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今なぜ非認知能力なのか

とか、先進国で注目されている、乳幼児期における

非認知能力を考慮した質の高い教育は、小学校以降

の学習効果だけでなく成人後の社会貢献度にも良い

効果をもたらすとか、ノ－ベル賞を受賞した経済学

者のジェ－ムズ・ヘックマン教授が「５歳までのし

つけや環境が人生を決める」と言っておられますの

で、非認知能力について今一つ理解する必要がある

と思われます。

３．非認知能力は未来を拓く鍵

今回のコロナウイルス感染症の流行では、飲食業

や宿泊・旅行業、航空業界など、人の流れに依存す

る業界が多大な影響を受けました。成すこともなく

コロナの収束を待っている間に倒産したところも数

多くあります。働き方もリモ－トワ－クやオンライ

ン会議など新しいやり方が始まりました。今の子ど

もたちが大人になる頃は、AI（人口知能）の発達で

一般事務や配達等肉体労働は無くなり、サ－ビス産

業やアイディア中心の知的集約産業に移行し、コン

ピタンシ－と言われる目的や課題に対し成果を上げ

１．コロナ感染症対策

令和３年度のグル－プ教育目標は「コロナと共生し

ながら、子どもたちの非認知能力を高めよう」です。

コロナ感染症は今年５月の連休後から急拡大に転じ、

一時は広島県で239人の感染者を数えました。グル－

プ園でも２か所で園児の感染があり、その中の２人の

感染者が出た園では５日間の休園になりましたが、両

方の園とも感染した園児以外は全員陰性で、感染が広

がらなかったことは不幸中の幸いでした。

その後６月に入り少し落ちついてきたかと思われま

したが、７月の後半から急拡大に転じ、感染力の強い

ウイルスも出現したので今後を心配しているところで

す。いずれ、ワクチンの接種が進むので全面的な収束

にはならなくとも、少しは落ちつくものと思われます

が、子どもたちにはワクチン接種はありませんので、

これまで通り感染防止には細心の注意を払いながら、

子どもたちの非認知能力につながる「楽しい保育」を

進めてゆきたいと思っているところです。

２．非認知能力はどんな力なのか

さて、私たちにとって非認知能力という言葉は身近

になったと思いますが、非認知能力とはどのような能

力で、どのように身につけるのか、また、なぜ今世界

の先進国で注目されているのかを考えてみたいと思い

ます。

非認知能力については，無藤 隆先生は「学びに向

かう力や姿勢」で目標や意欲、興味・関心を持ち、粘

り強く、仲間と協調して取り組む力や姿勢と言ってお

られます。大豆生田啓友先生は、右図のOECD・ベネッ

セ教育研究所に基づき、非認知能力（社会情動的スキ

ル）とは意欲、自尊心、粘り強さ、我慢強さ、自己認

知、人とかかわる力であると説明しておられます。そ

の他、多くの人が様々な言い方をしていますが、やり

たいことを最後まで粘り強くやり遂げることで身につ

く、心情、意欲、態度とでもいうのでしょうか、生き

るために必要な全ての潜在能力であり、前向きにやり

抜こうとする力と言ってよいと思われます。総合的な

能力ですから、能力の種類を並べても姿は見えてきま

せんし、非認知能力を高めようといっても、何から手

をつけてよいのかわからないと思います。しかし、現

在学校教育でめざす資質・能力の三つの柱の基礎は、

乳幼児期の遊びを通して身につける非認知能力である
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る能力が求められることになります。経済産業省

