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○司会 定刻になりましたので、これより令和３年度第３回教育推進会議を開催いたしま

す。 

 私は、本日の進行を担当いたします世田谷区教育政策部乳幼児教育・保育支援課長の本

田と申します。よろしくお願いいたします。 

 開催に当たり渡部教育長より御挨拶を申し上げます。それでは、渡部教育長、よろしく

お願いいたします。 

○渡部教育長 皆さん、こんにちは。世田谷区教育委員会教育長、渡部理枝でございま

す。 

 本日は、「より質の高い乳幼児期の教育・保育の実践に向けて」をテーマに、令和３年

度第３回教育推進会議を開催いたします。 

 世田谷区では、乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会において、区内の教育・保育

の共有すべき方向性を示した世田谷区教育・保育実践コンパスの策定を進めております。

本日は、この取組を踏まえ、現場を担う先生方、保護者、地域の代表の皆様、保育部及び

教育委員会事務局でパネルディスカッションを行います。白梅学園大学名誉教授であり、

あり方検討委員会の委員でもある無藤隆先生から、国の動向などを踏まえた御講演をいた

だけることを楽しみにしております。また、後半のパネルディスカッションでは、高知学

園短期大学教授の山下文一先生にコーディネーターを御担当いただきます。 

 今回も、オンライン会議をライブ配信して皆様に御視聴いただき、後日、ユーチューブ

の世田谷区公式チャンネルで配信を行う形で開催いたします。本日は、皆様の貴重な御意

見をいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 続きまして、本日の会議に参加されている皆様を御紹介させていただきます。 

 パネルディスカッションでコーディネーターを行っていただく高知学園短期大学教授の

山下文一先生です。 

 次に、保護者の立場から、世田谷区立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会会長の亘由美

恵さんです。亘さんはリモートで御参加をいただくことになっております。 

 続きまして、地域の方々の立場から、特定非営利活動法人せたがや子育てネット代表の

松田妙子さんです。 

 続きまして、世田谷区立砧幼稚園副園長の糸川応子さんです。 

 続きまして、保育部保育課乳幼児教育担当係長で保育士の鎭目健太さんです。 

 これらの参加者の皆様に、私、本田を加え、本日のパネルディスカッションを行わせて
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いただきます。 

 それでは次に、本日の会議の流れについて御説明いたします。 

 先ほどの渡部教育長の御挨拶の中にもございましたが、現在、乳幼児期の教育・保育の

あり方検討委員会で策定に取り組んでおります世田谷区教育・保育実践コンパスについ

て、私から御説明いたします。続きまして、白梅学園大学名誉教授で、検討委員会委員と

して教育・保育実践コンパスの作成にも御尽力いただいております無藤隆先生より御講演

をいただきます。その後、無藤先生の御講演の内容などを踏まえながら、先ほど紹介させ

ていただいた皆様に、質の高い乳幼児期の教育・保育の実践に向けて、教育・保育の現場

で大切にしていることや、家庭や地域との連携についてパネルディスカッションを行いま

す。なお、本日は、視聴されている皆様方からＱ＆Ａで質問を受け付けております。パネ

ルディスカッションの後にパネリストの方々から回答させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、私から世田谷区教育・保育実践コンパスについて御説明をさせていただきま

す。画面に従って説明をさせていただきます。 

 まず、幼稚園と保育園ということで１枚目を御覧いただきたいと思うんですが、乳幼児

教育・保育を行う代表的な施設として、幼稚園と保育園の比較を表にまとめてございま

す。管轄、根拠法令、施設の種類など、様々な異なる点がございます。こういった違いを

踏まえて、まとめて言ってしまいますと、幼稚園につきましては３歳児以上を対象とした

就学前教育施設、保育園は、保護者が就労などのため保育をできないときに、代わって保

育などを行う児童福祉施設、そういったイメージが一般的になされていることが多いので

はないかと思っております。 

 しかしながら、平成28年度に改正され、平成30年度から施行されました幼稚園教育要

領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領では、３歳以上の教育・保

育の内容はかなり共通化された内容となってございます。これは、幼児期については、子

どもたちが主体的に生きる力の基礎を身につける、そういった点で重要な時期であること

から、幼稚園においても、保育園や認定こども園においても、乳幼児期における教育・保

育については大切にすべき考え方やポイントは、ある程度共通な部分があって、それを共

有化することが必要であるという考え方に基づくものと思われます。 

 これに対して世田谷区では、これまで乳幼児教育・保育関連の主な取組といたしまし

て、第２次教育ビジョンの策定と、それに基づく取組をはじめ、世田谷区子ども計画（第
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２期）、世田谷区保育の質ガイドライン、世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンといった

いろいろな計画、方針の策定と、その取組を通じまして、乳幼児期の教育・保育の質の向

上を図ってまいったところでございます。 

 その中で、この12月でございますが、世田谷区立教育総合センターが運営を開始し、そ

の中に乳幼児期の教育・保育の推進拠点として乳幼児教育支援センターが開設をいたしま

す。この背景といたしましては、先ほども少しお話をいたしました、平成27年度から28年

度にかけての幼稚園教育要領、保育所保育指針等の改定の流れを踏まえまして、区では、

平成29年度に世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンを策定したのでございますが、この幼

児教育・保育推進ビジョンの一つの特徴として、幼稚園と保育所等の枠組みを超えて、教

育・保育の質の向上を図っていく方針を提示していることを挙げることができます。乳幼

児教育支援センターはこの取組を実現するための拠点となるものでございます。 

 次に、乳幼児教育支援センターの取組の具体的なイメージを写真で挙げてみました。こ

れは現在も少しずつ行っているものございますが、幼児教育環境支援専門員制度による子

どもたちに文化・芸術など、様々な体験を行ってもらう事業の写真を映したものでござい

ます。 

 少し分かりにくいかもしれませんが、説明しますと、左側の上の写真は、銀の紙で囲ま

れたスペースの中に、子どもが自分の姿を投影して、自分の様々な姿が形として映し出さ

れる不思議さを体験している様子でございましたり、あと右側のほうは、ＯＨＰを使っ

て、自分の姿と作品を一緒に影絵で映してみるといった体験をしているところでございま

す。こういった取組を通じまして、子どもたちの創造性や感性、協調して何か物事を行う

力など、非認知的な能力を育てていくことを想定しております。 

 また、次の研修についてでございます。これは今、６月に２回ほどワークショップを行

ったのでございますが、このワークショップの様子をイメージとして載せております。こ

ちらは、公立、私立の幼稚園、保育園、認定こども園の先生方に御参加いただき、活発な

議論をいただきました。乳幼児教育支援センターでも、幼稚園教諭の皆さんや保育士の皆

さん、また、保育協の皆さんに研修やワークショップなどを実施して、意見交換や研修を

行っていきたいと考えております。 

 乳幼児教育支援センターで教育・保育の質の向上を進めるに当たって、世田谷区教育・

保育実践コンパスというものの作成に取り組んでおります。これは、世田谷の子どもたち

が施設の種別を問わず、質の高い教育を受けることができるように、区内の教育・保育の
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関係者が施設の種別を問わず共有すべき基本的な方向性や、スタンスを示す羅針盤として

