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資料１ 実態の把握 

質向上の体制整備のためには、幼児教育を取り巻く複雑な課題や実態について正しく理解することが

必要である。ここでは、福井県における幼児教育の課題を整理する。 

 

（１）５歳児就園状況 

福井県では、女性の就業率、共働き率が非常に高い社会背景を持つ。 

保育所への入所率が高くなっており、小学校一年生に対する保育所の修了児の割合は、およそ七

割、幼稚園の修了児の割合が三割程度の状況であった。 

27年度は、認定こども園への移行が進み、幼稚園への就園率が２割を割るようになっている。 

全国のデータでは、幼稚園率が80％を超える自治体もあり、全国平均では幼稚園比率が54.2％と

なっている。 

このことからも、幼稚園率の低い状況が、福井県の大きな特徴と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置者、幼稚園・保育所・認定こども園別のデータで比較すると、私立保育所への就園児が最も

多くなっている。 

 

（２）年齢別入所率 

３歳以前に保育所・認定こども園に入所する子供の割合が、非常に高いことも、福井県の特徴で 

ある。 

１歳児の半数以上が、保育所・認定こども園に入所しており、２歳児はさらに入所が増え、７割

近い割合となる。 

幼稚園・保育所・認定こども園の別なく、連続性のある教育・保育が必要となっている。 

 

        

入所年齢 保育所・認定こども園入所率 

０歳児 12.0％ 

１歳児 54.2％ 

２歳児 69.4％ 

３歳児 82.0％ 

 

 

表１ 福井県における 5歳児就園状況 （27年度学校基本調査等） 

表２ 福井県における保育所・認定こども園入所率 （27年度現況調書総括表） 
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（３）園数状況 

26年度から27年度にかけて、公立幼稚園の休園、私立保育所等の認定こども園への移行が進んで

いる。28年度以降は、認定こども園への移行がますます進む予定である。認定こども園に移行する

動きは、私立保育所・私立幼稚園の方が活発で、公立園よりも先行している。 

 

          表３ 26年度 園数状況             表４ 27年度 園数状況 

  

 

（４）県・市町の所管同士の連携 

従来の保育行政・教育行政の枠組みでは、公私立保育所・公立幼稚園・私立幼稚園の所管が、県・ 

市町共に分かれており、連携がスムーズに行われにくい状況にあった。 

例えば、県主催の幼児教育研修会を実施する際、県の中だけでも所管の異なる担当部署を経由・依

頼する必要があり、市町においても同様に保育所・幼稚園・小学校それぞれの担当課に連絡・説明・

依頼・調整を必要とした。研修のねらいや内容を伝える等、情報もスムーズに伝わらない中、園によ

る別なく一体的な研修を行うことには困難さがあった。 

県の教育委員会が、幼児教育全体の質向上に関与するためには、市町の教育委員会だけではなく、

保育所担当課との新たな関係構築が必要となる。 

 

 

認定こども園への移行が進み、市町によっては、担当課を一本化する動きもある。多くの市町は、

保育所・認定こども園の所管を、従来の保育所担当課に置くようになっている。予算や認定に関わる

業務が一本化されても、幼稚園・保育所・認定こども園全ての園種に対する質向上については、「ど

こがリーダーシップをとるのか」が明確になっていなかった。 

しかし、多くの保育所が幼保連携型認定こども園に移行する見通しのある中、法定研修である新規

採用教員研修の必要性等、研修の体制整備は急を要するものとなった。公立幼稚園を所管し、研修を

推進してきた教育委員会の専門性を考慮し、小学校以降の教育に接続する見通しを持って、教育委員

会が幼児教育全体の質向上に関与する必要が出てきている。 

図５ 従来の県・市町間の連携 
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（５）推進担当者の配置 

福井県に幼児教育専任の指導主事が配置されたのは、25年度からである。多くの都道府県では、小・ 

中学校を担当する指導主事が、公立幼稚園の業務を兼務するように人員が配置されている。市町内の

状況も同様で、25年度時点で幼稚園指導主事が配置されている市町は、17市町中２市のみであった。

公立幼稚園を中心に、小・中学校の指導主事が園を訪問する市町もあったが、保育所担当課との連携

による巡回指導の仕組みはなかった。 

子ども・子育て支援新制度の実施により、認定こども園の所管が保育所担当課に一本化する動きが

ある中、教育委員会の関与が弱まり、幼児教育の指導主事配置はさらに難しい状況となっている。 

市町ごとに、幼児教育の歴史・背景・状況が異なるため、質向上の体制整備は様々である。担当課

内に嘱託職員の配置を行う等の対策を行う市町もあるが、人員の配置や対策には市町によって格差が

ある。全ての市町に、担当課と連携し質向上の推進をリードする人材が必要となっている。 

 

（６）研修体制の整備 

小・中・高校教諭への研修体制と比べ、幼児教育の研修体制は、整備が進んでいない。 

幼保連携型認定こども園は法的に「学校教育」となり、保育教諭の新規採用教員研修等、新たな研 

修への対応が必要となっている。保育所が幼保連携型認定こども園に移行した場合、園全体の職員が、

新規採用教員研修の対象となる場合もあり、受講者数は大幅に増加することが見込まれる。公立では

悉皆、私立も努力義務という条件であるが、実際には私立園においても、認定こども園に移行する不

安を感じて、「研修を受けたい」というニーズが非常に高まっている。幼児教育の専門性の向上に対

応する研修体制を整えることが急務となっている。 

 

（７）職員の年齢構成の特性 

保育士・幼稚園教諭の年齢構成の特性は、小学校以降と異なる。 

公立園の多くは、園数が減少し、園児数の減少により新たな職員が採用されない状況も生まれてお

り、現状では、三十代、四十代の職員が少ない市町が多い。 

私立園の多くは、二十代前半の職員がピークとなっており、二十代後半の職員が園内のリーダーと

して保育を先導する役割を果たさなければならないケースも見られる。 

また、次のような困難さが挙げられる。 

・常勤の職員が少なく、非常勤の職員が時間を区切って交代で勤務する状況にある。 

・園児を預かる時間も長くなり、研修時間の確保が難しい。 

・時間的な制約等を抱え、一部の職員が研修したことを園の中に普及する時間・方法の確保が難し

い。 

小学校以降の教員に対して指導員制度があるように、園の職員についても、現場に即して新規採用

等の職員を育成する人材の育成が必要となっている。 

幼児教育は、遊びを通して、子供や状況に即して支援することが求められるため、経験知も研修同

様大切となるが、これらの年齢構成により、経験知が園内に浸透しにくい状況が生まれている。 

園内の中核となる職員が、研修推進の担い手となり、実践と園内研修をリードする体制が必要であ

る。 



- 41 - 

 

資料２ 研修システムの基盤作り 

ここでは、研修システムの基盤作りのために、どのような取組の経緯が必要かについて整理する。 

小学校以降の学校教育システムでは、同じ教育委員会同士のつながりを軸に普及・推進が行われるが、

前述のような幼児教育の背景や実態があるため、幼児教育システムが機能するためには、システムの「基

盤」を作ることが重要である。 

時間や労力だけでなく、様々な人とのつながりや信頼関係を構築することが大切である。そこには「丁

寧さ」と「根気強さ」を大切にする取組が必要となる。 

 

（１）研修体制の基盤の構築 

 福井県は、平成 24年度（11月）に幼児教育支援センターを立ち上げている。 

平成 27年度に新しい研修システム（市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修）を立ち上げるま

でに、25年度、26年度の 2年間に渡り、現場に出かけ、市町や幼児教育関係諸団体との話し合い、意見

聴取等を積み重ねた経緯がある。 

 

 25年度には、保幼小接続の基盤をつくるた

めに、園・小学校の合同研修を始めると同時

に、幼児教育関係団体との会議、市町担当課

合同会議等を行った。 

幼児教育支援センターでは「何ができるの

か」を広く紹介し、周知を図る働きかけを行

うとともに、保育所担当課と幼稚園担当課の

合同会議等を実施した。 

センターと市町、関係団体等との連携を推

進しようとしていた時期である。 

 

 26年度 7月には、保幼小接続カリキュラム

（試行版）を策定した。 

接続の核「学びに向かう力の育成」を提示

し、県全体のねらいと方向性を明確化した。   

これにより、合同研修の柱ができ、県内の

いずれの市町でも、就学前教育の基本的な考

え方を共有できるようになった。センターの

役割が、「幼児教育の質向上と保幼小接続」

へと、より焦点化される時期となった。 

【25年度】保幼小接続の土台づくりと合同会議の開催

県幼児教育支援センター

県と市町保育担当課・市町幼稚園担当課
合同会議（所轄間連携と課題の共有）

県と関係団体の合同会議
（相互理解と課題の共有）

保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の
合同研修（基礎基本と身近な課題解決）

保育所・幼稚園・認定こども園
小学校

民間保育園連盟 保育士会
私立幼稚園協会

国公立幼稚園研究会

市町保育担当課 市町教育委員会

 

【26年度】保幼小接続カリキュラムの策定と合同研修の促進

県幼児教育支援センター

県と市町（市町所轄間の連携）の
合同研修

県と市町ボトムアップ拠点との合同研修

保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の
合同研修

保育所・幼稚園・認定こども園

ボトムアップ拠点となる組織

市町保育担当課・市町教育委員会

 

図６ 保幼小接続の基盤作り 

図７ 保幼小接続カリキュラム策定と合同研修の促進

の作成保幼小接続の土台作り 
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 26年度７月にカリキュラム（試行版）を策定すると同時に、

全ての市町に呼び掛け、「保幼小接続講座（キックオフセミナ

ー）」を開催した。 

この講座は、それぞれの市町が設定した会場・日時にて、県

と市町の合同開催で行った講座である。幼稚園・保育所・認定

こども園、公私立園を問わず、市町ごとに、全ての園が集まり、

全ての小学校が参加して、小学校区ごとの顔合わせを実現する

こととなった。 

 

