
困難を乗り越え未来へ！
　　　　　　　　　　公益社団法人全国幼児教育研究協会　理事長　福井　直美

令和３年８月８１号

最近になり、私もやっと感染予防に努めながら、幼児教育現場に顔を出せるようになり
ました。子供たちがマスクを着用し、密に気を付けながらも元気に遊び、生活している姿
を見ると、現場の先生方の苦労がしのばれますが、困難をみんなで乗り越えていこうとい
う意気込みを感じられ感謝の気持ちでいっぱいになります。たとえ鬼遊びの「ドン！」が
グータッチに代わっても、逃げる・追う、勝つ・負けるといったゲーム遊びの楽しさは十
分に味わえていますし、仕切りがされた中での昼食であっても、学級の友達と共に暮らす
喜びが味わえることは最高です。幼児教育現場が子供の大切な「時」を止めず、教育・保
育の質の維持をされている限り、明るい未来につながり、広がっていると思います。

全幼研もできることを模索して前進してきました。もう少しで、顔を合わせての研究会
も可能になります。1年延期になり1日集中実施となった第69回全国幼児教育研究大会兵
庫大会の盛会を心より祈ります。コロナ禍でチャレンジしたリモート研修は、効果的な事
業として今後も続けていきます。

また来年には 70 周年東京大会を迎え、歴史は新たな時代を迎えます。地球の未来を共
につくり、更に AI の時代をたくましく人間らしく生きていく子供たちを育てるため、会
員の皆様と共に前進していきたいと思います。

公益社団法人 全国幼児教育研究協会
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論　説 ＳＤＧｓとＥＳＤ
－園が世界とつながる 未来とつながる

十文字学園女子大学　

教授　上垣内 伸子

SDGsとはSustainable Development Goals「持
続可能な開発目標」の頭文字をとったものですが、
この SDGs という言葉を最近よく耳にしますし、
17 個のカラフルなアイコンも見かけるようにな
りました。この SDGs と 2030 年までに SDGs の
達成を実現するための取組であるESD（Education 
for Sustainable Development：持続可能な開発の
ための教育）について、幼児教育の視点から考え
てみたいと思います。

2015 年 9 月、国連は、先進国も含めた国際社
会全体が持続可能な形で成長するための開発目標
としてSDGsを採択しました。17のゴール（目標）
と169のターゲットから構成され、地球上の「誰
一人取り残さない」“No one will be left behind”
ことを誓う、先進国を含めたすべての国が取り組
むユニバーサルな課題です。日本の 2020 年の達
成度は193 ヵ国中18位という評価です。

突然世界中を覆ったコロナ禍のように、私たち
は今、世界中でさまざまな解決すべき課題を抱え
ています。気候変動、海洋汚染、各地での紛争や
難民問題、差別や貧困などなど。それらを17のア
イコンを並べて可視化したことで、取り組むべき
分野の多様性が見えてきます。けれども、これら
は単に積木を並ベたようなものではありません。
SDGsを理解する上では、課題間の相互関連性を
認識し包括的に捉えるという視点をもつことが重
要になります。そのキーワードとなるSD：持続可
能な開発とはどういうことなのでしょうか。

Sustainable Development（持続可能な開発）は、
新しい概念ではありません。1987 年に国連「環
境と開発に関する世界委員会」で、SD とは「将

来世代が彼らのニーズを満たすための能力を損な
うことなく、現在世代のニーズを満たすこと」と
定義されました。今もこれからも誰もが幸せに生
きることを目指すのが SD なのです。このことを
その後の地球サミットで一人の少女が “enough 
for everyone forever” という言葉で表しました。
誰もがこれからもずっとほどよく―SDGs が目指
す世界の在り方が見えてきませんか。

SD に関しては、保育実践に直接関連する ESD
も重要です。文科省日本ユネスコ国内委員会の
HP では、ESD とは「現代社会の問題を自らの問
題として主体的に捉え、人類が将来の世代にわた
り恵み豊かな生活を確保できるよう、身近なとこ
ろから取り組む（think globally, act locally）こと
で、問題の解決につながる新たな価値観や行動等
の変容をもたらし、持続可能な社会を実現してい
くことを目指して行う学習・教育活動」であり、
ESD は持続可能な社会の創り手を育む教育であ
ると説明されています。この ESD の方が SDGs
より早くから在る概念で、2004 年に日本の提案
で国連「持続可能な開発のための教育の 10 年

