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保原１        「保育所保育指針」①第 1 章 

©2020sakurakosensei 転載禁止 

（  ）の中に該当する語句を     から選んで入れましょう。 

 

１ 保育所保育に関する基本原則 

（１）保育所の役割 

ア 保育所は、児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）第39 条の規定に基づき、

（    ）子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福

祉施設であり、入所する子どもの（    ）を考慮し、その（    ）を積極的に

（    ）することに最もふさわしい（    ）でなければならない。 

 

イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する（    ）を有する職員が、

家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における

（    ）を通して、（    ）を（    ）に行うことを特性としている。 

 

ウ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な（    ）と

の連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対す

る支援等を行う役割を担うものである。 

 

エ 保育所における保育士は、児童福祉法第18 条の４の規定を踏まえ、保育所の役割及

び機能が適切に発揮されるように、（    ）に裏付けられた専門的知識、技術及び判

断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行

うものであり、その（    ）を遂行するための（    ）に絶えず努めなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会資源  専門性の向上  増進  環境  職責  最善の利益  倫理観  

福祉 一体的  保育を必要とする  養護及び教育  生活の場  専門性 
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（２）保育の目標 

ア 保育所は、子どもが生涯にわたる（    ）にとって極めて重要な時期に、その生

活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが（    ）を最

も良く生き、（    ）をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わ

なければならない。 

（ア）十分に養護の行き届いた環境の下に、（    ）の中で子どもの様々な欲求を満

たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 

（イ）健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、（    ）を培うこ

と。 

（ウ）人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして（    ）を大切にする

心を育てるとともに、自主、自立及び（    ）の態度を養い、（    ）の芽生え

を培うこと。 

（エ）生命、自然及び（    ）についての（    ）を育て、それらに対する豊か

な心情や（    ）を培うこと。 

（オ）生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解し

ようとするなど、（    ）を養うこと。 

（カ）様々な（    ）を通して、豊かな感性や表現力を育み、（    ）を培うこ

と。 

 

イ 保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の

（    ）に配慮し、保育所の（    ）や保育士等の専門性を生かして、その援助

に当たらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くつろいだ雰囲気  興味や関心  言葉の豊かさ  特性  望ましい未来 

協調  創造性の芽生え  人間形成  安定した関係  人権   社会の事象 

心身の健康の基礎  思考力の芽生え  現在  道徳性  体験 
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（３）保育の方法 

 保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなければならな

い。 

 

ア 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子

どもが（    ）と（    ）をもって活動できるよう、子どもの（    ）とし

ての思いや願いを受け止めること。 

 

イ 子どもの（    ）を大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境

や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。 

 

ウ 子どもの発達について理解し、一人一人の（    ）に応じて保育すること。その

際、子どもの（    ）に十分配慮すること。 

 

エ 子ども相互の（    ）や互いに（    ）を大切にし、集団における活動を効

果あるものにするよう援助すること。 

 

オ 子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの（    ）な活

動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られる

ように、（    ）を通して（    ）に保育すること。 

 

カ 一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活

等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信頼感  尊重する心  総合的  主体  個人差  生活や遊び  安心感 

生活のリズム  主体的  発達過程  関係づくり 
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（４）保育の環境 

 保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、更に

は自然や社会の事象などがある。保育所は、こうした人、物、場などの環境が

（    ）関連し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつ

つ、計画的に環境を構成し、工夫して保育しなければならない。 

 

ア 子ども自らが（    ）に関わり、（    ）に活動し、様々な経験を積んでい

くことができるよう配慮すること。 

 

イ 子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の

（    ）や安全の確保などに努めること。 

 

ウ 保育室は、（    ）と（    ）となるとともに、生き生きと活動できる場と

なるように配慮すること。 

 

エ 子どもが（    ）を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっ

ていくことができる環境を整えること。 

 

（５）保育所の社会的責任 

ア 保育所は、子どもの（    ）に十分配慮するとともに、子ども一人一人の

（    ）を尊重して保育を行わなければならない。 

イ 保育所は、（    ）との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が

行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

ウ 保育所は、入所する子ども等の（    ）を適切に取り扱うとともに、保護者の

（    ）などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情  自発的  くつろぎの場  地域社会  個人情報  人権 

相互に  人格  保健的環境  人と関わる力  環境  温かな親しみ  
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２ 養護に関する基本的事項 

