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はじめに

　現代は、社会の変動も大きく、将来を見通すことの困難な時代となり、子ども

の育ちや育てに関する環境も大きな変革期を迎えています。そうしたなかで世界

は、「持続可能な社会」をみすえ、今日の、さらに将来の社会のあり方を模索し

ています。このような混迷する状況のなかで生き抜く人間の育成において、その

重要な役割が教育や保育に求められています。こうした教育や保育への期待の高

まりと、社会の多様化に応じた教育や保育の多様化が求められる状況であるから

こそ、あらためて人格形成に寄与する教育や保育の営みの再構築が求められます。

その重要な手がかりとなるのが「カリキュラム」です。

　編者たちには、これまでの教育・保育研究、保育者養成、保育者の再教育、教

育・保育現場での指導・実践経験から、さらに確かで深い専門性のある保育者養

成・教育をめざしたいという強い思いがあります。乳幼児を対象とする教育・保

育にはそれなりの特性があります。しかし、教育学、学校教育学、保育学がこれ

まで取り組んできた研究と実践の蓄積、知見、智恵が、幼児教育や保育の実践に

どれだけ生かされているのでしょうか。また、このたびの幼稚園教育要領や保育

所保育指針等の改訂（定）の背景にある学校教育・保育を一貫させた「資質・能力」

の育成が、学びの連続性として園・所・校種間の連携において具体的に求められ

ています。したがって、保育者にも、専門家として他校種の教師たちと教育や保

育について専門的な知識や用語をもって、深く語り合うことが必要となります。

　以上の点から本書では、可能な範囲で教育学やカリキュラム研究などの知見を

積極的に取り上げました。難解な部分もありますが真の専門職となるために、指

導される先生方の工夫と付言をもって丁寧にご指導いただければ幸いです。

　本書は、保育者になる時にも、保育者になってからも使える本を念頭に編集し

ました。執筆は幼児教育・保育をはじめ子どもに関する研究、保育者養成、保育

現場などに精通された気鋭の先生方に特にお願いしました。教育・保育の専門書

であり、実践のための指導書・参考書であり、保育者をめざす人のための教科書

となるものと自負しております。保育に携わる方や保育を志す方々に「いい保育

者になりたい」「いい保育がしたい」と思うきっかけになり、そのための学びの糧

として役立つことができれば、これほどの幸せはありません。

　2019年春

編　者

見本
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　この章の
　　この章の　 キ ー  ワ ード　キ ー  ワ ード　

エクササイズ　　自由にイメージしてみてください

　保育・幼児教育の「領域」と、小学校教育以降の「教科」とはいったいどこが
違うのだと思いますか？

総論 －教育・保育に大切なこと－

第1章 見本



23

　第　　　　　章 総論 －教育・保育に大切なこと－　1

　この章の
　　この章の　 キ ー  ワ ード　キ ー  ワ ード　

学びのロードマップ
●第１節
　�カリキュラムや計画を考える前に、そもそも教育とは何かについて説明し
ます。

●第２節
　�保育の意味について説明します。そもそも保育とは何をめざしていくもの
なのでしょうか。

●第３節
　�保育のしくみについて説明します。計画も含めた保育の全体像をつかんで
ください。

■コミュニケーションとしての教育…教育・保育とは、子どもに「生きること」を伝えていく広い
意味でのコミュニケーションといえます。したがって、どのような人に育ってもらいたいかという「ねが
い」がスタート地点となります。

良い計画を作成するには土台となる良
い方針が必要です。じっくり考えてい
きましょう。

この章のま
とめ ! 見本
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第１節　教育とは

　プロローグを受けて、この総論ではさらに教育課程・全体的な計画の具体
的な編成・実施に必要な、実践の核となる理論についてさまざまな視点から
論じていきます。

１．教育課程・全体的な計画を考える前に　―日々の保育から―

　教育課程や全体的な計画について考える前に、教育や保育（以下、保育と
する）は何をめざして行われるものなのかを明らかにする必要があります。
　保育者は、刻々と変化し育ちゆく眼前の子どもへの保育に熱心に取り組ん
でいます。子どもの最善の利益、現在・未来の幸福を求めて、子ども個々の
成長や発達の実態をとらえ、それに懸命に応じようと日々努力しています。
保育を行ううえで、保育者たる者には「子どもの要求に応じ」「子どもを主
体として」「子どもに学び」などの事項が重視されることは周知のことです。
　反面で、日々子どもとの目先の関わりに終始し、子どもの将来や人生を、
生涯学習としての視点からみることに欠ける保育の現状が散見されます。
　それらは保育の研修会や研究会、園内研修などにおける内容や研究保育の
反省会などにも表れています。保育者は、保育活動の現象面（活動の具体的
な内容や方法など）については関心が高いのですが、保育の社会的役割を広
くとらえ、子どもたちをどのような人間（人類、国際人、国民、市民などと
して）に育んでいくのかといった、人間観や保育観などについて議論する機
会は稀少であると思われます。保育者がその時々の子ども個々の成長や発達
を願い、計画的な保育が実施されるべきことは疑うべくもありません。果た
してそれのみでよいのでしょうか。子どもたちは、やがて将来の人類やわが
国を担う人間となっていくことから、さらに社会的・大局的な視点からの保
育の位置づけが問われます。

２．教育の役割

（１）教育の意味
　社会的・大局的な視点から、教育の役割について考えてみましょう。ここ
でいう「教育」とは、学校教育（広い意味でここでは「保育」も含む）のみ
ならず家庭教育から社会教育までをも含めたものを意味します。
　そもそも教育の役割は、後継者を生活の基盤である集団の成員と成すため
の手段でした。その集団が家であれば、跡継ぎや家内の一員として生きてい