（2005-2014）」が採択され、国際的に取り組まれ
てきました。2018 年からの幼稚園教育要領や学
習指導要領の改訂に際しても、ESD の推進が盛
り込まれました。そして ESD の 10 年の翌 2015
年の国連サミットで「我々の世界を変革する：持
続可能な開発のための2030アジェンダ」（SDGs）
が採択されたのです。ESDは、SDGsのゴール４

（教育）のターゲット 4.7 として位置付けられま
したが、同時にすべての目標の実現にとって不可
欠なものとしても捉えられています（図参照）。

2019 年のユネスコ総会では、
ESDの新たな枠組として、ESD 
for 2030「持続可能な開発のた
めの教育：SDGs達成に向けて」
が採択され、ESDとSDGsの関
係が整理されました。

SDGs の課題を包括的に捉え
ることが重要と述べましたが、
そもそもSD（持続可能な開発）
とは、環境、経済、社会の 3 つ
の側面の統合的な発展を目指す
ものです。

たとえば気候変動による豪雨
等の災害の増加が社会生活を脅SDGsとESDの関係（文部科学省 日本ユネスコ国内委員会HPより）
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かし経済成長にも影響を与えるように、これらは
相互に依存しながら相互に強化し合っていくから
です。したがって ESD においても、課題ごとの
学習ではなく包括的に学ぶこと、SD の包括性を
理解することが求められます。

私は、ESD 推進にとって幼児期は大変有効な
時期であり、幼児教育は既に ESD を内包してい
ると思っています。2014 年に名古屋で開催され
た ESD の 10 年の総括会議でも、幼児教育が重要
な鍵となること、この 10 年で幼児教育段階での
ESD がすすんでいることが評価されました。幼
児期に ESD を実践する意義として、①幼児期は
生活の基本的態度や価値が形成される時期であ
り、②幼児期のESDの取組は新たな価値観をもっ
た未来の担い手を育てることにつながり、③幼児
期は保護者の養育下にある故に幼児を通して保護
者や家庭生活へも影響が及ぶことがあげられま
す。人格形成の基礎を培う乳幼児期の ESD は生
涯にわたるESDの基盤といえます。

幼児教育は ESD の理念を内包しているのでは
ないかと考えるのは、幼児教育・保育の基本とな
る考えと ESD が目指す教育の間に、表に示すよ
うな類似性がみられるからです。

ESDと幼児教育･保育に見いだされる共通性

ESDが目指す教育 幼児教育・保育の 
基本となる考え

①学び手の文化背景や生活
環境が尊重される

②目の前の学習者に合わせ
た教育が行われる

③学習者の持ち込む文化的
価値観を認識する

④自分がどう生きるかを考え
るからこそ、生活を題材と
して教育が展開される

①子ども自身のもつ生活経
験を尊重する

①子ども自身のもつ生活経
験を尊重する

③周りの環境との関わりか
ら学ぶ

④自然とのかかわりを重視する
⑤園と家庭・地域の連携が

不可欠である

そのため、先生方は気付かずとも自然な形でESD
を実践されているのだと思います。けれどもESDと
は、今起きている問題に向き合い解決するための発
想力や行動力を育てる教育であり、持続可能な未来
を創りだすために必要なライフスタイルと行動と価
値観を学習するものですから、教育する大人（保育
者や保護者など）自身の生き方が問われます。保育
には人的環境としての保育者の生活や価値観が反映
されますから、この意識がなければ、保育自体がど
れほどSDであってもESDにはなり得ません。

具体的な事例を２つ紹介します。
（１）ウッドスタート宣言都市 

　　埼玉県秩父市の生涯木育事業
秩父市では豊かな森林資源を活用して、乳児期

から高齢期まで一生を通じて、さまざまなライフス
テージで森林と林業について学び、触れ、「秩父の
木」と親しむ生活を送ることを目指し、木材を日常
生活に取り入れることによって、地域産業である林
業の活性化と、地域材の利用促進を推進することも

