Ⅲ．持続可能な社会の担い手の
基盤となる能力・態度について

１．これからの時代に変わらず大切なものと新たに求められるもの
不易と流行という言葉で語られるように，教育の世界では，時代を超えて価値が変わらないもの（不
易）と，時代の変化とともに変えていく必要があるもの（流行）の両方を大切にしなければならないと
されているのは周知の通りである。では幼児教育における不易と流行はどのような内容であろうか。不
易の面では，従来から日本の幼児教育で大事にしてきた「心情・意欲・態度」を育むこと，つまり心の
部分を育てることであることが想起できる。最近では「非認知能力」という言葉がクローズアップされ，
それらを育成することの必要性が述べられているが，その内容をよく見ると幼児教育が従来から大事に
してきた「心情・意欲・態度」に含まれる部分が大きいようである。一方，流行の面では，近年のグロ
ーバル化，情報化などの社会の変化に対応するための内容が含まれると考えられる。ＥＳＤで育みたい
能力・態度は，これからの社会を見据えたものであるから，当然流行の内容が含まれているだろうが，
変わらずに育てたい不易の内容も含まれているはずである。
そこで私たちは，
ＥＳＤで育みたい能力や態度に関して，
変わらずに幼児教育で行われている内容と，
新たに求められる内容を整理することとした。そのために，現行の幼稚園教育要領（以下『現行教育要
領』），及び次期幼稚園教育要領を見据えて定められた 10 の『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』
を参照にすることとした。国立教育政策研究所が示した７つの「ＥＳＤで重視する能力・態度」が『現
行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』にどのように表れているかを整理することで，
『現行教育要領』に表れている変わらずに大切な内容，『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』に表
れている新たに求められるようになった内容，どちらにも明示されていないＥＳＤ独自に求められてい
る内容を示すことができると考えた。これらを整理することで，これからの時代を生きる子どもに，変
わらず大切なものと新たに求められるものを示すことができ，本研究においてＥＳＤがめざす方向性も
明確になると考えた。
その上で，『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』の内容をを参照しながら，
国立教育政策研究所が示した７つの「ＥＳＤで重視する能力・態度」が，幼児期においてはどのような
意味であるのかについて，考察することとした。

２．「ＥＳＤで重視する能力・態度（幼児版）」の検討
前節で述べたように，本研究では国立教育政策研究所教育課程研究センターの『学校における持続可
能な発展のための教育（ＥＳＤ）に関する研究[最終報告書]』(2012）で示された「ＥＳＤの視点に立っ
た学習指導で重視する能力・態度（例）」を参考にしながら，幼児期における「ＥＳＤの視点に立った
学習指導で重視する能力・態度」（以下「ＥＳＤで重視する能力・態度（幼児版）」）を考えることと
した。研究同人がそれぞれの見解を提示し，それに対して議論を重ねる形で，「ＥＳＤで重視する能力・
態度（幼児版）」を検討し，作成したものを以下に示す。

➊批判的に考える力
「批判的に考える力」について，先述の報告書における元の定義は「合理的・客観的な情報や公平な
判断に基づいて本質を見抜き，ものごとを思慮深く，建設的，協調的，代替的に思考・判断する力」と
なっている。幼児期において，この言葉通りに物事を批判的に考えることは難しいと考えられた。そこ
で，「批判的に考える力」に通じる内容が教育要領のどこにどのように示されてあるのかを調べた。
以下は『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』において，「批判的に考える力」
に通じる内容と考えられる部分を抜粋したものである。
『現行教育要領』

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

第２章 環境 内容の取扱い

思考力

(1) 幼児が，遊びの中で 周囲の環境とかかわり ， 「身近な環境に積極的に関わり，自分から気付い
次第に周囲の世界に 好奇心を抱き ，その意味や たり，発見を楽しんだり，考えたり，振り返った
操作の仕方に関心をもち，物事の法則性に気付 り，それを別の場面で活用したりするようにな
き，自分なりに考えることができるようになる

る」

過程を大切にすること。特に，他の幼児の考えな

「友達などの様々な考えに触れる中で，自己の思

どに触れ，新しい考えを生み出す喜びや楽しさを いや考えなどを自ら判断しようとしたり考え直
味わい，自ら考えようとする気持ちが育つ よう したり などして，新しい思いや考えを生み出す
にすること。

喜びを味わいながら よりよいものにするように

〈情報〉

なる 。」

第２章 環境 内容
(10) 生活に関係の深い情報や施設などに興味や
関心をもつ。

社会生活

友達とのつながりが深まるにつれて，自分の得た 「遊びや生活に必要な情報を取り入れ，情報を伝
情報を友達に伝えたり，友達のもっている情報に え合ったり，活用したり，情報に基づき判断しよ
関心をもったりして，情報の交換を楽しむ よう うとしたりして，情報を取捨選択などして役立て
になる。友達同士が目的をもって遊ぶようになる ながら活動する ようになるとともに，（後略）」
と，遊びに必要な情報を獲得し，活用する姿 が
見られるようになり，生活の豊かさにつながって
いく。
『現行教育要領』には，
「好奇心を抱き」
「自分なりに考える」
「他児の考えになど触れ，新しい考えを

