
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 12 月 21 日の中央教育審議会答申において，「『幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿』は，５歳児後半の評価の手立てともなるものであり，幼稚園等と

小学校の教員が持つ５歳児修了時の姿が共有化されることにより，幼児教育と小学

校教育の接続の一層の強化が図られることが期待できる。小学校の各教科等におい

ても，生活科を中心としたスタートカリキュラムの中で，合科的・関連的な指導や

短時間での学習などを含む授業時間や指導の工夫，環境構成等の工夫を行うととも

に，子供の生活の流れの中で，幼児期の終わりまでに育った姿が発揮できるような

工夫を行いながら，幼児期に育まれた資質・能力を徐々に各教科等の特質に応じた

学びにつなげていく必要がある。」と示されている。 

本県では，「教育に関する大綱」に示すように，乳幼児期における教育・保育は，

生涯にわたる人格形成及び小学校以降の教育の基盤を培う重要なものであることか

ら，「幼児期から大学・社会人まで」を見据え，学校・家庭・地域，さらには経済

界や産業界も含めた「オール広島県」で，「生涯にわたって主体的に学び続け，多

様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる人材」の育成に取り組んで

いるところである。生涯にわたって主体的に学び続けるには，自ら課題を見付け，

課題の解決に向けて探究する力を，乳幼児期から「遊び」を通して育成することが

重要である。 

こうしたことから，家庭，幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育（以下「園・

所」という。）など子供が育つ環境に関わらず，県内全ての乳幼児に小学校以降の

教育の基盤が培われるよう，「オール広島県」で取り組むための目指す乳幼児の姿と

乳幼児期に育みたい５つの力を設定し，平成 29 年２月に「遊び 学び 育つひろしま

っ子」推進プランを策定した。この目指す乳幼児の姿や乳幼児期に育みたい５つの

力は，本県の「広島版『学びの変革』アクション・プラン」に示す「これからの社

会で活躍するために必要な資質・能力」へとつながっていく力である。 

 

広島県 「教育に関する大綱」  

本県の育成すべき人材  

「生涯にわたって主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる人材」  

 

小学校以降の教育につながる乳幼児期の教育・保育の推進 

 

第１章 「知・徳・体」のバランスのとれた基礎・基本の徹底 
乳幼児期の教育・保育の充実 

広島版「学びの変革」アクション・プラン  
 「これからの社会で活躍するために必要な資質・能力」 

「「 遊遊 びび   学学 びび   育育 つつ ひひ ろろ しし まま っっ 子子 ！！ 」」 推推 進進 ププ ララ ンン   
乳幼児期に育みたい５つの力  

 
ううごごくく力力 考考ええるる力力 ややりりぬぬくく力力  人人ととかかかかわわるる力力  感感じじるる・・気気付付くく力力  

知 識 

知識・情報 

 

   



本県では，平成 27 年度に県内の全ての園・所(「地域型保育」を除く)，年少児及び

年長児の保護者各 3,000 人程度及び県内の全公立小学校並びに県民 300 人を対象とし

た調査を実施した。その結果から，本県における乳幼児期の教育・保育及び家庭教育

の現状が明らかになった。 

 

１ 本県の幼児の育ちについて 

の現状 

幼児の育ちの状況を見ると 

教員・保育士等，保護者とも 

「いざこざ場面などで双方の 

気持ちを代弁したり，解決へ 

の方法を提案したりしている」，「新しいことや苦手なこ 

「新しいことや苦手なことも 

物怖じせずやってみようとす 

る」などについて，当てはま 

ると回答した割合が低く「健 

康」，「人間関係」，「環境」 

「言葉」，「表現」の５領域 

の中でも「人間関係」，「言 

葉」に関わる領域について留 

意すべき点があることが明ら 

かになった。 

 

２ 目指す乳幼児の姿「遊び 学び 育つひろしまっ子！」について 

 

 

 

 
 