ねらいとして、「生涯木育」に取り組んでいます。そ
のためには、子ども時代から木で遊んだり、木につ
いて学んだりすることが大切であると考え、2015年
3月に「ウッドスタート宣言」を行い、10か月健診
時に全乳児に対して、秩父産のスギ・ヒノキを用いた、
秩父の歴史・文化・産業、秩父らしさを感じられる
木製玩具　“TUMICCO”（つみっこ）など3種から
1つを「誕生祝い品」として贈っています。伝統産
業である織物工場の三角屋根の形をした積木がその
織物技法によって作った風呂敷で包まれているとい
う地元のデザイナーが考案した「つみっこ」（秩父の
伝統食の名前）は、製作も地元の木工職人です。子
どもは遊びながら木の温もりや香りを感じ、親は地
域の歴史や産業を知ることとなるでしょう。市内のこ
ども園では、100年の森づくりを目指してどんぐりか
ら育てて植林する活動も行っています。このように、
SDGsに掲げられた森林環境保全、地域産業振興、
木育、ESDなどの包括的な実践がなされています。
（２）環境保全と伝統技能の伝承 

　　～ホタルの里計画からの発展～
環境保全と地域交流を目指してカワニナの棲む

池を作り、地域の人も憩えるホタルの里作りを目
指した幼稚園があります。子どもたちが自然を大
切にする気持ちを育てるだけでなく地域について
も親しみをもって欲しいと願い、ホタルの飼育を
中心とした園環境作りに際して、上総掘りという
伝統的な手掘りの井戸工法を伝承している職人に
依頼し、園児とその家族も参加しての井戸掘りを
されました。子どもたちへの ESD でしたが、関
心をもった保護者達が地域の歴史についての研究
会を立ち上げ、地域に情報発信するなど広がって
いったそうです。こちらも、環境・経済・社会の
包括的な取組となった事例といえるでしょう。

他にも、高齢者との世代間交流を通して昔の暮
らしを知り、プラスチックの使用を園や家庭の中
で見直していった実践、コロナ禍で盛んになった
オンライン通信を活用して外国の子どもたちとそ
れぞれの遊びや生活を交流する事例など、多様な
ESD が幼児教育・保育においても展開されてい
ます。ESD は身近な環境から始まるもの。園の
特徴や保育の中で大切にしていることを振り返っ
てみると、毎日の保育のすべてが SD であること
に気付くのではないでしょうか。今と未来を見据
えて、保育室と世界が繋がっている感覚をもちな
がら保育していきたいものです。

＜参考＞
SDGs について：国連広報センターの HP　国連
広報センター (unic.or.jp)
ESD について：文科省日本ユネスコ国内委員会
の HP　日本ユネスコ国内委員会 ：文部科学省 
(mext.go.jp)
冨田久枝他．「持続可能な社会をつくる日本の保育 
乳幼児期におけるESD」　かもがわ出版．2018．
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研究会　　14：00 ～ 15：30

講　演　「持続可能な社会の創り手の育成と
　　　　　　　　　　　　幼児教育への期待」
講師　文部科学省初等中等教育局幼児教育課長　　大杉 住子　氏

令和３年度　総会・研究会報告
令和３年５月２２日（土）　１３：００～１５：３０

＊新型コロナウイルス感染症のため、リモートにより開催

開会の言葉　　　荒木副理事長

理事長挨拶　　　福井理事長
全国の支部の皆様と画面を通してではあ

りますが、お目にかかれること大変うれし
く思います。先生方が体を張り、頭脳を働
かせて大切な子供たちの幼児期という「時」
を止めないように努力をしてくださってい
ること、本当に感謝しております。今年度
の規模を縮小しての大会、来年度からの会
費の値上げ等、しばらくは皆様に我慢の時
を共に耐えていただき、未来に向かって時
を進めていきたいと思います。

ウィズコロナ時代と言われる今、私たちの働き方や生活様式は大きく変化している。ICT環境が急
速に整備されたことにより、身近な生活圏を離れなくても世界とつながれる時代になった。子供たち
の生活にも大きな影響があり、学び方の選択肢が広がったというプラスの面もあるが、リモートでは
共感性が生まれにくいといった課題もあり、五感を通じた学びや遊びの機会を意識的に確保していく
必要もある。まさに複雑で予測困難な変化に直面する今、そうした変化に対する個人や社会、組織の
構え（レディネス）やしなやかさ（レジリエンス）が問い直されている。

ZENYOUKEN

議事　　議長：近畿地区長　福井 千智
・令和２年度事業報告の件
・令和２年度収支決算報告　監査報告の件
・令和３年度事業計画の件
・令和３年度収支予算の件

上記の議案がすべて承認された。
＊詳しくはホームページをご覧ください。

開催地挨拶
・第69回全国幼児教育研究大会（兵庫大会）
・第42回全幼研教育経営研修会（神奈川）

事務連絡

閉会の言葉　　　中井副理事長

総　会　　13：00 ～ 13：45
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幼稚園教育要領改訂時には、こうした ｢ 予測困難な変化 ｣ を見通した上で、子供たち一人一人に、
持続可能な社会の創り手として、変化を乗り越えよりよい社会と幸福な人生を主体的に切り拓いてい
く力を育むための教育課程の在り方が議論された。変化の時にこそ幼稚園教育要領等に立ち返り、そ
の理念の実現を図ってほしい。