生み出す」などの文言がある。一方『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』にはそれらの意味の文言
に加えて，
「振り返ったり」
「自己の思いや考えなどを自ら判断しようとしたり考え直したり」
「自分の考
えをよりよいものにする」などの内容が新たに示されている。これは，幼児なりに考えることはこれま
でもこれからも大切であることに違いないが，現代の社会になって，
「考え直す」など批判的に考える力
や態度を育てることがより求められているということであろう。また情報に関しては，
『現行教育要領』
には「情報交換を楽しむ」
「情報を獲得し，活用する」という文言が記されているが，一方，
『幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿』にはさらに「情報に基づき判断」
「情報を取捨選択」することなどが記さ
れている。これは，現代は情報化社会となっており，将来自分で情報に基づいて判断したり情報を取捨
選択したりすることができるようになるためにも，幼児期においても幼児なりに身の周りにある様々な
情報を自分で判断していく力が求められていくということであろう。これらは，
『ESD で重視する能力・
態度』にある「批判的に考える力」にも通じるものである。以上のことから，「批判的に考える力」に
通じる幼児期の能力や態度はこれまで考えられてきたことに加え，今後はさらに批判的に考え，自分で
判断していくことが求められていく内容であるということが考えられた。
以上を受け，幼児期における「批判的に考える力」が実際の保育場面においてどのようなものなのか
を検討した。実際の保育場面では，幼児が興味や好奇心，探究心をもって物事にかかわること，幼児な
りに考え試行錯誤をして物事の本質に出会うこと，
これまでの経験や知識を生かして遊ぼうとすること，
友達の考えに触れて新たな考えを生み出したり考え直したりすることなどが，
「批判的に考える力」に通
じるものであると考えた。そこで，幼児期の「❶批判的に考える力」を「様々な物事にかかわり，試行
錯誤したり他の幼児の思いや考えに触れたりしながら，遊びや生活をよりよくするために考えを巡らせ
たり考え直したりしようとする力」と定義した。その要素としては，興味・関心，好奇心・探究心，繰
り返し，試行錯誤，工夫・活用，未知の考え，思い巡らす，熟考，再考などがあげられるだろう。

❷未来像を予測して計画を立てる力
「未来像を予測して計画を立てる力」について，先述の報告書における元の定義は「過去や現在に基
づき，あるべき未来像（ビジョン）を予想・予測・期待し，それを他者と共有しながら，ものごとを計
画する力」となっている。幼児期において，遠い未来を見据えて綿密な計画を立てることは難しいと考
えられた。そこで「未来像を予測して計画を立てる力」に通じる内容が教育要領のどこにどのように示
されてあるのかを調べた。
以下は『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』において，「未来像を予測して
計画を立てる力」に通じる内容と考えられる部分を抜粋したものである。
『現行教育要領』

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

第２章 第３節

思考力

(2)幼児の活動に沿って環境を構成する

「遊びが深まる中で，多様な関わりを楽しみ，予

幼児が自分たちでいろいろな素材を集め，工夫し 想したり，確かめたり，振り返ったりして興味や
ながら，どんな色ができるか期待しながら 遊ぶ 関心を深めるようになる 。」
ところに楽しさがあり，そのことにより充実感や
満足感も高まるのである。幼児が自分たちの 遊

協同性

びのイメージに合った状況を自分たちで考え，つ 「人と共にいる喜びを感じ，学級皆で目的や願い
くり出し，遊びを展開していく ことで，望ましい を共有し志向する 中で，話し合ったり，取りなし
発達が実現していく場合もあるということであ たり，皆の考えをまとめたり，自分の役割を考え

る。

て行動したりするなどして折り合いを付け問題

第２章 人間関係 内容

を解決し，実現に向け個々のよさを発揮し工夫し

(8)友達と楽しく活動する中で，共通の目的を見

たり，協力したりする 楽しさや充実感を味わい

いだし，工夫したり，協力したりなどする。

ながらやり遂げるようになる。」

イメージや目的を共有し，それを実現しようと，
幼児たちが，ときには自己主張がぶつかり合い，
折り合いを付けることを繰り返しながら，工夫し
たり，協力したりする 楽しさや充実感を味わう
ようになっていく。
『現行教育要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』には，「見通し」や「期待」「予想」
「目的や願い」など，未来を意味する文言はあるが，幼児なりに想像ができる範囲での身近な未来を意
味する文言にとどまっている。また，幼児が遊びなどを「計画する」という内容は示されていなかった。
これは，幼児は自分と身近な内容は思いを巡らせることができるが，遠い未来を見据えたり，物事を計
画立てて行ったりすることはまだ難しい発達段階にあることの表れであろう。それを傍証するように，
『現行教育要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』には，幼児がこうしたいという思いを
もって主体的に取り組んでいく態度の重要性が強調して示されている。これは，幼児期には自分がやり
たい遊びや生活に向かって，期待したり志向したりしながら物事に取り組んでいき，その結果を短いス
パンで実感する経験が大切にされている表れであろう。このことは，スパンの違いこそあれ，
『ＥＳＤで
重視する能力・態度』の「未来像を予測して計画を立てる力」に通じるものであると思われる。まずは
思いを巡らせることのできる範囲の未来を考え実現していくことが，将来の長いスパンでの計画を遂行
する力につながっていくのではないだろうか。
以上を受けて，幼児期における「未来像を予測して計画を立てる力」が実際の保育場面においてどの
ようなものなのかを検討した。実際の保育場面では，幼児が自分にとって身近な遊びや生活の中で，
「遊
びをもっと楽しくしたいから，あんなことをしたらどうかな」
「こうしたらどうなるんだろう」など，遊
びや生活をよりよくしていくために，友達と一緒に予測したり期待したり確かめたりしていこうとする
態度が，いずれ『ＥＳＤで重視する能力・態度』の「未来像を予測して計画を立てる力」に通じる姿で
あろうと考えた。そこで，幼児期の「❷未来像を予測して計画を立てる力」を「遊びや生活をよりよく
するために，友達と一緒に予測したり期待したり確かめたりしようする力」と定義した。その要素とし
ては，見通し，めあて，イメージ，期待，予想，予測，確かめ，工夫・活用，共有などがあげられるだ
ろう。