がこれからの社会が求める「社会人基礎力」とし

て、３つの能力・12の能力要素を上げています。

①前に踏み出す力（アクション）…主体性、働き

かけ力、実行力、②考え抜く力（シンキング）…

課題発見力、計画力、創造力、③ティ－ムで働く

力…発信力、傾聴力、柔軟性、規律性、ストレス

コントロ－ル、問題解決能力です。

今回の学習指導要領の改正も、これまでの知識

技能に重きを置く、決められたことを正しく理解

することだけでは、コンピタンシ－や社会人基礎

力は育たない。これからは知り得た知識を応用し

て新しい課題に挑戦する問題解決能力等を育てる

べく、小・中・高校の目標を「資質・能力の三つ

の柱」に置き、コンピタンシ－獲得に向けて全教

科に主体的・対話的で深い学びと言われる通称ア

クティブラ－ニング学習を取り入れたところです。

また、「資質・能力の三つの柱」の出発点は協

同的なあそびを通して得られる心情、意欲、態度

に似た非認知能力や、非認知能力をもとに身につ

く自分の判断で行動する主体性を含む「学びに向

かう力、人間性等」にあるところから、幼稚園、

保育所、認定こども園全てにわたり、五つの領域

の「ねらい及び内容」と「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」を示し、小学校との接続に配慮

することを求めています。

ところで，汐見稔幸先生は「幼児期の終わりま

でに育ってほしい10の姿」は、①身体を使うのが

大好きな子，②自分で考えることが大好きな子，

③人とかかわることが大好きな子にすることで、

10の姿はこの３つをあれこれ言い換えたものと

言っておられます。

「社会人基礎力」の３つの能力・12の能力要素も、

小学校以降の資質・能力の三つの柱も、全ての教

育の出発点は汐見先生の言われる３項目の延長線

上にあり、乳幼児期の過ごし方や非認知能力の獲

得が子どもたちの未来を拓く鍵になると言えるで

しょう。

４．乳幼児期における非認知能力の特性

無藤先生は「読む、書くなど目に見えて評価の

しやすい認知能力と、粘り強く最後まで頑張るな

ど目に見えにくい非認知能力は絡み合って伸びて

ゆく。意欲や関心を持って粘り強く取り組むと、

自然に深く考えたり工夫、創造したりして認知能

力が高まる。認知能力が発揮された結果物事がう

まくゆき、達成感や充実感が得られ、次も頑張ろ

うと非認知能力が強化される」と言っておられま

すが、乳幼児期は、遊びの中で身体全体を使って

粘り強く最後まで頑張ると、左ページの非認知能

力図にある各項目を一度に習得できるという素晴

らしい特性があります。昔から「三つ子の魂百ま

で」の言葉がありますが、乳幼児期に身体を通し

て身につけた楽しかった体験や達成感などは、潜

在能力として一生持ち続けるという点で、性格や

人格に影響するともいわれています。勿論学童期

を過ぎてもスポ－ツや友人関係などで特定の分野

の非認知能力は成長しますが、総合的に能力が絡

み合って伸びるのは乳幼児期だけです。人生全て

の幸福度は乳幼児期の育ちにあるといっても過言

ではないでしょう。貴重なこの時期を理解して、

快い楽しい環境を用意して非認知能力や主体性を

伸ばしてあげたいものです。

５．非認知能力を伸ばす縦と横の配慮

乳幼児期における非認知能力は、集団の中で自

分の思ったことや、やりたいことを納得するまで

やり抜く快感が原動力になるので、乳幼児期では

子どもたちをその気にさせる大人の配慮が必要に

なります。それには、子どもたちの日常を充実さ

せる横糸と、０歳から就学までの発達を見通す縦

糸の両方の視点が重要になります。

０歳からの「驚きや感動、楽しさ」を出発点に、

毎日登園して帰宅するまで退屈することなく目的

をもって過ごせるような仕掛けを考える横糸と、

３歳以降から小学校につながる「学びに向かう力、

人間性等」に向けた段階をふんだ「協同的な学び

（あそび）」の縦糸が大切になります。非認知能

力は自分で考えることや仲間と交わることで発達

しますので、子どもとの対話や朝の話し合い、夕

べの振り返りなどで、子どもたちの気持ちを汲ん

だりイメ－ジ向上を図ることも重要になります。

また、協同的学びに向けて、非認知能力の裏側

にあるしつけや生活習慣という認知能力にも配慮

をする必要があります。
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コロナと共生しながら子どもたちの非認知能力を高めよう
～実践から、見えてくること～

今年度は「コロナと共生して子どもたちの非認知能
力を高めよう」のテーマで各園とも保育がすすん
でいることと思いますが、非認知能力が高まって
いる子どもの姿とはどんな姿でしょう。
またどんな保育の取り組みや保育者の姿勢が大