の役割を担うことを想定しております。 

 スケジュールはそこに書いてありますように、12月に向けた検討を今着実に進めている

ところでございます。 

 次の図は見づらいんですが、教育・保育実践コンパスの位置づけを書いております。先

ほども少し触れました幼稚園教育要領等を踏まえて、世田谷区教育・保育実践コンパスを

根拠に、乳幼児教育支援センターを拠点に質の向上を図るものに教育・保育実践コンパス

は位置づけられると考えてございます。また、そういった基本指針を踏まえて、区内の教

育・保育施設の中で、計画、実践、評価、改善の活用を経ることで、より質の高い乳幼児

期の教育・保育の質の向上につなげていくことを想定しております。 

 教育・保育実践コンパスの構成でございますが、主に「１ 私たちがめざす乳幼児期の

教育・保育の基本」、「２ 実践の視点（例）」、「３ 教育・保育の質の向上に向けた取

組みの充実」の３つの部分で構成されております。 

 「１ 私たちがめざす乳幼児期の教育・保育の基本」では、子どもを権利の主体として

捉えるでありますとか、子ども一人一人に対する理解を基盤とするなど、就学前の子ども

に対して教育・保育を行う上で、区内の公私立幼稚園・保育所等が共有すべき理念・原則

を示してございます。 

 「２ 実践の視点（例）」では、ゼロ歳から５歳まで、各時期において育みたい力、そ

れを育むために大切にしたい子どもの体験や、教育・保育の基本を踏まえて、子どもの力

を育む保育のプロセス、そういったものを記載してございます。 

 「３ 教育・保育の質の向上にむけた取組みの充実」のところでは、本年12月に開設し

ます乳幼児教育支援センターで行う実践コンパスを活用した関係者の協働による取組につ

いて記載をしてございます。 

 最後に、実践コンパスの活用についてでございますが、各施設で行う園内研修のテーマ

や自己評価を実施する際の観点などとして活用することや、乳幼児教育支援センターにお

ける実践コンパスに基づく研修の実施、実践コンパスの実践の事例集の作成などをイメー

ジしてございます。 

 簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。御清聴ありがとうございま

す。 

 それでは、続きまして本日の基調講演といたしまして、白梅学園大学名誉教授、無藤隆
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先生より、「より質の高い乳幼児教育・保育の実践に向けて」、乳幼児教育・保育の現場

において大切にすべきポイントなどについて御講演をいただきたいと思います。 

 無藤先生は、乳幼児の発達心理学と幼児教育を御専門とされ、文部科学省中央教育審議

会委員、内閣府子ども・子育て会議会長をはじめとして、保育・幼児教育に関する政府審

議会や調査研究会等の座長などを歴任し、学習指導要領や幼稚園教育要領の改定などに参

画されてこられ、最近では文部科学省の幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会の委員

長を務められております。また現在は、乳幼児期の教育・保育のあり方検討委員会の委員

として、世田谷区教育・保育実践コンパスの策定に御尽力をいただいております。では、

無藤先生、よろしくお願いいたします。 

○無藤氏 よろしくお願いいたします。白梅学園大学の無藤でございます。 

 今御紹介いただいた経歴の最後で、世田谷区教育・保育実践コンパス、仮称でしょう

か、そう呼んでいるものの作成にも携わらせていただいておりますので、その基本的な考

え方を今日30分弱というところで御紹介したいと思います。 

 それとともに、御紹介にもありましたけれども、今、文部科学省を中心として、厚生労

働省、内閣府、それぞれ幼稚園、保育園、認定こども園の管轄ですが、それが協力しなが

ら、幼児教育・保育と小学校教育の接続に関わる架け橋プログラムの作成を検討している

ところですので、まだ途中段階ですから、必ずこうであるとは言えないのですけれども、

一応議論の経過などを御紹介したいと思います。 

 私のほうで資料を共有しながら説明したいと思います。これで共有されていると思いま

すけれども、「質の高い乳幼児教育・保育の実践に向けて」という表題といたしました。

短い時間ですので、改めて細かい由来等々までは話せませんけれども、基本的には、数年

前に改定いたしました幼稚園教育要領や保育所保育指針などの考え方に基づいておりま

す。また、最初に説明したように、世田谷区における幼稚園、保育園、こども園などの良

質な実践の在り方を、委員の皆様方などといろいろと考えてきたところを整理したことに

なります。細かい文章は別として、おおむねこれらがコンパスに盛り込まれていくのかな

と期待しております。 

 乳幼児期の教育・保育というときに、当然ごく小さい子どもの教育でありますので、し

かも、乳児から就学前の５、６歳の子どもまでと非常に幅があるわけですけれども、小学

校以上とは相当に発達の在り方が異なっていると思うわけです。そういうことで、これま

で日本の中で、本当は世界的にですが、幼児教育というもののやり方について工夫されて
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きたわけです。 

 その考え方の中心が環境を通しての教育、あるいは保育というものであるわけですけれ

ども、これは小学校以上の教育と比べると、かなり違うところがあります。つまり、小学

校以上の教育であれば、45分の授業とか、そこに先生と子どもが、グループワークとかい

ろいろあるでしょうけれども、基本的には先生が前にいて、子どもたちが机に座ってい

る。主たる教材としての教科書があるとか、もちろんそれ以外の教材もありますけれど

も、基本的には、先生と子ども何人かと教材の関わりの中で、学ぶべき事柄を先生がある

程度決めて、例えば、今日は算数の引き算について学ぶんだ。そうすると、その中でこう

いう課題について考えてみようね、教科書の何ページを開いて、では、この問題をみんな

で考えてみよう。例えばそういう形で進んでいくわけです。 

 そうなるためには、45分集中してそれだけをやるとか、先生が今求めている課題は何か

というのを理解する。それに関わって考えを集中させていかなければいけないわけですけ

れども、乳幼児期においては、そこまでの発達ではないのが一つあります。 

 もう一つ、ある意味でもっと重要かもしれないのは、ともかく子どもたちは、この世の

中、周りのことについて何も知らないわけですので、それについて、ともあれ、いろいろ

なことについて分かっていく必要があるわけです。小学校なら教科というもので算数の計

算とか国語の言葉の理解とか、理科の何かの電気の特徴だとかも限定されているわけです

けれども、乳幼児期においては、とにかく何でも初めて出会っていくわけですので、それ

らについて知ってほしいというのがあります。 

 それとともに、これを学びなさいね、考えなさいねと言われてというわけにもいかない

ので、事前に関わりたくなる、興味を持つ、それから学びに向かっていくわけです。つま

り、周りにあるもの、それは何だろう、おもしろそうだとか不思議だな、格好いいね、い

ろいろな興味が生まれて、そこからそれにもっと関わっていって、次第に物の特徴につい

ての気づきが生まれて、その気づきが幾つも生まれてくることを通して学んでいくという

ことになってきます。 

 そういう乳幼児期の特徴があるわけですけれども、そこでは学びということは確かに成

り立つのがまずあります。だけれども、同時にその学びの在り方が、子どもたちの興味関

心に基づいているのか。周りのいろいろなものとの関わり、ですから、そこには授業とい

う考えはないわけです。子どもが通園の途中にドングリを拾う、落ち葉を拾うのも、そこ

から学びが生まれていくでしょうし、クラスに行って、では、みんなで公園に行ってドン
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グリ拾いしようというところでも学びます。ドングリで遊んだりするところからも学ぶ

