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特別講習会

幼稚園教員研修会

月　日　平成 20 年８月８日（金）

場　所　幼児教育センター

講　師　神長　美津子先生（東京成徳大学教授）

テーマ：「幼稚園教師の資質向上と自己評価」

俯瞰図番号　E1 －Ⅰ　E8 －Ⅰ

１．はじめに：幼稚園をめぐる様々な動きや課

　　　　　　　題

○教育要領の改訂について

・保育所保育指針に比べると幼稚園に関TるU

のはVWXYZ[ていない\]^_`abに

cきd改ef_` 1g bにhにijkにf_

` 2g bにはhにlmd改訂mnoといo動

き^

・pqX保育fr育てstu特にvwTるxy

とmてz[ている^_` 1g bにはz{るq

|oqといo}~�[�uf2g bには��

に�mz[ている^教育���の�動に�m

ては��uU�{�^pqXを教育の�に�

�����mいとの�UVる^

�mqm����はYZ[てはいない���f

�kな|�

��kには�c�nとい[ているuf��u

YZ�ないの�は  �{W�¡Xを¢[て

いd£の¤¥とは

　¦§と¨©�ª«はYZ�ないu¬は®

¯mな°{±な�ない^

・²md³Z[�Uの：´育fµ}w¶につい

てf幼·のつなuXf̧ d¹ºw¶mていd^

�{q�の 1g bのY»は¼�1g b½とに改

訂¾{るとT{±��教¿のÀÁÂとは¼

�Ãのr|UになqなqÄZ�ないÅm¾^

�教ÆÇÈ：Ér|UをÊXËdÌÍのY

»をÎWº�Ã�の幼Ï教育のVXÐに

ついてÑ�Ò 17Ó １�

ÔÕÖf×ØÙ会f幼稚園f保育所ÚのÛÜ

にnるÝÞkな幼Ï教育のßà

á幼Ïのâ�のãäÂfåæやçèのãäÂ

をÎWº�幼Ï教育のéê

就ç前のr|Uに関Tる教育・保育ÚのÝ

Þkな提供のßàに関Tる法律の`立

Ô認定r|U園の��

教育�本法改e�Ò 18Ó12�

第 11 条�幼Ï期の教育�

幼Ï期の教育はfâ涯にZ�る�格形`の

�礎を培o重要なUの�Vる�とにq�

u�f国及è×Ð公共団jはf幼Ïの健や

qな`長に¬Tる良好なÌÍの整備その

他f適当なÐ法にn[てその振興に努めな

°{±な�ない^

ç校教育法改e�H19Ó 6�

★µ定順のYh

第１条：ç校とはf幼稚園f·ç校f�ç校f

　　高Úç校 

�旧：·ç校f�ç校 及è幼稚園

★幼稚園の目k

第 22 条：幼稚園はf義務教育及èその�の

　教育の�礎を培oUのとmてf幼Ïを

　保育mf幼Ïの健やqな`長の�めに

　適当なÌÍを与ºてfその心身のåæ

　を助長Tる�とを目kとTる^

�旧：箇線uない部分

※なぜ箇線部分u³Z[�q¼

・ç校教育法の��f����°“保育”と

いo«葉u使Z{ている �̂保護育`�

単にpqる�°�なd内面を豊qにTる

x“教育”�教º育てる�に�m保育とい

o«葉u適切�Vる^

・見¢るとは放[ておdといox�はなdf

主jÂを重�じるといoxの理解を得る

£に³º�{�^

・“適当なÌÍ”とはいい³減�はなdf適

切妥当といo�と^

★幼稚園の目標の修e

第 23条

一．健康f安全�幸福なâ�の£に必要な�

本k習慣を養いf身jk��の調和kå

æを図る�と^
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二．集団生活を通じて、喜んでこれに参加す