保幼小連携は、交流活動が盛んに行われた地域もあり、それらは、公立の併設園と小学校等、交流し

やすい環境を活かした取組であった。しかし、一方では、小学校と園が一度も顔を合わせたことのない

小学校区がある等、市町ごと・地域ごとに多様な状況であった。また、公立園とは交流・連携があるが、

私立園との関わりが薄いという状況も見られた。 

キックオフセミナーは、全ての園・小学校が「連携推進カリキュラム」を作成するという目的を持っ

て話し合いが持たれた。この取組により、以下の流れができていったと考えられる。 

○ 幼児教育支援センターの幼児教育研修・保幼小接続研修の受講者数が大幅に増加した。 

○ 県と市町の連携、市町の所轄間の連携が進んだ。 

○ 全ての幼稚園・保育所・認定こども園、小学校の話し合いが実現した。 

○ 園が「学びの芽生え」を自覚し、積極的に意見交換に参加するようになった。 

 

（２）保幼小接続カリキュラム（確定版）の配布 

平成 27年３月、福井県内の全ての園・小学校に『学び

をつなぐ 希望のバトン カリキュラム』（以下、カリキュ

ラムと表記する）を配布した。カリキュラムの試行版に、

実践事例や写真を加え、確定版として冊子にまとめたもの

である。 

Ａ４版で製本したカリキュラムは、福井県内の全ての園

（公立・私立・国立、保育所・幼稚園・認定こども園の別

なく、全園対象）に３冊ずつ、全ての小学校に２冊ずつ配

布し、各市町の保育所担当課・教育委員会、県内の教員養

成大学、教育機関等に配布を行った。 

カリキュラムの考え方や内容については、同時期に、市

町教育長会議、県教育委員会、福井の教育力向上会議、指

導主事連絡会、市町担当課会議等にて説明会も実施した。 

 

 

 

【保幼小接続講座 小学校区ごとの協議】 

 

福井県保幼小接続カリキュラム 
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（３）保幼小接続カリキュラムの考え方の周知 

平成 26年 7月にカリキュラム試行版を策定して以来、カリキュラムの考え方や内容について、説明会、

研修会、研究会等を開催した。主な経過は、以下のとおりである。 

時期 取組 主な内容 

平成 24年 12月～ ○保幼小接続モデル校区を指定 

  福井市麻生津小学校区 

敦賀市敦賀南小学校区 

大野市有終南小学校区 

鯖江市豊小学校区 

坂井市高椋小学校区 

 

 

 

・26年度までの３年間の指定 

・小学校区にある園との交流活動 

・連携会議や保育体験 

・保幼小接続講座での実践発表 

（25年夏） 

・実践公開（26年秋） 

平成 26年 5月～7月 ○保幼小接続カリキュラム（試行版）を作

成 

・モデル校の実践事例や実践資 

料をもとに、センターが試行版

作成 

・無藤教授、松木教授、岸野准 

教授による指導助言 

平成 26年 7月 30日 ○保幼小接続カリキュラム（試行版）策定 

 5歳児の遊びの中の学びと小学校 1年生

の学びをつなぐ 

 

・幼児教育力向上会議による策 

 定 

  関係団体・校長会・市町・ 

  県関係部局 等の代表 

平成 26年 8月～ 

27年 2月 

○保幼小接続キックオフセミナー 

保幼小接続カリキュラム（試行版）理解

推進のための講座・研修会開催 

 

 

 

 

○新研修システムの企画・立案・準備等 

 大学との連携 

○市町担当課会議の開催 

・県内全 17市町で開催 

・市町の指定した日付と会場に 

 てセンター講演。同時に小学 

 校区ごとにグループ協議 

・全ての園、小学校から参加約

3,000名の保育士、幼稚園教諭、

小学校教諭が参加 

・教職大学院へ協力を依頼 

・教育政策と意見聴取内容を絡め

ながらシステムをデザイン 

平成 27年 3月 24日 

 

 

 

 

 

○学びをつなぐ希望のバトンプロジェク

ト会議（園・小学校にも広く公開） 

  無藤隆教授による講演 

カリキュラム策定 

新たな幼児教育研修システムの説明 

  

※ 平成 26 年 3 月 文部科学省    

  育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容 と評価の在り方に関する検討会 
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3月末      

 

 

 

 

○県教育委員会 

○市町教育長会議 

○福井の教育力向上会議 

・無藤教授、松木教授、岸野准教

授、市町教育長代表、関係団体

会長、小学校長会会長等による

会議と、一般参加者 130名 

・教育委員５名 

・市町教育長 17名 

・有識者、教育委員会関係者 30名 

平成 27年 4月～ 福井型幼児教育研修システムの立ち上げ 

 

 

平成 27年 12月 25日 幼児教育フォーラム開催 

  園内リーダー、市町アドバイザー研修の 

報告会を兼ね、県内外に発信 

 

 

（４）保幼小接続カリキュラムの概要―「学びに向かう力」を核として「連携」から「接続」へ深化 

 カリキュラムは、全体カリキュラム・内容カリキュラム・連携推進カリキュラムの三部で構成する。 

 全体カリキュラムでは、「学びに向かう力」の考え方を表し、生涯の学びの根幹として継続して育て

続けるものとして、「協同性」・「学びの芽生え」・「道徳性」の三つの柱を掲げている。友達との協

同、新しい学力観に基づく学力向上、規範意識や思いやりの育ち等、小学校以降の様々な課題を視野に

入れ、幼児期にふさわしい教育とは何かを問い掛け、幼児期にふさわしい教育の在り方を共有するねら

いを持つ。 

 内容カリキュラムでは、遊びを通して５歳児までに経験させたい内容を「言葉・数・自然・約束」の

４カテゴリーで表している。領域全てを網羅しているものでなく、小学校との学びの連続性を示そうと

するものである。「夢中になって遊ぶ中で気付きが生まれるもの」「子供自身が遊びを発展させる中で

感じることができるもの」「文字・数・自然等の気付きを生み出し、小学校につながる学習の芽生えの

要素が含まれるもの」「多様な遊びを促す活動」（小学校の学習の前倒しでないもの）という考え方を

示した上で、カテゴリーごとに基本となる経験を１０項目ずつ例示している。例えば、読み聞かせをし

て、子供が絵本を手に取ることができる環境を作ること、チームに分かれて遊ぶ中で、ルールを自分た

ちで作り出し、規範意識の芽生えを育むこと等、内容が具体的に盛り込まれている。 

 連携推進カリキュラムは、全ての小学校区で連携・接続が動き出すための仕掛けとなるものである。

園と小学校の関わりが、地域や校区の実態に合わせて、連携から接続に深化することをねらっている。

小学校区ごとに、育てたい子供の姿を共有すること、それぞれの教育・保育内容を理解し合うこと、互

恵性のある取組として活動を充実させること等、子供の育ちを見通し、職員同士がお互いに学び合う体

制を整える。 

次期幼稚園教育要領、小学校学習指導要領等で重視される「接続」への見通しを持って、カリキュラ

ム全体で、育成すべき資質・能力及び「学びに向かう力」の育成を柱とし、実践を深めることを目指し

ている。 

※ 平成 27年 8月 文部科学省  中央教育審議会 企画特別部会 論点整理  
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資料３ 研修システムの立ち上げ   

  

市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー

研修は、27年度初めて立ち上げた研修シス

テムである。 

 幼児教育の質向上を担い、各市町や園にお

いて、子供のための実践が充実する体制を整

備することを目指している。 

 

（１） 研修の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市町幼児教育アドバイザーは、市町ごとに推薦者の立場が異なる。元園長、現役園長、関係団体     

推薦園長等、人材事情や公私立のバランス等、市町内で調整・判断をしている。 

  園内リーダーについては、市町を通して募集し、関係団体の園長会等の機会をとらえて説明会も実

施している。園長推薦のもと、受講希望者を募っている。 

 

（２）園内リーダー受講状況   

  受講割合を見ると、幼稚園・

保育所共に４割程度、設置者・

園種別のクロスデータでは、私

立認定こども園が、最も受講率

が高く、全体の 6割が受講して

いる。 

 
図９ 平成 27年度 園内リーダー受講状況 

県幼児教育支援センター

園内リーダーの育成と
園内研修の活性化

保育所・幼稚園・認定こども園

ボトムアップ拠点となる組織

市町保育担当課・市町教育委員会

市町幼児教育
アドバイザーの

育成

市町・ボトムアップ
拠点による

研究・研修の推進

福井大学
教職大学院

特別支援教育
センター

教育研究所

連携・協働

仁愛大学  
図８ 福井型幼児教育研修システムの立ち上げ 

表５ 市町幼児教育アドバイザーと園内リーダー研修の比較 
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（３）研修の一日の流れ 

 園内リーダー研修と市町幼児教育アドバイザー研修は同日

に開催しており、それぞれにねらいを持って、研修の組み立て

を行っている。 

研修の組み立てや、時間的な分量等については、講座内容や

協議の深まりと関連させ、毎回の研修で調整を図っている。 

 

 研修前半は、全体研修（園内リーダー研修と市町アドバイザー研修）、研修後半は、市町幼児教育 

アドバイザー研修となっており、流れは次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 流れをつくる「幼児教育ミニ講座」 

「幼児教育ミニ講座」は、受講者の情意や課題意識につながる様々な情報を集め、提供する時間であ 

る。 

提供する情報等の内容例は以下のとおりである。 

○国の動きに関する情報 

（文部科学省幼稚園担当者会議・有識者講演内容の紹介、幼児教育研究センターの立ち上げ等） 

○報道や文献記事の紹介 

○実践の好事例の紹介 

○幼保連携型認定こども園の新規採用教員研修の説明 

○園訪問や研修の事例からの問題提起 

 

 

【全体研修 テーマ講演】 

表６ 全体研修（園内リーダー・市町幼児教育アドバイザー研修）と市町幼児教育アドバイザー研修 



- 47 - 

 

② 専門性を高める「テーマ講演」 

教職大学院の先生方とは、事前に連絡を取り、打ち合わせを実施し、研修の時期に合うテーマにつ

いてミニ講演会を実施した。 

テーマの例として、次のようなものが挙げられる。 

○事例を書くことの意味 

○考察の書き方 

○アクティブ・ラーニング 

育成すべき資質・能力、学びに向かう力を育むために、研修テーマ「遊びの中の学び」に絡めて内

容を組み立てている。 

 

③ 語り合いを育む「グループ協議」 

グループは１年間固定とし、市町幼児教育アドバイザ

ーが１名ずつファシリテーターとして加わる。園内リー

ダーは、市町・公私立・園種が入り交じるようにグルー

プ編成し、数名程度で協議ができるようにした。 

 

 

○保育実践：各園の保育で見つけた「遊びの中の学び」を事例として書き表す 

 

