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本報告書は、文部科学省の幼児教育の改善・充実調査研究委託費による委託業務として、
＜公益社団法人　全国幼児教育研究協会＞が実施した平成 26 年度「幼児教育の改善・充
実調査研究」の成果を取りまとめたものです。
　したがって、本報告書の複製、転載、引用等には文部科学省の承認手続きが必要です。
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研究主題　「幼児教育の質を保障する保育の実現に向けて」
　　　　　─環境の構成の在り方を追究する─

Ⅰ　研究の目的

　幼児教育（以下幼児期の教育と同意）は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの
であり、幼稚園教育は、学校教育法第 22条に規定する目的を達成するため、幼児期の特
性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本としている。そして、それは幼稚園
教育要領とともに保育所保育指針、さらに、幼保連携型認定こども園教育・保育要領にお
いても踏襲されているところである。
　幼児には本来自ら育とうとする力が内在しており、それは日々の生活の中で出合う環境
とのかかわりによって発揮される。幼児一人一人の潜在的な可能性は、環境との相互作用
を通して体験となって具現化されるのである。そのためには、専門性をもった教師が、教
育内容に基づいた適切な環境を意図的、計画的につくり出し、その環境にかかわって幼児
が主体性を十分に発揮し展開する生活を通して、望ましい方向に向かって幼児の発達を促
すようにすることが肝要である。
　このような「環境を通して行う教育」を一層、充実したものにするためには、幼児が興
味・関心を持ってかかわりたくなるような環境を意図的、計画的に用意することや、幼児
理解と発達の捉えに裏付けられた教師の援助が極めて重要なものとなってくる。これらは
幼児教育の質にかかわる重要な視点でもある。
　幼児一人一人が環境との主体的、自主的、自発的なかかわりによって心豊かにたくまし
く生きていく力を身に付けるためには、幼児の生活や遊びといった直接的・具体的な体験
を通して、教師や他の幼児と生活を共にしながら、人とかかわる力や思考力、感性や表現
する力などを育み、社会とかかわる人として生きていくための基礎を培うことが大切であ
る。
　幼児期の体験には、楽しいと思う体験だけでなく、やってみようとする体験、悔しいと
思う体験など挑戦や葛藤などに関わる様々な体験も必要である。しかし、少子化、都市化、
高度情報化といった近年の社会情勢は、幼児の生活にも多大な影響を及ぼし、幼児の育ち
を支える多様な体験が得られにくい実情がある。例えば、幼児が安心して戸外で体を動か
したり、自然に触れたりして遊びを充実したものにできる場が少なくなっている。情報機
器の発達は大量の情報をもたらし、人々の生活を豊かにする反面、幼児にとってふさわし
い情報、幼児の心を豊かにする情報を選別することも必要となってくる。また、人と人を
結ぶツールは発達してきたものの、人とかかわる基本的な力を育む体験が乏しくなってお
り、これまで以上にそれが求められている。幼児教育の質を保障する保育の実現において
環境や体験の貧弱さやそれらの検討は今日の喫緊の課題となっている。
　そこで本研究では、①体を動かして遊ぶ体験、②身近な自然に親しむ体験、③様々な表
現を楽しむ体験、④身近な情報を活用する体験、⑤友達との心地よい生活を創り出す体験
に関係する実際の保育場面で、幼児が環境にかかわり、様々な活動を展開する姿を捉え、
幼児にとって、ものや場、状況などの環境の意味や教育的価値などを分析し、環境の構成
の在り方を追究することで、幼児教育の質保障に資する保育の実現に向けて一助としたい。
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Ⅱ　研究の内容・方法

Ⅱ-１　研究の主題と方法

（1）研究主題について
　本研究は、幼児教育の課題を踏まえ、幼児教育の質保障に資する保育を実現するため、
幼児の発達を促す「適当な環境」及びそれに係る指導のポイントを明らかにすることにあ
る。環境についてここでは、物的環境、人的環境及び時間や空間などから環境を捉えるこ
ととし、それには様々な環境が相互に関連し合ってつくり出される状況そのものも含むも
のとしている。（注）

（注）�平成 22年に幼稚園施設整備指針が改正され、スペースという概念や回遊性、動線等の空間として
の捉え方や配慮の視点が示され、園具・教具とのつながりが持てるような環境の構成をすること
の大切さが示されている。

　教師が環境を構成する場合、幼児一人一人に育みたい願い、それに必要な体験を明確に
しつつ、教師の願いを環境一つ一つに、また特に状況の中に盛り込んでいく。その際、教
師は環境が持つ教材としての特性に配慮して環境を構成し、幼児が達成感や満足感を得ら
れるような保育を構想する。しかし、現実には、幼児の活動は教師の予想とは異なる展開
もあり、その際に教師は幼児の活動における様々な変化を的確に把握しつつ、それに沿っ
て環境をつくり直し、幼児の発達にとって意味のある環境にしていくことが求められる。
この意味で環境の構成は固定的なものではなく、暫定的なものであり、幼児の発達に意味
のあるものとなるように再構成していくことが求められる。

　本研究では、実践の各場面の中で、幼児一人一人がどのような環境にかかわっていたか、
環境構成の際、教師はどのような知見や経験、意図を持ってその環境を選択、あるいは判
断していたか、幼児の主体的な活動がどのように展開され、それがいかに豊かな学びにつ
ながっていったかを捉え、幼児教育の質保障に係る「環境の構成の在り方」に結び付けて
検討したい。
　なお、研究を進めるに当たり、環境の構成の在り方について、幼児の生活や遊びに関す
る事例の中から、幼児期の体験で重視したい体を動かして遊ぶ体験　身近な自然に親しむ
体験、様々な表現を楽しむ体験、身近な情報を活用する体験、友達との心地よい生活を創
り出す体験と関連付けて、下記のような ５ つの分野を研究の窓口として設定した。

　　　　　第 １ 分野：体を動かして遊ぶことを目的とした環境の構成
　　　　　第 2 分野：身近な自然に親しむことを目的とした環境の構成
　　　　　第 ３ 分野：様々な表現を楽しむことを目的とした環境の構成
　　　　　第 ４ 分野：身近な情報を活用することを目的とした環境の構成
　　　　　第 ５ 分野：友達との心地よい生活を創り出すことを目的とした環境の構成
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（2）研究の方法
　本研究では、幼児の発達の段階や学級の実態に合わせて、教師が意図的・計画的に環境
を構成し実践したものを手掛かりに分析、検討を行った。
　上記（１）で示した ５ 分野に関して、事例により取り上げたものや場の特性と、実際の幼
児の活動の中で環境が再構成されていく様子も含め、総合的に分析・考察して、幼児の発
達を促す環境の構成の視点を導き出すこととした。

① 研究協力園の選出方法及び担当分野について
　多様な地区の状況を反映できるように、本会の北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、
近畿、中国、四国、九州地区のうち下記都県を含む ５ 地区において、地区担当者を １ 名置
くとともに、公私立という設置主体別、園の規模に配慮し、幼稚園のほかに、認定こども
園等も含めて、各支部に ３ 園ずつ合計 １５園を研究協力園として選定し、保育記録の収集を
行った。

　＜研究協力園一覧表＞

第 １ 分野 体を動かして遊ぶことを目的とした環境の構成

栃木県
（学校法人磯山学園）真岡ふたば幼稚園
（学校法人愛泉学園）愛泉幼稚園
（学校法人呑龍愛育会）呑竜幼稚園

第 2 分野 身近な自然に親しむことを目的とした環境の構成

静岡県
（学校法人めぐみ幼稚園）めぐみ幼稚園
（学校法人相愛学園）焼津豊田幼稚園
静岡市立安東幼保園

第 ３ 分野 様々な表現を楽しむことを目的とした環境の構成

滋賀県
（学校法人純美禮学園）滋賀短期大学附属平野幼稚園
大津市立平野幼稚園
彦根市立金城幼稚園

第 ４ 分野 身近な情報を活用することを目的とした環境の構成

愛知県
名古屋市立第一幼稚園
名古屋市立第二幼稚園
名古屋市立第三幼稚園

第 ５ 分野 友達との心地よい生活を創り出すことを目的とした環境の構成

東京都
江戸川区立篠崎幼稚園
台東区立大正幼稚園
（学校法人調布学園）田園調布学園大学　みらいこども園
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② 記録の方法
　保育記録に当たっては、平成 26年 ７ 月から平成 26年 １2月までの概ね ５ か月間、月に １
回、各担当分野の環境にかかわる幼児の姿を記録した。
　その記録を、次の様式にまとめた。

タイトル　　　　　　　　　　　　（○歳児）（○○月）
◆主に取り上げる教材等　　　　　　
◆幼児の実態　　　　　　　　　　　　　
◆教師の意図　　　　　　　　　　　　　
◆教材等の特性
◆環境の構成
◆遊びの様子
◆分析・考察
◆備考

③ 地区担当者の役割について
　地区担当者は、研究協力園を訪問し、指導するとともに、保育記録を収集し、研究推進
委員会で検討した事項を基に、分析・考察を進め、各分野からの提言をまとめた。

④ 研究推進委員会による分析・考察
　研究推進委員会は、各分野の地区担当者が集まり、各分野の研究協力園の進捗状況を把
握しつつ、研究の全体を俯瞰しながら方向性を示した。そして、 ５ 分野の保育記録から明
らかになったことを共通理解するとともに、研究成果を協議した。

⑤ 物的環境で使われる用語について
　幼稚園設置基準では、園具、教具が用いられ、幼稚園教育要領では、遊具、用具、素材
等が用いられる。そこで、本研究で使用される物的環境を示す用語について、参考文献を
基に、以下のように整理している。

＜参考＞
・園具…間接的に教育の効果を挙げるのに役立つ備品
　　　　（一般的に、机、椅子、黒板、戸棚、靴箱、ロッカー、ストーブ、黒板、保健衛生用品等）
・教具…教材を効果的に使用するために開発され、利用される道具（標本、視聴覚器具等）
・遊具…幼児が遊びに使用するために作られた道具。固定遊具と移動遊具に大別される。
　　　　◆固定遊具：園庭にあるブランコ、シーソー、ジャングルジム等
　　　　◆�移動遊具：運動遊具（トランポリン、巧技台等）、乗り物遊具（自転車等）、構成遊具（積み

木、ブロック等）、科学遊具（こま、水鉄砲等）、ままごと遊具、砂場遊び遊具（プラスチッ

ク製シャベル、型抜き等）、人形劇用遊具（指人形、人形　劇用舞台等）、楽器類（鈴、ハン

ドカスタ等）、行事遊具（鯉のぼり、ひな人形等）、ゲーム用遊具（カルタ、トランプ、すご

ろく等）、大型遊具（大型積み木、大型ブロック等）

　　　　＊玩具…手に持って遊ぶもの、遊具よりも小さいもの（人形、ぬいぐるみ、自動車、電車等）
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・用具…�主として、ある目的を達成するためや仕事をするために使われる道具
　　　　�運動用具（空気入れ、ライン引き、バトン等）、構成用具（はさみ、ステープラー、カッター

等）、生活用具（タオル掛け等）、保健衛生用具（身長計、体重計等）、飼育・栽培用具（水槽、

植木鉢等）、清掃用具（ほうき、ちりとり、くず箱等）

・教材…�教育の目標を達成するためにその教育内容に即して意図的に作成された具体的な
材料・資料

・素材…�幼児が作ったり、遊んだりするのに必要なものや材料（チラシ、菓子等の空き箱、
器具の格納用発泡スチロールや大型段ボール等）

※参考文献

・西久保禮造『改訂　保育実践用語辞典』ぎょうせい、１99４ 年

・新村出編『広辞苑　第 ５ 版』岩波書店、１999 年

・谷田貝公昭監修『保育用語辞典第 2 版』一藝社、200７ 年

・森上史郎・柏女霊峰編『保育用語辞典　第 ７ 版』ミネルヴァ書房、20１３ 年

・小田豊・山崎晃監修『幼児学用語集』北大路書房、20１３ 年
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Ⅱ-2　研究内容

　以下では、上記研究の方法で述べた各分野の １５事例のうち ３ 事例ずつ取り上げ、その分
野の捉え方、事例の一覧、代表的な事例、事例を通してのまとめについて述べる。

（1）第 1 分野　体を動かして遊ぶことを目的とした環境の構成

　幼児は本来、広い所があれば走り回り、段差があればよじ登り、水たまりがあればバ
シャバシャと入り、その場にいてもピョンピョンと飛び跳ね、体を動かすことが大好きで
ある。体を動かすことを通してイメージがわき、その中で様々な思考をめぐらしている。
幼児期は身体の諸機能が著しく発達する時期であり、自らその時々に発達していく機能を
使って活動する傾向があり、その機能を十分に使うことによりさらに発達が促されていく
と言われている。そのため、幼児が心をときめかせ、自ら体を動かすことを通して取り組
めるような環境や具体的な遊具や用具が不可欠である。
　ここでは、幼児が喜んで体を動かして遊ぶための環境の構成について、次のような園生
活の場面から考えていくことにする。

① 園庭や園の周囲の自然環境を取り入れた環境の構成
　�　園庭の土山や斜面、樹木、生け垣、塀など身の回りの自然環境や園内のあらゆる施設、
空間など幼児にとっての遊び場に着眼する。
② 固定遊具を活かした環境の構成
　�　固定遊具には自然環境の代わりを担う役割が期待されている。平坦で起伏の少ない園
庭に自然環境を人工的に再現したものと捉えることができる。そのもの単独では面白さ
が継続しないこともあることに配慮し、工夫の仕方を考える。
③ 大型遊具（移動遊具）を組み合わせた環境の構成
　�　固定遊具とは異なり、移動させることが可能なので、遊具を組み合わせて楽しめるも
のである。組み合わせの工夫に着眼する。
④ 小型遊具を活かした環境の構成
　�　縄跳びやフープ、ボールなどその物で遊ぶだけではなく、様々なバリエーションが期
待できる遊具である。また、幼児の実態に即した手作りの遊具も視野に入れる。
⑤ 身近なものを取り入れた環境の構成
　�　ペットボトルや段ボール、新聞紙やチューブなど工夫次第で体を動かす遊びを引き出
していくものに着眼する。
⑥ 日常生活の様々な動作を豊かにする環境の構成
　�　例えば、砂を掘る、土を耕す、落ち葉をすくうなど、日常生活の中で多様な動きの体
験を促す用具について考える。
⑦ 仲間と共にイメージを共有し、遊びを豊かにする環境の構成
　�　幼児期はなりきって遊ぶことで、同じ動きを繰り返したり同じ遊具でも異なる動きを
生み出したりする。様々な動きを引き出し、イメージを共有するかかわりに着眼する。
⑧ 仲間と共にルールの面白さを感じる環境の構成
　�　幼児の遊びはルールのないところから始まり、遊びを面白くするために了解事項が生
じ、それがルールとなっていく。ルールをつくったり、つくり変えたりしながら遊びを
面白くしていく場面を考える。
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第 1 分野　体を動かして遊ぶことを目的とした環境の構成

№ タイトル 教材等 年齢 時期

事例1 どこまで行けるかな 手作りの仲良し竹馬（通称 電車） 5歳児 7月

事例2 手作り遊具で遊ぼう ブランコ、ロープ 5歳児 7月

事例3 駆け足って楽しいな 坂を上ったり下ったりする手作り遊具
(さかのぼり) 3歳児 9月

事例4 ライオンのしっぽ！ 新聞紙、ビニール紐、帽子 3歳児 9月

事例5 多様な体の動きの見られる環境
作り 丸太の一本橋、鉄棒、巧技台、三角台 3.4.5歳児 9月

事例6 坂って楽しいな 坂 3.4.5歳児 9月

事例7 投げることの楽しさを知る環境
作り

教室に設定してあるロフト、色水の入っ
たペットボトル10本、籠、カラーボール 3歳児 9月

事例8 裸足で気持ちがいいね 缶ぽっくり 3.4.5歳児 10月

事例9 みんなが楽しめる鉄棒 鉄棒・丸太の一本橋 3.4.5歳児 10月

事例10 僕にも跳べるよ 廃材を使ったピョンピョコ 4歳児 11月

事例11 三角台を使った子どもの様々な
動き 三角台 4歳児 11月

事例12 ジャンプ鬼ごっこ 縄跳び、ロープ 4歳児 11月

事例13 てっぺんまでのぼるぞ!! 園内の斜面、ロープ、段ホール 5歳児 11月

事例14 頑張る棒 登り棒、ロープ 5歳児 11月

事例15 一緒に跳ぼうよ 縄跳び 5歳児 12月
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どこまで行けるかな� ５歳児　７月上旬

