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尼崎市子ども・子育て審議会 

第８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26年１月21日（火） 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 

梅林委員、濱名委員、宮崎委員、尾ノ上委員 

議 題 
（１）就学前に重視すること（中間まとめ）の実現に向け必要なことについて 

（２）その他 

資 料 

・資料１ 就学前の教育・保育のあり方検討部会の今後の流れ 

・資料２ 子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査結果 

・資料３ 就学前に重視することの実現のために必要なこと 

・子育ち環境が学童期の心身に及ぼす影響（勝木委員提供資料） 

・就学前に重視すること（濱名委員提供資料） 

 

 

開会 

 ●配布資料の確認 

 

 

（事務局） 

 ●資料１に基づき、説明 

（部会長） 

今後の流れと、そして今まで論議してきたこと、中間のまとめを中心にご説明いただきました

が、質問や確認しておくことがありましたら、ここでお受けしたいと思いますがいかがでしょう

か。今のご説明ですと、資料下側の中間まとめで出た概念図で、こういうところが大事だという

話は今までしてきました。今度は、資料の上側の今後の流れにもございますが、中間答申が５月

ということですので、ここで色々と大きく４つですが、まずは書き込んでいく、文章にしていく

という作業になってくるのが今日以降、５月というところです。その辺り確認していただけたら

と思うのですが。よろしいですか。 

 

１ 就学前に重視すること（中間まとめ）の実現に向け必要なことについて 

（事務局） 

●資料２に基づき、説明  

（部会長） 

 調査結果の概要についてご説明いただきましたが、ここで委員の皆さんに感想などおうかがい

できたらと思うのですが、その辺りの感想が今後の書き込みにもつながっていくことになるかと

思いますが、いかがでしょうか。確認しておきたいことでも結構です。 
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（委員） 

 今のニーズ調査の結果と中間まとめが、ほとんどリンクしているということで、よかったかな

と思っていますが、最後の就学前に重視することで小学生の保護者の１番のところに読み・書

き・計算がきているということに、えっと思いました。我々が「学力向上」ということをかなり

中学校、小学校で言っているからなのかもしれませんが、確かに読み・書き・計算もものすごく

大事なのですが、これをちゃんと獲得させるためには、それ以外のことを就学前にきちんと押さ

えておくという確認をやっぱりここでしないといけない。もちろん、今までもしていたと思うの

ですが、保護者との意識が大分その辺で違うというか、そこを教えていかなければならないので

はないかと思います。保護者の思いは、読み・書き・計算で、小学校で困ったから、やっぱり小

さい時からやっておかなければならないということで、変に小さい時から字を覚えなければいけ

ないとか、計算塾に行かなければいけないとかいう意識になってしまうと、ちょっと逆かなと思

います。 

（部会長） 

 この辺りは、12月にあったシンポジウムでも速報値で出た時に、結構、話題になった項目で、

市長もコメントをしていたと記憶しています。かなり高いですね。「重視する」の合計が88パー

セントを超えているというところで、委員も感想の中で述べていただきましたが、この辺りをど

のように大事にするかというのはもちろんですが、就学前というのは、もっと他のことがあるだ

ろうと。その辺りがやはり大事なのだなという感想、ご意見をいただきました。他、いかがでし

ょうか。 

（委員） 

 私もこの結果を見せてもらって、裏を返して読んでみたいなと思って、見ているのですが、大

人の背景というのでしょうか、してみせる大人が育って、そこの環境をもう少し見てみないとい

けないなと思います。私は70歳台になりましたが、我々の年代は「こうあるべきだ」として育

ってきたと思いますが、今の40歳台の方々はそれに反発ではないけれども、こうあるべきだと

いうことはないように思います。例えば、親と同居しないとか、一人暮らしをするとかいうよう

に、生き方が大きく変わってきていて、その責任は我々にあるかなと思っています。そういう子

どもに育ててしまっているのだなと。そこに責任があるのではないかという反省もあって、して

みせる大人が重要で、本当に今の子どもにばっかり願っても駄目じゃないかと思っています。そ

の時の皆さんは、ゆとり教育をやってきたけれども、勝つとか、できたとか、結果主義のような、

その辺りがすごくあった大人たちが、子どもを育てる時代に入ってきているのではないかなとい

う。大人の背景という、子どもにばかり願うのではなくて、してみせる大人たちがどうあるのだ

ろうというところを考えていかないと、ゆとり教育をやってきたのだけれども、そこの反省も、

反省というのでしょうか、今は勝つとか、できたとか、結果主義できたけれども、だんだんして

みたかった、やってみたかった、できなかった、あんたが悪いみたいな、あの辺りの時代と大き

く違ってきたなというのがすごくショックが大きいので、それを育ててきたわれわれの責任もあ

るかなというので、気付く力とか、別に感じないのではなくて、気付いて、そうだねというふう

に前に進める力という、大人がしてみせることも、この裏を読みながらしてほしいなと。ごめん

なさい。だらだら言いましたけど。 

（部会長） 

こうあるべきという、40歳台というのは分からないですけれども、ただ、こうあるべきとお
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っしゃるような方とふれ合う機会が少ないなというようなことも結果が出ているので、やはりそ

の辺りというのは、難しいところがあるかなと思います。 

（委員） 

 僕も同じなのですが、１ページ目の下段、小学生の保護者の意識で「将来どのような大人にな

ってほしいか」という上位２つの答えが、３ページ目の上段の「就学前に重視すること」に対す

る意識では全く逆転しています。これをどのように取り組むかなのですね。こんなものを下手に

出したら、早期教育を助長するということになるし、これは資料として、よく出ているのですが、

やっぱりこれは分析しないといけないと思うのです。低学年の保護者はどういうポイントなのか、

中学年はどうなのか、高学年はどうなのか。小学校の勉強についていけない結果が、このポイン

トになっているのか、一体何なのだというところなのです。重視すべきとしている上位項目２つ

と、就学前に重視することで、下位２つの項目が全く逆転している。行政としても責任があると

思うのです。そこをどのように教育委員会が分析なさっているかということをお聞きしたいので

すが。 

（部会長） 

 私も実は、ここのところ、面白い結果が出ているなという感想を持った一人です。分析など何

もしないでぱっと見た時に、本音と建て前の部分なのかなと思ってもいます。例えば、家庭では

理想で、こういうふうに育てたいよということで、上位にきているけれども、じゃあ、実際に振

り返ってみると、ああ、これはさせておいたらというようなところで、結構、出ているかなと。

それだけではないと思いますが、色々な要素もあると思います。この辺り、本当に特にこれから

書き込みをしていく時に、これを丁寧にあり方検討部会として、しっかりと一つの答えというか、

こういうことが大事だという方向を出さないと駄目だなということです。分析というよりも、そ

っちの方の感想を持ったのですが、いかがでしょうか。 

（委員） 

 子育て不安に関する悩みのところで、教育に関することが非常に高い。実は、この関連で、家

庭の子育て力の問題が実は関連しているところが大きいと思います。私は社会学の領域ですが、

家庭の子育て力が低下しているかという質問に対して、実は低下しているとは言い切れないとい

う見解も結構あるのです。というのは、今、育児情報雑誌、育児情報を入手する人がものすごく

増えているのですね。子育てに関する情報はものすごく入ってきているのですが、いざ我が子を

見たときに、どこをどう見ていったらいいのか分からないという状況もあります。一方で虐待と

いうふうに、極端に情報を遮断してしまうようなケースもありますが、それでどうなのかという、

先ほど、「こうあるべき」価値観と委員はおっしゃいましたが、私は1961年生まれで、「こうあ

るべき価値観」「こうあるべき子育て感」が非常に強かった時代でした。例えば、ちょっとサブ

カルチャーの話で申し訳ありませんが、テレビで『巨人の星』とか『エースを狙え』とか、根性

スポーツ番組をよく見ていました。ということは、こうあるべきというような時代の教訓という

ものがものすごくあったと思うのですね。その時は子育てもこうあるべきだという、比較的、悪

くいえばワンパターン、こうしなさいよというものがあったので比較的楽だったのです。今は非

常に価値観が多様化してしまって、いろんな子育てをしたらいいのだけれども、じゃあ、それは

どうしたらいいのかという選択が、ものすごくしんどくなってきたのではないかと思うのです。

子育て不安がむしろ高まっていった。自分の力で、家族を押していかなくてはいけない時代にな

ってきたのではないかという気がするのです。ですから怖いのは、家族格差がそのまま子育て格
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差につながってくるというところの不安が、ものすごくあるのではないかと思うのです。だから、

