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尼崎市子ども・子育て審議会 

第９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２月25日（火） 午後６時30分～午後８時30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、瀧川委員、西川委員、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 第８回就学前の教育・保育のあり方検討部会での意見 

・資料２ ニーズ調査結果（クロス集計） 

・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 

・宮崎委員提供資料 

 

 

開会 

 ●配布資料の確認 

 

 

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 

●資料１に基づき、説明 

（部会長） 

前回のことを思いだしながら聞いていただいたのではないでしょうか。ただいまご説明いただ

きました資料１について、質問や確認しておくことがありましたらお願いします。それでは、

色々と資料を提示していただいた後に、前回の続きをしていきたいと思いますので、次にいきた

いと思います。それでは、先ほどの説明にもありましたが、前回の議論の中で、ニーズ調査の結

果について、詳細に分析しなければならないという意見があったと思いますが、事務局の方で、

ニーズ調査の詳細を分析していただいています。資料に沿って事務局から説明願います。  

 ●資料２に基づき、説明 

（部会長） 

 資料２についてご意見、確認しておきたいことはありますか。苦労してクロスをかけていた

だいたようですが、いかがですか。 

（委員）  

 設問、尋ねている内容が具体的ではないかなと。抽象的過ぎて、本当に、マナーとは何とかい

う、当たり前のことですが何みたいな、そこら辺の深さは考慮されているのでしょうか。この方

たちは何歳ぐらいの方が答えたのだろうということもあります。具体的な質問ではないから、こ

ういう結果なのかなと思います。マナーって何みたいな。この設問に対する、それって何という
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のは何だろうと、いつも私は思うのですが、そこら辺が、何歳ぐらいの方が答えたのでしょうか。

20代なのか30代なのか。 

（部会長） 

 事務局いかがですか。 

（事務局） 

 ニーズ調査の結果は出ているのですが、保護者の年齢については直接聞いていません。ただ、

アンケート調査の中で、子どもさんの年齢をお尋ねしました。今回お付けしていますニーズ調査

の結果は小学生の保護者の方に対する回答を集めたものですので、だいたい小学校１年生から６

年生のお子さんの保護者の方が回答していただいています。20代後半から 30代、あるいは 40

代前半ぐらいまでの方ではないかと予想されますが、正確ではございません。 

（部会長） 

相関関係が出にくいというのはよく分かりますが、確かにその辺りのとらえが、この場ではど

うだったかというのはとらえにくいのですが。３ページに過去の調査結果というのがありますが、

これも面白い傾向、同じようなことが出ているなと思います。例えば、これは将来の大人像で、

思いやれる人というのがトップに来ていますね。そのために必要なこととなると、上位はやはり

この部会で話しているような「体験すること」や、「友だちとふれ合うこと」になっています。

そして「勉強すること」というのが、高いといえば高いかもしれませんが、上位の、40パーセ

ント以上の部分と比較するとちょっと低くなっている。だから、「勉強すること」はそんなに大

事じゃないんです。もっともっと友だちと一緒に遊んだり、色々な経験をしたりしてほしいと願

っているにも関わらず、やはり今回のニーズ調査のように質問すれば、やはり読み書き計算だと

いうふうに出てくる。これは前回からも出ていますが、この辺りをこの部会でやはり丁寧に議論

をしていかなければいけないんだなということは、やはり、過去の傾向だけではなく、調査結果

だけではなく、やはりその責任がここの部会にあるのかなということを個人的にはすごく感じま

す。やはり、ここを抜きにしてこの部会は終われないなということを、感想ですが、ふと思いま

した。 

（委員） 

 すみませんが、教えてください。結局、「あまり重視しない」という回答が多くなっているの

が、「ルールやマナーを守ること」と「基本的な生活習慣を身に付ける」ということで網掛けが

ありますよね。これはどういうふうに解釈したらいいのでしょうか。他のところがどうか、ちょ

っとピンとこないので、もう少し詳しく説明していただけるとありがたいです。生活習慣を身に

付けるということを重視している人は、こういうものはあまり重視していないということですか。 

（部会長） 

 表の見方をもう一度確認をお願いします。 

（事務局） 

 このクロス表は、まず就学前に重視することと、どんな大人に成長してほしいかという２つの

設問をクロスで合わせたものですが、就学前に重視することの答え方というのは、重視する、特

に重視する、どちらかといえば重視する、あまり重視しないという４つの項目で程度を聞いた形

になっています。そのため、同じように表の中で書き表すのは難しかったものですから、まず様々

な体験をすることという設問や、新しいことをやってみるという、それぞれ重視する設問の項目

があって、それぞれ、特に重視するとか、重視すると答えていただいたわけです。この中で例え
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ば、12ページの上の段にあるものでいくと、基本的な生活習慣を身に付けることという欄の一

番下、回答者総数というのがあると思います。回答者総数のところで、上の段が件数、下の段が

構成比になっています。左から順番に0.3パーセント、7.1パーセント、40.4パーセント、45.0

パーセント、7.2パーセントという率が出ていると思います。また、５ページに横長の表があり、

あまり重視しないが45パーセントとなっています。これは全体で45パーセントの人があまり重

視しないというふうにお答えになっているということです。そしてこれが、12ページでいうと

ころの、一番下の回答者総数のところである一番下の段、回答者総数45パーセントにあたる。

お分かりいただけますか。 

（委員） 

 45パーセントというのは分かりました。ここの数値は一致するということなので、他の項目

のポイントの数との関連を教えてくださいということです。例えば、12ページの基本的な生活

習慣を身に付けることで、思いやりのある豊かな心を持った人というのを、特に重視するという

人は２人しかいない。 

（事務局） 

これは、どんな大人に成長してほしいかというのは、複数回答なので縦の各項目は、たくさん

回答される方がいらっしゃるのですが、まず、どんな大人に成長してほしいかという設問に対し

て、思いやりのある豊かな心を持った人という項目は、938人が答えているんですね。このグラ

フの一番右手の端になりますが。 

（委員） 

はい。 

（事務局） 

要は、どんな大人に成長してほしいかという設問に対して、938人の方が思いやりのある豊か

な心を持った人になってほしいというふうに答えられた。これが100パーセントですが、この人

たちが基本的な生活習慣を身に付けることに対しては、その938人がそれぞれどこに付けている

かです。この基本的な生活習慣を身に付けることに対して、938人がどのように基本的な生活習

慣を身に付けることに丸を付けたかという内訳がこの表に書かれているということです。要は、

938人を合計すると100パーセントになっていますが、このうち416人が、あまり重視しないと

答えた形になります。 

（委員） 

 思いやりを持った人を重視する人は、あまり基本的な生活習慣を身に付けるということに対し

て、重きを置いていなかったということですか。 

（事務局） 

 ということですね。要は、どんな大人に成長してほしいかという設問で答えた方が、この基本

的な生活習慣をどうとらえるかです。それがこの416人の方は、あまり重視しないと答えられて

いるという形になるという表です。 

（委員） 

ということは、例えば、９ページのルールやマナーを守ることをというところも、あまり重視

しないというポイントが高いところですよね。 

（事務局） 

 そうです。今、言われたように、９ページのところに書いてあります基本的なルールやマナー



 
 