切なのか、事例を通して考えてみましょう。
子どもはあそびを見つけたとき、心や頭の中で

「なんだろう？」「おもしろそうだな」と興味や
関心をもちます。そして遊ぶ中で「なんでそうな
るの？」と疑問が湧いたり、「こうやってみたら
いいかな？それともこうかな？」と思考をめぐら
せながら考え、手足、全身を使ってあそびに没頭
します。さらに「こうしたい！こうなりたい！」
と自分から何かを身につけようとする意欲をもっ
て根気よく、粘り強くチャレンジします。心と身
体をしっかり動かして遊ぶ子どもは「やればでき
る！」と自信がつき、お友だちに関心が向き、一
緒に遊ぶことが好きになります。このような子ど
もの姿が非認知能力を高めていると言えるのでは
ないでしょうか。
そのためには、子どもが自ら身につけたいと思

えるような環境をつくることが大切になります。
自分の担当の子どもたちの一人ひとりの発達の

状況を把握したうえで子どもたちが興味、関心を

いろいろな箱を出して遊
んでいる時、蓋のついた
箱を見つけ、蓋を閉めよ
うとする○君。

内側に差し込むと閉まることが
わかっているようで何度も前後
調整して閉めようとします。入
るまで何度もやっています。

一つできたところで、もっ
と小さい箱を見つけ挑戦！

小さい箱は、さっきの箱よ
り手指を細かく動かして、
目でもよく見て、入るまで
根気良く挑戦しています。

何度もチャレンジして、
やっと入りました！

なんと、さりげなくひと周り
大きな箱に入れて終わり！

持っていそうな素材やあそびを、「こうやって遊ん
でくれるかな？」と、ちょっと先を予想して「こう
いう風に遊んで欲しい」という願いや意図をもって
用意します。そして子どもが何か見つけて試そうと
したり、いろいろ操作しながら遊んでいる姿をよく
観察することが大切です。「○○ちゃんはなにをお
もしろがっているのだろう？」「どんな力を身につ
けたがっているのだろう？」と、このような視点で
見ていくことで、子どもの世界がぐーんと多彩に見
えてくることでしょう。さらに次はこの素材、あそ
びを用意してみようと職員間で語り合うことで、保
育計画につながっていくのです。
下の写真は、１歳児のあそびの様子です。小箱の

蓋を閉めようとする○君、何度も閉めようと試みる
のですが、なかなかはまりません。ようやく一つ閉
められたところで、今度はもっと小さい箱の蓋閉め
に挑戦！箱の形が違うと勝手も違います。それはそ
れは何度も粘り強く夢中になってやっているこのあ
そびを、それに気付いた保育者たちが、逃さず見て
共有していたそうです。
保育者は、子どもの遊んでいる姿を通してどんな

力が身についているかを語り合い、意味づけること、
理論と関連付けて考えることを習慣にすると、非認
知能力への理解も深まることでしょう。今行ってい
る保育に実感が湧き、質の高い保育の実践になるこ
とと思います。

法人本部 研修課 原 沢子

写真出所：日出みみょう保育園
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ボールで遊ぶことが大好きなS君。ある日、穴の開いた段ボールを見つけてそこに
ボールを入れるとスポッと入ることに気が付きました。
楽しくなって何度も繰り返して遊んでいるＳ君の姿をじっと見ていたМちゃん。

ボールがコロンと穴に入ると、あれ？と目をまん丸くして近づいて行き、近くにあっ
たボールを握って同じように真似っこしはじめました。

“どうすればボールが取れるか
な？”と考えながら段ボールを叩
いてみたり、揺らしてみたりして
いました。
偶然手を掛けた部分が開くと、

そこにはボールが…！でも段ボー
ルの中は暗くてちょっぴり怖そう
です。

するとМちゃんが“わたしにまかせ

て！”というように中へ入って行きま

した。Ｓ君はその様子をそっと見てい

ます。

まだまだ小さいあかちゃんたち。お

互いに目を合わせ、表情や喃語で

「あーうー」とお話していて、まるで

気持ちを伝え合っているようです。

よいしょ よいしょ
とどいた～♪

Ｍちゃん１歳１ヵ月

くまの・みらい保育園

その後もあそびは続き、少し離れた所から様子
を見ていたМ君もやってきて、段ボールを叩くと
いい音がしました。その音が楽しくて、何度も叩
いて鳴らして遊んでいました。

