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これからの幼児教育の課 と展  
 

A problem and the prospects of preschool education in the future 

 
                                    一  

                                                                   Ichiro Izumi 
 

    

成29年３月31日、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保 認定こども園教育・保育要領」が

改 （定）された。この３ が に改 （定）されるのは、今回が めてである。これは、幼稚園も

保育所も幼保 認定こども園も、日 の大 な幼児教育施設として位置づけられたからである。これ

に合わせて、幼稚園教 や保育 の養成課程も 成31年 から などが変わることが示されてい

る。改 （定）の は、それら３つの施設の 通性が明確にされたことである。幼児教育として、その

「学び」を するあり方が示され、幼児教育ならではの教育の 自性を確立して、その上の 学校へと

つな ことが大事な とされた。 

もう１つ大事な は、その「学び」のあり方を支えるものとしての子どもと保育 の ・愛着関係や

それを育てる養護のあり方を、どの施設であろうと重 しようということである。その上で、それを支え、

能にする保育 の専門性とそれに基づく指導のあり方や、それを改 して めていく研 と保育

の話し合いや記 の り方が強 されている。 

幼児教育の重要性の認識は がってきており、養成を通して力 のある保育 を り すことが必要で

ある。子どもが健やかに伸び伸びと成長するために い環境を構 することは、幼児教育・保育関係 の

通の いである。幼稚園教 ・保育 の 事は がりつつあり、さらなる の さを められるように

なってきている。 にも して、養成校への期 は大きくなってきていることは明らかである。 の

的は改 （定）の と重要なポイントを示し、これからの幼児教育を 解することである。 

 

 の  

（１）わが の幼児教育の現  

 成18年に「教育基 」が改 され「幼児教育は、生 にわたる人 の基礎を う重要なものであ

る」 1) と明記されたことで 実ともに日 の教育の中に幼児教育が位置づけられた。この改 を けて、

成20年の改 では教育要領と保育指針の 的な位置づけが になり、 示が に行われた。 成27

年 月には「子ども・子育て支 新 」が タートした。これは幼児期の教育・保育の「 」の 充と、

「 」の 上を めるために生まれた である。「 」の 充は、大 の 児 の解 、子どもの
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年齢や の に応じた な け の確保、 子化が 域の施設 合である。「 」の 上は、

全ての子どもに の い幼児教育を実施、 の 置や の改 、研 の充実やキ リアアッ の り

組 を 、幼児教育の 指す方 ・指導 などの改 である。 

（２）幼児教育を る の変化 

 幼稚園は家 の事 や なる で通わせる 所ではなく、幼児にとって必要 な幼児教育施設で

ある。保育所や認定こども園の子どもも、 じ教育を けるのは だという考え方が成り立つ。幼児教

育をしっかり行うことが 学校 学 の学力につながる、 などの社会 を らす があることが

確認されていることから、 の教育 として幼児教育が位置づけられた。 

 

 の  

（１）３ 通のキーポイント 

改 （定）の は３つあり、大きく次の３つの要 が挙げられる。 

1 ３歳以上の子どもについての「幼児教育の 通化」 

2 子ども・子育て支 新 での「幼児教育の の方 性」 

3 学校から見たときの「幼児教育で育つ力の明確化」である。 

３つの幼児教育施設に 通する幼児教育のあり方としては、「環境を通した教育」「乳児期からの発達と

学びの 性」「 学校教育との のあり方」が明確になった。今回の改 では、幼児教育・保育だけで

はなく、 学校以上の学 指要領も に改 された。 

 