4 

が守れる人になってほしいと思いながら、就学前に重視することは何ですかと聞かれたら、９ペ

ージのグラフを見ると、ルールやマナーを守ることについて、あまり重視しないというふうに答

えておられるという状態になっています。要はどの選択肢、どういう大人になってほしいという

選択肢を選んでいたとしても、どの部分もあまり重視しないのだということです。 

（委員） 

ということは、尼崎市の小学生の保護者の方は、ルールやマナーを守るということや、基本的

な生活習慣を身に付けるということに対して、あまり重視しないと考えておられるというふうに

考えてもいいですか。 

（事務局） 

 傾向としては、そういうふうに出ているということだと思っていただければと思います。です

から、これは、就学前に重視することということで聞いていますので、小学生の保護者の方がル

ールやマナーを守らなくていいというふうに言っておられるわけではないということです。就学

前に重視することという条件で考えた時に、他と相対的に考えられた部分もあるのだと思います。

要は、例えば、読み書き計算だとか、色々なことが並べられた中で、ルールやマナーを守ること

については、かなり下の項目になったということで、各項目で絶対的に評価をしていただいてい

るつもりですが、上下で設問の中で聞きましたので、その中でこっちと比べるとこっちはちょっ

とというふうにバランスを見てしまった部分もあるのかなとは思います。 

（委員） 

私はこのクロスや学年集計をしてくださいというふうにお願いして、こんなに大変な手間だっ

たと思いますし、その割に、全く相関がなかったというところで大変ショックを受けました。今、

思ったのは、結局、小学校と幼稚園、保育所との段差が存在するということです。間違いなく。

だから、小学校に行って、読み書き計算を大切にすることを重視することについて、１年生の段

階から子どもがどこか壁だとか、うまく乗り切れなかったという経験があるという。幼保小の接

続に問題があると言わざるを得ないのかなというふうに思います。これは、小学校の授業のあり

方や、小学校の受け入れ体制という部分もあるでしょう。そればかりではなくて、幼稚園だとか

保育所との連携、接続についての問題もあるのではないかと。特に思ったのは、保護者の皆さん

が、おそらく幼稚園、保育所に預けている間は、あまり家庭教育を意識しなくてもよかった。と

ころが小学校に入学すると、やっぱり段差の中にあるのは、国語や算数といった座学による教科

教育が入ってくる。幼稚園や保育所と、座学による45分の教科教育、習熟度が要求されるもの

に対する戸惑いが子どもにも保護者にもある。私は１年生はそんなにないと思っていたんですね。

９歳の壁という言葉がありますが、３年生ぐらいでこれが出てくると思ったのですが、１年生の

段階であるということについて、ちょっと驚きを隠せないしだいです。まとめていただいている

ので、それ以上踏み込むのはどうかと思いますが、例えば、座学で国語をやるとなると、教科書

を読む、あるいは先生の話を聞くということがありますが、幼稚園や保育所など、就学前の保護

者が、あるいは幼稚園、保育所でどれほど絵本を読んでもらう機会があったか。あるいは絵本を

自らが読むか。簡単にいうと、家に絵本があるかどうか。辞書で調べるという時に、例えば、家

に子どもの自然図鑑があって、そういうものを見る機会があったかどうか。それから、基本的な

数的なものでいくと、例えば、数量的なものだとか、あるいは文字的な必要か。例えば、家でお

手伝いをして、家族の分のお皿を並べるだとか、あるいはいちごを家族で分けるだとかといった

経験をしているかどうかというような、これは何ていうのでしょうか、このあり方検討会の中で、
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特に家庭教育にも言及するとなると、やはり幼保小の連携の中での家庭教育のあり方だとか、あ

るいは親の意識や構えといったものを、よく見ていかなければならないのではないかというよう

に思いました。 

（部会長） 

私も保幼小連携の問題で、この連携がうまくいっていないという、例えば、これは親に対して

のアンケートで、混乱というか、理想と現実というか、本当はこういうことを大事にしたいのだ

けれども、周りを見れば、情報がいっぱい流れていて、そんなことじゃないじゃないかと見えて

きたものについての焦りみたいなもの。私はそれを「段差」と呼ぶのかどうかは別にしても、段

差はあると思いますが、これはやっぱり発信されていないということですね。すなわち、この就

学前の教育・保育のあり方検討部会で話している、まさにそこを発信して、いや、そういう見た

目を整えていくことではないんですよと。その見た目というのは、確かに小学校以降は見えてく

る部分はあるけれども、それを同じように、就学前にやっているということが、大事なんじゃな

いですよということを、やはりこの部会が発信していかないと駄目でしょうし、これはすべてで

はありませんが、小学校以降の教育に携わる方たちが、そのことを理解しているかどうかという

こと。私も幼小連携の現場に入らせていただいて感じることは、小学校がやはり求めていること

は、豊かな経験とか、そういうことを思いつつも、やっぱり話を聞けるようにしてくださいねと

か、あまりおっしゃいませんが、字ぐらいは読めるようにしておいた方がいいですねというよう

なことを、やはり言ってしまう現実がある。その辺りで、やはり本当はこう育ってほしいのだけ

れども、こういうこともしなくてはいけないのかという混乱。だから、このクロス集計をしてい

ただいて、私はその辺りの混乱というか、やはり正しい情報が伝わっていなくて、理想といえば

理想なのかもしれませんが、私はこれは本質だと思います。この辺り、最初に申し上げましたが、

これをやっぱり発信していくことがすごく大事になってくるのではないかと。これは尼崎市だけ

ではないと思いますが。私は、そういう意味での危機感、多分、委員と同じだと思いますが、そ

ういう危機感をすごく感じました。 

（委員） 

本当にそうだなと思います。私も納得です。私の持ってきた資料を、今、伝えさせてもらって

いいですか。 

（部会長） 

 そうしましたら、提供資料を用意していただいています。あとで時間を取ろうと思っていまし

たが、今の方がよろしいですか。 
（委員） 

はい。 
（部会長） 

 では、すみません。資料として委員提供資料というものがあると思います。では、よろしくお

願いいたします。 
（委員） 

 前回もそうだなと思いながら、今、タイミングがいいなと私なりに思っているのですね。なぜ

今、この時代の流れを言わないといけないのかなという辺りをもう少し知っておかないといけな

いと思います。現場の中でも、先ほどの何歳のお母さん対象ですかと聞いたのは、そういうこと

を含んでいるんですよね。今、して見せる大人が、とても弱くなってきているのではないかなと
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いうところを知っておかないと、どんどんどんどん、これって何という辺りを振り返ってみたら、