乳幼児の生活のほとんどは，「遊び」によって占められている。熱中する「遊び」

の中で，発見すること，体を動かすこと，創造すること，出来なかったことや失敗

を乗り越えること，人と関わることなどを繰り返し経験することで「探究の芽」が

育まれ，これが生涯にわたって主体的に学び続けることにつながっていく。乳幼児

期の子供にとって，「遊び」は探究の宝庫で，「遊び」そのものが学びなのである。 

こうしたことから，子供が育つ環境に関わらず，県内全ての乳幼児に小学校以降

の教育の基礎が培われるよう，「オール広島県」で取り組むための目指す乳幼児の姿

を「遊び 学び 育つひろしまっ子！」とし，乳幼児期に育みたい力を「感じる・気

付く力」，「うごく力」，「考える力」，「やりぬく力」，「人とかかわる力」の５つの力

に整理した。 

「遊び 学び 育つひろしまっ子」とは，「『豊かに感じ気付く子』，『思いっきり体

を動かして遊ぶ子』，『遊びを創り出す子』，『夢中でとことん遊ぶ子』，『心を通わせ

て遊ぶ子』であり，『遊び』を通して，子供それぞれの心と体の発達が促され，『探

究の芽』が育っている広島の子供」である。 

子供に関わる保護者や教員・保育士等は，一人一人の子供が興味・関心に基づい

てやりたいことを自由に選択できるような環境の中で，じっくりと遊び込むことが

できる時間や場を確保し，安心して主体性を発揮しながら「遊び」を展開していく

ことができる教育・保育を行うことが重要である。  

乳幼児期に育みたい力については，これまでの調査から明らかとなった，「『人間 

 

遊び 学び 育つひろしまっ子！ 
 

幼児の育ちの状況について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であり，ここまで到達するといったものや，個別に取り出して身に付けさせるもの

ではない。一人一人の発達の特性（その子供らしい見方，考え方，感じ方，関わり

方など）を大切にし，その子供の持っている力を更に伸ばし引き出しながら，育ん

でいくことが重要である。そのため，５つの力を育むための園・所等や家庭での実

践につながる，教育・保育の内容づくりや事例集の作成を行っていく。 

この５つの力は，乳幼児が自発的・創造的に遊ぶことを通して総合的に育まれ，

本県が「広島版『学びの変革』アクション・プラン」に示す，「これからの社会で活

躍するために必要な資質・能力」として挙げている，「知識，スキル，意欲・態度，

価値観・倫理観」へとつながる，小学校以降の教育の基盤となる力である。 

 

３ 本県の幼保小連携教育について 

（１）幼保小連携についての現状 

   スタートカリキュラム※については，作成し実施している小学校が 21.3％，ス

タートカリキュラムに関する校内研修を実施した小学校も 12.9％と少ない状況で

あった。また，幼保小の連携の内容としては，入学時期前後の連絡会や聞き取り

に中心が置かれ，園・所・小学校の合同での研修等，教育・保育内容や指導方法

等について，相互理解を深めるため 

の交流は少ないことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ スタートカリキュラム…小学校へ入学した子供が，幼稚園・保育所・認定こども園などの遊びや生活を通し

た学びと育ちを基礎として，主体的に自己を発揮し，新しい学校生活を創り出していくためのカリキュラム。 

スタートカリキュラムを作成し実施している小学校 

スタートカリキュラムに関する校内研修  教職員の交流の内容  

関係』，『言葉」」の領域について

留意すべき点がある」，「多様な

運動の経験が不足している」と

いった本県の幼児の育ちの状況

や，国が示している「幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿」

10 項目の内容等，今後の乳幼児

期の教育・保育の方向性を踏ま

え，「感じる・気付く力」，「うご

く力」，「考える力」，「やりぬく

力」，「人とかかわる力」の５つ

の力に整理した。 

この目指す姿や５つの力は，

子供の育ちの方向性を示すもの 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）幼保小連携教育の推進 

ア 幼保小接続カリキュラムの研究開発 

本県では平成 27 年度から，県内５地域（広島市，廿日市市，熊野町，安芸高

田市，三原市）を指定し，幼保小接続カリキュラムの研究開発を実施した。指

定地域へは，乳幼児期の教育・保育についての専門的な知識を持つ幼児教育ア

ドバイザーが訪問し，幼保小の教員・保育士等の研修会等において，子供の育

ちや学びをつながりで捉えながら円滑な接続を図ることができるよう指導・助

言を行った。 

指定地域において，授業・保育参観，協議を行い，子供の育ちや学びの連続

性について共通認識を図ったり，幼保小接続カリキュラムを作成したりするな

どの取組により，園・所等で行っている「子供の主体性を大切にした環境の構

成や教師の関わり方」について理解し，「教え込むのではなく，子供たちが自ら

学んでいけるよう工夫し入学当初の指導を行う」など，小学校教員の子供への

関わり方に変容が見られた。そのことが主体的に自己を発揮する子供の姿につ

ながっている。（具体的な事例については，Ｐ219「校種間の連携」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