ここで本音と建て前に分かれてしまうのかなと。その不安な部分がメディアにあおられてしまっ

て、メディアも、今、教育の荒廃、いざ社会に出た時に、非常に就労形態も厳しい状況になって

くると、やはり教育というものに飛び付いてしまうようなところが出てしまうのではないかなと。

むしろ子育て不安の大きさが、こういう矛盾した結果に出てきてしまっているのではないかなと

いう気がしないでもない、というような感じを受けました。むしろ素直な保護者の気持ちが出て

しまったのではないかな、というのが正直な私の感想です。あともう一つは、これとは別に、１

枚目、子どもの保護者の意識（こどもの成長について）ですが、上の３つ、だいたいこれは意見

がかぶってきていますよね、ほとんど。「思いやりのある豊かな心をもった人」等、だいたい他

人への配慮、ルールをしっかり守る、主体性、創造性の涵養。だいたいこの３つが、やっぱり親

の大きな気持ちのあるところなのではないかなという感じはしています。だいたいこの３つに収

れんされてくるのかな、なんだかんだ言いながら、こうなるかなという気はちょっとしていまし

た。そういう感じを受けています。話は戻りますが、子育てに関する悩みというところは、親御

さんの今の率直な気持ち、むしろ矛盾よりも、こうなるんじゃないかなという気はしました。 

（部会長） 

 今の時代の多様な価値観が存在する時代であるということから、という視点で感想を述べてい

ただきました。他、いかがでしょうか。 

（委員） 

 まず、就学前に重視することで、今、ご意見が出ている「就学前に重視すること」に対する意

識ですが、「ルールやマナーを守ること」が最下位になっていますが、これの選択肢のあり方が、

「重視する」という肯定的な選択肢が３つ、「あまり重視しない」という否定的な選択肢が１つ

というのが、もともとの質問がこういう項目だったのかどうか。そうなると、ちょっとこの選択

肢のあり方自体に問題があるのかなと。今さら言っても仕方ないのかもしれませんが、それを１

点思いました。それから、他の委員の先生方と同じように思っているのですが、別の視点で、子

育てに関する不安や悩みというところで、就学前と小学生は項目がやはり変わってくると。例え

ば、就学前は「自分の自由な時間が持てない」というのが、小学生になるとそれは下位にいく。

それから出費は、小学生は高いが、就学前は少し下がるということはありつつなのですが、「子

どもの教育に関すること」は両方とも１位です。非常に保護者が不安に思っている。これだけで

はちょっと判断できませんが、就学前の子どもの教育に関することという内容が、これにもし自

由記述があったりして、内容のヒントになるようなことがあるのであれば、お聞きしたいと思い

ます。あとはやっぱり就学前の中でも、教育の捉えというのが難しいかなと。教育といった時に、

非常に狭義の中で、また、上のデータになると、読み・書き・計算ということだけを捉えて、就

学前でも、では、早期教育にというのは、やっぱり危険な流れになっていくので、委員のおっし

ゃるように、丁寧な読み方が必要だなとは実感しました。 

（部会長） 

やはりこの辺り、分析というか、どう読むかというところが非常に大事で、当部会としても、

やはりそれを読み込んでいくというか、書き込んでいく中で、やはりある程度の説明をしていく

ということは求められると思います。 

（事務局） 

委員から、項目についてどのように聞いたのかというご質問をいただいていますので、その部
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分をご説明しようと思います。また、就学前に重視することに対する意識の設問に関して、上か