❸多面的，総合的に考える力
「多面的，総合的に考える力」について，先述の報告書における元の定義は「人・もの・こと・社会・
自然などのつながり・かかわり・ひろがり（システム）を理解し，それらを多面的，総合的に考える力」
となっている。幼児期において，システム理解や，物事を多面的，総合的に考えることは難しいと考え
られた。そこで，教育要領の中に「多面的，総合的に考える力」に通じる内容がどこにどのように示さ
れてあるのかを調べた。
以下は『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』において，「多面的，総合的に
考える力」に通じる内容と考えられる部分を抜粋したものである。

『現行教育要領』

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

第２章 環境 内容

協同性

(3) 季節により，自然や人間の生活に変化のある

「友達と積極的に関わり様々な出来事を共有し

ことに気付く。

ながら 多様な感情 の交流を通して，友達の異な

季節により変化のあることに気付くというこ る思いや考えなどに気付いたり，自己の存在感を
とは，必ずしも，変化の様子を完全に理解したり， 感じたりしながら行動するようになる。」
言葉に表したりするということではない。
（中略） 自然との関わり・生命尊重
幼児自身が全身で感じ取る体験を多様に重ねる

「同じものでも 季節により変化する ものがある

ことが大切である。

ことが分かり，変化に応じて遊びや生活を変える
ようになる。
」

『現行教育要領』にも『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』にも，人・もの・こと・社会・自然
などのつながり・かかわり・ひろがりなどの理解に関しては「季節により変化」する内容が記されてい
る程度であった。『現行教育要領』に「季節により変化のあることに気付くということは，必ずしも，
変化の様子を完全に理解したり，言葉に表したりするということではない。（中略）幼児自身が全身で
感じ取る体験を多様に重ねることが大切である。」と示されているように，幼児期にはその理解よりも，
体験を通して周りの環境を全身で感じ取ることが重視されている。このように，「多面的，総合的に考
える力」に通じる内容は『現行教育要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』にはほとんど
示されていないが，持続可能な社会の担い手になるためには，多面的，総合的に考えるための基盤とな
るものを幼児期に体験していくことが必要になると考えた。
私たちは多面的，総合的に考えるための基盤となるものは何かを考え，議論を重ねた。そして，ＥＳ
Ｄの構成概念にあたる，いろいろなものがあること（多様性）や，ものごとは巡ったりかかわりあった
りしていること（循環性・相互性），ものには限りがあること（有限性）などを 身体を通して感じる体
験をたくさんすることが「多面的，総合的に考える力」に通じるのではないかと考えた。幼児期の身体
を通した多様な体験が，ひいては実態をともなって「多面的，総合的に考える力」につながると考えた
のである。そこで，幼児期の「❸多面的，総合的に考える力」を「多様性や循環性などを身体を通して
経験し，様々な考え方があることや，いろいろなものがつながっていることを感じる力」と定義した。
その要素としては，多様性，循環性，相互性，有限性，つながりなどがあげられるだろう。
では，ＥＳＤの構成概念にあたる多様性や循環性，有限性などの内容は現在の幼児教育にどの程度浸
透しているだろうか。再び『現行教育要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』にそれらの
内容が含まれているかを調べた。多様性に関しては「多様な人」「多様な感情」「多様な形」などの文
言があり，多少言及されている。循環性に関しては季節の変化については記されているが，それ以外は
記されていない。有限性については「生命の大切さ」は有限性に通じるものであると考えるが，それ以
外は特に示されていない。このように，『現行教育要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』
には，多様性，循環性，有限性などに関しては一部の内容しか示されていなかった。多様性を例にとれ
ば，単に「いろいろある」という事実だけでなく，「いろいろな考えがあって良い」「いろいろあるか
ら面白い」という「多様性」を認めていく考え方をＥＳＤでは育んでいきたいにもかかわらず，これら
の記載だけではＥＳＤの構成概念の本質までを意識することは難しいだろうと思われた。私たちは昨年
度の研究において，ＥＳＤの構成概念は，実は身近な保育内容の中に存在しているが，それを保育者が
意識していないために子どもたちにフィードバックできていなかったことに気付かされた。多様性など
の概念が浸透していない現在の幼児教育では，保育者がそれらの概念の理解なしに幼児にフィードバッ

クしていくことは難しい。私たちは本研究において，それらの概念が日常的に存在することを具体的に
示していくことの必要性を強く感じた。

❹コミュニケーションを行う力
「コミュニケーションを行う力」について，先述の報告書における元の定義は「自分の気持ちや考
えを伝えるとともに，他者の気持ちや考えを尊重し，積極的にコミュニケーションを行う力」となっ
ている。この内容は，幼児期においてどの園でもいつの時代でも大切にされている内容であろう。そ
こで「コミュニケーションを行う力」に通じる内容が，教育要領のどこにどのように示されてあるの
かを調べた。
以下は『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』において，「コミュニケーショ
ンを行う力」に通じている内容と考えられる部分を抜粋したものである。
『現行教育要領』

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

第２章 人間関係 内容

協同性

(5)友達と積極的にかかわりながら喜びや悲しみ

「友達と積極的に関わり様々な出来事を共有し

を共感し合う。

ながら 多様な感情の交流 を通して，友達の異な

体験を通して，様々な心を動かす出来事を 友達

る思いや考えなどに気付いたり，自己の存在感を

と共有 し，相手の感情にも気づいていくことが

感じたりしながら行動するようになる。」

できる ようになる。いろいろな役になって遊び

「幼児同士の関わりが深まる中で互いの 思いや

ながら 自分とは異なる立場に立つことで，いつ

考えに気付き，分かるように伝えたり ，相手の気

もの自分とは異なる感情を味わう こともできる

持ちを理解して自分の思いの表し方を考えたり，

ようになる。

我慢したり，気持ちを切り替えたりなどしながら

(6)自分の思ったことを相手に伝え，相手の思っ

たがいに関心を寄せ，分かり合えるようになる。
」

ていることに気付く。
いざこざの状況や幼児の様々な体験をとらえな
がら，主張や気持ちを受け止め互いの思いが伝わ
るようにしたり，
（後略）
。
第２章 言葉 ねらい

