
　2017（平成 29）年 3月に幼稚園教育要領，保育所保育指針，幼保連携型認定
こども園教育・保育要領が改訂（定）された。乳幼児教育 ･保育シリーズ『保
育内容	環境』は，その改訂（定）した内容に沿って執筆されている。
　また，文部科学省の教職課程コアカリキュラムの趣旨を踏まえ，本書では，
主に第 1部で領域「環境」に関する専門的事項を，第 2部で保育内容「環境」
の指導法（情報機器および教材の活用を含む）を取り上げている。幼児期の教育
は「環境を通して行う」ものであるが，そのなかの領域「環境」では，子ども
が「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り
入れていこうとする力を養う」ことをめざしている。
　保育者養成校の学生の皆さんや本書を手に取って学ばれる方々が，領域「環
境」について興味をもって楽しく正しく理解できるように，また，保育現場に
おいて適切に指導や援助を行い，子どもの育ちと学びをとらえる力量を高める
手がかりとなるように，本文では事例や写真を多く用い，さらに理解を深める
ための演習問題やコラムを設けた。本書だけでなく，他の領域と併せて総合的
に学ぶことを通して，幼児期の教育を担う専門家としての資質・能力をぜひ高
めていただきたいと願っている。
　最後になりましたが，事例や写真を提供してくださった園や学校の皆様，そ
して，粘り強く対応してくださった光生館の皆様に，心より感謝申し上げます。
　　2018 年 2 月
	 編者　神長美津子

掘 越 紀 香
佐 々 木 晃
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❶�子どもを取り巻く環境の変化と，領域「環境」に関わる現代的課題 1

子どもを取り巻く環境の変化と，領域
「環境」に関わる現代的課題
　子どもたちの「失われた育ちの機会」と，

これからの学校教育
　子どもや子育てを取り巻く環境の変化により，家庭や地域における直接的な
具体的体験の場が減少したことによる子どもたちの体験不足に対して，「失わ
れた育ちの機会」といわれるようになってから久しい。各学校園では，それぞ
れのカリキュラムに，動植物とふれ合うなどの自然体験や，	異世代や異年齢と
の交流などの様々な人びとと関わる体験等の直接的・具体的体験を取り入れな
がら，子どもたちに豊かな体験を保障することに取り組んできている。しかし，
都市化や情報化，特に情報環境が劇的に変化しつつある現代社会では，各学校
園の取り組みの成果を上回る勢いで，子どもたちを取り巻く環境が変化してい
るため，必ずしも十分な成果を得てはいないという現実がある。むしろ，体験
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不足の問題は，年々深刻化している。
　さらに，近未来のこととして予想されることは，人工知能の進化により，十
数年後のわれわれの生活は大きく変化し，人間の仕事は限られた範囲のものと
なるだろう。その変化は，確実に子どもたちの生活やその育ちに影響を及ぼす。
　中央教育審議会答申「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」（2016［平成 28］年）（以
下「中教審答申」と表記）では，このような変化を想定し，次のように述べ，
人工知能と対峙させて，「感性を豊かに働かせる」「目的を自ら考え出す」「多
様な文脈が複雑に入り交じった環境の中で…」「答えのない課題に対して…」
などを人間の強みとしてあげている。
　人工知能がいかに進化しようとも，それが行っているのは与えられた目的の
中での処理である。一方で人間は，感性を豊かに働かせながら，どのような未
来を創っていくのか，どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかと
いう目的を自ら考え出すことができる。多様な文脈が複雑に入り交じった環境
の中でも，場面や状況を理解して自ら目的を設定し，その目的に応じて必要な
情報を見いだし，情報を基に深く理解して自分の考えをまとめたり，相手にふ
さわしい表現を工夫したり，答えのない課題に対して，多様な他者と協働しな
がら目的に応じた納得解を見いだしたりすることができるという強みを持って
いる。

