第２章

「知・徳・体」のバランスのとれた基礎・基本の徹底

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
平成 29 年３月 31 日告示の幼稚園教育要領等において，「幼児教育において育み
たい資質・能力」を遊びを通して一体的に育むことの重要性が示され，「幼児期の終
わりまでに育ってほしい姿」が明確化された。この資質・能力の三つの柱は，幼児
教育と小学校以降の教育を貫く柱として示され，幼稚園をはじめとする全ての 学校
教育において育むこととして整理された。また，小学校学習指導要領の，総則，低
学年の全教科，特別活動に，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた指
導の工夫を行うことが示されたことにより，小学校において，幼児期の育ちや学び
を意識した指導が，今後より一層求められることとなる。
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つの力を整理し，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」

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」
知

識

知識・情報

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プラン
乳 幼 児 期 に育 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

１ 幼稚園教育要領等の改訂について
（１）幼児教育において育みたい資質・能力
幼稚園教育要領等の改訂により，各園においては幼児教育の基本を踏まえ，小
学校以降の子供の発達を見通しながら教育活動を展開し，「知識及び技能の基礎」，
「思考力，判断力，表現力の基礎」，「学びに向かう力，人間性等」といった幼児
教育において育みたい資質・能力を，５領域のねらい及び内容に基づく活動全体
によって育むことが示された。これらの資質・能力は，これまでも遊びを通した
総合的な指導の中で一体的に育まれてきたものではあるが，実践における幼児の
具体的な姿からこの資質・能力を改めて捉え，教育課程の編成等を図ることが求
められている。

（２）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は，５領域のねらい及び内容に基づ
いて，幼児期にふさわしい遊びや生活を積み重ねることにより，幼児教育おいて
育みたい資質・能力が育まれている幼児の具体的な姿であり，特に５歳児後半に
見られるようになる姿である。また，この姿は，５歳児に突然みられるようにな
るものではないため，これより前の時期から，子供が発達していく方向を意識し
て，それぞれの時期にふさわしい指導を積み重ねていくことに留意する必要があ
る。またこの姿は，到達すべき目標ではないし，個別に取り出して指導するもの
でもないが，教員・保育士等には，
遊びの中で子供が発達していく姿
を「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」を念頭に置いて捉え，
一人一人の発達に必要な体験が得
られるような状況をつくったり，
必要な援助を行ったりするなど，
指導を行う際に考慮することが求
められる。また，この姿を手掛か
りに，イメージする子供の姿を小
学校教師と共有し話し合いながら，
幼保小の円滑な接続を図ることが，
重要である。

２ 「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランについて
（１）乳幼児期の教育・保育の充実

遊び 学び 育つひろしまっ子！
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ようにしていくことが重要である。
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であり，ここまで
到達しなければならないといったものや，個別に取り出して身に付けさせるもの
でもない。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，その子供のもっている力をさらに伸ばし引き出しながら，
育んでいくことが重要である。
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。

前述の本プランに示す，乳幼児期の教育・
５歳クラス
0.
（５月）
保育の基本的な考え方を，県内全ての教育保
海賊ごっこ 船が動いた！
育施設において共通認識を図ることで教育・
【遊びの中で育まれている力】
【活動の様子】
保育内容が充実し，目指す子供の姿の実現に
つながっていくよう，「遊び 学び 育つひろ
しまっ子！教育・保育実践事例集」を作成し
た。幼児教育アドバイザーが県内の教育・保
育施設等の実態に応じて訪問する「幼児教育
アドバイザー訪問事業」や，教育・保育の質
の向上に係る各種研修等において，この事例
集を活用することで，園・所において教育・
保育内容を５つの力という視点で改めて見直
し実践につなげたり，小学校教員が「幼児期
における総合的な学び」を理解したりするこ
とができるようにしていく。
（２）幼保小連携教育の推進
ア 本県の幼保小接続についての考え方
小学校学習指導要領解説生活編（平成 29
年６月）には，「遊びや生活を通して総合
的に学んでいく幼児期の教育課程と，各教
科等の学習内容を系統的に学ぶ等の児童期
「教育 ・保 育実 践事 例集 」掲 載の事 例
の教育課程は，内容や進め方が大きく異な
る。そこで，入学当初は，幼児期の生活に近い活動と児童期の学び方を織り交
ぜながら，幼児期の豊かな学びと育ちを踏まえて，児童が主体的に自己を発揮
できるようにする場面を意図的につくることが求められる。」と，スタートカ
リキュラムが，幼児期の教育と小学校教育を円滑に接続する重要な役割を担っ
ていることが示されている。
このような考え方を踏まえ，本県では，年長と第１学年の２年間を接続期と
捉え，年長児のアプローチカリキュラムと，第１学年のスタートカリキュラム
のつながりを意識して編成したカリキュラムを「幼保小接続カリキュラム」と
した。これを活用しながら，幼保小が連携し，お互いの教育・保育を見通して，
育ちと学びを連続させていく実践を工夫することが大切である。
乳幼児期に子供は遊びの中で，成長や発
達に重要なことを多く学んでいる。つまり，
小学校１年生で学びがゼロからスタート
するのではない。接続期は小学校の前倒し
や準備の期間ではなく，幼児期に遊びを通
して育まれてきた「学びの芽生え」を，各
教科等の「自覚的な学び」につなぐととも
に，自分のことが自分ででき，新しい環境
に慣れ，安心して生活できるようにするこ
とが大切な時期である。 （具体的取組事例
については，Ｐ185「学校段階等間の接続」
参照）
イ 幼保小接続カリキュラムに係る研修の実施
小学校が地域の園・所等と連携し，教育・保育内容や指導方法について相互
理解を図り，幼保小接続カリキュラムを編成・実施するためには，園・所等と
の連携や校内の連携・調整を行うなどの接続に係る中心的役割を担う連携担当
うごく力 考える力