その今、して見せる大人が弱くなってきている辺りで、今、すごく難しくなってきているなと。

でも、保育所は養護というのか、してあげていること。教育、それを見て学ぶ大人が、保育士が

いたりお母さんに持っていってあげたりするから、それを一体化しているのが教育ですよ、保育

ですよと言いながら、線引きは３歳以上とか、教育ですという、その辺りの変な矛盾が私たちも

まだスキッとなっていないので、時代の流れという辺りも、少し分かってもらいながら、そうだ

ねという辺りからも、この会議の中で知っていかないと難しいのではないかなということを思い

ます。情報とか、お母さんたちにはいっぱい入ってくるのです。入ってくるのだけれども、そこ

で迷ってしまって、本当に正しいものはそうだと思うのだけれども、具体的にはどうしたらいい

のというのが、本当に困った現状があって、子育てノイローゼになったり、虐待をしてみたり、

もう世話をするのが分からない時代というか、本当にそこら辺が読み取れるんじゃないかなと。

読み取っていきながらしないと、難しい世の中だと思います。ざっくりは、これは私が言ったこ

とではなく、臨床心理学者が言っていたことですが、一緒に学んだ時にはすごいなと思いました。

戦前の大人たちというのは、過去になっていっている大人たちかもしれませんが、こうあらねば

ならないという、父に威厳があったとか、責任感が強かったという、こういう時代の特徴があり

ましたよね。その大人たちが今、昭和 20年、モラトリアム人間と書いていますが、その辺りの、
われわれ 70代、60代ではないですかね。その特徴を見てもらったら、ああ、なるほどなと。私
たちの親たちは、もうあなたたちは、父のようになったらあかんよ。一人で頑張りなさいよみた

いなことで、独立してきて、こうなっていますよね。その子どもたちが、今、もう少し、モラト

リアム２世というような書き方でやっていますよね。今、この人たちが 40代ですか、そのぐら
いの年齢じゃないかな。ホリエモンさんたち、同一化したいという、そのような時代でもあった

かな。豊かなのだけれど、また違うかな、ストーカー行為をしたりとか、そのようなモラルのな

い時代になってきたなというのではないかな。このあとの人たちが、今、３世ということで、

20代になってきているから、地震を知らないころに生まれたとか、本当に自分の兄弟がいない、
一人っ子で育ってきている、そして自分に体験がない。兄弟がいなかった。そういう時代観があ

って、ですから、尋ね方が本当に分かっているの、それは何を意味しているのというよりも、振

り返ってみた時には、もう少し前からのことを伝えながら、時代がこう変わっていっているんだ。

これは変えたらいかんよとか、これはここを大事にしようねということをちゃんと申し送ってい

かないと、アンケートの結果だけでは、ちょっと心配だなというようなことを思っています。 
 これの説明というのを、私はうまくできないと思いますが、やっぱり育児に自信がないという

のは、悩んでいるお母さんが、これは統計かもしれないけれども、共稼ぎをしているお母さんや、

保育園に行っているお母さん、幼稚園に預けているお母さんはそんなに悩んでいないというか、

学ぶところが多いから大丈夫だけれども、専業主婦の方の 70パーセントの人が育児に自信がな
くて、情報はいっぱい入ってくるのだけれども、どうしたらいいんですかと。具体的に、５時に

なったらこうしなさいよとか、こういうふうに具体的に、本当にはっきり言ってあげないとノイ

ローゼになってきているのが現実かなとか。説明が十分にできませんが、ちょうどこのことも大

事じゃないかなと思ったので、載せてもらいました。 
（部会長） 

 色々な世代があるわけですが、子育てをするという事実は同じわけです。ですから、前回も出

ましたが、一つの価値観をこうして守っていけたらいいんだという時代ではなくて、多様な情報
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があふれている中で、どうしていくかということで、やはり先ほど委員もおっしゃいましたが、