（２）幼稚園教育要領改 のポイント 

 「幼児期に育てたい力」を明記した。また、実 の指導の方 性や のあり方、教育課程の計画の考

え方も 体的に記された。 

1 育 たい ・能力 

幼児教育の を表す「見方・考え方」とは、さま まな発達の子どもたちが、 体的に りの や人

（環境）と関わりながら、心動かされる体験・ びをする、ということである。そして、この「見方・考

え方」を り れることを「学び」と考える。子どもが身の りの や人に関わり、さま まな意 や規

性を見つける過程で生まれる、気づき・発見・考え方や態 の変化などを指す。「見方・考え方」を 体

的に、子どもにおいて育てる き力として えたのが「 ・能力の３つの 」である。（ア）知識及び

能の基礎 （イ） 考力、 力、表現力 の基礎 （ ）学びに かう力、人間性 の３つの である。 

「 ・能力」は、 学校、中学校、 学校での教育を通して伸びていくものである。今回、幼児教

育としての構 を明確にするため、どのように指導するか（過程）と、何を指導するか（内容）に えて、

何が育つかを明記するとしている。知識・ 能の基礎、 考力・ 力・表現力 の基礎、学びに かう
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力・人間性 、として されている。これは幼児教育を通して育つ力であり、さらにそれが 学校以降

の学校教育において成長していくのであり、発達の学びの 性の をなすものであるとしている。幼

児期に さわしい言い方に直すと感じる・気 き・分かる・ る力の育ち、考え・ し・工夫し・表現

する力の育ち、心 ・意 ・態 の育ちである。 

2 幼児期の わりまでに育ってほしい姿 

幼児期の わりにおいて、「幼児期の わりまでに育ってほしい姿」を り し、10の姿として され

た。これらは、５つの内容領域において、 からある を り したものである。その10の姿とは、

（ア）健康な心と体、（イ）自立心、（ ） 性、（ ） 性・規 意識の芽生え、（ ）社会生活との

関わり、（カ） 考力の芽生え、（キ）自 との関わり・生 重、（ ） や 、 識や などへの

関心・感 、（ ）言葉による え合い、（コ） かな感性と表現、とされた。 

 「幼児期の わりにまでに育ってほしい姿」は、「活動全体を通して ・能力が育まれている子ども

（幼児・園児）の 学校 学 の 体的な姿」とされている。 く 成させることよりも、 間と 間を

かけて、 っくりと「なっていく」「育っていく」ことこそが幼児期のある き姿であるし、それを 能に

する保育こそが重要と考える。 

 「保育所の生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに かって心と体を 分に かせ、見通し

をもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり すようになる」とあるように、「見通し」や「生活をつ

くり す」など、５歳児 の姿と える記述がなされ、 学校以降へと成長を遂げていくものとされて

いる。 体的で明確であればあるほど、それに する われが生まれやすい。どの子どもも10の姿に 達

させた保育 が「 れた保育 」、 達させていない保育 は「力のない保育 」といった が

ーになり、「できさせなくては」と子どもの実態や とは 関係に強要しないことに 意する必要がある。 

 今回の改 では、 学校との「 な 」が強 され、そこで重要な を たすのが「幼児期の

わりにまでに育ってほしい姿」と考えられている。 学校との においては、現実の子どもの姿を

に え合うことや、 いの実 を し合いながら、保育内容・教育内容での （ 重ね）を って

いくことが大 である。３ では、 学校とのつながりとして、「幼児期の わりまでに育ってほしい10

の姿」を提示している。 学校の学 指導要領では「幼児期の わりまでに育ってほしい姿」を き

で、 タートカリキュラムが づけられた。 タートカリキュラムでは、 学 の２か月 らいは、

幼稚園や保育所のやり方を り れながら、 に 学校の45分のやり方につないでいこう、という

になっている。 

 

3 ・  

（ア） 体的な学びの  

子どもが自ら「やって たい」という意 をもち、 の見通しや展 を考えたり、 り返りをしたり
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しながら、 びと生活をより発展させていくのが「 体的な学び」である。 学校以降の教育にもつ