ら順番に並んでいる項目は、調査票に記載した全ての項目です。これらの項目全てを聞けば、「重

視しない」と書く人は、基本的にいないだろうという考えを元々持っておりました。全て絶対評

価をすれば、どれも大事だという答えが多分返ってくるだろうと考えていましたので、「重視す

る」に関しては程度を分けて、少し多めに設定しています。ただ、その中で、読み・書き・計算

については、あり方検討部会でご議論いただいき、重視したい項目としてまとまりつつあった項

目を選択肢の中に盛り込むのと同時に、それと全く対照的なものの例として、「読み・書き・計

算をすること」というのを盛り込んだのですが、結果として、こちらを重視するものが多くなっ

てしまったというような結果です。ただ、今、委員からご指摘をいただきましたように、これは

年齢によっても回答の仕方が違うのではないか、というご意見をいただきました。この部分は、

基本情報として、お子さんの年齢の確認が取れていますので、そういう分析の仕方はできると思

います。そういうことはこの部会でもご議論いただくにあたり、材料になるのかなと思いますの

で、用意していきたいと考えています。もう一点、子育てに関する不安や悩みについては、選択

肢のみで聞いていますので、具体的にこれの中身が何かということはちょっと押さえられないの

で、例えば、子育てに関する不安や悩みについて、もう少し教育の中身がどういうものかという

のは、分析がこれ以上は難しいというような状況になっています。 

（部会長） 

補足説明していただきました。かなり中間まとめの項目を、就学前に重視することは意識して

いただいてのことであるということですね。 

（事務局） 

 はい。 

（委員） 

読み・書き・計算のところは、数量化できて、目に見えて分かることなので、保護者もすごく

答えやすいのだろうなと思ったことが一つと、それから前の方にある意識の部分で、「子どもに

愛情を注ぎ、向き合うこと」とか、１ページにある、「思いやりのある豊かな心をもった人」と

いう、その意識と、現実に子どもと向き合って、できるか、できていないかというところをマト

リクスでプロットしていくと、意識が高く、できている人は問題ないのですね。また、意識が低

く、できていない人もそれほど問題は感じていないのです。ただ、意識はあるけれども、できて

いない人と、意識はないけれども、問題として、というその辺りの両極端にある人たちを考える

のが一つの支援だろうな、と思って感じていました。ですから年齢によっても違うし、それから

環境によっても違うし、意識によっても違うしという辺りで、もうちょっと深読みしていくこと

が必要かなと思っています。 

（部会長） 

 全く逆のことではなくて、いわゆる現実と思いみたいなものをこうやると、こういう結果も出

てくるということですね。 

（委員） 

ちぐはぐになっている人が、一番危ないのではないかと。 

（部会長） 

この辺りを丁寧に読んでいこうというご意見です。 

（委員） 
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そこはクロス集計などされているのですか。 

（部会長） 

 いかがでしょう、事務局。何かこのことについてクロス集計とかは可能でしょうか。 

（事務局） 

 クロス集計は最終的にしていく予定ですので、いくつかの項目とのクロスは可能だと思います。

ただ、先ほど言いましたように、就学前に重視することの意識で出てきた数字を学年ごとに割っ

ていくとか、年齢ごとに分けてみるといったクロスは手配をしたいと思いますが、今、委員の言

われたような、意識のある人と意識のない人についてマトリクスで整理するようなものは、非常

に複雑なクロスになるだけでなく、意識についてカテゴライズしてから整理しないといけないの

で、かなり難しくなっていきます。したがいまして、ものによって、できるものとできないもの

があります。 

（部会長） 

12月のシンポジウムで、これの速報値は出ていましたね。 

（事務局） 

 はい。 

（部会長） 

それで、クロス集計などを今後していく必要があるということも言っておられたと思いますが、

今、どういう状況でしょうか。いろいろとされて、データをそろえておられる段階ですか。 

（事務局） 

クロス集計は実施する予定にしていますが、メインは事業計画の策定に関して、いくつかデー

タを切っていくということになります。まず事業計画では、圏域という、いわゆる地区ごとにど

れぐらい場所を設定するかという、そういうものをある程度まとめないと、ニーズがそれぞれど

の地区でということがいえませんので、作業として、今ちょっと止めている状態になります。で

すが、例えば、この就学前の教育・保育に関して、少し必要なものだけ先行してやるということ

はできると思いますので、その部分は、手配をさせていただきます。 

（部会長） 

比較的、最初にやるのは地域とか、年齢段階とか、その辺りで集計していくのでしょうけれど

も、今のようなところ、例えば、資料２の２ページの、今、上位に来ているものと下位に来て

しまっているという、その辺りのものも、こちらとしては、もう少し知りたいなといえば、して

いただけるということですね。 

（事務局） 

はい、そうです。この設問同士のクロスというのは、これだけを抽出してやればできますので、

そういうことはできると思います。 

（部会長） 

分かりました。今日、いろいろと感想を出していただいて、またこのあとも色々と意見を伺っ

ていく中で、必要だと思われるものは、やはり資料としてそろえていただけると、大変ありがた

いかなと思います。丁寧に読んでいく。それをどのように返していくかという基礎資料になると

思いますので、事務局、大変ですけれども、よろしくお願いいたします。では、もう少しあとで、

またニーズ調査の結果も絡めながらの話ができると思いますので、先に進めていきたいと思いま

す。今、アンケート結果について色々とご感想いただいたわけですが、かなり書き込んでいくと
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いうところでの視点でもお話をいただけたように思います。今日はさらに大変ありがたいことに、

ご提供いただいた資料があります。かなり書き込む部分での参考になる資料かなと思っています

ので、ちょっと補足説明をしていただけたらと思います。 

（委員） 

 はい。ちょうどフローチャートを書いて、話し合っている時に、日本発育発達学会というのが

あって、他のものの調べ物をしていたら、ここに私たちが会議でやっていることとかなり近いこ

とが書いてあると思ったものが出てきました。この安梅勅江さんという、「あんめときえ」さん

と読むのですが、元々保健医療でしょうか、その中での子育てや子育ちを研究されている方で、

母親の子育てと父親の参加とか、そのようなこともされている方です。この方は、私たちは１歳

から０歳からするか、妊娠期からするかという討論もしていましたが、生涯発達として、高齢期

に至るまでの発達という視点で捉えていらっしゃるというところがすごいなと思いました。さま

ざまな研究を突き合わせながら、時間要因、環境要因、行動要因、遺伝要因ということがあって、

コホート研究の意義がここにありますよというように図式してありますし、それからその次のペ

ージの図２には、子どものすこやかな育ちに影響する要因を明らかにするための研究デザイン例

として、このようなものを挙げていらっしゃるということです。それから、次の図３では、かな

り私たちと近いところで、ぴったり合うなという感じがしました。そして、子どもの育ちの中に

は、子どものエンパワーメントというのがあると。子育ちをエンパワーメントする環境というの

が必要だということもいわれています。エンパワーメントというのは、男女共同参画の中でもよ

く使うのですが、持っている力を何かの学習や刺激によって引き出す。さらにアドバンスな方向

に持っていくという意味ですが、子どもは自分自身で自ら大きくなる力があるというところを利

用しながら、最後の方、図４になりますが、仲間の力とか地域の力とか、一番下、見にくいので

すが、自分力、エンパワーメントという、相乗効果の中で子どもたちが育ちますよということを

書かれています。あと、もう少し補足するとしますと、家族の関わりとか、大人と子どもの相互

関係の中で、脳にすごく刺激があって、経験が積み重なると、とてもよいというところとか、そ

れから、安心安全な状況のもとというのが大原則にあるとか、子育ちの環境は、家庭とか園とか

地域とか、さまざまな関連する環境を一体的に捉えて話さなければならないというようなことを

他の文章でも主張されています。その後で、今日、資料としては提出していませんが、子どもの

幸福度指数というものを出している方がいらっしゃって、その中でもなかなか面白くて、子ども

の幸福度を測るのに、家庭面での子どもの幸福度とか、学校での子どもの幸福度、地域での幸福

度というように、やっぱり家庭、学校、地域というのがあって、それを利用しながら、子どもの

幸福度が高いと、教員が精神疾患にかかりにくいというデータを出されたり、面白いのがありま

した。教員が病んでいるということは、子どもの家庭にも、学校にも問題があるから教員が病ん

でいくのだというふうに、教員の罹患率とかけたら、ちゃんと負の相関がきっちり出るというの

があったりして、研究としては面白いなと思いました。以上です。 

（部会長） 

それでは、続いて、補足説明をお願いできますでしょうか。 

（委員） 

去年、別紙の表について、もし書き加えることがあったら書いてくださいということを依頼さ

れていました。皆さんそうだと思いますが、私はそれなりに書かせていただきました。昨日、ま

た別の会があって、その後また、書いたので十分ではないのですが、この表を一応、私として大
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切だと思うことについて書かせていただきました。ちょっと読ませていただきます。本当に委員

のように深くないのですが、読ませてもらいます。「就学前に重視すること」、基本的なところで、

子どもがどんな人格になるかということをほぼ決定するのが乳幼児期です。この乳幼児期の育児

は、子どもの要求や期待にできるだけ応えてあげることが大切です。今からそれぞれのことにつ

いて書いてあります。 

・保護者の愛情に包まれて人に対する基本的信頼感、『愛着』を獲得していきます。このころ

子どもの要求どおりに聞き入れてあげることが、子どもに『情緒の安定』をもたらし、子どもを

豊かに、人を信頼し、そして自分を信じていける子になる前提となります。 

・『基本的生活習慣の獲得』とは、できないことができるようになることで、子どもの喜びと

なります。保護者がくり返しきちんと教えて、それらが実行できる時期をゆっくり見守ってあげ

ながら、できるだけ子どもに任せてあげます。大切なことはくり返しよく教えて、子どもがしっ

かり上手になるのを、あせらず、いらだたないで、じっと待つことです。その過程で大人に対す

る信頼感と尊敬の気持ちが育まれます。基本的生活習慣の獲得過程で、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育ちます。この感情が自分の感情や衝動を抑制する、自律

性へと発展させていきます。 

・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ます。親しい友達との関わりの中で見立

てや、ごっこ遊びにも夢中になります。そ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、社会について学んでいきます。 

・遊びや生活する中で、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びます。自分だけ良ければ

いいのではなく、みんなが楽しく暮らすために、ルールやきまりの大切さに気付きます。お互い

にコミュニケーションを交わしながら、相互理解し、一緒に気持ちよく過ごせるために、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嬉し