一つの設問でも色々な考え方が出てくる、とらえ方があるということなのでしょうが、やはり先

ほどの話に戻って、幼小の連続性の中で、丁寧にやはり言葉を重ねていくというか、分かってい

ただけるようにしていくということが大事だなということを、改めて、この資料を見て思ったわ

けです。 
（事務局） 

 事務局からご説明をさせていただきたいと思います。部会長がおっしゃったように、情報発信

をきちっとしていくというのは、非常に重要なことだと思っています。今回、このアンケート調

査を実施して、前回も少しふれたのですが、アンケート調査の中で、この読み書き計算というよ

うに、あえて極端なものを項目として出させていただいたのは、少し試行といいますか、そうい

うような部分もございました。意識としてどうなるかということを見てみたいということもあり

ましたし、仮に、今回の結果とは逆に低くでるようなことがあれば、このあり方検討部会で検討

していくことは、市民にも浸透している、意識として皆さんと共有ができているというふうにと

らえられるなと考えておりました。そのように使えるアンケートになるのではないかというふう

に、選択肢として入れたわけです。それが、今回逆転した結果となりました。ただ、もともとこ

のあり方部会で検討していることを周知するための、一つのツールにしたいなとも思っていまし

たので、今回、これが逆に出たことは逆に出たことで、提示の方法といいますか、こういう意識

は確かにあるのだけれども、実は重要なことはそういうことではなくて、こちらの方が重要だと

いうことを、もう少し別のデータを探しながら提示をしたり、分かっていただきやすいような見

せ方をするというような周知の方法はできるのではないかなというふうに考えています。今回は

少し読み書き計算が高くなりました、ということを強調したような資料にはなっていますが、も

ともとそういうことを思っている方が多いですということだけを、単に周知したいということで

はなく、今回のあり方部会の結果をうまく紹介していくための、一つのツールとして、うまく活

用できないかということで選択肢をつくったものですので、今は、表現の中でそういう見せ方を

していますので、誤解があってはいけませんが、そういう考え方ということで、整理をさせてい

ただいています。 
 あともう一点、委員からご提示いただいた資料の中で、聞き方がどうだったかということにふ

れられたと思いますが、これは、して見せる大人とおっしゃる部分は、保護者として色々なこと

を教えていく、例えば、大人としてこんなふうにするんだよというように見せていくべき大人が、

今、少し弱くなっている。要は、ルールを守らないといけないと言いながらも、例えば、少し極

端な例かもしれませんが、子どもの前で信号無視をしているということがあったりするのが、し

て見せる大人が弱くなっているという部分の一例なのかなというふうに、個人的にお話を聞いて

いてとらえています。そういった部分が、過去は、こんなふうでないといけない。親としてはこ

うであるべきだというような社会観といったものがあったのかもしれませんが、今は親になって

いても、子どものような部分が見え隠れするというような状況の中で、今回のアンケート調査で、

ちゃんと意味が分かって答えてくださっているのかという、ご懸念だったのかなというふうに事

務局としては、今、とらえているのですが、そういう背景はある中ですが、後ほど資料３の中

でも少しご説明させていただきますが、大人として意識することの中に、自分が手本であるとい

うことも意識しなければいけないんだということは、少し書き込んでいきたいというふうに意識

しているところです。 
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（部会長） 

多分、今、お話しいただいたことは、委員の皆さんご理解いただいていると思います。例えば、

前回、資料１には、あまり強くは出ていませんが、こうしなくてはいけないと思い込んでいる

人たち。だから、本当はこういうふうにしなくてはいけないと思っても、できないあなたがいま

すよね。だけど、こういうふうな、という書き方にしていこうという、資料１はそういうふう

なことでまとめていただいていると思いますが、その辺りで 100 パーセント、形式的にいいこ
とだけを並べるような提言はやめようということは出ていたと思いますので、その辺りも確認し

ておきたいと思います。 
（委員） 

 資料２の４ページ、５ページを見て私の感じたことは、これまでにここで議論されているこ

とと重なりはするのですが、子育てに悩むお母さん方の理想と現実のギャップというところがあ

らわれているかなと思っています。その意味では、一番最後にまとめてくださっているように、

考察のところに「あくまで理想の姿として回答」しているというところが表れているかなと思い

ます。それはどういうことかというと、５ページのところ、読み書き計算の次が、「新しいこと

をやってみること」「自分の気持ちを表現すること」というところが次のグループで 70 パーセ
ント台で多いグループになっているのです。これは、新しいことをやってみるとか、自分の気持

ちを表現するというのは、自分というものを子ども自身が確立していく中での大事なことだと思

いますが、しかしながら４ページを見てみると、例２）と書いてあるところ、家庭が子どもの教

育について担う役割で、まずは親として「子どもの愛情を注ぎ、向き合うこと」が大事だと思っ

て実践されている。「しつけやマナーを教えること」人に迷惑をかけたらいけないという思いが

あって、一生懸命されている。子どもが病気にならないようにということも考えながら、「健や

かな心と体を育成すること」というのは、一生懸命やられている。さらにここで小学生の保護者

だと思いますが、「悩みや相談事に気付き、対応すること」というのも一生懸命やられていると。

しかしながら、次、がくんと下がっているのは、「子どもの自主性を尊重すること」で、50パー
セントを切っています。つまり、ご家庭の中で教育について、子どもの自主性というのを親のい

いなりにさせようと思っているわけではないと思いますが、自主性を尊重するというところが、

実はこのアンケート結果からは、半数程度しか考えられていない。そうすると、理想である部分

の５ページ、結果的に子どもをずっと押さえつけて子育てしてしまっているご家庭が半数ぐらい

あるということを考えると、やっぱり子どもにとって幼児期に新しいことをやってみることとか、

自分の気持ちを表現することというのも大事にしてあげた方がよかったなというふうに、就学前

を振り返って思い返しておられる保護者が多いのかなと。そう考えると、今度どう書いていくか

というところにつながると思いますが、子どもの自主性ということを幼児期からしっかりと大事

にしてあげてね。子どもは子どもで、自分の、たとえ１歳であろうが、２歳であろうが、子ども

は自分の思いを持って行動しようと思っている。それを押さえつけてしまうだけではなくて、ち

ゃんと認めてあげないといけないよというようなところ。そこを大事にしておかないと、将来、

新しいことをやってみることとか、自分の気持ちを表現することというところの育ちにはつなが

っていかないよ、というようなことを書いておいた方がいいのかなと。そういうところで、理想

と現実のはざまで悩まれている保護者への道しるべになればなと思っています。 
（部会長） 

 今、具体的なところで、こういうようにしてしまっているけれども、本当はこれが大事だよね
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というのが、このアンケート結果からも結構見えてくるものがあって、その辺りを丁寧にという

ことで、今は子どもの自主性という部分でお話をいただきました。ありがとうございました。書

き方の一つの大きなポイントではないかと思います。他はいかがでしょうか。 
（委員） 

 私もすごくポジティブに捉えていたのですが、一面的な評価や考察はデータからはなかなかし

にくいとは思います。長期的なビジョンの中で、尼崎市の子どもがどの辺りにいるかというのも、

一つ見ていかないといけないし、家庭と学校のあり方というのも、先ほど委員が言われたように

見ないといけないと思いますが、例えば、５ページの就学前に重視することに対して意識の中で、

ルールやマナーを守ることと、基本的な生活習慣を身に付けるということは、重要なこととして

あることはあるのですが、これはもう就学前の集団生活で十分に身に付いている。保育園、幼稚

園できちんとそれは身に付けていただいたから、そんなに重視しなくてもいいんだよというふう

な採り方もしようと思えばできますよね。ただ、たくさん仲間と遊んで、楽しい思いをいっぱい

したから、さあ、今度はやはり小学校に入ると、教科別の学習が入ってくるので、読み書き計算

というのを重視しましょうという、切り替えのところにあるのかなとも思います。そのように捉

えれば、すごくいい幼児期を過ごして、きちんとしたマナーも身についているのではないかと、

逆に言えるのではないかなと思います。 
（部会長） 

 非常にポジティブに読み取っていただきました。ただ、そういうことを、やはり文章で、読み

書き計算などをすることを大事にしようねという、その前段階の豊かな経験という、その辺りを

やはり書き込んでいく。なぜこういう主体的に動くようなことが、こういうことにつながるのか

ということ、その辺りもやはり丁寧に書いていく必要があるかなと思います。いかがでしょうか。

それでは、かなりこの資料だけでもご意見が出ているのですが、また本日の議論の参考となるよ

うに、事務局が資料を作成していただいております。資料３です。それに沿って、またご説明

いただけますでしょうか。 

 