◆主に取り上げる教材等
　　仲良し竹馬（二人乗りの手作り竹馬、通称 電車）

◆幼児の実態
・�花壇の縁に埋め込んであるブロックの上の部分を、バランスをとって渡ることに夢中な幼児
達、その様子を見てバランス感覚を楽しめる遊具の手作りを考える。
・�「あそこまでやってみよう」「・・回やれたよ」と、自分なりの「めあて」を持って何かに挑
戦する意欲が目立ってきている。

◆教師の意図
・�足元がゆらゆらするのを立て直そうとうまくバランスをとる必要があり、それだけに達成感
が感じられることが面白い。「何歩歩けたね、砂場まで行ってみよう」と「めあて」を持つ
遊びの楽しさを味わって欲しい。
・�どの位の高さがよいか、幅はどうかを見るためにも幾つかの棒を置いておくと、幼児達は
乗ったり、渡ったりする。でき上がりを楽しみに待てるようにできる限り幼児達の前で作る
ようにする。
・�「二人乗りの遊具」は、気持ちを合わせないとうまくいかない。どうしたらうまくいくのか
を実際に体を通して感じてほしい。

◆教材等の特性
・二人で乗ることにポイントがある。各々の気持ちをどう合わせていくか、タイミングの合わ
せ方をどうしたらよいか、互いが相手を気遣う体験ができることに意味がある。
・材質が木製なので、木の肌触りを感じながら遊ぶことができる。

◆環境の構成
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◆遊びの様子

　　

・�園庭でＡ児とＢ児の元気の良い声が、「Ｂ児くん、仲良し竹馬一緒にやろう」「うん!いいよ」
二人は連れ立って竹馬がある倉庫に向かって駆けて行く。
・�「砂場から年少さんのお部屋まで行こう」「途中休みなしだよ」声を掛け合って二人が歩き始
めると、様子を見ていたＣ児とＤ児が「僕達もやろう」と仲間入りをする。
・�二人の呼吸が合わないとうまくいかない。自然に「いち、にっ・いち、にっ」と声が揚がる。
・�二組の幼児の楽しそうな様子に一緒について歩く幼児、応援をする幼児、自分達も仲良し竹
馬を始める幼児などがいる。そのうち、「一号車！」「僕達二号車」・・・と、電車が連結す
るようにつながることが面白くなる。
・�最初に始まったB児達が駅を作り、待っていれば客として乗れる「電車ごっこ」に遊びを発
展していく。
・幼児達が運べる「仲良し竹馬」は、遊び終わると自分達で倉庫に片付ける。

◆分析・考察
・�幼児同士のかかわり合いと、遊びながらバランス感覚が育まれることを願って制作した仲良
し竹馬である。最初は、不安定な上に自分のペースだけでやろうとするとうまくいかず、戸
惑っている様子である。しかし、幼児達にはこの時期のちょっと難しいという抵抗感がか
えって夢中になる要因になったようである。
・�日頃生活の中で気の合う友達関係が成立していると、呼吸も合いやすくスムーズにいくこと
が多く、幼児達も改めてそれを感じたようだ。
・�バランスをとって遊ぶことを考えると、丸太の上を渡ることや細い丸太を高さを変え並べ、
そこを渡るようにする等、また、アスレチックのように他の遊具と組み合わせると遊びが面
白くなっていくなど、幾つかのアイデアが出てきた。手作りの楽しさは、幼児一人一人の取
り組みに応じて制作できること、教師も工夫する面白さを味わえるところにある。

◆備考（幼児の姿から）
・�４ 歳児も年長児のようにやってみたいという気持ちはあるが難しい。そこで、一人が向かい
合って前に立ち棒を持って乗っている幼児が歩くのを手伝っていた。時期によっては（４ 歳
児 １ 月から 2 月頃）取り組みが可能である。
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ライオンのしっぽ！� ３歳児　９月

◆主に取り上げる教材等
　　新聞紙、ビニール紐、帽子

◆幼児の実態
・教師と一緒に園庭の固定遊具や砂場で遊ぶことが楽しい。
・みんなと一緒に生活すること、遊ぶことを意識するようになってきている。
・�室内では、6 月に遊んだ新聞紙をちぎったり丸めたり、投げたりする遊びがダイナミックに
なっている。

◆教師の意図
・�今年の幼児達は園庭を走り回ることが少ないと感じていたので、運動会を前に思い切り走り
回る経験をしてほしい。
・砂場や固定遊具だけで遊ぶのではなく、遊びをきっかけにたくさん体を動かしてほしい。
・�新聞紙を使った遊びが室内で盛り上がっているので、園庭でもそれを使って遊びを広げられ
るように環境を構成する。

◆教材等の特性
・新聞はとても身近な素材である。丸める、ちぎるなど扱いやすい。
・廃材なのでコストがかからないため、幾つも作ることができる。

◆環境の構成
・�教室の前庭の園庭にテーブルを置き、新聞紙、切ってあるビニール紐の束、セロハンテープ
を置く。はさみは教師が持つ。
・あらかじめビニール紐を編んだものを置いておき、教師がしっぽとして付けてみる。
・新聞紙の剣を作ることができる幼児達の興味を引くように、何本か作っておく。

◆遊びの様子
・�6 月に行った新聞遊びが継続して行われている。折り畳んだ新聞に何人乗れるかを競う「折
りたたんで小さくなるゲーム」は乗れる人数が増えていたり、破いたり、丸めたりするとき
の音を楽しんでいた遊びは「シャワーごっこ」に変化していった。（破いた新聞を天井に向
けて投げる遊び）「ビリビリ」や「グシャグシャ」といった音を言葉にして、遊びを命名し
ている様子から、新聞が遊びに浸透していることが分かる。
・�9 月に入り、教師の意図により戸外に新聞でしっぽを作るコーナーを設定すると男児達はす
ぐさま新聞剣を作り戦いごっこを始めるが、教師が付けているしっぽとそれを作っている姿
に興味を示し、一緒に作り始める。初めは新聞をねじり、端を縦に切り目を入れるだけの
しっぽが完成し、「ゾウのしっぽだ！」や「ライオンのしっぽ！」と楽しそうに次々とねじっ
ていた。「お外でつくるのたのしいね！」と微笑む幼児達はとても満足そうであった。
・�女児はビニール紐を束にすることから始め、しっぽ作りというよりはビニール紐を編むこと
を楽しんでいる様子であった。「先生みたいにしたい…」と泣きそうなＡ児を手伝うと先に
作った男児達も一緒に手伝ってくれた。でき上がったしっぽをズボンに挟み、「先生のしっ
ぽ取ってごらん！」と走り始めると同じようにしっぽを付けたみんなが走り出した。しっぽ
を付けてない幼児達も教師やしっぽの付いている友達を追い掛ける。普段あまり活発ではな
いＡ児もしっぽを作ってからは追い掛けっこに参加し、「はぁ疲れたぁ」と言いながらも楽
しそうにみんなに追い掛けられることを楽しんでいた。最後はみんながしっぽを作って「ラ
イオンのしっぽとり」（男児が名付ける）が続いた。
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◆分析・考察
・�室内での新聞遊びが友達との関係づくりやイメージを膨らませることにつながっている。
「シャワー遊び」と名付けたちぎった新聞を天井へ投げる遊びは、ある男児の新聞が降って
くる様子が「シャワーみたいだ！」と言ったことにみんなが共感したことでその呼び名が付
いた。新聞を投げた後に顔を見合わせて笑い合ったり、大きな声を上げて喜んだりする姿は、
友達と一緒にいること、同じ遊びをすることを楽しめていると感じている。
・�今回のしっぽとりは、運動会に向けて体を動かすことを意図としていた。新聞で作ったしっ
ぽをきっかけにして、逃げる、追い掛ける姿は左右に走ったり、遊具の間を走りながらすり
抜けたりと様々であった。たくさんしっぽを付けて走り回る経験を積むことにより、しっぽ
とり鬼（ルールのある鬼ごっこ）に発展していけたらよいと思う。また、作ったしっぽをゾ
ウやライオン、ジバニャン（キャラクターの名前）に見立てる発想は面白かった。
・�新聞だけでは弱いと思い、新聞とビニール紐を編み合わせることにしたが、幼児達には少し
難しかった。それでも、女児が興味を持って編み込んでいたので、何かに展開できたらよい
と思う。
・�新聞という素材をちぎる、破く、丸める、まとめる、投げる、ねじる、巻く、切るなどして
たくさんの経験ができたこととそれを使った遊びを展開していけることで幼児達のかかわり
や発想も変わってきたと感じる。幼児の声を拾いながら、新聞の活用を引き続き考えていき
たい。

◆備考
　しばらくの間、園庭にしっぽ作りができるように環境の構成をしておくと、４ 歳児や ５ 歳児
も思い思いにしっぽを作って遊ぶようになった。また、園庭など戸外で何かを作ることの楽し
さをみんなで味わっている。
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てっぺんまで登るぞ！！� ５歳児　11月

◆主に取り上げる教材等
　　山の斜面、ロープ、段ボール

◆幼児の実態
・�よじ登ったり、滑ったり、物を転がしたりと幼児は斜面で遊ぶことを好む。しかし、園環境
ではすべり台や巧技台などの移動遊具など以外なかなかその環境は少ない。
・斜面を駆け登る教師の姿を見ると、誰に言われるでもなく自ら登ろうとする。
・�急な斜面を見て戸惑う幼児もいるが、友達が登っていく姿を見てやってみようと挑戦する姿
が見られる。

◆教師の意図
　普段の遊びの中で、なかなか“よじ登る”という動きをする事が少ない。そのため自然豊か
な環境の下、のびのびと身体を動かして遊ぶ中で、手の力や足腰を使って“よじ登る”経験を
させたいと思い環境を構成する。

◆教材等の特性
・�園庭の築山や土手など自然環境の斜面は安定していて幼児の様々な動きを引き出してくれ
る。移動遊具では味わえない醍醐味がある。
・�斜面が①急勾配、②大きな石や木の根がない、③ぬかるんでいる。
　�以上の事より、登りにくく、滑りやすい坂である。だからこそ様々な力を使い、身体全体を
動かせる、楽しい遊びにつながる。

◆環境の構成
・斜面の上にある太い木に、長いロープ（斜面下まで届く長さ）を巻き付けておく。（写真 １）
・�滑り降りる楽しさ、また登ってみたい！と挑戦する意欲を高めるために、段ボールを準備し
滑って降りられるようにする。（写真 2）

（写真 １）　　　　　　　　　　　　　　　　�（写真 2）

◆遊びの様子
・�幼児達は斜面を駆け登る教師の姿を見ると、自然と登ろうとする幼児。しかし、傾斜が急で
あり、また手足を掛ける部分がないためなかなか登ることができなかった。そこで頂上付近
にある木の幹に長いロープを巻き付けると、そのロープを使って登ろうとする姿が見られた。
自然と腕や足等、様々な部分に“自分の身体を支えるための力”が込められている様子がう
かがえる。



− 13 −

・�またロープを引っ張りながら、身体を上へと移動させる行為は難しく、何度も足を滑らせる
姿も見られた。しかし、頂上にいるＡ児が「あと少し！俺につかまって！」と声を掛け、手
を差し伸べる等、自然と友達と協力し合いながら遊ぶ姿が見られた。それは簡単に登れてし
まう斜面では見られなかった光景かもしれない。登りにくいが、“諦めずに挑戦しやっと登
切れる”という斜面がこの環境構成の中ではぴたりと当てはまったようだった。
・�登り切った達成感を味わう幼児達だったが、更に何度も繰り返し登る意欲を高めようと、段
ボールを準備した。そこで段ボールを使って斜面滑りという遊びが一つ加わることになった。
急な斜面の頂上からバランスを取りながら、一気に滑り降りる幼児達。その楽しさに気付き、
また登ろう！と斜面を登り始めている姿が多く見られた。

◆分析・考察
・�自園が所有する山は幼児達にとって「勝手知ったる場」である。その安心感がある場所で大
きな斜面を見付けた瞬間、“登ってみたい”という意欲がそそられた様子だった。急な斜面
を見て「どうやって登るの？」「ちょっと怖い」と戸惑う幼児もいたが、たくさんの幼児に
普段なかなかしない動き“よじ登る”ことを経験させたかったため、ロープを付けると“身
体を支える場所の一つがロープである”ことに気付き、皆と一緒に一歩ずつ登り始める姿が
見られた。腕の力でロープを引っ張りながら、足元でバランスを取り、足の指に力を入れて
自分の身体を移動させるという動きは、思った以上に身体全身、そして頭を使うことに気付
いた。
・�登ったときの達成感を感じ、さらにもっと登ってみたいと思えるよう段ボールを準備した
が、急な斜面のためスリル感を味わいながら、気持ちよさそうに滑り降りていた。この楽し
さが再挑戦する気持ちに火を付けさせたようだったので、よじ登るだけではない、このよう
な楽しみをもっと工夫してもよかったかなと思う。
・�幼児達の感じる面白さはそれぞれに異なり、登り切った達成感、転がりながらも友達と連
なって遊ぶ楽しさ、斜面を滑る面白さ…と様々であったように感じる。さらに斜面滑りで
使った段ボールを運ぶ係りや、木の幹の下で友達を手伝う係り等と役割を作って楽しむ様子
もうかがえた。
・�今の幼児達は舗装された平坦な場所を歩く機会が多く、少しでこぼこした場所で走るとよく
つまずいて転ぶ幼児が多くいる。足腰をしっかりとさせ、たくましい身体へとなるように自
然環境の下、のびのびと遊ぶ中で様々な動きができるような環境構成が重要だとより一層強
く感じた。

◆備考
・�今まで自然環境に触れながら、遊具がない場所でも坂道や階段の上り下り、木登り、原っぱ
で追いかけっこ等と様々な遊びを楽しんできた。そのような ５ 歳児だからこそ、この急勾配
の斜面でたくさん遊ぶことができた。３、４ 歳児で行う場合、傾斜がもう少し緩やかな場所
で、そして登る距離（高さ）にも配慮したい。
・�また斜面での遊びを継続する中で、幼児達の中でイメージを膨らまし、そのイメージを共有
しながらごっこ遊び等に発展していくことに期待する。
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第 1 分野のまとめ
　幼児が自ら喜んで体を動かして遊ぶために必要な環境の構成を考える上で、以下のこと
に配慮したい。

① 遊具・用具の特徴を知り、幼児の多様な動きを予測する。
　�　それぞれの固定遊具、大型遊具（移動遊具）は、体のバランスを取る、体を移動する
動きを引き出す等、その遊具に特徴的な動きがある。また、見立てや様々なイメージを
もって取り組み、組み合わせる用具次第では多様な動きを引き出す可能性もある。また、
掘る、耕す、すくうなどの日常生活における多様な動きを保育者が意識するとともに、
それらの動きを引き出すような小型遊具や身近なものなどを構成することも大切であ
る。それらとともに、その遊具固有の危険性も予測できる。少し困難なことにも挑戦し
ようとする幼児の意欲を十分に受け止めながら、幼児一人一人の運動能力の育ちをよく
見極め、安全に配慮した環境の工夫が重要である。例えば、Ａ園では幼児一人一人の発
達の状況に応じた手作りの運動遊具を制作している。微妙な調整が可能なことが利点で
ある。また、Ｂ園では、時期に応じて移動遊具同士を組み合わせたり、固定遊具と移動
遊具を組み合わせたりしながら幼児の実態に応じた工夫をしている。

② 園内外の身近な自然環境を活かした活動を大切にする。
　�　自然環境は幼児の身体的な活動において重要な役割を果たしている。四季折々に変化
する自然は、虫採り、木登り、雪遊びなど、様々な動きを伴う遊びに幼児を誘発し、
様々な工夫を加えて遊びを発展させていく。また、日常生活の中で幼児の自然体験が減
少傾向にあることを踏まえ、園庭が自然環境を代替する場として機能していくことが求
められている。園庭の環境には限りがあるが、周囲の身近な自然環境を最大限に活かし、
その中で体を動かす体験を可能にしていくことが大切である。

