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学校教育指導の指針（リーフレット） 説明資料

平成３１年度版の作成に当たって

○ この指針は、千葉県としての指導の重点を明確にするとともに、教育要領・学習指導要領や県の

施策等に基づき、市町村や県立学校の教育が適切に行われるよう、すべての学校に配付するもので

ある。

○ 第２期千葉県教育振興基本計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」の策定を受け、

各学校がより具体的に取り組めるよう、最新の施策のキーワードや課題解決への手立てを掲載する

ことで、県教育委員会から各学校へのメッセージ性を強めた。

○ 各学校で取り組むべき課題を焦点化し、見やすくするために、文言等を整理し、わかりやすい文

章になるよう改善を図った。

作成に当たり、幼稚園と小中学校については全市町村から９８校、高校と特別支援学校については

３０校、計１２８校を抽出してアンケート調査を実施し、平成３０年度の各学校の取組状況、達成状

況、意見等を考慮している。

１ 表紙について

○ 「『社会に開かれた教育課程』の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立」を基盤に据

え、それを踏まえて「地域とともに歩む学校づくり」を推進し、「主体的・対話的で深い学び」を

実現させることで、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育むとともに、「キャリア教育」を

進めることで、目指すべき「生きる力」の育成を図るという構造になっている。

なお、構造図は、新学習指導要領に対応するよう、平成３０年度版で大きく見直しをしており、

各園・学校における定着という点からも継続することとした。

２ 主な変更点

（１）幼稚園・認定こども園

ア「園経営・教育課程」

・「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」（平成３１年３月）を文言追加

イ「研究と修養」

・「校種間の連携」を重視するための文言修正（幼・小・中・高・特支）

（２）小学校及び中学校

ア「学校経営・教育課程」

・「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」（平成３１年３月）を文言追加（小）

・「学校における働き方改革推進プラン」（平成３０年９月）を文言追加（小・中・高・特支）

イ「道徳」

・「評価」に関する文言追加（小・中）
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・道徳の教科化に伴う文言修正（中）

ウ「特別活動」

・説明文の短文化による文言削除及び修正（小・中）

エ「体育・健康・安全教育」

・「体育科（保健体育科）の目標」「運動に親しむ資質・能力」「体力の向上」に関する説明文

の短文化

オ「生徒指導」

・児童生徒の性格や行動の特徴など、一人一人の特性を考慮した対応が必要なことによる文言

追加（小・中・高）

（３）高等学校

ア「学校経営・教育課程」

・「千葉県県立高等学校の教育課程の編成方針」（平成３１年３月）が改訂されることによる

文言追加

イ「総合的な探究（学習）の時間」

・新学習指導要領が公示されたことに伴う文言修正及び「小・中学校版」と関連させた内容に

変更

ウ「特別活動」

・新学習指導要領が公示されたことに伴い、「小・中学校版」とも関連させた内容の表記に

変更

エ「体育・健康・安全教育」

・「運動に親しむ資質・能力」や「体力の向上」に関する表記の変更

オ「キャリア教育」

・「新学習指導要領におけるキャリア教育について」（文部科学省資料）に沿った文言修正

（４）特別支援学校

ア「学校経営・教育課程」

・特別支援教育全般にわたって配慮すべきことや取り組むべきことの一文表記とそれに伴う

該当説明文の短文化

イ「キャリア教育」

・指導充実の観点から文言追加

（５）裏面

県教育委員会ＨＰにアクセスするキーワードの追加

・学校における働き方改革推進プラン（策定）：小・中・高・特

・安全で充実した運動部活動のためのガイドライン（改訂）：中・高・特

・文化部活動のためのガイドライン（策定）※仮称：中・高・特

その他

○内容項目の軽重、優先的に取り組む順位付けについては、実態や課題等に応じて、各市町村教育

委員会や学校ごとに定めることが望ましい。
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表紙について

１ 「生きる力」について

平成８年７月の中央教育審議会答申では「生きる力」について次のように述べている。

我々はこれからの子どもたちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、

自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、

自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると

考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうし

た資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を「生きる力」と称することとし、これらをバランス

よく育んでいくことが重要であると考えた。

また、平成２０年１月１７日の中央教育審議会答申では、「知識基盤社会」の時代などと言われる

社会の構造的な変化の中で、「生きる力」を育むという理念はますます重要になっていることが指摘

された。

千葉県としても、教育要領や学習指導要領の趣旨を踏まえ、この「生きる力」の育成を最優先課題

として取り組んでいる。

＜教育関係法規と「生きる力」＞

平成１８年１２月に、約６０年ぶりに改正された教育基本法において新たに教育の目標が規定され

た。同法第２条は、知・徳・体の調和のとれた発達（第１号）を基本としつつ、個人の自立（第２号）、

他者や社会との関係（第３号）、自然や環境との関係（第４号）、日本の伝統や文化を基盤として国際

社会を生きる日本人（第５号）、という観点から具体的な教育の目標を定めた。

また、平成１９年６月に公布された学校教育法の一部改正により、教育基本法の改正を踏まえて、

義務教育の目標が具体的に示されるとともに、小・中・高等学校等においては、「生涯にわたり学習

する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解

決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度

を養うことに、特に意を用いなければならない」と定められた（学校教育法第３０条第２項、第４９

条、第６２条等）。

これらの規定は、種々な観点から議論されてきた学力の重要な要素として、

① 基礎的・基本的な知識・技能の習得

② 知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

③ 学習意欲

であることを明確に示すものである。

このように、改正教育基本法及び学校教育法の一部改正によって明確に示された基本理念は、現行

学習指導要領が重視している「生きる力」の育成にほかならない。

幼稚園教育においては、教育基本法第１１条に「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を
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培う重要なものである」と規定された。これを受けて学校教育法第２２条においては「幼稚園は、義

務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当

な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。」と示されている。この目的を実現

するため、学校教育法第２３条に示された幼稚園教育の五つの目標に含まれる意図を十分に理解して、

幼児の健やかな成長のために幼児が適当な環境の下で他の幼児や教師と楽しく充実した生活を営む中

で、様々な体験を通して「生きる力の基礎」を育成するようにすることが重要となる。

２ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立

（１）「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すこと

教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教

育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有することが求められる。

そのため、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力

を身に付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によ

りその実現を図っていく、「社会に開かれた教育課程」の実現が重要となることが示された。

（２）カリキュラム・マネジメントの確立

教科等の目標や内容を見渡し、①学習の基盤となる資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題

発見・解決能力等）、②豊かな人生の実現、③災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向

けた現代的な諸課題に対応するために求められる資質・能力の育成のためには、教科等横断的な学

習を充実する必要がある。

また、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善については、１単位時間の授業の中で

全てが実現できるものではなく、単元など内容や時間のまとまりの中で、習得・活用・探究のバラ

ンスを工夫することが重要であるとされた。

そのため、学校全体として、子供たちや学校、地域の実態を適切に把握し、教育内容や時間の適

切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に基づく改善などを通して、教育課程に基づく

教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントに努めるものと

した。

３ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具体化し、①知識及び技能、②思考力、判断力、

表現力等、③学びに向かう力、人間性等の資質・能力の三つの柱が、偏りなく実現されるよう、単元

や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、子供たちの主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善を行うこととした。

これまでの教育実践の蓄積に基づく授業改善の活性化により、児童生徒の知識の理解の質の向上を

図り、これからの時代に求められる資質・能力を育んでいくことが重要であり、そのため、小・中学

校においては、これまでと全く異なる指導方法を導入しなければならないなどと浮足立つ必要はなく、

これまでの教育実践の蓄積をしっかりと引き継ぎ、子供たちの実態や教科等の学習内容等に応じた指

導の工夫改善を図ることとした。
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【参考】

・学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の全部を改正する告示、

小学校学習指導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公

示について（通知）（平成２９年３月３１日付け ２８文科初第１８２８号）

＜幼稚園・認定こども園＞

◇人生を拓く「確かな学力」を育む
●身近な環境に自ら意欲的にかかわる活動の工夫改善

●指導目標の明確化と適切な環境の構成

●個に応じた指導の一層の充実及び指導と評価の一体化

●読書活動の推進

◇思いやりのある「豊かな心」を育む
●道徳性の芽生えの醸成

●人とかかわる基盤の育成

●確かな幼児理解と組織的対応の充実

●一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の｢生命｣ を大切にする心の育成

◇活力にあふれる「健やかな体」を育む
●運動に親しむ資質や能力の育成と体力の向上

●健康で安全な生活をつくり出す力の育成

●食に関する指導の充実

◇発達の段階に応じた「キャリア教育」を進める
●すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進

●将来の夢をもつための場の設定

◇「地域とともに歩む学校づくり」を進める
●組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用

●特別支援教育の推進を支える幼稚園・認定こども園の体制づくり

●防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される幼稚園・認定こども園づく

りの推進

●家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進
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※ 五つの重点取組に関する詳細は、次ページ以下の関係箇所で説明する。

※ 次ページ以下の の中は、リーフレットの内容と同一のものである。

ただし、説明する上で、学校種の特質等により、表記の仕方や区分がリーフレットと異な

るものも一部ある。

◇ 幼稚園教育の基本

幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼稚園教育は、学

校教育法第２２条に規定する目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うもので

あることを基本とする。

このため、教師は幼児との信頼関係を十分に築き、幼児と共によりよい教育環境を創造するように

努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。

１ 幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくもので

あることを考慮して、幼児の主体的な活動を促し、幼児期にふさわしい生活が展開されるようにす

ること。

２ 幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であるこ

とを考慮して、遊びを通しての指導を中心として、「（１）健康（２）人間関係（３）環境（４）言

葉（５）表現」のねらいが総合的に達成されるようにすること。

３ 幼児の発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられていくも

のであること、また、幼児の生活経験がそれぞれ異なること等を考慮して、幼児一人一人の特性に

応じ、発達の課題に即した指導を行うようにすること。

その際、幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき、計画的

に環境を構成しなければならない。この場合において、教師は、幼児と人やものとのかかわりが重要

であることを踏まえ、物的・空間的環境を構成しなければならない。また、教師は、幼児一人一人の

活動の場面に応じて、様々な役割を果たし、その活動を豊かにしなければならない。
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１ 「社会に開かれた教育課程」の実現

これからの幼稚園には、学校教育の始まりとして、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつ

つ、一人一人の幼児が、将来、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある

存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手となることができるようにするための基礎を培うことが求められる。このた

めに必要な教育の在り方を具体化するのが、各幼稚園において教育の内容等を組織的かつ計画的に組

み立てた教育課程である。

教育課程を通して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには、よりよい学校教育

を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し、それぞれの幼稚園において、幼児

期にふさわしい生活をどのように展開し、どのような資質・能力を育むようにするのかを教育課程に

おいて明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという、社会に開かれた

教育課程の実現が重要となる。

２ 「カリキュラム・マネジメント」の確立

各幼稚園においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの幼稚園教育要領の示すと

ころに従い、創意工夫を生かし、幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課

程を編成するものとする。

また、各幼稚園においては、全体的な計画にも留意しながら、「幼児期の終わりまでに育ってほし

い姿」を踏まえ教育課程を編成すること、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、

教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通

して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各幼稚園の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下