年長児担任の多くは，就学

前に「自分の思ったことを相

手に伝えること」「人の話を

集中して聞くこと」を重点的

に指導していると回答して

いるが，入学後間もなくの時

期に見られる児童の姿では，

これらの項目について小学

校長の評価が低い結果とな

っている。  

この原因として，遊びの中

での学びが小学校でどのよ

うに育っていくのか，各教科

等の学習につながることが

乳幼児期にどのように育っ

てきたのかを見通した，育ち

と学びの連続性のある教育

課程が編成・実施されていな

いといったことが考えられ

る。環境が変わっても，子供

たちが身に付いた力を総動

員しながら，のびのびと自己

発揮できるよう指導内容・方

法等を見直していく必要が

ある。 

【幼児教育アドバイザー訪問事業】 （施策１取組②Ｐ24 参照） 
平成 27 年度から，乳幼児期の教育・保育の質の向上を図るため，幼児教育アドバイザーが，

県内の園・所等からの派遣依頼(保育相談，保育見学，園内研修等)に応じて訪問する「幼児教育
アドバイザー訪問事業」を実施している。  
アンケート調査によると，満足度が 97％以上あり，訪問事業に対する要望としては，「継続

的な指導」や「回数の増加」のほか，幼児教育に関する情報や他の園・所等の実践などの情報を
求めるものなどがある。平成 29 年度から訪問事業を拡充し，園・所等の実態に応じた園・所内
研修等の充実を図っていく。 

入学後間もなくの時期に見られる児童の姿（校長回答） 

就学前年長児に気を付けて指導していること（年長児担任回答） 



イ 幼保小接続カリキュラムに係る研修の実施 （施策２取組①Ｐ24 参照） 

子供の育ちと学びを連続させていく幼保小接続カリキュラムの必要性を理解

し，小学校と園・所等が協働しながらカリキュラムの編成・実施を進められるよ

うに，指定地域で研究・開発を行った「幼保小接続カリキュラム」を活用し，平

成29年度から，園・所等の教員・保育士等と小学校教員を対象とした幼保小合同

研修を行う。小学校と園・所等が連携し，お互いの教育・保育を理解し，見通す

ことで，園・所等での育ちと学びを小学校での学びにつなぐ教育活動が実践され，

幼保小連携教育の充実が図られるようにしていく。 
 

【スタートカリキュラム編成の基本的な考え方】 

①乳幼児期の育ちと学びや指導の在り方を生かしたスタートカリキュラムの編成 

   入学時の子供の発達や学びには個人差があり，それぞれの経験や乳幼児期の教育を踏まえた

きめ細かい指導が求められる。そのためにも，幼稚園教育要領等を読んだり，実際に園・所等

を訪問し教員・保育士等と意見交換をしたりして，乳幼児期の育ちと学びの様子や指導の在り

方を理解すること。  

②子供の発達を踏まえた時間割や学習活動の工夫  

   この時期の子供は，長い時間，じっと椅子に座って学習することが難しく，身体全体を使っ

て学ぶという発達の特性がある。この学びの特性を踏まえ，例えば，20分や15分程度のモジュ

ールで時間割を構成したり，活動性のある学習活動を行ったりするように工夫すること。  

③生活科を中心とした合科的・関連的な指導の充実  

   自分との関わりを通して総合的に学ぶ子供の発達の特性を踏まえ，生活科を中心とした合科

的・関連的な指導の充実を図ること。  

④安心して自ら学びを広げることのできる学習環境の整備  

   子供が安心感をもち , 自分の力で学校生活を送ることができるように学習環境を  

整えること。  

 

４ 本県の家庭教育支援について 

（１）家庭教育についての現状 

人生のあらゆる営みの土台となる忍耐力や協調性などの力が大きく発達し，語

彙を増やしていく大切な時期である乳幼児期に，「乳幼児期に育みたい５つの力」

を育むには，家庭での保護者の関わり方が大変重要である。しかし，地域のつな

がりの希薄化などにより，保護者が， 

自分の親や地域の人から子育てにつ 

いての知識を得る機会が乏しくなっ 

ていることや，メディアを通じた多 

様な情報の中から適切な情報の選択 

に悩む状況があることから，家庭で 

の乳幼児期に重要な取組が実践につ 

ながっていない状況がある。 

（２）乳幼児期に育みたい力の育成の 

ための家庭教育支援 

本県では，家庭での取組に役立つ 

科学的根拠に基づいた重要な情報を 

保護者に提供するとともに，保護者 

の悩みに対応した子供への接し方や 

子供の意欲やことばの力を育む子育 

てについて，保護者同士が集い主体 

的に学び合う参加体験型の学習機会 

の充実を図り，全ての保護者が自信 

と安心感を持って子育てを行うこと 

ができるよう取組を進めている。 
子供への接し方についてマンガで分かりやすく情報提供  

※【参考】「スタートカリキュラムスタートブック」文部科学省 (平成 27 年１月 ) 