言葉による伝え合い

(2)人の言葉や話などをよく聞き，自分の経験し

「相手の 話の内容を注意して聞いて分かったり，

たことや考えたことを話し，伝え合う喜びを味わ

自分の思いや考えなどを伝える相手や状況に応

う。

じて分かるように話したり ，話し合ったりするな

人の話を聞き ，自分の経験したことや考えたこ

どして，考えをまとめ 深めるようになり，言葉を

とを話す中で，相互に伝え合う喜びを味わう よ 通じて 先生や友達と 心を通わせるようになる。」
うになることが大切である。
『現行教育要領』にも『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』にも，コミュニケーションにかかわ
る多くの文言が示されている。これは，これまでもこれからも，人とのコミュニケーションに関する内
容は幼児期において大切であると考えられているからであろう。特に「人とのかかわり」や「伝え合う」
ことなどは『現行教育要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』に共通して出てきている文
言であり，幼児期に必要とされている力としては不易なものとなっていると思われた。また『幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿』には，「互いの思いや考えに気付き，分かるように伝える」「話の内容

を注意して聞く」「相手や状況に応じて分かるように話す」などのように，状況を理解して，言葉を通
して相手に伝えていくことが新しく加えられている。以上のことから，現代の社会においては，言葉で
伝え合うことをより重視して育むことが求められていると考えられた。
以上を受け，幼児期における「コミュニケーションを行う力」が実際の保育場面においてどのような
ものなのかを検討した。実際の保育場面では，保育者や友達にかかわろうとすること，自分の思いを伝
えようとすること，相手の思いを聞こうとすることなどが，
「コミュニケーションを行う力」に通じるも
のであると考えた。ただし「コミュニケーションを行う力」となると，いわゆるコミュニケーションス
キルをつければよいという考え方になりがちであるが，幼児期に大切なのは，スキルそのものよりも伝
えたい人がいること，伝えたいことがあることという心情や意欲であろう。そこで，幼児期の「❹コミ
ュニケーションを行う力」を「自分の思いを相手に分かるように伝え，相手の思いを分かろうとするな
ど，親しみをもって相手にかかわろうとする力」と定義した。その要素としては，人とのかかわり，言
葉による表現，自分や相手の気持ちを感じる，非言語表現，信頼感，傾聴，自己発揮，自己抑制などが
あげられるだろう。
❺他者と協力する態度
「他者と協力する態度」について，先述の報告書における元の定義は「他者の立場に立ち，他者の考
えや行動に共感するとともに，他者と協力・協同して物事を進めようとする態度」となっている。この
内容は，幼児期においてどの園でもいつの時代でも大切にされている内容であろう。そこで「他者と協
力する態度」に通じる内容が，教育要領のどこにどのように示されてあるのかを調べた。
以下は『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』において，「他者と協力する態
度」に通じている内容と考えられる部分を抜粋したものである。
『現行教育要領』

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

第２章 人間関係 内容

協同性

(8)友達と楽しく活動する中で，共通の目的を見

「友達との関わり を通して 互いの感じ方や考え

いだし，工夫したり，協力したりなどする。

方などに気付き，互いのよさが分かり ，それに応

（前略）一緒に活動する幼児同士が，目的を共有 じた関わりを通じて，学級全体などで楽しみなが
し，一人では得られないものに集中していく気分

ら 一緒に遊びを進めていく ようになる。」

を感じたり，その中で工夫し合ったり，力を合わ 「人とともにいる喜びを感じ ，学級皆で目的や
せて問題を解決したり して，自分も他の幼児も

考え方をまとめたり，自分の役割を考えて行動し

生き生きするような関係性を築いていくことで

たりする などして 折り合いをつけ問題解決・実

ある。

現に向け 個々のよさを発揮し工夫したり，協力

(10)友達とのかかわりを深め，思いやりをもつ。 したり する楽しさや充実感を味わいながら やり
他者と様々なやり取りをする 中で，自他の気持

遂げるように なる。

ちや欲求は異なることが分かる ようになってい
くにつれて，自分の気持ちとは異なった 他者の
気持ちを理解し た上での 共感や思いやりのある
行動 ができるようになっていく。
『現行教育要領』にも『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』にも，「力を合わせて」「協力」「一
緒に遊びを進めていく」など，他者との協力・協同にかかわる多くの文言が示されていた。また「他者

の気持ちを理解」「互いの感じ方や考え方などに気づき，互いのよさが分かる」など，互いのよさを認
め合うことの大切さについても言及されている。この内容は，一貫して大切にされている幼児期に育て
たい資質や能力だと言えるであろう。これは『ＥＳＤで重視する能力，態度』とも合致するものである。
そこで，幼児期における「他者と協力する態度」が実際の保育場面においてどのようなものなのかを
検討した。実際の保育場面では，友達と一緒に遊ぶこと，折り合いをつけて遊ぶこと，共通のめあてを
もち一緒に考えたり遊びを進めたりしていくこと，力を合わせて活動することなどが「他者と協力する
態度」に通じるものであると考えた。そこで，幼児期の「❺他者と協力する態度」を「お互いのよさを
認め合い，友達と協力して遊びや生活を進めようとする態度」と定義した。その要素としては，協力，
人とのかかわり，気持ちの切り替え，相手の気持ちが分かる，共感，協働，協同などがあげられるだろ
う。

➏つながりを尊重する態度
「つながりを尊重する態度」について，先述の報告書における元の定義は「人・もの・こと・社会・
自然などと自分のつながり・かかわりに関心をもち，それらを尊重し大切にしようとする態度」となっ
ている。これらの内容は多岐にわたるが，幼児教育の中でも一部関連があると考えられた。そこで，「つ
ながりを尊重する態度」に通じる内容が教育要領のどこにどのように示されているのかを調べた。
以下は『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』において「つながりを尊重する態
度」に通じる内容と考えられる部分を抜粋したものである。
『現行の教育要領』