し、いろいろなところで、いろいろな時間に学んでいくわけです。 

 でも、そのうちに年齢が上がってくると、４歳、５歳になってくると、なぜこうなるん

だとか、こういうことをつくってみたい、やってみたいということがはっきりしてきま

す。ドングリを拾って集めているだけではなくて、ドングリを使って転がしてみよう、転

がしてみるためには、板とか雨どいのようなものを使って転がす必要があります。それが

うまく転がるためには当然傾斜をつける。もっとおもしろくするためには、ただ傾斜だけ

じゃなくて、途中カーブを用意するとか、いろいろな工夫が生まれてきます。 

 あるいは、別な子どもは、ドングリを集めたときに、ふと、そこに芽が出ていることに

気づきます。えっ、ドングリというのはビー玉みたいに転がるけれども、ビー玉ではない

ので、芽が出て、この芽みたいな緑のやつは何だろう。小学校ならそれは種だ、そこから

芽生えていくんだ、そこから茎が伸び、葉っぱが出て、木になる。その木に花が咲いて、

実がなって、その実が落ちたものがドングリだと。種だから当然だ。そういうきちんとし

た理屈がある理解を多分するわけだけれども、幼児はまだそれの前の段階にいますから、

種という概念がないわけです。 

 今のようなことを言葉でこうなんだよと言えば、頭のいい子なら、ああ、そうなのかと

思うかもしれませんけれども、一応理解はするでしょうが、本当に分かったとは言えない

わけです。そこに幼児期の体験を通しての教育の大事さがあります。例えば、よくやるこ

とですけれども、芽が出ている、何だろうと子どもが不思議に思ったとしたら、脱脂綿に

水を浸して、水耕栽培みたいにしてみるとか、もちろん土に埋めてもいいです。そうする

と、しばらくすると、確かに芽が伸びてくるから、あっ、植物だということですね。 

 実を言うと、４、５歳の子どもは、植物がそもそも生きているような、生きていないよ

うな、動物は明らかに動くから生きていますけれども、植物なんかは判然としないんです

が、でも、ドングリのようなものから芽が出てくるということで、びっくりするととも

に、ああ、なるほど。そうすると、そこに実現したい目標が生まれていますね。ドングリ

をおもしろく転がすとか、何かがあるけれども、それを育ててみたいとか、そのためには

どうしたらいいのか。それは工夫とか追求というものが生まれてくる。この辺が４、５歳

の特徴になってくるんです。 

 そのように、ドングリに限らず、様々なものに出会いながら、いろいろなことを見つけ

ていったり、おもしろく思ったり、それでやってみたくなるということがどんどん毎日
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様々な対象について広がっていくようにしていこう。これが環境を通しての教育・保育と

呼ばれているわけです。 

 そのときには、例えばドングリの話で言えば、日本全国、必ずドングリを集めて、そこ

からドングリは種であることを発見しなさい。そういうことはどこにも書いていないわけ

です。そこは小学校教育とは違う。小学校の場合には、植物の成長という単元はどこかで

すか、４年生ぐらいでしょうか、理科にあるわけですけれども、そういうことが別にある

わけではないです。そうではなくて、とにかく世の中の何でも子どもはまだ分かっていな

いわけですから、それについて関わっていくということですけれども、それもその順番が

あって、そのとおりに系統的にということではないわけです。 

 ここで学び、あそこで学び、例えば、寒くなって冬になって氷ができるわけです。最近

は、都会ではなかなかありませんけれども、道に水たまりがあって凍っている。足で踏ん

でみたら、パリっと割れて、それを手に持ったら、ああ、冷たい、氷だ。そうすると、そ

のときに冷蔵庫でできるジュースに入れている氷とこの氷、同じ氷で、寒いと、水って氷

になるんだなと改めて思うわけです。 

 さらに、世田谷区だと、多少は畑が残っているようなところですと、朝寒いときに、霜

柱を見つける子がいたりするかもしれません。そうすると、でも、その子はマンション暮

らしだったりして、庭なんかなければ、霜柱、普通は知りませんね。でも、何かキラキラ

するやつがあったよと、手に持って、朝登園して、友達に見せたり先生に見せて、ほら、

きれいだよ、ちょっと冷たいよ。ほかの子が、ああ、そうだ、もちろん知っている子は知

っているでしょうけれども、そうやっていて、私はあるときに見ていたら、そういう子が

いて、その子は、その園では、見つけたものは全部ビニールの袋に入れておいて、帰りに

お母さんに見せるんだとか楽しみにしていました。当然ながら午後になれば解けているわ

けで、あっ、泥水になっている。それはもちろんがっかりですけれども、同時に、あっ、

霜柱ってきれいな花のように見えるんだけれども、ただ、氷なんだよね。氷は解けると水

だよねみたいなことです。 

 あるときには道端の氷について気づいて、別なときに霜柱に気づいて、あるいは雪が降

って、雪もすごく大ざっぱに言うと氷みたいなものですけれども、雪について学ぶのも、

雪が降ったときじゃないとしようがないですね。たまたまその年に触れれば、それも氷

だ。いろいろなところで学んだものがだんだんつながっていくわけです。それを本格的に

水とか、つまり、液体と固体と蒸発する気体との関係は、小学校の理科、４年生以上の話
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になるんですけれども、その前に体験を通してそういうことを感じ取っていくことが大事

です。その都度に、子どもたちの発見があったときに、それを大事に育てていこうとす

る。それが総合的な指導と呼んでいるわけです。 

 今、科学的な知識につながる部分だけを見ましたけれども、例えば、友達同士見せ合っ

て、一緒に考えていけば共同して考える力が生まれていく。一つの活動の中にいろいろな

子どもたちの育ち、発見が生まれていくということだと思います。 

 そういう意味では、子どもたちの学びの実現を図ることが必要です。しかし、そこが乳

幼児期全体で考えてみると、常にどんどんと学ぶことの前に、まず１つは、園に来て、子

どもたちがほっとして、周りを見る余裕が生まれてくること。これを安心・安全というこ

とで言っておりますけれども、親がいない不安のある中で保育士が子どもを支えていっ

て、子どもの関わりが周りに向かっていくようになります。 

 そこの環境にいろいろとおもしろい可能性を持ったものが用意されたり、散歩に行って

出会ったりすることを通して興味が生まれ、発見が生まれ、工夫が生まれ、こういうこと

をやってみたいという目標が出てきます。それを子ども同士でやっていけば共同的な追求

になっていく。そういう流れ、これはまさに主体的な在り方と呼んでいいわけです。それ

を子ども同士として、あるいは先生が関わって、時に図鑑を調べてという対話的な場面に

なっていく。小学校などで言う深い学びへとつながりが生まれてくると考えられます。 

 そういう一つ一つの氷とかそういうのを気づきと呼んでいます。そういうことはもちろ

んいろいろなことが出てくるけれども、もっと根本的に言えば、それは資質・能力の３つ

の柱として整理されています。気づきという知識に発展する。それから、いろいろ工夫し

ていくという思考力に発展していく部分、どうしてだろう、こうなのか、こうできるかも

しれないと興味を持ち、何かを追求して実現しようとする意欲や意識に関わる部分、これ

は学びに向かう力と名づけているんですが、その３つの柱は、小学校、中学校で共通です

けれども、乳幼児期にはそれが体験の中で生まれてくるという部分と考えています。 

 そういう資質・能力、内容としては５つの領域が成立する。その組み合わせの中で、そ

の資質・能力がいろいろな内容について、例えば、体、運動に関わってとか、数、数量に

関わってとか、今のような環境にある、自然環境の特徴とか、それぞれの現れの姿、特に

年長児においては、それを幼児期の終わりまでに育ってほしい姿として今整理されて、10

個としてまとめられております。 

 こう考えてみると、適切な環境を用意しながら、子どもの関わりを可能にしていくこと
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が幼児教育・保育の基本です。それはもちろん保育者が子どもの様子を丁寧に見て支えて