③ 幼児が感じる面白さを理解し、一人一人に応じた援助をする。
　�　幼児は同じ場で遊んでいても、面白さの感じ方は様々である。障害物リレーで例える
なら、走ること自体が面白い幼児、リレーのバトンを渡すことを楽しむ幼児、どのよう
な障害物にしようかとアイデアを練る幼児、審判役をやりたい幼児など活動への入り口
は様々である。幼児の理解を体の動きの理解から発展させて、幼児の感じる面白さの多
様性を理解し、援助していくことが大切である。

④ 園環境の特徴を知り、それを最大限活かした環境の工夫をする。
　�　園庭の環境は室内の環境と異なり固定的で簡単に物の配置を変えることはできない。
固定遊具の設置も同様である。幼児にとって園庭での活動は喜んで体を動かして遊ぶよ
うになるための重要な条件である。園庭の広さや形状、遊具の種類や設置状況など幼児
の運動を保障しているのかをどうか客観的に見極めることが大切である。その上で可能
な限り工夫を施していくようにする。
　�　幼稚園によっては市街地に立地していて園庭面積は広くない場合があるが、園内の至
る所に幼児が喜んで体を動かすための魅力ある仕掛けが施されている。
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⑤ 教師自身が体を動かすことの心地良さを感じ、動きのモデルとなっていく。
　�　教師自身が戸外に積極的に出て、体を動かして遊ぶことに心地良さを感じ、様々な遊
びの面白さを実感していることが最も重要である。教師が幼児の感じている面白さに共
感しながら、その実現に向けて用具を付け足したり、遊びのイメージを膨らませたりし、
環境を作り変えていく力こそが大切である。また、そのときの教師の姿勢そのものが幼
児にとってのモデルであり、「先生と一緒なら面白い」と感じることが大切である。

⑥ 幼児の思いに寄り添った評価の仕方に配慮する。
　�　体を動かして遊ぶ活動では、得てして「できた」とか「できない」が話題になること
が多いものである。幼児もできればうれしいし、できなければできるようになりたいと
願い、できるようになるコツをつかみたいと考える。一方、「できないからやりたくな
い」、「負けるからやりたくない」という姿と出会うことも多い。「できない」からこそ
「できるようになりたい」と願い、観察し、挑戦し続け、そのことが楽しくなる。幼児
の場合は、できることを繰り返し楽しみながら、徐々にできることの水準が高まるよう
期待することを大切に援助していくことが重要である。
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（2）第 2 分野　身近な自然に親しむことを目的とした環境の構成

　幼児を取り巻く環境の変化から、自然とのかかわりが減ってきていると言われるが、季

節そのものやその変化を感じたり、目の前の小さな花や虫に関心をもったり等、幼児の生

活や遊びの中で、身近な自然にかかわり親しむ機会はたくさんある。また、幼児期は本来、

好奇心が旺盛で自ら環境にかかわろうとする時期でもある。ここでは、幼児が身近な自然

と出合いかかわる中で、親しみ、自然の面白さ、不思議さ、美しさなどを感じ、考えたり、

試したりすることができるような環境の構成を考える。

① 春・夏・秋・冬等四季折々の季節感を感じ取り入れる環境の構成
　�　自然環境は地域によって違いはあるが、教師は、各地域において幼児と共に自然の変

化を感じ、発見したり驚いたりする経験を共感し合うようにする。また、時期を逃すと

経験できないこともある。その季節固有の遊びや環境を考えるとともに長期的な見通し

をもった計画を立てていく必要があること等に着目する。

② 小動物などの生き物や飼育などに親しみを持つ環境の構成
　�　ダンゴムシやチョウなど身の回りにいる様々な生き物や、ウサギや小鳥など餌をやっ

たり世話をしたりする動物と触れ合う中で、感触を楽しんだり、可愛さ、怖さなどを感

じたりし、生き物に親しむことで生まれる愛情や感性、思いやりの気持ちなどを大切に

し、命の尊さを感じられるようにする。また、繰り返し触れ合う中で、驚きや不思議に

思う気持ちを大切にし、探究心、思考力の芽生えを意識していくことができるような環

境について考える。

③ 草花、木の実、野菜などの植物とのかかわりを持つ環境の構成
　�　園庭や道端に咲いている花や草、秋の木の実や葉っぱなどに、目を向け、飾ったり、

身に付けたりして遊びに取り入れようとすることで、より親しみが増す。各々の特性を

踏まえた環境を考えるとともに、幼児の気付きに寄り添っていくようにする。

　�　花や野菜などの栽培物は、生長や収穫への期待がもてるようにし、変化を楽しみにし

たり、好奇心がもてたりするような意図的な配慮を行っていくこと等に着目する。

④ 砂、土、泥、水、風等、自然の事物や事象を体感できるような環境の構成
　�　砂や泥、水など身近な自然素材で繰り返し遊ぶことで、心地良さや解放感が味わえる

ようにしていく。また、地域性も考慮しながら、年齢や発達に合わせた環境の工夫が必

要である。水や風などは、冷たさ、気持ち良さなどが感じられるものである。幼児がこ

れらのものに触れ、試行錯誤しながら直接体験を行える場や時間を十分に確保していく

ことについて考える。
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第 2 分野　身近な自然に親しむことを目的とした環境の構成

№ タイトル 教材等 年齢 時期

事例16 長い川ができた 水、砂 4歳児 5月

事例17 ジャコウアゲハの生長を通して 飼育ケース　ジャコウアゲハ 5歳児 5月

事例18 ザリガニを釣って飼ってみよう ザリガニ、飼育ケース、タモ、棒、糸、 
ザリガニ用エサ、絵本 4歳児 7月

事例19 ジュース屋さんになったよ 園庭の草花・実 3歳児 7月

事例20 すすめダンゴムシ ダンゴムシ、クワガタ 5歳児 7月

事例21 いろいろな種を見つけよう 園庭の草花の種 4歳児 9月

事例22 キウイフルーツを食べよう キウイフルーツ、かご、ビニール袋、リ 
ンゴ 5歳児 10月

事例23 稲刈りをしよう！ 稲、田んぼ 5歳児 10月

事例24 落ち葉で遊んだよ 落ち葉（イチョウ、サクラ） 3歳児 11月

事例25 落とし穴をつくろう 砂 4歳児 11月

事例26 秋の山を作ろう! 砂、水、落ち葉 4歳児 11月

事例27 石を取りに行こう 海、石 5歳児 11月

事例28 風を感じて遊ぼう 風 5歳児 11月

事例29 目隠しイモムシ ネイチャーゲーム 3歳児 12月

事例30 焼き芋 さつまいも 5歳児 12月
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ザリガニを釣って飼ってみよう� ４歳児　７月前半

◆主に取り上げる教材等
　　ザリガニ、飼育ケース、タモ、棒、糸、ザリガニ用エサ、絵本

◆幼児の実態
・�４ 月からダンゴムシ、テントウムシ、アリ、アゲハチョウなどを飼育している。ただ捕まえ
るだけでなく、絵本や図鑑で飼い方を調べて大切に育ててきた。変化や成長に気付き、驚い
たり、喜んだりする姿が見られる。そこで分からないことがあれば、また自分達で絵本や図
鑑などで調べることが習慣化している。

・�前日、ザリガニ釣りに行くことを伝え、以前家庭で経験しているＡ児にそのときに「棒に糸
を付けて先にサキイカを付けて釣った」と話をしてもらった。するとＢ児も「私もしたこと
ある。ソーセージでも釣れるよ」と話した。そこで教師から「ザリガニを釣るときに必要だ
と思うものが家にあれば明日持ってきてほしい」と伝えた。

◆教師の意図
・水に住む生き物に興味を持ち、生態を知ってほしい。
・どうしたら釣れるか、餌や釣り方を考え、繰り返し試してほしい。
・自分で釣ることでより親しみをもってほしい。
・ザリガニと触れ合ったり飼育したりしながら発見を繰り返し、生態をより深く知ってほしい。

◆教材等の特性
・�ザリガニは水中でも触角でエサを探すことができたり、特有の大きなハサミを振り上げてけ
んかをしたり、逃げるときには後ろに進んだり、成長するたびに脱皮をしたりするところに
面白さがある。

・�釣り上げるときにはタイミングを計り、エサだけを取られないように近寄ってきたザリガニ
と駆け引きをする楽しさがある。

・�飼育する中で生態を知り、見たり触れたりすることができやすい。また、餌も自分たちで調
べることができ、身近なものである。

◆環境の構成
・飼育ケース、タモ、棒、糸、カニ風味かまぼこ、サキイカ、ソーセージなどのザリガニ用エサ
・ザリガニに関する絵本や図鑑などを用意し、予め飼育コーナーの環境を用意する。

写真 1.  飼育コーナー 写真 2. ザリガニ釣りの様子 写真 3. ザリガニ釣りの様子 

　　※　好きなときに自由に手に取って見ることができる。
　　※　ザリガニが食べたものを紙に書いて張り出す。
　　※　飼育コーナーと絵本コーナーは保育室の対角線上にある。
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◆遊びの様子
・�ザリガニ釣りのときにはタモを持ってきた幼児 ３ 名、飼育ケースを持ってきた幼児 ３ 名、サ
キイカ・ソーセージを持ってきた幼児 ３ 名がいた。教師も棒、糸、エサ（ソーセージ、カニ
風味かまぼこ）タモ、飼育ケースを用意していた。池の柵とせり出した部分からエサを付け
た糸を垂らし、ザリガニがエサに食い付くところを待って引き上げた。どのエサでも同じく
らい食い付いていたが、ザリガニは岩の入り組んだ奥に住んでいる上に、警戒心が強く、エ
サだけを取られてしまい、かなり難しかったが、引率の父親 2 名が ３ 匹釣ってくれた。その
後、Ｃ児と教師が棒とタモを一緒に持って １ 匹釣った。

・�持ち帰った後、ザリガニが入った飼育ケースをコーナーに置き、ザリガニの絵本（しぜん）
を横にそっと置いておいた。その後、昼食を食べ終えた幼児たちが絵本コーナーに行き、絵
本を 2 冊取ってきた。それは『サワガニ』、『ヤドカリ』の絵本でＤ児とＥ児は「先生、ザリ
ガニの本はなかったけれど、これを見たらザリガニのことが分かるかもしれない」と言って
いた。そこで「ここにあったんだよ」と教師が『ザリガニ』の絵本を持ってきてＤ児らに渡
すと、自分達でページをめくって読んでいた。帰りの集まりで教師は『ザリガニ』の絵本の
読み聞かせを行った。

・�飼い方のページに小さく書かれていた『エサ：ニンジンの皮』という一文を見て翌日、Ｆ児
がニンジンの皮を持ってきた。「昨日、ザリガニの本に食べるって書いてあったよ」と与えた。
「本当に食べるのかな？」と言い出す幼児がおり教師も半信半疑だったが、観察を続けている
と少しずつ減っていき、食べたことが分かった。

・�その後、幼児達は給食に出てきたパン、ご飯、中華麺、ハム、キュウリも毎日与えて食べる
かどうか試し、どれも食べることが分かった。登園すると、昨日与えたエサがなくなってい
るか確かめて「食べてる！」と歓声をあげたり、新しいエサや水に変えたりしてザリガニの
世話をしていた。少し怖がりながらも背中を持ち上げたり、指を近付けるとハサミを振り上
げ、後ろに逃げていくところや脱皮しているところを観察したりして喜んでいた。

◆分析・考察
・�ザリガニはなかなか捕れなかったが、穴から出てきてエサに食い付く様子を間近で見ること
ができたのは幼児達にとって貴重なことであり、直接体験が大切であると感じた。

・�普段の様子から、幼児達は絵本を読んでザリガニのことを調べるのではないかと想定し、教
師は絵本を飼育ケースの横に用意したが、幼児達は自分で絵本を探しに行っていた。ザリガ
ニを捕ってきたうれしさと飼う楽しみがあり、きっと絵本を探す時間も楽しかったものと思
われる。幼児達と一緒に絵本を探しに行けば、その楽しさを共有できたのではないかと思う。

・�『ザリガニ』の絵本は見付からなかったのに、似ている生き物の絵本を持ってきたことから、
“水に住む甲殻類”というイメージは幼児達が共有できていたのだと思う。また、遠い絵本
コーナーに行ってでも“似ている絵本”を探してきたことから、ザリガニのことについて調
べたいという気持ちがうかがえる。

・�市販のエサ（乾燥イトミミズ）も保育室にあったのだが、それは与えず、給食の食材を与え
たことで、幼児達にとってザリガニがより身近な生き物に感じられていた。絵本に書いてい
なかったものも食べることが分かり、ザリガニの生態をより詳しく知ることができた。

◆備考
・�３ 歳児学級のときにザリガニを園に持ってきた幼児がいたので飼い始め、４ 歳児学級でも引
き続き飼っていた。そのザリガニには週に 2 回市販のエサを与えていたが、今まで自分達の
給食を与えることはなかった。やはり自分達で探して捕ってきたザリガニに対する思い入れ
が強いのではないかと思う。
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稲刈りをしよう！� ５歳児　10月

◆主に取り上げる教材等
　　稲、田んぼ

◆幼児の実態
・ ５ 月に泥んこ遊びをし、田植えをした稲が実った。
・�稲が生長していく過程で、草取りをしたり、ジャンボタニシを捕ったりした。学級によっ
ては飼育をしてみたいということで、今もジャンボタニシの観察を続けている。
・�昨年度の ５ 歳児の活動を思い出し、自主的に「かかし作り」をしたり、ＣＤなどを吊るし
たりしてスズメなどの被害から守ろうとする姿が見られた。

◆教師の意図
・自分達が世話をしてきた稲を収穫する喜びを味わってほしい。
・�稲を刈った後、落ちている穂を拾い、大事に育てたコメを無駄にせず大切にしようとする
気持ちをもってほしい。
・�稲刈りから、脱穀、精米までを経験することで、普段食べているコメになるまでの様子を
知ってほしい。

◆教材等の特性
・田んぼが園内にあるため、幼児達が田んぼの変化や稲の生長に気付きやすい。
・�花や野菜の栽培と違い生長を見守る期間が長く、いろいろな場面で興味をもったり、共感
し合ったりすることができる。
・田植えから始まり食べるまでの活動となるので、食育につながる。

◆環境の構成
 

  畑                    刈った稲を束ねる所 
 

                        ・・・○ 
①  刈った稲は幼児達がブルーシートの所まで  ・・・○ 
運ぶ。                   ・・・○  

②  学級外職員、保護者ボランティアが束ねる。 ・・・○ 
③  幼児がなるべく多く経験できるよう幾つか    ・・・○ 
の列に分かれて一斉に行えるようにする。 

築山   稲を刈る所には大人が必ず付くようにする。 ④

ビオトープ  《○ ⇒刈る幼児 ・ ⇒並んで待つ幼児》

 
 
   田んぼ  
 

 
ブルーシート 

◆遊びの様子
・稲穂が垂れてくると、そろそろ収穫となることに気付き、楽しみにする姿が見られた。
・�稲刈りは教師と共に行うが、何回か一緒に行うことでコツをつかみ、自分の力だけでも稲
を刈ることができるようになっていった。刈っていくときや、稲を運び束ねてもらうとき
「上手になったね」「すごくたくさん刈れたね」などと褒められると、より一層意欲が湧い
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　�たようで、「ぼく、もう１５回も刈ったよ」「ぼくは１３回！よし負けないぞ」と言い合う声が
聞かれた。
・�稲を刈った後、田んぼに大小いろいろな大きさのカエルがいて、それらを捕まえている幼
児もいた。家に持ち帰ろうと握りしめているＡ児に、Ｂ児が「かわいそうだから池に放し
てあげたほうがいいよ。カエルのお家は池だからね」と話し、Ｂ児も納得したようで一緒
に放してあげていた。
・�稲刈り後、落ちていた稲を観察したり、殻をむいて白くなったコメを見たりして友達と喜
び合う姿が見られた。また、次の脱穀、精米をする活動に期待をもっている様子がうかが
われた。

 
 
 
 
 
 
 