「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとされた。

３ 「主体的・対話的で深い学び」の実現

幼児が様々な人やものとの関わりを通して、多様な体験をし、心身の調和のとれた発達を促すよう

にしていくことが示された。その際、幼児の発達に即して主体的・対話的で深い学びが実現するよう

にするとともに、心を動かされる体験が次の活動を生み出すことを考慮し、一つ一つの体験が相互に

結び付き、幼稚園生活が充実するようにすることとされた。

【参考】

・幼稚園教育要領（平成２９年３月３１日告示）

・幼保連携型認定こども園教育・保育要領幼稚園教育要領保育所保育指針中央説明会資料（幼稚園

関係資料）（平成２９年７月）

生きる力の育成
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４ 人生を拓く「確かな学力」とは

これからの変化の激しい社会の中で、子供たち一人一人が困難な状況を乗り越え、主体的・創造的

に自らの人生を切り拓きながら力強く生きていくためには、生涯にわたり学び続ける力を育成する必

要がある。

このような社会において、子供たちに求められる力が「確かな学力」である。

「確かな学力」とは、知識及び技能に加え、学ぶ意欲や、自分で課題を見付け、自ら学び、主体的

に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質・能力であり、「生きる力」の知の側面である。

学校教育においては、「確かな学力」を確実に育成するとともに、この学力を、学校生活において

活用できるものとするだけではなく、一人一人の子供たちが生きていく上で、十分に役立つものにす

ることに、特に留意する必要がある。

この「確かな学力」の基礎を育むため、幼稚園教育においては、教育要領等の趣旨を踏まえ、園・

家庭・地域連携のもと、生活との結び付きを意識した保育の工夫改善に常に取り組むとともに、生き

て働く力となっているか、評価に努める必要がある。

人生を拓く「確かな学力」は、幼児が、体験活動等を通じて学ぶ喜びを実感しながら「確かな学力」

の基礎を育むとともに、自分の人生を豊かにするために、実生活において広く活用できるといった点

を強調したものである。

５ 人生を拓く「確かな学力」の育成のために

幼稚園教育においては、表現する意欲と思考力の芽生えを養うことが大切である。

また、幼稚園段階における役割を踏まえつつ、幼稚園と認定こども園や保育所、幼稚園同士、幼稚

園と学校種間の連携や交流を積極的に推進することも必要である。

幼稚園・認定こども園では、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領のねらい・

内容や指導の重点を踏まえた具体的な指導計画等を作成し、それをもとに、指導と評価の一体化を図

るとともに、評価に基づいた指導方法の工夫改善を図ることが重要である。

また、一人一人の実態に応じ、「個に応じたきめ細かな指導」を積極的かつ効果的に取り入れた多

様な教育活動を展開し、表現する意欲と思考力の芽生えを培うことが望まれる。

【参考】

・「確かな学力の向上に向けて」 県教育委員会指導資料（平成１５年３月）

・「確かな学力の向上に向けてⅡ」県教育委員会指導資料（平成１６年３月）

・「確かな学力の向上に向けてⅢ」県教育委員会指導資料（平成１７年３月）

・「少人数指導の改善に向けて」 県教育委員会指導資料（平成１８年３月）

・「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」

中央教育審議会答申（平成２０年１月１７日）

・「幼稚園教育要領」（平成２９年３月３１日告示）

・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（平成２９年３月３１日告示）

６ 思いやりのある「豊かな心」とは

思いやりのある「豊かな心」とは、「自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や

感動する心」等をいう。

具体的には、
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① 美しいものや自然に感動する心など豊かな感性

② 正義感や公正を重んじる心

③ 生命を大切にし、人権を尊重する心など、基本的な倫理観

④ 他人を思いやる心や社会貢献の精神

⑤ 自立心、自己抑制力、責任感

⑥ 他者との共生や異質なものへの寛容

などが挙げられる。

これは、幼児のすべてがよりよく生きることに向けての自覚と実践に欠くことのできないものであ

り、日常生活の様々な活動の基盤となるものである。

７ 思いやりのある「豊かな心」の育成のために

幼児の「豊かな心」は、幼稚園・認定こども園における活動はもちろんのこと、家庭・地域に支え

られた体験活動等や一人一人の人間関係を大切にした幼稚園・学級経営を通して、より豊かに育まれ

ていくものである。

そのためには、幼稚園・認定こども園・家庭・地域がそれぞれに本来の教育機能を発揮し、連携・

協力して、相互にバランスのとれた取組を推進し、相互の信頼を深めることが大切であ地域の子供た

ちを温かく見つめ、見守り、育てていくという共通認識が必要である。

幼稚園・認定こども園は、人間形成の基盤である地域コミュニティの中核である。「地域の子」と

しての成長や生涯にわたる人間形成の基礎としての社会規範意識や美意識等の豊かな人間性や我が国

の歴史や文化を大切にする心が育まれるよう、地域の年中行事やボランティア活動・障害児との交流

など多様で豊かな体験活動等への幼児の積極的な参加を促すことも必要である。

８ 活力にあふれる「健やかな体」とは

「活力にあふれる」とは、活動する意欲や気力が充実していることを指す。「健やかな体」とは、

運動をするための体力、健康な生活を送るための体力を指す。「健やかな体」は、活動の源であり、

健康の保持増進はもとより、意欲や気力の充実に大きくかかわっており、人間の発達・成長を支える

基本的な要素である。

９ 活力にあふれる「健やかな体」を育むために

幼児に、活力にあふれる「健やかな体」を育むためには、望ましい生活習慣を確立し、心身の調和

のとれた発達を目指すことが大切である。

生活習慣の基本は、安全な行動と調和のとれた食事、適切な運動、十分な睡眠・休養である。

10 発達の段階に応じた「キャリア教育」とは

「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」（平成２３年１月：中央

教育審議会)において、「キャリア」とは「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割

の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」であって、「キャリア教育」とは

「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャ

リア発達を促す教育」と定義されている。

つまり、「キャリア教育」を狭義の意味での「職業教育」や「児童生徒に職場体験をさせることに

主眼を置いた教育」としてとらえるのではなく、「社会的・職業的に自立するために必要な基盤とな

る能力や態度を育成し、一人一人の発達を促していく」教育活動として捉えることが大切である。
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そして、キャリア教育の視点に立って教育活動を組み立て、児童生徒の発達の段階に応じて社会的

・職業的自立のために必要な「人間関係形成・社会形成能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対

応能力」、「キャリアプランニング能力」の四つの能力から構成される「基礎的・汎用的能力」の育成

を図ることが重要である。

本県では、キャリア教育の重要性を考え、幼稚園・認定こども園からキャリア教育の視点を取り入

れることとし、「生きる力」の一つとした。幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時

期であり、幼児教育は遊びを中心とした生活を通して体験を重ね、一人一人に応じた総合的な指導を

行うという基本的な考えにキャリア教育の視点を加え、指導することで、小学校への円滑な移行を進

める。

11 発達の段階に応じたキャリア教育を進めるに

キャリア教育は、幼稚園・認定こども園における教育活動全体を通して推進していくべきものであ

り、そのためには、園長がキャリア教育の意義を十分理解するとともに、園長のリーダーシップのも

と、園の経営方針にキャリア教育を位置付ける必要がある。

また、すべての教職員が、幼児のキャリア発達や、幼児を取り巻く社会環境の変化等についても理

解を深めることが重要である。

さらに、キャリア教育を効果的に進めていくためには、家庭・地域との連携・協力が不可欠である

ことから、「キャリア教育推進委員会」等の組織を設け、幼稚園・認定こども園外の教育資源を有効

に活用することが重要である。

【参考】

・「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」

（平成２３年１月：中央教育審議会）

・「小学校キャリア教育の手引き〈改訂版〉」 文部科学省（平成２３年５月）

・「中学校キャリア教育の手引き」 文部科学省（平成２３年３月）

・「高等学校キャリア教育の手引き」 文部科学省（平成２３年１１月）

12 「地域とともに歩む学校づくり」とは

教育基本法には、第１３条において「学校、家庭、地域住民及びその他の関係者は、教育における

それぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」と規定され

ている。また、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領においては「幼児の生活は、

家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであることに留意し、家庭との連携を十

分に図る等、幼稚園（認定こども園）における生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開される

ようにすること」と規定されている。

子供の教育には、家庭や地域との連携が極めて重要であり、「地域そのものを大家族」と捉え、学校

・家庭・地域が一体となって地域の子供は地域みんなで育てる取組を進めていく必要がある。
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13 「地域とともに歩む学校づくり」を進めるために

園・家庭・地域が連携して「生きる力」の基礎を培うためには、幼稚園・認定こども園における生

活が家庭や地域と連続性を保ちながら展開し、家庭との連携に当たっては、保護者との情報交換会の

機会を設けたり、保護者の幼児期の教育に関する理解を深めたりすることが大切である。また、地域

の自然、人材、行事や公共施設等の地域の資源を積極的に活用し、幼児が豊かな生活体験を得られる

ようにすることが必要である。

14 教職員の修養について

千葉県では、「千葉県教育の戦略的なビジョン」を作成し、子供たちが、新しい時代に向けて扉を

開き、社会や環境に積極的に働きかける力を身に付け、未来に向かって夢をもつことのできる教育の

実現を目指している。

目指す教師像として、

○ 人間性豊かで、教育愛と使命感に満ちた教員

○ 児童生徒の成長と発達を理解し、悩みや思いを受け止め、支援できる教員

○ 幅広い教養と学習指導の専門性を身につけた教員

○ 高い倫理観を持ち、心身共に健康で、明朗快活な教員

を掲げている。

教職員の修養については、教育公務員特例法第二十一条に「教育公務員は、その職責を遂行するた

めに、絶えず研究と修養に努めなければならない。」とある。

「研究と修養」とは、「研修」のことであり、教職員に必要な資質能力の向上を図る営みである。

この指針では、平成２５年度まで下段にあった教職員の修養に関するメッセージを「千葉県教育委

員会」の上に移動し、文字の大きさや色を工夫して帯状に示すことで強調した。

教職員の研究と修養は、教育活動の源泉であり、それは教育実践の中にある。そして、その成果は

幼児児童生徒に教育的効果として現れる、という特質がある。

このように「幼児児童生徒のために」教育活動を行う上で、高い倫理観をもち、心身共に健康であ

ることは言うまでもない。

公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るとともに、不祥事の未然防止に資するため、

平成１５年５月２１日付けで「職員の懲戒処分等に関する公表基準」を制定した。その後、「教育立

県ちば」の根幹を揺るがす不祥事の根絶を図るため、同基準を一部改正し、平成２４年２月１５日か

ら適用になっている。

【参考・引用】

「職員の懲戒処分等に関する公表基準の一部改正について」

千葉県教育委員会（平成２４年２月１５日）
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□ 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けたカリキュラム・マネジメントの確立

・“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という理念を園と社会が共有し、新しい時代

に求められる資質・能力を明確にした教育課程の編成をする。

・幼児の実態等を踏まえ、教育内容や時間の適切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況

に基づく改善などを通して、教育活動の質的向上を図るカリキュラム・マネジメントを確立する。

・幼保連携や保幼小連携を一層進めるとともに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏ま

え、幼児教育から小学校教育への円滑な接続を見通した教育課程の編成を工夫する。

・遊びを中心とした幼児の主体的な活動を通して、心身の調和のとれた発達の基礎を培う。

千葉県教育委員会「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」（平成３１年３月）の活用

（１）「社会に開かれた教育課程」の実現

“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社会が共有し、連携・協

働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の

実現を目指し、学習指導要領等が、学校、家庭、地域の関係者が幅広く共有し活用できる「学びの

地図」としての役割を果たすことができるよう、次の６点にわたってその枠組みを改善するととも

に、各学校において教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マ

ネジメント」の実現を目指すことなどが求められた。

① 「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力）

② 「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と、教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の