しっかりボールを
握れるよ！

みみょう ７月

子どもたちが遊んでいる様子や発想の繋がりを見てみましょう。子
どもたちが、あそびの中で発見したことからどんな力をつけようとし
ているか観察することで、保育者の役割が見えてきます。 前頁にも
事例を載せましたが、次の４,５ページ、3つの事例を題材に、保育者
間で何が育っているかなど語り合ってみてはいかがでしょう。

Ｓくん １１ヵ月

- ４-

小さいあかちゃんでも、日々あそびの中で
いろいろなことに興味を持ち、見たり、真似
したり、試したりしながら学んでいるのだと
感じています。

０歳児担当 岩田 絵梨

手元にボールが無くなると周り
を見渡しましたが、ボールはあり
ません。どこにいったのかな？と
段ボールの穴を覗くと…発見！

入園して約1か月、1歳になったばかりのHくん。抱っこをいっぱいしてもらったHくんは、安心してトコトコトコと一

人で歩き出し、鏡を見つけてそーっと覗き込み、何かを発見したようです。「なんだろう？」「だれかいる！！」とつぶ

やいているかのように、何度も顔を上下に動かして見ていたので、「Hくんのお顔が見えるね」と声をかけると、鏡越し

にニッコリと微笑んだ瞬間の一枚です。それから顔を上げて、またじっと覗き込んでは保育者を見て目が合うとニッコリ。

その姿を見て、見守っていた私たちまで笑顔になり、ほっこりした気持ち

になるエピソードなりました。この時は、可愛いらしい姿に思わず声をか

けてしまいましたが、もし、声をかけずにそっとHくんの様子を見守って

いたら、また違った反応や動きが見られたのかもしれないと思います。

赤ちゃんたちにいつも最高の関わりをしたいと思うのですが、言葉をか

けるタイミングはこれでよかったのか、もっと見守ることで探究心が広が

ったのではないかなどといつも考えてしまいます。

これからも、赤ちゃんたちが感じていることや心を動かしている瞬間を

感じとり、その思いを職員間で共有していきながら、赤ちゃんたちから沢

山のことを学ばせてもらっているという謙虚な気持ちを常に持って保育し

ていきたいと思います。 ０歳児担当 小島裕子

事例2 すいこう認定こども園



色砂がたくさん完成すると「パスみたいにお
絵描きできるかな？」という新たな疑問をもっ
た子どもたちは、模造紙にパスのようにこすり
つけてみました。しかし直接色がつかず、絵が
描けません。そこで子どもたちは、以前水のり
で砂をくっつけて絵を描いたことを思い出しま
した。水のり・ボンドで線を描き、そこに色砂
を付けるとまるでパスで描いたようになり、
「できたね」と喜び合う子どもたちでした。
経験したことを他のあそびに応用したり、目

的を持って試行錯誤する子どもたちに、５歳児
らしい姿が見えたあそびでした。

５歳児担当 西本 歩香

コンテをけずって砂に色を付けるあそびから

子どもたちの”色”への興味が始まりました。

砂に色が付けられることに驚き、「どんな色で

も付けられるかな？」という疑問が生まれまし

た。友だち同士で「私はこの色を作るね」と役

割分担が生まれ、砂が足りなくなったら自分た

ちで砂を集めに園庭にでかけました。

- ５-

みみょう

色砂作りをきっかけに「色って何からできるの？」「色は自分たちでも作

れる？」と次々に疑問が湧いてきました。お友だちと気付いたことや疑問

を話し合い、試行錯誤しながらあそびが盛り上がっていきました。

５８号

～段原みみょう保育園 年長すみれぐみ～

色って不思議だね！

のりを混ぜてみた
らいいんじゃない？

どうやったら
いいかねー



みみょう

- ６-

本年３月から着工した旧園舎の解体工事も５月

末に完了し、６月１日に理事長ほか関係者のご出

席のもとで起工式を開催した後、いよいよ新園舎

の建設に着工しました。住宅団地内の工事という

こともあり、解体工事の期間中は騒音や振動で近

隣住民の皆様に何かとご迷惑をおかけしましたが、

工事業者の丁寧な対応などにより、現在のところ

工事は順調に進んでいます。

７月下旬まで建物の基礎工事を行った後、７月

解体工事完了（５月末） 

 