教師の援助で鎌

を使って稲刈り

こんなにたくさ

ん刈れたよ！

◆分析・考察
・�今年は田んぼに新しい土を入れたことで、昨年より雑草が生えやすい状態になってしまい、
草取りやジャンボタニシの駆除などに多くかかわったことで、興味をもった幼児が増えて
いったように感じる。
・�鎌の扱い方については危険が伴うので練習が必要である。画用紙等で実物大のものを作り
刈る真似をしたり、本物の鎌の刃の部分をカバーし実際に触れてみたりする等の練習を重
ねた上で使用している。
・�稲刈りは初めての幼児がほとんどであるため、なるべく多く経験できるよう、幾つかの列
に分かれて順に刈っていくやり方で行っている。初めは戸惑う様子も見られたが、何回か
繰り返す中でやり方を覚え、意欲や自信につながったようだ。また、鎌を使うので、刈る
作業工程では大人が必ずサポートしている。担任の他に学級外職員も手伝うが、幼児の人
数も多いので、例年保護者ボランティアを募り手伝っていただいている。今年は農業従事
者の方（祖父）の協力もあり、スムーズに行うことができた。保護者の方々と幼児達のか
かわりの面でも、保護者ボランティアは有意義である。
・�収穫した稲を保育室前のベランダに干すことで、常に幼児達の目が届き、関心が今後も深
まっていくと思う。また、学園の創立記念日に赤飯にして全園児で食べたり、餅つき大会
に利用したりすることにより、“自分たちが収穫したコメ”という意識が高まることを期待
したい。
・�脱穀後の藁は堆肥にしたり、幼児達が遊びで縄のようなものを作ったりしたが、次年度は
正月飾りなどを作っても楽しい活動になりそうに感じる。
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落ち葉で遊んだよ� ３歳児　11月下旬～12月中旬

◆主に取り上げる教材等
　　落ち葉（イチョウ、サクラ）

◆幼児の実態
・�１１月初旬は、園内にはまだ落ち葉が少なかったため、１１月中旬、園外保育に出掛け公園や高
校の校庭でいろいろな落ち葉を見付け喜んで集める子が多かった。

・�１１月下旬頃から園内に黄色のイチョウの葉や赤色になったサクラの葉が落ち始めた。年長女
児がイチョウの葉をたくさん集めるとバラの花のようになり教師に見せに来た。それを見て
いた ３ 歳児がすぐに ５ 歳児の遊びに気付きサクラの葉やイチョウの葉をままごとに使い始め
た。

◆教師の意図
・いろいろな落ち葉を見立てて楽しんでほしい。
・落ち葉の感触を味わってほしい。
・ダイナミックに使って遊んでほしい。
・落ち葉の色の変化を味わってほしい。
・ままごとやいろいろな遊びに使ってほしい。

◆教材等の特性
・幼児達の身近にあり、手に入れやすく色合いもきれいなため幼児達が遊びに取り入れやすい。
・葉の大きさ、感触の違いが感じられやすい。
・�時間を追うことに徐々に落ち葉の数が増え、いろいろな遊びに広がっていく。（少数から多数
になることによってダイミックな遊びへと変化する。）

◆環境の構成

・落ち葉の近くで各々の遊びができるように教材、教具を置く。
　＜モール、輪ゴム、熊手、竹ほうき＞
・木の下の落ち葉は掃除せずに残し、幼児達の遊びの様子を見る。
・伸び伸びと解放感を味わいながら遊べるようにする。
・�たくさん落ち葉を集めることにより、ダイナミックな遊びへ変化したり友達の人数が増えた
りしていくようにする。

・ほうき、熊手は、教師と一緒に安全に配慮しながら使用する。
・�３ 歳児が落ち葉を使ってままごとを始めたため、シートやままごと道具、ビニールのケース
をテーブル代わりに使えるように幼児達の近くに置く。

・教師も幼児と一緒に共感しながら、落ち葉の遊びをする。
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◆遊びの様子
・�幼児達はきれいな色の葉を集めようと選んでいた。また形
の違いを友達と見せ合っていた。

・�歩くだけで落ち葉の音がして何度も落ち葉の上を歩く。�
また、繰り返し投げては、ちらちら舞うのを見て喜んでい
た。３ 歳児は歩く、投げる、寝転がるなどの簡単な動きの
繰り返しを喜び、友達と一緒に遊び続けていた。

・�幼児達が見立てたものに教師が共感しながら遊びを進める
と幼児達から遊びにほしいものがでてきた。一緒に準備を
していくと、さらにいろいろなごっこ遊びが始まった。

・�園で経験した遊びを近所の公園でも試していた。また、落
ち葉の量が多いため、ダイナミックな遊びができた。全身
で葉の感触を味わっていた。葉が乾いていくと音が ｢バリ
バリする｣ 踏んでみると「ふわっとして気持ちいい」など
を感じていた。

・�年齢別に各々の楽しみ方ができ、５ 歳児が始めた遊びが ４
歳児、そして、３ 歳児へと広がっていき見てまねをして楽
しんでいた。

◆分析・考察
・�年により葉が落ちる時期が変わってくる。その時期に合わせ他の遊びへの発展を考えていく。
風が強いとほとんどが散ってしまいなくなってしまうこともあるため、体験させたいチャン
スを逃さない。また、友達と共通体験ができ一緒に遊ぶ楽しさを味わえるものだった。

・�落ち葉への感触はとても独特なものがあるのでたっぷりと体感できる場を保障していく。（温
かさ、柔らかさ等感触が十分味わえた）

・３ 歳児には、簡単な遊びで取り上げやすく経験させたい遊びだった。
・年齢別にいろいろな遊びができるので、互いの遊びが見えるような場所で構成していく。

◆備考
・�園内に針葉樹、落葉樹の木々があることで幼児達が気付くことも多い。季節感が味わえる木々
を園庭に植えておくことも大切である。
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第 2 分野のまとめ
　幼児が身近な自然にかかわり親しむために必要な環境の構成を考える上で、以下のこと

に配慮したい。

① 興味・関心を高める教材を探っていく。
　�　身近な環境としての素材や自然物を使って遊んだり、飼育したりする際、その素材の

特性や特色を捉えていくことが大切である。例えば、アゲハチョウは柑橘系やサンショ

の葉を食べ、カイコはクワの葉を食べるという知識をもっていること。そして、それら

の葉がどこに植えられているかということを知っていることも必要である。また、願い

や教育的意義を考える上で、時期や材料の出し方、タイミング、量や数、配置場所など

も配慮し、幼児がより興味がもてるような環境を考える。科学的な見方や考え方の芽生

えを育み、幼児の好奇心や探究心を伸ばしていけるような支援を行うためには、教師自

身が関連する知識をもっていることや教材研究をしていくことも大切である。

② 心が動き、自らかかわりたくなるような感性を育む。
　�　面白い、何だろう、やってみたいと心を動かされる幼児の姿を捉えるとともに、教師

自身も豊かな感性を持つことが大切である。そして、幼児の気付きや発見を認め、共感

しながら、自然の素晴らしさや幼児の発見したことを価値付ける。

③ 様々な感覚を通した直接体験をしていく。
　�　目で見て、体で触れ、匂いを嗅ぎ、音を聞き、時には味わい、諸感覚を使って感じる

ことや直接体験を通して自然とかかわっていくことで、自然をより身近に感じ、親しめ

るようにする。

④ 体験する時期を逃さない。
　�　自然には予期できないことが起こったり、時期を逃すと遊ぶことができなかったりす

ることも多い。地域性も考え、今までの体験の検討や年間を見通した計画の作成が必要

である。

⑤ 発達の段階によってねらいや配慮などかかわり方に違いがあることを考慮し、計画する。
　�　砂場や色水、木の実を使っての遊びなど同じ遊びでも、発達の段階によって体験して

きていることやねらいが違ってくる。どのような体験をし、何を育てたいのか、今まで

の体験も含め、計画していくことが必要である。また、幼児によって気付きや興味・関

心、目的、発展の仕方に違いがある。幼児が何に興味があって、どのように遊びたかっ

たのかを見届け、柔軟性をもった配慮をしていくことが大切である。
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⑥ じっくりかかわれるよう時間のゆとりをもつ。
　�　自然との触れ合いは、じっくり遊ぶことで見えてくるもの、繰り返し行うことで習得

したり気付いたりすることが多い。また、解放感をもって伸び伸びと遊ぶことも大切で

ある。好奇心や探究心をもって存分に環境とのかかわりを追究したり集中したりするこ

とができるような時間的なゆとりをもつことが大切である。

⑦ 個々の気付きを多くの友達と共有できる場を作る。
　�　幼児同士で刺激し合い、気付いたりモデルになったりする場合も多いため、遊びを紹

介したり、友達のよさを認め合ったりする場を作る。

⑧ 異年齢の幼児とのかかわりがもてるようにする。
　�　年少児だけでは気付かないことも、年長児に教えてもらったり、見てまねたりする。

異年齢の幼児でのかかわりを大切にし、見て学んだり、教え合ったりする場も意識して

いくことが大切である。

⑨ 命の大切さを知らせる。
　�　生き物とのかかわりでは、触れたり、世話をしたりすることで、より親しみを感じて

いけるようにする。また、生き物の死に触れることもある。受け止めの在り方を深く考

え、真摯に向き合っていくことが大切である。

⑩  栽培物は、育てていくことで身近に変化を感じられるよう、幼児の生活の場の近くに
配置する。

　�　栽培は、継続的にかかわっていくことが多いため、栽培物を身近で目に付きやすいと

ころに置き、生長が見られたり、興味が持続できたりするようにする。

⑪ アレルギーへの配慮をする。
　�　アレルギー反応を示す幼児が増えている。キウイフルーツのような収穫物や、飼育物

のウサギや鳥、小麦で作った粘土、植物、虫、光等、様々なアレルギーの要因がある。

個々の幼児のアレルギーの要因が何であるのかを把握することが重要であり、個々に応

じた対応をとることが大切である。特に、食べ物のアレルギーは死亡事故につながりか

ねないため、食べる際は細心の注意が必要である。

　�　虫採りをするときは、長袖、長ズボンを着用する予防策をとる等、自然環境の中で生

きていく上で、どのようにしたらよいか、幼児が気付き、身に付けられるように指導す

ることが大切である。



− 26 −

（3）第 3 分野　様々な表現を楽しむことを目的とした環境の構成

　幼児は、日々の生活の中で、様々な環境からの刺激を全身で受け止め、感じたり楽しん
だりしながら、その体験を身振りや動作、音、色や形などの方法で表そうとする。ここで
は、身近な素材や音楽などに出会い、かかわり、感じ、表現する楽しさを味わうことがで
きるような環境の構成について考える。
　幼児は、直接的で極めて素朴な形で表現することから、その幼児期の表現特性を大切に
し、幼児一人一人の心の動きが豊かに表現できるように、環境の工夫をしなければならな
い。そのために、様々な表現を楽しむ環境の構成の在り方を考える。

① 様々な表現方法を楽しむ環境の構成
　�　幼児が表現する楽しさを感じ意欲を十分発揮するためには、特定の表現活動に偏るの
ではなく、表現を豊かにする環境としての遊具や用具、素材などを活動の予想と見通し
をもって準備する。特に、音楽表現、造形表現、身体表現、劇表現などを楽しみ親しむ
環境の工夫について考える。
② 遊具・用具・素材等の特性を活かし、教育的価値が高まる環境の構成
　�　各々の遊具や用具・素材などの特性を十分捉え、材質、使いやすさ、場や物の配置な
どを幼児の発達や興味・関心に応じて配慮し、教育的価値を高める工夫について取り上
げる。
③ イメージを引き出し広げる環境の構成
　�　ものに触れ、見立てたりイメージを広げたりしながら、ものと対話することが幼児期
の特性である。そこで、多様なイメージを引き出すような素材や演じたくなるような舞
台などを準備し、その幼児のイメージに共感しながら幼児と共に環境を構成していくこ
とについて考える。
④ 表現する過程に意味を見いだすことを大切にした環境の構成
　�　幼児が表現する過程を楽しみ、その幼児なりのこだわりや思いに寄り添いながら思い
が実現できるような環境の構成について取り上げる。
⑤ 可塑性に富んだ環境の構成
　�　様々な素材を組み合わせたり、形を変えたり、偶然できた発見を楽しんだりしながら、
多様な使い方を楽しめるような可塑性に富んだ環境について取り上げる。
⑥ 発達の段階に応じた用具や道具を取り入れた環境の構成
　�　様々な用具や道具に触れる中で、道具の使い方を知ったり、友達と協力しながら作っ
たりするなど、操作力や人間関係も育つ。特に、発達の段階に応じた道具や用具を十分
検討し安全面での配慮が必要であることについて考える。
⑦ 生活の中で音などを楽しみ音楽に親しむ環境の構成
　�　生活の中で歌や曲が聴ける場や、楽器が自由に使える場など友達と共に音楽に親しめ
るような環境の工夫が大切である。また、生活の中の様々な音に関心をもち、イメージ
を広げ、踊ったり楽器を作ったりしながら、教師や友達と一緒に演奏できる場や配置を
考え、相互に刺激し合い創り出せる環境について考える。
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第 3 分野　様々な表現を楽しむことを目的とした環境の構成

№ タイトル 教材等 年齢 時期

事例31 スライムってなに? スライム（造形） 3歳児 7月

事例32 お花の蜜を吸いたいな お面（身体表現） 4歳児 7月

事例33 見て～こんなんできた!!（七夕飾り） いろいろな大きさ、形、長さ、厚さ、色、
模様の紙（造形） 5歳児 7月

事例34 手作り楽器で音遊びをしよう 箱、缶、カップ、広告、ジュズダマ、小石、
枝 3歳児 9月

事例35 虹色のダンゴムシを作ろう! のっぽ筆、段ボール、絵具、洗面器（造
形） 4歳児 9月

事例36 大好きな虫に変身 羽、面、クレヨン、段ボールの囲い、座
卓、カーテン、巧技台 4歳児 9月

事例37 土粘土で遊ぼう 土粘土、ブルーシート（造形） 4歳児 10月

事例38 忍者に変身! 忍者頭巾、巧技台、ゲームボックス、忍
者の曲（身体） 4歳児 10月

事例39 どーん!どーん!いろいろな音がす
る太鼓おもしろい!

手作り太鼓（ポリバケツ、金ボール、空
き缶、布、紐、ドングリ、ジュズダマ、布ガ
ムテープ等）（音楽）

４歳児 10月

事例40 こんな色になったよ 絵具、筆、卵パック（造形） ５歳児 11月

事例41 自分のローラーですてきな模様
をつけよう!

