幼児教育の意義
幼児教育は、子どもたちの生涯にわたる学びと
資質・能力の向上に寄与するものであり、その
重要性は様々な調査結果から明らかです。

幼児教育がめざすもの
『幼稚園教育要領』
『保育所保育指針』
『幼保
連携型教育・保育要領』
『特別支援学校幼稚部
教育要領』
（以下「要領・指針等」の趣旨及び
内容への理解を深め、幼児が達成感を実感し
たり、課題に立ち向かう姿勢を身に付けたり
する様々な教育活動の充実を促進します。

著名な調査 ヘックマン『ペリー就学前プロジェクト』
・ 知識やＩＱなどの認知能力だけでなく、根気強さ、注意
深さ、意欲などいわゆる非認知的能力といったものを幼児
期に身に付けることが、大人になってからの所得の向上や
生活保護受給率の低下等の効果をもたらす。
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幼児教育振興に向け幼児教育施設に期待されること
子どもの育ちを支援する取組は、幼児教育施設や市町村（首長部局・教育委員会）はもとより、幼児教育
に関わる全ての者が相互に協力しながらそれぞれの役割を果たしてくことが必要です。
以下に、
『北海道幼児教育振興基本方針』
（平成 30 年 11 月）に掲げられた幼児教育施設に期待される
施策を抜粋するとともに、関連する取組例を紹介しますので、参考にしてください。

幼児教育施設等における組織としての取組の充実のために
『施策項目１ 質の高い幼児教育の提供』施策の展開 から抜粋（方針ｐ24～）
【幼児教育施設の取組】
・要領・指針等の趣旨を踏まえ、子どもの非認知的能力の育成を含め、遊びを通した総合的な指
導を通じた教育の実践を充実させることが求められます。
・
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」や小学校等の学びを念頭に置きながら、幼児の心身の
調和の取れた発達を促すための教育課程等の編成・実施が求められます。
『施策項目３ 幼児教育施設と小学校等との連携・接続の推進』施策の展開 から抜粋（方針ｐ28～）
・小学校等との交流を年間指導計画に明確に位置付けるなど、連携に係る業務が一部の職員に偏
らない組織としての体制整備を進めるとともに、小学校等との引継ぎの際に要録等を活用する
など小学校教育との接続の一層の強化が求められます。

要領・指針の解説から学ぼう！
小学校のスター
トカリキュラム
を一緒に作成す
る際に、小学校
の学習指導要領
解説で事前に勉
強しました。
（主任保育士）

解説には、実際
に幼児にどうか
かわるかの事例
がふんだんに盛
り込まれていま
す。
（認こ主任保
育教諭）

関係機関と連携し個別の教育支援計画の作成を！
今後の保育環境の改善点や園児への具体的
な支援に活かせるよう「子ども理解シー
ト」により共有後、
「個別の教育支援計
画」を作成しています（幼稚園主任）

『北海道』『特別支援教育センター』
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北海太郎
性別 男・女
北海一郎（父）
○○○○（○○町立○○小学校）
○○○○
通所施設等 ○○○○（発達支援センター）

・お父さんのように、がんばって働けるような大人に
なりたい。
興味関心 ・電車の図書やＤＶＤの鑑賞

将来の夢

学校
生活等

・図書室にある電車の本をたくさん読みたい。

・友だちと仲良く遊びたい。

記入者：担任 ○○○○
5才○カ月
よさ・できること

生年月日 平成○○年○月○日
在園名 ○○○幼稚園
就学先 ○○町立○○小学校
作成日 平成○○年○○月○○日
修正日 平成○○年○○月○○日
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記 ・～は得意だ
記 ・こんな人や物とならできる 記 ・～は苦手だ
入 ・～なふうによくなった 入 ・このように関わればできる 入 ・～ことが気にかかる
例
例 ・その他、子どもの育ちにプ 例
ラスになることなど

『北海道』『特別支援教育センター』

保護者の願い

氏名 ○○ ○○

気になること
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環境について
・こんな場所や時にしない、できない
記 ・こんな人や物だとしない、できない
入 ・このように関わるとしない、できない
例 ・その他、子どもの育ちにマイナスとな
ることなど

ここに書くことは…睡眠、食事、排泄、衣服の着脱、清潔の習慣、生活時間や行動範囲など、生活全般に関することです。

・言葉をかけると、スリッパ ・クラスの当番活動は、喜んで
生 を人の分まで並べてくれる 行ってくれる
活 ・褒められると喜んで、お手
・自分の思い通りにならなくても、パニックを起こさず
伝いをしようとしてくれる
に、落ち着いて学習に取り組んでほしい。面

・横を向いて座る姿勢が悪いこ ・朝のお仕度など、やり始めるまでに時間
とが多い
がかかり、目についたものに夢中になってし
・手洗いやうがいは、面倒がっ まう
て、やっていないのに「やった」と ・「歯ブラシ忘れた」と言って歯磨きしない
学校
言うことが多い
ことがある
・自分の気持ちを言葉で表現できるようになってほし
・歯磨きは、簡単に済ませてし
生活等 い。
まうことがある
・円滑な人間関係が築けるようになってほしい。
ここに書くことは…行動や性格の特徴、感情の起伏や気持ちのコントロール、敏感さや鈍感さ、などです。