る態度を養うとともに、家族や身近な人

への信頼感を深め、自TU自VWXYZ

の[\]Xに^_`aのb生cを養う

de

f．身近なg会生活、生hWX自iにjする

klと、mれnにjするopqrsと態

度WXtuvのb生cを養うことe

w．xyの会zや{|、}z~に�p�こと

を通じて、��の�q�をop���と

ともに、��のzをrsp�うとする態

度を養うことe

�．��U身�に�る��、��~に�p�

ことを通じて、��な感�と��vのb

生cを養うことe

���て��の���の���

� 2  ¡¢£¤¥に¦qて§、� 22 ¡に^

¨する©ªを«�する¬めに�を®う

¯�、£°±の�に²する³´のµ¶に

·¸、¹º»WX、¼½¾¿mのÀの²Á

»�n�ÂにÃじ、ÄÅなÆÇのÈÉWX

Ê�を®うなË、家ÌWX¼½に¦Íる£

°±の�の��にÎめるものとするe

�Ï��¹�の���の���

� 2Ð ¡¢£¤¥の�ÑÒmのÀの¹�Ó

Ôに²するdÕ§、� 22 ¡WX� 2Ö ¡

の^¨に×q、ØÙÚÛÜÝÞ¨めるß．

£°�の�àとá近のâ¸

£¤¥�Åãのäåæç 2èé ３）

①発達やÛXの連続�を�¹

②�験と��の重視な�Ëもやg会の変�に

jÃp¬£¤¥�の充«

③家Ìとの生活の連続�を図る

④��て��UÏ��¹�の充«

※£¤¥§�ËもÞ§じめて会うÛ校

“£¤¥時間”を¬っぷ��¹する�h

→小Û校と§違qゆっ¬�とpてqて、家と

§違q、ドキドキワクワクする魅vªな時

間e

→�Ëもの時間を¬っぷ�過ごp¬後　経験

カリキュラム�nÛ習カリキュラムへe

☆これ�nの£¤¥のÑ¶

①Û校�の始ま�とpての£¤¥とpて

�ÓÔの充«

②£¤¥の機能を拡Üp、聞�れ¬¥づ��

③£¤¥員の専門�の向上

④Û校評価を通pて���q�を«�する

２．今、£¤¥師に求めnれる専門�

£°rs、総合ªに指�するv

æ£°をrsするv、à況にÃじ¬²わ�、

遊Xへの��わ�）需Åと切断のバラST

��な�験ÞUnれるVWを·��Xすv

æYZ[を深める、U`\]を生�す、

Àの¹�»とY^する）

_�ªに¹�を`ap、«bするv

æcd�のeる指�、遊Xのfで�ってqる

こと、Ûんでqることをgcる）hiまで

にËの�うになってもnq¬q�eËの�

うにjkpてもnq¬q�æl人）

特別な�ªmnをÅする£°にjÃする

v

æ特別���にjするrs、o人o人の

�pを生�すクラTづ��）

¹º»との²Áを`qするv

æカrSsリStuvSド、£°�のw

発）

kq©で�Ëもの発達と�をgcること

Þで¸るv

æx£°±の発達のrs、小Û校�に·

qてのrs）£°±�n°}±を�cるv

※ßy３§z|ªなd{、|yのd{§、時

}の~��にÄÅ

→小Û校師の�合、Úの指�とqっ¬�

うな評価のj�ÞeるÞ、£¤¥師の�

合の専門�を評価する�Þなqe

※遊XU生活のfで��の¹障をpてq�v

今、求めnれてqるもの、整rpてまとめ

¬ものを���p¬ものÞßy６となっ



－ 129 －

特別講習会

ている（１～６の順で身につけていく）

３．幼稚園における評価

幼稚園設置基準の一部改正（Ｈ 14. ３）

（自己評価等）

第二条の二：幼稚園TUVのWXY準のZ[

\]^U_`幼稚園のab\c

deるfgU_`幼稚園のWX

hiVのjのklmnのopに

ついて自qrstu評価\vい

Vのwx\yzeる{|}gる

~の�eる

����のrstu評価\v|