筒、絵具、筒に巻きつけ模様ができる
もの（毛糸、麻ひも、段ボール、緩衝材
等）、模造紙（造形）

５歳児 11月

事例42 お家ができた（木片遊び）
色々な形（丸、三角、四角等）や長さの
木片、ドングリ、木の実、小枝、花の種、
接着剤（造形）

５歳児 11月

事例43 お店のチラシを作ろうよ（スチレ
ン版画） 版画用スチレン、鉛筆（造形） 4歳児 12月

事例44 うさぎ小屋を作ろう！ 金槌、釘、板、木片、釘抜き 5歳児 12月

事例45 みんなでパレードしよう（人形劇） 人形、舞台、ペープサート、「パレード」
「シンデレラのスープ」の曲（演じる） 5歳児 12月
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手作り楽器で音遊びをしよう� ３歳児　９月

◆主に取り上げる教材等
　　箱、缶、カップ、広告、ジュズダマ、小石、枝

◆幼児の実態
・�幼児達は身近なもの（コップや水筒など）で音を出すことを喜んで遊んでいる。そこで、
透明のカップを出すと、机の上でコンコン音を出して遊んだり、「ドングリを入れたら音
が出るで」とマラカス作りを思い付いたりする幼児がいた。そのときにドングリがないこ
とを伝えると、Ａ児は「チラシを丸めたらいいやん」と違う方法を考えた。チラシを入れ
てマラカスを作り始めると、他の幼児も関心をもち始め、様々な素材を使って音遊びを楽
しむようになっていった。

◆教師の意図
・�作ったもので音が出る面白さや音の違いなどを感じて欲しいと思い、缶や箱など叩いて音
の出るもの、カップのマラカスなど振って音を出すものなどの素材を準備した。
・�また、友達のまねをしたり、新しい音の出るものを出したりできるように近くに様々な素
材を置いておいた。

◆教材等の特性
・�箱、缶、カップは素材それぞれの音がある。
・�教師の作ったものが身近にあることで触れることができる。また、手作り楽器を見て
「やってみたいな」「作りたいな」と思ったら同じように作ることができる。

◆環境の構成

　

〈再構成〉 

カラーボックスの上に箱・缶・筒など
様々な素材を固定して置いておく。 
広告を丸め固い棒状にしたもので箱や
缶を叩けるようにする。 

・容器、箱、自然物（ジュズダマ、枝、
小石など）を分類しておいて置く。 

・それぞれの自然物にスプーンを付けて
おく。 

ジ ュ ズ

ダマ   

枝 

小石 

箱 容 器

テープ 

※幼児達の遊ぶ様子を見て、親しみのある曲（運動会で使う曲など）を鳴らす。

◆遊びの様子
・�カラーボックスの上に種類の違う素材を用意し始めると、Ｂ児が「先生なにしているの？」
と関心を持ち近寄ってきた。教師が、箱を叩いて見せてみると「わぁ！やってみたい」と
言う。Ｂ児は、広告の棒で箱や缶を叩いてみた。言葉を発することはなくずっと交互に叩
く。
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・�次第に、缶の方を好んで叩くようになり「ほら、見て」と
うれしそうな表情を見せた。室内の一角にいつもあること
で、自由に触れることができる。音を叩いているうちに、
Ｃ児は「ここも音がするかな」と床を叩いた。Ｄ児は、「こ
れここに置いてみたらどう？」と新たにカップを持ってき
て、カラーボックスに上に置いた。教師が「音出るかな？」
と期待を膨らませられるように言葉を掛けると、Ｄ児は広
告の棒でカップを叩き「音した！」と笑みを浮かべた。
・�また、別の日に自然物を分類したものと容器を用意してお
くと、幼児達はスプーンで好きな材料をすくい容器に入れ
た。それぞれのものを好きなだけ入れることを楽しみ、自
分だけの楽器ができて満足していた。

◆分析・考察
・�音を出すことを楽しむ幼児達に、いろいろなもので音が出る楽しさを感じられるように
様々な素材を準備した。カラーボックスに缶や空き箱を並べたことで、幼児達は「なんだ
ろう？」「触ってみたいな」と関心を寄せた。同じ場に缶や箱を用意しておくことで、幼
児は音の違いを比べるように叩いていた。近くに身近な素材を置いておくことで、他にも
違う音がするものはないか探し、試す姿が見られた。“ものには音がある”ことを感じた
のか、床を叩く姿も見られた。「音が出る」ことの楽しさに気付かせて、試す、発見する
ことができる環境は幼児が遊びを追求する姿につながった。
・�教師の作ったものを置いておき、さらに、容器、自然物、セロハンテープを準備しておく
ことで、自分も作ってみたいという思いをかき立てた。教師がさりげなく気付いてほしい
と願いながら置いておくことで、幼児にとって魅力的な環境となり、意欲をかき立てるこ
とができた。
・�容器でのマラカス作りでは、中に入れる自然物を分けていても、「全部の自然物を入れて
みたい」と思う幼児が多かった。音の違いを感じるよりは、音を出すこと自体を楽しむ姿
が見られ、十分な量を用意しておくことで、作りたい思いを十分満足することができた。
・�幼児の「見て、見て」という姿に教師がその場で共感して認めることが、３ 歳児にとって
は特に表現する喜びにつながり、満足感を味わうことができると思った。
・�幼児達は、音を出すだけでなく、自然と体でリズムをとって表現していた。今後も、いろ
いろなものに音があることや音の違いや音を創り出す楽しさを十分感じ、全身で表現する
楽しさを感じていけるように工夫していきたい。

◆備考
・�４ 歳児では、カップの中に入れる素材を変えて、種、ドングリ、紙などの素材によって、
音の違いに気付きつつ楽しむことができた。また、友達と合わせて一緒に鳴らして遊ぶこ
とを楽しんだ。
・�５ 歳児は、店の品物として作り、年中、年少児が買いに来てくれることを楽しんだ。また、
店（カラオケやさん）に置いて、来てくれた客が使えるようにした。
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大好きな虫に変身� 4歳児　9月

◆主に取り上げる教材等
　　羽、面、クレヨン、段ボールの囲い、座卓、カーテン、巧技台

◆幼児の実態
・�バッタやチョウなどに興味をもち、捕まえたり、虫眼鏡で観察したりして楽しんでいる。
触ることには抵抗がある幼児もいるが、保育室にトンボやチョウが入ってくると歓声をあ
げ、追い掛け、飛んでいるまねをする姿が見られる。「チョウチョみたいな羽がほしい」と
言い、教師が作った羽を付けて遊び始めた。イメージを身体で伸び伸びと表現する幼児や、
どのように表現してよいのか分からない幼児もいるが、友達といろいろな虫になって遊ぶ
楽しさを感じている。

◆教師の意図
・�好きな虫のイメージに沿って自分なりに表現できるようにいろいろな羽を用意し、友達と
同じものを身に着けることで、一緒に遊ぶ楽しさを感じてほしいと思い、友達の動きが見
え、声が聞こえる広さに環境を構成する。

◆教材等の特性
・�身に付ける羽があることで、「○○になっている」というイメージをもち、自然と身体で表
現することができる。羽は画用紙で柔らかく体に沿い、身体の一部のようになり表現しや
すい。
・�３ 種類の虫の羽があることでいろいろなイメージや表現が生まれる。同じ羽を付けている
友達を身近に感じるなど羽を媒介として仲間意識が生まれる。
・�隠れるカーテンや花畑や跳ぶハードル、渡れる巧技台は、いろいろな虫の動きを表現する
ことができイメージを広げていくこともできる。

◆環境の構成

 
 

 

後ろに隠れたり、蜜を
吸ったりすることが
できるように幼児が
かがんだら隠れる高
さの花畑をおいてお
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な が る よ う に す
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渡る、止まる、ぶ
ら下がる、という
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できるような傾斜
や高さにビームを
組んでおく。 

集ったり、隠れたりでき
る場を作ることで身近に
感じて一緒に表現するこ
とを楽しめるようにし、
外の様子を覗くことがで
きるようにビニール紐の
カーテンを付けておく。 
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◆遊びの様子
・�Ａ児とＢ児は手を羽のようにはためかせてチョウになりながら、巧技台のビームを渡り始
じめる。Ａ児が「あっちの方おいしそうなお花畑があるよー。飛んでいこう」と言い、Ｂ
児と巧技台から飛ぶ仕草をしながらマットに跳ぶ。花畑に手をつないでいき、手をストロー
のようにして吸う仕草をし、顔を見合わせて「おいしいねー」と言う。Ａ児が「人間に見
付かっちゃった！」と言うと、Ｂ児も「みんなー、隠れてー！！」とチョウの羽を付けた
他の幼児にも声を掛け、皆でカーテンの後ろに入り、手でそっとカーテンを動かしてのぞ
く。教師が「見付かったら大変だね」と言うと、幼児達が「虫かごに入りたくないね」と
言うＢ児の言葉に笑う。バッタの羽を付けているＣ児とＤ児は跳ね回り、ハードルを跳ん
でいる。Ｃ児の「ジャンプすごいでしょう！」という言葉に「高い所からもジャンプでき
るのね」と教師が応えると、「できるよ！」とＤ児に続いてＣ児がビームを渡っていく。Ｄ
児は少し進んだところで手と足でビームにつかまって進まなくなる。「止まってるの。葉っ
ぱのところに」と言うので「そうかぁ、バッタさんいつもそうしてるね」と教師が認める
と、ビームを渡り切って「人が来たらこうやって跳ぶんだよ！」と跳んで見せ、「そうそ
う！すっごく早いから捕まえられないんだよね。僕だってできるよ」とＣ児も勢いよく跳
びはねる。すると、「あ、そうだ！次は…」とＣ児がビームの下にぶら下がって見せる。
「葉っぱにこうやってぶら下がっても落ちないんだよ。ぶらんぶらーん」「あ！それ僕も見
たことある！」とＤ児も同じようにやってみる。Ｃ児が「わぁ～」とわざと手を離してマッ
トに転がるとＤ児も同じように転がり、Ｄ児の背中にＣ児が「おんぶバッタだよ」と捕ま
りＤ児は「ちょっと重たいよー」とうれしそうに笑う。
・�その後も登園するとすぐに思い思いの羽を付けて虫になって遊ぶ姿が続いている。また、
歌をうたったり踊ったりする遊びを全くしなかった幼児も友達と一緒に表現する楽しさを
感じて毎日カエルになって遊ぶ姿に変わってきた。

◆分析・考察
・�虫に関心をもっているので、跳ぶ巧技台、隠れるカーテン、細いところをゆっくりと渡る
傾斜のあるビーム、蜜を吸う花畑など、幼児達が思わず虫の表現をしてみたくなるような
場を設定したことで、身体を使って表現する姿が見られた。また、教師は「細いところを
渡る」という動きを想定してビームを出していたが、「とまる」「ぶらさがる」という動き
も出てきた。幼児達が虫の動きをよく見ていることと、ビームの傾斜が幼児達のイメージ
と能力に合っていたため、幼児達から自然に表現する姿が引き出された。
・�保育室前の廊下を中心に、それぞれ ４、５ 歩程度の所に巧技台・ハードル、花畑、カーテ
ンを置いたことで互いの動きや声が自然に目や耳に入り、同じチョウの羽を付けた友達に
声を掛けて「人間から逃げよう」と一緒に隠れ、バッタになってハードルを跳んでいる友
達やその他の友達の表現にも気付いて ｢それ、僕も見たことある｣ 等と声を掛け、同じよ
うに表現する姿が見られた。このことから互いの友達の動きがよく見える位置関係に環境
を構成する必要があると感じた。また、友達の姿に刺激を受け、自分もやってみようと思っ
たときにすぐにできる距離に表現できるよう羽と巧技台等が用意されていたことで、表現
する楽しさや満足感をもち、更にイメージの広がりにもつながった。
・�羽を付けることで「○○になっている」ということや、「友達と一緒」ということが ４ 歳児
にとって分かりやすかった。表現の仕方が分からない幼児も、友達の動きをまねたり、つ
いて行って同じように表現したりすることで、次第にその幼児なりの表現が生み出されて
いた。
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うさぎ小屋を作ろう！� 5歳児　12月

◆主に取り上げる教材等
　　金槌、釘、板、木片、釘抜き

◆幼児の実態
・�５ 歳児は １ 学期に木工遊びを経験している。興味をもち、やってみる幼児は多いものの、
釘を最後まで打つことや釘を真っ直ぐ打ち込むことが難しいことから、木片と木片をつな
げ、それを見立てた作品で満足している幼児が多かった。

◆教師の意図
・�木工遊びを通して、生活に必要なものなどを作り、仲間と協力しながら達成感を感じてほ
しいと願っている。
・�金槌などの道具の扱い方を知り、手先の操作力を高めてほしい。

◆教材などの特性
・金槌
　�釘を打ち込みながら、手先の操作力や集中力を育て、簡単にできないことから根気よく取
り組む力が育つ。
・板、木片
　�木のぬくもりや肌触りなど木のもっている特性を感じながら、イメージを広げ、生活に必
要なものなど活用できる実用的なものを作ることができるので楽しい。個人の作品や、協
同でする作品など目的に応じて多様に取り組める。助け合う、技術的に学び合うなどの要
素も多く、協同する経験を重ねる活動でもある。

◆環境の構成
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・�思う存分釘打ちができるように、テラスや、天候により遊戯室
に広めの場を設定する。
・�自分の使いやすい金槌や釘が選べるように、数種類用意しておく。
・�打ちやすい高さが個人差に応じられるように、高さの違う机を
用意しておく。（１0日）
・�幼児の力でも釘が打ちやすく、たくさん打てるように、柔らか
めの板を用意する。
・�木片や板はいろいろな形や目的に応じた形のものを探せるよう
に、形で分類しておく。
・�釘の長さは、板の厚さとの関係を考えて、扱いやすく打ち易い
長さを幼児の手の大きさも考えながら数種類用意しておく。
・�安全への配慮をするために、曲がった釘を入れる入れ物や釘抜
きやのこぎりも幼児に合ったものを必要に応じて準備する。

◆遊びの様子
１0日
・�釘打ち遊びを楽しんでいる様子を見ていたＡ児が「カーブとかぐねぐね道を作ったら面白
いんちゃうん？」と、友達に話してみる。Ｂ児「ほんまや！絶対面白い！Ｃちゃんやって
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　�みいや！」Ｃ児「もう、やってるで！」とＣ児の手元を見ると、釘が曲がりグネグネに
なっていたのでＡ児は慌てて「釘をカーブさせるんちゃうで？道をぐねぐねにするんや
で！」と釘を真っ直ぐに打ち込むことを伝えている。その後、Ｃ児は真っ直ぐ釘を打ち込
むことに集中して、何本も釘を打つことができた。
１７日
・�釘打ち遊びを繰り返し楽しんでいた幼児から、壊れているうさぎ
小屋を作ってあげようという声が上がった。教師の提案した壁（す
のこ）を見て、Ｄ児「いいやん！でも、隙間だらけやな～」Ｅ児
「クロ、寒いんちゃう？」と声が上がったので、まずは、壁の隙間
を埋めることから始めることにした。板と板の間に丸板を打ち付
けていく中で、Ａ児が「釘どれ使う？」と誰とはなしに尋ねた。Ｃ児「ちょっとおっきい
方がいいで。打ちやすいもん」と答えて打ち始める。しかし、板と板の厚さより長く先が
出てしまう。「あっ、とびでてるで～」と教師が声を掛けると、「ほんまや～」Ｆ児「クロ
に刺さっちゃって痛い！」「ほんまや怪我するわ！」「じゃあ、やっぱりちっちゃい釘にし
とこっか」と釘抜きで抜いて打ち直し、その後仲間入りした友達にも、伝え合う姿が見ら
れた。
・�側面ができ上がり、床部分や背面に作業が移ると、板を並べてみてどこに打とうか考えて
みる。Ｇ児は隙間なく詰めて置いたが、Ｒ児が「Ｇちゃん、そしたら木～足りひんで」Ｇ
児「ほんまや…でも、隙間ない方がきれいと思ってん」Ｒ児「じゃあ、ここどうする～？」
と開いたところを指さし、見ている。一瞬の間を置いて、Ｄ児「いいやん！やっぱり隙間
あけてしよっ」結局、Ｄ児の最後の一声でまとまったが、Ｇ児も、納得賛成の様子であっ
た。

◆分析・考察
・�１ 学期に一度木工遊びを経験していることで、簡単な目的をもち、釘打ちを楽しむことが
できた。このような活動を繰り返することで道具の扱い方がわかり、手先の操作力の育ち
にもつながる。
・�釘打ち遊びでは、釘の長さを選べるようにしておいたことで、試しながら打ちやすい釘を
自分なりに見付けて釘を打つことができた。もう少し板や釘の種類が多くても、自分に
合ったものを選ぶことができてよかったかもしれない。
・�釘を打ち込むことができるように、生木に近い柔らかい板を用意しておいたことで、なか
なか力が入りにくい幼児にとっても打ちやすく、打つことができたという満足感が感じら
れた。
・�うさぎ小屋作りでは、学級のうさぎに心を寄せ仲間と一緒に相談しながら進めていく姿が
見られた。また、でき上がっていく小屋を見て、大きな喜びを感じる様子が見られた。木
工遊びを繰り返し楽しんできた中で自分なりにこんなことができるという自信をもったこ
とが、今回の活動につながり自分で作る達成感・充実感を味わうことができた。

◆備考
・�５ 歳になり、初めて木工遊びを経験した。始めは、自分のイメージと力量が伴わずに、な
かなか十分に楽しむ事ができずにいた。身体の発達に伴い、金槌を使う操作性も身に付き
始めているため、今後経験を重ねていくことで、イメージしたことを自分なりに表現する
ことが楽しめるように継続して取り組んでいく。
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第 3 分野のまとめ
　幼児が様々な表現を楽しむために必要な環境の構成を考える上で、以下のことを配慮し
たい。

＜身体表現を豊かにするために必要な環境＞
① なりきって表現している姿に共感し、教師も一緒にすることでイメージが豊かになる。
　�　お面を付けただけでいろいろな虫に変身し、「蜜を吸います」、「カタツムリの赤ちゃ
ん」などになりきって表現する幼児の姿がある。特に、年齢が低いほど身体で表現する
ために、その気分になりきるためのお面や羽などの小道具が必要であり、教師も一緒に
表現し、その幼児らしい表現を認めていくことでイメージを豊かにする。
② イメージを広げたり、ストーリーを展開したりするための環境を工夫する。
　�　イメージをより豊かな表現につなげたり、工夫したりするためには、その内容に応じ
た遊具や用具が必要である。例えば、忍者の修行をしている幼児には、鉄棒や雲悌、の
ぼり棒などの遊具を使って修行の場を作ったり、変身グッズを作ったりすることでス
トーリーが展開され、その世界に興味をもち、浸ることができる。幼児だけで遊具を組
んだりする場合は、安全面に十分気を付ける必要がある。

