、報告書やリーフレットの中では、その年齢

なりの見通し方という事を説明した方がいいとは思います。 
（部会長） 

 年齢なりの見通しだという事を明文化する、というご意見でした。愛着の形成期に、ごく近い

方に限定して、その広がりとして、人と関わる力の「人」をもう少し広げていくというご意見で

すか。 
（委員） 

 ①愛着の形成と⑤人と関わる力の獲得を別項目として挙げるとしたら、項目の関連性を示すか、

特にこれは、この事を表現している、という事を文章の中に入れると、図として成立しやすいと

思います。 

（部会長） 

 愛着というのは、非常に難しいという意見が出ていましたが、愛着には、本当に広い意味があ

ると思います。この場合の愛着の形成は、胎教の時代から、本当に限られた近しい人との関わり

の中で安心、安全を確立し、そこを経て、色々な人と関わっていく、というところに入っていく

と考えたらどうかと。そうすれば、書きやすいのではないかというご意見でした。 
（委員） 

 １歳や２歳でも、先の見通しが立てられるという事ですが、生活のリズムを知る、一日の流れ

を知るという表現の方が分かりやすいのではないでしょうか。 
（委員） 

 保育の専門用語として「見通し」という言葉を使っています。ただ、もう少し分かりやすくと

いう事であれば、次の活動が分かる、という表現もできるとは思います。 
（部会長） 

 ここは広く考えておいた方がいいと思います。例えば、生活のリズムを知るという事は、大事

かもしれませんが、柱にぶら下がっている要素とすると、かなり限定的になってしまう。ただ、

見通しという中に、色々な言葉が付いてくるという事で、見通しという部分でも、文章にできる

と思います。要素を書き表していく中で、重要なご意見だったと思います。 
（委員） 

 ③基本的生活習慣の獲得、という項目の中で、衛生、安全も入れて欲しいと思います。また、

早寝・早起き・朝食・あいさつというのは、方法ではないでしょうか。①愛着の形成というのは、

尼崎の歴史に愛着を持って、まちの事を学んでいくとか、尼崎を好きになるとか、人ではない、

社会との関わりの愛着はどうなのかと。愛着とは言わないのかと、自分なりに答えが欲しいと思

っています。 
（事務局） 

 食事、排泄、睡眠、清潔・着脱については、保育指針から、具体的な生活習慣の部分を持って

きました。その中に衛生と安全があった事は認識していましたが、分かりやすさに配慮して、今



 
 