○園内研修：各園で、実践事例について話し合う 

 

○園外研修：園内リーダー研修で、事例を持ち寄って話し合う 

 

保育実践、園内研修、園外研修のそれぞれの層で、学び合うことが大切である。実践を振り返って

協議しながら、環境構成等の園の「違い」に刺激を受けたり、共感しながら「大切なこと」を再確認

したり、自園の課題を自覚していったりすることで、実践化への意欲が生まれ、「遊びの中の学び」

の視点を意識して、子供にかかわる実践が行われ、日々の保育の充実につながっていく。 

 

④ 意欲をつなぐ「次回研修の見通し」 

 園内研修のまとめの時間は、１年間の見通し等を示し、園内リーダーが計画的に研修に参加できる

ようにしている。また、グループ協議の疑問に答えたり、実践の方向性を示したりしてまとめる。 

 

  

 
【全体研修 グループ協議】 
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⑤ 課題意識を共有する「課題の提案」 

 市町幼児教育アドバイザーは、市内全域の公私立・園種を超えた視野と見通しを必要とする。「広

い視野・長い見通し」を持った専門性を育むことを目指して、市町幼児教育アドバイザーだけの研修

を行う。内容例は以下のとおりである。 

○学びに向かう力の育成に向けて、関連性のある内容の講義。 

「日本全体の少子化」「知識基盤社会」「育成すべき資質・能力」等をキーワードと内容が中

心である。 

○園訪問、幼稚園・幼保連携型認定こども園新規採用教員研修、保幼小接続講座、各種依頼講座等

で得た情報・好事例の紹介 

○問題提起 

    日常の保育で「質の向上」を意識するとはどういうことか等、保育者の言動について、問題提

起を行う。 

 

⑥  見方を広げ・深める「意見交換」 

   研修自体を、市町の担当課会議と合同にして実施したり、違う市町のアドバイザー同士で意見交

換をしたりする。大学教員やセンター職員もグループに入り、見方やとらえ方を広げたり深めたり

していく。意見交換の内容例は以下のとおりである。 

○園内リーダーの事例研究をどのように支えるか 

○自市町の質向上をどのようにデザインするか 

○各市町の幼児教育アドバイザー同士、または近隣のアドバイザー同士の情報交換 

 

⑦  情意に働きかける「まとめ」 

まとめでは、グループ協議で出された疑問や、園訪問でのセンターの気づきも伝えながら、今日の

研修の意味を確認する。 

研修で協議されたことを踏まえ、疑問や話題への回答を入れる。センターが市町での研修や・事例

検討会等への応援や相談等に応じる姿勢があることも伝え、市町内で、訪問研修、事例検討会等の新

たな動きが生まれるようにつないでいく。 
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（４）実践研修－研究集会の活用 

市町幼児教育アドバイザーの研修では、講義や話し合いだけでなく、演習形式の内容も取り入れて

いる。養成大学附属幼稚園の研究集会を活用して、公開保育参加と分科会のグループ協議参加も研修

に組み込んでいる。 

分科会のグループ協議では、市町幼児教育アドバイザーがフ

ァシリテーターとなり、様々な園から参加する実践者に傾聴し、

今日の子供の姿と照らして、保育について語り合う。 

研究集会が終了した後に、さらに 1時間の研修時間を持ち、

研究会における市町幼児教育アドバイザーの役割等について、

まとめを行う。 

 

（５）園訪問 

園訪問は、園内リーダー研修を受講している園全てを対象

とし、研修の中に組み込んで実施している。 

市町の園状況は、様々である。公立が 1園のみで他園が全

て私立園であるところや、逆に公立園の中に少ない私立園が

存在するところ、園種・設置者が複雑で園数も多いところ等

がある。幼稚園と保育所の人事交流が行われ、保育の参観を

実施しているところもあれば、全く交流のないところもある。 

これらの違いを理解した上で、質向上を視点として園を訪問することは、市町の質向上方策の全体

像をデザインし、園種・設置者の枠を超えることにつながる。 

園訪問には、センター職員も同行し、園内リーダーが所属する全ての園を訪問した。配慮・工夫が

必要なポイントは以下のとおりである。 

○市町幼児教育アドバイザーとセンターが、移動の車中や訪問後に話し合い、園訪問の経験につい

て意味を確認する。 

○園長との懇談を入れる。 

○園内リーダーとの懇談は、保育中でない場合に限り、実施する。 

（担任の有無によって、訪問時のかかわりが異なる） 

○保育や環境を見て、園の特徴やよさを言葉にする。 

アドバイザーは、多様な園の在り方を実感し、それぞれの「良さ」から市町の幼児教育力の向上へ

とつなげるにはどうしたらよいか、考えていく。 

園長や園との距離を縮め、それぞれの園の持つ頑張りや覚悟に触れ、多様な園の状況から、自市町

の研修・講座や取組を組み立る姿勢や見方が養われていく取組である。 

 

 

 

【実践研修 グループ協議】 

【実践研修 グループ協議】 
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資料４ 研修システムからの発展 

 

（１）公開保育の広がり 

  質向上のために、公開保育を実施しようとする動きが  

出てきている。 

例えば、Ａ市は、27年度全ての園が一度に幼保連携型

認定こども園となった。センターとの連携により、合同

の新採用教員研修を実施するだけでなく、保幼小接続講

座の連携開催等、意欲を持って質の向上に向けた取組を

行っており、毎月１園ずつ公開保育を実施している。 

公開保育には、各園から 1名ずつ、市町幼児教育アドバイザー、県幼児教育アドバイザーやセンタ

ー職員が参加する。市の教育長や担当課長、指導主事、校区の校長等との連携も密に行っている。 

他の市町でも、次年度より、市町内全ての園で公開保育を実施することを決めた地域があり、公開

保育を通して質向上を図る取組が広がっている。 

 

（２）市町での合同研修の広がり 

  市町幼児教育アドバイザーが、自市町外の取組の情報

も得ながら、「合同研修」を開催がある。新しく組み立

てて実施する講座もあれば、既に計画していた講座の研

修テーマを「学びに向かう力」「遊びの中の学び」等に

設定し、センターが依頼を受ける場合もある。 

例えば、合同研修には次のような講座がある。 

・四町の合同研修会（四つの町の公私立保育所合同） 

・年齢別研修会（5歳児の担任や主任等、公私立保育 

所合同。幼稚園も希望者参加） 

・園長会合同研修会（隣の町からも希望者参加） 

 

（３）市町教育委員会・保育担当課の活躍 

  公開保育・研究会・事例検討会等において、市町の教

育長、担当課長、指導主事等、各市町の教育委員会や保

育担当課が関与する取組が広がりを見せている。 

センターも立ち会いながら、感謝を伝えるとともに、

園の質向上に及ぼす意味を伝えていく。 

  担当課の管理職や指導的な立場の方々が、幼児教育の

空間に足を踏み入れて、参加する姿勢を示すことは、園

の情意（意欲と意志）を支えることにも大変有効であり、 

保幼小の連携・接続を進める上でもモデルとなる大切な 

取組となっている。 

 

 

 

 

【県アドバイザーと市町アドバイザーの意見交換】 

【園長会合同研修会】 

【５歳児 年齢別研修会】 

【担当課長参加 事例研究会】 
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資料５ 幼児教育フォーラムの開催（研修報告会） 

 「市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修」の最終研修会は、アドバイザー・園内リーダーの

研修報告を行い、幼児教育フォーラムとして広く公開した。自治体の幼児教育の質向上にかかる体制整

備として、県外の幼児教育関係者にアンケートを実施した。 

 

（１）フォーラムの概要 

【テーマ】  「保幼小の学びのつながり」と「育成すべき資質・能力」  

－“学びに向かう力”を核として幼児期と小学校をつなぐ－ 

【日 時】  平成２７年１２月２５日（金）１０：００～１６：３０  

【場 所】   福井県立大学 交流センター 

【参加者】  ６５０名（３６都道府県から自治体・園・小学校・大学関係者参加含む） 

【内 容】  ○『学びをつなぐ希望のバトンカリキュラム』及び研修システムの説明 

○福井県内全１７市町によるポスターセッション 

市町幼児教育アドバイザーを中心として、自市町の実践をポスターにまとめ、県内

外のフォーラム参加者に報告した。 

○シンポジウムＡゾーン「幼児教育の質の向上」と「県・市町・大学の連携」   

Ｂゾーン「保幼小接続」と「育成すべき資質能力」 

園内リーダーは、「保幼小接続」をテーマにしたシンポジウムの中で、自園の実践

を報告した。遊びの中の学びを見取り、子供の姿の意味や価値、小学校との接続につ

いて、県内外のフォーラム参加者と語り合った。 

 

（２）県外関係者へのアンケート結果 

 フォーラムの機会を活用し、「幼児教育の質向上のために必要だと感じたことは何か」という質問のア

ンケートを実施し、幼児教育質向上の研修システムについて、意見交換を行った。 

県外の参加者（200

名のうち 72名回答）か

ら、以下の回答を得た。 

 回答者は、「都道府

県・政令指定都市」「市

町村」「園管理職」「職

員」「小学校管理職」「小

学校職員」「大学」とな

っている。 

 

 

 

  

図 10 フォーラムでの県外関係者へのアンケート 
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 県外の関係者の多くは、リーダーシップの必要性を感じ、「垣根を超える研修体制」「自治体のビジョ

ン」が必要だと回答している。また、アドバイザーについては、「市町村幼児教育アドバイザー」の設置

に必要性を感じていることが分かる。 

 

また、自由記述では、本研修システムへの高い関心が感じられる。県外の参加者が「これから推進体

制を構築していくにはどうしたらよいか」という課題意識を持ち、情報の提供を求めていることが分か

る。 

以下に、回答者の立場別に、自由記述の例を示す。 

 

