
National Quality  
Standard (全国品質基準)

子ども達との関係

保育担当者の配置

施設・設備等の
環境

子ども達の健康と
安全

教育プログラムと
実施

子ども一人ひとりの学習と成長を促進するプログラム。個々の子どもの興味を刺激し、
引きつける活動。

サービスの例:
• お子様の興味や考えがプログラムに反映されます。
• お子様が遊戯や学習に参加できるよう保育担当者がサポートします。

お子様の安全と健康はいつにおいても重要なものです。安全指導が行われるため、	
お子様は安心してプログラムに参加できます。

サービスの例:
• お子様の受けるサービスでは、病気や危険から子ども達を守るための予防措置が取られます。
• 本サービスで提供される食べ物や飲み物は栄養価が高く、子どもに適したものになっています。

お子様は、室内および屋外の施設で遊戯や学習をし、そこでスキルを習得できます。

サービスの例:
• 室内および屋外の施設は、親しみやすく子ども向けになっています。
• 建物、家具、設備、備品等は、安全で手入れが行き届いています。
• 子ども達は、様々な活動に参加できます。

お子様はその環境を自分の居場所と感じ安心し、落ち着つくことができることでしょう。
保育担当者と良好な人間関係を持つことで、お子様は遊戯や学習が行いやすくなります。

サービスの例:
• 支えられ受け入れられているとお子様に感じていただきます。
• 保育担当者は、子ども一人ひとりの要望や興味に対応します。

家族や地域社会がサービスの一端を担うことで、お子様の学習や成長に良い影響を	
与えます。

サービスの例:
• 家族を尊重、支援する関係が推奨されます。
• 本サービスはご家族の信条や価値観を尊重します。
• 本サービスにより地域社会との関係を構築し、社会参加を行います。

本サービスは適切に管理され、安全で健全な学習環境を提供します。

サービスの例:
• 本サービスは、良好な組織文化のもとで運営されています。
• 保育担当者は高く評価されており、サービスの目標や要求について明確に理解しています。

質の高い教育と保育により、
子ども達は最適な形で人生
をスタートできます

ご家族の方々にご安心いただ
けるような安全かつ健全な環
境をお子様に提供します。

遊びと学習は、生涯役立つ	
スキルの習得に役立ちます

質の高い保育サービスとは、
専門家による教育・保育	
サービスを意味します

子ども達の個々の要望を満た
すためには、質の高いきめ細
かな保育サービスが必要にな
ります。

お子様の受けるサービスに参
加しその一端を担っている、
とご家族の方にも感じていた
だけます

質の高い教育や保育サービス
は、効果的なリーダーシップ
の上に成り立っています。

これはなぜ大切なのですか?
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子どもの学習と発育は、適切なスタッフの手配を通じて強化されます。

スタッフのチームは協力的に敬意を持って取り組みます。

家族とコミュニティ
との協力的な関係

National Quality Standard (全国品質基準) は、オーストラリア全国で子どもたちの教育や保育サービスを向上させることを目的としています。 
7つの品質の分野は、お子様が人生を最適な形でスタートできるようにするためのものです。
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サービスの例:
• 保育担当者はお子様の興味を把握しています。
• 子ども達にしっかり目が行き届き、学習・成長に必要なサービスを提供できるよう、充分な	
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National Quality Framework (全国品質基準)は、オーストラリア全国で子ども達の教育や保育サービスを改善するために新たな品質基準を導入してい
ます。品質に関する７つのカテゴリーは、お子様が人生を最適な形でスタートできるようにするためのものです。今後、オーストラリアにおける全ての	
サービスは、National Quality Standard(全国品質基準)に基き評価されるようになります。
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ガバナンスと 
リーダーシップ