起工式（６月１日） 

 

新園舎建設工事（7 月 15 日） 

 

 

7月

末からは建物の骨格になる鉄骨の組み立て工事に入る

予定です。

少しずつ建物の形も目に見えるようになってきます

が、一方で園庭の整備内容の検討を始め様々な課題も

残っています。

今後も一つ一つの課題に対応しながら、来年１月末

の完成を目指し、少しでもよりよい施設になるよう力

を合わせて頑張ってまいります。

法人本部 総務・経理担当部長 古田典之

すいこう認定こども園建替えの進捗状況について

小屋浦みみょうの今 2018年７月の西日本豪雨災害で被災して３年が経ちました。昨年の
１０月に新園舎が完成して新たなスタートを切りましたが、今年の夏は新
園舎でせみの声とともに、子どもたちのにぎやかな声と夏のあそびが広
がっています。また被災を教訓に災害後、井戸も設置して頂きましたが、
設置にともない、水や泥と触れ、あそびがより豊かに楽しくなっています。
井戸は2階、３階にも汲み上げてもらい、芝生のテラスでもダイナミックに
水あそびをしています。また、地域の方々も新園舎に興味や関心をもって
もらっています。特に園開放の日には、たくさんの親子の方に来ていただ
き、交流の場、あそびの広場としてにぎやかになっています。
小屋浦の復興のシンボルとして建てられた新園舎と、子どもたちの成

長を楽しみに、 これからも地域の皆さんの拠り所として、開かれた園を目
指していきたいと思います。

主任 三登 文恵

園舎の向こうには瀬戸内
海が広がっています

井戸も完成！
また子どものあそびにも

大活躍！広々とした園庭や保育
室には、子どもの好き
なあそびがたくさん！

園開放では、地域
の子育て世代の
方々の憩いの場に
なっています



私は海外旅行が大好きです。以前訪れた
海外の国の中で、とても印象に残った旅を
ご紹介します。今は新型コロナウイルス感染
症の影響で、海外旅行も制限がかかってい
ますが、せめて気分だけでもバケーション！
写真から妄想を広げてみてくださいね。

みみょう58号

ハバナ旧市街はカラフルな建物や街中を走
るクラシックカーがたくさん。近代化が進む前
の街並みを見ることができました。

1日目～3日目 キューバ観光（ハバナの旧市街地

や革命広場など観光）

4日目～6日目 メキシコ観光（カリブ海でリゾー

ト気分、生演奏で映画『リメン

バーミー』の世界を堪能！本場

のタコス、テキーラなど大人の

夜を満喫！）

カリブ海 透き通るきれいな海

ハバナのカルチャーセンター
夜の街もとってもきれいでした。

東京成田空港 １４：２５発
メキシコシティ経由 ハバナ ２２：３０着

（所要時間 約１５時間３０分）

昼食は本場
タコス！

クラシックカーでドライブ
運転手さんとパシャリ！

セノーテ 青の洞窟

カンクンでの夜の街

7月

セノーテの入り口の切り絵

- ７-

東京オリンピックが始まりました。世界中の選手たち
が連日、自分の持てる力を最大限発揮する姿が見られて
います。これから大きく成長する子どもたちが、世界の
中で、しっかり自分の力を発揮して活躍できるよう、乳
幼児期に一人ひとりの姿をしっかり認め、肯定的に関わ
りながら、子どもたちの良いところをのばす保育を目指
していきましょう！そして、コロナと共生していく保育
が続きます。感染予防をしていきながらも、子どもたち
がのびのびと遊べる環境をつくり、私たちも元気を保っ
ていきましょう。 編集部

キューバでランチ

キューバのカラフルな街並み