○都道府県（自治体担当者） 

質問項目の選択肢、どれも重要な要素で、優先順位を決めて取り組んでいかなければいけないものと考

える。まず自治体として幼児教育にどう取り組んでいくのか、ビジョンをしっかりと持ち、関係各課の

意思疎通を図りながら、リーダーシップを発揮したい。 

○市町村（自治体担当者） 

イベント的なもの、幼保小連絡会、協力保育など、連携に向けての取組はいくつもしている。教員が意

義ある遊びの中での学びを行っていることをまず知ることが必要だと思っていたが、今日参加すること

で明確になった。 

○園長 

福井県の先駆的かつ柔軟な取組がすばらしいと思った。特に、自治体の体制づくりや、0-18 歳のカリキ

ュラムの作成等、教育行政としての本来の姿を求めようとする姿勢がすばらしい。 

○園長 

全県、全市町を挙げて、一致して取り組んでいるのは素晴らしいし、敬意を表する。日本の教育（幼児

教育はその原点）の先進県として今後も牽引的な役割を果たしていただきたい。 

○園職員 

県下で保・幼・認・小が同じ方向を向いて取り組まれていることに驚いた。市だけでも私立と公立の大

きな垣根があり、同じ実践をするのは困難と考える。また、保・幼・認が小学校とのつながりを求めて

も、小にその意向がなければできない。互いを知り、一緒に子供の育ちをどうしていくか考える必要が

あると思う。 

○園職員 

県が中心となって口火を切り、方向性や大切にしたい核となるものを打ち出していくことで、校種の垣

根を超えて、同じベクトルで保育・教育をされていることに驚き感動した。熱い思いを持つことができ

たので、自園に持ち帰り伝えていきたい。 

○小学校管理職 

幼児教育の質の向上、保幼小接続のためには、県及び市のリーダーシップと組織体制が不可欠である。

現場だけの取組には限界がある。その意味では、福井県の取組はすばらしく、先進的であると思う。 

○大学 

福井の研究・研修の体制の骨太さに圧倒された。このプロジェクトをやり抜こうとする先生方、特に幼

保の先生方の意欲の強さ、団結力にも感服した。情意の活性化という言葉が胸に染みた。 



- 53 - 

 

【参考資料 参加者への実施アンケート】 

 

Ｑ１ どちらかに○をつけてください。    福井県内からの参加   ・   県外からの参加 

 

Ｑ２ ご自分の所属に○をつけてください。 

 １ 【自治体】都道府県・政令指定都市 

２ 【自治体】市区町村  

３ 【 園 】管理職 

４ 【 園 】保育士・幼稚園教諭・保育教諭  

 

５ 【小学校】管理職 

６ 【小学校】教員 

７ 【大 学】教員 

８  その他 

 

Ｑ３ 幼児教育の質向上のために、「必要だ」と思われたことを選んで○をつけてください。（いくつでも可） 

 １ 自治体のビジョン 

２ 公私立・園種の垣根を超える研修体制 

３ 都道府県の幼児教育センター 

４ 大学との連携 

５ 市区町村の幼児教育アドバイザー 

６ 都道府県の幼児教育アドバイザー 

 

 

７ 各園の園内リーダー 

８ 全国の自治体担当者の研修やネットワーク 

９ その他（自由記述） 

 

Ｑ４ 保幼小接続のために、「効果的だ」と思われたことを選んで○をつけてください。（いくつでも可） 

 １ 園・小学校のカリキュラムの作成 

２ 自治体による施策としてのリーダーシップ 

３ 保幼小合同の研修会 

４ 小学校教員・管理職による保育体験 

５ 相互の保育・授業参観、研究会 

６ 交流活動や合同の行事 

 

 

７ 園・小学校の管理職同士の会議 

８ 園・小学校の担任同士の会議・情報交換 

９ その他（自由記述） 

Ｑ５ 自由記述（ご質問・ご意見・ご感想などお書きください） 
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資料６ 市町幼児教育アドバイザーによる研修の振り返り       

○福井県内の国公私立、幼稚園・保育所・認定こども園の多くの先生方と、園種を超えて保育について

話し合いを持てたことは、とても有意義であった。特に、事例検討会では、回を重ねるごとに話し合

いが深まっていった。これは、幼児のつぶやきや活動等から幼児の思いを感じ取ったり、学びの芽が

見えてきたりすることができるようになったからだと思う。 

○公開保育の分科会で、ファシリテーターとして参加し、グループ協議が盛り上がった。「保育者の意図」

と「子供の主体性」について、意義のある議論ができた。子供が主体的に遊ぶには、安心できる関係

やきっかけづくり、環境作りが大切である。ただ、子供の主体性に委ねるだけでは遊びが広がってい

かないという意見、また一方で、保育者の意図や目的にどこまでこだわるのかという葛藤など、様々

な視点で意見が飛び交った。 

○最初はこれまでの経過や活動について理解するのに戸惑いもあった。研修に参加する中で、役割等に

ついてわかってきた。持ち寄った事例について話し合う中で各園の保育に対する姿勢を学ぶことがで

きた。公私立園の保育所・幼稚園・認定こども園各園の内容・方針等を見ることができ、より良い保

育を模索している点ではどの園も同じである。私立幼児教育連盟の先生方に多少なりとも理解してい

ただけたのでないかと思う。今後も継続して連携を持ちながら意見交換や保育の開示を進め、質の向

上を図っていくことが大切であることを痛感した。 

○最大の成果と感じていることは、行政・認定こども園・公立幼稚園・私立幼稚園・公立保育園のそれ

ぞれから参加した５名の市町アドバイザーが、同じ目的を持って、園訪問の同行やポスター作りなど

に取り組んだことである。何回か会議を重ね意見交換する中で、これからの市の保育についても大き

く夢が膨らんだ会話にまで弾んだ。機会あるごとに、研修の取組の良さや学びを語り、皆で力を合わ

せて市の教育・保育の質の向上につなげたい。 

○研修の回が進むにつれて、アドバイザーとして何か動かなければという気持ちが強くなってきた。公

私立幼稚園、公私立保育園からそれぞれ受講者を出していただけたことが一番の収穫だった。立場は

それぞれのものがあるが、幼児教育という部分で共に考えていく必要性がはっきりしたと感じる。 

○園内リーダーの園を訪問したことは、大きな一歩となった。アドバイザーの連絡会を行いながら、枠

を超えて話し合える・伝え合える場としていきたい。市全体の取組として、幼児教育の重要性と全て

の施設で取り組む必要性などをアピールしたい。 

○研修の初めは、戸惑いや不安でいっぱいだった。しかし、園内リーダーと事例を通して話し合う場で、

回を重ねるうちに、子供の姿を読みとることが深くなり、それを伝えることが楽しみに変わってきた。

子供たちのため、幼児教育のために、今後も自己研鑽していきたい。 

○各園へは年に一度指導訪問をし、園の子供たちの様子や保育者の援助の仕方をじっくりと参観し、保

育の方針を確かめながらアドバイスや助言を行っている。しかし、「放っておく保育」と誤解されるこ

ともあり、指導に苦慮することもある。この研修のグループ討議のような具体的な活動や姿の例を挙

げて、話し合いや説明を行うと身になるだろうと感じた。 

○タイムリーかつ幼児教育への理解を深める話が聞けたことは意義があった。 

○事例検討会の回を重ねるに従って、互いの保育観や子供観などを交換することを通して、保育実践へ

の理解が深まり、刺激し合うことができた。また、自らの保育への振り返りができ、確実に力となっ

て生きて働いているように感じた。 
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○今まで以上に、物的環境、人的環境を大切にしながら、子供の人格を本当の意味で尊重し、子供たち

が仲間と育ち合えるように、また「学びに向かう力」を理解し、子供の捉え方や見方が深められるよ

うに研修に励んでいきたい。 

○色々な市町の園内リーダーの方たちと、事例の中の学びについて話し合う中で、各市町の研究の取組

や各園の保育の現状などがわかった。公私立、様々な環境の違いなどを感じたが、回を重ねるごとに

各園の学びについての話し合いがそれぞれに深まってきて、園内リーダーを中心に、確実に子供の姿

を捉え、学びを見取る力が付いてきていると思った。今後、福井県全体の保育の質が向上していくよ

う、私も支える一人になっていきたい。 

○この 1 年間の研修は大変有意義であった。それを感じる理由として、以前より園の先生方が孤軍奮闘

しておられる姿を見ていたからである。その先生方が一番求めているのは、広いところで、様々な立

場の先生方との話し合いではなかろうか。今年の研修に参加できたことは自分自身にとっても大変有

意義であった。 

○今年度から現場を離れて戸惑いがあったが、研修を受講することで認定こども園に何を伝えるべきか

の方向性が見えてきた。遊びを見る目を養うためにも、遊びの事例を書くことで、今まで以上に遊び

をしっかり見ようとする気持ちになる。さらに、考察を書くことで遊びを深く考えることになる。園

内リーダーを中心に園内研修で事例検討会をしていくことが望ましい。 

○保育教諭の学びの場として公開保育を始めた。小学校の指導主事訪問や授業公開日にも保育教諭に授

業参観を進めている。「遊びは楽しい＝こども園に行くと楽しい、明日も友達と遊びたい」「学びは楽

しい＝学校に行くと楽しい、明日もいろいろなことを学びたい」につなげていくことが、私たちの役

割だと思う。「子供を見続けないと、見る目は育たない」を心に置き、今後も頑張っていきたいと思う。 

○今は幼児教育に目が向けられていて、小学校との連携も強くなってきている。幼児教育の大切さが注

目されているので、大変うれしく思う。その反面、責任も強く感じている。講師の「園での活動は、

小学校等につながるという自負を持ってください」という言葉が今も心に強く残っている。 

○公開保育では、アドバイザー研修を受けたおかげでファシリテーターとしての役割を果たせている。

事例検討会や附属幼稚園の分科会の進行等がよい経験となっている。 

○いろいろな立場の先生方との話し合いは、私の保育者人生にとって、とても有意義な時間であったこ

とは間違いない。今後の保育実践に生かしていきたい。 

○園内リーダーとの研修では、リーダーの学びの芽を見取る力が回を追ってめきめきと伸びているのが

わかり、リーダー一人一人の向上への意欲や努力が感じられ、素晴らしいと感じた。 

○研修により、それぞれの担当課職員同士が幼保の情報を共有したり、ポスターの共同作業をしたりし

て、自市の就学前の子供たちを、幼保分け隔てなく育てようという機運が盛り上がってきたのが大き

な成果であると思う。 

○日頃あまり顔を合わせることの少ない私立の保育所・認定こども園の先生方とたくさん話ができた。

色々な環境の中、どのリーダーも保育・子供の学びについて真剣に取り組んでいるのが感心した。 

○日々の遊びがいかに大切か、今までやってきた教育・保育が決して間違っていなかったことも感じた。 

○毎回の事例検討会、最新の幼児教育に関する情報の提供、講義、ポスターセッションと、非常に密度

の濃い研修で、あっという間の一年だった。研修を終えて、「お互いに高め合い学び合う集団作り」こ

そが、市町幼児教育アドバイザーに求められている大きな使命だと改めて感じた。 
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○アドバイザーとして他園を訪問することについて、質の向上、自分自身の保育を見る目を高めること、