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

＜人＞
第２章 人間関係 ねらい

自立心

(2) 身近な人と親しみ，かかわりを深め，愛情や

「家族，友達，先生，地域の人々などと 親しみ

信頼感をもつ

合い ，（中略）自分のよさや特徴に気付き，自
信をもって行動するようになる。」

＜社会＞
第２章 環境 内容
(10)生活に関係の深い情報や施設などに興味や
関心をもつ。

社会生活との関わり
「情報を伝え合ったり，情報に基づき思い合わ
せたりするようになるとともに，公共の施設を
大切にしたり，社会全体とのつながり の意識等
が芽生えるようになる。」

＜自然＞
第２章 環境 内容

自然との関わり・生命尊重

(1) 自然に触れて生活し，その大きさ，美しさ，

「自然に触れて感動する体験を通して（中略）自

不思議さなどに気付く。

然への愛情や畏敬の念 を持つようになる。」

自然と出会い，感動するような体験は，自然に対

「共に遊んだり，（中略）生き物への愛着 を感

する畏敬の念，親しみ，愛情などを育てるばかり

じ，生命の営みの不思議さや 生命の尊さ に気付

でなく，科学的な見方や考え方の芽生えを培う上

き，生命の素晴らしさに感動して，身近な動植

で基礎となるものである。

物を命あるものとしていたわり，大切にする気

(5) 身近な動植物に 親しみ をもって接し，生命の

持ちを持って関わるようになる」

尊さ に気付き，いたわったり，大切にしたりする。

「つながりを尊重する態度」は「人・もの・こと・社会・自然」など内容が多岐にわたっているが，こ
のうち「人」に関しては，『現行教育要領』『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』共に，「身近な
人とのかかわりや親しみ合う」という文言で表されている。このことから分かるように幼児教育の中で
人とのつながりを尊重することは不易な考えであり，これからも大切に育んでいくべき態度であると言
える。
「自然」に関しては，『現行教育要領』ではそのかかわりの必要性や重要性が示されている。同様に『幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿』にもかかわりの大切さが示されている。このことから，幼児期に
自然との様々な直接体験の機会を保障し，生命の尊さやいたわりの気持ちを育むということは変わらな
いが，現今の自然環境が損なわれていっている状況を鑑みると，これまで以上に求められていることが
分かる。
「社会」に関しては，『現行教育要領』では，生活に関係の深い施設に関心をもつという文言のみの言
及であるが，『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』では「社会全体とのつながり」を意識した文言
があげられている。これは，これからの時代は社会とのつながりを意識しながら生きていくことが不可
欠であり，グローバルな社会を生きる前提として，身近な社会とのつながりを幼児期から意識すること
への必要性が高まったことの表れではないだろうか。これは，自分と自分が生きている社会全体とがつ
ながっているという意識を一人一人がもつことが，持続可能な社会を作っていくことにつながるという
ＥＳＤの考え方と合致している。このように幼児なりに人や自然や社会とのつながりを大事にすること
が求められているのだろう。
そこで，幼児期における「つながりを尊重する態度」が実際の保育場面においてどのようなものであ
るのかを検討した。実際の保育場面では，身近な自然とのかかわりの中で過ごすことの心地よさを感じ
たり，キイチゴやヤマモモ，クリなど季節の恵みをいただき，その美味しさから感謝の気持ちを抱いた
り，友だちと一緒に遊びや生活を作っていきながら仲間とのつながりを感じたり，地域の人と触れ合っ
て地域社会とのつながりを感じたりすることがある。このようにして自然や人や社会とのつながりを感
じ，そのつながりを大事にしたり感謝したりする内容が含まれるであろう。そこで，幼児期の「➏つな
がりを尊重する態度」として，「身の回りの自然，社会，人と自分とのつながりを感じ，感謝する態度」
と定義した。その要素としては，親しみ，愛着，関連，つながり，尊重，尊厳，感謝などがあげられる
だろう。

➐進んで参加する態度
「進んで参加する態度」について，先述の報告書における元の定義は「集団や社会における自分の発言
や行動に責任をもち，自分の役割を踏まえた上で，ものごとに自主的・主体的に参加しようとする態度」
となっている。これはこれまでの幼児教育において大切にしてきたことの一つであろう。そこで，「進
んで参加する態度」に通じる内容が教育要領のどこにどのように示されているのかを調べてみた。
以下は『現行教育要領』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』において「進んで参加する態度」
に通じる内容と考えられる部分を抜粋したものである。