編成）

③ 「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施、学習・指導の改善・充実）

④ 「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた指導）

⑤ 「何が身に付いたか」（学習評価の充実）

⑥ 「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策）

各学校においては、｢社会に開かれた教育課程｣の理念に基づき、児童生徒や地域の実態に応じて、

学校として目指すべき教育の在り方を家庭や地域と共有し、その連携及び協働のもとに教育活動を

充実させていくことが求められる。

具体的には、

① 学校運営協議会や学校評議員会、地域学校協働本部、保護者説明会、学校だよりなどの場や機

会を生かした、自校の教育目標やその実現に向けた教育課程の編成方針の共有や意見聴取の実施

② 学校の教育活動に地域住民や保護者の協力を得る際に、それらの教育活動を通して、児童生徒

にどのような資質・能力の育成を目指しているのかを共有したり、教育活動終了後に協力を得た

方から、実施上の成果や課題を聞き取り、次年度以降の改善の参考としたりすること

などが考えられる。重要なことは、教育課程を学校や先生方だけが知っている閉じたものとせずに

社会に開いていくことであり、その一環として教育課程を通して、学校の教育目標や教育活動を家

庭や地域に理解してもらい、連携・協働を進めることが大切である。

１ 園経営・教育課程



- 13 -

（２）各幼稚園の教育目標と教育課程の編成

幼稚園は学校教育の始まりとして、幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼児期にふさわしい

生活を通して、幼稚園教育の目的や目標の達成に努めることが大切である。このため、幼児の発達

を見通し、その発達が可能となるようそれぞれの時期に必要な教育内容を明らかにし、計画性のあ

る指導を行うことが求められる。

このような意味から、それぞれの幼稚園は、幼稚園教育において育みたい資質・能力を踏まえつ

つ、その幼稚園における教育期間の全体にわたって教育を進めていくかを明らかにし、幼児の充実

した生活を展開できるような計画を示す教育課程を編成して教育を行う必要がある。

また、それぞれの幼稚園における教育課程の編成の基本的な方針について、家庭や地域と共有で

きるよう、分かりやすく説明していくことが求められる。

教育課程の実施に当たっては、幼稚園教育の基本である環境を通して行う教育の趣旨に基づいて、

幼児の発達や生活の実情などに応じた具体的な指導の順序や方法をあらかじめ定めた指導計画を作

成して教育を行う必要があり、教育課程は指導計画を立案する際の骨格となるものである。

（３）カリキュラム・マネジメントの確立

それぞれの幼稚園は、その幼稚園における教育機関の全体にわたって幼稚園教育の目的、目標に

向かって、どのような道筋をたどって教育を進めていくかを明らかにし、幼児の充実した生活を展

開できるような計画を示す教育課程を編成して教育を行う必要がある。

また、幼稚園においては、編成、実施した教育課程が教育目標を効果的に実現する働きをするよ

う、教育課程の実施状況を評価し、改善を図ることが求められている。教育課程の改善は、編成し

た教育課程をより適切なものに改めることであり、幼稚園は教育課程を絶えず改善する基本的態度

をもつことが必要である。このような改善によってこそ幼稚園の教育活動が充実するとともにその

質を高めることができるのである。

その際、園長は全体的な計画にも留意しながら「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏ま

えて教育課程を編成すること、教育課程の実施に必要な人的または物的な体制を確保して改善を図

っていくことなどを通して、各幼稚園の教育課程に基づき、全教職員の協力体制の下、組織的かつ

計画的に教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントを実施することが求められる。

「カリキュラム・マネジメント」のねらいは「教育課程に基づき組織的かつ計画的に各幼稚園の

教育活動の質の向上を図っていくこと」（総則第１章第３の１）にある。

各幼稚園では、これまでも、幼稚園の教育目標の実現に向けて、教育課程の編成の基本方針を定

め、各種指導計画を作成し、指導体制を含めた校務分掌を整え、教育活動の実施に必要な予算を配

当したり、地域からの協力を得ながら、それらに基づいた日常の教育活動を展開し、教育活動の成

果や課題を見取ったりしながら、次年度の改善につなげるといった形での教育活動の質の向上を図

ってきていると思われる。

その意味では、「カリキュラム・マネジメント」は、全く新しい方法を導入することを目的とす

るものではなく、自園にある「幼稚園の教育目標」や、その実現に向けた「教育課程の編成の方針」、

「各種指導計画」、「校務分掌や予算の配当などの人的・物的な体制」が、自園の教育活動の質を最

大限に高めることができるものとなっているか、現代的な諸課題に対応する資質・能力がねらいど

おりに育成されているか、地域の人的・物的資源の活用について考えることはできないか、といっ

た点について、幼稚園として組織的、計画的、継続的に、その実施状況を把握して、改善を図って

いく視点をもつことが重要である。
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また、「カリキュラム・マネジメント」の充実を図るためには、例えば、

① 学校評価との関連付けを図り、PDCA サイクルを機能させること

② 職員会議や学年会等、既存の関連の会議の場を生かすこと

③ 学校運営協議会や学校評議員会、保護者説明会、学校だよりなどを活用すること

などが考えられる。

それぞれの学校の実態に応じて、既存の取組や組織を生かしつつ、その取組の質の向上を図って

いくことが求められる。

（４）幼児教育から小学校教育への円滑な接続

幼稚園教育要領第１章第３の５「小学校教育との接続に当たっての留意事項」では、

・幼稚園においては、幼稚園教育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配

慮し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う

ようにするものとすること

・幼稚園教育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学校

の教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

を共有するなど連携を図り、幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めるものと

すること

が示されている。具体的にみられる「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を生かして、幼稚園

の教師から小学校の教師に幼児の成長や教師の働きかけの意図を伝えることが、円滑な接続を図る

上で大切である。その際、千葉県教育委員会作成の「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」

を有効に活用し、各園と小学校との連携をより一層深められるようにする。

なお、近年、幼稚園と小学校の連携のみならず、認定こども園や保育所も加えた連携が求められ

ている。幼稚園・認定こども園・保育所・小学校の合同研修、幼稚園教師・保育士・保育教諭・小

学校教師の交流、幼稚園・認定こども園・保育所の園児と小学校の児童の交流など、幼児期の教育

の成果が小学校につながるようにすることも大切である。

【参考】

・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（平成２９年３月３１日告示）」

・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」(平成３０年３月）

・「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」（平成２７年１２月２１日）

・「学校評価ガイドライン」〔平成２８年改訂〕（平成２８年８月）

・「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策

等について（答申）」（平成２８年１２月２１日）

・「小学校学習指導要領」（平成２９年３月３１日告示）

・「幼稚園教育要領」（平成２９年３月３１日告示）

・「小学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「小・中学校教育課程編成の手引き」千葉県教育委員会 （平成２２年３月）

・幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議

（平成２２年１１月）

・「小・中学校新学習指導要領Ｑ＆Ａ」（平成３０年２月）

・千葉県教育委員会「接続期のカリキュラム千葉県モデルプラン」（平成３１年３月）
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□ 組織マネジメントを生かした機動力があり、効率的な組織づくりと学校評価の活用

・園教育目標の達成に向けた園務分掌等を確立し、効率的で組織的な教育活動を推進する。

⇒「チームとしての学校」の実現

・重点目標を設定し、自己評価や学校関係者評価等を通して、園経営の改善を図る。

・園内研修の活性化を通して、教職員の資質能力の向上を図り、活力ある教育活動を推進する。

・教職員一人一人が、業務改善の意識をもち、適正化の観点から業務を見直し、効率化を図る。

（１）「組織マネジメント」とは、

「組織マネジメント」とは、一般的に「経営の組織体を取り巻く環境変化に対して、自らを変化

させ、よりよく適応し、生き残り、今まで以上に社会に貢献する技術」であると言われている。

組織マネジメントの目的は、よりよい環境適応であり、そのために次のような活動が必要となる。

① 求める目的に向かって効率的・効果的に組織全体が動くこと

② 組織内外の刻々と変化する環境からの規制作用や影響に対して、的確な情報分析をもとに、そ

れらをうまく取り入れたり回避したりすること

③ 内外の資源（人的、物的、財的、情報、ネットワーク）や能力を統合・開発すること

④ 人々の活動（活動や機能）を調整すること

（２）「組織マネジメント」を生かした機動力があり、効率的な組織づくり

ア 「組織マネジメント」を生かす

中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」では、「学校の自主性・自律性

の確立について」を取り上げ、具体的に次の５項目を挙げている。

① 教育委員会と幼稚園の関係の見直しと幼稚園裁量権の拡大

② 園長・教頭への適材の確保と教職員の資質向上

③ 幼稚園運営組織の見直し

④ 幼稚園の事務・業務の効率化

⑤ 地域住民の幼稚園運営への参画

これらの事項は、園の「自主性・自律性」を確立するために必要不可欠なものである。また、

現代的な教育課題や幼稚園運営上の様々な課題を解決する上でも重要である。とりわけ、園運営

組織の見直し等を図り、組織的・効率的に課題に対処することが求められている。

また、平成１２年１２月の教育改革国民会議「教育を変える１７の提案」の中にも「学校運営

を改善するためには、幼稚園に組織マネジメントの発想を導入し、園長が独自性とリーダーシッ

プを発揮できるようにする」ことが重要であると指摘されている。

地域や幼児の状況を踏まえて創意工夫を凝らした教育活動を推進するとともに、様々な課題を

解決し、園教育の改革を確実に進めていくためには、園長等のリーダーシップに加えて、教職員

一人一人が、園の教育方針やその目標を十分に理解して、それぞれの専門性を最大限に発揮する

とともに、一致協力して園運営に積極的に参画し、園運営が組織として機動的に行われることが

大切である。また、園長のリーダーシップのもと、教職員の資質能力の一層の向上に努め、全教

職員が一体となった園づくりや教職員一人一人の特性や専門性を十分に生かした協力的な指導体

制を図る必要がある。そのため、幼稚園・認定こども園においても、企業等で用いられている組

織マネジメントの理念や手法を参考にし、学校組織に適したより組織的・機動的な園運営を進め
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ていくことが求められている。

◇ 学校マネジメント構想（中期的ビジョン、短期的ビジョンの策定のために）

１ 「使命・存在意義（ミッション）」の確認

そもそも（私の）学校は、何のために存在しているのか、どのような価値を提供している

のかを再確認する。

２ 「課題」の特定

「使命・存在意義（ミッション）」を果たすために学校が取り組むべき課題を明らかにす

る。

３ 「中心価値」づくり

「課題」の達成のために何に価値を置くべきかを明らかにする。（全教職員が遵守すべき

「規範」「行動指針」「価値基準」等）

４ 「組織・構造」の見直し

「課題」達成のために、学校における分業と権限の体系（校(園)務分掌、各種委員会など）

の問題点を洗い出し、工夫改善を加える。

５ 「運営のしくみ」の設計

役割間の情報伝達・調整のルール、問題に対する意思決定の範囲等を設計する。

６ 「リーダー行動」の決定

課題解決のために管理職が行う教職員への直接的な働きかけの内容・方法を決定する。

７ 「能力・資源」の検証

課題実現のために、学校や教職員が、今後向上・開発すべき能力やノウハウを検証する。

（独立行政法人教員研修センター「組織マネジメント研修テキスト」による。）

園教育目標を達成するためには、重点目標・重点取組を明確にして共通理解を図るとともに、

各教職員の資質能力や適性等を踏まえた園務分掌を確立し、一人一人が十分に力を発揮できるよ

うにするとともに、組織マネジメントを生かした機動力ある組織的な教育活動の推進が大切であ

る。

また、教職員のスキルや能力等を一層向上させるためには、今日的な課題を解決するための計

画的な研修等の実施が必要である。特に、近年、新規採用教員が増加していることを踏まえ、系

統的・実践的な研修を充実させるとともに、日々の実践において「報告・連絡・相談」を欠かな

いように意識させ、随時、適切な指導・助言等をしていくことが必要である。

イ 「効率的」と業務改善

「学校における働き方改革に関する緊急対策」（平成２９年１２月２６日付け文部科学大臣決定）に

おいて、「教職員全体の働き方に関する意識改革」について、以下のとおり示している。

○ 管理職だけでなく、学校の教職員全体に対しても勤務時間を意識した働き方を浸透させるために、

各教育委員会等において、働き方に関する必要な研修が実施されるよう促す。

○ 校長が学校の重点目標や経営方針に教職員の働き方に関する視点を盛り込み、管理職がその目標

・方針に沿って学校経営を行う意識をもつとともに、教職員一人一人が業務改善の意識をもって進

めるために、人事評価が積極的に活用されるよう促す。

また、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き
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方改革に関する総合的な方策について」（中間まとめ）（平成２９年１２月２２日付け中央教育審議会）

