
先生と家庭で 子どもの育ちを喜び合う 
デジタル・ラーニングストーリー（学びの物語）

「ストーリーパーク」
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ニュージーランド保育/教育にて普及するアセスメント 

ラーニングストーリー（学びの物語）

2

Kei Tua o te Pae 
「地平線を超えて」 
アセスメント事例集 
（NZ教育省）

引用：Kei Tua o te Pae -  Education in New Zealand
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マオリ語で 
「編み物」

ラーニングストーリーの発祥：NZナショナルカリキュラム 

Te Whāriki（テ・ファーリキ）

学びの連携・接続に貢献する
New Zealand Ministry of Education.『Te Whāriki (2017)』
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ラーニングストーリーに込められたNZの教育理念 

学びのための評価 (Assessment for Learning)

子どもたちは、 
有能で自信に満ちた学び手
である。

欠乏モデル　→  信頼モデルへの転換

New Zealand Ministry of Education.『Te Whāriki (2017)』
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ラーニングストーリーと活動報告との違い

ラーニング・ストーリーは、 
子ども一人ひとりの学びを振り返り、 
「思い出」を「英知」に変える手段である。
引用：大橋節子 中原朋生 内田伸子 上田敏丈 監訳・編著、神代典子 訳（2021）『ニュージーランド乳幼児教育カリキュラム テ・ファーリキ（完全翻訳・解説）: 
―子どもが輝く保育・教育のひみつを探る―』建帛社

学びのプロセスを可視化し、子どもの未来に目を向ける
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• 子どもを観察し、どんな学びがあったか、ことば・写真・動画
などを用いて物語形式で記録

6

ラーニングストーリーとは

New Zealand Ministry of Education. 
『Kei Tua o te Pae / Assessment for Learning: Early Childhood Exemplars』
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• テ・ファーリキ（要素・学びの構えなど）に沿って発達を捉える
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• 学びのプロセスを重視

7

ラーニングストーリーとは

• 肯定的なまなざしが不可欠

• 先生と保護者など、コミュニティで記録を共有 

• 職員間の話し合い、次の計画に繋げる

（拡大家族・子育て応援隊）
Whānau

Designed by macrovector / Freepik

ファーナウ
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ストーリーパーク画面［ストーリー（記録）一覧］

ストーリーパークとは 

デジタル化されたラーニングストーリー

先生と家庭が同時に、子どもの学びを記録・閲覧できる
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“We believe it takes a community to raise a child.” 
（子どもの教育において、コミュニティは欠かせないものと信じています。）

世界30ヵ国以上、NZの幼児教育施設の50％以上で利用

ストーリーパークは 

「子どもの成長のため」に開発

• 開発者の母たち（幼児教育者）の要望
をきっかけに誕生 

• テファリキをはじめ、世界のナショナ
ルカリキュラムを参考にして開発 

• 利用者からのフィードバックを基に
日々改良を重ねている

※自宅型サービスを除く
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「ストーリーパーク」によって 

親の90％「子どもの学びへの理解が増加」

10

Picher, M.E. The Impact of Storypark Use in Full-day Kindergarten in Ontario. University of Toronto.

① 子どもの学びに対する保護者の理解度が向上 
② カリキュラムに対する保護者の理解度が向上 
③ 子どもの学びに関する親子の会話の改善 
④ 子どもの学びへの保護者の関与が向上

トロント大学 メリー・エリザベス・ピチャ博士  
「オンタリオ州全日制幼稚園でのストーリーパーク利用によるインパクト」

子どものアウトカム（成果）を強化
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ストーリーパーク画面［ストーリー閲覧］

見た目はFacebook等のSNSに似ている
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ストーリーパーク画面［ストーリー編集］

①タイトル

②本文 
テキスト・写真 
ビデオ・ＰＤＦ

③子ども選択

「ストーリーパーク」の特長 

①　簡単

タグ付け  ※任意

投稿は①タイトル・②本文・③子どもを選択するだけ
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• 閲覧者は園・学校関係者と家族のみ 
• 投稿ごとに公開先を設定（一人の児童～全園児まで） 
• 保護者の招待により、祖父母や親戚なども閲覧可能 
（招待人数の制限なし）