幼児教育の振興の観点からは、当面、次の４点に取り組んでいきたいと考えている。

１　ウィズコロナ時代の変化と教育課程
AI などの技術革新が進むほど、人間ならではの感性を働かせて生活していくことがますます重

要になる時代、幼児教育への期待も大きい。小学校生活科では、「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿」を記した教科書もある。この 10 の姿を常に時代の変化に照らし合わせながら、子供の成
長について考えていくことに使ってほしい。幼稚園教育要領は、複雑で予測困難な変化を見据えた
教育課程の在り方に関する知見の集大成。これに基づきながら、地域や幼児の実状をしっかりと捉
えて創意工夫して教育課程を編成・実践し、成果を共有していくことが重要。

２　誰一人取り残さず成長を支える体制の整備
これまでの幼児教育の蓄積を生かしながら、学校種や施設類型を越え、地域、家庭とも連携した

幼児教育推進体制をリードしていってほしい。また、幼児期の教育については、子育て支援などを
含めて多くの分野が関わる。最新の情報をすべて把握することは難しいが、情報のありかを教育者
が把握しいつでも連携できるようにしておくことが大切。

３　学びや遊びの意義の共有と社会に開かれた教育課程
幼稚園教育要領の前文に、「幼児の自発的な活動としての遊びを生み出すために必要な環境

を整え、一人一人の資質・能力を育んでいくことは、教職員をはじめとする幼稚園関係者はも
とより、家庭や地域の人々も含め、様々な立場から幼児や幼稚園に関わる全ての大人に期待さ
れる役割である」と明記されている。幼児教育の意義を、幼稚園教育要領等を手掛かりにしな
がら可視化し、社会と共有すること、学校種を超えた連携に組織的、計画的、継続的に取り組
むことが重要である。

４　カリキュラム・マネジメントと教育実践の質の向上
現在行っている教育活動とカリキュラム・マネジメントの関係を意識した上で、課題を見つけ、

改善策を探ることが大切。幼稚園教育要領総則の構成が、カリキュラム・マネジメントに合わせて
作成されている。チェックリストとして活用してほしい。つい課題にばかり目が向きがちであるが、
日本の幼児教育は国際的にも高く評価されている。そのよさを生かしてカリキュラム・マネジメン
トを回していくことができるような力を高めていくことが求められる。

最新の状況としては、5月14日に文部科学大臣から「幼児教育スタートプラン」が公表された。幼
児教育については、無償化という負担軽減とともに、質の向上に取り組むこととされたところ。すべ
ての子供たちの生活や学びの基盤を支える「幼保小の架け橋プログラム」などについて、今後中央教
育審議会で議論することとしている。

そして、持続可能な社会の作り手として活躍していくためには、多様性（いろいろある）、相互性
（関わり合っている）、有限性（限りがある）、公平性（一人一人大切にする）、連携性（力を合わせる）、
責任感（責任をもつ）といった視点が重要。こうした視点を育む上で幼児期の体験は重要であり、「社
会に開かれた教育課程」の観点から、幼児期の教育の役割をより広く共有し、社会全体で幼児教育の
振興を支える環境を作っていきたい。

（文責　広報部）
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遊びのヒント あれこれ　－自然を取り入れた遊びー
東京：練馬区立北大泉幼稚園

幼児期に自然と出合い関わることは、驚いたり感動したりと心を揺れ動かし、様々な感覚を働か
せることができる貴重な経験となります。身近な自然を遊びに取り入れていくことで、自然への興
味・関心が高まり、考えたり工夫したり試したりという姿にもつながっていきます。

＜赤カブの栽培＞
☆子供たちの興味が続くように、収穫までに期間の短い赤カブを選びました。

4歳児

クマくんからの手紙と一緒に種が
届き、一人一人が容器（ペットボト
ルを切った下の部分）に種をまきま
した。「何の種かな？」「何ができる
のかな？」様々に思いを巡らしてい
くことも楽しみました。
保育室のすぐ前に、小さい水やり用