園を支援するアドバイザーとしての力をつけていくことを目指した。一番重要なアドバイザーとして

保育者の状況や意見、考察などを尊重しながら話し合いを持つことができなかったことは反省する。 

○アドバイザーが自園を抱えながら、他園のアドバイザーとして活動することは非常に大切なことであ

る。年度当初に年間計画の中に組み入れるなど、考えていきたい。 

○経験を重ねることでマンネリ化し見えなくなることもある。自分の振り返りとなり得るものも多い。 

○園、小学校、中学校が連携し子供の人権について真剣に考え実践し討論する場がある。しかし、私は

もう一歩踏み込めない敷居があるように感じていた。この研修（プロジェクト）に参加することで、

何が足らなかったのかを考え、深めることができた。校区の小学校に何回もアドバイザーとリーダー

が足を運び、接続について話し合い、昨年とは一歩進んだ研修会を持ち、活動においても深めること

ができた。それは、発信する側、受ける側の捉えもしっかりできていなければできないと感じ、スム

ーズな接続のためのアドバイザーであり、園内リーダーであることを再認識し自覚できた。 

○濃い時間を過ごすことができた。来年度も未来ある子供たちのために一生懸命取り組んでいきたい。 

○幼児期に育っている子供の姿を、園内はもとより、保護者、小学校、地域へと発信していきたい。子

供たちが主体的に遊びを進める中で、発見、工夫、試し、友達と協力し合う。その中で保育者は子供

たちに安心感を与え、環境を再構成しながら遊びが発展し、学びにつながるよう努めたい。 

○園訪問・同市町のアドバイザーや園内リーダーとの研修会も実現し、同じ町で保育する者が、同じ視

点で研修できたことは有意義だった。来年度からは、公立・私立の交流、公開保育等も展開されるこ

とになり、良い方向に町が一体となり向いているのではないかと思う。 

○町内の公立・私立も交流することができ、保育方法や保育の伝え方など、工夫してわかりやすく伝え

ることの大切さを学んだ。 

○市町アドバイザーとして必死に話をするうちに、漠然としていた私の保育観が、徐々に具体的で理論

に基づいて構築されるような気持になった。センターの先生方の熱い気持ちに触れ、アドバイスして

いただく講師の先生方との距離も近くなり、分からないことや疑問に思っていることを素直に口にす

ることができる有意義な時間へと変化していくのを感じた。 

○1 年間研修に参加し、園内リーダーの事例を聞かせていただくうちに、保育の基本だと感じた。今の

時期に受講してよかったと思う。今、所長としての立場で私が変わることが、職員・子供たちも変わ

っていくと感じた。園が変われば、地域も変わる。地域との交流が深まれば、協力体制ができていく。

小学校との交流も、今までは学校に行くだけで、園に足を運んでもらうことはなかったが、公開保育

にも足を運んでもらえた。園も変わっていかなければと思う。 

○園で取り組んでいることはまさに今回の「学びをつなぐ希望のバトンプロジェクト」と原点が同じだ

と思った。 

○子ども自身が自ら気付き、発想した遊びをいかに保育者が共感し寄り添い、援助していくとよいのか。

自らの発想と知恵でつくることのできる素材や場所の提供をどのようにするのか。「何を育てようとし

ているのか」「子供の生活と遊びには意味がある」そのことを専門家である我々は、言葉で、保護者や

小学校等の大人に伝えていく力をつけない限り、これからの幼児教育の意味が伝わらないと思う。子

供たちの学びに向かう力を小学校へとつないでいけるよう、行政や学校・地域に発信できる力を培っ

ていきたい。 
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資料７ 園内リーダーによる研修の振り返り 

※幼稚園・保育所・認定こども園を、園と表記し、幼稚園教諭・保育士・保育教諭を、保育者と表記する。 

※園児、幼児、子供を、全て子供と表記する。 

○自分が書いた事例を園内で検討してもらい、研修に参加してきた。研修の時に質問されたことやアド

バイスをいただいたことを園に帰って話すことを繰り返してきた。リーダーらしくみんなを引っ張る

ことはできないが、みんなで一緒に考えることはできたのではないかと思う。 

○同じメンバーで事例のディスカッションがあり、自分の視野が広げられ、違う視点を持てるようにな

り、すごく楽しみになった。 

○今までさらりと見てきた子供の遊びや会話、かかわりなど、子供たちの姿をじっくり見るようになり、

子供の声に耳を傾けるようになった。 

○子供自身が思い、挑戦し、成功失敗を繰り返す中で、どうするとよいのかを考えるプロセスを、子供

たちにしっかり経験させたい。 

○事例を書くときに、振り返るという時間を改めて持てたことで、自分の子供を見るポイントの甘さが

分かった。見る視点の狭さを振り返り、また次の事例の改善につなげた。 

○園内の取り組みも「振り返り」がテーマとなり、日々の日課となり、事例を取り上げることが次第に

楽しいと感じるようになっていった。 

○認定こども園になり、職員数が増え、園内研修ができていない。全員が顔を合わせる日も取れず、今

回の研究も他の先生に見てもらうことができなかったのが反省である。 

○毎回の研修後、自園で研修報告をしながら、保育者が意識することで他の保育者も新たな活動、環境

の設定、言葉がけにつながっている。 

○保育を語る時間はとても楽しく面白いものである。他の先生の意見を聞くことで、気付きも多くある。 

○主任という立場で、今一度自園の保育を振り返る機会となった。若い先生方を育てていく上で、子供

の中に何を育てていくのか、学びをどのように支えていくのかを頭に入れて、アドバイスをしたい。 

○子供の何気ない行動や表情などを通して、子供の学んでいる場面を見逃さないように心掛け、今まで

とは違った視点で子どもを見られるようになった。 

○保育者の思いを子供たちに強く伝えることが多い日々であったので、子供の思いに応えられるような

環境構成を今後は十分に取り入れていきたいと、職員同士話し合いをした。 

○園の中で行事に追われ、なかなか子供のことを語る時間が持てずにいたが、事例を通して、保育者間

で子供の成長・保育観を話し合えるようになった。 

○研修のグループ協議では、どの園の先生方も、子供の話をする際には嬉しそうな表情をされており、

自然に肩の力が抜けていった。 

○研修で感じたこと、他園の先生方の実践記録、研修の内容は、園内研修・報告会の中で報告した。 

○毎回行われたミニ講座もとても新鮮で、特にアクティブ・ラーニングは、事務所に掲示し、ほぼ毎日

終礼後、職員みんなで復唱している。 

○「学びの芽生えを語る言葉を持つ」「よかったねで流れていかないで、どこがどうよかったのかを具体

的に言葉で表す」など、子供の姿をもう一歩踏み込んで読み取り、語る力をつけていくことこそ、質

の高い保育につながっていくのだと思った。同時に、自分を含め、自園に足りないのはこの部分だと

感じた。 
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○園でも先生方と話すことが増え、同じ空間にいても、子供たちの姿の見方が違うことがわかった。 

○園内リーダー研修を通して感じることは、自分の保育を客観的に見るようになったことだ。事例を書

いてみると、反省や課題が上がってくる。事例を書くたびに、保育の視点も変わってきた。 

○日々の流れゆく保育の中で、あまり見えていなかった、気に留めていなかった子供の姿に気付いた。 

○自分の園の保育を振り返ると共に、私自身の保育を振り返る機会となった。 

○グループで、先生方の思いや対応、どこに学びを感じるか、共感できるな、そのような角度で捉える

こともできるなと、新たな気付きがあった。 

○今後は若い保育者や非常勤の職員を巻き込んで、園内研修を実践したい。 

○楽しく遊べればと思っていた遊びが、子供たちはいろいろ学んでいることがわかり、子供の立場に立

って、遊んでいる姿を見るようになった。 

○他の園の先生方と話し合って、保育の見方が変わってきているのを感じた。 

○毎月エピソード記録を全職員が記入し、保育の振り返りや子供の育ちを話し合う機会を持っている。 

○園内研修で、全員に事例を書いてもらい、書いた文章をみんなで読み返しながら、子供が学んでいる

部分を見つけるだけでも、若い先生方に気付いてもらうことができた。次の手立てを考えることで、

実際に実践して「この間の続きなのですが」と自らやってみたことを話に来る保育者もいて、園全体

で保育の振り返りの楽しさを味わってもらうことができた。 

○園内で事例を検討することで、自分の保育を振り返り、「私だったらこうする」と意見交換が学びにつ

ながった。 

○記録することで、子供の遊びをいかに大切にしていくか、自分の保育の振り返りや次への手立てなど

が見えてきた。 

○小さいころからの経験を積み重ねていくことの大切さも、職員で話し合い、再確認することができた。 

○アドバイザーの先生から、未満児でも生活や遊びの中で学びがある事例を聞き、子供の一瞬一瞬のま

なざしや姿・声から学びを読み取れるようにしようと思えるようになった。 

○子供の育ちや成長、課題について園内の職員みんなで、振り返る時間を定期的に持ち、共通理解して

いくことを大切にしたい。 

○夢中になって遊ぶ姿から、子供たちの学びはなかったか実践記録を書いてもらい、検討しあった。 

○幼児期に発見の喜びを多く経験し、自分で工夫して試す力、友達と協力して作り出していく力を育て

ていくために、園内では、エピソードについて話し合う機会を持っていった。 

○園内に研修で学んだことを広げていくことで、「他の先生の保育を知った」「いろいろな保育の話がき

けてよかった」と感想が多く聞けるようになったことが、一番の喜びとなった。 

○初めは園内リーダーという言葉が重く感じた。毎回、研修会場に行く途中に、他園での伝達方法や園

内研修の様子を交流し合い、学びになる一方、焦りや反省も感じた。 

○子供が何に心が動いているのか、その瞬間を見逃さずに、広げたり深めたりするための、声掛けや環

境構成など、丁寧にかかわっていく大切さを学んだ。 

○若い保育者にも記録や終礼で伝えていくことで、子供の様子の書き方が少しずつ変わってきていると

感じる。 

○園内では、一か月に一度の反省の中にエピソードを書いてもらい、その中で職員一人一人が思いを語

るようになった。 
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○日々の保育や行事、保護者への対応で精いっぱいの保育者に実践記録を書いてほしいとは言いにくい