　ただし，そのためには，これからの学校教育に対する期待は大きく，人間の
強みがしっかり発揮できるよう，その教育の在り方が問われる。
　このため，今回の「中教審答申」では，学校教育で育成すべき資質・能力の
3つの柱 1）（図序-1）を明確化し，これからの学校教育がめざすべき方向を具体
的に示した。学校教育で育成すべき資質・能力は，今回改めて求められるよう
になったわけではない。1998（平成 10）年の「学習指導要領」等改訂以来，学
校教育では，将来の変化の激しい社会を生き抜くために必要な力として「生き
る力」を培うことをめざし，教育内容の充実を図ってきたところである。2018
（平成 30）年の「学習指導要領」等改訂では，加速度的に変化する社会の文脈
のなかで，「生きる力」を改めてとらえ直し，各学校段階において確実に「生
きる力」を培うことができるよう，その教育内容を具体的に示したといえる。
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　また，「中教審答申」では，さらに，次のように述べ，学び続ける人間とし
ての生き方やこれからの学習の在り方について言及している。

　このために必要な力を成長の中で育んでいるのが，人間の学習である。解き
方があらかじめ定まった問題を効率的に解いたり，定められた手続を効率的に
こなしたりすることにとどまらず，直面する様々な変化を柔軟に受け止め，感
性を豊かに働かせながら，どのような未来を創っていくのか，どのように社会
や人生をよりよいものにしていくのかを考え，主体的に学び続けて自ら能力を
引き出し，自分なりに試行錯誤したり，多様な他者と協働したりして，新たな
価値を生み出していくために必要な力を身に付け，子供たち一人一人が，予測
できない変化に受け身で対処するのではなく，主体的に向き合って関わり合い，
その過程を通して，自らの可能性を発揮し，よりよい社会と幸福な人生の創り
手となっていけるようにすることが重要である。

　いわゆる「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）となる体
験こそが重要であり，こうした学びを保障していくために，教員には不断の指
導改善を重ねていくことを求めている。

今後の学校教育：育成すべき資質・能力の 3 つの柱

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化

どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

学びに向かう力
人間性等

何を理解しているか
何ができるか

知識・技能

理解していること・できる
ことをどう使うか

思考力・判断力・表現力等

図序-1　学校教育で育成すべき資質・能力の 3つの柱
資料：	中央教育審議会答申「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」2016 より
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　「学校教育のはじまり」としての幼児期の教育では，まさに「主体的・対話
的で深い学び」のスタートとして，遊びを通して総合的な指導のなかで，子ど
もが好奇心や探究心をもって周囲の環境に積極的に関わり，試行錯誤しながら
関わりを深め，それらを生活のなかに取り入れていこうとする力を育む必要が
ある。このため，保育者自身もその資質を磨き，子どもの視点から保育を振り
返り，絶えず指導の改善を図りながら，子どもとともに保育をつくり出す力を
つけていくことが求められている。

　領域「環境」の考え方と実践上の課題

　自然と関わるなかで心が癒され，活動へのエネルギーを得ることは，幼児期
の子どもだけに限るものではないが，特に幼児期は，自然と関わり生み出され
る様々な活動を通して，心身の健やかな発達が促される。自然環境は，幼児期
の子どもの発達に欠かすことができないものである。特に，生命とふれ合う体
験を通して，全人的な発達を促すことができる。
　たとえば，幼児期の子どもにとっては，虫や草花等のささやかな自然であっ
ても，それらと出会って心動かし感動する体験を通して，自然への畏敬の念や
親しみを抱き，生きものへの愛おしみや生命の不思議さを感じることがある。
　ある 3歳児クラスを参観していたとき，一人の子どもが金魚の水槽を見上げ
るような視線で金魚をじっと見ながら，「金魚は口をパクパクしているのに，
どうして水が口の中に入らないの？」と，保育者に尋ねていた。恐らく，その
子どもは水に潜った経験があるのだろう。おとなにとっては当たり前のことで
はあるが，子どもにとっては不思議なことである。保育者は，「本当だ。不思
議ね」と，共感しながら，しばらくの間，パクパクしながら優雅に泳ぐ金魚の
様子を子どもと一緒に見ていた。保育者に，魚と人間との違いを知識として理
解することを期待しているわけではない。子どもと一緒に「じっと見入る」と
いう行為を通して，生きる世界の不思議を共感することが，幼い子どもにとっ
ては心揺れ動く体験となる。子どもの働きかけに対して，共感し応答すること
を通して，子どもの好奇心は育まれ，生きる世界に興味や関心をもつようにな
る。