いくのだけれども、しかし、ただ見ていればいいわけではないわけです。しかるべき環境

を整える。また、小学校以上の計画のような精密に１分刻みみたいな計画はあり得ません

けれども、緩やかな意味での計画を立てていく。それに基づいて保育を実施して、では、

実際に子どもはどう関わったかを考えながら、明日の計画、来週の計画を立て直してい

く。これを子どもの理解、計画、その発展、実践、評価と改善というプロセスの循環と呼

んでいます。 

 そのように、保育者は子どもを見守ったり遊んだりしますけれども、同時にその様子を

見てとり、記録を取り、子どもが帰った後とか、あるいは昼寝のときなどに、その記録を

見直しながら、では、次の手だてとしてはどういうことをしようかということを考えた

り、さらに１か月、１学期、半年、１年という長い育ちという中で、どのように子どもに

適切な環境を用意できるかなどを考えていくことを行うわけです。そういうことで、教

育・保育というものは乳幼児期の在り方ですけれども、さらにそれが小学校以上の教育の

基盤となっていく。これを縦の連続性と呼んでいます。 

 また同時に、幼稚園、保育園、認定こども園などが単体で、もちろんその中で頑張って

保育していますけれども、互いの施設の間のつながり、さらに乳幼児期は、特に家庭教育

の意味が非常に大きいです。家庭の方針、また、地域の様々な方々との協力、相互理解を

図りながらということは横の連続性ということで、そこを中心としての子どもの育ちを置

いていく。それを行政側としても支援していく。このコンパスである。あるいは、乳幼児

教育支援センターなどもその一環ということになります。 

 それを通して幼児期の教育が小学校につながっていくということであるわけで、小学校

側としては、幼児期に育った資質・能力、その具体的な現れとしての幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿を踏まえるということは、幼児教育、施設における在り方をいろいろと

理解し、教えてもらって、その上に小学校のスタートカリキュラムを考えて、小学校へと

導入し、さらに１年生、低学年教育の主体的な学びへと発展させていくわけです。 

 そこで、保育者の独自の専門性があるわけで、保育者は、ただ子どもを預かるというこ

とではない。もっと子どもの育ちをよく考えながら、それを支え、導き、子どもの学びへ

と向けていくわけです。その向けていくのは、あくまで子どもが主体的に周りに関わるこ

との尊重を通してということであるわけで、そこに保育の仕事の難しさがあると考えてい

ます。そのような保育者の集団としての在り方は、園の全ての職員が一緒になって教育を
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考えていくということで、そこに専門家としての専門知というものの育成、研修の重要性

があると思います。 

 最後に、国として今議論していることについて極めて簡単に御紹介すると、幼保小の架

け橋プログラムというのがありますけれども、今検討中であります。文部科学省が責任を

持っておりますが、厚生労働省、内閣府、言い換えれば、幼稚園、保育園、認定こども園

に共通にそれを実施しよう。特に接続期というものを打ち出しております。それは年長５

歳児と小学校１年生の２年間を中心にその教育の在り方を見直す。見直すといっても、今

までのやってきたことを変えるということではなく、現在の要領中心の考え方です。ある

いは、小学校の学習指導要領の考え方をさらに充実させるということで、幼児期の資質・

能力と幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を視点として、幼児教育における保育の在り

方の質の向上を進めて、小学校教育の基盤にしっかりとなるようにしていく。幼児教育支

援センターなどもそのサポートをしていく。 

 具体的には来年度、全国にモデル地域を設定して、その試行を行って、特にそこでは、

５歳児のカリキュラムの在り方、また、小学校側にも参加を求めて、５歳児と１年生のカ

リキュラムの在り方の見直し、いわばその質を高めていくことに向けて一緒に考えていこ

う。質を高めていくためには、質をどういうふうに捉えればいいかもともに考えていく。

ですから、中心は幼児期、特に５歳児にありますけれども、小学校１年生の教育について

も、スタートカリキュラム、またさらに、１年生の教育全体について、幼児期に育った資

質・能力を生かして、低学年教育の、特に合科・関連的指導を進めるとか、教室などの学

習環境の在り方の見直しとか、あるいは教育課程外にも関わる読書指導などを通して発展

させていこうということが提言される予定になってございます。 

 そういうことで、以上とさせていただきます。御清聴、どうもありがとうございまし

た。 

○司会 無藤先生、ありがとうございました。「より質の高い乳幼児教育・保育の実践に

向けて」、教育・保育の現場で大切にすべきポイントや幼保小の連携の促進、幼児教育と

小学校教育の円滑な接続などについて、最近の国の動向や最新の知見を踏まえたお話をい

ただきました。また、今後の実践コンパスに基づく取組の展開や乳幼児教育支援センター

の方向性について大変貴重な御示唆をいただきました。ありがとうございました。 

 続きまして、パネルディスカッションに移らせていただきます。ここからの進行はパネ

ルディスカッションのコーディネーターを務めていただきます山下先生にお願いしたいと
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思います。山下先生、よろしくお願いいたします。 

○山下氏 皆さん、こんにちは。ただいま御紹介をいただきました高知学園短期大学の山

下です。どうかよろしくお願いいたします。これからは少し私のほうで司会をさせていた

だきながら、これからの教育・保育のありよう、そういったものについて考えていきたい

と思っております。 

 今回の教育推進会議のテーマは「より質の高い乳幼児教育・保育の実践に向けて」とな

っています。先ほど無藤先生から、これからに向けてというテーマで御示唆をいただくお

話もいただきました。これらを受けまして、これからのパネルディスカッションも、「よ

り質の高い乳幼児教育・保育の実践に向けて」というテーマで、幼稚園教諭や保育士の皆

さんが教育・保育を実践するに当たって期待していること、工夫していること、そして今

後の課題や方向性について考えていることなどを出していただきながら、話を進めていき

たいと思っております。 

 特に、先ほど無藤先生の御講演や区のほうからも世田谷区教育・保育実践コンパスにつ

いての報告などもございました。これらのことも踏まえながら、それぞれのお立場から御

意見をいただきたいと思っております。ただ、時間の都合もございまして、ここで論議を

深めることはできないかと思っています。それぞれの立場から、就学前の子どもたちの保

育や教育をどのようにしていくのか、世田谷区の子どもたちをどのように育てていくのか

というお話が聞けると思いますので、これを軸に据えて、区の皆様方が意識を持って子育

て、あるいは教育・保育者の一人として取り組んでいけるようなスタートになればと思っ

ていますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速お話をお伺いしたいと思いますが、最初に糸川先生にお願いをしたいと