のが現状だった。そのため、日々の保育記録や保育者間の情報交換などを大切にしていった。 

○学びに向かう力を見取り、適切な言葉がけや環境を設定する力を自分自身が身につけること、それを

園の職員に伝え、ともに質を高めていくと理解でき、不安は解消され、同時に頑張ろうという意欲が

わいてきた。 

○園でも子供の学びに向かう姿にポイントをあてて記録を取るように取り組んだ。今まで気付かなかっ

た子供の興味や発見などが見えてくるようになり、終礼でも話題に多く出てくるようになった。 

○自分の保育や若手の保育の中で、ポイントを見つけて、具体的に保育を語ることを心掛けられるよう

になった。 

○園内リーダーという同じ立場の方との話し合いを繰り返す中で、視点の広さや柔軟な思考、人の話を

聞く姿勢、自分の思いを的確に伝える力の必要性を感じた。 

○園内研修をきっかけに、33 年間子供たちと日々向き合い歩んできたことを、今一度振り返る機会を得

たように思う。また、職場で話し合う機会を持てた。 

○よりよい保育をするために、今までの経過や変化、保育者の関わりがどうであったかを見直すことが

大切であり、園内の職員で伝え話し合うことの必要性を学んだ。 

○子供の活動全てに意味があり、学びがあると捉えるようになり、考え方が変わってきた。 

○子供の遊びから新しい発見をすることができた。自分の保育観が大きく広がった。 

○保育のやり方は違っても、子供を大切に思う気持ち。大きく育てたいと思う気持ちは、どの保育者も

同じであることを再認識し、お互いの事例を見ながら、喜び合うことができたことがよい時間だった。 

○子供の学びはどんな場面にもあり、それを学びと捉える保育者の力が問われているとつくづく感じる。 

○勤続年数が経つにつれ、初心を忘れてしまうことも多く、一人一人の子供と十分にかかわる時間が少

なくなっていた自分に気付くことができた。 

○子供を捉える見方や保育観を見直すことになり、それが自分自身の学びにつながるということが明確

になった。 

○園では事例報告に終わり、深く掘り下げることができないなど、学んだことをうまく園内に還元でき

なかったことが反省点である。 

○グループ協議を重ねるうちに、次回の事例や、先月のあの子供はどう成長したのだろうかと、他園の

先生方と会って話をすることが楽しみに変わった。 

○今までだと共感したり受容したりというところで終わってしまっていたかかわりも、「どうして～なの

だろう」などと言葉で伝えたり、次の環境を整えたりと、次の保育につなげるようになってきた。 

○危ないからとすぐに止めていた場面も一呼吸置くことで、子供たち自身でやめたり協力したりする感

動の場面を見ることができた。 

○担任同士話すことが増え、同じ場面を見ても、見えること感じることが違うことに気付きあい、意見

を言い合うことができた。 

○この研修をきっかけに、職員同士で話し合う時間を持つことができた。 

○これまで実践レポートを作成し、市内の園に配布していたが、今まで書いてきたレポートがしっかり

活用できていなかったことを反省した。討議する機会を設け、職員の学び合う場、育ち合う場を作っ

ていきたいと思った。 
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○園内の職員が共通理解しながら保育を進めていくという基本の部分の難しさを感じる。短い時間であ

っても、子供のこと、環境構成のことなど、話をしていきたい。 

○今までも「幼児期こそが・・・」などという声を聴いても、その後の実行がなかったように思う。い

ろいろなところにアンテナを張りながら、幼児教育に携わっていきたい。 

○事例を持ち寄って検討したり、園に持ち帰って報告したりすることで、園の方針や自分の観点につい 

て話したりアドバイスいただいたりする機会が増え、今まではついていく立場だったのが、引っ張っ

ていく立場にならなければと感じた。 

○学びの視点で環境を見直すことや、事例の考察をどのように書くかについて、とても参考になった。 

○事例検討の中で、自分の保育に足りない点・活かしていける点に気付いた。 

○各園の事例を持ち寄り、観点を持って伝え合ったり、教師の声掛けや環境構成のよい場面を褒め合っ

たり、もっとこうすると深まり発展するのではないかと積極的に意見交換ができ、充実した検討会で

あった。 

○いかに子供の学びを読み取り、つなげていくかがリーダーとしての役割だと強く感じた。 

○この研修に参加する前にも、子供の心の動きを感じようと努力してきたが、感じたり、共感したりす

るだけで、満足してしまっていたように思う。 

○副主任という立場で、じっくりと保育に向き合い、子供の姿や言葉、保育者の関わりなどを見つめ、

向き合うことができ、大変有意義な時間であった。 

○園でも子供の姿を見て共感した時に、言葉を添えて「こういう部分が育っているんだね」と意味づけ

て具体的に話ができるようになった。 

○職員間で事例をもとに話し合い、一人一人の考え方を知ることができた。 

○他の市町の取り組みにも刺激を受け、園でも今までと違う取組を試してみることができた。 

○研修の中で、いろいろな先生方からアドバイスをもらったり、同じような悩みや問題を抱えているん

だと励みになったり刺激になったり、もっとよくなりたいと向上意識も増したりした。 

○日々の保育に追われ大事な学びも見逃してしまっていると感じ、意識して子供を見る時間が増えた。 

○その場面を見るだけでなく、さらに遊びを発展させていく環境作りが大切であることを再確認した。 

○学びに向かう力は、どのような園の形であっても変わらず、子供たちと関わる私たちの意識が大切だ

ということを改めて感じた。 

○子供の大切な姿を見逃してしまっていることがあったのではないかと反省した。 

○園内でも事例を書くようにしていった。その中で職員同士話す機会が増え、保育者の役目について話

すことができた。 

○事例を追う中で気付いたことは、今までの子供への関わり方は、学びの芽を摘み取ってしまうことが

多かったということである。 

○どの園の先生方も子供たちの成長を願い、いろいろと頑張っていることがグループ協議の中で感じら

れ、胸が熱くなった。 

○園内でも事例検討会を設け、学びに向かう力がどんな小さな子供たちの中にも見られ、その力を育て

ていくことの大切さ、つながりを意識しながら保育をすることを伝えていきたい。 

○今までも園内で事例研修を重ねてきたが、なかなか意見が出なかったり、意見を出す人が決まってい

たりという状態であった。研修ではアドバイザーの話し合いの進め方がとても参考になった。 
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○研修で事例を提出する機会がないと書かないのが現状であった。研修で職員間の話し合いが持てた。 

○最初は忙しい日々の中で、事例を書くなんてとてもできないかもしれないと他の職員に言われたが、

事例を通して園内で話し合いを重ねていく中で、気付きがあり、職員間で子供を見る目が改善したよ

うに感じる。 

○子供の何気ない遊びでも、そこには必ずいろいろな思いや考え、葛藤があり、学びの芽があるという

ことを、改めて気づかされた。 

○今年度は園内で３・４・５歳児の事例ばかりだったので、次回からは未満児クラスの事例も取り上げ

て、職員間で話し合い、若い方・臨時の方とも保育のことで話し合う時間を設け、来年度に向けても

続けたい。 

○園が、子供を主体とした遊びに対しての環境が不十分なのではないかと気付かされた。 

○子供と関わるとき、子供自身が考える時間や失敗を経験する場面を大切にしたいと、今まで以上に意

識するようになり、かける言葉は多すぎないか、手を出しすぎていないかと考えるようになった。 

○研修に参加して、子供の将来を見据え、どのような子供に育ってほしいのか、保育者が願いを持って

保育をしていくことの大切さを実感した。 

○園内研修を進めていく中で、学んできた園内リーダーとしての立場を意識した。保育してきたことへ

の否定はせず、認め、励まし、聞き手になることで、若い保育者も悩み、思いをありのまま話せる雰

囲気ができ、回を重ねるごとに見られたように思う。 

○他の保育者の違う見方・考え方や経験したことを聞くことで、新たな気付きや保育を見直すきっかけ

となる。語り合う場・時間を持つことは大事なことだと感じる。 

○子供が興味を持っているものを捉えて、試したり確かめたりできるように環境を整えていきたい。 

○園内リーダーとして、優れた聴き手となり、これからどうなっていくとよいかなと意味づけて返すこ

とをしていかなければならない。お互いに語り合い、自信を持ってもらう園内研修をしていきたい。 

○子供の学びはもちろん、保育者の学びとは何かを考えるきっかけとなった。 

○リーダー研修を受けることで、園内研修も深まり、職員同士の共通理解がさらに高まっている。 

○事例を書くことで、何をこの遊びから学ばせるのかを意識するようになった。また環境設定がいかに

大事かを話し合い、園全体で見直す良いきっかけになった。室内での製作コーナーの充実を図ろうと

いうことで実行したところ、子供たちの反応もよく、自分の発想を活かせるとても楽しい遊びの場と

なった。 

○園で事例について話し合ったり保育を進めたりする中で、他の職員もカリキュラムを手にしていた時

などは、ちょっと「やった」と嬉しくなった。 

○学びに向かう力を育てるとはどういうことか。難しく考えることではなく、目の前にいる子供の行動・

言葉をワクワク・ドキドキの気持ちで見つめることから始めれば、それがつながっていくのだと捉え

ることができた。子供を見る視点・気持ちが変わったことで、日々が楽しくなり、今まで減点方式で

捉えていた子供の行動も、加点方式で捉える自分に変われた。 

○子供同士の会話やつぶやきに耳を傾け、この子は今どういう思いや考えでこの遊びや行動をしたのだ

ろうと、ポイントを見つけていくことができた。 

○園内リーダーでのグループ内の話し合いの場はとても貴重で、自分自身や保育を振り返ることができ、

保育の視野が広がった。 
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○今まで保育をしてきて、子供の学びについて見過ごしていることがたくさんあり、反省にもなり、子