において、「各学校が取り組むべき方策」として業務改善について以下のとおり示している。

○ 業務改善は、まず各学校現場において業務を洗い出し、可視化し、見直していくことが基本とな

る。管理職をはじめとした教職員一人一人が、自らの業務一つ一つについて、より効果的に行うこ

とができないか、適正化の観点から見直すことが必要である。このため、各学校においては、管理

職は学校の重点目標や経営方針を明確化し、その目標達成のために真に必要な業務に注力できるよ

うに行うべきである。あわせて、その目標・方針において、教職員の働き方に関する視点も盛り込

み、学校全体で取り組むことが必要である。また、教職員間で業務の在り方、見直しについて話し

合う機会を設けることが有効であり、それも参考にしながら、管理職は校内の業務の在り方の適正

化を図ることができるような学校現場の雰囲気づくりに取り組むことも重要である。

「チームとしての学校」の実現

これからの学校が教育課程の改善等を実現し、複雑化・多様化した課題を解決していくため

には、学校の組織としての在り方や、学校の組織文化に基づく業務の在り方などを見直し、「チ

ームとしての学校」を作り上げていくことが大切である。

そのため、現在、配置されている教員に加えて、多様な専門性をもつ職員の配置を進めると

ともに、教員と多様な専門性をもつ職員が一つのチームとして、それぞれの専門性を生かして、

連携、協働することができるよう、管理職のリーダーシップや校務の在り方、教職員の働き方

の見直しを行うことが必要である。

また、「チームとしての学校」が成果を上げるためには、必要な教職員の配置と、学校や教

職員のマネジメント、組織文化等の改革に一体的に取り組まなければならない。

（３）学校評価の活用

園経営において、ＰＤＣＡサイクルによる改善は重要である。特に、園内だけでなく、園外から観

た園教育活動への指摘は、挨拶や規範意識に対する指導の必要性等、教育の原点を意識させられるこ

とが多くある。また、園だよりを発信したり、学校評価を公表したりすることは、家庭や地域におけ

る幼稚園・認定こども園への信頼が深まり、協力体制を築くことにつながる。

園経営において、説明責任を果たすとともに、保護者や地域住民からの理解と参画を得ながら、園

・家庭・地域の連携協力による園づくりを進めることは基本となることである。

「幼稚園における学校評価ガイドライン〔平成２３年改訂〕平成２３年１１月」は、学校評価によ

り期待される取組と効果が示されている。

○ 学校評価の結果を踏まえ、各学校が自らその改善に取り組むとともに、評価の結果を学校の設

置者等に報告することにより課題意識を共有することが重要である。これを踏まえ、設置者等は

予算・人事上の措置や指導主事の派遣を行う等の適切な支援を行うことが必要である。

○ 学校関係者評価の取組を通じて、教職員や保護者、地域住民等が学校運営について意見交換し、

学校の現状や取組を知り課題意識を共有することにより、相互理解を深めることが重要である。

学校評価を学校・家庭・地域間のコミュニケーション・ツールとして活用することにより、保護

者・地域住民の学校運営への参画を促進し、共通理解に立ち家庭や地域に支えられる開かれた学

校づくりを進めていくことが期待される。

さらに、学校評価を軸とした情報の共有と連携協力の促進を通じて、学校・家庭・地域それぞ
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れの教育力が高められていくことが期待できる。

○ また、第三者評価の取組を通じて、学校が自らの状況を客観的に見ることができるようになる

とともに、専門的な分析や助言によって学校の優れた取組や、学校の課題と、これに対する改善

方策が明確となる。さらに、学校運営が適切になされているかどうかが確認される。これらの結

果、学校の活性化や信頼される魅力ある学校づくりにつながることが期待される。

○ 学校評価は、限られた時間や人員を、必要度・緊急度の高い活動や教育効果の高い活動に集中

するといった、学校の教育活動の精選・重点化を進める上で重要な役割を果たすものである。学

校評価の取組を通じて、学校として組織的に、今、重点的に取り組むべきことは何かを把握し、

その伸長・改善に取り組むようになることが期待される。

○ 学校評価は、あくまでも学校運営の改善による教育水準の向上を図るための手段であり、それ

自体が目的ではない。学校評価の実施そのものが自己目的化してしまわないよう、地域の実情も

踏まえた実効性のある学校評価を実施していくことが何よりも重要である。

【パンフレット『「学校評価ガイドライン［改訂］」の概容』によるＰＤＣＡサイクル図】
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【参考】

・「組織マネジメント研修テキスト」独立行政法人教員研修センター

・教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）

中央教育審議会（平成２４年８月）

・「学校現場における業務改善のためのガイドライン～子供と向き合う時間の確保を目指して～

（平成２７年７月２７日、文部科学省）」

・「学校評価ガイドライン〔平成２８年改訂〕」（平成２８年８月）

・「小学校学習指導要領」（平成２９年３月）

・「幼稚園教育要領」（平成２９年３月）

・「小学校学習指導要領解説総則編」（平成２９年６月）

・「幼稚園における学校評価ガイドライン［平成２３年改訂］」（平成２３年１１月）

・「組織マネジメント研修テキスト」独立行政法人教員研修センター

・「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等

について（答申）」（平成２８年１２月）

・「学校における働き方改革に関する緊急対策」文部科学大臣決定（平成２９年１２月２６日）

・「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に

関する総合的な方策について」（中間まとめ）中央教育審議会（平成２９年１２月２２日）
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□ 防災教育の充実及び家庭・地域と連携した安全・安心で信頼される幼稚園・認定こども園づ

くりの推進

・危機管理マニュアルの見直しを行い、家庭、地域及び市町村関係部局と連携を図る。

・家庭や地域等に対して、ホームページや園だより等を活用して積極的に園の状況を情報提供す

る。

（１）学校保健・学校安全の計画的・組織的な対応

学校における児童生徒の健康や安全の推進を図るため、平成２１年４月に学校保健安全法が施行

され、学校保健計画の策定、学校安全計画の策定、危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）

の作成、職員に対する周知、訓練の実施が義務付けられた。

幼稚園・認定こども園は日常的な危機管理体制の構築を図り、事件・事故を未然に防ぐ対策を講

じるとともに、家庭や地域、警察等の関係機関との連携を深め、幼児の健康や園環境の安全確保に

努める。

また、事件･事故が発生した場合は適切かつ迅速な対応をとるとともに、幼児への心のケアに努

める等、早期に幼稚園・認定こども園を安定した状態に戻すことが必要である。

平成２１年度は、全国的に新型インフルエンザの発生による臨時休業が多くあったが、今後も感

染症の流行状況等、幼児の健康状態に十分留意した対応が必要である。「学校等における新型イン

フルエンザ対策ガイドライン」等の通知に基づき、関係機関と連携をとり、感染者やその疑いのあ

る者、濃厚接触等への対応を迅速に行うとともに、感染拡大防止の観点から適切な措置を講ずるこ

とが必要である。

平成２３年３月に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、幼児の危険予測・危険回避能力の向上

を図るための防災教育を推進する。また、平成２４年４月に配付した「学校における地震防災マニ

ュアル」を手引きとした防災計画の見直しを通し、災害に強い園づくり、地域と連携した防災体制

づくりを推進することが必要である。

なお、危機管理マニュアルの見直しに当たっては、平成３０年２月に文部科学省から示された「学

校の危機管理マニュアル作成の手引」の改訂版を活用し、想定される危機事象に対して、幼稚園・

認定こども園や幼児、地域等の実情に応じた具体的な対応策を検討することが必要である。

（２）情報提供や幼稚園公開の推進

地域に開かれ、保護者に信頼される幼稚園・認定こども園にするためには、まずは、幼稚園・認

定こども園の状況をよく知ってもらうことである。そのためには、園だよりやホームページ等を活

用して積極的に情報提供するとともに、「園公開週間」を設定する等、様々な機会をとらえて園を

公開し、幼稚園・認定こども園の機能や施設を開放することが、これまで以上に必要になってくる。

また、保護者や地域の要望を園経営に反映させるための仕組みづくりや、保護者や地域住民を講

師やボランティアとして園の教育に活用し、多様な教育活動を展開するとともに、園と地域とが一

体となった教育を進めていくことが今後ますます重要になる。

【参考】

・「今後の学校の管理運営の在り方について（答申）」中央教育審議会（平成１６年３月）

・学校保健安全法（平成２１年４月）
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・「学校等における新型インフルエンザ対策ガイドライン」（平成２１年７月策定）

・「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について（答申）」

中央教育審議会（平成１７年１月）

・第２次学校安全の推進に関する計画（平成２９年３月）

・いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針～子どもの命を守るために～（平成２４年９月）

・「県立高等学校管理規則」の一部改正（平成１７年４月）

・「県立盲学校、聾学校及び養護学校管理規則」の一部改正（平成１７年４月）

・教育基本法の改正（平成１８年１２月２２日施行）

・学校教育法の改正（平成２０年４月１日施行）

第４２条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学

校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措

置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

※幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。

・「幼稚園における学校評価ガイドライン［平成２３年改訂］」（平成２３年１１月）

・学校教育法施行規則の一部改正 （平成２０年４月１日施行）

第６６条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を

行い、その結果を公表するものとする。

２ 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行

うものとする。

第６７条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保

護者その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い、その

結果を公表するよう努めるものとする。

第６８条 小学校は、第６６条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を

行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

※幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。

・「幼稚園教育要領」（平成２９年３月３１日告示）

・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」（平成２９年３月３１日告示）」

・「学校の危機管理マニュアル作成の手引」文部科学省（平成３０年２月）
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□ 家庭・地域教育力の向上と地域の力を生かした活動の推進