9 

回は外しています。衛生は清潔という言葉の中に含める事ができると思います。早寝・早起き・

朝食・あいさつは手段であるというご指摘は、おっしゃるとおりだと思います。早寝・早起きは、

睡眠に重なるのではないかと思いますので、表現的な整理、分かりやすさ、全体的なバランスを

工夫したいと思います。 
 ①愛着の形成について、人ではないものに対する愛着もあるのではないかというご指摘をいた

だきました。確かにそのとおりだと思います。０歳児のところで、１つ目に身に付ける事として、

一番身近な方との愛着の形成を中心に考えています。地域に対する思いは、この中には含ませて

いませんが、成長とともに、自分の生まれた土地に対する思いが形成されていくのではないか、

と思います。 
（部会長） 

 愛着について、本当に幼い時期の、身近なところでの愛着において、人とどのように関わるか

という、愛着をどのように捉えるかという事についての意見が出ました。 
 ここで、事務局から、学習指導要領をまとめた資料について説明いただいて、再度論議に戻り

たいと思います。 
 

 ●資料３に基づき、説明  
（部会長）  

資料３小学校における教育について、説明いただきました。これが現在、小学校で目指して

いる子どもたちの姿です。就学前に身に付ける力として、大事に育てなければならない部分がた

くさんあると思います。そういった意味で、今、大きな柱として描き出している事、あるいは、

目指す子ども像とも非常に関連が深い事、また、ここから色々と考える事ができるのではないか、

という事です。 
「（仮）笑顔輝く、あまっ子」は、小学校における教育をかなり意識して書かれた事がお分か

りいただけたと思います。それでは、論議に戻りたいと思います。いかがでしょうか。 
（委員） 

 ④様々な体験・経験の蓄積について、かなり一般化された形になっていると思います。体験・

経験の蓄積は、子どもたちの集団生活における経験、体験も表に出したら良いのではないかと思

います。 
 ④の下に４つ項目がありますが、「動植物・自然事象・社会現象と関わる」という文言と、残

り３つの文章は、少し波長が違うように思います。最初の１つがかなり大きくて、下の３つが具

体的なので、少し違和感を覚えます。 
 それから、「やり遂げようとする」のうしろに、「意思」等の言葉が入ってもいいと思います。 
（部会長） 

 年齢においての集団という考え方があると思いますが、それを入れたらどうかという事ですね。 
（委員） 

 この段階では、人との体験を入れた方がいいのではないか、と思いました。愛着、情緒、生活

習慣があって、人と関わる力が付いてくるという順番はよく分かるのですが、様々な体験のとこ

ろをもう少し、サポートしていただけませんか。 
（委員） 

 私は①から⑤までの流れはスムーズだと思います。一般の人に見ていただいた時にも、子ども
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たちが育っていくという事がイメージしやすいと思います。 
（委員） 

 あまり個別論にいってしまうと、整合性がなくなりますので、④については、あくまでも自分

を中心とした関わりで、その上で、もう少し集団的な人との関わりをする、という事だと思いま

す。 
（部会長）  

 経験を積み重ねていく時に、人との関わりの中でなし得る、いわゆる共同的な作業や営みは当

然起こってくると。流れとしては、よく分かるというご意見とともに、やはりそこも重要なとこ

ろではないか、という事です。どうしたらいいかという事は、ここでは決められませんが、今日

は、どんどん意見を出していただく事が重要と考えています。 
（委員） 

①と②には、項目がありませんが、例えば、「①愛着の形成」では、母親との関係などがある

と思います。例えば、「おなかがすいたらミルクをもらう」、「おしっこをしたらおむつを換えて

もらう」ということだと思います。これは、専門家が見るのでなくて、お母さん方が見ても、な

るほどそういうことか、というように分かってもらえるようなものがあればよいと思います。ま

た、「②情緒の安定」については、ここで抜けているのは、コミュニケーションというか、幼い

ころの言葉だと思います。子どもたちが、言葉をしっかり身近な人と、コミュニケーションを通

して、言葉を獲得していったり、意思の疎通をしたりしながら、お互いに認め合えるというとこ

ろがあると思うのですが、大切だと思われる事について、見られたお母さん方が理解できるよう

なものがあったらよいと思う。 
（部会長） 

 確かに①と②には、細かい項目が明記されていません。この辺りについて、ご意見をいただけ

ればと思います。ご指摘ありがとうございます。例えば、①愛着の形成について、ひとつの例と

して、母親との関係という部分で、ご意見いただきました。 

（委員） 

 今のお話を聞いていて思ったのですが、「⑤人と関わる力の獲得」は、前回、「社会性」だった

ところが変わったものですが、人と関わるとなると、全部にかかってきてしまうので、ここの言

葉はこのままでいいのだろうかと思いました。 
（部会長） 

 全部にかかるというのはどういう事でしょうか。 
（委員） 

 「人と」になると、例えば、「情緒の安定」も人との関係になるので、先ほど出ていたように、

保護者以外の人と関わる力なのかが分かりにくくなってしまいます。あるいは、自分の気持ちを

表現するような事、気持ちのコントロールといったことが、⑤の真下の細かい４つの項目には書

かれているので、そういった言葉の方がいいのではないかと思います。③も④も人と関わっての

事だと思います。 
（部会長） 

 かなり重なり合っている部分があると思いますし、①があって、②があって、③④⑤というよ

うな関わり合う姿も分かりやすい、というご意見もありますので、その辺りを意識して書く事が

必要だと思います。ここは、もともと社会性という部分でしたので、お互いに入り込んでいる部



 
 

