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2 月 27 日に、第２７回社会保障審議会児童部会が開催さ

れました。今回は、4 つの議題のうち、「就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案

についてご紹介します。 

 従来の幼稚園・保育園に加え、新たなニーズに対応する

ための新たな選択肢として、①0 歳から就学前の児童すべ

てを対象に保育に欠ける子も欠けない子も受け入れる、②

すべての子育て家庭を対象にして地域における子育て支

援を行うことができる、という二つの要件を兼ね備えている所

に対して、都道府県が「認定こども園」として認定する方向

で、現在、法制局の審査、各省との調整、与党との調整が

進められています。 

 財政措置については、４つの類型が提案されています。ま

ず、「幼保連携型」は、幼稚園の認可と保育園の認可の両

方を取って両方の事業内容を行います。この場合は、幼稚

園に対する私学助成や就園奨励などの補助とともに、保育

所にかかる運営費も出ます。もう一つは、幼稚園が、保育所

の認可をとるほどではないが保育所の機能を延長して行う

場合。３番目は、保育所が幼稚園の認可をとるほどではない

けれど保育に欠けない子どもも併せて預かる場合。そして、

保育園や幼稚園の認可を取るほどではないが、地方が独自

の事業として実施するような、いわゆる「地方裁量型」。これ

ら４類型のうち、幼保連携型の認可を取るパターンについて

は、財政上の特例措置を講じることによって、相互に乗り入

れる形で連携を深める方向が考えられています。また、そ

れぞれの費用は文部科学省と厚生労働省が持っています

が、ワンストップでどちらかに申請をすればお互いに役所

同士が連絡を取り合い、二度手間にならないように考えら

れています。 

利用手続については、「認定こども園」に特例を設けま

す。保育所であっても利用者と施設との間の契約が考えら

れています。つまり、全国的には保育の実質方式で入所す

る保育園と、それから直接契約で入所する認可保育園の

二つのタイプの認可保育園ができるということになります。  

また、「認定こども園」の認定を受けた認可保育所につい

ては、児童福祉施設の 低基準が適用されます。 

  所管は、文部科学省と厚生労働省の共管です。法律

上、「認定こども園」という呼称を用いることで認定の仕組み

は法律事項として掲げることになります。財政上の特例措

置も法律事項であるため、「認定こども園」の法律案の概要

の中には、まず認定の仕組みがあり、その上で、保育所の

児童福祉法の特例、それから学校教育法上の幼稚園の特

例と並んでいます。 

これは「第３類型を作る」ということではなく、幼稚園と保

育園の制度のすき間に生じている様々な問題を埋めるやり

方として、幼稚園と保育園の垣根を低くすることで一体的な

運営ができるという選択肢を設けるということです。 

４月早々の閣議に持ち込み、国会に上程すべく現在政

府部内で与党との調整が行われています。成立した場合

は、10 月 1 日施行が考えられています。 
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10 年以上の信用と実績で 1万人以上の方が講座を修了されています。 
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日本に誇りを持つ、そんな未来は本当に子どもたちのため