少人数のグループで，船作りを楽しんでいる。段
ボールで作った船の先にタフテープを付け，人を
乗せて動かすという仕組の船である。

しばらく友だちを乗せて，船を動かすことを楽
しんでいたが，重みに耐えきれず，タフテープが
切れてしまう。Ａ児は，ビニールテープを持って
きて，
「この線より後ろに乗って。その方が船を動
かしやすいから」と，乗っている友だちに伝える。

・自分たちが乗って動かすことができる大きな船
を作りたいという気持ちを持つ。
・遊びに必要な材料を探したり，集めたりする。
・友だちのしている遊びに興味を持ち，一緒に遊
び出す。
・タフテープが切れてしまったが，自分たちなり
に考えて遊びを継続する。
・自分で船を動かしてみて気付いたことを，友だ
ちに伝える。
【人とかかわる力】
A 児は，繰り返し遊ぶ中で，友だちが船の後ろ
の部分に乗った時の方が，船を動かしやすいと
気付き，それを友だちに伝えている。

・やりたいことを実現させるために，行動する。
・素材の特性に気付き予想を立てる。

Ｂ児は，
「もっと強いヒモがいる」と，保育者に
伝えにくる。一緒に教材室に行き，いろいろな種
類の中から，子供たちがヒモを選ぶ。
適当なヒモが見付かり，
「これなら大丈夫」
「う
ん，大丈夫そう」とみんなで予想し，ヒモを付け
換え始める。ヒモを付け換え，また遊び始めたが，
友だちを乗せて引っ張ると，どうしても左側のヒ
モが外れてしまう。繰り返しガムテープを貼って
修理している。

B 児は，タフテープではすぐに切れてしまうこ
とに気付き，他の素材だとうまくいくのではな
いかと考えている。口を出さず，子供たちの決
定を見守ろう。

・うまくいかないことがあっても，友だちと粘り
強く試行錯誤する。
【考える力】

諦めずに，
自分たちで何とかしようとしている。
何度もガムテープを貼り直して，根気強く取り
組む姿を見守る。

・何度もヒモがとれ，くじけそうになる。

「どうして左側ばかりヒモがとれるのかな？」
という保育者の問いかけに，Ａ児は右側のヒモの
付け方をよく見始める。
「こっち（右側）はヒモの
端っこが結んである」と左側との違いに気付く。
Ａ児は，
「左側も同じにしてみよう」
と結び始める。
ヒモの端を結び，最後にしっかりとガムテープを
留めると，
「よし，船に乗ってみよう」とみんなで
試し始める。
「一番大きなＣくんが乗れたら，誰が
乗っても大丈夫ってことよ」
，
「Ｃくん，乗ってみ
て」と促され，Ｃ児（６歳０か月）が船に乗る。

「せーの」というかけ声と共に，３人でヒモを
引っ張ると船が動いた。
「やった！動いた！」と喜
び合う姿が見られた。
その後，海賊ごっこはクラスみんなの遊びに広
がっていった。

何度もガムテープを貼り直しているが，それだ
けではうまくいかないようだ。何とか乗り越え
てほしい。新しい視点が生まれる問いかけをし
てみよう。

・よく見て，違いに気付き，発見する。
・考えたことを実際にやってみる
・気持ちを立て直す。
・経験から予想する。
・力を合わせて船を動
かす。
・友だちと一緒に満足
感・達成感を味わう。
【やりぬく力】