『現行の教育要領』

『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』

第２章 人間関係 内容

自立心

(2)自分考え，自分で行動する。

「自分の力で行うために思いを巡らし，自分で

生活の様々な場面で 自分なりに考えて自分の

しなければならないことを自覚して行い，諦め

力でやってみようとする 態度を育てることは， ずにやり遂げる ことで，満足感や達成感を味わ
生きる力を身に付け，自らの生活を確立してい

いながら，自信をもって行動するようになる。」

く上で大切である。

「自分から環境に関わりいろいろな活動や遊び

(3)自分でできることは自分でする。

を生み出す中で出会う難しいことでも 自分なり

この場合，単に何かを「できる」，「できない」 に考えたり工夫したりして，諦めず自分の力で
ということのみが問題ではなく，あくまでも 自

解決しやり遂げ ，満足感や達成感を味わい自ら

分のやりたいことを意識し，自分が思ったこと

の生活を確立するようになる。」

ができたということを喜ぶ 気持ちが大切であ
る。
第２章 人間関係 内容の取扱い

協同性

(3)幼児が互いにかかわりを深め，協同して遊ぶ

「人と共にいる喜びを感じ，学級皆で目的や願

ようになるため，自ら行動する力 を育てるよう

いを共有し志向する中で，話し合ったり，取りな

にするとともに，他の幼児と試行錯誤しながら

したり，皆の考え方をまとめたり，自分の役割を

活動を展開する楽しさや共通の目的が実現する

考えて行動 したりするなどして折り合いを付け

喜びを味わうことができるようにすること。

問題の解決・実現に向け個々の良さを発揮し工
夫したり，協力する楽しさや充実感を味わいな
がら やり遂げるようになる。」

「進んで参加する態度」について『現行教育要領』の中には，自分で考えたり，自分のことを自分で行
う力を育てたりしていくことが示されていた。『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』では，それが
さらに一歩進み「自分でしなければならないことを自覚して行い，諦めずにやり遂げる」「自分の役割
を考えて行動する」という文言で表されているように，最後まで責任をもってやり遂げることや，自分
から参加しようとする態度の大切さが強く押し出されている。つまりこれからの時代において，問題の
解決や実現に向かって自分の役割を自覚して責任をもっていく態度が求められることの表れだろう。こ
れらは『ＥＳＤで重視する能力・態度』にある「進んで参加する態度」の内容に通じており，持続可能
な社会の担い手となる上で，より必要とされる態度だと考えた。
そこで，幼児期における「進んで参加する態度」が実際の保育場面においてどのようなものなのかを
検討した。実際の保育場面では，幼児が自分のできることをやってみようとすること，自分なりの役割
を見つけてやってみようとすること，園生活の中の様々なことに自分から参加しようとすること，参加
したことを最後までやり抜き自分なりの責任を果たそうとしたりすることなどが「進んで参加する態度」
に通じるものであると考えた。そこで，幼児期の「➐進んで参加する態度」として，「園生活の中で，
自分のできることや自分の役割を見つけて担おうとしたり，物事に自分から参加しようとしたり，責任
をもとうとしたりする態度」と定義した。その要素としては，自主性・主体性・責任・自覚・積極性・
役割などがあげられるだろう。

以上，７つの「ＥＳＤで重視する能力・態度（幼児版）」を表にしたものが，次ページの表５で
ある。

表５．「ＥＳＤで重視する能力・態度（幼児版）」
ＥＳＤで重視する能力・態度

要素

❶批判的に考え 【元の定義】合理的・客観的な情報や公平な判断に基づいて本質

興味・関心，好

る力

を見抜き，ものごとを思慮深く，建設的，協調的，代替的に思考・ 奇心・探究心，
判断する力
【幼児期における定義】様々な物事にかかわり，試行錯誤したり
他の幼児の思いや考えに触れたりしながら，遊びや生活をよりよ
くするために考えを巡らせたり考え直したりしようとする力