になるのでしょうか？この改憲問題を学ぶ中で、一番大きく

心が動いたのは、日本が世界の理想ともいえる平和憲法を

もち、戦後６０年守り通したということです。そして、第９条は

あくまでも日本が希求していく指針であり、理想に近づくた

めに努力するものであって、現実とのギャップ（自衛隊の存

在など)があるからという理由で理想を現実に近づけるのは

どう考えてもおかしなことなのです。 

  今、私にとっての大きな課題は、やっと物心がついたば

かりの３～５歳の子どもたちにどんな平和教育をするのかと

いうことです。憲法に、教育基本法があり、再び戦争に参加

することがないように真理と平和を希求する人間の育成、と

いうのが前文に書かれていながらも、幼児教育を学んだ時、

それがどういう事なのか学んだことがないことに今更ながら

気づかされました。以前、日本で幼稚園に勤めていた時、子

どもたちと”ひろしまのピカ”や”おこりじぞう”の絵本を読み、

戦争の怖さを話し合ったことがあります。それも一つだと思い

ます。戦争の怖さ、悲惨さを伝えることは平和教育では極め

て重要です。 

私は、戦争を経験していないこともあり、うまく伝えられな

いと思っていました。しかし、今、この世の中の仕組みという

もが３０代半ばになりやっと少しわかり始め、平和教育が本

当に深いものだということを感じ始めています。平和教育

は、命の教育であり、環境を守る教育であり（戦争は環境を

も破壊しています）、人権教育、異文化、他民族、異宗教を

尊重する教育であり、そして、まだまだあると思います。これ

らの教育を幼児の目線にいかにおろすか？私の問いにまだ

結論は出ていませんが、突き詰めていくと何も特別なことで

はないような気がしてきます。人間としてごく当たり前のこと。

例えば、物を大切にする気持ち。人を思いやる気持ち。他

の生命を思いやる気持ち。美しいものを美しいと感じ、それ

を大切にする気持ち。そういった基本的なことを幼児期にき

ちんと養うことが平和へ繋がる一歩になるような気がします。

 

 

  

 

 

 

by リム さゆり

カナダからのエアーメールの 終回として、幼児教育に

おける平和教育について書きたいと思います。私がこの平

和教育ということについて考えるようになったきっかけは、

「バンクーバー９条の会」との出会いでした。今、日本でも

憲法第９条を守ろうという草の根運動が広がっており、全

国に４０００以上もの会があると聞いています。バンクーバ

ー９条の会が発足したのは去年の春です。国外としては初

めての会であり、会員も発足当初は１０名だったのが、今

では日系のみならず、カナダ人も含め１００名に近づいて

います。 

私の場合、友人の誘いで参加する機会を得るまでは、

憲法をはじめ今の世界や日本の情勢については、全く蚊

帳の外にいたというのは否めません。しかし、子どもを持

ち、子どもの未来を親として描く時、改憲がもたらす影響や

結果を考える時、この改憲問題を、カナダにいても対岸の

火とは言えない、自分や子どもたちの問題として考えるよう

になりました。そして、今、私にできる平和運動とは何か？

幼児教育において平和教育をしたいという思いが膨らん

できています。 

 学べば学ぶほど、「平和」とは、”戦争”がなくなることだけ

ではないということも具体的にわかって来ました。まだ漠然

とですが、戦争の背景には、単に宗教や民族間のことだけ

では片付けられない、いわゆる市場原理主義や物質主義

の膿があるのだということも解ってきました。例えば、近年

の米国によるイラク攻撃は、対テロ、そしてイラクに民主主

義をという大義名分を下に多くの人々が犠牲になっていま

す。一方、経済の一部では武器や戦闘機を造り、売り、そ

して潤っている状況があります。イラクで使われている武

器、戦闘機などの部品は、日本の企業によるものも多いと

聞きました。日本の豊かさの一部は、戦争の副産物だとい

うことを、そして私たちの石油を必要とする経済活動が新

たな戦争を作っているかも知れないということを、日本人の

どれだけの人が気付いているのでしょうか？自らの生活を

振り返る時、私もそういう経済活動の渦に自分も巻き込ま

れ、加担している１人でもあるのです。 

子どもたちにどんな未来を残したいか？他の先進国と

対等にやっていける、軍隊と武器を持ち独立国家としての

■リム さゆり■   日本で幼稚園、そして子ども英会話スクールで勤務後、中国系カナダ人の夫との結婚を機に 2001 年にカナダ、 

バンクーバーに移住。現在、３歳と１歳の育児の傍ら、キャピラノカレッジ幼児教育科パートタイムコースを専攻中。 

■最終回■ 



すまいるえっぐ 

  

 