ながる「ア ・ラー ン 」の になるものである。 

（イ） 話的な学びの  

大事なのは「 え合い」の 分である。言葉や行動によって、子どもが自分を表現し、 に

のことも考えて 力し合うことを「 話的な学び」としている。子どもがそれぞれの いや考えを言

葉や行動で え合い、それをつなげ合って考えを げたり、 考を めたりすることである。 

（ ） い学びの  

「 い学び」とは、 の や人と 会って、その関わりを めることである。 事の性 、関 、

などを子どもが えられ、さらにねばり強く り組 力が育つようになることである。 

かな学びをつくり すためには何が大 であるか。それはともすれば「たくさんのことをさせ

る」ことだと考えがちである。しかし、 かさは経験の によって まるわけではない。「させられ

る」活動からは かさは生まれないからである。大 なのは経験の である。 と意 をもって

中になって り組 、そこでいろいろなことを感じ、考えて、子どもの内 が変わることが「 かな

学び」には である。活動によっては 的す に達成感を られることもあれば、うまくいか

ずにくやしい いをすることもあろう。そのようなときに、「もっとも 的な方 」が保育 によっ

て えられるのではなく、 行 が されることが重要である。 り できること、うまくいかな

かったら何 でもやり直せること、 かに いたり、 けてもらえたりすることが保 されて かな

学びは生まれる。 

  子どもたちに かな学びを保 するためには、保育内容・保育の過程こそが重要である。 ・能

力がどの年齢・施設においても育っていく中 だと明確にし、そのうえでそれが 学校以上に伸びて

いくとした。さらに、いわば に たる乳児ないし満３歳未満の子どもの保育のあり方を に示

し、それが家 教育にも てはまると えつつ、それ以 の発達 を示した。また、 に たる

において、どういった力が育ってきているかを 体的な姿として表し、幼児教育の施設の

を わず、その姿の実現を なりとも 指すことや、それが に 学校教育の まりとなるとを

明記している。幼児期に育ってきた力を活かし、その 体的な姿を発 させることから、 学校の教

の による教育につな としている。10の姿が示されたが、それがどのような保育によって達

成されていくかについては要領・指針には明示されていない。だからこそ、子どもたちの かな学び

がどのような保育内容と過程によって達成されるのかについて、各園で 体化していくことが めら

れている。「育ってほしい姿」は、保育の であり、保育 の いである。それを し けるのでは

なく、 しく 中になれる活動を通して、子ども自身が「こうなりたい」「こんな自分になりたい」と

感じられることが大 であろう。 びを通していろいろなことを感じ、発見して、自分の育ちに自

をもち、 学に期 をもつことができる子どもを育てることが、幼児教育に わる たちの「育てた
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い姿」である。 

 

4 カリキュラム・マネジメントの確立  

「カリキュラム」とは、「幼稚園教育要領」に記載されている「全体的な計画」と、その下での「指導

計画」を合わせたものである。「全体的な計画」とは、教育課程だけではなく、教育課程以外の活動や学

校保健計画、学校安全計画など、施設の全体的な方針やねらいの体系を表したものである。一方、「指導

計画」は、その全体的な計画（ねらい）に基づいた各年齢の年間計画や月案、週案、日案といったもの

である。カリキュラム・マネジメントとは、「全体的な計画」を実現するために、どのような「指導計

画」を立てていくか、あるいは身近な環境構成をどのように作っていくか、を考えるものである。 

新要領・指針に合わせて解説書がつくられ、たくさんの「保育事例」が提示されることが予想される。

園全体で、子どもたちに経験させたい内容・必要な過程についての話し合いを重ねることが、子どもの

実態に即した「カリキュラム・マネジメント」になる。 

 