13

「ストーリーパーク」の特長 

②　安全
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「ストーリーパーク」の特長 

③　教育・保育を支える様々な機能

エクスポート（PDF・HTMLデータ）

グループ管理［ルーム］・［先生ポートフォリオ］

先生用・家庭用アプリ

食事・睡眠・トイレ等記録［ルーティン］ 一斉連絡・メッセージ［コミュニティ］
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個人に着目する/継続性を捉える［チャイルドノート］
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表による一覧［プランニング］

子どもによる振り返り［チャイルドモード］

「ストーリーパーク」の特長 

③　教育・保育を支える様々な機能

タグ付けによる傾向分析［ラーニングタグ・レポート］
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ストーリーパーク画面［チャイルドノート機能］

「ストーリーパーク」の機能 

継続的な記録ができるチャイルドノート

ラベルを付けた管理や、ストーリー（投稿）に紐づけた記録も可能
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ストーリーパーク画面［ラーニングタグ・レポート機能］

「ストーリーパーク」の機能 

学びのタグ付けによる分析機能

期間・タグの種類・クラスや子ども個人など、 
要素を絞り込んだ分析・振り返りも可能 

　（タグはカスタマイズ可能）
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ストーリーパーク画面［プランニング機能］

「ストーリーパーク」の機能 

計画・振り返りに活用できる表ツール

テキスト・子ども・日々の投稿・写真や動画など、 
自由に組み合わせた表作成が可能
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ストーリーパーク画面［チャイルドモード］

「ストーリーパーク」の機能 

子どもによる振り返り『チャイルドモード』

自分のラーニングストーリーについて、 
子ども自身で、声と表情を使ってコメントできる
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「ストーリーパーク」の機能 

日々の記録から振り返り・分析

形成的評価 
（学びの過程）

総括的評価 
（達成度）

タグ付けによる傾向分析［ラーニングタグ・レポート］
表による一覧［プランニング］

日々のラーニングストーリー
［ストーリー］

子どもによる振り返り［チャイルドモード］
個人に着目する/継続性を捉える［チャイルドノート］



©2023 Globalpartners21

「ストーリーパーク」の特長 

④　少人数から導入可能な料金設定
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Family

各教育機関の投稿を 
一つのプラットフォームに 

蓄積できる

投稿は無期限に保存、無制限に記録できる
→卒業後も家族はそのまま使える 
（家族内のみでの利用は無料）

「ストーリーパーク」の特長 

⑤　ライフロング

→幼保小連携に貢献
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利用者の声
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日本にも数多くの保育システムがありますが、それらのほ
とんどは「保育者の業務改善・効率化・ペーパーレス」と
いった部分が重視された設計になっており、子どもの成長
の可視化という私たちがもっとも取り組みたいことを実現
できないと感じていた時にストーリーパークに出会いまし
た。 

子どもに起きていることを中心として、その子どもの周り
にいる大人たちが子どものストーリーを紡ぎ、そして家庭
からもストーリーを保育者たちに発信できる、そういった
ニュージーランドの幼児教育カリキュラム「テファリキ」
の考え方を中心に置かれているストーリーパークの理念と
機能は非常に優れていると感じております。 

（株）学研エデュケーショナル 
EdTech事業推進室　西村文孝 様
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＜先生にとっては＞     研修・育成に有効 
記録を通して、楽しみながら個々の発達段階を把握でき、次の見通しを立てられる 

＜家庭にとっては＞    先生との関係強化に繋がる 
つい見逃している我が子の成長を実感し、先生の取り組みに感謝できる 

＜子どもにとっては＞ 自己肯定感を育む 
成長を可視化することで、子ども自身も見守られている安心感を得られる

「ストーリーパーク」の効果 

更なる子ども理解とコミュニティの育成
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お問い合わせ窓口　【ストーリーパーク 日本総代理店】 
株式会社グローバルパートナーズ 

　　Email : support@storypark.jp 
　　Phone : 03-5937-5565 
　　Web : http://storypark.jp/ 
　　Facebook/Instagram : @storyparkjapan
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無料トライアル＆個別説明会実施します