さ・大切さを知ります。それらの経験が『いろいろな人と関わる力の獲得』へとつながりますと

いうことで、この図のことを述べさせていただいたつもりですが、誤字脱字がありました。申し

わけありません。 

（部会長） 

 ありがとうございました。お２人の委員に大変感謝を申し上げます。すごく大事な要素を、お

伝えいただける資料をいただいたと思います。まずコホート研究から見たエンパワーメントの必

要性ということで、つまりエンパワーメントというのは、大人がどのように関わっていくかとい

う視点もかなり大きくある。これは本部会がずっと基盤として、いつもあった大人の役割という

のが、かなり重視されるものであるということだと思います。また報告書をかなり意識していた

だきましたが、やはり大人はこうあるべきだというところがかなり見られるということで、かな

りこの部会で検討してきた今までの流れを含んだもの、要素が多々含まれたものであると思いま

す。この資料に加えて、今後書き込んでいくということですので、ではどういうふうに書き込ん

でいくかという視点を明らかにするために、事務局も資料をつくっていただいていますので、そ

れを事務局の方からご説明いただいて、もう少し論議を深めていきたいと思います。 
 
（事務局） 
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●資料３に基づき、説明  
（部会長） 

 今、委員のご意見と事務局の説明をいただきましたが、これから後半、あと１時間弱あります

が、就学前に重視することの実現には、どんなことが必要かについて意見交換をしていくのです

が、今、資料３の１枚目にある（１例）と書いてあるところですが、まず上にあります大人・

保育者の視点というのを描きながら、小学校との連続性に視点、例えば、ここの（１例）にもあ

りますが、読み書きというのは大事だよということはあるのだけれども、実は乳幼児期にはこう

いう経験が大事なのですよと。それを支えるために、大人はこうあるべきなのですよ。だからこ

ういうことをすれば、こういうふうに育っていきますよ、というような、いわゆる保育者など大

人の存在と、それからこういう姿に育っていきますよというのを、一つつくり上げていく、色々

な意見、５項目のどの項目でも結構ですが、ご意見をいただけたらと思います。その辺りが、先

ほどくり返しになりますが、大人の関わりという部分での資料をいただきましたし、このように

育っていきますよという、本当に書き込みのお手本のようなものをつくっていただいていますが、

各委員から、まず今日はこの２つの視点、大人がこういうふうに関わっていく必要がある。そし

てこういう姿に育つには、乳幼時期にはこういう経験が必要だ。そういうふうなご意見を、いく

つかいただけたらと思うのですが、まず、２つの視点といったらあれですが、（１例）にありま

すような形になるとは思うのですが、この辺りで、各委員からこの５項目について、こうあるべ

きだというところを色々とご意見いただけたらと思います。そこでニーズ調査の結果で、読み・

書き・計算というのは出ているけれども、それは一体、乳幼児期ではどういう経験が必要なのか

というのを、この中間のまとめで出てきた項目から、ここを太らせることによって、こういう姿

に育つと。そういう作文というか、ご意見をいただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。 
（委員） 

 質問になっているかと思いますが、保育園も幼稚園も養護と教育といって、教育をやっている

のですが、この幼児期の教育と捉えてくれるのだったら、保育園がもっとどんどんクローズアッ

プされていいのではないかなという、教育の部分で。今、ずっとやっている幼稚園、小学校の教

育だけを取ってくると、皆さんの、やっていることは同じなのに、その辺りの、どう幼児期の教

育と捉えてずっといくのか、幼稚園と小学校の教育でいくのか、そこら辺の保育園側としたらど

うなるのだろうなということの整理についてはいかがでしょうか。 
（部会長） 

 もちろん、その整理というのは必要かもしれませんが、例えば、これはこの例で出ている部分

は教育的だということ。例えば、項目では、愛着の形成であるとか、情緒の安定であるとか、そ

ういうことがございますよね。こういうことを大事にするには、乳幼児期には具体的にこういう

ことを大事にしましょうと。大人はこういう役割が必要ですよ。ちょうど委員が書いていただい

ているのと一緒だと思うのです。 
（委員） 

 そうですね、はい。 
（部会長） 

だから、そこで教育だとか、養護だとか、保育だとかいうことよりも、まず就学前に何を大事

にするかという具体的なご意見がいただけたらと思うのですが。 
（委員） 
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 そのくくりとして、幼児期の教育と取ってくれたら、入るかなみたいな。どうしても３歳から

教育みたいなところ、線引きがあるところの辺りがどうなるのでしょうか。 
（部会長） 

そこは、あまり３歳から教育ですよというふうにしないほうがよいと思います。 
（委員） 

 消えたのでしょうか。 
（部会長） 

 消えました。例えば、何かここで、この項目で何かご意見をいただけるようなことがあれば。

これをこう大事にするにはこうだというご意見はありますでしょうか。例えば、委員は、その辺

り、かなり書いておいていただいていますよね。 
（委員） 

 多分、委員がおっしゃるのは、幼稚園は学校教育なのですよ。 

（委員） 

 はい。 

（委員） 

 領域が学校教育は５領域ありますね。保育所の保育というのは、もちろん幼児教育も当然そこ

で行われるということで、５領域になりますよね。ただ、３歳未満児については５領域ではない

のですよね。 
（委員） 

 領域でやっていますね。まず、それは教育として。 
（委員） 

 ３歳未満児にも５領域はあるのですか。 
（部会長） 

 ５領域は５領域であるにはありますが、明確なラインが入らないというのが、乳児の一つの考

え方ですから。 
（委員） 

 ここの学校教育とのつながりというのは、多分、幼小連携というのは、多分そういう意味合い

が強いとは思いますが、ここでいくと、就学前に重視するということですから、先生がずっとお

っしゃっていた妊娠期間のことが、ここで取り扱えることではないかと思うのですが。 
（部会長） 

私が理解していなかったのかもしれませんが、小学校の連続性というところで、教育で語る。 

（委員） 

 でも今は幼保小という形で、それはもういわれているので、それも同じだと思います。 
（事務局） 

 委員からご意見があった部分は、この資料３の最後の方で、幼稚園と小学校というのを、少

し際立たせたような参考資料を付けてきたので、そういう印象を受けられたのではないかと思っ

ています。これらは、それぞれ、文部科学省がつくられた資料ですので、幼稚園を特化して、幼

稚園と小学校の連続を意識した書き方でいるのですが、基本的にこの部会では、委員がおっしゃ

ったように、幼児期の教育・保育という捉え方、つまり、教育だけを捉えますと、幼児期の教育

というふうに捉えていただこうと考えていますので、例えば、どの施設がやっている分が、例え
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ば、幼児教育だということではなく、広い意味での幼児教育というふうに捉えていただければな

と思っています。ですから、例えば、３歳からが教育だとかというふうなことを意識していただ

く必要もないと思っていますし、実際に、０歳から３歳未満のお子さんであっても、教育の要素

は十分にあると考えています。そこの部分は施設という形で切り分けて考える必要はないのかな

と考えているのですが。一般的に、例えば、幼児教育というと、幼稚園の教育というふうに印象

付けられるところがないわけではないと思いますので、そういう意見が出たりすることはあろう

かとは思いますが、この部会では広く幼児教育というふうに捉えていただければいいかなと考え

ています。 
（部会長） 

 この資料から、そういうことが出てきたのですね。広く捉えていただいたらいいというふうに

は思います。 
（委員） 

 全く別のことですが、就学前に重視するということで、例えば、先ほどの読み・書き・計算と

いう話も出てきましたが、やっぱりお父さん、お母さんが小さい子どもの時に色々お話をしなが

ら、例えば、例を挙げますと、名前の由来みたいな、こういう思いで付けたのだというようなと

ころから、名前はこんな字だよと平仮名で書いたりして、子どもがそういうものに興味を持つと

か。平仮名や漢字といったものを機械的に教えていくのではなくて、そういった語りながら、向

き合いながら、子どもたちに教えていくというのが、一つ愛着の獲得というか、委員が書いてく

れた順番にいうと、情緒の安定をもたらしながら、子どももそういったことを意識もできるので

はないかなと。基本的な生活習慣の獲得というのも、もちろんこれはやっぱり親があいさつをす

るとか、そういったものは大人の方が子どもにきちんとしていくというか、毎日の中で獲得して

いくようなことなので、その辺り、やっぱり親がしっかりとそこは自ら見本を見せるというか、

そういう気持ちでやっていかなければならないということを、知ってもらわなければならないか

なと思っています。 
（部会長） 

 愛着の部分でもお話しいただきましたが、例えば、私は幼児期の遊びの中の学びをずっと研究

テーマにしているのですが、例えば、遊びの中でどんどんと子どもたちが自分で選択して、遊ん

でいくという、それがまさに主体性にも関わるし、その経験は、遊びですので５領域が色々と入

り込んでいる。５領域でなくても、例えば、数的なことや言葉のことや、人間関係というのも入

り込んでいく。そういう経験を未分化だけども、どんどん経験することによって、小学校期で分

化してきた教科の中で、その経験が生きてくるというような姿で、これをがんがんと数字が大事

だよ、文字を書くことが大事だよとやれば、子ども自身が自ら選んでいくという主体的な動きが

なくなり、そして自ら心動いた経験ではないので、やらされているということで、なかなか読み・

書き・計算という部分の主体的な獲得というものにはつながっていかないというようなことが、

あるのかなということでいうと、やはりさまざまな体験、経験の蓄積というのが、数字や文字の

獲得につながっていくのかなということは感じています。他のところで色々と委員の皆さまも出

していただければと思うのですが。 
（委員） 

資料３の真ん中、この２つの大きな視点というのは、今までの議論を踏まえて非常に大切だ

と感じています。多分関係者が多いので、この保育者の視点というのは、十分取り入れていける
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とは思いますが、その前の大人という部分の大人は誰を指すのかということは、やはり注意が必