（１）保育所保育指針改定のポイント 

 幼児教育の強化と０・１・２歳児保育の充実であり、大きく次の５つが挙げられる。 

①保育所保育における幼児教育の位置づけ 

保育所で保育の専門家が行う保育を「保育所保育」という言葉で規定し、保育所保育の専門性や、保育

所保育で何をするのかを明確にした。近年の研究では、乳児期から幼児期にかけて養護的なアタッチメン

ト経験を繰り返すことで、「非認知的能力」の基礎が育つとされている。非認知的能力とは、失敗しても諦

めずに工夫してやり遂げる力、いろいろなことに挑戦する力、我慢をしたり自分をコントロールしたりす

る力を指す。 

②乳児保育、１歳以上３歳未満児保育の記述の充実 

「全体的な計画」という言葉が使われるようになり、保育の内容が組織的・計画的に構成された全体的

な計画を作成しなければならないと書かれている。身体的発達のほか、身近な人との愛着関係の成立を社

会的発達、身近なものと関わり感性が育つ精神的発達を支えることが書かれている。また１～２歳児は５

領域の内容に準じながら、３歳以降の成長の姿を意識して保育を行うことが示された。 

今回、乳児期からの育ちを見直し、その記述が丁寧に行われた。「健やかに伸び伸びと育つ」という、乳

児の自らの心身に関わるところと、「身近な人と気持ちが通じ合う」という、人との関わりと、「身近なも

のと関わり感性が育つ」という、ものとの関わりが中心にある。１歳以上３歳未満児の保育では、５つの

領域の育ちにとなって、その年齢に応じた内容が含まれる。乳児期の発達のなかで、言葉の発達や表現行

為への気づきと芽生えが生まれるとしている。それぞれが３歳以上の保育の内容へと発展していく。 

③環境の変化を踏まえた「健康及び安全」の記載の見直し 
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保育所は幼稚園に て子どもが長い 間生活する施設であるため、環境や 生 、 育について記

載されている。「事 及び安全 」の では、 中や ール活動・ び、 事中など重 な事

が こりやすい ーンを挙げ必要な予 ・ を めるように記されている。 や の に、

保護 への き しも含めて的確に 応する や の必要性も書かれている。 

子育て支 の必要性 

のある子どもや な を必要とする子どもたちを含め、す ての子どもの健やかな育ちを実現

するためには、より 的な保護 支 が必要である。 

の ・専門性の 上 

研 については、 における研 だけでなく外 研 も組 合わせることが記されている。専門 で

ある保育 は も日 の を通じて専門性を 上させていく必要があることも記されている。

今回の改 では、保育も教育であることが認められ、「保育過程」という言葉がなくなり、「全体的な計

画」に変わった。「全体的な計画」という言葉は、現行のこども園要領で使われていて、指針はそちらとの

合性を ったということがわかる。 

 

（２）幼保 認定こども園教育・保育要領改 のポイント 

 幼保 認定こども園ならではの す き事 して、３歳を中心とした「学びの 性・発達の

性」と、「１日の生活の れ」の２つが挙げられる。認定こども園に通う１ 、２ の子どもは、３歳か

ら一 の活動を めることになる。そのため、一人 とり経験の う子どもに 的に 分な をする

ことが強 されている。また、認定こども園では、通っている子どもたちのなかでも、園で過 す生活

間にかなり いがある。「１日を通して」また「 園から まで 園期間通して」、「教育及び保育を行

う」というのが基 的な考え方であり、これが学びの 性であるとしている。「教育及び保育」というの

は、認定こども園ならではの である。 １日のなかで教育とそれ以外の 間の れを意識するには、

「生活の 性」を重 する必要がある。学校教育の 間とそれ以外の 間を一体として え、1日の自

な れとなるように す きとしている。 

 

（３）これからの幼児教育・保育の方 性 

 学校以上の学 指導要領では、「これをやりなさい」という指導の内容が 的、 体的に書かれてい

るが、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保 認定こども園教育・保育要領」で記されているの

はかなり 想的な方 性である。そこに けて 力し改 していきまし う、と示している。 

 新しい３ で に強 していることは、乳児期などの幼いころから、あるいは１日のうち長 間にわ

たって子どもを かる 合には、教 ・保育 が養護性をもって、子どもの体の と心の の支えをしっ

かり行っていこうということである。３歳以上の子どもについては、１日のなかに一定の教育の 間、「
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中して 」 間を作りまし うとしている。「学び」という言葉は、子どもが実 の体験から感じたり考