（１）養護の理念 

保育における養護とは、子どもの（    ）及び（    ）を図るために保育士等

が行う（    ）であり、保育所における保育は、（    ）を（    ）に行う

ことをその特性とするものである。保育所における保育全体を通じて、養護に関するねら

い及び内容を踏まえた保育が展開されなければならない。 

 

（２）養護に関わるねらい及び内容 

ア 生命の保持 

（ア）ねらい 

①一人一人の子どもが、（    ）に生活できるようにする。 

②一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。 

③一人一人の子どもの（    ）が、十分に満たされるようにする。 

④一人一人の子どもの（    ）が、積極的に図られるようにする。 

 

（イ）内容 

①一人一人の子どもの平常の健康状態や発育及び発達状態を的確に把握し、（    ）

を感じる場合は、速やかに適切に対応する。 

②家庭との連携を密にし、（    ）等との連携を図りながら、子どもの疾病や事故防

止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。 

③清潔で安全な環境を整え、適切な援助や（    ）を通して子どもの（    ）を

満たしていく。また、家庭と協力しながら、子どもの発達過程等に応じた適切な生活のリ

ズムがつくられていくようにする。 

④子どもの発達過程等に応じて、適度な運動と休息を取ることができるようにする。ま

た、食事、排泄せつ、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなどについて、子どもが

（    ）に生活できるよう適切に援助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援助や関わり  応答的な関わり  意欲的  生命の保持  嘱託医 

快適  生理的欲求  一体的  生理的欲求  養護及び教育  異常 

情緒の安定  健康増進 
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イ 情緒の安定 

（ア）ねらい 

①一人一人の子どもが、（    ）をもって過ごせるようにする。 

②一人一人の子どもが、自分の気持ちを安心して表すことができるようにする。 

③一人一人の子どもが、周囲から主体として受け止められ、主体として育ち、

（    ）が育まれていくようにする。 

④一人一人の子どもが（    ）共に過ごし、心身の疲れが癒されるようにする。 

 

（イ）内容 

①一人一人の子どもの置かれている状態や発達過程などを的確に把握し、子どもの

（    ）を適切に満たしながら、（    ）な触れ合いや言葉がけを行う。 

②一人一人の子どもの気持ちを受容し、（    ）しながら、子どもとの継続的な信頼

関係を築いていく。 

③保育士等との信頼関係を基盤に、一人一人の子どもが（    ）に活動し、

（    ）や探索意欲などを高めるとともに、自分への自信をもつこと 

ができるよう成長の過程を見守り、適切に働きかける。 

④一人一人の子どもの生活のリズム、発達過程、保育時間などに応じて、活動内容のバラ

ンスや調和を図りながら、適切な食事や（    ）が取れるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定感  休息  くつろいで  欲求  自発性  自分を肯定する気持ち  

主体的  応答的  共感 
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３ 保育の計画及び評価 

（１）全体的な計画の作成 

ア 保育所は、１の（２）に示した（    ）を達成するために、各保育所の保育の方

針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成さ

れ、保育所の生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、（    ）を作成しなけ

ればならない。 

 

イ 全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、

（    ）に関する（    ）をもって適切に作成されなければならない。 

 

ウ 全体的な計画は、保育所保育の全体像を（    ）に示すものとし、これに基づく

指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が（    ）して保育できるよ

う、作成されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（２）指導計画の作成 

ア 保育所は、全体的な計画に基づき、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの

生活や発達を見通した（    ）な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子

どもの日々の生活に即した（    ）な指導計画を作成しなければならない。 

 

イ 指導計画の作成に当たっては、第２章及びその他の関連する章に示された事項のほ

か、子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえるとともに、次の事項に留意しなけ

ればならない。 

（ア）３歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に

即して、（    ）な計画を作成すること。 

（イ）３歳以上児については、（    ）と、子ども相互の関係や（    ）な活動

が促されるよう配慮すること。 

 

（ウ）異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの生活や

経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。 

 

 

 

創意工夫  保育の目標  長期的見通し  包括的  子どもの育ち 

全体的な計画 

個の成長  長期的  協同的  個別的   短期的 
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ウ 指導計画においては、保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、

（    ）、季節の変化などを考慮し、子どもの（    ）に即した具体的なねらい

及び内容を設定すること。また、具体的なねらいが達成されるよう、子どもの生活する姿

や発想を大切にして適切な環境を構成し、子どもが（    ）に活動できるようにする

こと。 

 

エ 一日の生活のリズムや在園時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、活動と休

息、緊張感と解放感等の調和を図るよう配慮すること。 

 