に_f�てTU��の��に�

�����a\設��てv|~

の�eる

（��の��b���）

第二条の�：幼稚園TU_`幼稚園のWXh

iVのjのklmnのopにつ

いて���等に��て��bに

��\��eる~の�eる

klWX��klWX�v��の改正（Ｈ

2�. ３）

�自己評価�kl ¡�評価の¢£

¤自己評価：WX¢¥¦園mnに§¨�てい

る©ª«\¬��にくい

®改¯のfgに

�©ª«の¬�：kl ¡�評価の°±

jの幼稚園�の��²³

´部のµ¶·の¬�

���¦¸¹のº\»¼

½kl ¡�評価：評価の©ª«¾¬�で¿

るÀの{|�WXhi¾vÁÂているÃ

ÄÅ�にくい

®改¯のfgに

���b���の��：ÆÇ\ÈÉf��の

��

ÊË¦ÌÍËのÎ

Ïについて��b

�Ð�Ñい

Ò��のyÓ

�園¾�XのÔ\Õgるfgの自己改¯にÖ^

×Øに_f�てUWÙ自身のµ¶«のZ[に

}gるÚ�¾ÛÜÚのfgU幼ÝWXの¨

Þ¦ßà\áeるµ¶·のâã\äてUWÙ

の幼Ýåæ\çgUèに幼稚園WÙ��ての

µ¶«\ÕgるÚ�¾é�

ê．「�XのÔ\Õgる」fgの自己評価

��XTU様々�Ü素Ãq成^立つé¿くま

�gる�UＡ�X�の在^ËUＢ�X内容U

Ｃ園mn¦クラスmn�ÀUＤ幼稚園WXÜ

領等Uの段階に分ÃÂる（]１）

��XのÔ\ÕgるfgにTUＡ～Ｃについて

の自己評価�自己評価の©ª«\Õgるkl

 ¡�評価¾ÛÜである（]�）

�各段階における評価

●Ａの段階：日々の�Xの評価

日々の�XTU幼Ýの姿Ãqねqい�内容\

設�U環境の構成\�U環境にÃÃÁ�て幼

Ý¾hi\展Ó��¾qU幼Ý¾発達にÛÜ

�ßà\äていく{|に���援助\v|プ

ロセス¾循環eる形で進gqÂるÚ|�f

プロセス¾��であ�fÃについてTWÙの

»省¦評価\È�てvÁÂる

®幼Ýåæ ･ 発達のåæ物b ･ 空Çb環境

の構成１人１人のhiの援助等

★�X\振^返るU�X記録\書くU幼Ýå

æに基づく評価（新鮮�aで捉ÍるU視r

\~�てみるU継続�てみる®発達のå

æWÙ�のÃÃÁ^でみる®指°の過¥

の評価）

★jのWÙ��X\ÊÑ|：�X\語る

（子À~のÊË¦�XのÌÍË\²流eる

®園内研修�À）

★時にTU幼ÝWXのµ¶b�¨Þ\áe

る´部のµ¶·のâãに{^U研修\v

|

（WÙの子À~ª¦�XªU発達ª\Õg

る）
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●Ｂの段階：教育課程の評価

★１年間を振り返り、教育課程の実施状況を

把握（保育記録の集積、指導計画の反省・

評価の積みSTU

★VWのXYZ[[\]^_の育`を[ab

c

（保defghのijのkをlm、評価・

noのpq[rcstu]vwxyzの{

|U

★}~の\[��������w、教育�程

の評価・nos

●�の段階：��評価

★������をv�り��評価 � ����

を��s

★ghのij�]�c����e評価を��

cs（tu]vwxyzの{�U

★} �noのi¡を����s

●¢１

£¤\[保育e[の�り�w��・¥の¦w保育

§保育eの¨りi

^_©ª «¬ � �®

１¯１¯°の±² ³´ � µ¶

保育·¸ ¹º�の»c¼m½�

集¾¿�り ÀÁÂ½½Ãり

ÄÅÆÇ・È

§保育 ®

ÉÊの©ª 保育の評価

教育課程保育計画 保育のiË � ÌÍ

~ÎÏÎ指導計画 ÐÑ � ÒÑ � 教Ó