〇園児たちが、部屋の中に輪を描いて置かれている運動

用具に上ったり、くぐったりしていますね。 

 「サーキット」です。ここの園の「売り」は何かといえば、この

「サーキット」でしょう。体力づくりは、生活習慣みたいなもの

で、ある程度の「量」が大切です。のぼったり、くぐったりす

ることを毎日繰り返していたら、必ず子どもにとってプラスに

なると思っています。だから、日課にしているのです。 

  毎日いろんな道具を部屋のなかに円を描くように設置

するのですから、その出し入れは大変です。でも、そのこと

に意義があるとなると、職員も動くのです。これを、絶対に

「邪魔くさいこと」にさせない。例外の日を設けたら、「なし崩

し」的に怠惰になっていきますから、それは絶対に許さな

い。そこは、お互いに規制し合っています。 

〇先生方も子どもと一緒になって楽しんでいらっしゃいま

すね。 

私は、「保育観」を変える必要があると思っています。教

育要領では、子ども同士のかかわりを一歩引いて見守ると

ように言われています。でも、当園では、さらに「子どもとし

っかり遊ぶこと」を保育者の姿勢としています。子どもがお

互いに関われないから、先生は一歩引いて環境を整え

て・・・と多くの人が言いますが、僕はそこに大きな間違いが

あると思っています。 

 今、子どもの「関わる力」が弱ってきている。だからといっ

て、お互いを関わらせるようにしたらいいかというと、そうで

はありません。例えば、風邪を引かないように乾布摩擦を

するのは良いといいますが、クラスの半分の子が熱を出し

ている状態で毎日乾布摩擦したらどうでしょう。効果は逆で

す。今、精神的に発熱状態の子がたくさんいる。現在の子

どもたちは、テレビゲームなどによって感性が変わってきて

いるのです。 

これまでは、親から虐待を受けている場合、子どもは荒

れて、ほかの子どもにも乱暴になるケースが多かったので

す。ですが、 近は、心が荒れて虐待するのではなくて、

質的に変わってきていると思います。その一因が、テレビや

テレビゲームだと思います。「弱い」とか「鈍い」とかじゃなく

て、質が変わってきているのに、「さあ、みんなでやろう！」

といったり、放任的な保育をしたりすると、子ども同士がぶ

つかるのです。だから、きっちり大人が入って、一緒に楽し

むことが大切です。大人が入ることで、子どもたちはちょっ

と「よそ行き」になって、格好いい自分を出しますし、ちょっ

とうれしい・・・というのが、実際のところあるのです。 

〇しっかりと子どもと関わることで、変化が見えてき

ますか。 

 たくさんあります。例えば、突然「ボン」と爆発して、周りの

子どもにむちゃくちゃしていたパニック症候群の子がいるの

ですが、その子はずっと保健室の「常連さん」でした。でも、

保健室でその子といろいろ会話しているうちにパニックの

度合いが激減したのです。このように子どもに影響が大き

いのですから、できればテレビやテレビゲームというのは、

生まれて２年間は見せないほうがいいと思っています。た

だ、親にとっては、そのほうが楽な面があるのも事実です。

だから、保育園の役割は、お母さんの就労支援、子どもの

発達支援のためのシェルターなのです。 

ここの園では、テレビは映りません。大事な台風情報とか

ニュースなどは全部インターネットで見ないといけないです

し、ビデオも運動会や発表会の前に自分たちの練習の様

子を撮ったものを観るだけです。この狭い部屋に入って、

14 型の液晶テレビのスクリーンをみんなで覗き込んで見る

んです。 

そのとき、担任は、私たちが「よく黙っていられるなぁ」と

思うくらい子どもたちとは距離を置いて、黙ってビデオをみ

せています。ですが、子どもたちは、自分たちがやっている

様子をビデオでみているうちに「これではあかんわ」と気づ

くのです。どこがダメかということを先生にいわれるのではな

く、自分たちで気づき、お互いに「〇〇君、場所間違うとる

やん！」などと言うのです。それは、子供同士のかかわり合

いです。子どもにとっては、友達から「おまえ、そこ違うやん

け！」とか「ふざけてるやんけ！」と言われるのが、先生に

言われるより一番効くのです。 

 このように、この園の特徴は、「こんなことしています」と

か、「庭でいっぱい四季折々の野菜をつくっています」など

部分的なことではなく、生活のあり方から考え直そうと思っ

ているところだと思います。 

（最終回） 
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〇もう一つ重要な点として、ここでは,職員間の連携があげ