＜音楽表現を豊かにするために必要な環境＞
③ 試行錯誤できる素材や時間を保障する。
　�　自然の音に気付いたり、身近なものを使って音を鳴らしたりしながら音に関心をもつ
よう働き掛けることが大切である。例えば、容器にドングリや石などを入れてマラカス
を作ることで、何回も試しながら素材と音の違いを感じ様々な音に関心をもつようにす
る。そのためには、繰り返しの体験や十分な時間が必要である。
④ 友達と演奏する楽しさを共有できる環境を、幼児と一緒に作り出す。
　�　太鼓や竹の楽器を作ることは時間も掛かり、技術も要するので教師と一緒に作るよう
にしていきたい。作った楽器と、タンバリンや鈴などの打楽器と組み合わせて演奏すれ
ば、いろいろな楽器の音が重なり心地よい。友達と互いの音や鳴らし方を話し合ったり、
観客が楽しめるようなステージや伴奏などを幼児と一緒に考えたり、創り出したりする
教師の役割が重要である。

＜劇的な表現を豊かにするために必要な環境＞
⑤ 身近なものを使って、自由に演じることを楽しむ体験が大切である。
　�　折り紙で作った人形に割り箸を付けペープサートにした簡単な人形を動かして人形劇
を始めるなど、いつでもどこでも簡単にできる人形劇は、自由に表現し遊びを創り出す
喜びを感じることができる。また、音楽や舞台があることで、ストーリーを考える手助
けにもなる。手袋人形や封筒人形など日常的に幼児が演じている姿や機会を捉えながら、
演じる楽しさを味わわせたいものである。
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＜ 幼児一人一人のイメージをつなげたり広げたりしながら、感触を楽しんだり描いたり
作ったりする造形表現＞

⑥ 素材と触れ合う体験を存分にする。
　�　土、砂、スライム、絵の具などの遊びは、感覚刺激を通して素材のもっている特性を
身体全体で感じることができる。汚れを気にしないで存分にかかわることは、心を解放
できる楽しい遊びでもあり、幼児が自由にものと向き合う大切な体験でもある。しかし、
最近は汚れを気にする幼児もおり、遊びへの準備物や場所なども考え、個々に応じて無
理なく体験できるよう配慮していくことが必要である。
⑦ 興味・関心をもち、感動体験ができるような素材の出し方を工夫する。
　�　「これ何だろう」、「ワクワク・ドキドキ」と気持ちを高めながら素材と出会えること
で興味を深め、さらには表現の楽しさを感じることができる。「魔法の粘土だよ」、「お
空の郵便屋さんからの贈り物」などの想像の世界とつなげる出し方をすることで、素材
に寄せる幼児の思いが豊かに広がることも多い。素材を何となく準備するのではなく、
想像の世界を広げ、感動を呼び起こす準備も必要である。
⑧  今まで使ってきた素材や道具・用具を活かして、仲間と共に目的が達成できるような

環境を創り出す教師の援助が必要である。
　�　 ５ 歳頃になると、今まで経験したことを活かして、「家がほしい」、「ウサギ小屋を作
りたい」などと生活と関連付けながら、新たなものに挑戦しようとする姿が見られる。
例えば、木工道具使いうさぎ小屋を建てるなどの活動は、何回もやり直したり苦労した
りするなど、仲間と一緒に課題に向かって乗り越えることができる体験でもある。また、
自分の成長を感じ、仲間と協同する経験を重ねることもできる体験でもある。幼児の思
いを実現させるためには、必要な材料や用具、安全な場所や方法など幼児と一緒に考え
ながら、安全な環境に配慮することが必要である。
⑨ 生活や遊びに必要なものを、選択し生して使うことができる環境を工夫する。
　�　七夕の飾りやお店屋さんごっこの広告など生活や遊びに必要なものを作り、それを活
かして、各々の表現を楽しむことは表現本来の意味でもある。広告として同じものをた
くさん作るために版画を活用したことは、幼児の中に便利さと美しさが版画の楽しさと
なって蓄積されるであろう。七夕の飾りは、みんなが関心をもつ位置に笹を置き、様々
な質の紙を準備したり、自分達が染めた紙を活かして使ったりなど、目的に応じてふさ
わしい素材が選択できる工夫が表現の楽しさを味わうために必要な環境である。
⑩ 個々の幼児の表現を認め、伝え合える環境づくりが大切である。
　�　幼児は感動したことを、身近な人に伝えようとするが、言葉以外の形で表現している
ので分かりにくいこともある。教師は、その時々の表現を受容し、共感しながら読み
取っていかなければならない。また、幼児一人一人の工夫しているところや美しいとこ
ろを認め、周りの幼児にも伝えていくことで、友達とその世界を共有したり、認め合っ
たりすることができるようになる。作品を飾ったり、遊びの中で大切に使ったりするこ
とも、その幼児の作品を認めることであり環境として大切なことである。
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（4）第 4 分野　身近な情報を活用することを目的とした環境の構成

　幼児にとって園と家庭の生活は連続しており、そこでの体験に境界線はなく興味・関心
のある情報だけが取り込まれていく。気に入った情報は、例えば「ごっこ遊び」や「表現
として遊び」の中で模倣されたり、友達や家族に伝えたい気付きや発見となったりするこ
ともある。幼児に取り込まれた情報や使いたい機材はその用途固有の使い方をされるとは
限らず、幼児の様々な発想やイメージによって理解のされ方も扱い方も変わり、時には独
自の発想で、創造性も加わりながら活用されていく。
　その際、教師は、園において幼児の発達を促すのにふさわしい教材として活かされるよ
うに季節や状況、年齢等に応じて環境を考え、工夫して幼児に提供する必要がある。
　幼児が身近な情報に触れ、自分に必要なものを見分け、遊びとして面白くなる要素を取
り込み、活用できるようになってほしい。
　ここでは、幼児期において、幼児にとって必要な「身近な情報」を選び、触れ、主体的
に活用する姿の実践を通し、環境の構成考える。

① 自ら進んで手に取り、扱う中で、豊かな感性と表現意欲を培う環境の構成
　�　絵本、録音した音楽テープ、ペープサート、人形劇の人形などは、手に取って、自分
であるいは友達と一緒に扱い、見たり聞いたり表現したりできるようにする。年齢にふ
さわしい数量、置き方などを考え、園の特徴を活かしたふさわしい場についても考える。

② 興味・関心を深め、知的好奇心を満たしていく環境の構成
　�　絵本、図鑑、写真、録音・再生機、ＯＨＰなどを自分の手で扱いながら、心ゆくまで
見たり聞いたり、確かめたりできるようにするための自由感のある環境に着眼する。

③  生活の中にある人やものに親しみを感じ、気付く喜びや見付ける楽しさを引き出す環
境の構成
　�　壁面装飾などの掲示物や幼児が目にする映像などから教材として活用できそうなもの
をふさわしい形に置き換えて提示し、幼児自身が気に入ったものや必要なものに親しみ
を感じてまねしてみたり、遊びの中で表現したりできるような工夫について取り上げる。

④ 価値や良さに気付き、活用し幼児の主体性が発揮されていく環境の構成
　�　デジタルカメラ、ビデオカメラ、実物投影機、OHP、マイクロホン等の機材の特性
や扱い方が分かり、便利で効果的な使い方を考えて活用できるようにする。また、カタ
ログや広告など生活の中に氾濫しているものの中から、自分に必要な情報を見分けて取
り入れていく環境について考える。

⑤ 友達とイメージを共有してより豊かな発想で遊びを楽しくする環境の構成
　�　ＴＶ、ＤＶＤの映像やＣＤ音楽など、友達と共有のイメージをもって遊びを展開する。
相談したり、組み合わせて使ったりすることで創造力を発揮できるようにする環境を取
り上げる。
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第 4 分野　様々な表現を楽しむことを目的とした環境の構成

№ タイトル 教材等 年齢 時期

事例46 しいっ、おふとんさん起きちゃう 絵本 3歳児 6月

事例47 先生、エルサのマントつくって カセットテープレコーダー 4歳児 6月

事例48 おばけの音、どうしよう? カセットテープレコーダー (録音) 5歳児 6月

事例49 「ねずみくんのチョッキ」やるよ ペープサート 4歳児 9月

事例50 「とんぼのめがねは〇○めがね
…」 壁に貼ったとんぼの絵、ペープサート 4歳児 9月

事例51 もっとこうするといいね ビデオカメラ、プロジェクター 5歳児 9月

事例52 お姫様の紙芝居を作りたい 紙芝居、紙芝居台 4歳児 10月

事例53 うわぁ、見えた見えた 実物投影機 5歳児 10月

事例54 街の地図を作りたい 写真、デジタルカメラ 5歳児 10月

事例55 ディビット、やめなさぁい! 絵本、壁面装飾 3歳児 11月

事例56 口が甘いとかあかあとんでった
～♪ 教師が作ったカラスの人形 4歳児 11月

事例57 イワトビペンギン、見たかったん
だよね ガイドブック、園内マップ、図鑑 5歳児 11月

事例58 ぼくはお父さんやぎ、お仕事行っ
てきます 人形劇団の人形劇 3歳児 12月

事例59 おばけ屋敷、もっと怖くしたいね O.H.P、スクリーン 5歳児 12月

事例60 ニュースです!初めてこまを回せ
ました ホワイトボード、マイク、スタンド 5歳児 12月
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デイビッド、やめなさぁい！� ３歳児　11月

◆主に取り上げる教材等
　　絵本、壁面装飾

◆幼児の実態
・�教師だけでなく、友達ともよくかかわることができるようになり、気付いたことを伝えた
り一緒に楽しんだりできるようになっている。
・絵本の楽しさが分かり、楽しさを友達と共有できるようになっている。
・�絵本のデイビッドシリーズは、大好きなお母さんに叱られながらも愛されているという内
容が幼児に親しまれ、大好きな絵本の一つとなっている。
・�４ 月から季節ごとに変える壁面装飾の場面の中で、昨日と違う箇所を見付けることに興味
をもっている。見付けると得意そうなうれしそうな笑顔になる。
・�メディアの影響か、「妖怪」や「おばけ」に関心のある幼児が多い。遊びの中で「おばけ
さがし」が始まった。園庭の築山付近にイメージをかき立てる雰囲気があるようだ。

◆教師の意図
・絵本の主人公のデイビッドと自分の体験を重ね合わせ、共感してほしい。
・�デイビッドが叱られることをみんなと一緒に見ることで、絵本を通していたずら心を満喫
しながら、自分を振り返って、しないほうがよいということにも気付いてほしい。
・�壁面装飾の配置が変わったところ（動物の隠れる位置が変わっていたり、新たに動物が増
えたりしているところなど）を見付け、教師や友達に伝えてほしい。
・�幼児が大好きになった「デイビッド」を壁面装飾のどこかに隠して飾ることで、見付ける
楽しさを味わい、絵本の世界をより楽しんでほしい。

◆教材等の特性
・�絵本は、好きな場面を自分のペースで繰り返し読んだり、気に入った場面は、じっと見
入ったりすることができる。数人で一緒に見ることもでき、楽しい場面、怖い場面など
様々な場面で感じることを友達と共有することができる。
・�「デイビッドシリーズ」は ３ 歳児が見聞きする毎日の出来事に共感
できるところが多く、自分はデイビッドほど叱られることはない
といった優位性を感じられる絵本である。幼稚園での生活に慣れ、
自分でできることが増えてきた ３ 歳児の 2 学期後半、親しみを感
じる絵本である。
・�保育室の壁面装飾（掲示を含む）は、季節感や遊びへのヒント、安心感やワクワクする期
待感などの雰囲気を醸し出し、幼児の感性に大きな影響力がある。

◆環境の構成
・�教師が読み聞かせをした絵本は幼児が手に取って見や
すいように学級内の書架に入れてあり、好きなときに
何度でも手に取って見ることができる。
・�幼児の大好きな絵本の登場人物や好きな場面を壁面の
一部に構成する。
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◆遊びの様子
・�１１月になったので保育室の壁面に幼児が大好きな園庭の築山とその裏あたりの木々を表現
した。
・�Ａ児は登園するなり「ワカメがあるぅ！」と教師が天井から柳のつもりで吊るしたものを
見て叫んだ。「ワカメのところにおばけがいる」と保護者や後から登園してきた幼児に伝
えていた。毎日少しずつおばけを動かしたり一部の動物をあちこちに動かしたりして、い
ろいろなところに隠れている感じを出した。それで、幼児は毎日変化したところを見付け、
教師や友達に伝えることを楽しみにしていた。
・�中旬ごろに、教師が「だめよ、デイビッド！」という絵本を読んだ。幼児はその絵本がと
ても気に入り、友達と一緒に絵本を広げ毎日繰り返し読んで
いた。自分が叱られるのは嫌だけれど、デイビッドなら客観
的に見ることができて楽しい。また、最後には大好きなお母
さんに抱っこされて「よしよし」と癒されるのもうれしい。
愛されながらも叱られるという幼児の普段の生活に似ている
のが気に入っている理由だろうか。
・�絵本の読み聞かせから一週間後ぐらいで、クラスのほとんど
の幼児がその絵本を十分楽しんだ。幼児がデビットが裸で外
に飛び出していくという、特に気に入っている場面を壁面に
再現し、天井からケント紙で作ったデイビッドをぶら下げてみた。天井だったので、登園
しても気付かない幼児がほとんどだったが、しばらくするとＢ児が急に「あそこにデイ
ビッドがいる」と言って天井を指差した。他の幼児も次々と天井を見上げ「ほんとだ、デ
イビッドがいる」と言った。
・�その後、みんなが口々に絵本の言葉「デイビッド、やめなさぁい！」と言って裸で走って
いるデイビッドに話しかけ、怒ったり笑ったりした。絵本を手に取って大好きな場面を何
度も繰り返し見て笑い合う姿が見られ、その後も登園するとデイビッドのいるところを探
したり、弁当のときに友達との話題に出たりして楽しむことが続いた。

◆分析・考察
・�友達と同じ絵本を見て、楽しさを共感することができた。幼児が好きな絵本の一場面を題
材にして壁面を構成することで、一層絵本の世界を身近に感じて楽しむことができた。
・�毎日生活する保育室の壁面に幼児の好きな場所や遊びを再現したので、幼児がうれしい気
持ちで壁面を見ることができた。
・�毎日変化するので見付ける楽しさも味わった。見付けたうれしさや場所の変わる楽しさか
ら思わず教師や友達に知らせたくなった。体験を楽しく共有することで友達とのつながり
やかかわりが増えた。

◆備考
・�５ 月頃に幼児が「おばけごっこ」を大好きになり、壁面に「おばけ」を構成した。そのお
ばけが毎日変化したり、場所が変わったりすることを楽しんできた。壁面が幼児の楽しい
遊びの一部となっていた。そのため、大好きになった絵本の「デイビッド」も絵本の世界
を飛び出して幼児の身近に感じられるように壁面に取り入れた。
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イワトビペンギン、見たかったんだよね� ５歳児　11月

◆主に取り上げる教材等
　　ガイドブック、園内マップ、図鑑

◆幼児の実態
・�遠足に行く動物園は ４ 歳児の頃に行ったことがある。保護者と一緒に家庭から出掛ける幼
児も多く、ほとんどの幼児が園内の様子をイメージできる。
・�動物園の遠足に行くため、下見の際にもらった動物園のガイドブックや園内マップ、動物
のユニークな写真が紹介してある図鑑、地図などを用意して机に置いたり壁に張ったりし
ておいた。幼児はガイドブックを手に取り地図を見ながら、家族で行ったときの話や自分
の好きな動物の話をしており、遠足への期待感が高まっている。

◆教師の意図
・�動物園の遠足では、友達と考えを出し合いながら、見たい動物を決め、自分達で主体的に
遠足に参加してほしい。
・�友達同士でじっくりと見たい動物を見ることを楽しめるよう、また目的をもって動物が見
られるようガイドブックと園内マップを用意した。

◆教材等の特性
・動物園のガイドブック…園内にいる動物が分かり動物に興味、関心がもてる。
・�見たい動物の順番を書き加えた手作りの園内マップ…どこの場所に何がいるか何となく分
かる。自分達が見たかったものが思い出せる。
・�動物の横顔、正面の顔が比較できる写真の図鑑等…興味のある動物がすぐに調べられるよ
うにしておく。