要だと思っています。最近、尼崎で、ここにおられる方とは別の部局の職員の方や子どもに関わ

る方とお話をして、条例のことを聞いたりすると、やっぱり知らないということなのです。市の

職員で、保健衛生に関わっている人間が、こういう条例があることを知らないでいるといった時

に、いくらここで話をしていても、ここだけで終わってしまっては意味がないわけです。これを

親も含めて、それ以外の市民とか、子どもに関わる全ての人に伝えていく方向や努力ということ

が必要で、この「大人」は誰だという意識を持つ必要はあるかなと思います。 
それから、小学校との連続性の視点とありますが、保幼小の観点というのは、新システムの中

でも強く言われているのですが、僕も実習で幼稚園を回った時に、少し気になるのは、小学校０

年生をつくる教育ではないということです。そういう連続性ではないような気がするのですね。

その視点で見ていたので、そう見えたのかも知れませんが、例えば、自分たちで小学校の準備を

することは、すごくいいのですが、少し西に行くと、小学校と幼稚園が同じ敷地にあってという

形で、給食当番から全て全部やって、本当に上手にはできているのですが、何か乳幼児期ののび

のび感とか、自由さというところの辺りが、ちょっと押さえつけられているような感じがしまし

た。そう思うと、やっぱり先ほどの読み・書き・そろばんということが出てきた時に、ちょっと

そこが一人歩きした時に、非常に怖い気がするので、連続性というものを重視しながら乳幼児期

は子どもたちの特別な時期であるという、この二つの視点が必要ではないかと感じました。 
（部会長） 

 私も全く同感で、例えば、読み・書き・計算が一人歩きするというのは、非常に怖いことだと

思うのですが、ただ、こういうニーズ調査の結果が出ている以上、丁寧にやはり書き込んでいか

ないと駄目だと思います。その辺りで、だから、小学校はこうあるべきだから、こういうことを

しましょうという準備期間を説明するのではなくて、こういう経験をすることによって、こうい

うふうな力が育ちますよと。「後伸びする力」というのが、やはり適切な言葉かなと思うのです

が、その辺りをやっぱり丁寧に描いていく必要があると思います。こういう子どもをつくるため

に、こうあるべきということではないと思うのです。 
（委員） 

 今のことに関連して、例えば、多くのご家庭、幼稚園でも保育所でも、折り紙で遊んだ経験が

あると思いますが、折り紙一つとってみても、そこにどういう教育的な意味があるのかというこ

となどを、改めて少し書き加えていく必要があるのかなと思います。というのも、読み・書き・

計算というような、小学校の保護者の方々が言っているのは、いわゆる学習として学力に直結す

るものですが、それを支える幼児期の視点ということを考えた時に、さきほどの折り紙の場合で

あれば、例えば、折り紙を斜め半分に折りました。そうしたら三角になった。四角が三角になっ

たというようなことが小学校の算数の図形の認識の基礎になっていると思いますし、また、これ

を広げてみたら、小学校で習うような対角線に折り目が付いていますよといったように、実はそ

ういうふうに学んでいることもあります。これはどちらかというと数学、算数的な学びですが、

折り紙を一つ完成させていくプロセスということを考えた時には、例えば、手順として最初にこ

うやる、次には、こういうふうに折るという手順を学んでいくということは、算数の式を展開し

ていく時の順序性などの学びにもつながっていると思います。ただし、これはそうなっているだ

ろうという予測に過ぎない。学問的な研究として実証的なことはありませんが、今回書き込むに

あたっては、例えば、すぐにドリルのようなことをやるのではなくて、折り紙の意味や他にまま
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ごとやごっこ遊びが何を意味しているのか、フリ遊びが何を意味しているのかということを考え、

そこに実は教育的な意味があると。教育的な意味は、幼稚園教育要領や保育所保育指針でいうと、

例えば、人との関わりとかイメージする力、そこでストーリーを展開していく力ということだと

思います。特に、年長さんになってきたらよりリアルなごっこ遊びを展開していくのですが、例

えば、私の子どもは、今、小学校３年生の女の子なのですが、１年生の２学期の時、休み時間に

何をやって遊んでいるのと聞いていたら、「家政婦のミタさんごっこ」をやっているとよく言っ

ていました。子どもたちは、幼児期には環境としてごっこ遊び、色々なものがあってのごっこ遊

びを展開していたのが、小学校の遊び時間になると、自分たちでストーリーを真似っこして遊ん

だりする。そういうところで、言行力というのが育っていくのではないかと思います。そういう

ところも、実は育ちの連続性とか、学びの連続性とか、教育という視点での連続性というのがあ

るのですよということをさまざまな体験や経験の蓄積ということであって、色々な人と関わる力

を獲得できるところにつなげて、書き込んでいったら、保護者の方々にとっても、ニーズ調査の

結果もつなげて書けるのではないかと思っています。 
（部会長） 
 だから、さまざまな体験や経験の蓄積というのは、色々な、例えば、教科だけではなくて、い

わゆるごっこ遊びとかで役割を分担するような、役割を意識する社会性であるとか、そういうと

ころにも育っていくという。その辺りは委員の就学前に重視することのところで書いていただい

ていますよね。 
（委員） 

 結局、読み・書き・算数というところが学習であるというところの概念の規定が狭いような気

はしますね。 
（部会長）  

 そう思いますね。 
（委員） 

 だから、学習というのが、読み・書き・算数だけではないですよね、先生。 
（委員） 

 もちろん。 
（委員） 

例えば、作文書けないですものね。字が書けたら、作文を書けるのですが、結局、ここのつら

いところは、読み・書き・算数に限定してしまって、学びや教育というものの規定が、もっと他

にもたくさんあるのだと思います。 
（部会長） 

 あると思います。 

（委員） 

 例えば、幼児期というのは、いわゆる読み・書き・算数だけではなくて、やっぱり目に見えぬ、

事象との関連性だとか、あるいは自分の体験したことの意味合いを知るという部分が重要だと思

います。これはブルーナという学者が言っているのですが、「論理－実証モード」というのと「物

語モード」という２つの認知作用があって、前者はいわゆるリテラシーといわれている、読み・

書き・算数のようなものですが、それ以外の、人が豊かに育っていく、ここで最初の扉のところ

では重視されているけれども、ここでは重視されなかった、例えば、思いやり、ルールや規範の
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問題、自ら考えていくことといったところが、やっぱり保護者の中にもなかなか位置付けられな