繰り返し，試行
錯誤，工夫・活
用，未知の考
え，思い巡ら
す，熟考，再考

❷未来像を予測 【元の定義】過去や現在に基づき，あるべき未来像（ビジョン）

見通し，めあ

して計画を立て を予想・予測・期待し，それを他者と共有しながら，ものごとを

て，イメージ，

る力

計画する力

期待，予想，予

【幼児期における定義】遊びや生活をよりよくするために，友だ

測，確かめ，工

ちと一緒に予測したり期待したり確かめたりしようする力

夫・活用，共有

❸多面的，総合 【元の定義】人・もの・こと・社会・自然などのつながり・かか

多様性，循環

的に考える力

わり・ひろがり（システム）を理解し，それらを多面的，総合的

性，相互性，有

に考える力

限性，つながり

【幼児期における定義】多様性や循環性などを身体を通して経験
し，様々な考え方があることや，いろいろなものがつながってい
ることを感じる力
❹コミュニケー

【元の定義】自分の気持ちや考えを伝えるとともに，他者の気

人とのかかわ

ションを行う力

持ちや考えを尊重し，積極的にコミュニケーションを行う力

り，言葉表現，

【幼児期における定義】自分の思いを相手に分かるように伝え，

非言語表現，相

相手の思いを分かろうとするなど，親しみをもって相手にかかわ
ろうとする力

手の気持ち，信
頼感，傾聴，自
己発揮，自己抑
制

❺他者と協力す 【元の定義】他者の立場に立ち，他者の考えや行動に共感すると

協力，人とのか

る態度

かわり，気持ち

ともに，他者と協力・協同して物事を進めようとする態度
【幼児期における定義】お互いのよさを認め合い，友達と協力し
て遊びや生活を進めようとする態度

の切り替え，相
手の気持ち，共
感，協働，協同

❻つながりを尊 【元の定義】人・もの・こと・社会・自然などと自分のつながり・ 親しみ，愛着，
重する態度

かかわりに関心をもち，それらを尊重し大切にしようとする態度

関連，つなが

【幼児期における定義】身の回りの自然，社会，人と自分とのつ

り，尊重，尊厳，

ながりを感じ，感謝する態度

感謝

❼進んで参加す 【元の定義】集団や社会における自分の発言や行動に責任をも

自主性・主体

る態度

ち，自分の役割を踏まえた上で，ものごとに自主的・主体的に参

性・責任・自覚・

加しようとする態度

積極性・役割

【幼児期における定義】園生活の中で，自分のできることや自分
の役割を見つけて担おうとしたり，物事に自分から参加しようと
したり，責任をもとうとしたりする態度

３．「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」の検討
前節で述べたとおり，国立教育政策研究所が示した「ＥＳＤで重視する能力・態度」は，『現行教育
要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』においても言及されている内容が多いことが示さ
れた。これらの内容は幼児期に育てるべき不易の内容と言えるであろう。また，『幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿』で新たに強調された内容も散見された。これらの内容は，時代の変化により，これ
からの時代を生きる子どもたちに求められる能力・態度を示していると考えられた。一方で，『現行教
育要領』及び『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』には直接言及されていない「ＥＳＤで重視する
能力・態度」の内容も存在した。これらは，ＥＳＤ独自の内容であり，これらについてもその幼児期な
り意味を定義することができた。つまり，「ＥＳＤで重視する能力・態度」には，不易の内容，流行の
内容，そしてＥＳＤ独自の内容が存在していることが示された。
以上のことを踏まえ，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」を考察
することとした。国立教育政策研究所が示した「ＥＳＤで重視する能力・態度」は，「自律的に活動す
る」「異質な集団で交流する」「相互作用的に道具を用いる」の３つのキーコンピテンシーに分けられ
ている。私たちは幼児期においても考えやすいように，「自律的に活動する」＝「自己」の側面，「異
質な集団で交流する」＝「他者」の側面，「相互作用的に道具を用いる」＝「環境」の側面として，３
つの側面に分けて考えることとした。最終的に７つの「ＥＳＤで重視する能力・態度」へつながってい
くよう，幼児期ならではの基盤となる心情・意欲・態度から次第に発達していくように考慮しながら，
各側面において幼児期に育てるべき能力・態度を抽出した。その結果を以下に示す。
（１）自己の側面
安心・安定
幼稚園入園を機に初めての家庭から離れて集団生活を送る子どもたちも多い。入園当初の子ども
たちは，まずは新しい環境に安心して，安定して過ごす事が必要不可欠であり，そこから幼稚園で
の遊びや生活が生まれてくる。そこで，自己の側面の一番根っことなる能力・態度を「安心・安定」
として，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」の一つとした。
自立
ＥＳＤでめざす人間像は，自ら考え主体的に行動できる人である。その基盤として幼児期には，
「自分のことは自分でする」という「自立」の態度の育成が必要であると考えた。この内容は，幼
児教育で従来から行われてきたものであり，身辺自立や自分でしようとする態度などが含まれる内
容である。以上のことから「自立」を，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる
能力・態度」の一つとした。
主体性・粘り強さ・チャレンジ精神
ＥＳＤでめざす人間像において，主体性は欠かせない要素である。主体性の中には，諦めずに粘
り強く取り組む態度や困難にも立ち向かっていくチャレンジ精神も含まれると考えた。そこで，育
てるべき能力・態度を「主体性・粘り強さ・チャレンジ精神」として，幼児期に育むべき「持続可
能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」の一つとした。これは，最近幼児教育で特に取り上げ
られることの多い，非認知能力の中心をなす内容であろう。また，便宜上「自己」の側面に位置づ
けているが，実際は「他者」や「環境」との関わりにも関連する内容である。

自信
「自己の側面」において，幼児期に育みたい能力・態度の中心となるものが，「自信」ではない
だろうか。これは自己肯定感や自己存在感などが含まれるもので，遊び込むことで味わう満足感や
充実感を通して，「自分が好き」「自分らしくあることができる」などのことを感じてほしいと考
える。そこで，「自信」を，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」
の一つとした。
周りのこととつながろうとしたり，責任をもとうとしたりする態度（つながり・責任）
「ＥＳＤで重視する能力・態度」の自己の側面で述べられているのは，「❻つながりを尊重する
態度」「❼進んで参加する態度」である。これらは幼児期の定義としてそれぞれ，「身の回りの自
然，社会，人と自分とのつながりを感じ，感謝する態度」「園生活の中で，自分のできることや自
分の役割を見つけて担おうとしたり，物事に自分から参加しようとしたり，責任をもとうとしたり
する態度」と定めた。この２つの内容は幼児期においては密接に関連しており，いずれも身の回り
のことに対してつながろうとしたり責任を担おうとしたりする態度であると考えた。そこでこの２
つの内容を合併し，「周りのこととつながろうとしたり，責任をもとうとしたりする態度」（以下，
略称として「つながり・責任」を用いる）として，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の
基盤となる能力・態度」の一つとした。
（２）他者の側面
信頼感・親しみ
家庭から離れて集団生活を送るようになる子どもたちにとって，まず大切になるのは他者への信
頼感や親しみの気持ちをもてることであろう。保育者を信頼し，周りにいる友だちや様々な人たち
に対して信頼や親しみの気持ちを育んでくことが，その後の人との関わりの根底となるものである
と考える。そこで，他者の側面の一番根っことなる能力・態度を「信頼感・親しみ」とし，幼児期
に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」の一つとした。
友だちとかかわる力（コミュニケーション）
「ＥＳＤで重視する能力・態度」の他者の側面で述べられているものの一つは，「❹コミュニケ
ーションを行う力」である。これは幼児期の定義として，
「自分の思いを相手に分かるように伝え，
相手の思いを分かろうとするなど，親しみをもって相手にかかわろうとする力」と定めた。この内
容を，「友だちとかかわる力」（以下，略称として「コミュニケーション」を用いる）として，幼
児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」の一つとした。
友だちと協力しようとする態度（協同性）
「ＥＳＤで重視する能力・態度」の他者の側面で述べられているもののもう一つは，「❺他者と
協力する態度」である。これは幼児期の定義として，「お互いのよさを認め合い，友達と協力して
遊びや生活を進めようとする態度」と定めた。この内容を，「友だちと協力しようとする態度」（以
下，略称として「協同性」を用いる）として，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤
となる能力・態度」の一つとした。
（３）環境の側面
感受性
幼児は身の回りの環境に興味や関心を示しかかわっていく。そして，次第に関わりを広げ，自分
で考えたり工夫したりしながらかかわるようになっていく。かかわりを深めていく根っこには，環