◆環境の構成
・�園内の地図や動物の写真と解説が載っている動物園のガイドブック…遠足の下見に行った
ときに動物園側から幼稚園に一冊ずつ配布されたもの。Ａ ５ サイズのガイドブックでエリ
アごとに動物の写真と解説が載っている。今回の遠足で行ける範囲のエリアのページをＡ
３ サイズに拡大カラーコピーし、ガイドブックと同じように本にする。そして、手に取り
やすいように机に置く。
・�動物園内の地図…動物園内の地図をカラー拡大コピー
し、貼っておく。
・�動物の図鑑や本（ガイドブックと同じ机に置き、興味
をもった動物をさらに詳しく見られるようにする）

〔遠足の当日〕
・�手作りの地図…動物園の地図に自分達で行くと決めた
場所に印をうち、更に分かりやすくするため、余白に
番号と見る動物を順番に書く。二人で一つの地図を見
ることができるように地図をＡ ４ の大きさにコピーし、
ラミネートし、持ち手を付ける。

◆遊びの様子
・�動物園の遠足があることを知らせ、何を見たいかみんなで決めたいから考えておいてほし
いと伝えた。
・�数日後、みんなが集まったときにどのような動物が見たいかを話し合う時間を設けた。
「アジアゾウが見たい」「あの本みたいにキリンの正面の顔と横の顔が見たい」「私も見て

ラミネートして持ち手を付けた地図
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　�みたい。だって（本では）前からの顔の方がかわいいんだよね」など幼児から意見が出た。
気付くとクラスの全員が自分の見たいものを話していた。見たい動物が多すぎてどうする
とよいか教師が問い掛けたところ、「じっくりみる動物とぱっと見る動物を考えるといい
んじゃない？」という意見が出て、それでやってみようということになった。
・�しかしそれでもまだ、幼児が考えたコースは時間内に回れないのではないかという不安が
教師にあったので、それを幼児に話すと、「でも、このカピバラ、見たいんだよね」など
と言ってどうしても譲らない様子だった。そこで、教師も「もしかしたら時間に間に合わ
ないかもしれないけど行ってみようか」と話すと、幼児は喜び、「時間がなかったらやめ
る」と言った。
・�そして、当日は 2 人で手をつないで並んで園内を歩くため、2 人で一枚の園内マップを持っ
た。それを見ながら、「これがアジアゾウか。大きいね。ここはじっくりと見るところだ
ね」、「次はカンガルーだからサッと見るんだよね」などとみんなで足早に歩いた。「次はク
マだ」と誰かが言うのを聞いて自分達の持っている園内マップを見て「本当だ、次はクマ
だ。どっちにいるのかな」と言った。すると、一緒にいた友達が「こっちじゃない？」と
確認し、思い思いに自分の感じたことを話したり友達
の言葉に反応したりしていた。
・�そして、見たかったものが見られたときに「あ、キリ
ンだ。横の顔と前からの顔見えた！」「イワトビペンギ
ン、見たかったんだよね～」と喜びの声をあげていた。
・�園内マップを見ながら行くので「次はペンギンだね」
「こっちだよね」と先の見通しがあり、昼食時も持参
したおむすびを素早く食べていた。そして、自分達の
見たい動物を全て見ることができ、満足そうだった。

◆分析・考察
・�動物や動物園に興味がわくように遠足の数日前から手に取りやすいようにガイドブックや
本を準備したことで、ガイドブックをじっくりと見ることができ、自分の見たいものを考
えることができた。
・�目的が明確で分かりやすかったため、自分の思いを表しやすく、学級のみんなが自分の思
いを自然と話すことができた。見たい動物や興味あることを話し合うことで、友達の思い
を知ることができた。また、見たい視点が明確になった。
・�2 人で一枚の地図にしたため、自分が見たいときに見ることができ、友達が話したことに
反応して確かめたり、動物を見る順番をすぐ確認したりしていた。
・�自分達で見たいものを考え、全部動物を見るという目的が明確であったため、最後まで張
り切って足早に歩くことができた。そして、見たい動物全てを見終わると、達成感を味
わっていた。

◆備考
・�４ 歳児のときも動物園への遠足に行き、いろいろな動物を見てきたことがある。その時は
体力を考えて歩くコースが短く計画されていたので、園内の一部のエリアの見学であった。
今回の年長児のように動物園全体の中で話し合いによって行動を決めるのは初めての経験
である。
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ニュースです！初めてこまを回せました� ５歳児　１２月

◆主に取り上げる教材等
　　ホワイトボード、マイク、スタンド

◆幼児の実態
・�一日の予定やグループ表、楽しそうな出来事や一日の生活で必要なことなどを教師がホワ
イトボードに書くようにしたところ、幼児は興味を示し、見に行ったり友達同士で話題に
したりするようになった。
・�幼児も友達に知らせたいことを見付けたらホワイトボードに書けるようにし、近くの机に
マイクとスタンドを使えるように置いておくと、ニュースキャスターになりきって読んだ
り伝えたりすることを楽しんでいた。また、文字に興味をもち、ニュースを自分なりに書
こうとする幼児の姿も見られた。

◆教師の意図
・�自分の伝えたいことや知らせたいことを、自分なりの言葉で話したり文字で書こうとした
りして表してほしい。
・�多くの友達の前で話す、友達の話をみんなで聞くことを通して、様々な考えや感情を共有
し、仲良しの友達だけでなく、友達の一人一人の考えや良さを知ってほしい。

◆教材等の特性
・�書いて消すことが容易にできるため、文字に興味をもって使い始めた幼児にとっては、間
違えることを気にせず、思うままに安心して使うことができる。
・�思ったことや知らせたいことをすぐに表すことができる。
・�情報が伝わりやすく、より共有化される。
・�マイクを使うとはっきりとした声で伝えることができ、注目を集めることができる。

◆環境の構成
・�高さ１00�cmほどで幼児自身でも持ち運び可能なホワイトボードを準備した。いつでも思っ
たことを書けるよう、幼児の目につきやすい場所に設置した。
・�教師がホワイトボードに“きょうのニュース”とタイトルを付け、幼児が思わず書きたく
なるような雰囲気をつくった。
・�ニュースのそれらしい雰囲気が出るように、マイクとスタンドや、効果音用に鉄琴とハン
ドベルを用意した。

◆遊びの様子
・�毎日のように、降園前に幼児達が交代で
ニュースキャスターになって「今日のニュー
ス」の紹介ごっこを行っている。
・�着替えも終わり、降園準備も整った幼児達
がいつものように、遊戯室の前に集まって
きた。「こんにちは、１ 時４５分のニュース
です」とＡ児が言い、ニュースが始まった。
ホワイトボードに書いてあることを上から
順に読んでいき、「次のニュースです。Ｂ
ちゃんが初めてこまを回せました」と報告
すると、集まった幼児達がにこにこと互い
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　�に顔を見合わせ、Ａ児のニュースに興味をもって見た。「では現場のＤリポーター！」と
Ａ児が教師を呼ぶのに合わせて、教師がＢ児にマイクを向け、どのような気持ちか尋ねる
と、Ｂ児は「うれしかったです」と答えた。保育者「Ｂちゃんはずっとこま回しの練習を
していたんだよね。回ってよかったですね」と言うと、みんなから拍手が起こった。教師
が「それではマイクをお返しします、Ａキャスター」と、Ａ児と交代した。
・�Ｅ児は今までみんなの前で恥ずかしさもあって声が出せなかった。誕生会の出し物の最後
に自分の役を言う場面では、担任としては何としても声が出せるようにと願い、Ｅ児が自
分から言い出すのを見守った。周りで見ていた学級
の仲間からも「Ｅちゃん、がんばれ」「Ｅちゃんな
ら言えるよ」と励ます声が出て、Ｅ児の声を聞こう
とみんなが固唾を飲んだ。しばらくすると、か細い
声だが何とかＥ児は言うことができた。その状況を
ずっと見ていたＦ児がすぐさま、ホワイトボードの
「きょうのニュース」のところに『Ｅちゃんが、み
んなが、ゆうきをみんなからもらったから、ゆうき
をもらえた』と書いた。

◆分析・考察
・�ニュースという形で伝える面白さが幼児にとっての興味となり、“伝えたい、知らせたい”
という思いが強くなった。
・�ホワイトボードが常に思うままに書けるような状態であり、キャスターがどのような
ニュースでも伝えてくれるので、自分の関心事を何でも伝えてよい雰囲気になった。
・�ニュースごっこの遊びをしてみて、自分のことや学級の友達のことを知らせたり知ったり
する良い機会になった。
・�ホワイトボードに書くことで情報を共有し、多くの友達と様々な感情を共有する経験につ
ながった。友達と同じ思いを分かち合ったり、相手の気持ちになって考えたりしたことで、
学級の友達一人一人のつながりが強くなった。
・�みんなの前で話をすることが苦手な幼児も、伝えたいという思いや、学級の友達が支えて
くれることを実感して、思いを表すことができたのではないだろうか。
・�伝えたい気持ちから文字にも興味をもって、文字を遊びに取り入れて楽しむようにもなっ
た。
・�教師がレポーターになってインタビューをしていったことで、今日の出来事を話す幼児が、
自分なりの言葉で思いを伝えたり、考えて話そうとしたりする経験となった。

◆備考
・�３ 歳児、４ 歳児の頃から全員が集まって会をする折に教師がマイクを使って話すと、自在
に声の大きさを変えて話すことができ、全体によく伝わることを経験している。
・�誕生会のときにはみんなの前に出て、自分の名前を言ったり好きなものを発表したりする
など、教師のインタビューに答える際にマイクを使う。恥ずかしそうに話す幼児の声も聞
き取ることができることを誰もが知っている。
・�テレビで見るニュースキャスターのまねをすることで、堂々といろいろな出来事を伝えよ
うとする雰囲気を楽しんできた。
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第 4 分野のまとめ
＜遊びに影響し、広がる「情報」＞
　幼児の遊びが始まるとき、身近で起きる様々な出来事やイメージがきっかけになってい
ることが多い。それは、テレビコマーシャルのように断片的な映像であったり、街角の看
板や広告に綴られた文字であったり、絵本や図鑑、ＣＤ等に録音された音楽だったりする
こともある。最近はパソコンやスマートホン､ タブレット端末が普及し、アプリケーショ
ンソフトのゲームや動画サイトの活用が日常化しているため、流行のキャラクターや映像
が何度も繰り返し幼児の目に飛び込んでくるようになった。
　幼児は、映像や音楽を繰り返し見聞きするうちに印象に残ったことを覚え、各々の感性
で捉えた遊びとして再現する。そうした幼児の遊びに興味をもった他の幼児がまねをした
くなり、それが仲間や学級に遊びとして広がっていく。

＜「情報」に関する環境の構成で大切にしたいこと＞
　幼児が必要な「身近な情報」を選び、触れ、主体的に活用するためにどのような教材を
使い、どのような場や状況を意図的に作り出すのか、環境の構成について配慮すべき点に
ついてまとめてみたい。
① 興味をもった情報は満足するまでかかわれる環境を用意する。
　�　録音機やＯＨＰは最近では幼児向けに製造されることは少ないが、扱いやすく、壊れ
にくい機材を選びたい。幼児は扱い方を覚えるより前に、試行錯誤しながら使う面白さ
を感じていくため、繰り返し自在に扱うことができるようなものを提供することが必要
である。自分で手に取り、失敗もしながらもかかわる中で、よい音が出た、何回も繰り
返し聞いているうちに体を動かしたくなった、友達が一緒に表現することが心地よい、
楽しいなど、このような場面を作り出していくことは、教師や友達と生活する園でこそ
経験できることである。幼児が場を選んで主体的に行動できる時間と、機材を自由に扱
える状況を保障することが大切である。
　�　主体的に行動できる幼児は、興味・関心をもったことをさらに知りたい、確かめたい
という知的好奇心が強くなる。絵本、図鑑はもちろんのこと、最近はインターネットで
様々な写真、動画も閲覧でき、知りたいことが正確に情報として得られるようになって
きた。音や曲についても同様である。幼児が興味・関心をもっていることをつかみ、適
切な教材を選択して教材として提供できるようにすることが大切である。そして、幼児
が満足するまで見たり聞いたり、確かめたりして、それらが自分の中に取り込んでいけ
るように自由感のある環境の構成をするよう心掛けたい。

② 人に伝えたくなる情報を活用し、幼児の主体的な活動へつなげる援助をする。
　�　毎日の生活の中で、テレビ番組を見るだけでなく、広告やチラシ、ニュース、コマー
シャルなど幼児が目を輝かせたり、瞬きもせずに見入っていたりするような場面に出会
うことがある。その中から幼児の活動に活かせそうな情報を選び、目に触れるように意
図的に環境の構成をするようにしたい。
　�　幼児が何に興味を示すのか、幼児の姿から推し量り、どのような扱い方でこの状況を
環境の構成に結び付けていくかを考える必要がある。幼児の発見を保育に活かそうとす
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る姿勢が教師には必要である。自分から見付けたことで、面白さがますます深まり広
がっていく経験を重ねてほしい。幼児にとって親しみを感じ、何となく面白いことを見
付け、身近な人に伝えたくなる気持ちや、見付けたことを一緒に喜び合う楽しさを感じ
ていくことも人とコミュニケーションをとり、かかわりの中で生きていく力を得る上で
大切なことである。

③ 情報機器の使い方を知り、効果的な活かし方を工夫する。
　�　デジタルカメラや録音機能が付いているカセットデッキ、マイクロホンなどの繊細な
機器も、 ５ 歳児にとって、その価値に気付き、活用して主体性を発揮できる、ふさわし
い教材となる。扱い方も共通理解できるし、性能についても分かってきて、丁寧な使い
方ができるようになる。見聞きしたニュースと、友達の良さを発見して伝えたい思いが
合わさった事例は正にこの成果である。主体的に扱うことができる機器と場があり、友
達をいつも肯定的に見ている仲間関係が育まれているからこそ生まれた事例だと言える。

④ 幼児が主体性を発揮できるよう、これまでの経験で得た情報を活かす環境を工夫する。
　�　遠足や運動会のような大きな行事は、企画も ５ 歳児が中心になって進めていけるよう�
配慮したいが、主体性を発揮させる方法に戸惑いを感じる教師も多い。動物園の地図、
カメラやビデオで得た映像などの情報は、友達とイメージを共有し、豊かな発想を生み
出して新たな可能性を引き出す上で効果のある教材となることが事例から分かる。そこ
で、幼児の協同性を引き出せるように計画し、幼児に委ねられることは何か、力量を見
極め、安全に対する配慮を十分に行った上で、実施することが効果的である。

＜情報を活かし活用する力を育むために（幼児と情報社会）＞
　幼児が社会の一員として活躍する頃には、今よりもっと便利で簡単なものがあふれてい
るであろう。「考えて使う」、「予定を立て、見通しをもって行動する」、「事前に準備し、
慌てずに対応する」など、今まで生活に必要だった能力もさほど必要とはされなくなるの
かもしれない。
　しかし、与えられる情報量が増え、質や使う機材が進化しても、情報や機材に振り回さ
れることなく、どの幼児も人として豊かに幸せに生きていくことが実感できるようになる
ことが望ましい。そのためには、知らず知らずのうちに幼児の目に止まり、耳から聞こえ、
肌で感じる情報は、当然のことながら質、量共に精選された幼児期の発達にふさわしいも
のなければならない。
　幼児は膨大な情報量の中で生きており、その目に触れるものや意味のある活動となって
いるものは、遊びの中で、身近にあるものを必要に応じて使っていることが事例から明ら
かである。教師には、幼児の遊びを見極め、発達の方向を見据えて取り込む情報を選び、
主体的に動き始められる内容に変換させていく力量が問われる。
　新しい機器は便利かもしれないが、簡単に最新のものを幼児期から与えようとはせず、
人とコミュニケーションをとりながら遊ぶ面白さを十分に味わえるような環境の構成を園
が意識して行うことで、幼児期の主体性と活用能力は一層磨かれ、高まっていくと考えら
れる。
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（5）第 5 分野　友達との心地よい生活を創り出すことを目的とした環境の構成