思います。日々、教育・保育を実践するお立場から、幼児教育の課題点、あるいは問題と

思っていること、今後どのような保育や教育を進めていけばいいのか、そういったことも

交えながら５分程度でお話をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○糸川氏 では、質の高い幼児教育の実践に向けて、私たち幼稚園が大切にしていること

の一つは、まず遊びの充実です。幼稚園では、遊びは重要な学びの場と捉えているので、

ただ遊ばせているというわけではなくて、無藤先生のお話にもあったと思うんですけれど

も、保育者が遊びの中で子どもたちにどんな経験をさせたいかとか、遊びをよりおもしろ

くするためには、どんな環境を用意してあげたらいいかということを物すごく考えなが

ら、日々、計画や準備をしています。 
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 毎日、そうやって日々、先生方で奮闘しながら取り組んでいるんですけれども、課題と

して感じることの一つは、私たち保育者が遊びの中にはたくさんの育ちがあるんですよ、

学びがあるんですよとか、子どもたちが遊びの体験を通して、こんなふうに成長している

ってうれしいですよねということを、分かりやすく発信できていないなというのが課題で

す。 

 遊びというと、レジャーとかリフレッシュとか、そちらのイメージが大きかったりです

とか、あとは質の高い幼児教育に向けて遊びの質を高めるというと、早期教育ということ

を連想される方とかもいて、私たち幼稚園が幼児教育で言う遊びという意味を、自分も含

めてですけれども、保育に関わる人みんなでもっと理解していかなくてはならないと思い

ますし、あとは保護者の方とか地域の方とか、小学校の先生方にも分かりやすく伝えてい

くことで、一人一人の子どもに向けるまなざしだったりだとか、あとは遊びの中で何が育

つのかという遊びの理解をもっと共有していかなくちゃいけないなと考えています。 

○山下氏 ありがとうございます。ややもすると、ただ遊んでいるだけととらえられがち

なんだけれども、実は、その遊びは子どもたちにとって非常に大事な学びがあることをど

う伝えていけばいいのか、そういった課題も出されています。そして、地域、保護者の皆

さんは、それをどう受け取るのか、どうすれば理解できるのかというところが、地域、家

庭、園の３者が教育・保育を進めていく上でとても大事なキーワードのように思いまし

た。ありがとうございました。 

 それでは、続いて保育所の現場からということで、鎭目さんにお話を伺いたいと思いま

す。鎭目さん、よろしくお願いいたします。 

○鎭目氏 よろしくお願いいたします。では、私は保育所の立場から発言させていただき

たいと思います。 

 皆さん、御存じのように、保育所というのは、生まれたばかりの赤ちゃんから小学校に

上がるまでの子どもが１日の日中の生活をする場所でございます。そういう意味では、保

育園という場所、保育施設という場所は、小さなまだ生まれたばかりの赤ちゃんを一人の

人間としてきちんと捉えて、その権利を尊重することがまず前提になっています。そうし

た一人一人の人間としての主体性が、その子らしさを発揮する中でどういうふうに成長に

つながっていくのか、そんな体験が重ねられていくのかということをきちんと見てとって

いくことが、一人一人の保育者にとっても、その保育施設全体にとってもとても大事なこ

とであると思っておりますし、そういう専門性を身につけていくことが課題だとどの施設
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でも捉えています。 

 その中に、日々の生活の中にある育ちや学びを振り返りの中で丁寧に着目して、それを

きちんと言語化していったり、まさに糸川先生もおっしゃっていたような、自分たち自身

が捉えていくことと、それを周りにきちんと伝えていくこと、そのあたりは今後ますます

発揮していかなくちゃいけない専門性だなと思いますし、そのために、その学びをつなげ

ていく視点を、例えば、子どもの成長全体で言えば、小学校とつなげていくこともそうで

すし、また最近は、特に地域の中で子どもが育っていくという意味では、幼稚園も保育園

も垣根を越えて、学びを一緒に語り合っていくことは大事なんだなということを、いろい

ろな保育施設が感じているところです。 

 また、保育園は児童福祉施設としての側面があります。子どもの学び、育ち、もう少し

手前に返ると、日々の成長とか子どもたちの喜んでいる姿を保護者と一緒に共感して学び

合う中で、子どもの１日の生活全体を支えていくという視点も非常に重要なものとなって

います。保護者とそうした関係を結べることは、子どもの育ち全体を、子どもの家庭をも

支える役割を担っている保育園という施設の専門性を支えているものだと思っています。 

 子どもの生活という観点で言うと、子どもは保育園の中だけで育っているのではなく

て、地域全体の人の流れの中で育っています。児童福祉施設としての保育園は、そういう

意味では、地域の子育て全体にも責任を負っていく立場の一人のプレーヤーとして位置づ

けられていますけれども、そうした地域の中での子育ての環境の中の一つの保育園の役割

を考えると、保育園が自分たちの力で頑張るということが大事なのとともに、地域の様々

な子育ての支援をされている方々と情報共有しながら、地域全体が子育てしやすいまちに

つながっていくためのつながりをつくっていくこと、これもまた保育園の役割だなと思っ

ています。 

 役割、役割ということであまりしょい込み過ぎて、逆に現場が忙しくなり過ぎてはいけ

ない。ふだんの生活の中で緩やかに人とつながっていく。そんな保育の在り方がどういう

ことなんだろうというのを、今、いろいろな保育施設が、種類がありますので、その保育

施設の規模とか役割に応じてつくっていくことが今課題になっています。保育士さん一人

一人がどんどん大変になるんじゃなくて、人とつながり合うことで、むしろ保育士さん自

身もほっとしながら、子育ての支援も子どもの教育も保育も充実させていく、そんな楽し

い保育の在り方をつくっていくのが大事だと思います。 

 区立保育園の立場から言うと、そういうことの接着剤になっていくような役割を区立保
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育園は担っていければいいなということを、区立保育園の中でも今話し合われています。

そういう意味では、今日、御登壇の松田先生たちとやっていらっしゃるような地域の子育

てのサポーターの方々とのつながりを、どんなふうに楽しくつくっていけるのかというこ

とは一つの課題なのかな。そんなところを今感じているところでございます。 

○山下氏 ありがとうございます。今、家庭や地域、そして幼稚園や保育所、全体でスク

ラムを組んで子どもを育てていくことが大事じゃないかというお話、糸川先生の話も受け

ながら頂戴したところです。 

 確かに今のお話を聞いていて感じたことですけれども、例えば挨拶一つ取ってみても、

幼稚園や保育所の先生がおはようとか、頑張ってねとか、ありがとうという言葉を園の中

で一生懸命かけたとしても、それは完全に身につくものではないんだろうなと思います。

朝起きたときに、おうちの方がおはよう、今日もいい天気だね、今日も１日頑張ろうねと

いう気持ちのいい朝で目覚める。そして、園に行くと、大好きな友達や先生がおはようと

言ってくれる。いただきます、ありがとうございます、そしてバイバイ、またねと言う。

そして、帰ってただいまと言う。 

 その中で、地域の方が、おっ、今日も元気だったかとか、さようならとか、また明日な

と言ってくれる。そういう中で、挨拶って気持ちいいなと感じる。それがあるからこそ、

子どもたちは挨拶し、心強さを味わって、挨拶のできる子どもたちに育っていく。そうい

う意味では、誰かだけが頑張ってもできるものではないと思います。そういう意味では、

乳幼児期の教育・保育はとても重要で、この３者の連携は大事だろうなと今改めて確認で

きたと思います。 

 それでは、そういう意味で、今度は地域、家庭という視点から、今までのことも踏まえ

ながら御意見をいただければと思っています。それではまず、保護者の立場から、今日は

オンラインでの御参加になりますが、亘さんに世田谷区の幼稚園や保育所の魅力、あるい

は保護者として思っていること、そういったものをお伝えいただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○亘氏 保護者の立場からとしてですけれども、区立幼稚園では、子どもたちが遊びを通