●資料３に基づき、説明  

（部会長） 

 前回出ていました大人、保育者の視点と小学校との連続性の視点に関して、前回までの意見を

まとめていただいたということです。この辺りの資料も参考にしていただきながら、先ほどの意

見交換を続けていきたいと思いますが、いかがでしょうか。かなり概念図、中間まとめに出され

た、その辺りがだんだんと厚くなってきているなという感じはするのですが、その辺り、委員の

皆さまから色々とご意見をいただくことによって、さらに厚くなっていくと思いますので、感想

でも結構ですので、お気付きの点、ご意見お願いします。 
（委員） 

 うれしい感想です。イメージ図がすごくよく分かって、この中に、らせんの中にもっと言葉を

入れたらすごくいいだろうなと思いながら、分かりやすいなと思って、少しうれしいです。 
（部会長） 

そうですね。こういう１枚もののリーフレットというものも、また考えているということです

ので、それにも使えますし、それの前段階で言葉にしていくことになります。ただ、これを言葉

にするのは難しいのですが。 
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（委員） 

 素晴らしいなと思って見せていただきました。ありがとうございました。３ページの、大人が

意識することということで、本当にこのことが大切だというふうに思います一方で、私は、最近、

違和感を覚えていることがあるのですが、どういう経験をすればいいかとかというのは、これは

かなり前のアンケートでしょう。何年前でしょうか。 
（事務局） 

 平成 18年度に実施したアンケート結果です。 
（委員） 

７年前ですね。ここの部分だけでいうと、私は最近の若いお母さん方の中で、大変なことが起

こっているということを、最近気付いたんです。今年の節分の豆まき時、子どもが異常に怖がっ

たんです。いつもの節分の比ではなかったのです。スマホが今、普及していますね。だから４年

前、５年前と何が違うかというと、保護者の中に、お母さん方の中にアプリが、スマホが浸透し

て、それでしつけをしているのです。それで、ちょっと聞いてもらいましょうか。鬼から電話が

かかってくるんです。 
（電話） 
もしもし、赤鬼です。また言うことをきかないんですか。あーあー、今日はどうしたんですか。

困りましたね。どうしましょうか。今から行きましょうか。えっと、おうち、どこでしたっけ。

ああ、その前に、電話代わってもらってもいいですか。こら。言うこときかないと、暗い暗い闇

に入れて、食べちゃうぞ。言うこと、しっかり聞きなさい。分かったか。言うことを聞かないと、

鬼の仲間をいっぱい連れておうちに行くからな。 
（電話終了） 
 というようなアプリがあるようなのです。他にも公共の場で騒ぐとか、好き嫌いをするだとか

に関する、色々なアプリがあって、こういうものを困った時に子どもに使うんです。私はやはり

スマホという文化が、またおかしくしていると思います。前から携帯電話でメールでということ

を言われていましたが、やはりこの４年、５年ですよね、スマホ文化っていうのが入り出した。

それから、保護者の方が色々な行事などで、下の子がぐずり出した時に、昔だったら、お菓子を

与えたり、人形を与えたりしましたが、最近はほぼ９割ぐらいがスマホをぱっと渡して、スマホ

で遊ばせているという実態があるんですね。これはやっぱり時代だと思います。その親がいいと

か、悪いとかじゃなくて、この鬼の電話というのは、１日で 14万件使われているといいますか
ら、すごい勢いです。子どもが言うことを聞かないときに、いかに言うことを聞かせるかという

ことはすごく親にとってはストレスであり、こういうアプリが流行、そしてこれを使うと助かる

のかもしれません。画面が出るので、まあ、見てください。すごい鬼の画面が出るのですが、好

きな時にこれをポンと押したら、電話がかかってくるという形になっていて、さらにこれは無料

です。お金を払ったら、もう少し詳細な機能が出てくるのですけどね。そうすると、大人が意識

することということですが、簡単に言うと、これは脅迫ですよね。そういう脅迫をして、子ども

に恐怖感を与えている、そしてなぜ悪いかとか、どうしたらいいのかという具体的な知恵付けと

いうか、育ちにつながらない。こういうことで黙らせてしまっているということが、最近の一つ

の特徴的なものだなと思います。ですから、そういう意味では、もう保護者はあえいでいるんだ

なと思います。子どもが言うことを聞かないとか、どうしたら子どもが言うことを聞いてくれる

かということについて、今、先ほど委員が言われたポジティブに捉えるという部分で、やはりや
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っぱり苦しんでいるんだなということを感じます。どういうふうにしたら子どもが言うことを聞