えたりする中で、いろいろなことに気づき、できるようになることである。 

日 の乳幼児教育・保育は、現 大きな変 期にある。保育に関する も年 変わり、保育の現 は

ますます になってきている。幼稚園は幼児期の学校教育の であり、保育所は保育を必要とする児

施設であり、幼保 認定こども園はその 方を ねたものであるいう の規定は 持されてい

る。そのうえで、幼児教育として 通性が明確にされた。幼児教育とは幼稚園、保育所、認定こども園に

通の教育であり、 に、乳児から 学 の保育を必要とする子どもの保育全体に基づくものである。 

幼児教育の 通である は次のとおりである。 

①環境を通しての教育である。身近な環境への関わりを通じて子どもが育っていく。 

② 体的な生活、自発的な活動としての びを重 する。子どもが能動的に環境に関わり、 行 しつ

つ、そこから関わり方や意 を身につけていく過程を、幼児教育の中 的な過程とする。 

③幼児教育の専門家である保育 （幼稚園教 、保育 、保育教 ）が専門的 に基づき子どもを指導

し、 する。幼児教育の施設は、家 とは なり、専門家が の子どもを として行う教育である。 

教育とは２ に分かれ、学校教育に する満３歳以上、１日 間 分と、それ以外の満３歳

未満と満３歳以上の長 間にわたる保育を必要とする子どもの保育 分における教育である。 の教育

は心身の健全な発達を るものであり、 の学校教育はそれに基づき、 学校以降の学校教育の基礎を

うものである。それは 的であり、 に重なりあうと見なされる。 

養護性はす ての幼児教育でその支えとなる基 的な きかけである。幼稚園では の安定と記され、

生 の保持は学校保健安全 で述 られている。以上の教育の め方の過程を示すものに して、教育の

内容そのものは、ねらいと内容として、 の５つの領域を踏 している。 

幼児教育は組織的・計画的に めるものである。そこで施設によらず、全体的な計画を立て、幼児教育

の を達成するため、ねらい・内容を組織的・計画的に構成する。以上の幼児教育の考え方が幼稚園、

保育所、認定こども園に てはまること、満３歳未満児の保育や長 間の保育もそれに準じた教育である

ことが明確にされた。 

「 のことを って く 事」だからこそ、保育教 になろうとする人自身が、 的なつながりや

人から大事にされる経験を 分に てほしいと う。「こどもと健康」、「こどもと体育」の ーリン

を する は、 の中で、「保育教 自身の健康・体力づくりが一 大 です」と話している。その

は、子どもは保育教 を 考にしながら、生活に関わるいろいろなことを学んでいくからである。 

子どもは身近な養育 と安定した 的関係を び、そのなかで、自 や を意識するようになって

いく。 の 人の子どもを保育していただいた保育所の 生方はとても 力的であった。一人の人間とし

て子どもたちと日 き合っていらしたことを として感じたから 力的に見えたのだろう。長 が成人

の には、保育所で いた を自 に けられた。 としてとても感動し、 れられない い となっ
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た。「さま まな感 を経験しながら乳幼児期の子どもたちとの生活を しめる保育 になってほしい」と