供たちがどんなことで学びを得ているのか、また保育者がどのような環境設定をすることで、子供が

様々な経験をすることができるのかを考えて保育をするようになった。 

○いろいろな園、立場の違う先生方と話し合うことで、保育の実践方法や考え方、子供の捉え方を知る

とともに、忙しい中でも情熱を持って、子供の見取り方などを職員全員で共有できる園内研修を工夫

されている話も聞いた。とても参考になった。 

○研修を重ねるたびに、子供の学びを捉え、丁寧に見つめ直し、それを言葉にして伝え合うことで、保

育者の質向上につながっていくんだと実感できた。 

○子供たちが遊びや生活で振り返りの時間が大切であるのと同じように、保育者も毎日の保育を振り返

り、話し合う時間を持つ大切さを感じている。 

○事例を見つけ出すことで頭がいっぱいになっていたとき、ふと「この子の心の中が今動いた」という

瞬間を目の当たりにすることができ、自分なりに学びにつながるポイントを考えることができた。 

○経験の浅い職員も、全職員で子供の思いやその時の保育について考える場に参加し、自分の思いを少

しでも発言することができることが、次につながっていく大きなことだと思う。 

○他園の保育者と事例検討を行い意見交換したことで、回を重ねるごとに思いが通じ合うことができた。 

○自分の「遊びの中の学び」に対しての視野の狭さを感じ、それからは遊びからどんな育ちがあるのか、

具体的に捉え、職員同士で話し合えるきっかけができた。 

○月に一度、園内研修の時間を設け、自分の実践事例をもとに、子供の姿やその時の保育者の対応など

を話したり、他の保育者の意見を聞いたりしながら、子供の育ちを共通理解できるよう働きかけてき

た。園全体が、「学ぶ」は「育てる」だと捉え、保育計画を考え、保育者の立ち位置を意識しながら保

育にあたることが身についてきた。 

○他の市町の事例を聞き、自分の事例についてアドバイスをもらうことは、参考になることが多く、毎

日主任として他の保育者にアドバイスすることが多い中で、自分が教えていただく立場になれるのは

とてもありがたかった。 

○やってみたい遊びを前もって意見を出し合って園内研修した。話し合う場を持つことで、縦のつなが

りもあり、みんなで協力し合って取り組んでいけるようになった。 

○研修を受けてから、遊びの中で何を学んでいるのかということをとても意識するようになり、一人一

人の子供の言動を意味づけて考えるようになった。 

○１回目の事例で、いかに今まで保育者主体になっていたか、待つことをせず言葉のかけ過ぎであった

か、改めて反省した。２回目からは、保育者が子供からの発見に驚き、気付きがたくさん生まれ、保

育者自身が楽しむことができた。 

○花形の５歳児に隠れ、ちょっと淋しい０歳児の担任という思いがあった。いろいろな事例を聞き話し

合うことで、０歳児が育ちの源だと小学校の先生にも話せ、理解してもらった時はとても嬉しかった。

研修で話し合うたびに、未満児が大切だと言われ、そう思えるようになり、自分自身の自信にもつな

がっていった。 

○職員間で話し合うことが増えたことで、信頼関係も深まり、園内の連携が密になってきた。 

○子供をよく観察するようになり、保育者の声掛けでどのような言葉が返ってくるのかや、友達との会

話をよく聞くようになった。 
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○講義だけでなく、園数・討議があることで、より一層研修内容が自分のためになった。 

○１年間継続して取り組めたことがよかった。自分のファイルの中の事例等を見ても、回を追うごとに

わかりやすく、レベルアップしてきたように思う。 

○その日の保育を次につなげるということが、子供にとっていかに大切なことであるのかも改めて学ぶ

ことができた。 

○グループの中で、悩みながら話し合いを進めていく中で、受け身的な姿勢だけでなく、より前向きに

学ぶことができた。 

○子供を見る目が少し変わり、「今この子考えているわ」と気付き、同じクラスの先生に伝え、一緒に見

守ることができるなど、実践に活かすことができた。 

○私自身がどのような姿勢で子供たちに関わっていたのか、改めて考えることができた。 

○毎年１２月に保護者向けにスライド会を行い、日々の保育を伝えているのだが、今年は「学びの芽」

という視点で取り組んだ。 

○事例検討を行っていると、成功するように保育者が導きたくなってしまうという意見が聞かれた。や

はり、成功しても失敗しても子供自らの学びが大切であると気付いた。 

○園内の事例検討がこれまで考察の部分が口頭で話し合うだけだった。今回、考察を文章化することに

よって、子供の遊びを振り返り、より深く考えることができた。 

○保育者が皆、どの年齢の子供でも、今この場面にこうした学びがあるなということを感じ、その場面

の学びを見取れるように、園内研修を続けたい。 

○保育の内容は各園で違いがあるが、子供のよりよい成長を願っていることは同じであると感じた。 

○事例を書いて、職員と話し合いを持つことで、自分の保育の振り返り、反省し、次はこんな関わりを

しようと思うことで、保育の見直しができた。 

○園内リーダーは、遊びの中の学びを語る言葉を持つことが大切だと理解できた。 

○園内では、若い保育者から「保育の中の発見を嬉しく感じることが増えた」「子供の何気ない動きにも

つながりや学びがあることに気付き、深く見ていこうと思う」「保育者はどう関わればよいか以前より

深く考えるようになった」等の意見を聞くことができるようになった。 

○研修で、一人一人が自分の職場で保育観を語り合うことの大切さを学んだ。 

○研修で学んだことを持ち帰り、皆に伝えることで、園全体に「学びに向かう力」を見る目ができてき

て、保育をともに楽しめるようになってきた。 

○自分で考え、挑戦し、工夫する。失敗してもまたやってみようとチャレンジできる気持ちが持てる子

を育てるために、子供の生活や遊びの一瞬一瞬、また長いスパンでの見守りを大切にしたい。 

○幼児と一緒に遊ぶことで、幼児の言葉にできない気付きを保育者が言葉にしたり、頑張ったことや工

夫したことを褒めたり提案したりして、寄り添い支えたい。 

○園内では当たり前にしてやってきたことが、他の園から見れば改善すべきところがあったりして、参

考にすることが多かった。 

○子供の「学びに向かう力」を摘み取らないように、日々の保育をしっかり見つめ直し、園全体で連携

を図り、保育者間の共通理解を深めていかなければいけないと強く感じた。 
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資料８ 学びをつなぐ希望のバトンプロジェクト 全体の振り返り 

（１）情意の活性化 

幼児教育支援センターの立ち上げからの４年間で、研修・講座の受講者数は顕著に増加している。

特に、保幼小接続カリキュラムの考え方を打ち出した平成26年度７月から平成27年度にかけては、 

１万名を超える受講者となっている（平成28年2月現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者は、幼稚園・保育所・認定こども園だけでなく、小学校からの受講者も増加しており、受講

者数の推移は、県内の園・小学校等の情意（意欲と意志）が活性化していると理解できる。 

 

著しく受講者が増加した主な要因は、次の６点であると考えられる。 

①  「保幼小接続カリキュラム」を核とした研修デザイン 

②  センターと大学の連携 ― チームで理論と実践をつなぐ 

③  センターと市町の連携 ― 市町の質向上「実践コミュニティ」を育てる 

④  センターと市町幼児教育アドバイザーの連携 ― ニーズに応じた支援を行う 

⑤  現場との信頼関係   ― 園訪問を実現する 

⑥  幼児教育の変革の流れ ― 必要感の高まりを情意の活性化へとつなぐ 

 

センターが県下全域の研修デザインを組み立てるには、現場に足を運び、実態や特色から学び続け、

柔軟な姿勢でマネジメントしていくことが重要である。センターの役割を問い続け、多様な視点から

工夫・発展させていく。特に大切にしている視点は、次の五つである。 

○ これからの教育の方向性に沿っているか 

○ 学びに向かう力の育成につながるか 

○ 現場のニーズに合っているか 

○ 受講者の負担への配慮があるか 

○ 現場の実践の良さに目を向けた報告・普及ができているか 

○ 園・小学校の実践につながるか 

図 11 幼児教育支援センター研修・講座の推移 
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（２）広域調整 

都道府県の役割としては、「広域調整力」を発揮することが求められる。市町村の自律性が確保さ

れ、従来の取組を尊重した上で、県と市町の役割がどのように異なるのかという視点を持ち、幼児教

育支援センターの取組を進化させていく。 

幼児教育の体制整備で最も肝要なことは、「現場・市町の主体性」と「幼児教育支援センターの意

図性」のバランスを図ることである。 

「広域調整力」を「悉皆力」と誤解せず、市町、ボトムアップ拠点（関係団体等）、園現場それぞ

れが「変革を乗り越えよう」とする情意（意欲・意志）を支え、ニーズに合わせて、具体的な研修で

応援し、流れを作っていく。 

子ども・子育て支援新制度等の幼児教育の変革は、新しい流れを生み出す力を持つ。 

幼児教育支援センターの役割は、「戸惑い・不安」を「意欲・意志」へとつなぎ、方向性を共有す

る仲間を増やし、点から線、線から面へと、県下全域の流れを作ることにある。 

表７に見るように、幼児教育支援センター開所当時は、研修会場を幼児教育支援センターにして、

幼児教育の基本の情報を提供することが中心であった。その内容は、知識・技能に関わるものが多く、

意欲のある個人が申し込んでいるため、研修規模も比較的小さいものであった。 

平成25年度以降は、研修デザインを徐々に変えている。保幼小連携モデル校区の発表を取り入れ、

県外の大学から講師を招聘し、大規模な保幼小合同研修会を実施し、研修テーマとして「保幼小連携」

を強調していく。受講者数も徐々に増加する。 

  大きな転換期となったのは、26年度の「保幼小接続カリキュラム」の策定である。カリキュラムの

試行版を策定後、全ての市町との合同開催で「キックオフセミナー」を開催したことは、全県下の流

れと、県と市町の結びつきを強めるものとなった。 

その上で、27年度には、保幼小接続カリキュラムの核「学びに向かう力の育成」と、研修の核「子

供の姿で学び合うこと」「遊びの中の学び」を明確に打ち出した。保幼小接続カリキュラムの柱に沿

ったテーマで、県外講師を招聘する大型講座を行うと共に、市町幼児教育アドバイザー・園内リーダ

ー研修の新研修システムを構築している。 

これらのプロセスを踏まえ、市町やボトムアップ拠点、園等から、センターへの研修依頼が急増し

た。27年度受講者が7500名を超え、半数以上は「依頼」講座によるものである。 

 

