
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度から実施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。また，平成 30 年４月には，乳幼児教育支援センター

を設置し，本プランに掲げる施策を総合的に推進しているところである。 

プラン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 

 

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  

第３章 「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」の育成 
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知識・情報 

 



１ 幼稚園教育要領等に基づく教育 

（１）幼児教育において育みたい資質・能力 

幼稚園教育要領等には，各園において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，表現力等の基礎」，「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

育むことが示されている。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，実践における子供の具体

的な姿からこの資質・能力を改めて捉え，教育及び保育の充実を図ることが求め

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，乳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，幼児教育にお

いて育みたい資質・能力が育まれている子供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歳児に突然見られるよう

になるものではないため，その前の時期から，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，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」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。教員・保育士等は，この姿を念頭に置

いて，子供の姿を捉え，遊びの中で子供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。 

さらに，この姿を手掛かりに，

イメージする子供の姿を小学校の

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大

切である。 



（３）小学校教育との接続 

   子供は，園・所から小学校へ移行していく中で，突然違った存在になるわけで

はない。発達や学びは連続しており，園・所から小学校への移行を円滑にする必

要がある。 

しかし，園・所と小学校では，子供の生活や教育の方法が異なることから，子

供の発達と学びの連続性を確保するためには，子供の発達を長期的な視点で捉え，

園・所の教育・保育内容と小学校教育の教育内容，互いの指導方法の違いや共通

点について理解を深めることが大切である。 

そのため，小学校の教師との意見交換や合同の研究会や研修会，保育参観や授

業参観などを通じて連携を図ることが大切である。さらに，園・所と小学校の子

供同士の交流の機会を設け，連携を図ることが大切である。 

 

２ 「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プラン 

（１）教育・保育内容，教員・保育士等の研修の充実 

  ア 目指す乳幼児の姿と乳幼児期に育みたい力 

 

 

 

 

 

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。 

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

 

遊び 学び 育つひろしまっ子！ 
 



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。 

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，じっくりと遊ぶことが

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 目指す乳幼児の姿の実現に向けた取組 

   本県では平成 30 年度から「遊び 学び 育つひろしまっ子！」の実現に向けたカ

リキュラム研究開発事業を実施し，県内４園の指定園において，５つの力の育成

を意識したカリキュラム等の作成を行っている。 

   また，県内の教育・保育の実践をまとめた「教育・保育実践事例集」を活用し

た各種研修や，幼児教育アドバイザーが園・所等を訪問する「幼児教育アドバイ

ザー訪問事業」などを実施することにより，教育・保育内容を充実させるととも

に，目指す子供の姿の実現を図っている。  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５つの力が育まれている具体的な場面 
参考：「遊び 学び 育つひろしまっ子！」教育・保育実践事例集 P53 

 

 

 

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」の実現に向けたカリキュラムの研究開発事業  

（左：尾道市立因島南認定こども園，右：東広島市立御薗宇幼稚園） 



（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第１章総則（平成 29 年）には学校段階等間の接続の観点

から，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫すること

により，幼稚園教育要領等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力

を踏まえて教育活動を実施し，児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向か

うことが可能となるようにすること」と規定され，前の学校段階での教育が次

の段階で生かされるよう，学びの連続性を確保することがより一層重視されて

いる。 

これを受け，小学校学習指導要領解説生活編（平成 29 年７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。 

本県では，園・所が中心となって編成する年長児のカリキュラム（アプロー

チカリキュラム）と，小学校が中心となって編成する小学校第１学年のカリキ

ュラム（スタートカリキュラム）の「つながり」，「接続」を意識して編成さ

れたカリキュラムを「幼保小接続カリキュラム」とした。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 幼保小の接続に係る研修の実施  

本県では，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子供の育ちと学びをつなぐ連

携・接続の取組を進められるよう，次のような研修会を実施している。 

 

 

 

 

□幼保小連携担当教員対象の研修会  

□「特別な支援を必要とする幼児・児童のための幼保小接続期の教育・保育」講座 

□幼保小連携「幼保小の円滑な接続！育ちと学びをつなぐ」講座  

 遊びを通した５つの力の育ちが，小学校の学

習や生活につながるように，幼児期の子供が主

体的に環境と関わり自己を発揮することがで

きるようにするためのカリキュラム 

【作成のポイント】 

□ 創造的な思考の基礎を培う工夫 

□ 協同して遊ぶ経験が繰り返しできる工夫 

□ 主体的な生活態度を培う環境構成などの工夫 

□ 幼児と児童の交流活動の工夫 

 

 

 

アプローチカリキュラムとは 

 小学校へ入学した子供が，園・所の遊びや生

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 

【作成のポイント】 

□ 子供の発達を踏まえた時間割や学習活動の工夫 

□ 生活科を中心とした合科的・関連的な指導の充実 

□ 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 

□ 児童と幼児の交流活動の工夫 

スタートカリキュラムとは 園・所 小学校 

幼保小接続カリキュラムのキーワード 

子供たちが，主体的にのびのびと自己発揮できる！ 



昨年度の幼保小連携担当教員を対象とした研修会では，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や幼保小連携担当教員の役割

等について研修した。 

平成 31 年度は，平成 32 年度スタートカリキュラム実施に向け，スタートカ

リキュラムの作成に係る具体的な内容を盛り込んだ研修会を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

（３）家庭教育支援の充実 

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。 
 

 

 

 

マンガ等による分かりやすく親しみやすい情報提供 

http://www.facebook.com/h.edu.kateikyouiku 

保護者に役立つ情報をお届けしています。 
家庭教育支援のページ「親子コミひろしま」 

 

幼保小連携担当教員の役割例 
※「幼保小接続カリキュラム実践事例集」 

P６参照 

 

http://www.facebook.com/h.edu.kateikyouiku 

「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。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/youji-index.html 

幼保小連携担当教員研修会～平成 30 年度の研修の様子～ 

幼保小連携担当教員研修会 
・福山会場  平成 30 年９月 10 日（月）  

・三原会場  平成 30 年９月 13 日（木）  

・広島会場  平成 30 年９月 27 日（木）  

・三次会場  平成 30 年 10 月１日（月）  

対象者：小学校の幼保小連携担当教員各校1名，行政関係者 