のカップも一緒に置いておきました。
登園すると自分の植木鉢を見て変

化に気付き、生長を楽しみにしなが
ら水をあげていました。

収穫したものは何
だったのでしょう･･･。
家庭に持ち帰り、お家
の人と一緒に調べて
「赤カブ」と判明！お
味噌汁に入れたりサラ
ダに入れたりして味わ
いました。

＜秋の自然物を使って＞
☆散歩に出掛けたときに集めた小枝や葉っぱなど、種
類別に分けておきました。形の違いや面白さを感じ
ることができるよう置き方を工夫することで、興味
や関心が高まりました。

紙粘土や段ボールを
使って、ケーキや飾り
を思い思いに作って 
楽しみました。

早く大きく
なあれ！

赤くて細い！
唐辛子かな？

ニンジンみたいな
形だ！

その後、赤カブを紙
で作って遊びに使った
り、自分たちが赤カブ
になり表現を楽しんだ
りしました。
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＜園庭探検隊！＞
☆園庭にある身近な自然への興味や関心をより高め、様々な感覚を使って楽し
むために、園庭探検カードを作成しました。友達と一緒に探し、発見したこ
とを共に喜んだり、見付けたことを伝え合ったりしていました。

＜色水実験＞
☆４歳児のときから楽しんできた花びらを使った色水遊び。年長組になり、より試したり考えた
り、試行錯誤して楽しめるように、「色水実験」として、魔法の水（重曹水や酢水）、スポイト
や計量カップなども用意しました。

５歳児

◎カードは、首からぶら下げられるよう 
紐を通しておきます。

甘い香りが
するね。

チクチク
してるよ。

こんな色が
できちゃった !

思っていた
色と違う。
何でかな？

少しずつ
色が違う。

本当だ！

材料置き場は、分かりやすく 
表示をしておきます。

友達の作った色と比べたり、友達
の刺激を受け新たな目的がもてるよ
う教師が知らせたり、作る場を考え
たりすることも大切です。

次第に、カードにある以外の物にも気付いて楽
しむ姿がありました。
見付けたり､発見したりしたことを学級全体で共

有すると、興味・関心が更に広がっていきました。
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昨年から続くコロナ禍の中で、今、何が大切か、何が
必要か、何ができるのかを真剣に考えていらっしゃるこ
とと思います。今号は、十文字学園女子大学教授上垣内
伸子先生のSDGsに関する論説、幼児教育課長大杉氏の
ご講演、練馬区立北大泉幼稚園の「遊びのヒントあれこ
れ」と、今の時代にふさわしい内容を考えました。ご多
用の中、ご執筆いただきました皆様に心よりお礼申し上
げます。

若竹に対するご感想・ご要望等、事務局までお寄せく
ださい。お待ちしております。
広報部（石橋・吉羽・志村・小岩井・宮本・西澤・前田・風間）

記後集編

第42回　全幼研教育経営研修会（神奈川）

研究主題	 「ＡＩの時代をたくましく、 人間らしく生きるために
	 ―これからの教育を保護者 ・地域と共に考え、 実践していく園経営―」

期　　日	 令和３年１１月２０日 （土）
会　　場	 神奈川県民ホール ・小ホール
講　　師	 和洋女子大学教授　　矢藤　誠慈郎　氏

第70回　全国幼児教育研究大会東京大会
研究主題	 「ＡＩの時代をたくましく、 人間らしく生きる

ために―自己肯定感をもち、 遊びや生活
を創り出す力を育てる―」

期　　日	 令和４年８月２日 （火） ・ ３日 （水）

会　　場	 東京国際フォーラム
	 国立オリンピック記念青少年総合センター

＊	幼稚園教諭等のキャリアアップ研修に対応して
います。

第43回　全幼研教育経営研修会（埼玉）
研究主題	 「ＡＩの時代をたくましく、 人間らしく生きる

ために―これからの教育を保護者 ・地域と
共に考え、 実践していく園経営 ２―」 （仮）

期　　日	 令和４年１１月

会　　場	 未　定

全幼研に入会をご希望の方は、
全幼研事務局までお問い合わせください。

（ホームページから入会申込書を　
　ダウンロードすることができます。）
幼児教育に関わる様々な立場の皆様、

共に学び合いましょう！

～入会のおすすめ～

来年度の大会・研修会予告 ホームページを
ご覧ください！

研修や大会の案内、 各支部の最新情報
など、 随時更新しております。 ぜひ、 ご覧
ください。 皆様に知らせたい支部情報があ
りましたら、 事務局までお知らせください。

http://www.zenyoken.org