・園施設の開放や子育て相談の実施、「学校から発信する家庭教育支援プログラム」の活用等に

より、地域における幼児教育のセンターとしての役割を果たす。

・地域の資源を積極的に活用し、幼児が豊かな生活体験を得られるように工夫する。

（１）園公開と子育て支援の推進

地域に開かれ、保護者に信頼される幼稚園・認定こども園にするためには、まずは、幼稚園・認

定こども園の状況をよく知ってもらうことである。「園公開週間」を設定する等、あらゆる機会を

とらえて公開したり、幼稚園・認定こども園の機能や施設を開放したりすることが、これまで以上

に必要になってくる。

そのために、「学校から発信する家庭教育支援プログラム」を活用し、家庭教育に関する情報を

提供する等積極的な子育て支援を行う。また、地域の実態や保護者の要望等を踏まえて、幼児期の

教育に関する相談に応じたり、保護者同士の交流の機会を提供したりする等、地域における幼児期

の教育のセンターとしての役割を果たすように努める。

（２）家庭や地域との連携

幼児の生活は、家庭、地域、幼稚園と連続的に営まれている。幼児の家庭や地域での生活経験が、

幼稚園・認定こども園において教師や他の幼児と生活する中で、さらに豊かなものとなり、園生活

で培われたものが、家庭や地域での生活に生かされるという循環の中で幼児の望ましい発達が図ら

れていく。

幼児の生活が連続性を保ちつつ展開されるために、家庭との連携に当たっては、保護者との情報

交換の機会を設けたり、保護者と幼児との活動の機会を設けたりすることを通して、保護者の幼稚

園教育に関する理解が深まるように配慮する。また、地域の自然、人材、行事等の資源を活用し、

幼児が豊かな生活体験を得られるように工夫することも大切である。

【参考】

・教育基本法の改正（平成２０年４月１日施行）

第３条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生

涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を

適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第１３条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任

を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

・幼稚園教育要領

第３章 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項

・幼保連携型認定こども園教育・保育要領

第１章第２の２（３） 指導計画の作成上の留意事項

（３）体験活動の充実

子供たちは、他者、社会、自然・環境の中での体験活動を通して、自分と向き合い、他者に共感
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することや社会の一員であることを実感することにより、思いやりの心や規範意識が育まれる。ま

た、自然の偉大さや美しさに出会ったり、文化・芸術に触れたり、広く物事への関心を高め、問題

を発見したり、困難に挑戦し、他者との信頼関係を築いて共に物事を進めたりする喜びや充実感を

体得することは、社会性や豊かな人間性、基礎的な体力や心身の健康、論理的思考力の基礎を形成

するものである。

幼稚園・認定こども園においては、幼児はそれぞれの興味や関心に応じ、直接的・具体的な体験

等を通じて幼児なりのやり方で学んでいくものであって、小学校以降の学習と異なり、教師があら

かじめ立てた目的に沿って、順序立てて言葉で教えられ学習するのではない。幼児が、遊びを通じ

て、学ぶことの楽しさを知り、積極的に物事にかかわろうとする気持ちをもつようになる過程こそ、

小学校以降の学習意欲へとつながり、さらには、社会に出てからもものごとに主体的に取り組み、

自ら考え、様々な問題に対応し、解決していくようになっていく。幼児期に多様な体験をし、様々

なことに興味や関心を広げ、それらに自らかかわろうとする気持ちをもつことは、幼児期から育む

ことが重要である。
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□ 教職員としての資質能力の向上

・県が定めた、「千葉県・千葉市教員等育成指標」に基づき、教職員としての使命と責任を自覚

し、キャリアステージに応じた幅広い視野と豊かな人間性、高い倫理観、高い専門性を身に付

け、社会の変化に伴う新たな課題、地域や保護者のニーズ、幼児の実態に対応できるよう、教

職員一人一人が自ら進んで研修するとともに、教職員全体で組織的・計画的に研修できる体制

を整える。

・保護者へ子育ての支援ができるように、幼児教育に関する専門性の向上に努める。

・園内や近隣の学校・園等との相互参観等の実施を通じて、指導力の向上を図る。

（１）教職員の使命と職責の重要性

「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その

職責の遂行に努めなければならない。」と教育基本法第９条で規定されており、教職員としての使

命と責任を自覚し、自己を高めるための不断の努力が求められている。

教職員の日々の教育活動は、子供たちの成長や人格形成に大きな影響を及ぼすものであり、教育

の専門家としての確かな力量と社会人としての総合的な人間力を備えるために、絶えず自己研鑚に

努め、資質能力の向上を図ることが大切である。

また、教職員としての高い倫理観を身に付け、幼稚園・認定こども園の教職員に対する幼児や保

護者等の信用を著しく失墜させ、教育そのものへの不信をもたらす不祥事（体罰や飲酒運転、ずさ

んな金銭管理、わいせつ、セクハラ行為等）は、根絶しなければならない。

（２）キャリアステージや諸課題等に応じた研修会等の積極的な活用

県教育委員会では、「千葉県・千葉市教員等育成指標」（以下「指標」）を策定し、初任者研修や

中堅教諭等資質向上研修等、キャリアステージに応じた研修を実施している。また、諸課題等に応

じた各種協議会等も実施しているところである。

幼稚園・認定こども園においては、これらの研修等を積極的に活用するとともに、園内研修等を

活用して、研修成果が現場に還元されるよう努める必要がある。

なお、指標を踏まえ、個々の資質能力や適性、園内で期待される役割等に応じて、意欲をもって

主体的かつ計画的に自己研鑚に努めることが大切である。

（３）園内における組織的・計画的な研究の推進

園内研修とは、園教育目標を具現化するためにすべての教職員が協働して行い、園が抱える教育

課題の解決と教職員の資質能力の向上を図る活動である。

園教育目標の達成に向けて行われる日々の教育活動を充実したものにするためには、その職務の

遂行を通じて見いだされた課題、幼児の実態、地域や保護者からの要望等を踏まえたテーマを設定

し、教職員の共通理解に基づき、園全体として組織的・計画的に研究を推進することが重要である。

研 究 と 修 養
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（４）地域の子育ての支援

幼児教育に関する相談等に対し必要な情報の提供及び助言を行うなど、幼稚園・認定こども園が

地域の子育て支援のセンターとしての役割を果たすことが求められている。

幼稚園・認定こども園が保護者のニーズに応えることができるように、教職員がその専門性の向

上に努めることが重要である。

（５）相互参観等による指導力の向上

幼児一人一人に、人生を拓く「確かな学力」の基礎を育むために、教職員は指導改善を意欲的に

行う等、指導力の向上を図ることが求められる。

他の教職員の保育指導や他校種の教職員の学習指導等を参観することは、優れた指導技術や指導

方法を吸収する絶好の機会である。また、保護者や地域の方々に様々な観点から保育を見てもらう

ことにより、多くの示唆が得られる。

各幼稚園・認定こども園においては、園内外に保育指導を積極的に公開し、互いに参観し合い、

保護者や地域の方々の意見に真摯に耳を傾け、教職員一人一人の指導力の向上を図ることが重要で

ある。

【参考】

・「千葉県教職員研修体系」 千葉県教育委員会（平成２２年３月）

・「千葉県・千葉市教員等育成指標」 千葉県教育委員会（平成３０年３月）
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□ 身近な環境に自ら意欲的にかかわる活動の工夫改善

・幼児の発達の状況や興味・関心を踏まえ、遊びを通した総合的な指導の中で「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」を一体的に育む。

・幼児の心身の調和のとれた発達を促すため、幼児の発達に即して「主体的・対話的で深い学び」

の実現を図る。

・身近な環境に主体的にかかわり、発見を楽しんだり、考えたりし、それらを生活に取り入れよ

うとする力を育む。

・自分の思いを言葉で伝えるとともに、相手の話を理解しようとする態度を育て、伝え合いがで

きるように、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。

・身近な事象に興味や関心をもち、心の動きを表現することを通して、感性と表現する力を養い、

豊かな創造力を育てる。

□ 指導目標の明確化と適切な環境の構成

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、園や地域の実態及び幼児の生活と心身の

発達の特性に応じた具体的なねらいと内容を明確にした指導計画を作成する。

・幼児が周囲の事物や他の人たちと多様な仕方でかかわる遊びが展開できるよう、環境構成の工

夫改善を図り、適切な指導と多様な援助を行う。

□ 個に応じた指導の一層の充実及び指導と評価の一体化

・教職員相互及び家庭との積極的な情報交換をすることで、幼児一人一人のよさや可能性を把握

し、実態に即した適切な指導・援助を行うとともに、指導の改善を図る。

□ 読書活動の推進

・読み聞かせやお話し会等の多様な活動を通して、絵本や物語への興味をもたせる。

・幼児が本を身近に感じ、本に親しめるよう、環境づくりを工夫する。

（１）人格形成の基礎となる「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」の育成

幼児にとって心身の発達に必要な自然体験・社会体験等の直接的、具体的な生活体験を重視して

いく中で、身近な園内外の環境にかかわるよう意図的・計画的に教育内容として取り上げることで、

人とかかわる力や思考力、感性や表現する力などを育み、社会とかかわる人として生きていくため

の基礎を培うことができるよう努めることが必要である。

幼児が様々な人やものとのかかわりを通して、多様な経験をし、心身の調和のとれた発達を促し

ていくことが大切である。その際、幼児の発達に即して「主体的・対話的で深い学び」が実現する

ようにするとともに、心を動かされる体験が次の活動を生み出すことを考慮し、一つ一つの体験が

相互に結び付き、幼稚園生活の充実を図るようにする。

そのためには、「自分の思いを相手に伝え、相手の思いに気付く」ことが重要になる。幼児は、

２ 指 導・援 助
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相手に親しみを感じると、その相手に思ったことを伝えようとする。幼児同士のかかわりを深める

ために、教師は、幼児が友達と一緒に生活する中で、自分の思っていることを相手に伝えることが

できるように、また、徐々に相手にも思っていることや言いたいことがあることに気付いていくこ

とができるように支援する必要がある。

（２）ねらいが総合的に達成できる指導計画の作成

幼稚園・認定こども園においては、幼児の発達における教師のかかわりが重要である。学校教育

法に示される目的や目標を達成するために、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育

要領に基づくねらい、内容、環境の構成、教師の直接的援助の方法等について十分検討し、指導計

画を作成しなければならない。

特に、各幼稚園においては、、幼児の発達及び家庭、地域の実態等に応じるとともに、「幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ、具体的なねらい及び内容を明確にした指導計画を作成す

ることが大切である。

具体的な教育活動の展開に当たっては、幼児が主体性を発揮し、自然の中での遊びや協同しての

遊びが十分にできるよう、環境構成の工夫改善を図ることが必要である。そして、教師は、幼児の

主体性を大切にしつつ、ねらいや幼児の実態に応じた適切な指導や多様な援助を積極的に行うこと

が求められる。

（３）個に応じた指導の充実と指導と評価の一体化

園全体の教職員による協力体制を確立することや家庭と積極的に情報交換をすることにより、教

師一人では気付かなかった幼児の姿や自己の保育の課題等に多面的に気付くことができる。これら

の気付きを共有し、一人一人の幼児に応じたきめ細かな指導を行うことが必要である。さらに、常

に指導の過程について反省や評価を行い、指導計画の改善を図ることが重要である。計画・実践・

評価という一連の活動が繰り返されながら、幼児のよりよい成長を目指す指導が展開されなければ

ならない。

幼児の評価を客観的で信頼できるものにするためには、指導計画に応じて、評価規準、評価方法

及びねらいが実現したかを判断する基準等を明確にした評価計画をつくり、組織的に一人一人の幼

児の状況を的確に把握するよう努めることが必要である。

（４）読書活動の推進と言葉による伝え合い

読書は、国語力を構成している「思考力」「想像力」「表現力」「国語の知識等」のいずれにもか

かわり、これらの力を育てる上で中核となるものである。特に、すべての活動の基盤ともなる「教

養・価値観・感性等」を生涯を通じて身に付けていくために極めて重要である。即ち、読書習慣を

身に付けることは、国語力を向上させるばかりでなく、一生の財産として生きる力や楽しみの基と

なるものである。

幼児期には、「読み聞かせ」や「語り」「言葉遊び」「心の通う対話」等、視覚や聴覚に訴えなが
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ら言葉に対する興味・関心を深め、言葉の獲得に努め、言葉で表現する楽しさや自分で経験したこ