して楽しみながら学んだり、物事を主体的に考えて進めていくことができる教育をとても

大切にしていると思います。先生方が子ども一人一人を本当によく見てくださり、その子

一人一人の個性や成長に合わせて様子を見守りながら言葉がけをしてくださり、成長へと

つながるところがとてもすてきだなと感じています。また、先生方の知識や経験が豊富
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で、先生方のいろいろなアイデアによって、子どもたちは毎日楽しみながら様々なことを

経験し、学んでいきます。 

 中町幼稚園ではアトリエという部屋があるんですけれども、様々な素材に触れながら、

心を自由に開放し、表現を広げていく活動がたくさんあります。大きなこいのぼりをつく

ったり、液体粘土で感触、色を交ぜる楽しさを感じたり、また、アトリエスタの先生をお

呼びして、光と影を使った芸術活動や自由に画材を使って色の変化や発見など、子どもた

ちが体験を通して、探究したり楽しく学んでいけるすてきな場所で、遊びを通して伸び伸

びと大きく成長していく子どもたちの姿を見て、３歳からぜひ通うことができたらいいな

という保護者の声もたくさん聞きますので、どうぞよろしくお願いします。 

 また、世田谷区立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会のブログがありまして、区立幼稚

園に通う園児の保護者の方々が、幼稚園のいいところをたくさん伝えたいという思いでブ

ログを作成しているのですが、そのブログをたくさんの方々に見ていただけると、幼稚園

での活動や子どもたちの様子などの幼稚園の魅力がいっぱい伝わると思いますので、そち

らもぜひ御覧いただけたらうれしいです。ありがとうございます。 

○山下氏 亘さん、ありがとうございました。聞いていて、御参加いただいている保育所

の先生だとか幼稚園の先生方、こうやって温かいまなざしを向けていただいて、やりがい

を感じたんじゃないでしょうか。ややもすると、働くために子どもを預かっている施設み

たいに思われがちですけれども、そうではなくて、そこでは、将来、子どもたちが歩んで

いくための基礎となる部分を育んでいることをしっかり保護者の方が認めていただいて、

先生たちにそういう温かいまなざしや、そういう情報発信をしていただくことはすごく励

みにもなるし、やりがいにもつながっていくのかなとお話をお伺いさせていただきまし

た。ありがとうございました。 

 それでは、今度は地域というところで目線を移していきたいと思いますが、地域にはた

くさんの宝物があります。おじいちゃんやおばあちゃんであったり、いろいろな名人であ

ったり、人の宝、そして建物や物、こういった宝があるかと思います。こういったものも

活用しながら、子どもの教育・保育を展開していくことがとても大事だろうと思います。

そういった意味で、今度は地域という活動を通して見えてくるものということで、松田さ

んから、教育・保育について感じていること、あるいは乳幼児教育支援センターに期待す

ることなども含めて、御意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○松田氏 ありがとうございます。ふだんは、妊娠中から出産、そして子育てというとこ
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ろの産前産後の活動を中心に地域の親子とともに過ごす場をつくったり、世田谷ではおで

かけひろばとか児童館とか、そういった場がたくさんあるんですけれども、そこで聞こえ

てくる声を聞きながら今日のお話を伺いました。 

 就学前の教育・保育というと、逆に小学校の前倒しみたいなふうに捉えて、焦ってしま

う保護者の方もたくさんいらっしゃるんです。なので、世田谷区はこういう発信をしてく

ださることはすごくいいなと思っています。今日、無藤先生のお話の中に環境という言葉

があって、実は、地域というのも本当に丸ごとが子どもにとっては環境ですし、私は、保

護者も実は最大の環境だと思っていて、私たち親たちというところは、自分一人で孤軍奮

闘するのではなくて、でも、子どもたちのためには自分たちも環境の一つと捉えて、共同

養育、一緒に育てていくという中で、自分の子どもだけを一生懸命するんではなくて、地

域の子どもを一緒に育てていくという環境の一つが自分であると、何か育てていくみたい

なところを一緒に先生方に助けていただきたいなと感じています。 

 特に世田谷は多いと思うんですけれども、自分が生まれ育ったまちで子育てしている人

は本当に少なくて、アウエー育児と私たちは名づけていますが、アウエーをホームに感じ

る。さっき無藤先生も、そこにいていいという居場所をつくっていく。それが安心につな

がって、主体的にというところにつながるんだよというお話をいただいたんですけれど

も、実は保護者の皆さんにとっても、世田谷がそこにいていいという居場所になるよう

に、安心をつくっていく、子育ての初めの一歩のところを私たちはやっているなと思いま

す。そこについても、乳幼児教育支援センター、教育支援センター、乳がついていますの

で、ぜひ先生方と一緒にそこをつくっていけたらいいなと思います。 

 環境という意味では、主体的になれる親、安心して世田谷区内が居場所になった親たち

と、特に外遊び、地域というフィールドという意味でも外遊びを主体的に一緒につくって

いけるような、そんな活動ができると、より地域の中にある施設としてだけではなく、一

緒に地域の中を耕していくというところでフォローしていただけると、うれしいなと感じ

ています。 

○山下氏 ありがとうございました。今お話を聞いていて、幼稚園や保育所、認定こども

園、そして家庭、地域、それぞれがすばらしいツールを持っているので、これをばらばら

に機能させるのではなくて、何とか一つにできないのかなということは、一つにはコンパ

スであるかもしれません。そういうことも踏まえて考えていきたいと思いますが、今これ

らの点、そして地域、家庭からいろいろな御意見が出てきたわけですけれども、さて、今
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度は本田課長にお伺いをしたいと思います。区として、今の意見を受けながら、あるいは