いてくれるのか。簡単にいうと、親は言うことを聞いてくれる子どもを望んでいるわけですね。

少し極端かもしれませんが朝起きたら、おはようございます。今から顔を洗ってきますと自分か

ら言って、今からお着替えしてきます。お母さん、その間に用意してください。いただきます、

ごちそうさまでした。それでは今からトイレに行って、幼稚園、保育所に行ってきますといって、

また帰ってくる。というような、子どもの行動を。突き詰めたら、そういうことのしつけという

か、日々の生活の中での、早く手を洗いなさいだとか、早く着替えなさいだとか、片付けをしな

さいだとかということについて、怒らずじっくり待つというのだけれども、やはり生活の中のい

らいらみたいなもの、思いどおりにできないということを、それはそうなのだよと。いうところ

も、何か意識するというところの中に、親の置かれている立場とかが、小さな子どもが置かれて

いる今の状況を、もう少し考えなくてはいけないなということを、この事情のうまくできている

こととを見ながら感じた次第です。 
（部会長） 

 今の話で思い出しました。学生が論文を書くときに、同じように『地獄』という絵本を活用し、

それを見て、言うことを聞かないとこうなるよという、本質はまったく同じだと思いますが、そ

れが学生が取り上げるぐらいですから、いわゆるおどしが行われているということです。概念図

に返りますが、やはり基本的な生活習慣の確立というのは、大きなものでしたよね。しかし、こ

の図はよくできておりまして、当然それは愛着の形成があって、情緒の安定があってという、前

回の意見でも出ていましたね。まず基本的な信頼感、保護者の愛情に包まれて愛着が獲得されて、

そしてそういうふうに何でも聞き入れるというのは、少し問題があるかもしれませんが、とにか

く受容していくということによって、情緒の安定につながると。そういったものが基盤となって、

基本的な生活習慣であるというふうな流れがやはりあったということです。けれども、現実は委

員が言われたようなことであるという。ですから、前回から出ておりますが、本当にこういうふ

うなことをよくやっているかもしれないけれども、実はこういうことが大事ですよというような、

やはり書き方というのが大事なのかなと思います。そうでないと、いいことを書いていても、あ

あ、それ、情報として知っていますということで流れてしまうような気がしています。本当にそ

ういうことが現場でも、今、委員がおっしゃったような事例というのは、これはほんの一つだと

思います。もっともっとあると思いますが、そういう現実を述べた上で、実はこうだというとこ

ろを、やはり丁寧に綴っていく必要があるかなと。私は同じようなことばかり言っていると思い

ますが、そのように感じます。 
（委員） 

 今、話を聞いていて、先ほどのアプリとか『地獄』という絵本とかという部分で少し思ったの

が、ここの３ページの、大人が意識するというところで、「自信を持つ」という表現があります

が、これが少し気になります。実際、私が小学生の保護者として思うのが、自信を持てと言われ

ても持てないのです。まるっきり持てないとネガティブに思っているのではなく、何が正しいの

か悪いのかというのは、本当に答えがないので、親ということ自体が、子どもに対して絶えず不

安に思っているのではないかと思うのです。子どもの気持ちが分からない。それで、自分の気持

ちも分かってもらえないという、絶えず葛藤の中でお互いやり取りしていると思うので、自信を

持ちなさいと言われても、なかなか持てるものではなくて、自信を持ちなさいという表現ではな

くて、こうでも大丈夫だよという表現に変えてもらった方が、保護者の方はすんなり受け入れら
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れるのではないかと思います。先ほど、お話に出ていましたように、全部できている子どもって

いないのですね。でも私も毎朝、子どもに、早く起きてきなさい、早くご飯を食べなさい、早く

学校に行きなさいと、毎日、言ってしまって、こうならいいのにというのに対し、なぜうちの子

はできないのだろうという不安につながっていってしまう。でもそれは、社会の中で基本的なこ

となので、それができない自分の子どもはなんて駄目なのだろうという不安を、いつも親が持っ

ていて、一生懸命自分はやっているのに、なんで自分の子どもができないのだろうと思っている

のではないでしょうか。たまたま昨日、小学校の参観と懇談会があり、お母さんたちと少し話す

機会があったのですが、私から見たら、他の子どもはすごく優等生に見えたので、「何か悩みと

かある？」と、聞いたのですが、自分の子どもが朝、ちゃんと学校に行かないということです。

早く来ているじゃないですかと言ったら、やはり自分がすごくそれを言って、子どもが行動して、

やっとそうなっているのだというのです。私だけでなくよそのお母さんからしたら、他のお母さ

んたちは、すごく優等生に見えて、自分のところだけが駄目なんじゃないかと思い込んでいる部

分があって、相談したのですが、みんな同じ意見だったのですね。例えば、先ほどのアプリとか、

『地獄』の絵本というのを私も聞いて、『地獄』という絵本は、ごっちゃんという男の子の育児

漫画があって、とても面白くて、その本がすごく売れたんですが、その人が推奨していて、みん

なそれを口コミで買って、これ、すごく子どもが言うことを聞くよとか、鬼のアプリも、保育園

の時代、すごく流行って、子どもが言うことを聞くよといって、口コミの威力というのは、本当

にすごいなと思いました。これをいいふうに動かせばいいのですが、今言ったように、子どもに

は恐喝のような感じで使っているなとは思うのですが、こういうみんなができているよというふ

うな、流行というのでしょうか、そういうのはパッと広がるんですが、実はみんなできていない

というところの共通認識というか、親は絶えず悩んでもいいのだということと、全部できたお話

にあったような、さっきの子どもは逆に気持ち悪いですよね、正直言って。それなのに、自分の

子どもには、ついついそれを求めてしまって、それをやるべきなのだ、というところの距離感が

縮まっていないような気がして、現実の親の悩みというのは、世代が変わったとしても、ずっと

昔からこんなもんなんじゃないかなというのがあります。口コミというのは、すごく広がるのが

早いのに、なぜやはり不安というのが広がらないのかなと思います。自分の子どもができていな

いというのを言うのが恥ずかしいし、そう思われたくないという、そういう意識がすごく強いの

ではないかなと思うところがあって、こういう資料とかパンフレットで、実はできていなくても

当たり前で、不安に思ってもいいのですというような内容のことが書かれていたら、自信を持つ

というのは、少し難しいなと思いますが、そういう部分の中での情報提供というのが、この資料

の中でできたらいいなと思いました。 
（部会長） 

 自信を持つというのは、結果的に持てたらいいのであって、その前段階として、できていなく

て当たり前ですよという事象がたくさんあると。だからそれを述べながら、しかしできていなく

て、本当にいいんじゃなくて、そういう姿というのは、ある時期にはそうかもしれない。それが

逆に当たり前の姿かもしれないというところが、やはり分かっていない。距離感という言葉でお

っしゃいましたが。他にいかがでしょうか。どこからでも結構です。 
（委員） 

 色々なところで、子育てっていくつまでですかと聞くと、ほとんどが 20歳、22歳と言われる
のですね。だけれども、今もすごく悩んでいるというのがよく分かります。精神的には、一生子
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育てだと言われる方もあるし、経済的な自立ができるまでが子育てだという人もいるし、人によ