られていますが、どのような工夫をされていますか。 

 スタッフは各自でパソコンを持っていますから、必要事項

をメーリングリストで流すだけでなく、職員会にも活用してい

ます。例えば、金曜日に職員会議を実施する場合は、月曜

日か火曜日に職員に議題が回ります。それに対してみんな

がパソコン上で文字の色を変えたりしてどんどん書き込み

をしていくのです。ですから、会議前には、自分の意見を

含めて、Ａさんはこういう考え、Ｂさんはこういう考えだとわか

ります。ですから、金曜日の会議では、状況の説明など必

要なくて、議論から始めることができるのです。 

また、会議の議事録は、２台のパソコンで２0 分ごとに交

代しながらとります。休憩している方は、20 分の間にそれま

でタイプしたことをまとめておく。そうやって進めると、会議

が終わった時点で、議事録はほぼできています。その後

に、私が議事録に注釈を入れたり補足したりして、もう一度

書き直すよう指示します。それが月２回あります。そのほか

に、幼児会議、乳児会議も同じように議事録をとっていま

す。 

  「はっと」保育園の「はっと」は、H
．
appy A

．
ctive T

．
own です

けど、「ハプニングあるし、アクシデントあるし、トラブルがあ

るから『はっと保育園』です」と言っています。それを人が聞

いたら、「どんな対応しているのだろうか」って思うかもしれ

ませんが、しっかりとした対応を心がけています。例えば２

歳児の部屋について、「レイアウトが悪くて子どもが見えな

い死角がある」という指摘をいただいたときには、すぐに模

様替えしました。すると、翌日に保護者からメールが届きま

した。「土曜日に保護者会で話したら、もう月曜日にはレイ

アウトが変わっている！」と。そういう対応力に対して、親は

絶対信頼してくれるのです。 

〇トラブルがないことが信頼の証しではなくて、あっ

た時にどう対応するかが大切だと。 

それが信頼の証しです。例えば、開設１年目は、建物も

新しい、子どもも保育士も全員が新しい、親同士もお互い

知らない。何もかもが不安な環境のなかで、１歳児、２歳児

の噛み付きがよく見られました。 

当時、親から「ちゃんと見ていてください」と言われたの

で、「見きれません」と言ったんです。なぜかといえば、こち

らがいくら注意して見ていても、子どもはちょっと目を離した

一瞬で噛んでいるからです。子どもが噛み付くということ

は、避けて通れない。発達していく上の、１歳児のコミュニ

ケーションだと。４、５歳になると「やめて」と言うけれど、１歳

児は「やめて」の代わりに噛むんです。言葉が出ないし、歯

が生えてくるのでうずうずするから……どうしようもない。 

４、５歳になると、トラブルは自分たちである程度解決でき

ますが、０、１、２歳というのは、仲よく遊んでいても次の瞬

間に何が起きるかわからないから、それに気をつけなけれ

ばならないのです。ですから、職員には、アルバイトの子も

含めて、「子どもが仲よく遊んでいる時は一番リスクが高

い。子どもを『ああ、楽しそう』とほほ笑ましく見るのではな

く、『やるぞ、やるぞ』と緊張して見なさい」と言ってきまし

た。 

そんなトラブルを経てきたこともあって、当時の１、２歳児

の親は、結束が固くて仲よしです。今、当時のことを「あの

時大変だったけど、通りすぎたらどうってことなかった」と言

ってくれるのです。そして、現在、いろいろトラブルが起きて

いる１、２歳児の母さんたちに、「通りすぎたてみたら、その

時期が懐かしいからね」と言っている。 

本当は、これが一番説得力があるんです。親を説得する

には、親の言葉がいちばん効果的です。私たちは、自分の

スタンスを絶対崩さないことが大切です。例えば精神的な

面での理解やケアなど。私たちは、子どもが他の子どもを

噛んだ場合、２歳児だと親が電話するか、子どもを連れて

謝りに行くように、３歳以上の子どもだったら、絶対に子連

れでその家へ行って詫びてくださいと言っています。例え

ば、ある３歳児が同じクラスの子に噛み付いて跡がついて

しまった。それで、両親がその子を連れて噛まれた子の家

へ行き、「ごめんなさい」、「すみませんでした」と謝るので

す。すると噛まれた子の親は、「ええねん、お互いによう知

ってるし」と言う。ここで大切なのは、噛んだ子どもが、自分

の親が一生懸命頭を下げている姿を見ることです。ですか

ら、親が子どもに「あんたがこんなんしたために、謝りに行

かなあかんやないの！」と言ってしまうと、元も子もない。親

が自分を責めないで、「すみませんでした」って相手に頭を

下げている姿を横で見ているときに、子どもはきっと何か感

じるでしょう。それが大切なことなのです。そういう文化を、

園中心に一生懸命につくりあげようと思っているのです。 

〇ありがとうございました。 
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「すまいる・えっぐ」休刊のお知らせ 

長い間、ご愛読いただきました当ニュースレターは、今回をもっ

て休刊することとなりました。 

「すまいる・えっぐ」を通して、いろんな方と出会い、多くのこと

を学びました。皆さま、本当にありがとうございました。今後も

別の形で、「すまいる・えっぐ」の名前のように、これからの社会

を担う子ども（たまご）たちが素敵な笑顔のまま大人になれる

ようがんばってまいります。 