とを伝え合う喜びを十分に味わわせるとともに、「言葉と社会や事物との関係」を習得するために

園や家庭・地域で様々な経験を積ませることが大切である。

特に、幼児が本を身近なものとして捉え、本に十分に親しめるような環境づくりを工夫すること

が必要である。また、園内の環境づくりだけでなく、家庭での読み聞かせの奨励や働きかけも重要

である。そして、「読書は楽しい」「読書は面白い」「もっと読みたい（聞きたい）」等の心情を醸成

し、生活の中における読書の習慣化につなげていくようにしたい。

［参考］

・「千葉県子どもの読書活動推進計画」（第三次）（平成２７年３月）

（５）言語活動について

幼児の言葉は、身近な人とのかかわりを通して次第に獲得されるものである。教師は、幼児が言

葉で伝えたくなるような経験を重ね、その経験したことや考えたことを自分なりに話すこと、また

友達や教師の話を聞くこと等を通じ、言葉を使って表現する意欲や、相手の言葉を聞こうとする態

度を育てることが大切である。また、幼児のものの見方や考え方も、そのように言葉によって伝え

合う中で確かなものになっていく。

幼児は、園生活の中で心動かす体験を通して、様々な思いをもつ。この思いが高まると、幼児は、

その気持ちを思わず口に出したり、親しい相手に気持ちを伝え共有しようとしたりする。このよう

な体験を通じて、自分の気持ちを表現する楽しさを味わうことが大切である。

また、幼児は、自分の話を聞いてもらうことにより、自分も人の話をよく聞こうとする気持ちに

なる。人の話を聞き、自分の経験したことや考えたことを話す中で、相互に伝え合う喜びを味わう

ようになることが大切である。

幼児は、教師や友達と一緒に行動したりやりとりしたりすることを通して、次第に日常生活に必

要な言葉が分かるようになっていく。また、幼児が絵本を見たり、物語を聞いたりして楽しみ、そ

こで想像上の世界や未知の世界に出会い、様々な思いを巡らし、その思い等を教師や友達と共有す

ることが大切である。

このような経験は、言葉に対する感覚を養い、状況に応じた適切な言葉の表現を使うことができ

るようになる上でも重要である。

【参考・引用】「幼稚園教育要領解説」第２章第２節４ 言葉の獲得に関する領域「言葉」

「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」第２章第３節２（４）言葉の獲得に関

する領域「言葉」

（６）言語活動の充実

言語は、知的活動（論理や思考）だけではなく、自分や他者の感情や思いを表現したり、受け止

めたりする等、コミュニケーションや感性・情緒の基盤でもあり、豊かな心を育む上でも、言語に

関する能力を高めていくことが求められている。

小・中・高等学校等の各教科等における言語活動の充実は、現行の学習指導要領において各教科

等を貫く重要な改善の視点である。

幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領では、ねらい及び内容を発達の側面か

ら５領域にまとめ、示している。その領域の一つとして言葉の獲得に関する領域「言葉」があり、
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言葉を交わす喜びを味わえるようにすることや言葉による伝え合いができるようにすること、言葉

に対する感覚が養われるようにすることが重視されている。

（７）体験活動について

幼児が心身ともに調和のとれた発達をするためには、園生活を通して、発達の様々な側面にかか

わる多様な体験を重ねることが必要である。体験は人が周囲の環境とかかわることを通してなされ

るものであることから、幼児がかかわる環境が豊かである必要がある。すなわち、様々な人とのか

かわり、自然とのかかわり、ものとのかかわり、生き物とのかかわり等、様々な環境とかかわるこ

とができるように、環境を構成する必要がある。このような様々な環境とかかわることを通して、

幼児は発達に必要な多様な体験を重ねていく。

多様な体験が大切であるということは、幼児に様々な活動を提供すればよいということではない。

幼児が自分で考え、判断し、納得し、行動することを通して生きる力の基礎を身に付けていくため

には、幼児が心を動かされるような、様々な情動や心情がわいてくる体験活動を充実させることが

重要である。

一つ一つの体験は独立したものではなく、他の体験と関連性をもつことにより、体験が深まり、

その結果、園生活が充実したものとなる。幼児の体験が関連性をもつものになっていくためには、

教師は次のことを念頭に置く必要がある。

・一人一人の幼児の体験を理解しようと努めること

・幼児の体験を教師が共有するように努め、共感すること

・ある体験からどのような興味や関心が幼児の心に生じてきたかを理解すること

・ある体験から幼児が何を学んだのかを理解すること

・入園から修了までの園生活のなかで、ある時期の体験が後の時期のどのような体験とつながり

うるのかを考えること

以上のような事柄に留意することで、幼児の体験がつながりをもち、学びがより豊かになるよう

に援助することができる。

【参考・引用】幼稚園教育要領解説第１章第４節３（２）体験の多様性と関連性

幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説第１章第２節２（３）指導計画作成上の留

意事項

・「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について（答申）」

中央教育審議会（平成１７年１月）

・「これからの時代に求められる国語力について（答申）」文化審議会（平成１６年２月）

● 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

※幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領のねらい及び内容に基づく活動全体を通

して資質・能力が育まれている幼児の園修了時の具体的な姿であり、教員等が指導を行う際に考慮

するものとして、以下の１０の具体的な姿が幼稚園教育要領等に記載されています。

（１）健康な心と体

幼稚園生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ、見通

しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。
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（２）自立心

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分

の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自

信をもって行動するようになる。

（３）協同性

友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工

夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。

（４）道徳性・規範意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、

友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要

性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守った

りするようになる。

（５）社会生活との関わり

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々

な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみを

もつようになる。また、幼稚園内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入

れ、情報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活

動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識

するようになる。

（６）思考力の芽生え

身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、考え

たり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な

考えに触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするな

ど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。

（７）自然との関わり・生命尊重

自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって考え

言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつ

ようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な

動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようにな

る。

（８）数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に

気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。

（９）言葉による伝え合い

先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、

経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝

え合いを楽しむようになる。

（10）豊かな感性と表現

心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き、

感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する

喜びを味わい、意欲をもつようになる。
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□ 道徳性の芽生えの醸成

・集団の生活を通して、幼児が人とのかかわりを深めるようにし、規範意識の芽生えを培う。

・様々な活動を通して、試行錯誤しながら諦めずにやり遂げることの達成感や、見通しをもって

自分の力で行うことの充実感を味わわせ、幼児の自立心を育てる。

・園と家庭との情報交換や、積極的な情報発信・保育公開を行い、家庭や地域と連携を図った指

導体制の工夫に努める。

・道徳性の芽生えをとらえた意図的な環境の構成や教師の働きかけを位置付けた週案や日案の工

夫に努める。

・県で作成した教材「チーバくん、ふるさと・ことばかるた」の活用を図り、豊かな感性を育む

とともに、ふるさと意識を醸成し、基本的な生活習慣を養う。

● 道徳性の芽生えの醸成

基本的な生活習慣の形成を図るとともに、幼児が他の幼児とのかかわりの中で他人の存在に気付き、

相手を尊重する気持ちをもって行動できるようにすることが大切である。人に対する信頼感や思いや

りの気持ちは、葛藤やつまずきを体験し、それらを乗り越えること等から次第に芽生えてくることに

配慮する必要がある。

平成２２年１２月に策定された「千葉県道徳教育の指針」に、就学前の子供たちに対しては、「ふ

れあう『いのち』」をテーマとして、様々な命や人とのふれあいの中で、人への愛情や信頼感を育て、

自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うことが示された。自然や身近な動植物に親しむこと等の

体験的な活動を通して豊かな心情が育つようにすること重要である。

小学校以降の生活や学習の基盤の育成を図りながら、幼稚園・認定こども園から小学校への移行を

円滑にするよう十分な配慮が必要である。

特に、幼児の道徳性の芽生えを培うためには、個に応じた指導の充実と指導と評価の一体化が必要

不可欠である。

３ 道 徳 教 育
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□ 運動に親しむ資質・能力の育成と体力の向上

・進んで運動に親しむ資質・能力の基礎を育てるため、園における生活の全体を通じて、健康に

関する指導を推進し、適切な環境の構成に努める。

・発達の特性や興味・関心に応じて全身を使った様々な遊びを体験することによって、体を動か

す楽しさを味わえるようにする。

● 運動に親しむ資質・能力の育成と体力の向上

（１）幼稚園・認定こども園の教育活動全体を通じた指導の推進

幼稚園・認定こども園の教育活動全体を通じて積極的に行うことにより、その充実を図ることが

大切である。

また、幼児が自由な活動及び個人的・集団的遊び等ができるように計画し、運動の機会や体力づ

くりとして工夫することも大切である。

（２）指導体制の確立

幼稚園・認定こども園における健康に関する指導を効果的に進めるには、計画的・継続的・組織

的に運営・実施し指導することが大切である。そのためには、幼児の発達の特性、体力・運動能力

・運動経験及び健康状態を踏まえるとともに、全職員や家庭・地域との連携を図ったりしながら、

共通理解を深めることが重要である。

ア 計画的・継続的・組織的な指導

地域や幼稚園・認定こども園の実態及び幼児の発達の特性、体力や健康状態等を的確に把握し、

それにふさわしい各園の全体計画（体力向上プラン・年間指導計画）を作成し、計画的・継続的

に指導することが重要である。また、指導を組織的かつ効果的に進める上で、幼児の「体力・健

康」の保持増進に寄与するために、園の実態に応じて組織力を生かした指導体制の工夫改善に努

める必要がある。

イ 指導方法の工夫

体力・運動能力向上への関心を高めるとともに、その取組を一層奨励するために、幼稚園・認

定こども園の実態に応じた指導の工夫が必要である。

ウ 家庭や地域との連携

家庭や親子でも取り組めるような運動遊びを紹介するなど、家庭や地域との連携を図りながら、

園生活はもちろんのこと、日常生活においても、自ら進んで運動を適切に実践する習慣を形成す

る必要がある。

【参考】

・「第１２次千葉県体育・スポーツ推進計画」千葉県教育委員会（平成２９年４月）

４ 健 康・安 全 教 育
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□ 健康で安全な生活をつくり出す力の育成