って子育ての方法や子育てのスパンとかは違うということを、みんな思わないといけない。それ

から、子育ての方法は、一人ひとり違うよというのも自覚してもらわなければいけないし、人と

比べても、あまり効果がないよというのも思っていただかなくてはいけない。私は、若い保護者

の人と話をする時は、自分が育てられたように、たくさんの愛を持って子どもと接してほしいこ

とと、保護者自身がたくさんの友だちを持つということ、いっぱいのお話をシェアできる人を持

つというのがすごく大事よねと。そして、子どもが親を見て、子どももたくさんお友だちを持つ

というのは、子どもの自尊感情が高くなるから、とてもいいことですよねと言うのですね。子育

てに即効性はないと。すぐ効く薬はない、熱冷ましのようなものはないから、時間をかけて、生

涯の仕事の一つだと思わないといけないのだろうと思うのですね。その中で親自身も育つのだと

いうことなんです。自分の感情をコントロールできたり、配慮ができたりするという、子育てっ

てすごく偉大な事業だよというのを一緒にシェアしたり、ワークしたりするのですが、何かどう

しても即効性があることが求められるのですよね。先生がこう言ってくれたらすごくよくできた

とか、先生の一言でニンジンが食べられるようになったことが、すごく子どもにとっていいこと

だと思っている辺りが、すごく幅が狭いような気がするんですね。先生に自分の意見を言って、

あなた何を言っているのと言われても、自分の子どもに誇りを持ちたいと思う親はあまりいない

です。１人の人間を育て上げるんだよと、自分の子どもを社会で税金を払えるように育て上げる

んだよという辺りの、長いスパンと広いものがいるのだろうなと思います。ただ、今の当事者、

子育てしている人はそこまではなかなか思えないし、もう、本当にどうするの、この状態はと思

っています。明日、体操服ないじゃないのとか、給食またこんなに残してとか、やっぱり思って

しまうという辺りが、何か大きなものが、楽しいものが待っているよというのをみんなもっと言

わないといけないと思いますね。子育てってめちゃ楽しいのだと。１人の人間を育てるって、そ

んな素晴らしいことを課せられている、楽しいねというのを、もっと発信したいですね。そんな

ふうに思います。人を冒さないとか、事件を起こさないとか、犯罪に加わらないというところが、

そこをクリアーできればいいんじゃないかなと思ったり。何か漠然としています。 
（部会長）  

やはり現実をこういう姿で描いた上で、こういうふうに皆さん、揺れたり、ずれたり、葛藤し

たりしていますよねという発信をするということが大事なのでしょうね。そういう意味で、前回

もちょっと言いましたが、ノーバディーズ・パーフェクトでしたでしょうか、完璧な親はいない

んだよというところの、これは何ですか。これはカナダの一つの運動ですか。私もよく分からな

いのですが。 
（委員） 

 そうですね。今、日本ではライセンスがあって、ノーバディーズ・パーフェクトができる人が

いて、ワークをしています。 
（委員） 

 ワークショップと本もあります。 
（委員） 

 完璧な親はいないという。 
（部会長）  

 多分、それについては、私、詳しくわかりませんが、完璧に何かさせようとか、仕上げようと
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か、そういうふうなことではなくて、やっぱり基本的には愛だと、先ほど委員もおっしゃいまし

たが、愛着を持って、やはり情緒が安定していくというところが、ものすごく大事になってくる

のかなと思います。これは子どもだけではなくて親もそうです。その辺りが、やはり今、こうし

なければいけない。こうさせなければいけないというところで、かなりその辺りが不安定になっ

ているという現状だということです。これはやはりしっかりと押さえた上で、それでいいんです

よ、さらにこういうことをやっていけたらいいよね。それで、長いスパンの中で、こういうふう

に楽しいことが起こってきますよと。具体的にやはり押さえていけばいいのかなと思いますが。 
（委員） 

 すごく委員がおっしゃったことを理解できます。結局、資料３に戻りますが、せっかく書い

ていただいていますが、だから何でしょうね、日々の１ページの子どもの表現意欲の土台は「感

動」「共感」とありますが、これは就学前教育のようなところに力を入れているような感じはし

ますが、家庭での過ごし方ですよね。例えば、子どもの表現意欲の土台は「感動」「共感」とあ

るのはそのとおりだと思いますが、じゃあ、家庭でどういう感動や共感というものが大切にされ

て、そしてそれを育もうというところに保護者はいこうと思っているのだろうと思います。ただ、

どうしたらいいのかというのか、目の前のことで、さっきおっしゃったように、本当にみんなが

目の前のことに焦ってしまっていて、じっくり腰を落ち着けてというような、一緒に遊ぶだとか、

何を共感、感動していくものがあるかという部分については、乏しいのかなというふうに思いま

す。色々聞いていますと、子どもたちが言うことには、「昨日、お父さんと遊んだよ」「何をして

遊んだの」「マリオをしたの」とこんな感じになります。今のちょうど保護者層は、ファミコン

世代が親になって、お父さんになっていて、することというのが、マリオしたとか、DSを買っ
たとか、Wii Uを買ってやったという、「感動」「共感」のものが、例えば、公園で一緒に鬼ごっ
こするだとか、山に一緒に登るだとか、二人で自転車に乗って川を上っていくということではな

くて、自分が過ごしてきた幼少期のファミコンだとか、直接体験ではない。たしかにそこで、や

られたとか、やったという感動があるのかもしれませんが。じゃあ、具体的にどういう過ごし方

とか、どういう「感動」「共感」というのが、家庭で育まれるのかみたいなところのイメージが

持てないんだろうなという気はします。それは近所にそういうことを教えてくれる親もいない。

友だちがいて、一緒にじゃあ、公園に行こうかとか、一緒にバーベキューしようかとかいうこと

はあっても、じゃあ、一緒に感動体験しに行こうぜとか、一緒に共感体験しに行こうぜというよ

うなことは、まずないです。そう考えると、僕は学びというものがたくさんあるのだけれども、

たくさん日常生活の中にあると書かれていますが、それを意識することができない。先ほど不適

当な言葉があったら取り消しますが、やっぱり本とかを読んであげていないような気がします。

図書館に行かれているようにも思えないし、というような形で、簡単なこと、寝る前に一緒に本

を読むだとか、昔だったら、同じような話を何十回と聞かされたと思いますが、そういう昔話を

聞くという経験なしに、ファミコンだとか、DVDだとか、テレビ番組だとかいうものが、要す
るに、何ていうんでしょうかね。心が通いにくいような状況があって、そこを掘り起こしていく。

家庭の中での感動、共感とか、あるいは学びだとかいうものを、どこかで知らないまま過ごして

しまっているんじゃないかということも感じました。 
（部会長） 

 今、委員がおっしゃった感動、共感とか、学びもそうですが、遠いところの、特別なものでは

ないですよね。多分、家庭の中でもある、日常ありふれた風景が意外にも感動であったり、共感
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であったりする。これは私ごとですが、上の娘が結婚しまして、手紙をもらったのです。その時

に小さい頃からの思い出をずっと綴ってくれたんですが、まあ、当たり前の生活ですよね。例え

ば、草むしりしたとか、窓を磨いたとか。そういうことが、もう 25歳ですが、そういう子の中
に感動体験、感動として多分綴ってくれたんだと思います。ただ、決して特別にどこかに行くと