Taw・ ® 施Ô � ÔÕ

Ö×ØÙ （保de[の��U

§}・�ÚÛのÜÝ

保育eの集¾、Þß、ghの実Í、àá

Zâ[のàá

§^ã}教育äå・保育æ保育指ç

£¤\f£育xをèりé�Ö×の変化（少£化、

yz化、都市化�U§

保育制度、保育e養Ù、^_教育・保育の施Ô§

£育xf教育をめぐc社会的文化的背景

●¢２

　|½れ信頼Çれc}ÜÝ

→��評価の実施[yzの{|

§教育課程の充実

→教育課程の評価 � no

§§教師の資¥向上

§→日jの保育の反省

●¥疑³´

Ｑ：日jの活動（}�のUが¹bÂw存¨の保

de�が評価rc為]は（ghのニーズは

客観的�»れば�wが�レーム[w�名

のニーズは客観的½U客観的Â視�の育Ù

を�Â�れば、この制度は浸透�Âwの�

は？（実Íが伴ÃÂwU�ま�機能Çせc

ため]は？

Ａ：活動が¹b]�w^ã}�は客観化が�m

]�ws^ã}�の実施率が低wの�、モ

デル事業をº�x¹直�xwcsニーズ]

³bÂがa}の教育を伝bxw�（アピー

ル、É信Uこ[が大切s��評価[���

�e評価]ズレが»cのは○だが、©ªÇ

れÂwのは×

ズレ]対�x¤�対処�xw�½、¤��

�[めc½、�っ½りrc[流Çれx�ま

�おそれが»csm`ん[説明�mc½が

問題s
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特別講演会及び県オープン講座

月　日　平成 20 年 11 月５日（水）

場　所　エポックなかはら　大会議室

講　師　滝本博之先生（ジャズピSTUV）

　　　WXYZ[先生（\V]ック講師）

　　^_`abcd

　　　efghijklmn`coapq^

　　^ピSr　sンポtンV　uッUン^

vーwxy_zkl { |zkl}ピSrzkl~

�����　�6 － I　�6- n

第１部　リトミック講座　　藤原いづみ先生

１．幼児リトミックについて

・ドイツの学者ダルクローズが音楽教育の前段
階としてリズムを体感するために始めたも
の。それを幼児向けにアレンジした。
２．STU音のVWXYZにZ[\]^_`a

b c リズdefイgーhi`j

・klのリズdがmn

・opq１・２・１・２のklのリズdrSp

・s`qt音urvp

・wxpyopqz音urwxpy

・{|}q~t音�イ�ー�

� c 音efイgーhi`

・��\���rイgーhi`

・�が�xてp`q�ツ�ッー^p��ー��

����

�．S�のST　リズd��STの��\��

・ド�が�`�}r楽�p�`j

ト�ト�ト�q��e}

�．{�の��の~rイgーhi`j

 a{|}・¡ロ¢£�

・音楽の¤い¥　��てT^UTに¦�§�`

U¨©^ª«\]て`j

・¬\®y§�`　¯�°y・クリ±�±

²．Sいてみ©�³´

・リトミックのµ¶·¯�°y¸ロ¹のº»¼

　{�の½¾の~r

　　　　·¿T�ÀのÁのÂr¼

　　　　ÃÄ·ÅÆÇr�つ©い]Ãy¼

第２部　���Èッ±�　　　ÉÊËÌ先生

１．Íª�È�hrÎÏ\Ðp

　·Ñ�ÒÓ��の�eÔÕ�¼

　·�{いÖfにÓ\e×´¼

　·Ø�ÙがÚに�xてT^¼

　·Û育者のÎÏにÜー±音\§�`¼

２．Ý��イ�トÈッ±�·¿T�´^¼

　前ÏqÞßの�à

　klq¸ードáーd\âãに

　　　　音u\äpi`^åにz音\§�`j

　　　　z音rリズdのæ���\ç�i`j

�．è緒に歌い©�よ´

　·wåの©Ô¼ÉÊËÌ先生　作詞作曲

　·SING¼カーペ�Ùーズ