・心身の発達の段階に応じた健康教育を、園の教育活動全体を通じて推進する。

・家庭との連携を図り、幼児が栄養のバランスのとれた食事や早寝、早起きなど望ましい生活の

リズムを身に付けられるよう援助する。

・遊びを通して危険な場所や物事などが分かり、状況に応じて安全な行動が取れる意識付けを図

る。

・避難訓練などを通して、災害時の行動の仕方を身に付け、教職員の指示に従い落ち着いた行動

が取れるなど、防災に対しての意識付けを図る。

（１）健康教育の充実

幼稚園・認定こども園における健康教育においては、保健、安全及び給食に関する指導を、それ

らの管理と表裏一体として、教育活動全体を通して計画的・組織的に行わなければならない。

（２）健康教育に関する指導

幼稚園・認定こども園における健康教育は、幼児が健康に関する個人の適切な意志決定や行動選

択及び健康的な生活環境づくりの重要性について理解できるようにし、生涯を通じて自らの健康を

適切に管理し、改善していく実践的能力を育成することをねらいとしている。

その重要課題は、次のとおりである。

ア 望ましい生活習慣の確立

今日、生活習慣の乱れによる学力や体力の低下が指摘され、社会の根幹を揺るがしかねない喫

緊の課題となっている。

このため、幼児の望ましい生活習慣を確立する取組を幼稚園・認定こども園における重要課題

として位置付け、家庭・地域と協働して発達の段階を踏まえ、計画的に行うことが大切である。

イ 心の健康づくりの充実

心の健康づくりについては、欲求やストレスに適切に対処するとともに、心身の調和を保つこ

とを目的とし、ライフスキル教育等を通して、自己や他人に対する理解を深めていくことが大切

である。

幼児一人一人の心の健康づくりの指導については、健康相談等を通して、個々の場面及び状況

に即して関係職員、さらには関係諸機関との連携を保ちながら、それぞれの役割を生かして組織

的に対応を図る必要がある。

ウ 生活安全指導の充実

一人一人が安全に行動できるよう、園内及び園外等の日常生活における危険や事故の状況・要

因について理解させ、不審者対応等を想定した訓練を計画的に実施し、自他の安全確保に対する

指導を徹底する必要がある。

エ 交通安全指導の充実

危険を予測した安全な行動が状況に応じてとれるよう、安全な歩行や自転車の利用の仕方、自

動車の特性等を理解させ、家庭・地域等と連携を図りながら、実技を伴う参加・体験型の指導や

心に訴える講話等、発達の段階に応じた指導方法を工夫することが重要である。また、交通法規

の正しい理解と遵守及び交通マナーの向上に努め、将来的に他の人々や地域の安全に貢献する態

度を育成する。

オ 災害安全指導の充実

災害を知り、災害時に適切な行動ができるよう、自助・共助の考え方に基づく防災訓
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練を含む防災教育を実施するとともに、施設・設備の定期的な点検整備と、幼稚園が避難場

所になった場合の運営方策等を含めた防災対策に努める必要がある。

カ 安全指導・安全管理の徹底

各幼稚園・認定こども園の実情に即した独自の危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）

の整備・見直しを行い、安全指導、安全管理の徹底、向上を図る。

【参考】

・「大地震に備えて（三訂版）」 千葉県教育委員会（平成９年３月）

・「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」文部科学省（平成１５年２月）

・「危機等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」（平成２１年２月）

・「千葉県防災教育指導資料『備えあれば憂いなし』」千葉県教育委員会

（平成２０年３月、平成２１年３月）

・「安全教育参考資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」文部科学省（平成２２年３月）

・東日本大震災の記録「東日本大震災を振り返って」千葉県教育委員会（平成２３年１１月）

・「学校における地震防災マニュアル」千葉県教育委員会（平成２４年３月）

・「学校防災のための参考資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」文部科学省（平成２５年３月）

・「震災時における実働計画（実働マニュアル）」千葉県教育委員会（平成２９年９月改訂）

・「学校の危機管理マニュアル作成の手引」文部科学省（平成３０年２月）

・「安全管理の手引（三訂版 一部改訂）」千葉県教育委員会（平成３０年３月）

□ 食に関する指導の充実

・家庭との連携により、望ましい食習慣の形成を図る。

・幼児の食生活の実情に配慮しながら楽しく食べる環境をつくり、食の大切さに気付かせ、進ん

で食べようとする気持ちを育む。

生涯にわたり心身ともに健康な生活を送るためには、学習を通して「望ましい食習慣」を形成する

ことが必要である。そこで、ただ単に食に関する知識を教えるのではなく、問題解決的な学習を通し、

「生涯、自らの健康を管理することができるための基礎となる力」を身に付けることに努める。

（１）重点食習慣

健康を育むために必要な食習慣を「望ましい食習慣」と考え、特に千葉県では、「よくかんで味

わって食べる」、「３食規則正しく食べる」、「栄養のバランスを考えて食べる」、「マナーを守り人と

楽しく食べる」を重点食習慣と位置付けた。

（２）生涯、自らの健康を管理することができるための基礎となる力（身に付けて欲しい心と体）

自らの健康を管理できるよう「食事・食材に対する興味関心」、「食事の重要性と望ましい食習慣

についての確かな知識」、「自分に適した食を主体的に考え、判断し、実践する力」、「自分の食生活

を見直す力」、「健康の大切さを実感する心」、「食を通して培う豊かな心」を身に付けることが重要

である。
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（３）幼稚園における食育の充実

① 食べる喜びや楽しさを味わわせるために、教職員や友達と和やかな雰囲気の中で食べることが

大切である。

② 家庭との情報交換等を通して、幼児の家庭での食習慣を知った上で、一人一人の実情に応じた

適切な援助が大切である。

③ 幼児自ら進んで食べようとする気持ちが育つようにするためには、食べ物への興味や関心を高

める活動も大切である。

【参考】

・「食に関する指導体制の整備について（答申）」中央教育審議会（平成１６年１月）

・「食育基本法」（平成１７年７月）

・「学校保健法等の一部を改正する法律」（平成２０年６月公布）

・「食に関する指導の手引き」（第一次改訂版）文部科学省（平成２２年３月）

・「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」千葉県教育委員会（平成２５年１１月）

・「学校給食における食物アレルギー対応指針」文部科学省（平成２７年３月）

・「第３次食育推進基本計画」農林水産省（平成２８年３月）

・「第３次千葉県食育推進計画」千葉県・千葉県教育委員会（平成２８年１２月）
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□ 人とかかわる基盤の育成

・教職員や友達と共に過ごすことの喜びを味わう中で、他の人々と親しみ、支え合って生活する

力を養う。

・多様な体験活動を展開する中で、幼児が互いにかかわりを深め、楽しさや共通の目的が実現す

る喜びを味わえるよう援助する。

● 人とかかわる基盤の育成

（１）幼児は保護者や周囲の人々に温かく見守られている安心感から、人に対する信頼感を芽生えさ

せる。教師は一人一人の幼児を温かく見守りながら幼児の気持ちや欲求等の内面を深く理解し、適

切な指導を行い、教師や友達と共に過ごすことの喜びを味わわせ、他の人々と親しみ、支え合って

生活する力を養う。

（２）幼児が自ら行動したり周囲に働きかけたりすることにより、試行錯誤しながら自分の力で行う

ことの充実感を味わうことができるよう適切な援助を行うことが大切である。

（３）家庭、地域、関係機関及び他園、保育所、小・中・高等学校、特別支援学校等との交流を積極

的に図り、多様な活動や人とのかかわりの体験を通じ、楽しさや共通の目的が実現する喜びを味わ

えるように援助する。

５ 幼 児 理 解
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□ 確かな幼児理解と組織的対応の充実

・幼児一人一人の発達の特性と課題を把握し、それらに応じた指導を行う。

・支援を必要とする幼児の早期把握と、適切な指導計画に基づく組織的対応に努める。

・園内の子育て相談体制の充実を図り、保護者との連携により、心身の健やかな発達を促す。

・社会全体で幼児を守り育むために、園が家庭・地域・関係機関と積極的に連携・協働し、幼児

を取り巻く課題の解決に努める。

● 確かな幼児理解と組織的対応の充実

（１）幼児期にふさわしい教育を行う際にまず必要なことは、一人一人の幼児に対する理解を深める

ことである。幼児の言葉や行動から、幼児の内面を理解することは、幼児の心を育てることを重視

する幼稚園教育にとって欠くことができない。幼児は、その時々の思いを生活の様々な場面で表現

していることから、一人一人が送っている幼児らしいサインを丁寧に受け止めていくことによって、

幼児の内面に触れることができる。気を付けなければならないことは、幼児は自分の心の動きを言

葉で伝えるとは限らないということである。様々な思いがあっても、それを伝える言葉がまだ十分

でない幼児もいる。また、言葉を知っていても、自分の思いをうまく表現できないこともある。幼

児は、自分の内面を言葉だけでなく、表情や動きといった身体全体で表現している。大切なことは、

教師が身体全体で幼児に触れ、その思いや気持ちを丁寧に感じ取ろうとする姿勢をもつことであり、

教師自身の枠組みに当てはめて、決め付けないことである。

一人一人の心身の発達の状況や置かれた環境等を踏まえて、様々な観点から多面的に幼児の心の

動きを理解し、適切な指導に努めることが重要である。

（２）園の活動や人とのかかわりの中で、困難さを抱えている幼児の早期の把握に努めるとともに、

適切な行動理解と個別の指導計画に基づく組織的支援体制による対応を進める。幼児の姿について

の語り合い、複数の教師によるティーム保育、学級・学年を超えた活動、職員会議や園内研修での

話し合いなど、教師が連携する様々な場面において、教師一人一人が参加関与し、保育のねらいや

問題意識を共有することで幼児理解が深まる。

（３）保護者が気軽に相談できる信頼関係づくりに努めるとともに、すべての教職員が保護者等の相

談に応じることができるよう子育て相談の体制を整え、その充実に努める。

（４）幼児の心理発達等に関する研修を深め、家庭、地域、関係機関及び関係学校と十分に連携・協

働して、幼児を取り巻く様々な課題の解決に努め、幼児の心身の健やかな発達を促す。
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□ 一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の育成

・一人一人の幼児が十分に自己を発揮しながら、他の幼児と多様なかかわりがもてるように援助

する。

・友達とかかわる中で、自己の存在感や友達と共に活動する楽しさが味わえるよう支援し、自他

を大切にする気持ちを育む。

● 一人一人の個性や能力を生かした集団づくりと自他の「生命」を大切にする心の育成

（１）幼児は他の幼児と一緒に楽しく遊んだり活動したりする中で、互いのよさや特性に気付き、友

達関係を形成しながら、次第に人間関係を広げ深める。友達と楽しく遊ぶようになるには、幼児同

士が、目的を共有し、一人では得られないものに集中していく気分を感じたり、その中で工夫し合

ったり、力を合わせて問題を解決したりして、自分も他の幼児も生き生きするような関係性を気付

いていくことが大切になる。教師は、一人一人の幼児が十分に自己発揮しながら、他の幼児と多様

なかかわりがもてるように援助し、幼児が遊ぶ中で、共通の願いや目的が生まれ、工夫したり、協

力したりする楽しさを十分に味わえるようにする。

（２）幼児期は、人とのかかわりの中で多様な感情体験を味わうようになる時期である。幼児は、様

々な心を動かす出来事を友達と共有し、相手の感情にも気付いていくことができるようになる。人

とかかわる力を育む上では、単にうまく付き合うことを目指すだけでなく、幼稚園で安心して自分

のやりたいことに取り組むことにより、友達と過ごす楽しさを味わったり、自分の存在感を感じた

りして、友達と様々な感情の交流をすることが大切である。

（３）一人一人の幼児にいじめや乱暴な行為に対する適切な指導を行うことで、お互いを大切にし合

う集団づくりを進める。

【参考資料】

・「小学校サポート・ネットワーク調査研究事業」報告書 千葉県教育委員会（平成２１年３月）

・「生徒指導提要」 文部科学省（平成２２年３月）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/04/1294538.htm

・幼稚園教育指導資料第３集 幼児理解と評価（平成２２年７月改訂）

・「幼稚園教育要領」（平成２９年３月３１日告示）
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□ すべての教育活動を通じたキャリア教育の一層の推進