か、何か買ってするとか、そういうことではなくて、日常の中にあふれているものが、やっぱり

大切な家庭での愛着形成であり、情緒の安定につながっていく。そしてその子の人格形成の基盤

になっているんだなということを実感したことがあります。まさにその辺りも特別なことではな

いんだよということを、ありふれた中にそういう営みがあるんだよということが、やはり大事な

のかなというふうに思います。 
（委員） 

委員が言われたように、絵本を読むというのは、本当に当たり前のことだと思っていたのが、

もう寝る前までゲームをしているという。頭ががんがんで眠れない子どもがいたりとか、それか

ら子育ての幅って、昔からそんなに変わらないと思ってきたんですが、すごく効率を求めるよう

になって、例えば、紙おむつで済ませたりとか、離乳食もチーンしたらできるとか、手をかけな

いで、３分間待ったらできるような感覚もあるような気がします。もう少し丁寧に、もう少しい

っぱいしゃべって、いっぱいお話しをする中でというのが欲しいのに、あまりしゃべらないで終

わっているというのが、すごく気になります。大学生の悪口は言いたくありませんが、お茶が入

れられない子がいるんですね。おうちでお茶を入れないのと聞くと、お茶はペットボトルしかあ

りませんとか言うんですね。いや、おうちでこんなことをしてもらったでしょう。私はそんなこ

としてもらっていないと言うんですね。500円玉がお昼ご飯でしたという子もいますよ。お金で
済ませているとか、効率ですませているようなことが、やはりあるので、もう少し人と人との関

わりの丁寧なところが、丁寧な関わりが必要なのだろうなと思います。ごく普通に大学生になっ

ていても、丁寧な関わりをショートカットできているので、この人たちには専門職に就く前にも

う少し学んでほしいと思うこともあります。 
（部会長） 

 丁寧な関わりというのが、やはり大切ですね。ありがとうございました。 

（委員） 

 それはアサーションですね。 
（委員） 

 アサーションについて、もう少し詳しく教えてください。 
（委員） 

 前回も申し上げたと思いますが、そんなことをしたら駄目でしょう、ご飯あげないよ、という

のではなく、ご飯を食べる前だから牛乳を飲むのは我慢しようねとか、ポジティブな語りかけの

ことですね。 
（部会長） 

 前回も具体的に出していただいていた話だと思います。 
（委員） 

して見せる大人が弱くなってきていると思いますので、この大人が意識することの中に、やは

り時代が変わっても、子育てはそんなに変わらないのだよという辺りを意識しながら、色々なこ

とを見極めていくという、ことも大切なのではないかなと思います。今、育児ノイローゼで本当
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に困っているお母さんが何人か、色々な意味であるんですよね。スマホで子育てしているような

人もいるのだけれども、その子どもさんの毎日の現状を見ていたら、ちょっと大きな声を出され

るとしがみついている。離れないという感じで、助けてみたいな感じで、その姿を見ていたら、

わあ、このような子どもの時代がきたのかと、とてもつらいので、お母さんにいつも、「お母さ

ん、今日、楽しいこと何か一つあった」と。こんなことしたらいかん、こんなことしたらいかん

じゃなくて、何か楽しいことあったと聞いたら、分からないというんですよね。楽しいことが見

付けられない。えっと思うけれども、毎日、出会って見ていると、この子が「おはよう」と言っ

たら、「それが楽しいことじゃないの」と言ってあげないと、分かっていかないという保護者が

増えたのかなという辺りを思いますので、ノイローゼにかかるのが悪いのではなくて、して見せ

る大人をもう少し強くしていきたいために、お母さん、見極めていくということをどこかに意識

してほしいなと思いながら、毎日やっています。 
（部会長） 

 難しいですね。その見極める力さえも、大人がね。さっきの委員がずっとおっしゃっておられ

る、そういう力もなかなかなくなってきているという。 
（委員） 

 今日、楽しかったことは何」みたいに、楽しかったことを探しましょうみたいなことを、今、

そういう気になるお母さんにやっていますね。 
 （部会長） 

 見極めるというのは難しいけれども、今日、楽しかったことはとか、そういう具体的にという

ことですね。結構、今日のキーワードとしては、色々な意見が出ていると思いますが、丁寧とか、

具体的にとか、それからやはり今、悩んでいる現実というものが、出ていたかなと思うのですが、

もう時間がきていますので、色々と今日は論議して、まとめようとは思っておりませんが、先ほ

どから皆さん、カラー刷りで事務局がつくっていただきました概念図というもの、私は今日は口

に出していたと思いますが、この５項目に結構かかる部分があったかなと思います。次回、まと

めて報告していただきますが、事務局、無理なお願いかもしれませんが、この５項目を意識しつ

つ、現状はこういうことだけれども、例えば、親がこういうことで悩んでいるとか、こうしなき

ゃ、例えば、させなきゃいけないとか、けれども、そのままでいいんだよという意見がありまし

たが、現状はこうだけれども、実はこの時期というのは、こういうことでもいいんだよとか、そ

ういうふうなことを５項目を意識しつつ、そのいいことだけを書くのではなくて、こういう現状、

今日、いくつか出たと思いますが、その辺りの書き方というか、まとめ方を、そういうふうに５

項目を意識するというのが一つ。それから、こうすべきですとかではなくて、現実はこうだけれ

ども、それでいいんですよとか、何かあったと思いますが、２つ目ですが、そういうまとめ方、

にしていただけると、書くものの一つの成果物としては見えてくるものがあるし、たたき台にな

るのではないかなと思うのですが。少しまだ難しい段階かもしれませんが、少なくとも５項目は

意識していただけそうな、いけそうな気がするのですが。せっかく概念図がありますので、申し

わけありませんが、今までもこうしてまとめておいていただきますが、少し５項目を意識した方

がいいかなとも思いますので、すみません、よろしくお願いいたします。 
（委員） 

 今回、クロス集計を色々やっていただいて、どこにあるのかということが、今、よく分かりま

した。ありがとうございました。そういう意味で、１年生からの重視するところのとらえ方も含
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めて、そうなんだと。やはり家庭に色々保護者の方がちょっと苦労なさっているというか、悩ん

でおられるというのが、何かすごくその辺がストンと落ちた感じがしまして、そういう意味では、

大変なご苦労をおかけしたと思います。私の方がお願いしたので、感謝申し上げたいと思います。

ありがとうございました。 

（部会長） 

 その辺りの矛盾を５項目でまとめたらということで、かなりハードル、すみません。申しわけ

ないのですが。ただ、かなりそういうことで、話がさらに深められると思いますので、すみませ

んが、参考にしていただければと思います。それでは、議題（２）その他について、事務局から

何かありますか。 

 

２ その他について 

 ●次回の日程調整等の事務連絡 

  

閉会 

 

以 上 

 