将来の夢 ・就職して自立した生活を営んでほしい。

就学先

○○町立○○小学校（通常の学級）

●就学前における支援状況（平成○○年○○月現在）
・優しい性格
課題
支援機関
支援の内容
感 行 資料
・人懐っこい性格
発達支援センター
言語聴覚士による言語訓練
① 言葉の発達
情 動 ｐ○
・自分の好きなことややりた
少人数の集団によるロールプレイトレーニング
発達支援センター
② 集団生活の適応
・ ・ ｐ○
いと思ったことには夢中に
○○幼稚園
個別の教育支援計画・指導計画の作成・活用
感 性 ｐ○
なる
幼稚園の担任教諭に対する指導方法等の助言・援助
○○養護学校
覚 格 ｐ○
③ 発達の段階等の把握 道立特別支援教育センター 教育相談（知能・発達検査、適切なかかわり方等） ｐ○
●教育的ニーズの設定

・小さい子が好きでお手伝いをし
たがる
・泣いている子に声をかけるなど
優しい一面がある

・思ったこと、感じたことなど、状
況を見ずにすぐに行動してしま
う
・注意されると、唾を吐く
・集団の中で声をかけられても、
気付いていないことが多い、すぐ
に行動に移すことができない

・気になることがあると周りの状況を忘れて
しまう
・自分がやりたいと思うと自制できない様子
・基本的なルールやその場の約束事は、
分かっていても守れないこともある
・おおざっぱで体の使い方が不器用な様子

ここに書くことは…得意な遊びや苦手な遊びです。運動遊びや学習につながる遊びも含みます。
遊
び

・「○○が絵本読んであげ
る」といって、創作した内容
で絵本を読んでくれる。・ま
まごとが好きで、赤ちゃん

・お絵かきや折り紙が好き。・鬼
ごっこやかけっこ、転がしドッチ
ボールなど、体を動かす遊びに
も興味をもって遊んでいる。

・同年代の友だちと関わって遊 ・ドッチボールでは、ボールが投げたくて、
ぶことが少ない。（特に女児）
周りの子を押したり、怒ったりすることがあ
・自分のやりたいことを優先させ る。
てしまい、自分なりのルール

保育者の資質・能力の向上のために
『施策項目８ 研修の充実』施策の展開 から抜粋（方針 p38～）
【幼児教育施設の取組】
・保育者の資質向上のため、職員の計画的な育成に努めるとともに、業務の補助をする者の活用を
含め、勤務体制の工夫をするなど、保育者の研修機会の確保に努めることが求められます。
・研修へ参加した保育者による幼児教育施設内での研修成果を共有するなどして幼児教育の理解を
深めることが重要です。

学びの機会を確保しよう！
町内には、幼児教育施設が少ないので、近隣の市町
村と一緒に研修を行っています。10 か所集まると
10 通りの働きかけのヒントがもらえます。
（幼児教育施設長）

「幼児教育を語る会」で、近隣の小学校や他の保育
所とネットワークができたので、公開保育や公開授
業への行き来が増えました。来年度からは児童との
交流も行う予定です。
（主任教諭）

（幼児教育施設と小学校との協議）

園外研修の成果を組織で共有しよう！
多忙で多くの職員を園外研修に参加させること
ができないので、参加した職員にはしっかりと
その内容を伝達してもらっています。
（幼児教育
施設長）
（園内研修）

幼児教育○○研修
１ 研修の案内
※ 研修テーマ、協議題等を確認

２ 研修への参加
※ 園内研修を踏まえ、
課題意識をもって参加

○ 研修テーマ等について、事前に園内研修でとり
あげ、園の課題について整理
○ 施設長は、参加者に対し、
「園の課題を解決す
る方策を学んでくるよう」ミッションを与える

○ 園内研修を開催し、園外研修への参加者が講師
役となり、学んできたことを説明

保育者の資質・能力の向上のために
園内研修を充実させて指導の改善を図ろう！
園内研修には、可能な限り、近隣市町村の幼児教育
施設にも来てもらっています。その際、公開保育だ
けでなく、ドキュメンテーションで他の日の取組も
同時に評価してもらうと、新たな気付きが生まれま
す。
（保育教諭）
（ドキュメンテーション例）

実践の記録の可視化例
・ドキュメンテーション（写真と
文で活動を記録）
・ポートフォリオ（活動の記録や
作品の等をまとめ評価の参考に）

実践の記録を残しておくことで、保育要録の記載
にも困りません。また、小学校との引継ぎ時にも
10 の姿に基づいて効率的に説明することが可能に
なります。
（保育士）

『施策項目９ 助言体制の充実』施策の展開 から抜粋（方針 p40～）
【幼児教育施設の取組】
・園内研修を支援する人材の活用など、園内研修の充実が求められます。

幼児教育の専門家の活用を！
実践方法だけでなく、
「園内研修」の持ち方につい
ても、他の園の取組を聞いてみたかったので、
「幼
児教育相談員派遣事業」を活用しました。
（幼稚園教諭）

『北海道』『幼児教育相談員派遣事業』

検索

（相談員のスキルアップのための研修）

（相談員が公開保育を参観）

環境構成の工夫や、特別支援、保護者対応など職員
に学ばせたいことは多いが、研修に出る時間がなか
なか取れないので、
「幼児教育相談員」に来てもら
い、園内研修が充実しました。
（幼児教育施設長）

全文や用語解説はこちら↓をご覧ください。

『北海道幼児教育振興基本方針』
発行 北海道・北海道教育委員会（H30 年 11 月）
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