コンパスとかこういったものを踏まえながら、今後どのような教育や保育を目指していく

のか、方向性で構いませんので、少しお話をいただけたらと思います。よろしくお願いし

ます。 

○本田課長 ありがとうございます。たびたび登場しまして申し訳ございません。 

 先ほど十分お時間をいただきまして、その中でお話しした内容、どうしても繰り返しに

なってしまいますが、世田谷区教育・保育実践コンパスを中心として乳幼児教育支援セン

ターにおける様々な取組につなげていきたいなと思っているところではございます。先ほ

ども申し上げましたように、子どもたちが外遊びとか文化・芸術体験、また、ＩＣＴも最

近、幼児期から触れているお子さんも多いということで、そういったいろいろな体験、体

感をすることを通じて、先ほど申し上げました非認知的な能力のところをなるべく子ども

たちの能力を伸ばしていけるような、そういった取組を進めていきたいなとは思っている

んです。先ほどの時間の関係で、十分お話はさせていただいたんですが、少し不十分だっ

た部分で、今皆様方のお話を聞いていて、家庭の教育力、養育力向上のところ、あまり御

説明をしなかったので、そこを触れさせていただきたいと思います。 

 乳幼児教育支援センターの大きな取組の方向性の一つとして、家庭の教育力、養育力の

向上がございます。この点につきましては、幼稚園や保育園、認定こども園の施設内の教

育・保育だけが世田谷区としての教育・保育だけではないと、我々としても捉えておりま

すので、家庭で保護者の皆様方、また、地域の皆様方と一緒に教育・保育の力の向上を世

田谷区としても図っていきたいと思っております。そのための様々な講演会や講座、ま

た、相談をする機会など、乳幼児教育支援センターを中心に設けていきたいと思っており

ます。 

 先程来、松田妙子さん、非常に引っ張りだこのような感じになっていますが、乳幼児教

育支援センターの取組にも、地域の連携や活動の一環ということで、ぜひ御協力いただい

て、今後一緒に取り組んでいければなと、この場を借りて、最後になってしまって申し訳

ないんですが、お話をさせていただきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○山下氏 スカウトされましたが、松田さん、よろしくお願いいたします。 

 残り時間もわずかにはなってきたわけですけれども、もう一言ずつ皆さんにお伺いでき

ればと思います。今、質を高めていくという点においても、家庭、地域、そして園の３者
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がしっかりとスクラムを組んでいく、手をつないでいくことが大事だろうという話になっ

てきたかと思います。 

 それでは、今の話ではありませんけれども、今、連携から接続へという話になります。

連携から３者が接続して子どもを中心に据えて、これから育てていくためにはどういった

ことが大事なのかということを、少しずつ考えていく機会になればと思いますので、登壇

いただいているパネラーの皆さんに一言ずつお伺いしたいと思っています。それではま

ず、糸川先生からお願いしましょうか。お願いします。 

○糸川氏 幼稚園にお子さんを通わせていらっしゃる保護者の方だったり、地域の方自身

も、もっと園に関わって保育に参加していきたいと思っている人はすごくたくさんいるん

です。本園だと、保護者の同好会とかもありまして、花の会だったり、人形劇の会だった

り、やりたい人たちが集まって、そして子どもたちのために何か豊かな体験を還元するこ

とをしてくださったりしているので、そういう保護者の方とか地域の方の力をもっと幼稚

園に取り込んで、みんなで子育てを楽しみたいなとは感じています。 

○山下氏 ありがとうございます。 

 それでは、鎭目さん、よろしくお願いします。 

○鎭目氏 今の皆さんのお話を伺って、２点考えながら伺っていました。 

 １つは、特に保育園、保育施設は低年齢からお子さんを預かっている。先ほど山下先生

からつなぐ、接続するというところで、そういう意味では、保育園から幼稚園とか、もし

くは家庭の子育ての中で保育園にも見学に来たりする方の中から、それを今度そういう保

育園や幼稚園というまた次の場につなぎ渡していく。そういうときに、子どもの育ちをど

ういうふうに手渡していったり、共感していったりするのがいいのかなというのは、まだ

まだたくさん伝える伝え方がいっぱいあるんじゃないのかなと考えております。保育園の

振り返りの仕方とか保護者との共有の仕方というところは、もっともっと楽しく豊かにで

きる可能性がいっぱいあるんじゃないかな。それが山下先生のおっしゃる、ここで話題に

なっているような接続とかつなぐということに形として見えてくるようになることは、と

ても大事なことじゃないかなと感じました。 

 もう一つは、小さなときから子どもを丸ごとで捉えていく、包んでいくことを保護者と

一緒にやっていくことがすごく大事なのかな。保育園から見た子どもの姿、よさを保護者

に手渡すという意識になりやすいような気が何となく自分はしています。そうじゃなく

て、子どもの全部の体験を改めて保育園の場面から見て、それを共有し直していく。逆に
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家庭からの姿を丸ごと受け止めることで、その子らしさがもっと見えていくみたいな、そ

ういうことを共感という言葉でよく言われると思うんですけれども、子どもそのものに共

感していく。子どもの家庭そのものに共感していくことがすごく大切なんだなということ

を改めて感じました。 

○山下氏 ありがとうございます。 

 それでは、亘さんにお伺いしたいと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

○亘氏 保護者の立場からですけれども、先ほど糸川先生が言っていらっしゃったよう

に、同じですが、地域行事や、あと幼稚園の行事にも、今はコロナ禍でなかなか幼稚園の

行事に参加できなかったりとか、地域行事にも参加がちょっと難しかったりとかするの

で、一緒に参加して、子どもたちの様子を知ることができたりとか、あと、自分の子育て

で困ったときとかに、先生にたくさんアドバイスをいただいたりして、子育てを一人でし

ているものではないとすごい実感して、すごく助かっているので、一緒にこれからも先生

方と幼稚園と協力して、子育てをこれからも楽しんでいきたいと思っています。 

○山下氏 ありがとうございます。先ほど保護者の方皆さんが情報を発信しているという

御紹介もありましたが、ここで少しコマーシャルしておきますか。 

○亘氏 ブログですか。 

○山下氏 はい。 

○亘氏 先ほども言ったとおりですけれども、世田谷区立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協

議会というブログがあるんですが、そちらにいろいろ区立幼稚園に通う園児の保護者の代

表の方々が、今、幼稚園のいいところをたくさん伝えたいという思いでブログを作成して

おります。そのブログに各幼稚園の行事、イベントですとか子どもたちの遊びの様子です

とか、いろいろブログを更新していますので、それを見ていただけると、子どもたちの様

子がとても伝わると思います。そちらをぜひいっぱいいろいろな方に見ていただいて、区

立幼稚園、たくさんの方が入ってくださるといいなと思います。 

○山下氏 園児の勧誘、ありがとうございました。 

 それでは、松田さん、よろしくお願いいたします。 

○松田氏 皆さんのお話をすごく本当だなと思ってお伺いしていました。私はいつも地域

と言われちゃうと、地域って何だろうなというのをいつも思ってしまって、見えないお化

けみたいな感じというか、具体的じゃないなといつも思うんです。逆に皆さんがそれぞれ

の立場で思う地域が違うかもしれないなというのも思っていて、もし連携、そこから接続
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へという場合の地域は、どういうものなのかを一度皆さんと話し合いたいなと思うのと、