11 

分はあるけれども、そこはやはりしなければならないと。言葉としては、何がいいと思いますか。 
（委員） 

 気持ちのコントロールでしょうか。というのは、⑤は年齢がある程度大きくなってから始まっ

ているので、下の４つで、自分の気持ちが表現できる、人の事が受け入れられる、そういう器が

できてきてからというような感じかなと思います。 
（委員） 

 子どもが通っていた保育園の先生からは、子どもは生まれる前から人と関わっており、⑤は他

人を意識してはじめてできる事だと聞きました。よく言われたのは、３歳、４歳位までは、まま

ごとをしても、自分はお母さん役で、一人称で遊んでいるのですが、４歳、５歳ぐらいになると、

お父さん役の子にご飯を食べさせようというように考え方が変わってきて、相手とやり取りがで

きるようになるといいます。２歳、３歳のころは、おもちゃを独り占めしたくて、譲る事がなか

なかしにくいと聞いたことがあります。それで、他人を意識するようになって、自分がいて、人

がいるという事をはじめて意識するのが⑤の辺りではないかと思いました。 
また、全体的に思う事ですが、胎教や生まれてくる事を待っていたとか、愛着の形成、情緒の

安定の辺りは、非常に分かりにくいのですが、その理由は、お母さんやお父さんから、子どもが

受ける事が非常に多いように思います。食事や排泄は、自分でできるようになる事ですが、例え

ば、安心や衛生に関連して、予防接種を受けるというのは、子どもが自ら受けに行く事はできま

せん。この辺りは親との関わりが非常に強いので、枠内は、自分の事を表現して、外から包み込

むような、お父さんやお母さんたちの働き、という動きがあるのではないかと思いました。 
（部会長） 

 自分がやっていく事については、外から包み込む関係がある、という見方をしていく事が重要

だという意見をいただきました。 

（委員） 

とても分かりやすい表で、授業に使わせてもらいたいほどです。この中で感じたことは、本日

の最初に意見として出た、図のテーマについてずっと考えていたのですが、先ほど保護者が理解

をしてくれるという意見も出ましたが、その辺りがターゲットとして分からないところがありま

した。 
それから、①愛着の形成については、私自身の考えでは、できるだけたくさんの良い大人とめ

ぐり会うことが大事だと思います。お母さんだけではなく、保育所の先生、隣の人もそうだし、

そこで認めてもらうということなので、母親だけというのは難しいのではないかと思いました。

そして、先程委員の言われた事は、本当によく分かるのですが、産む性にこだわってしまうとい

う事で、難しい部分があるのではないかと思いました。もちろん、胎教がとても大事だというの

は分かるのですが、「育てる人たち」にフラットに知らせるというのは、難しいかなと思いまし

た。 
それから、一番下の右側にある「発達・成長」について、発達、development という質的な

ものと発育、growthという量的なもの、両方合わせて成長という言葉を使う事が多いので、質
的な面だけで良いのかと感じるので、ここでは「成長」だけでいいのではないかと思います。 
これが最後ですが、「豊かな人間性」という発言がありましたが、「自律していく自分」、とい

うか「自分自身をコントロールする」という言葉も使えるのではないかと思います。 
縦軸、「自分」（子ども）が一番下にあるのが、私自身、気分的にしんどくなります。また、縦
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軸に、「社会」「家庭」「自分」と順序性があるのは仕方がないとは思いますが、「環境」という言

葉も、どこかに入れていただければ、分かりやすいのではないかと思います。 
（部会長） 

 今のご意見は、テーマに関わる事でしたが、対象は保護者でもあり、教育現場でもあり、市民

の方でもあると思います。分かりやすい、平易な言葉で書く事が重要であるという意見でした。 
 愛着については、「たくさんの良い大人」という事を意識すべきだという事。また、胎教につ