幼児教育
講座

小１講座

保幼小接続講座 幼児教育
フォーラ

ム

園内リー
ダー研修

市町アド
バイザー
研修

新採用研
修

（訪問型）

教育実習
事前指導

家庭教育
支援講座

計
センター
主催

市町依頼

平成２４年度
（１１月～）

178 245 121 544

平成２５年度 505 364 180 1,049

平成２６年度 734 176 2,039 340 414 3,703

平成２７年度
（～2月）

2,249 3,769 650 149 29 160 154 422 7,582

計 1,417 785 4,288 4,109 650 149 29 160 154 1,137 12,878

 

表 7  幼児教育支援センター研修・講座の受講者数 推移 
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27年度（２月末現在）における依頼講座の内訳は、次のようになっており、各市町、幼児教育関係

団体、養成大学等、幅広いつながりを持って、カリキュラムの考え方の普及を行っている。 

 

 

市町幼児教育アドバイザーの関わりによる「市町依頼講座」が大幅に増え、「県や幼児教育支援セ

ンターが近い存在になった」等、現場の喜びの声が聞かれるようになった。市町、ボトムアップ拠点、

園が主体的・意欲的に研修を求める熱心な姿は、県下全域の情意が活性化していることを示している。 

センターが、市町・現場と顔を合わせ、「つなぎ手」としての役目を丁寧に果たし続ける中で、網

の目のような「つながり」をつくることが重要である。 

 

（３）今後の課題 

  今後の課題としては、幼児教育の質向上を担う人材・人員がますます必要となることが挙げられる。

都道府県・市町村の双方に、幼児教育の質向上をデザインし推進する核となる人材・人員が必要と 

なり、さらに質向上方策を普及・定着するための人材・人員が要る。 

 27年度現在、幼児教育支援センターの構成は次の８名となっている。 

正規職員 教員２名（幼児教育担当指導主事、生活科・総合的な学習の時間担当指導主事） 

行政職員 ２名 

嘱託   県幼児教育アドバイザー２名、県家庭教育アドバイザー２名 

県の幼児教育アドバイザーは、市町アドバイザーと意見交換を行ったり、新採用教員の園内指導の

モデルとなって訪問したりして活動する等、園単位での訪問や支援を基本とする。 

県の指導主事は、新しい課題に挑み、市町やボトムアップ拠点の大規模講座を担ったり、直接の依

頼に応じたりして教育政策と絡む業務を行う。幼児教育政策を推進する人材と、県幼児教育アドバイ

ザーとの責任・役割は分ける必要がある。 

都道府県が市町からの依頼を受け、求めに応じて出かける取組は、考え方を共有し、方向性や情報 

を提供するためには、大変有効である。しかし、実践については、市町の状況や背景、歴史等の深い

理解と、園との密接な関わりを必要とするため、市町村が主体となって研究・研修していくことが必

要となる。 

その解決方法として、市町村等を単位として、主体性・自律性を持つ取組の核となる人材（市町幼

児教育アドバイザー）を育成することが、急務となっている。 

図 12  市町幼児教育アドバイザーの関与による依頼講座 受講状況 
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資料９ 調査研究の経緯 

27 年度の幼児教育支援センターの取組から、体制整備の意見交換等、関連のあるものを挙げる。 

（２月末現在）※委託事業として実施した部分は、太字で表記する。 

例：市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修、市町との連携（市町幼児教育アドバイザーが関

与して実施した講座）、大学との連携（調査研究実行委員会、県外有識者との連携）、幼児教育関

係団体との連携、県外自治体との意見交換 

期日 内容 会場 外部機関との連携・意見交換等 

４月８日 

 

４月（随時） 

４月 22 日 

４月 22 日 

４月 23 日 

市町幼児教育アドバイザー・園内リ

ーダー研修オリエンテーション 

県・市町の連携 園訪問実施 

保幼小接続実践講座（嶺北） 

市町ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ研修 

保幼小接続実践講座（嶺南） 

南条文化会館 

 

園内ﾘｰﾀﾞｰの所属園 

あわら市中央公民館 

あわら市中央公民館 

プラザ萬象 

福井大学教職大学院との連携 

 

市町との連携 

和洋女子大学 鈴木みゆき教授 

福井大学教職大学院との連携 

和洋女子大学 鈴木みゆき教授 

５月（随時） 

５月 29 日 

県・市町の連携 園訪問実施 

市町ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・園内ﾘｰﾀﾞｰ研修 

園内ﾘｰﾀﾞｰの所属園 

南条文化会館 

市町との連携 

福井大学教職大学院との連携 

６月 10 日 

６月 23 日 

６月（随時） 

体制整備意見聴取 

大分県佐伯市視察 

県・市町の連携 園訪問実施 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

園内ﾘｰﾀﾞｰの所属園 

無藤教授 来福 

県外自治体との意見交換 

市町との連携 

７月８日 

７月 15 日 

７月 16 日 

７月 16 日 

７月 29 日 

7 月～(随時) 

市町ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・園内ﾘｰﾀﾞｰ研修 

あわら市公開保育研究会 

大野市幼稚園公開保育研究会 

高浜町保育研究会 

さいたま市議会議員団視察 

県・市町の連携 園訪問の実施 

南条文化会館 

伊井こども園 

冨田幼稚園 

高浜保育所 

福井県庁 

園内ﾘｰﾀﾞｰの所属園 

福井大学教職大学院との連携 

あわら市との連携 

大野市との連携 

高浜町との連携 

県外自治体等との意見交換 

市町との連携 

８月４日 

８月６日 

８月 10 日 

８月 12 日 

８月 19 日 

８月 20 日 

８月 26 日 

８月 27 日 

敦賀市保幼小接続研修 

世田谷区教育委員会視察 

保幼小接続実践講座 

あわら市公開保育研究会 

保幼小接続実践講座 

保幼小接続実践講座 

無藤委員長 意見聴取 

広島県福山市保幼小合同研究会 

敦賀市役所 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

福井県立大学 

細呂木こども園 

鯖江市嚮陽会館 

南条文化会館 

白梅学園大学 

福山市 

敦賀市との連携 

県外自治体との意見交換 

早稲田大学 本田恵子教授 

あわら市との連携 

県幼稚園教育研究会との連携 

富山大学 松本謙一教授 

事務局担当者の訪問 

県外自治体との意見交換 

９月５日 

９月 16 日 

おおい町保育研修会 

あわら市公開保育研究会 

おおい町役場 

あわら敬愛こども園 

おおい町との連携 

あわら市との連携 

10 月３日 

10 月５日 

10 月８日 

10 月９日 

若狭地区保育連絡協議会研究会 

保幼小接続実践講座 

横浜市保育課・長浜市教育委員会視察 

市町ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・園内ﾘｰﾀﾞｰ研修 

はあとぴあ 

たかむく古城ホール 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

南条文化会館 

若狭四町との連携 

神戸大学 北野幸子准教授 

県外自治体との意見交換 

福井大学教職大学院との連携 
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10 月 18 日 

10 月 22 日 

10 月 23 日 

10 月 28 日 

調査研究実行委員会 

鯖江市幼稚園教育研究集会 

あわら市公開保育研究会 

保幼小接続実践講座 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

鯖江東幼稚園 

妙安寺こども園 

越前市福祉健康ｾﾝﾀｰ 

無藤委員長 来福 

鯖江市との連携 

あわら市との連携 

越前市・仁愛女子短期大学との連携 

11 月２日 

11 月２日 

11 月４日 

11 月７日 

11 月 10 日 

11 月 11 日 

11 月 11 日 

11 月 12 日 

11月 16～20日 

11 月 17 日 

11 月 17 日 

11 月 26 日 

11 月 27 日 

11 月 30 日 

福井市公立保育園・認定こども園研修会 

若狭町市町アドバイザー・園内リーダー研修会 

高浜町訪問講座 

市町ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・園内ﾘｰﾀﾞｰ研修 

北九州市教育委員会視察 

調査研究実行委員会 

滋賀県町村会視察対応 

越前市訪問講座 

園内ﾘｰﾀﾞｰ研修 

茨城県教育委員会視察 

あわら市公開保育研究会 

坂井市訪問講座 

あわら市公開保育研究会 

福井市訪問講座 

明里保育園 

上中町舎 

和田保育所 

福井大学附属幼稚園 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

福井大学 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

越前市生涯学習センター 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

金津東こども園 

霞の郷福祉センター 

本荘こども園 

明里保育園 

福井市との連携 

若狭町との連携 

高浜町との連携 

福井大学教職大学院との連携 

県外自治体との意見交換 

委員会の開催 

県外自治体との意見交換 

越前市との連携 

個別事例相談会 

県外自治体との意見交換 

あわら市との連携 

坂井市との連携 

あわら市との連携 

福井市との連携 

12 月３日 

12 月６日 

12 月７日 

12 月 10 日 

12 月 12 日 

12 月 16 日 

12 月 17 日 

12 月 25 日 

 

岐阜県垂井町視察 

白梅学園大学セミナー参加 

大野市訪問講座 

坂井市訪問講座 

福井市訪問講座 

私立幼稚園協会園長会 

あわら市公開保育研究会 

学びをつなぐ希望のバトンフォーラム 

（研修報告会を兼ねる） 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

白梅学園大学 

結とぴあ 

みくに未来幼保園 

福井県青少年センター 

パレスホテル 

善久寺こども園 

福井県立大学 

県外自治体との意見交換 

市町ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｾﾝﾀｰ職員派遣 

大野市との連携 

坂井市との連携 

福井市との連携 

私立幼稚園団体との連携 

あわら市との連携 

無藤委員長 来福 

県外からの参観者との意見交換 

１月 29 日 

１月 30 日 

あわら市公開保育研究会 

勝山市訪問講座 

芦原こども園 

勝山市健康保健センター 

あわら市との連携 

勝山市との連携 

２月４日 

 

２月５日 

２月９日 

２月 10 日 

２月 16 日 

２月 25 日 

大阪市議会議員団視察 

民間幼児教育連盟園長会 

あわら市公開保育研究会 

宮崎県新富町教育委員会視察 

越前市公私立幼稚園研修会 

保育士スキルアップ研修 

高浜町保幼小合同講座 

福井県庁 

ユアーズホテル 

いちひめこども園 

県幼児教育支援ｾﾝﾀｰ 

越前市生涯学習センター 

県社会福祉センター 

高浜小学校 

県外自治体等との意見交換 

私立保育園団体との連携 

あわら市との連携 

県外自治体等との意見交換 

越前市との連携 

県社会福祉協議会との連携 

高浜町との連携 

 

 