いという、私にしてはすごく悔しさを感じながら見ているので、そこの辺りが述べられていけば

いいなというふうには思います。 
（委員） 

 そういうふうに発達の順序を見ていけたら、保育園も０歳から、それこそ触れる、触る、見る、

聞く、話すというふうなことの活動がどんどん入っているわけで、それを教育でないというので

はなくて、そこからずっと始まっているよという、保育者の視点みたいなものが関連するので、

もう少しクローズアップしてほしいなと思うのが、何度も言っているように、そこに気付いた子

どもの力というか、ああ、そうだったんだと気付いていって、触ってみて、見てみて、触れてみ

て、してもらう大人がたくさんいて、そこで、ああ、そうなんだなと気付く力とか、不思議だね、

やってみようねというふうに、どんどん成長していくので、何かそういうところの辺りのアンケ

ートとかの結果のちゃんと裏返しを見てほしいなということなんです。 
（部会長） 

 なるほど。 
（委員） 

もう全部関連しているのですよ、皆さんがおっしゃっていることは。保育園側の、０歳からの

発達の順序みたいなところも始まっているよと、つながっているよという辺りをもっと表現して

ほしいかなみたいな。変な話、資料３の（１例）となっているところの辺り、ニーズ調査の結

果、これは一例だから黙っていようかなと思ったのですが、この四角の括弧の中の「子どもの表

現方法は、まずは、話すこと」となっていますから、これはこのまま出ていくのかどうか分かり

ませんが、見ること、触ること、触れること、聞くことという、もっと、「まずは、話すこと」

というのであれば、もう少し見ること、話すこと、触れること、触ることとか、もっと入れてほ

しいかなみたいな。一例だとは思いますが。 
（部会長） 

 なんでもそこから突っ込んでいただいたらいいと思います。もっと言うならば、この例でいう

と、じゃあ、大人はどうするんだという。今、委員がおっしゃったように、例えば、保育士であ

れば、わあ、こんなの面白いんだよねというふうに見守るようなことをおっしゃいましたよね。

それをやらせてあげると。でも、結構、何をしているのとか、そんなことやめなさいとか言って

しまう大人もいるわけで、それが逆に、そういうことが、子どもにはそんなことをさせないで、

もっと有益なことをと思うのだろうけれども、よく考えてみると、さまざまな体験や経験の蓄積

であって、その力というものがあらゆるもの、読み・書き・計算どころではない、ものすごく違

うところにも生きてくる経験になるのだと。それを認めてあげるような大人の存在ということも、

ちらっとおっしゃったと思うのですが、そういう視点もやっぱり大事だなということは、ご意見

を聞きながら思いました。ありがとうございました。 
（委員） 

 感想という形になりますが、実は、委員の書いている文章の中で、非常に強く印象を受けたこ

とがあります。それは、２つ目の黒丸のところで、「大切なことはくり返し良く教えて、子ども

がしっかりじょうずになるのを、あせらず、いらだたないで、じっと待つことです」という、こ

の文言がものすごくインパクトがありました。というのは、私は福祉で虐待関係の問題にも関わ

っていますと、じっくり、じっと待つことが保護者にはなかなかできないのです。生活のゆとり



 
 

15 

のなさというという言い方は、きつすぎるかもしれませんが、経済的な負担の部分がものすごく

大きい。それのサポートというのは、ちょっとこの部会のテーマからはずれるかもしれませんが、

そういうところが、今、非常に必要になってくるのではないかと、ものすごく感じたのです。な

ぜかといいますと、ごくシンプルなことなのですが、多分、委員はエリクソンをモチーフにして

書かれているというのは十分分かるのですが、ここにあった基本的信頼という言葉が出てきてい

ました。このじっと待ってあげること。子どもと関わってあげることによって、他人に対する信

頼、日常生活に対する安心、安全という意識が理屈ではなくて、体にすり込まれていくわけです

ね。これをベースにして感情というものも、意識もできあがっていくと。だから最初のところで、

どんな人格になるのかというふうな、乳幼児期にほぼ決定するというような書き方。ある意味で

は、ものすごくきついのですが、ある意味では、ものすごくすり込まれるという意味では、そう

いうふうに僕は感じられるのですね。その部分で、基本的信頼ができていないと、なかなか感情

がコントロールできない。衝動だけに振り回されてしまっているけれども、そういう子どもが、

これは言い過ぎかもしれませんが、小学校に入ってしまうと、もう育ち直しがほとんど不可能に

近いという状況をものすごく感じています。ですから、私の立場からみると、まずじっくり待っ

て、そばにいてあげる。そういうコミュニケーションができるという、保護者の気持ちのゆとり

をつくってあげるというようなことが、一番大切なのではないかというふうに感じた次第です。

感想です。 

（委員） 

 余談ですが、じっくり待ちましょう、見守ってくださいということは、もちろんよく分かるの

ですが、待つって、いつまで待っていたらいいですかと、今の保護者はそういうことが多いので、

言葉じゃないなというように思います。 

（委員） 

 うちの幼稚園で、お母さんたちの勉強会をやっている中で出てきたのが、やっぱり男の子のこ

とで悩んでいるということです。女の子に比べて、何回言っても同じことをするとかいう、男の

子独特のところがすごくやっぱり浮き彫りになったのと、それから、保護者は分かってはいるけ

れども待てないということでした。待つということが大切なのは分かっているけれども、でも、

待てないという本音がすごく強かったです。分かっているのだけれども、例えば、もう幼稚園に

行く時間とか、もう寝かさなければならない時間という、やっぱり時間の流れがある。本当にし

つけだけではなくて、日々の生活の中で結構、追い立てられているというのは、子どもの姿で、

それに対してやっぱりお母さん自身は、非常にいけないなという、自分を責めているようなとこ

ろも、ちょっと感じられるところがありますね。 

（部会長） 

 例えば、基本的な生活習慣で、委員が書いていてくださったように、子どもにとってできない

ことができるようになったというのは喜びなのですね。基本的な生活習慣が一つできるというこ

とは。それなのに、大人からすると、他の子はできているのにうちの子はできていないとか、こ

の歳になったら、できていないのは駄目だからといって、待つどころかどんどんやっちゃうとい

う。多分、これはニーズ調査の結果では出ていないでしょうが、その辺りのあせりというのは、

かなりあると思うのですが、すごく頷いて聞いておられますが、何かご意見ありますか。 

（委員） 

意見というほどのものではありませんが、私、小学校１年生の男の子の母親で、今、委員がお
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っしゃった、全くそのままの不安を持っています。ニーズ調査を見たり、先生方の資料を見せて