・クラスみんなで力を合わせて遊ぶ。
【人とかかわ
る力】

人
と
か
か
わ
る
力

教員を各小学校に位置付けることが必要である。そこで本県では，「幼保小接
続カリキュラム実践事例集（平成 29 年３月）」を活用しながら，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， 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
修を実施している。また，平成 30 年度は，幼保小接続カリキュラムの必要性と
連携担当教員の役割について，連携担当教員を対象とした研修会を行う。こ れ
らのことにより，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。

幼保小連携担当教員の役割例
幼保小合同研修～平成 29 年度の研修の様子～

※ 「 幼 保小 接 続カ リ キュ ラム実 践 事 例集 」 Ｐ６ 参 照

「幼保小接続カリキュラム実践事例集」
，「幼児教育アドバイザー訪問事業」，
「教育・保育
内容実践事例集」は，広島県教育委員会ホームページ（幼児教育）で，紹介しています。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/youji-index.html

（３）家庭教育支援の充実について
家庭での教育は，子供たちに基本的な生活
習慣，自立心，思いやり，社会的なマナーな
どの基礎を育むものであり，家庭教育支援と
は，保護者が自信と安心感をもって子育てす
ることができるよう，親の学びや育ちを支援
することである。
特に乳幼児期は，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
るため，「乳幼児期に育みたい５つの力」を
育むためには，家庭での保護者の関わり方が
大変重要である。
本県では，家庭での取組に役立つ科学的根 マンガ によ る分 かり やす く親 しみや すい 情報 提供
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
会の充実に取り組んでいる。また，地域の身近な支援者として，保護者に寄り添
い話を聞いたり，親子を地域の関係機関等へつな いだりすることができる人材の
育成やその組織化にも取り組んでいる。

（４）具体的な施策展開
「遊び学び
学び育つひろしまっ子！」推進プラン（概要）
育つひろしまっ子！」推進プラン（概要）
「遊び
策定の趣旨
１１ 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
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
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，県内すべての乳幼児に，乳幼児期
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，県内すべての乳幼児に，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
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
学び育つひろし
育つひろし
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
まっ子！』推進プランを策定する。
まっ子！』推進プランを策定する。
構成
２２ 構成
（１）第１章 基本的な考え方
基本的な考え方
（１）第１章
目指す乳幼児の姿 「遊び
「遊び学び
学び育つひろしまっ子！」
育つひろしまっ子！」
○○ 目指す乳幼児の姿
「遊び学び
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
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
「遊び
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。
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
○○ 乳幼児期に育みたい５つの力
「遊び学び
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
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
「遊び
◎感じる・気付く力 ◎うごく力
◎うごく力 ◎考える力
◎考える力 ◎やりぬく力
◎やりぬく力 ◎人とかかわる力
◎人とかかわる力
◎感じる・気付く力
（２）第２章 具体的な施策展開
具体的な施策展開
（２）第２章
施策の基本方針 「つながる乳幼児期の教育・保育の推進」
「つながる乳幼児期の教育・保育の推進」
○○ 施策の基本方針
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
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
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。
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
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
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」
子供の育ちのつながり」
「Ⅱ
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
「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。
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
○○ 10年先を見据えた施策展開

施策１ 教育・保育内容，教員・保育士等の研修の
教育・保育内容，教員・保育士等の研修の
充実等
施策１
充実等
①園・所等や家庭における教育・保育の内容づくり
①園・所等や家庭における教育・保育の内容づくり
②すべての園・所等を対象にした計画的・組織的・実践的な研修の実施等
②すべての園・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
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
④教員・保育士等の人材の確保
施策２ 幼保小連携教育の推進
施策２
幼保小連携教育の推進
①幼保小の接続に係る研修会の実施
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
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
③個別の教育支援計画等を活用した幼保小連携

施策３ 子育てに役立つ情報の提供
施策３
子育てに役立つ情報の提供

施策６ 関係機関の連携の推進
施策６
関係機関の連携の推進

①家庭での取組に役立つ情報の提供
①家庭での取組に役立つ情報の提供

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
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
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
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
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
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
ための連携
⑤質の高い教育・保育を推進するための連携
⑤質の高い教育・保育を推進するための連携

施策４ 親子の学び・集いの場の充実
親子の学び・集いの場の充実
施策４
①親などの学習機会や親同士の交流のための参
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
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
②親子での体験活動プログラムの開発・普及
施策５ 地域による親子支援
施策５
地域による親子支援
①地域の子育てボランティア等によるチーム型支援
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
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
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
み聞かせ，親の学習機会提供の支援

乳幼児期の教育・保育の充実のための支援
乳幼児期の教育・保育の充実のための支援

施策７ 体制の整備
施策７
体制の整備

①「オール広島県」で，乳幼児期の教育・保育の充実のた
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
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
を担う支援体制の整備に向けた検討