境に対して驚いたり感動したりする心や，不思議さや畏敬の念を感じる心などの，感性にかかわる
面があると私たちは考えた。レイチェル=カーソン(2009)によれば，幼児は生まれながらにして「セ
ンス・オブ・ワンダー」と呼ばれる神秘さや不思議さに目をみはる感性をもっているという。その
ようなものを「感受性」として，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・
態度」の一つとした。
興味・関心・好奇心
身近な環境とかかわり驚きや面白さ，不思議さなどを感じることで，幼児は次第にそのものやこ
とに対する興味や関心を広げ，深めていくようになる。また，幼児期には好奇心を働かせて，周り
の環境を確かめたり探ったりすることも多い。このような能力・態度が，次第に思考を促し，自分
から考えて遊びや生活を創り出す力につながっていくと考えられる。そこで，これらの内容を「興
味・関心・好奇心」として，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」
の一つとした。
自ら考えて遊びや生活を創り出す力（探求・創造）
好奇心や探究心をもって環境にかかわることで，幼児は次第にさらに探求したり，自分なりに思
いを実現して創造したりするようになる。このような思考に関する内容は，「ＥＳＤで重視する能
力・態度」の「環境」の側面として３つ挙げているが，そのうちの２つは「❶批判的に考える力」
「❷未来像を予測して計画を立てる力」である。これらは幼児期の定義としてそれぞれ，「様々な
物事にかかわり，試行錯誤したり他の幼児の思いや考えに触れたりしながら，遊びや生活をよりよ
くするために考えを巡らせたり考え直したりしようとする力」
「遊びや生活をよりよくするために，
友だちと一緒に予測したり期待したり確かめたりしようする力」と定めた。元の定義の，批判的に
考えること，未来像を予測して計画を立てることそのものは，幼児には困難でそぐわないようにも
思えるが，
幼児の実態に合わせて考えると，
目の前の遊びや生活を考えを出し合いながら創り出し，
よりよくしようとするという点でこの両者は合致すると考えられた。そこでこの２つの内容を合併
し，「自ら考えて遊びや生活を創り出す力」（以下，略称として「探求・創造」を用いる）として，
幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」の一つとした。
多様性・循環性・有限性を感じる力（多様・循環・有限）
「ＥＳＤで重視する能力・態度」で示されている「環境」の側面の残りの１つは「❸多面的，総
合的に考える力」である。この本来の内容はいわゆるシステム思考であり，幼児には難しいと考え
られた。そこで前節において，幼児期の定義として「多様性や循環性などを身体を通して経験し，
様々な考え方があることや，いろいろなものがつながっていることを感じる力」と定めた。つまり，
幼児期は体験を通して様々なことを学ぶ時期であるので，多様性や循環性や有限性などの具体的な
内容を体験し，そのことを感じることが大切であると考えた。そこでこの内容を，「多様性・循環
性・有限性を感じる力」（以下，略称として「多様・循環・有限」を用いる）として，幼児期に育
むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」の一つとした。

以上，12 の内容を，幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」として設
定し，教育課程や指導計画を考えていく上での指標とすることとした。

４．「めざす子ども像」の設定
前節で設定した幼児期に育むべき「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」をもとに，私
たちは新たな「めざす子ども像」を設定することとした。新たな「めざす子ども像」は，小学校以降の
ＥＳＤを見通して，「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」を身につけた姿を意識して描
くこととした。めざす子ども像は，前節で述べた「自己」「他者」「環境」の３つの側面で設定するこ
ととした。
（１）自己の側面
幼児期においては，自らの遊びや生活をよりよくしようと主体的に生き生きと取り組む子どもになる
ことが大事であると考えた。そのことが，これからの生活においても，身近な人やものやことにつなが
りをもとうとしたり，責任をもってかかわっていく態度につながると考えた。そこで，めざす子ども像
を「自らしようとする遊びや生活に向かって，生き生きと取り組む子ども」とした。
（２）他者の側面
幼児期においては，友だちに親しみ，十分にやりとりをしつつ，協力して遊びや生活を作っていく子
どもになることが大事であると考えた。そのことが，その後の生活においても，多様な人とコミュニケ
ーションをする能力や協力してやっていこうとする態度につながると考えた。そこで，めざす子ども像
を「友だちと心を通わせ，協力して遊びや生活を創り出す子ども」とした。
（３）環境の側面
幼児期においては，環境に心を動かし感じたり考えたりしながら環境とのかかわりを深めていくこと
が大切であると考えた。そのことが，これからの生活において，現実との関係を認識しながら深く考え
る力や，多面的，総合的に考える力につながると考えた。そこで，めざす子ども像を「身近な環境に心
を動かし，かかわりを深めようとする子ども」とした。

めざす子ども像（「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」を身につけた姿）
（自己）自らしようとする遊びや生活に向かって，生き生きと取り組む子ども
（他者）友だちと心を通わせ，協力して遊びや生活を創り出す子ども
（環境）身近な環境に心を動かし，かかわりを深めようとする子ども

３，４節で示した，「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」及び「めざす子ども像」を
構造的に示したものが，次ページの図２の研究構想図である。

教育目標：豊かな自然や友だちとかかわりながら，一人一人がその子らしさを発揮し，共に
育ち合う生活を通して，心豊かにたくましく生きる力を育む
めざす子ども像（「持続可能な社会の担い手の基盤となる能力・態度」を身につけた姿）

ＥＳＤで重視する能力・
態度
（
小学校以降の教育）

（自己）自らしようとする遊びや生活に向かって，生き生きと取り組む子ども
（他者）友だちと心を通わせ，協力して遊びや生活を創り出す子ども
（環境）身近な環境に心を動かし，かかわりを深めようとする子ども

持続可能な社会の担い手の基盤
となる能力・
態度

環境の側面

他者の側面

自己の側面

幼稚園での生活・遊び
自然とのかかわり
♪大きな森に抱かれて
自然と一緒に遊ぼう♪

人とのかかわり
♪あったか仲間にかこまれて
みんなで一緒に遊ぼう♪

多様性・循環性・有限性・公平性・連携性・責任性の経験
（森での生活＋異文化や社会とのかかわりを通した経験）
図２．研究構想図