いただいたりすると、まず大人が不安に思っていることが非常に多くて、まさに私も余裕がなく

て、特に先ほどおっしゃった男の子の行動について、なぜ本当に同じことを何回言っても、今、

言ったことがなぜできないのかと。怒らないで待とうと思うのですが、腹が立って怒るのではな

くて、これをしないと、世間では、それこそ小学校で集団生活をしたら、あなたは遅れちゃうん

じゃないのという、まさに焦りなのですね。子どもが憎いのではなくて、かわいくないわけでも

なくて、やっぱり世間から取り残されるのではないかと思ってしまう。あなたのためを思ってい

るのよという気持ちが、やっぱり自分の子どもには強く思ってしまって、自分の子どもはやり直

しも、取り返しもつかなくて、兄弟が何人もいるといっても、やっぱりその子が一人の人間なの

で、やり直しができないので、例えば、失敗したからといって、もう一回、今からやり直せばい

いという、今の子どもがよくやっているゲームのようにリセットが効かないのですね。親は、一

発勝負なので、絶えず不安に思っていることが多くて、このニーズ調査も、こちらの１ページ、

２ページ目というのは、願望的な要素が非常に強くて、この就学前に準備することが大切という

のと、子育てに関する不安や悩みという結果にすごく分かれるのではないかと思うのですね。子

どもに愛情を注いで、人の気持ちが分かる子どもに育ってほしい。実際、小学校に入った時に振

り返ってみたら、案外、他の子と一緒に仲良くできないとか、一番多いのが、やっぱり私の周り

のお母さんたちも、学校では、勉強がどこまで自分の子どもができているのか分からなくて、こ

のままでいいのかどうか不安に思っているという話は非常によく聞いて、塾に入れようか、公文

に入れようか、そろばんを習わせようかと。その前に、まず体をつくっていかないといけないの

ではないか。あれもこれもさせないといけないという不安が非常に多くて、この最後に書いてい

ただいた保護者の不安の軽減というのが、非常に大事なのではないかと思ったのです。まず子ど

もの小学校以降の成長の見通しというのは、実際は立たないのですが、これがだいたいの目安で、

これぐらいでいいのかなと思えると、よその子と比較しても、それぞれの個性があるので、自分

の子どもが正しい、よその子が間違っているとか、自分が間違っているとかという結果は出ない

のですが、だいたいこれぐらいでいいのかなというのは、分からないお母さんが非常に多くて、

ホームページやインターネットや本、雑誌などの色々な情報を見ても、こういうことがあって駄

目だったという悪い情報は多いのですが、こういうことはすごくよかったよという情報は非常に

少ないと思うのです。病気になりましたとか、事故に遭いましたとか、自転車を早いうちに乗せ

たら車にはねられましたとか、そうなると全部駄目だとなってしまうので、そういう情報ばかり

集めてしまって、実際の親同士の会話が成り立たない今の世の中では、お母さんはますます不安

に陥っているだけなのではないかと思って、その結果が、このニーズ調査に出ているのではない

かと思いました。長くなりまして、すみません。 

（部会長） 

 感想どころか、すごい分析だと思います。かなりこの辺りというのは、今後、書き込んでいく

時の重要なポイントだと思います。ありがとうございました。 

（委員） 

 今のご意見を聞いていて、ああ、なんか世の中のお母さん、お父さんは大変だなと、この部会

に出ていていつも思う一方で、私もこの部会に出ていると、すごく善人になってしまうのですね。

こうあらねばならないというように、この部会ではこういういい意見を言わなければならないと

か、例えば、子どもたちに寄り添わなければならないとか、じっと待たなければならないとか。
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でも現実、怒る時もありますし、「なにしてんねん、おまえ。はよせんか。取り残されるぞ」と

言うようなこともあってもいいではないですか。今、この会議の中ですから、そういった指針を

示すために、否定的なことを消したりしているけれども、実際はそんな大人ばかりではないとい

うところも踏まえた上で、もっと自信を持ってほしいなと思います。不安はたくさんあるとおっ

しゃっていますが、それは自分の生き方とかいうのには、ある程度の価値観を持ってやっていて、

そういう意味では、本当に100点満点ではないけれども、ちょっとでもいい点を取りたいなとい

うことで頑張るぐらいで、それこそ委員がおっしゃった、こうせねばならないと、今の世代の人

たちは思いすぎではないかなと。こうあらねばならないという、昔の教育に戻っているのではな

いかと。不安だというので、もう少しその辺を柔軟に考えてもらえたらなと思います。大丈夫で

すよ。 

（部会長） 

 こうならねばならないも、一つではなくて多様化しているのです。だから、ややこしいのでし

ょうね、きっと。それから、委員がすごく大事なことをおっしゃってくださって、だから、ニー

ズ調査の結果とか、現実と理想のギャップのようなものが結構出ていて、本部会がやっぱりきれ

いごとだけで終わったら、ああ、またどこにでもあるような、きれいごとのものを出してきたと

いうことになるのです。そう思うのですよ。この部会では、結構、生々しいというか、焦るじゃ

ないのとか、どうしても叱っちゃうじゃないのとか、そういうふうな意見も出ていますので、そ

ういう大人であっても大丈夫ですよと。自信を持っていこうとか。だから、そういうふうにみん

な思っているんだから、支え合っていくことも大事ですよというのを、ぜひ文言に入れていくべ

きだと思うのですが、いかがでしょうか。 

（委員） 

 今のお話を聞いていて、私は子育ての中で、小学校の先生から学んだのですが、私もつい早く

してほしいし、完全にしてほしいし、みんなと同じようにしてほしいという思いがあって、例え

ば、「そんなことができないのだったら、神戸に連れていかないよ」とかというのではなく、「神

戸に行くから何々しようね」という方が、お互いに気持ちがいいでしょうということを言ってい

ただいて、そういう思いを伝える方法を学習するというのが、私も含めて今の親に、そんな親の

学習が必要だろうと思いました。それから、十年ほど前から、ずっと兵庫県の子育て支援のプロ

グラムをつくらせてもらっていますが、その中では、親の自尊感情を大事にするというのを一番

頭に置いています。結果ではなくて、あなたの子育てでいいんだよというところからスタートし

て、そしてエンパワーメントしていきましょう、エンパワーメントするという辺りで、親も子も、

自分が大事なのだ、大切なんだという辺りからスタートするというところをやっています。 

また、話がちょっとばらばらになりますが、先ほど委員が言われた、男の子を育てるというの

は、ジェンダーの中ですごく大変だというのはいわれています。それは、女性、つまり、母が男

性を育てるというのは、特に男の子には期待、女の子とは違う期待を持っている。それは母だけ

ではなく、地域とか、親族とかが男の子にかける期待というのが違うから、やはりそうありたい

と理想が高くなるし、女の子は、まあこれぐらいでいいよというように、ある程度許されるとい

うのがあったりするというので、私たちの中にしみ込んでいるジェンダーとか性差をちょっと解

きほぐしていかないと、子育てがよりしんどくなるのかなと思ったりもします。全く私ごとなの

ですが、二十数年前、私の研究でカナダに１年間ほどいた時、子どもが小学校４年生、３年生、

幼稚園の時だったのですが、かけ算に関して３年生の終わりは４×４だったので、５年生の終わ
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りが７×７でした。 

（部会長） 

それは、勉強するのがということですか。 

（委員） 

はい。６年生が終わるまでに９×９までいったらいいというので、日本のように２年生のそこ

で９×９までやらなくても、オッケーだったのですね。先ほども数の概念について言われていま

したが、学校で100という数字を出すと、１セント玉100個集めて何ができるかとか、100年た

ったらあなたはどうしているかとか、100人集まったらどんなことができるかとか、100という

プロジェクトで１日過ごすとか、それから、生活の中では幼稚園で、特にパジャマデーというの

があって、先生もパジャマ着てくるし、子どももパジャマを着て１日過ごすとか、その中で読み

聞かせをしたり、お話をつくったり、寝る前の劇をしたり、寝る前のホットドリンクをつくった

りとか、そんな世界は日本では求められないし、ないけれども、もっと余裕を持ってもいいんだ

よとか、生涯どう幸せに生きていくかという視点を持っていって、人を陥れないとか、だまさな

いとか、ルール違反をしないという辺りを最低限持って、何かもう少しゆっくり子育てができた

らいいのになと感じました。 

（部会長） 

 そういうのを、ノーバディ・・・。何でしたでしょうか。 

（委員） 

 ノーバディーズパーフェクト（Nobody's Perfect）ですね。 

（部会長） 

 そう、ノーバディーズパーフェクト。つまり完璧な親はいないんだよと。これは大事ですよね。

つまり今のお話にもありましたが、親の自尊感情、例えば、委員が、わかっているけれどこう思

ってしまうよと。しかし、それでいいのですよと。みんな思うのですよ。あなたは色々とやって

いるけれども、まず基本は子どものことを大切に思っているのですよという自尊感情を大事にす

るということと、まずそれをして、もう一つおっしゃいましたよね。思いを伝える方法をもう少

し、そんなことしたら神戸に連れていかないよ、じゃなくて、神戸に行ったらこれしようねと。

ちょっとした違いですが、違いますよね。そういうことを支える大人が、やはりしていければい

いなという、これも書き込みたいですね。 

（委員） 

 今、僕も、委員のお話を聞いて、尼崎の市民委員の皆さんは、どの部会でも話をさせていただ

いても、非常に色々なご意見や思いを持っておられるとすごく感じる一方で、それ以外のメンバ

ーは、専門家として、いわゆる業界の人なので、やっぱり業界の人の見落とすミスとか、そんな

の当たり前だと思ってしまうようなところ、例えば、大丈夫よというようなことも、多分こちら

は思っているのですが、保護者は、先ほども一発勝負と言われたのがすごく印象的で、本当に失

敗が許されないとか、そのことだけで全部が決まってしまうと。多分、業界の人間はそんなこと

は思ってはいないと思うのです。やり直しもきくだろうしと。実は、そういうデータもあるし、

それだけで決まるわけではないということ。しかし、そこを伝える努力とか、伝える方法という

のは、これは専門家として反省し、色々な支援を考えていく必要がある。この社会はやっぱりス

ピード、経済、効率ということで、余裕や見通しが持てないで、やはり教育などもおどしをかけ

て、あれをしなくちゃいけない、これをしなくちゃいけないと不安を教育者やこういう機関専門
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家が言わんとしている部分もあって、そういうことも含めて、じゃあ、尼崎の保育はそうじゃな