❶ 子どもを取り巻く環境の変化と，領域「環境」に関わる現代的課題 5

　領域「環境」は，子どもが周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わ
り，それらを生活に取り入れていこうとする力を養う観点からねらいや内容が
まとめられている。
　領域「環境」の対象は，子どもの周囲にあるすべてなので，自然物や自然事
象はもちろんのこと，遊具や用具，道具，紙や絵の具等の様々な素材，地域の
文化的・歴史的な環境等々，様々なものが含まれている。また，数量や図形，
文字等も，周囲にある環境の一つとして子どもの興味や関心の対象となってい
くので，それらとの関わりは，領域「環境」のねらいや内容に含まれている。
　領域「環境」のねらいや内容をふまえた実践をしていく際の保育者の役割は，
園生活を通して，子どもたちがこれら環境の一つ一つと出会い，それらとの関
わりを深めていくことができるよう，計画性をもって環境を構成するとともに，
柔軟性をもって一人一人に応じた援助を重ねていくことである。
　学校教育のはじまりの幼児期の教育の段階で，子どもが周囲の様々な環境に
好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り入れていこうとする力を
つけていくことは，小学校以降の生活や学習の基盤をつくることにつながって
いくので重要である。しかし，近年の子どもたちには直接的・具体的な体験が
不足していること，若い保育者のなかには都市化や情報化のなかで育ってきた
人もいるので保育者自身の直接的・具体的な体験も不足していること，園庭に
十分な広さが確保されていないこと，地域で子どもたちが自由に探索できる場
が限られたものとなっていること等々，領域「環境」の実践上の課題は多い。
　たとえば，近年，都市部では待機児童対策が進むなかで，「児童福祉施設の
設備及び運営に関する基準」の規制緩和として園庭のない保育所が設置される
ことがある。ある調査 2）によれば，園庭のない就学前の教育・保育施設は，
全国的にみると 1％であるが，東京都内は 24％という数値になっている。この
場合，近隣の公園を園庭の代替えとして利用することになるが，幼い子どもに
とって，保育室から広がる空間としての園庭と，公共の道路を通って出かけて
いく公園は同じではない。戸外で子どもたちが安心して過ごせる，興味をもっ
た環境に繰り返し関わることができる等々をふまえると，保育室からつながる
園庭は重要な意味をもつ。



6 序　章� �領域「環境」に求められること

　もちろん，園庭があれば十分対応できるというわけではない。体験不足の子
どもたちの探索の場となる魅力ある園庭となるためには，子どもが関われる自
然があることや，起伏があり様々な活動を展開できること等，その環境は工夫
していかねばならない。また，この意味で，今後，就学前の教育・保育施設に
おける園庭環境の在り方の実践的研究は必要である。同時に，乳幼児期の子ど
もの発達や生活についての社会的関心を広げながら，幼児期の教育や保育につ
いての理解を得ることも必要である。

幼児期の教育において育みたい資質・能力
等と，領域「環境」の保育内容

　幼児期の教育において育みたい資質・能力

　これからの学校教育では，幼児期の教育から高等学校を卒業する 18 歳まで
を見通して，各学校段階で育成すべき資質・能力を確実に身につけていくこと
が求められている。学校教育の初めの段階である幼児期の教育では，遊びを通
した総合的な指導のなかで，豊かな体験を通じて，感じたり，気づいたり，わ
かったり，できるようになったりする「知識及び技能の基礎」，気づいたこと
やできるようになったことを使いながら，考えたり，試したり，工夫したり，
表現したりする「思考力，判断力，表現力等の基礎」，心情・意欲・態度が育
つなかで，よりよい生活をつくり出そうとする「学びに向かう力，人間性等」
を育むことが求められている 3）。各幼稚園，保育所，認定こども園の教育課程
等の編成に当たっては，幼児期にふさわしい生活を通して，育みたい資質・能
力を具体化することが必要である。

　幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

　中教審答申では，「高等学校を卒業する段階で身につけておくべき力は何か」
を見通したうえで，幼児期の教育の段階では，「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として，「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の

2