 

家庭での乳幼児期に重要な取組についての知識と実践度  

58.4 

55.7 

66.3 

27.6 

29.1 

28.8 



５ 具体的な施策展開 

 
「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プラン（概要） 

 
１ 策定の趣旨 

平成28年２月に策定された「広島県教育に関する大綱」（以下「大綱」という。）において，「乳幼

児期における教育・保育は，生涯にわたる人格形成の基礎及び小学校以降の教育の基盤を培う重要な

ものである」と示されたことを受け，子供が育つ環境に関わらず，県内全ての乳幼児に，乳幼児期に

育みたい５つの力の育成に向けた教育・保育及び家庭教育が行われ，小学校以降の教育の基礎が培わ

れるよう，県施策の方向性を具体化し，総合的・計画的に推進するため，『遊び 学び 育つひろしま

っ子！』推進プランを策定する。 
 
２ 構成 

（１）第１章 基本的な考え方 

○ 目指す乳幼児の姿 「遊び 学び 育つひろしまっ子！」 

  「遊び 学び 育つひろしまっ子！」とは，豊かに感じ気付く子，思いっきり体を動かして遊ぶ

子，遊びを創り出す子，夢中でとことん遊ぶ子，心を通わせて遊ぶ子である。 

○ 乳幼児期に育みたい５つの力 

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」として，乳幼児期において育みたい５つの力 

◎感じる・気付く力  ◎うごく力  ◎考える力  ◎やりぬく力  ◎人とかかわる力 

（２）第２章 具体的な施策展開 

○ 施策の基本方針 「つながる乳幼児期の教育・保育の推進」 

目指す乳幼児の姿を実現するためには，家庭，地域，園・所等の，この三つの主体における教

育・保育がつながること，乳幼児期に育みたい５つの力の育成に向けた教育・保育内容で園・所

等がつながること，園・所等の教育・保育と小学校の教育がつながることが必要である。 

また，これらのつながりを強めるために，家庭，地域，園・所等，小学校，行政等の様々な主

体がつながり，「オール広島県」で取り組んでいくことが必要であることから，施策の基本方針

を，「つながる乳幼児期の教育・保育の推進」とし，施策の柱を「Ⅰ 子供の育ちのつながり」「Ⅱ

親子・地域のつながり」「Ⅲ行政・関係機関のつながり」とした。 

○ 10年先を見据えた施策展開 

 
 
 
①家庭での取組に役立つ情報の提供 
 
 
 
①親などの学習機会や親同士の交流のための参
加体験型学習プログラムの開発・普及 

②親子での体験活動プログラムの開発・普及 
 
 
 
①地域の子育てボランティア等によるチーム型支援
体制の充実 

②園・所等を拠点としたボランティアによる絵本の読
み聞かせ，親の学習機会提供の支援 

地域による親子支援 

親子の学び・集いの場の充実 

子育てに役立つ情報の提供 

 

施策５ 

施策４ 

施策３ 

 
 
 
①子育て家庭を社会で支えることの大切さを広く県民に啓
発するための連携 

②乳幼児や親子の体験活動充実のための連携 
③配慮を必要とする親子への支援のための連携 
④子供と家庭に関する切れ目のない相談体制の充実の 
ための連携 

⑤質の高い教育・保育を推進するための連携 
 
    
①「オール広島県」で，乳幼児期の教育・保育の充実のた
めの施策を総合的に実施するための拠点としての機能
を担う支援体制の整備に向けた検討 

 

関係機関の連携の推進 

乳幼児期の教育・保育の充実のための支援 

体制の整備 

施策６ 

施策７ 

 

①園・所等や家庭における教育・保育の内容づくり 
②全ての園・所等を対象にした計画的・組織的・実践的な研修の実施等 
③教員・保育士等養成機関等との連携 
④教員・保育士等の人材の確保 
 

 
①幼保小の接続に係る研修会の実施 
②幼保小の接続コーディネーターの育成 
③個別の教育支援計画等を活用した幼保小連携 

教育・保育内容，教員・保育士等の研修の充実等 施策１ 

幼保小連携教育の推進 施策２ 