いて、大事ではあるが、難しい部分でもあるというご意見をいただきました。 
 「発達・成長」の部分は、「成長」だけでいいのではないかというご意見。豊かな人間性に加

えて、自律していくという姿もあるのではないか、という事。この場合は「律する」ということ

でしょうか、コントロールという言葉もいただきました。また、「社会」の辺りに「環境」とい

うキーワードを入れてもいいのではないかというご意見をいただきました。 
（委員） 

 この図について、柱という事を考えた時には、ほぼこれで網羅されているのではないかと考え

ます。その一方で、⑤人と関わる力は、０歳からずっとあるという事を考えた時に、⑤の手前に、

言葉は適切ではないかもしれませんが、「プレ、人と関わる力の獲得」という段階があって、そ

の中には愛着や情緒の安定、身近な大人との関わりがあるのだろうと思います。⑤人と関わる力

というところは、「色々な人と関わる力の獲得」とすると、「社会」を含めて表現できるのではな

いかと思います。 
 同様に「④様々な体験・経験の蓄積」も、「プレ、様々な体験・経験の蓄積」という段階が、

０歳から２歳半ぐらいまであると思います。ここでは、積み木で遊んだり、公園に連れて行って

もらったりする事も、０歳から２歳ぐらいまでの遊びだと思いますので、その辺りを体験してい

く事が重要だと思います。 
 パンフレットや報告書を書くときに、プレの段階を意識して書くところと、主に３歳以降を意

識して書くところと言うように、発達を意識しながら書けば、うまく整理できるのではないかと

いう気がしました。 
（部会長） 

 項目は、これでいいのではないかという事、書き方としては、プレの段階を意識したり、特定

の年齢を意識したりする事が重要だという事で、この辺りは固まったのではないかというご意見

をいただきました。 

（委員） 

 この図を「こま」のような三角錐の形で表すというご意見がありましたが、「こま」は地面が

必要であり、その地面に当たるところが愛着の形成で、情緒の安定がこまの芯になっているとす

れば、図として整理できると思います。 

（部会長） 

 「こま」のイメージですが。地面として愛着があって、その芯に情緒の安定が常にあって、色々

な活動の中心となっている。そういう図ではないかというご意見です。 

（委員） 

 「こま」になると、下からシューッと伸びる形になるので、②から⑤までは地面から伸びてい

るとすれば、全部が最初からあるという事が表せると思います。この表でも同じで、０歳のとこ

ろから、小さいけれどあって、だんだん太くなって、先ほどの言われたように、今書かれている



 
 

13 

ところまでは、プレのような感じで太っていくイメージだったのですが、それを縦にすれば、こ

まのような感じではないかと思いました。 

（部会長） 

 今のご意見は、リーフレットの作成というよりも、この図をどのように理解するかというご意

見としても、非常に分かりやすいご意見だったと思います。 

（委員） 

 「たくさんの良い大人」というご意見は、そのとおりだと思いますが、保育所においても、今

は担当制になっていたりするので、難しい面もあると思います。もちろん、おっしゃるとおりで、

多くの人と接することは幸せなことだと思うのですが、まずは、特定の人との情緒的な結び付き

から広がる点を押さえる必要があると思います。人がたくさんいて、順番に接していけばいいの

だということではなくて、人見知りも、子どもの大切な発達の過程だと思いますので、その辺り

もうまく書ければいいなと思います。 

（部会長） 

 まずは、近い人との結び付きが大切である。それと同時に、たくさんの大人の存在も大切であ

るという事です。その辺りの書き方について、ご意見をいただきました。 

 本日いただいたご意見を踏まえて、資料２を修正したものが基本的な柱になります。細かい

調整は、私と副部会長に一任いただきたいと思いますが、この資料は、前回も議論しているもの

であり、今日のご意見をお伺いしても、大幅な修正は必要ないように感じます。ただ、細かい部

分での追加意見や、かなり留意して考えなければならないご意見を多数いただきました。そこで、

本日の議論を踏まえて、追加で意見のある場合は、10月15日までに、書面で事務局までお届け

ください。今日いただいた意見と書面でいただいた意見を元に、私と副部会長と事務局で調整し、

調整いたします。かなり皆様の意見でいいものができそうに思いますが、そういった形でよろし

いでしょうか。 

一同 

（異議なし） 

（部会長） 

 ありがとうございます。本部会としては、11月の下旬に開催予定の、子ども・子育て審議会

の全体会議の中間まとめを行う必要があります。その報告の内容としては、大きく３点あります。

１つ目は、前回、皆さんにもご了解いただいている最終的なアウトプット形式は報告書とリーフ

レットの２タイプになるという事を報告いたします。そして２つ目、資料２をまとめあげると

いう事。これが重要になります。つまり、基本的な項目をしっかりと確定する。３つ目は、まだ、

ほとんど論議していませんが、新制度における尼崎市の施設・事業に対する基本的な考え方、対

応についてです。この３つを報告したいと思います。従って、次回以降は、３点目について議論

を始めたいと思います。これまで尼崎市が取ってきた対応等については、説明いただく中で議論

していきたいと思っています。 

それでは、議題（２）その他について、事務局、何かございますか。 

２ その他について 

（事務局） 

 最後に事務局の方からご案内いたします。本日のご意見の中で、題目、テーマは何かというこ

とが出ました。これについては、説明が漏れておりました。この部会では、もともと、就学前に
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身に付けておくべき事、重視しておくべき事についてご議論いただきました。ですので、この５

項目というのは、就学前に重視していくことといったテーマになるのではないかと考えておりま

す。また、今日は議論しておりませんが、参考資料２として、これまでの部会の中で、小学校

での生活に関する不安についてのご意見がありました。こういった点に関して、小学校での生活

という形でまとめております。また、ご覧いただければと思っています。 

 

●次回の日程調整等の事務連絡 

 

閉会 

 

以 上 

 