見本
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　第　　　　　章 総論 －教育・保育に大切なこと－　1
くための基本的な生活のしつけや訓練、集落であれば労働・生産のための技
術や集団生活上のルールや禁忌などを教え、伝えることです。ま
た、集団が社会や国家と拡大すれば、それらの存続を目的にした
政治思想や概念、公序良俗に必要な社会規範・法令、言語、経済
活動につながるさまざまな知識や技能を修得させることが教育の
役割となります。教育の使命は、時代や国家のありよう、文化性
などによって変化するものの、家庭から学校、社会、国家までも
が一貫性をもって、集団の目的に応じた次世代の担い手育成のた
めの教育が実施されることが望まれます。これらに、地域や学校・
園の間での連携や次世代育成の理念がつながっていきます。

（２）学校（園）教育の意義
　学校教育の究極の目的は、人間の成長や発達、学習（体験や経験なども含
めて）と、生活している社会をいかに関係づけていくのか、というところに
あります。わが国では日本国憲法により、国民は平等に個人や集団としての
人間の成長・発達が保障されるべきとされています。近年の社会構造の急速
な変化や複雑化、価値の多様化などによって、個人の成長発達をどのように
社会的な発展との相互関係でとらえていくのか、その視点が揺らいでいる状
況にあるといえます。

３．コミュニケーション過程としての教育

（１）学校教育の使命と価値規準
　デューイ（Dewey, J.）＊１によれば、「生きる」ことそれ自体が、自らが環
境へ働きかけ自己を更新していく過程であり、教育はその直接的・具体的な
手段とされます。教育とは、社会で生活し生きることで、周囲のさまざまな
環境と関わり、社会の好ましい担い手として生涯にわたって学び発展してい
く過程と解釈できます。学校とても、子どもが具体的な生活経験のなかでさ
まざまな事象（人やものなど）との関わり（コミュニケーション）を通して、
生きることを学ぶ場所なのです。
　学校教育の価値は、そこでの教育が学習者（子ども）にどこまで生涯を通
した成長・発達への欲求を生み出し、それを実際に有効に価値づけるための
手段を提供できるかにあります。学習者に学びへの「内発的な動機」＊２を
いかにもたらし、それを具現化するための手段を提供できるかです。生涯に
わたって役立たない知識や技能などの教育内容に価値をおくべきではないの
です。学校での学びは、主知的＊３・抽象的で、現実の問題解決や生活を真

＊１
デ ュ ー イ（1859 －
1952）はアメリカの
哲学者・教育思想家。
子どもを学習の主体と
とらえ、新教育運動を
理論的に支えました。
主著に『学校と社会』
（1899 年）、『民主主義
と教育』（1916 年）な

どがあります。

＊２
自分の内面から意欲が
わきあがることです。
好奇心や探究心、興味
や関心によってもたら
されます。その反対が
「外発的な動機」です。
義務、賞罰、強制など
によって行動させられ
ることです。
＊３
感情や意思（情意）よ
りも知性や理性の働き
に優位を認める立場。

教育は次世代の担い手を育てる
ことが目的です。
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　第　　　　　章 総論 －教育・保育に大切なこと－　1

（１）  保育者が教育課程・全体的な計画、教育目標・保育目標、長期や短期
の指導計画、それぞれの関連性について構造的・組織的に把握できる。

（２）保育者が保育の基盤となる子どもの実態を整理できる。
（３）  保育者が保育展開の具体的なイメージや予想、見通しをもつことがで

きる。
（４）保育者が子どもへの具体的で多様な関わりを準備することができる。
（５）保育者が保育の反省や評価の観点をもつことができる。
（６）  保育者間で保育観や保育のねらい、子どもの実態を共有することで、

協力して保育にあたることができる。
（７）  保育研究や研修の際に具体的資料として提示すれば、保育者の専門性

の向上に寄与することができる。
（８）  指導計画に保育の反省・評価を位置づけることで、以後の保育づくり

のための資料として蓄積できる。

（２）指導計画作成の力をつける
　指導計画は、保育者により子どもの実態から導き出された予想される活動
の姿をもとに立案されるものの、実際の保育展開が完全に計画通りに進むこ
とはありません。仮に、保育者の計画通りに保育が進むようであれば、子ど
もの活動実態を無視した保育か、保育者主導型の保育に陥っていることを危
惧しなければなりません。
　こうしたことを含めて、計画作成の難しさを感じるのは、経験の浅い保育
者もベテラン保育者も同じことです。次に示す段階をたどりながら、着実に
粘り強く、指導計画作成などの保育創造力を身につけていきましょう。

　　　　　　　　　指導作成のステップ
ステップ１「（とりあえず）作成してみる」
ステップ２「（自分の経験や知識を）思い出しながら作成してみる」
ステップ３「（原理性を重視して）考えて作成してみる」
ステップ４「（創造性を重視して）考えて作成してみる」

ステップ１からステップ４は１つの日の指導計画を書くうえ
においても関連しています。指導計画の作成や反省の記録な
どに関する技能を高めていく過程ととらえてください。
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Q　あなたがかつて通っていた幼稚園や保育所、あるいは地域の身近な園の保育方針や
保育の計画をインターネットなどで調べてみましょう。

その園がどのような子どもを育てたいと考えているしょうか。読み取れ
たことを３つのキーワードで示してみましょう。

３つのキーワードを周りの人と発表し合い、同じところと異なるところ
を話し合ってみましょう。

ホップとステップを経て、現在多くの園ではどのような子どもを育てよ
うとしていると思いますか？あなたの考えを文章にまとめてみましょう。
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