いよねということを、もう一度、やはりここできちんと考えていく部会であるということを、改

めて今のお話を聞いて、やはりそのメッセージとして、いや、それでいいのよ、大丈夫とか、例

えば、いろんな意味で失敗とかやり直しはきくし、人生というのは、もっと多様であるし、子育

ても多様であってもいいというようなことが、部会長がおっしゃるように、建前的にはいくらで

も社会には出ているし、書いているけれども、そうではない色々な思いということをやはりメッ

セージとして出したいなということを、今のお話を聞いて強く思いました。 

（部会長） 

 ぜひその辺りを書き込みたいですね。だからもっとこういうふうなことを思ってしまうけど、

というようなところも出していただくことも、本部会では大事なことではないでしょうか。他、

いかがでしょうか。ご意見。今日はまとめることは絶対できませんので、まとめは事務局がしま

すので、どんどん出していただけますでしょうか。どんなことでも結構です。 

（委員） 

 委員がおっしゃったとおり、やはり色々な保護者の方、お母さんたちは悩んでおられますね。

例えば、兄弟げんかをどうしたらいいのだとかも多いですね。兄弟げんかをしている横にいると

やはりいらいらするみたいですね。でも、兄弟げんかは誰もいないと兄弟げんかしませんよとい

うということが分っていない。それから、逆に楽観論ばっかりで、いつまでもおむつでいいのだ

とか、最近、３歳でも授乳というか、出ないのですが、おっぱいを飲ませてもいいのですよね。 

（部会長） 

 いけないとも決められないのですよね。 

（委員） 

 そうです。だから、おっぱいを３歳児が飲んでいるということがある。 

（委員） 

 やめなくてもいいということですか。 

（委員） 

 やめなくてもいいというようなこともあって、僕はそれを聞いた時に、すごくびっくりしたの

ですが、でも、それは駄目ですよとも、その時は言えませんでした。色々な価値観の中で、これ

でいいのだろうか、あれでいいのだろうか、これはどうしたらいいのだろうかということは、多

分山のように出てくると思うのです。だから、これを冊子にして理想論を書かれても、それは読

まないでしょう、きっと。やはり、読んでいただくには、これこれ、あるある、みたいな、そう

いうところがたくさん出てきて、でも、共通する価値観、見逃してはいけない大切なことという

ことは、やはり書いていけるようなことをする、雑誌のような形で読めるようにすると、ああ、

そうなんだ、私だけではないのだというようなことは思ってもらえるのかなと思います。それか

ら、おっしゃっていたように、見通しが立たないというのが、やっぱり初めての子ども、第一子

の場合は、これでいいのだろうかという見通しが立たないというのが一番大きいですね。以前で

あれば、「大丈夫、大丈夫」「こんなの大丈夫だって」と、近所の人が言ってくれていた時期があ

ったのですが、今、孤立しているから、子育て不安が非常に上がっているということを語られて

いますね。だから、いいよ、そんなの全然気にしなくてもいいよと言ってくれる人、そういう何

なのでしょうか、そういう先の見えなさとか、不安感とか、孤立感というものが、ついついネッ

トにいくわけで、ネットにいくと、極端な話が載っていたりするので、そこで信じてしまってみ
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たいなことになってしまっているのかなということで、何かそういう不安を大丈夫と言ってくれ

る、学校の先生は言ってくれないのでしょうか。 

（委員） 

 大丈夫とさっき言いました。 

（委員） 

 それは、だから幼稚園の先生、保育園の先生とか、学校の先生だとか、あるいは色々なこうい

うところに来られて。ここに来られているような方は、非常に意識が高くてよく分かっておられ

る方が多いと思いますが、ここに来られないような、地域にあまり出ないでいらっしゃるような

方をどうするかということ、どうしたらいいのかということを課題に思います。 

（部会長） 

 結局、コミュニティがだんだん消えてきているから、こういうことが起こるといってしまえば、

逆の言い方で、どんどんと参加しましょうと。しかし、それができないということも、やはり書

いていかないと駄目ですね。例えば、そういうことを相談するのは、こういうところがあります

よ、そこに行けない人をどうするか。それを書きたいですね。こういうふうにしましょうと。や

はりみんな、同じなのですよと。悩んでいますよというところは、やはり根底に置きたいなとい

うところはありますね。そういう大人が、やはり子育てをしていくというのは、本当に支え合っ

ていかないと駄目ですよねというようなところ。それから、今日、最初に出ました読み・書き・

計算に代表されるような、不安からこういうことをさせなければならないというようなところを、

やはりこういう経験が大事ですよということも、やはり書き込みたい。理想論だけではなくて、

現実の言える、ずれる、そして惑う大人もいるのだと。それが現実として、そういう大人も子育

てをしているというところで、そういう文脈で書いていけたらいいなと。 

（委員） 

 親も迷いながら一緒に成長しているというのがあれば、誰も、さっきおっしゃった正解はない

し、正解はないというのが分かれば、みんな自分たちも悩みながら子育てして、それで別にいい

のだということが分かれば不安はなくて、見通しが立たなくても、ああ、こういうことがあって

も大丈夫なのだな、ああいうことがあっても大丈夫なんだなというのがあれば、非常に不安だけ

ではなくて、子どもも成長していくし、大人も成長する。子育ては成長だと思います。子どもで

経験させてもらったことがすごく多いので、ああ、一緒に育っているのだなと思って、駄目でい

いじゃないではなくて、これでいいかなというのを、もっと周りの人にたくさん言えるようにな

ればいいなと思っています。私が私の母に言ったら、「あなたも子どもの時、そうだったわよ」

と言われて、ああ、別に私、普通に働いていけるし、生活に困っていないので、まあ、いいかと

思えるのですが、たしかに周りの人に相談できない人がすごく増えているのではないかなと思い

ます。 

（部会長） 

 かなり時間が来ていますが、今日、すごく大事なことが見えてきたなと。ただ単に理想論で、

こうだ、こうだと。もちろんちゃんとした、こういう乳幼児期の経験がこういうふうになってい

くんだよ、こういう力になるんだよというところは説明しなければいけないという部分と、プラ

スして、そうしたいけれども、なかなかできない色々なしがらみがあるよと。その辺りの迷いみ

たいなものをしっかりと書いていくと。みんな同じなんだよと。だから頑張りましょうねという

ような書き方になればいいなというところは、見えてきたと思います。今日はその中でも結構
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色々なキーワード、あるいは文章が出てきていると思いますので、大変事務局、申し訳ないので

すが、次回、それをまとめていただいたものがたたき台となって、さらに論議が深まっていくと

思います。それが重なっていくことによって、文章がつづられていくというようなことを思いま

すので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、本日はこの程度にしたいと思います。 

２ その他について 

 ●次回の日程調整等の事務連絡 
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