いながら、保育教 の養成に わっている。子どもの育ちは一直 ではない。自らの経験から にい

くときばかりではなく、 しろジ したり、 したりすることのほうが くあった。保育 自身も

年齢を重ねる過程のなかで、実にさま まな経験をする。そこでの経験が、保育 としての自分のあり方

にも されていく。自分の育ちと子どもの育ち、その 方を感じられるというのが、幼児教育に わる

事のやりがいではないかと う。 

子ども 解の専門性は、どのように われるのだろうか。養成校の で、実 を えた学生から実

に子どもとかかわりはじめると、全く予想とちがう「 に い通りの方 ではいかない現実」に き

ったという意見を くことが い。保育は生身の人間の発達 であるので、 い で「 い通り

にさせる」保育を実 すれば、たちまち に つかってしまう。な なら、発達の 体 は子ども自身で

あるからである。保護 応にしても、よかれと ってしたことが わ に発展する。 で子ども

の話をするまでの 関係はそう には 成されない。保育 は、 しながら、「自分 とりでは

この 事はできない」と気づく。子どもの姿を記 して、チームで分 を め、 で学びを めて

いく。 でない子ども 解の作 には、一 近くにいる はもちろん、その家 の生活 や、

なにげなく見 っている 全 の と を すること、子どもや保護 の の気持ちを考えて

く が である。大人が立てた計画を に 上をめ す とは しちがう、まず「子ど

もありき」「発達の 体は子ども自身」という で実 を 重ねる イ ルが必要である。自分の感性

で け めることが、保育 のもっとも重要でもっとも しい であるといえる。マ ュアルや

マチッ にする 事とは の「 解」などが しない である。保育 は経験を めば ほど

「これでよかったか」「 にその子の 体性を大 にできたか」と する。 には、 ち んだり、

にがんばる子どもの姿に自分の さをつきつけられたりする日もある。保育 は、子どもの一 近くにい

て、自身の 考をく って発達を支えていく専門 である。 

今回の改 （定）の は、３つの施設の 通性を明確にしたことである。そのことは に、幼児教

育の 自性を確立して、 学校の 教育につな ことである。「学び」のあり方を支えるものとして子ど

もと保育 の ・愛着関係や養護のあり方を、どの施設であろうと重 した。また、保育 の専門性と

それに基づく指導のあり方、それを改 し めていく研 と保育 の話し合いや記 の り方を強

している。 

「幼保 認定こども園教育・保育要領」の改 については、３歳以上の教育内容は幼稚園教育要領 

と じである。幼児教育において育 たい ・能力を「知識及び 能の基礎」、「 考力、 力、表現

力 の基礎」、「学びに かう力、人間性 」の３つに した。また、幼児教育と 学校教育の を一

強化するため、「幼児期の わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」を明確にした。 に 意したい と

して、３歳を中心とした「学びの 性・発達の 性」と、「１日の生活の れ」の２つが挙げられる。 
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「学びの 性・発達の 性」については、 も が必要になるのが３歳 の子どもである。 

３歳は、それまでの経験が大きく なる子どもたちが まり、一 に活動することになるので、一人 と

り経験の う子どもに 的に 分な をしながら一 に活動できるようにしていくことが強 されて

いる。認定こども園では「１日を通して」、また「 園から まで 園期間を通して」、「教育及び保育を

行う」ことが基 的な考え方になっている。これが学びの 性である。養護と教育が一体になったもの

が保育であるとしている。学校教育の 間とそれ以外の 間を一体として え、１日の自 な れになる

ように す きとしている。 園して３歳以上の子どもは「１日 間」のコアタイムで教育的要 が

強まる。教育・保育要領では「 中して 」と表現されている。また、教育課程に係る 間以外の や

方は、 ったりと安心して過 せる工夫をするようにとしている。新しい「幼保 認定こども園教

育・保育要領」は、幼稚園の教育課程と保育所の保育課程を合わせたようなものになっている。それを踏

まえたうえで 体的な月案、週案といった指導計画を作り、 な子どもたちに して、教育・保育を行

っていくとしている。 

 

わりに 

幼児教育にあたる専門家は施設の や保護 の 態によらず、 として、養成カリキュラムや

の に いが生じないようにすることが 性の から必要である。子どもの姿を「 る」「 き

わめる」そして、「かかわる」中で、子どもの中に育とうとしているところを「ねらい」として える。そ

して、その「ねらい」を達成するために、どんな経験をするように指導すれば いかを「内容」とする。

「子ども 解」の基 であり、大 なことである。幼稚園教 や保育 の養成課程も、 成31年 か

ら などが変わる。幼稚園、保育所、認定こども園 通に、 められるところは 化してい

く。保育 の専門性の 上や、保育実 の改 を める体 が保育 養成校に められている。今回

の改 （定）の と重要なポイントをよく 解して、これからの幼児教育に関わる （健康 、こど

もの指導 「健康」）に活かしていきたい。 
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