・キャリア教育の視点で教育活動をとらえ直し、様々な活動を行う。

・人や物事とかかわることの楽しさや喜びを味わわせる。

（１）キャリア教育の視点を生かした教育活動

キャリア教育は、関連する様々な取組が各幼稚園・認定こども園の教育課程に適切に位置付けら

れ、計画性と系統性をもって展開されてこそ、そのねらいが実現される。そのためには、キャリア

発達という視点から教育課程の在り方を改善していくことが重要である。その際、各領域・分野の

関連する活動を再検討し、それぞれのねらいや内容等を踏まえつつ相互の有機的な関連付けを図り、

幼児のキャリア発達を支援する体系的なものとなるよう構成し、それを円滑に遂行できるようにす

ることが大切である。

（２）「働くこと」への関心・意欲の高揚

キャリア教育においては、働くことのもつ意味や楽しさを幼児が総合的に理解できるようにする

ことが大切である。また、発達の段階に応じて社会の仕組みや自己と社会との関係を理解できるよ

うにすることが必要である。

幼稚園・認定こども園では、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要な時期であることから、

働くことの楽しさを感じることができるような活動を工夫し、十分に体感させることが大切である。

それらの活動を通して、集団生活の中で自発性や人とのかかわりを深め、規範意識の芽生えや人間

関係の基本を培うことで小学校でのキャリア教育につなげる。

６ キ ャ リ ア 教 育
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□ 将来の夢をもつための場の設定

・小学校との交流の機会を設け、これからの学校生活に期待をもたせる。

・家族や身近な人、あこがれの人にかかわる機会を多くし、将来の夢や希望をもたせる。

（１）社会的・職業的自立に向けて基盤となる能力や態度の育成

人生の中で「働くこと」にどれだけの重要性や意味をもたせるかは、最終的に自分で決めること

であるが、その決定の際に中心となる勤労観・職業観も、様々な学習や体験を通じて自らが考えて

いく中で形成・確立されるものである。

このため、学校教育においては、社会に適応したり、置かれている状況を自分で打破したりしな

がら、自分の能力を発揮できるよう、望ましい社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力

や態度の育成が重要であり、これらの育成を通じて価値観、とりわけ望ましい勤労観・職業観を自

ら形成・確立できる子供・若者の育成を目標とすることが必要である。

キャリア教育を進めるには、幼児の発達の段階や発達課題を踏まえるとともに、園の教育計画の

全体を見通す中で、キャリア教育の全体計画やそれを具現化した指導計画を作成する必要がある。

その際、各発達の段階における発達課題の達成との関連から、各時期に身に付けることが求められ

る能力・態度の到達目標を具体的に設定するとともに、個々の活動がどのような能力・態度の形成

を図ろうとするものであるか等について、できるだけ明確にしておくことが大切である。それらの

活動を基に、幼児が将来の夢をもてるような場の設定を工夫していく。

また、一人の人間の成長を考えた場合、幼稚園・認定こども園から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校等の学校間の移行には連続性があり、このような発達段階に応じた体系的なキ

ャリア教育の充実を図るためには、学校種間の円滑な連携・継続を図ることが重要である。すなわ

ち、幼稚園・小学校から見て中学校段階で育成すべき「能力・態度」の理解に対して、中学校から

見たときの幼稚園・認定こども園・小学校段階までで育成された「能力・態度」の理解が、あるい

は、中学校から見て高等学校段階で育成すべき「能力・態度」の理解に対して高等学校から見たと

きの中学校段階までに育成が求められる「能力・態度」の理解が必要となる。このことによって、

各学校段階で育成すべき「能力・態度」が系統的に再構成されて、それぞれの学校段階での発展的

な取組が可能となる。

（２）小学校との円滑な接続のために

幼稚園・認定こども園から小学校段階へ子供の発達は連続しており、幼児期の教育と小学校以降

との教育は円滑に接続されることが望ましい。そのためには、幼児と児童の交流の場を設定すると

ともに小学校の教師との意見交換や合同の研究が必要になってくる。

幼児と児童が交流することによって、幼児は、児童に憧れの気持ちをもったり、小学校生活に期

待を寄せたりすることができる。児童と一緒に生活する体験を通じて、自分の近い将来を見通すこ

ができるようになる。意義のある交流活動にするために、ねらいや方法等を踏まえ、継続的・計画

的に取り組むことが大切である。

（３）将来の夢や希望を抱くことができる生き方の指導の充実

幼児一人一人は、様々な能力・適性をもっており、多くの可能性を秘めている。幼児が家族や身

近な人、あこがれの人をモデルとして、自分なりの現在及び将来の生き方を考え、将来への夢や希

望を抱くことができるようにすることが大切である。
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□ 特別支援教育の推進を支える幼稚園・認定こども園の体制づくり

・特別支援教育コーディネーターの役割についての理解を深め、園内委員会を開催して、関

係機関と連携した総合的な支援体制の整備に努める。

（１）園長の責務

園長は、特別支援教育実施の責任者として、自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めると

ともに、リーダーシップを発揮しつつ体制の整備等を行い、組織として十分に機能するよう教職員

を指導することが重要である。また、特別支援教育に関する園経営が特別な支援を必要とする幼児

の将来に大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、常に認識を新たにして取り組んでいくことが重要

である。

（２）特別支援教育の体制の整備及び必要な取組

各園においては、園長のリーダーシップのもと、全園的な支援体制を確立し、組織的に、発達障

害を含む障害のある幼児への適切な指導及び必要な支援に努めていかなければならない。具体的に

は、以下のような体制の整備及び取組を行う必要がある。

① 障害のある幼児の実態把握や支援方策の検討等を行うため、園内に特別支援教育に関する委員

会を設置すること。

② 各園における特別支援教育推進のため、主に、園内委員会、園内研修の企画・運営、関係諸機

関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口など特別支援教育のコーディネーター的な役割

を担う教員を、特別支援教育コーディネーターに指名し、各園の分掌に明確に位置付けること。

③ 在籍する幼児の実態の把握に努め、特別な支援を必要とする幼児の存在や状態を確かめること。

特別な支援が必要と考えられる幼児については、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護

者と連携して検討を進めること。

④ 指導についての計画や家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画

を、個別に作成すること等により、個々の幼児の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工

夫を計画的、組織的に行うこと。

⑤ 園内で特別支援教育に関する研修を実施したり、教員を園外での研修に参加させたりすること

により専門性の向上に努め、特別支援教育の視点を踏まえた教育活動の充実を図ること。

⑥ 特別支援学校や医療、保健、福祉、労働等の各関係機関、保護者とより一層連携を図り、それ

ぞれの助言・援助を活用し、適切な支援に努めること。

⑦ 幼稚園・認定こども園間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児と障害のない幼児の交

流の機会を設けること。

７ 特 別 支 援 教 育
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□ 幼児一人一人の教育的ニーズに対応した特別支援教育の推進

・障害のある幼児などについて、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成し、活用するこ

とに努める。

・一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じた合理的配慮の提供を適切に行う。

・インクルーシブ教育システムの推進に向け、障害のある幼児と障害のない幼児児童生徒との交

流及び共同学習の機会を積極的に設けるとともに、保護者に対する子育て相談の充実を図る。

・障害のある幼児に対して園内外の資源を有効に活用し、教育・保育内容や方法の工夫・充実を

図る。

（１）一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実

障害のあるすべての幼児の自立や社会参加に向けて、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機

関による支援ネットワークを構築し、乳幼児期から学校卒業後までの生涯にわたる一人一人のライ

フステージに応じて適切な支援を行う。

その際、各園においては園長のリーダーシップのもと、全園的な指導体制を確立するとともに、

該当の幼児の実態把握や支援方策の検討等を園内に設置される特別支援教育に関する園内委員会で

検討し、組織的な対応が図られるようにする。また特別支援教育コーディネーターは園内委員会・

園内研修の企画運営、関係機関との連絡調整、保護者からの相談窓口等の役割を担うようにする。

（２）インクルーシブ教育システム構築に向けた方向性

学校教育は、障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加を目指した取組を含め、共生社会の形成

に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも共生社会の形成に向けたイン

クルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進が必要とされる。

インクルーシブ教育システム構築のためには、障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生

徒が、できる限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり、その場合にはそれぞれの幼児児童生

徒が、授業内容がわかり、学習活動に参加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過

ごしつつ、生きる力を身につけていけるかどうかが最も基本的な視点である。

そのための環境整備として、個別の教育的ニーズのある幼児に対して、自立と社会参加を見据え

て、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備す

ることが重要である。このため、保育園・幼稚園・幼保連携型認定こども園、小・中学校における

通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある「多様な学びの

場」を用意していくことが必要である。

（３）個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用

障害のある幼児などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健等の業務を行う関係機関との

連携を図り、長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成し活用
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することに努めるとともに、個々の幼児の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用する

ことに努めるものとする。

＊個別の教育支援計画・・・家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のために

個別に作成した計画（本人・保護者と合意形成に至った合理的配慮

について記載することが望ましい）

＊個別の指導計画・・・・・障害のある幼児の指導に対して個別に作成した計画

（４）障害者差別解消法の施行と合理的配慮

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が平成２５年６月に

公布、平成２８年４月に施行された。この法においては、「障害を理由とする不当な差別的取扱い」

について、行政機関（公立学校を含む地方公共団体）を含むすべての事業所で禁止となり、「合理

的配慮の提供」については、行政機関（公立学校を含む地方公共団体）では義務化されることとな

った。行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要

としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、

社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

本人及び保護者からの要望を受け、児童生徒等の実態把握を行い、均衡を失した又は過度の負担

かどうかの検討（代替え案の検討も含む）をした内容を踏まえ、本人・保護者と可能な限り合意形

成を図った上で決定し、合理的配慮を提供することが望ましい。その場合、合意形成された合理的

配慮の内容を個別の教育支援計画に明記するとともに、個別の教育支援計画、個別の指導計画を作

成・活用して適切に提供していくことが求められる。

（５）早期の教育相談・支援

子供一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障するためには、乳幼児期を含め早期からの教育

相談や就学相談を行うことにより、本人・保護者に十分な情報を提供するとともに、園等において、

保護者を含め関係者が教育的ニーズと必要な支援について共通理解を深めることにより、保護者の

障害受容につなげていくことが重要である。また、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、

教育的ニーズと必要な支援について合意形成を図っていくことが重要である。

そして、特別支援教育コーディネーターを中心とする教育相談体制の充実を図るとともに、特別

支援学校等の助言又は援助を有効に活用し、継続的な教育相談を実施する。また、地域の関係機関

との連携を強化し、地域における早期の教育相談支援ネットワークの構築を図る。

（６）幼稚園・認定こども園における特別支援教育の整備と充実

各園においては、障害のある幼児への適切な教育的支援を行うため、園内体制の整備・充実を図

る。

① 特別支援教育コーディネーターの機能の充実と園内委員会の活性化

② 特別支援教育支援員等による支援の充実
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（７）障害のある幼児との活動を共にする機会の設定

障害のある幼児と障害のない幼児児童生徒との活動を共にする機会を設けることで、交流を推進

する中で、障害のある幼児とその教育に対する正しい理解と認識を深められるようにする。

各園では双方の教育的ニーズに対応した内容・方法を検討し、特別支援学校との連携を図り、組

織的・計画的・継続的に実施する。

【参考】

・「特別支援教育の推進について（通知）」 文部科学省（平成１９年４月）

・「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」

文部科学省（平成２４年７月）

・「教育支援資料」 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（平成２５年１０月）

・「幼稚園教育要領」（平成２９年３月３１日告示）

・「特別支援学校幼稚部教育要領」（平成２９年４月２８日告示）

・「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」 千葉県教育委員会（平成２９年１０月）
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