世田谷区は世界が広過ぎると思っていて、人口90万人以上のまちですので、もっともっと

小さいエリアの、その園の周辺と捉えても構わないと思うんですけれども、子どもたちが

通ってくる範囲の地域というところで、具体的に実態をつかんでいくじゃないですが、そ

ういう取組が必要で、もちろん乳幼児教育支援センターは区に一つですけれども、それぞ

れのエリアとか地域、地区の本当の網の目を細かくしていくようなつながりをどうやって

つくっていくのかな。そこに登場する人は誰なのかなというのを話し合っていくときに来

たのかなと感じています。 

○山下氏 ありがとうございます。 

 今日御参加いただいている方から質問も届いていますので、少しそれにもお答えしたい

と思っています。まず１つ目が、幼稚園や保育園が子どもたちのために今育むべき力とは

どんな力ですか。また、その力の土台を育むために、乳幼児期にどのようなことが必要で

すかという御質問をいただいています。これは糸川先生と鎭目さんから一言ずついただけ

ればと思いますが、大丈夫ですか。お願いします。 

○糸川氏 これからの社会を生き抜いていくために必要な力っていろいろあると思うんで

すけれども、自分で考えて行動する力とか、人と関わる力とか、また葛藤を乗り越える

力、あとは感じる心を持って表現する力とか、本当にいろいろあると思うんです。幼児期

はそういう力を身につけるための土台を育んでいく時期で、幼稚園で子どもたちの生活や

遊びといった直接的、具体的な体験を通して、その土台を培っていくことが幼稚園教育要

領でも求められています。なので、子どもたちが直接的、具体的な体験を豊かに積み重ね

ていくことができるような環境が必要だと思いますし、幼稚園の役割として、教育的に価

値のある環境を意図的に構成していくことだったりとか、あと、さっき地域も環境という

お話があったんですけれども、保育者自身も人的環境の一つなので、子どもたちが安心し

て主体的に関われるような環境とかを構成して、保育を展開していくことが大切かなと思

っています。 

○山下氏 ありがとうございます。 

 よければ、鎭目さん、どうぞ。 

○鎭目氏 本日、教育推進会議ということで、教育という視点で言うと、子どもたちが自

分から、先ほど無藤先生のお話もあったように、目標を自らつくり出していくような、そ

ういう探究的な学びはずっと求められていくんだと思うんです。では、その源にあるもの
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は何だろうと思うと、自分の周りの、僕だったら、今、隣に松田さんがいるけれども、松

田さんってどんな人なんだろうと思ったり、ここのテーブルクロスって何なんだろうと思

ったり、本当に生活の中で出会う全てに興味を持っていく、好奇心を持っていく、関心を

持っていくことがすごく大事だな。それはもう小さいときからそうなんだろうなと思って

います。 

 そういう意味で言うと、自分の周りの世の中は、何でも関わって大丈夫な世界なんだ、

安全で安心な世界なんだな、その感覚を、それは一番思うのは、周りの人との関係だと思

うんです。おうちにいても、保育園にいても、幼稚園にいても、外に出ても、何だろう、

これって、まず関わってみたいと思う子は、ほっとした気持ちを保育園、幼稚園はつくっ

ていかなくちゃいけないし、そこには、一番は保育者自身が安心した気持ちでいることも

とても大事だし、そういう中で、子どもたちの探究的な学びが生まれていくんだろうなと

思います。それはある場面でつくり出すんじゃなくて、生活全部の中でそういう感覚を育

てていく、育てていく側の気持ちがそのまま子どもたちの育ってほしいものにつながって

いく。保育園や幼稚園で育てていく子どもの力、そんなふうにできていくんじゃないかな

というのを今改めて感じているところです。 

○山下氏 ありがとうございました。 

 たくさん質問もいただいているんですけれども、あと残り時間も少々になりましたの

で、もう一問だけお答えいただきたいと思います。これは松田さんがいいと思います。家

庭の教育力や養育力を向上させるために、乳幼児教育支援センターでは、どのような取組

が望まれるかとか行うのがよいのかという視点からお話をいただければと思います。 

○松田氏 ありがとうございます。子育て支援という方向性で、地域では随分たくさんの

活動が生まれているんですけれども、家庭教育という視点で、親たちが一緒に育っていく

ときに何が必要かなというのをいつも感じています。 

 実は、最初の一番は、赤ちゃんへの理解だなと思っていて、でも、そこは親になってか

らというよりは、私たちはもっともっと地域の中でという意味では、子どもたちも参画す

る地域の中で、例えば、私は中学校に赤ちゃんを連れていく授業をやっているんですけれ

ども、地域の保護者が理解をしてくれて、赤ちゃんを連れて、中学生に赤ちゃんを関わら

せてくださっているんです。どっちが主体というのもあるんですけれども、参画していく

というところが一つ。 

 あとは、家庭の中の事故予防とか、小児医療のかかり方とか、子どもの意見表明権への
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理解、子どもの権利とか、そういうところを学ぶ機会がなかなかちょっと難しいなと感じ

ているので、この教育支援センターができたら、そういうところに力をいただきながら、

地域の中でも、親たちも安心の土台をつくる、そういう場をつくれたらなと期待していま

す。 

○山下氏 ありがとうございました。 

 短い時間の中でたくさん貴重な御意見をいただきました。この続きは御家庭で、または

地域の隣人同士で、公園で会った人と、そういう中でこのお話の続きを少し深めていただ

ければいいのかなと思います。 

 乳幼児期の保育や教育はよく１本の木に例えられます。４月、満開の花を私たちはめで

ます。あの花を見て、すてきだなとか心が癒されてきます。１年に１回、美しい花をつけ

る桜の木ですが、花をめでて、それを褒めることを私たちはしますが、この木が１年間風

雨に耐えながら、花を咲かせるために一生懸命育ってきた根っこをめでる人はいません。

でも、私たちが今ここで話している乳幼児期の教育・保育は、まさしくその根っこの部分

の教育や保育だろうと思います。いかに太く、そしてたくましい根っこを育てていくの

か。そして、風雨に耐えながら成長していく、その幹につながっていく根っこをどう育て

ていくのかということが、これから大切ではないかと思っています。 

 公私立、幼稚園、保育所などの違いはあっても、目指す方向性は共通して質の高い教

育・保育の実現、この実践であることだと思います。園で、家庭で、地域でということだ

ろうと思っています。それぞれの施設の理念や特性、あるいは特色があるかと思いますの

で、それぞれを生かしながら、工夫しながら、今後、世田谷区全体の教育・保育の質の向

上をさせる。そのためにも乳幼児教育支援センターや区立幼稚園、保育園に期待される役

割、教育・保育実践コンパスを軸にした取組をぜひ一丸となって進めていくことが大切で

はないかと思います。そのための第一歩が今日であると思っています。ぜひこれを機会

に、それぞれの地域や家庭、園でそういった話し合いが深まることを願って、十分な論議

には至りませんでしたけれども、これでパネルディスカッションは閉じさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○司会 山下先生、参加者の皆様、ありがとうございました。また、オンラインにより御

意見いただきました参加者の皆様につきましても、様々な御意見をいただきまして本当に

ありがとうございました。 

 世田谷区教育委員会としましても、これからの世田谷区の乳幼児期の教育・保育をどの
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ように充実させ、さらには世田谷区の教育全体の向上に結びつけていくか、そういったこ

とについてしっかりと考え、検討してまいりたいと思っております。 

 また、本年の12月に開設されます乳幼児教育支援センター、また、全体としての教育総

合センターが開設をされますので、本日いただいた御意見につきましても、教育総合セン

ターや乳幼児教育支援センターの今後の運営に生かしていきたいと考えております。本日

の中でいただいた意見につきましては、子どもたちが個性やそれぞれの特徴をどうやって

生かして、それを伸ばしていくかということ、そういったところを乳幼児教育支援センタ

ーでも本当に重要視して取組に生かしていきたいと思っております。 

 以上をもちまして令和３年度第３回教育推進会議を終了させていただきます。改めまし

て、皆様、長時間にわたり御参加、御視聴いただきまして誠にありがとうございました。 