オ 午睡は（    ）を構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な

睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況

や個人によって差があることから、（    ）とならないよう配慮すること。 

 

カ 長時間にわたる保育については、子どもの発達過程、生活のリズム及び心身の状態に

十分配慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを（    ）に

位置付けること。 

 

キ 障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把

握し、（    ）の下で、障害のある子どもが他の子どもとの（    ）を通して共

に成長できるよう、指導計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を

実施する観点から、家庭や（    ）と（    ）した支援のための計画を個別に作

成するなど適切な対応を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関  主体的  指導計画  一律  連携  生活の連続性 

適切な環境  実態  生活  生活のリズム 
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（３）指導計画の展開 

 指導計画に基づく保育の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 

ア 施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整えること。 

 

イ 子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様々に変化することに留意して、子どもが

望ましい方向に向かって自ら活動を展開できるよう必要な援助を行うこと。 

 

ウ 子どもの（    ）な活動を促すためには、保育士等が多様な関わりをもつことが

重要であることを踏まえ、子どもの情緒の安定や発達に必要な（    ）が得られるよ

う援助すること。 

 

エ 保育士等は、子どもの実態や子どもを取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を

記録するとともに、これらを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直しを行い、改善

を図ること。 

 

（４）保育内容等の評価 

ア 保育士等の自己評価 

（ア）保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、

（    ）することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければなら

ない。 

（イ）保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、

子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。 

（ウ）保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等

を通じて、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、

（    ）の保育の内容に関する認識を深めること。 

 

イ 保育所の自己評価 

（ア）保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を

踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう

（    ）。 

（イ）保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切

に評価の観点や項目等を設定し、（    ）による（    ）をもって取り組むよう

留意すること。 

（ウ）設備運営基準第36 条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び

（    ）等の意見を聴くことが望ましいこと。 

 

 

 
保育所全体  共通理解  豊かな体験  地域住民  主体的  全職員 

自己評価  努めなければならない 
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（５）評価を踏まえた計画の改善 

ア 保育所は、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。 

 

イ 保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価及びこれに基づく改善という一連の取組に

より、保育の質の向上が図られるよう、全職員が共通理解をもって取り組むことに留意する

こと。 

 

 

４ 幼児教育を行う施設として共有すべき事項 

（１）育みたい資質・能力 

ア 保育所においては、生涯にわたる生きる力の基礎を培うため、１の（２）に示す保育

の目標を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。 

 

（ア）豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったり

する「（        ）」 

（イ）気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫

したり、表現したりする「（        ）」 

（ウ）心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする

「（        ）」 

 

イ アに示す資質・能力は、第２章に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体によって

育むものである。 

 

（２）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 

 次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、第２章に示すねらい及び内容に

基づく保育活動全体を通して資質・能力が育まれている子どもの（    ）の具体的な

姿であり、保育士等が指導を行う際に考慮するものである。 

 

ア （        ） 

保育所の生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働か

せ見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。 

 

イ （        ） 

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚

し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達

成感を味わい、自信をもって行動するようになる。 

 



11 

 

ウ （        ） 

友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えた

り、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。 

 

エ （        ） 

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返

ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、

きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、き

まりをつくったり、守ったりするようになる。 

 

オ （        ） 

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人と

の様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、

地域に親しみをもつようになる。また、保育所内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生

活に必要な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したり

するなど、情報を役立てながら活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用す

るなどして、社会とのつながりなどを意識するようになる。 

 

カ （        ） 

身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたり

し、考えたり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。ま

た、友達の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断し

たり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えを

よりよいものにするようになる。 

 

キ （        ） 

自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇 

心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるととも

に、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また、 

身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植物への

接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にす 

る気持ちをもって関わるようになる。 

 

ク （        ） 

遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の

役割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつよ

うになる。 
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ケ （        ） 

保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現

を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞い

たりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。 

 

コ （        ） 

心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに

気付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しん

だりし、表現する喜びを味わい、意欲をもつようになる。 

 

 

 

 

 

 

言葉による伝え合い   社会生活との関わり   知識及び技能の基礎 

自立心   豊かな感性と表現   協同性   思考力、判断力、表現力等の基礎 

数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚   小学校就学時   健康な心と体 

思考力の芽生え   学びに向かう力、人間性等   自然との関わり・生命尊重 

道徳性・規範意識の芽生え 

答えは「保育原理」PDF 

2-3 

2-4 

2-5 

2-6 

で確認してくださいね！ 

 