　幼児にとって、初めて家庭から離れて過ごす園は、教師や同年齢、異年齢の友達と共に
暮らす集団生活の場である。幼児は入園後、園には家庭生活とは異なる生活の仕方がある
ことを知り、幼児一人一人が集団生活に必要な習慣や行動様式、ルール等を様々な機会を
通して、あるいは繰り返し経験することで身に付けていく。
これらの習慣や行動様式、ルール等は、単に身に付ければよいということではなく、身に
付けていく過程で、その必要感を幼児自らが感じ、主体的に身に付けていくことが大切で
ある。また、集団生活であるからこそ、共に暮らす友達と、心地よい空間や生活を創り出
す経験を積むことが重要である。これらの経験は、豊かな人間関係を育む基盤となり、ひ
いては社会生活を営む上で必要な感覚や感性を培うことにつながるであろう。
そこで、ここでは、幼児が友達との心地よい生活を創り出すことを目的とした環境の構成
について、次の視点から考えていくことにする。なお、ここでいう「生活」とは、幼児に
とって遊びを含めた園生活全体を指すものである。

① 教師や友達と共に生活をする場における環境の構成
　�　保育室やランチルーム、園庭など、幼児が生活をする園内の様々な場や空間は、各々
が幼児にとって意味のある場や空間である。また、教師は“ここでこんな経験をしてほ
しい”という意図をもって環境の構成を行う。ここでは、友達と共に生活する心地よさ
を感じられるには、どのような環境の構成をしていくとよいのか、どのような配慮が必
要なのかを考える。
② 生活を進めるものを取り入れた環境の構成
　�　幼児期の発達の特性として、幼児は自ら周囲の環境にかかわる中で物事の特性を学ん
だり人とかかわる力を身に付けたりしていくことがある。このことを考えると、幼児の
身近なところに生活を進めていくものを整え、これを扱う適当なモデルや援助があると、
幼児は主体的にそのものを扱い生活を進めていくようになる。そこで、園生活において
生活を進めていくものを取り入れた環境の構成について考える。
③ 生活に必要な生活習慣やルールを身に付けられる環境の構成
　�　友達との心地よい生活を創るには、場やものだけではなく、そこに必要な生活習慣や
ルールがある。それらは、押し付けられて身に付けていくものではなく、生活の主体者
として自ら考え必要感を感じながら身に付けていくことが必要である。そこで、ここで
は、片付けや整理整頓など、自分達の生活の場を整えていくために必要な生活習慣や
ルールなどを身に付けていく環境を取り上げる。
④ 健康で安全な生活に必要なものを取り入れた環境の構成
　�　園生活を送る基盤には、健康で安全な生活が必須である。また、幼児自身が健康で安
全な生活の必要性を理解し、自らこれを意識した生活を創っていくことが大切である。
こうした力を身に付けていくにはどのような環境が必要かを考える。
　�　また、地球温暖化が進む中、幼児には身近な自然や資源を大切にする気持ちを育む必
要がある。園生活の中で資源を大切にする経験やその環境について考える。
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第 5 分野　様々な表現を楽しむことを目的とした環境の構成

№ タイトル 教材等 年齢 時期

事例61 きれいに並べよう 乗り物の片付け方 4歳児 4月～

事例62 このゴミ燃えるの?リサイクルで
きるよ リサイクル箱 5歳児 5月

事例63 明日は、お当番! 当番表 5歳児 5月

事例64 ～は、ここね! 保育室内のデン 4歳児 7月

事例65 月曜日はカレーの日だね カレンダー、一週間の予定表、一日の予
定ボード 5歳児 7月

事例66 今日のプールは、入れません。色
水をして遊びます! マグネットシート、ホワイトボード 5歳児 7月

事例67 雑巾で拭くときれいになるね 雑巾 4歳児 7月～

事例68 ふたをして おふろマット 3歳児 9月

事例69 きちんと直して片付けようね ゼッケン 5歳児 9月

事例70 ここに入れておこう かご 4歳児 10月

事例71 作ったものをとっておきたい 枠積木 5歳児 10月

事例72 みんな!ついてきて! 箒 5歳児 10月

事例73 一緒に食べよう! ランチルーム 4歳児 11月

事例74 鉄棒だけど、衣装かけにしよう 移動式室内鉄棒 5歳児 12月

事例75 みんなに見てもらいたい 保育台 5歳児 12月
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雑巾で拭くときれいになるね� ４歳児　7月～

◆主に取り上げる教材等
　　雑巾

◆幼児の実態
・�床やテーブルに水や牛乳をこぼしたときに、ティッシュで拭こうとする幼児もいる。雑巾
よりもティッシュの方を身近に感じている幼児が多い。しかし、担任が雑巾で拭くことを
知らせ、自分で雑巾を持ってきて拭くことが少しずつできるようになってきている。
・�雑巾を扱い始めの頃は、汚れたものはバケツに入れさせ、後で教師が洗うことが多かった。
慣れてくると自分で洗わせることもあるが、まだ機会は少ない。

◆教師の意図
・�気持ちよく生活するために、自分で使ったものや場、汚れた場所等を、自分できれいにす
る習慣を身に付けてほしい。
・�拭く、洗う、干すなどの経験をしながら、自分達で身の回りをきれいにしていくことを知
らせたい。

◆教材等の特性
・�幼児が身の回りを掃除する際に手軽に扱え、安全に繰り返し使用できる。
・�布で拭く、布を洗う、ゆすぐ、絞る、干すなどの経験ができる。

◆環境の構成
・�雑巾は、入園時の準備として保護者に一人一枚雑巾を持参することを依頼する。
　（薄いタオル地で小ぶりの雑巾　約１５�cm×20�cm）
・�手洗い場のそばに雑巾掛けを置き、すぐに使用できるよう雑巾を掛ける。乾いた雑巾は雑
巾かけの下に置いたかごに入れておく。
・�雑巾掛けのそばには、洗うための桶を置いておく。
・�大掃除等で多くの雑巾を干す場合は、万能掛けやロープ
　などに干せるようにする。
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◆生活の様子
・�４ 歳児 １ 学期の大掃除…初めての大掃除で、個人用の引き出しを整理する。不要な物を捨
てたり、持ち帰るものを手提げに入れたりした後、雑巾で拭くことを伝える。雑巾は、担
任が １ 人一枚ずつ予め濡らして絞ったものを使用する。「黒くなってる！」と驚いている幼
児には、「汚れていたんだね。まだきれいな所はあるかな」と話す。広げたまま拭く幼児に
は「○ちゃんは、半分に畳んで拭いているわね」と気付かせる。使い終わった雑巾は、バ
ケツに回収する。引き出しが「きれいになった！」と感じる幼児がいた。
・�降園時、保護者に雑巾で拭き掃除をしたことを伝えて、家庭でも雑巾を使う機会があると
良いことを伝える。

・�４ 歳児 2 学期…１ 学期の大掃除をきっかけに、以前より他の場面で雑巾を使用する機会が
多くなった。絵の具を使用したときには、汚れたところを拭いたり、泥団子遊びで汚れた
足を拭いたりするなどする幼児が増えた。
・�そこで、2 学期の大掃除では、雑巾を自分で濡らして絞り、拭くように促した。まだ十分
に絞れない幼児もいるので、床が濡れてしまう。「ここ水がこぼれてる」と気付く幼児がい
たので「滑って危ないね。絞るのが難しかったのかな」と、教師が雑巾を畳んで両手で絞
る見本を丁寧に示す。時間は掛かるが自分なりに絞ってみて「やっと絞れた！」と喜ぶ様
子も見られた。
・�年少組 ３ 学期の大掃除…乾いた雑巾を手に取ると「ちゃんと絞ってから拭くんだよね」と
水に濡らして絞っていく。中にはまだ絞ったり畳んで使ったりが身に付いていない幼児も
いるが、雑巾で遊具や床を拭くことが楽しいと感じている。年長組のまねをして長い廊下
を雑巾掛けすることに興味を示してやってみる幼児もいた。汚れた雑巾も自分でゆすぐよ
うに促した。

◆分析・考察
・�繰り返し使える掃除道具の一つとして雑巾の使い方や便利さを、大掃除や汚れたとき等、
生活の中で知らせることが大切である。幼児が経験する中で「きれいになって気持ちいい」
「自分たちできれいにできてうれしい」等の気持ちがもてるようにすることが大切である。
・�自分達で生活する場をきれいにすること、汚したら自分で掃除や後始末をすることは、自
らが生活の主体者であるという意識を培っていくのではないかと考える。
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一緒に食べよう！� ４歳児　１２月上旬

◆主に取り上げる教材等
　　ランチルーム

◆幼児の実態
・登園すると、献立表を見て今日のメニューを確認し給食の時間を楽しみにしている。
・�給食の準備、配膳、片付けは自分達でできることが少しずつ増え、ほとんど自分達で行え
るようになっている。
・自分が食べられる量を栄養士と相談し無理なく食べている。
・食材に興味をもつようになり、献立の中に何が入っているか話す姿が見られる。
・こぼしたら拭くという意識をもつようになり、一緒に拭いてあげる姿もある。
・離席の際は、机の中に椅子を入れることを意識するようになってきた。

◆教師の意図
・�ゆったりとした気持ちで食事の時間を過ごし、食べることを楽しんでほしい。
・�準備や片付けの中で自分の動きや友達の動きを意識し、自分で判断しながら行動してほし
い。

◆教材等の特性
・遊びや活動の場と区切りを付けて、食べることに集中できる。
・吹き抜けで明るく、開放的な空間になっている。
・厨房が見えるので、調理の様子が分かり、食材や調理に関心をもつことができる。

◆環境構成

給食室 

 トイレ スツール 

  本棚

 スツール

配膳台

雑巾置き場
おかず等を取りに行
く。

下膳は食器を種類ごと
に重ねる。

配
膳
台

配
膳
台
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◆生活の様子
・�給食の時間は、幼児にとって園生活の楽しみの一つになっている。朝から献立を確認した
り、何日も前から好きな献立の日を楽しみにしたりしている。
・�好きな友達と自由にテーブルを選び、一緒に食べることを楽しんでいる。しかし、１ テー
ブル最大 6 名までなので、誰と一緒に座るか座席決めのトラブルも見られる。
　（好きな友達や教師を奪い合ったり、「隣りにして」の事前約束を破ったなど）

 
 

隣りにして！と交渉中 
ここは～ちゃんが
座るからダメ！ 

どうする？私たち 
４人なんだけど… 

他の席にしよう…

思い通りになったものの“これでよかったのかな”
と心はすっきりしない。悪かったなと感じる二人。

こぼしたときは雑巾で拭く。 
絞り方も身に付けていく。

おかわりは食べられる量を判断する。 
残さず食べられるように自分の適量を知る。

◆分析・考察
・�保育室とは異なった明るくリラックスできる空間が、幼児にとってほっとしたり気持ちを
切り替えたりすることができる場になっているように思われる。
・�誰とどのテーブルで食べるか、必ずしも思い通りにいかないときもある。教師と一緒に食
べる機会を順番にしたり平等にしたりすることで、折り合いを付ける経験も大切である。
・�気持ちよく生活するために、自分で使ったものや場、汚れた場所を、自分できれいにする
習慣を身に付ける場にもなっている。また、配膳や下膳の動線を決めるなどのルールはな
いが、互いの動きを気にしながら慎重に行動する経験をしている。
・自分で食べられる量を考えて盛り付ける等自分自身に責任をもつ経験も大切である。

◆備考

（５歳児）バイキング 
食べられる量を判断 
して盛り付ける。

アレルギー児は個別トレ
ーで対応している。
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鉄棒だけど、衣装かけにしよう� 5歳児　12月

◆主に取り上げる教材等
　　移動式室内鉄棒

◆幼児の実態
・�１2月半ばに開催される「生活発表会」に向けて、各学級で劇や合奏、歌等の取組が進んで
いる。５ 歳児の学級でも 2 グループに分かれて劇のお話作りや、必要な道具作りが始まっ
ている。
・�友達と相談して決めていくことが少しずつできるようになり、自分達で進めるという意識
をもった幼児が多くなってきた。

◆教師の意図
・�劇で身に付けるものなど、自分達で使うものを自分達で出し入れし、練習のときなどにす
ぐに使えるようにする大切さを知らせたい。
・自分達で工夫して作ったものでもあるので、大事に管理してほしい。

◆教材等の特性
・�本来は運動遊具の鉄棒である。しかし、畳んだ状態だと高さも大きさも衣装を掛けたハン
ガーを掛けるために適当である。
・�衣装掛けとして使わないときは、鉄棒として使える。

◆環境の構成
・�鉄棒はホールに畳んだ状態で収納してあり、幼児が自分達で出して開いて使うことができ
る。（使うときには担任に報告する約束で、安全対策のマットなどを敷く）
・�生活発表会に向けて作ったものは、各グループで置く場を決めている。
・�保護者からいただいたハンガーを多数用意すると、自分達で作ったものを掛け、自由に着
脱している。

収納時の状態

鉄棒を

広げたところ
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◆生活の様子
・�室内用鉄棒は普段はホールに、畳んだ状態で置いてあり、使用する際に広げて使うように
している。１0月の運動会では、様々な取り組みに使っており、その後は好きな遊びの中
で、自分達で出して使用することも多くあった。
・�１2月中旬の生活発表会に向けて ５ 歳児学級で取り組んでいる劇遊びでは、グループの仲間
と相談して話をつくり、継続した取り組みが始まった。
・�グループの友達と相談して劇に必要な衣装を作り始める。最初は、かごや箱に入れていた
が、スカートなどがしわになったり切れたりしてしまい、教師の発案で、網パネルにハン
ガーを用いて掛けるようになった。
・�準備が進むにつれて衣装や道具が増え、自分のものが取れないなどの課題が出てきていた。
「私の衣装が下（にあり）過ぎて、取れないよ！」「なんだかいっぱいになっちゃたね」
「そうだ、お店みたいなのないかな」というやり取りが出てきていた。Ａ児が園長室にあ
る来賓用コート掛けがあることを思い付いたようで、「園長先生、コート掛けるの貸して
ください」と、やってきた。「何に使うの？」と尋ねると、「作った服とかを掛けておくと
いいと思って」と答える。「今使っているのはだめなの？」と聞くと、「たくさんになって、
もう掛けられないの」ということであった。しかし園長室も来客が多いので、この時期
コート掛けを貸し出すことは難しい。そこで、「お客様が来るときに使うので、今は貸せ
ないのよ」と答えた。
・�よい考えだと思っていたところを断られたことで、「やっぱり、今のままでいいか」と諦
めたようであったが、その後 2、３ 日経ってから、「園長先生いいもの見付けたのよー」
と知らせに来てた。「ほんとは、鉄棒なんだけど、ちょうどよくない？」と、自慢げであっ
た。「本当ね！お店屋さんみたいね」と園長が言うと、Ａ児は「これで、分かりやすくなっ
たね」と学級に戻っていった。

◆分析・考察
・�本来の用途とは違うものであるが、幼児自身が身の回りにあるものを必要に応じて活用す
るということは大事であると感じた。教師が柔軟に考え、幼児の考えを受け止めていくこ
とで、幼児が発想する楽しさを感じ、生活を創っていこうとするようになるのではないか。
・�使いたいときに自由に出して扱える遊具・教具があることで、生活の幅が広がっていく。
使い方を工夫したり必要なものを探したりするためには、たくさんのものと出会い、実際
に使ってみて、その特徴を感じていくことが大切である。
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第 5分野のまとめ
　幼児が友達との心地よい生活を創り出していくことを目的とした環境の構成を考える上
で、以下のような配慮が必要である。

① 自由に出入りでき、幼児のイメージが多様に実現できる場を構成する。
　�　保育室や園庭は、幼児にとって園生活の基盤となる場である。その中には、幼児が自
由に出入りができ、安心して過ごせ、かつ、遊びのイメージが多様に実現できる空間が
あることが大切である。ままごとの場にもなれば病院にもなりお店屋さんともなる、あ
るいは、絵本を見る場にもなれば寝転がって気持ちを開放する場ともなるように、多様
な使い方ができる、限定されない空間が必要である。

② 生活を創っていくものとして、幼児の身の丈に合い手軽に扱えるものを提示する。
　�　使ったものを分類して片付けたり、整理整頓したりできるようにと、幾つかの種類の
かごを提示した事例のように、幼児の生活経験を考慮し、自然に生活を整えることが可
能なものを提示していくことが大切である。その際、幼児の身の丈に合った大きさや重
さであり手軽に扱えること、身近なものであることが必要である。

③ 生活の流れに見通しを持てるようにする。
　�　幼児の発達の過程や小学校就学を見据えたとき、年長の後半、移行期には、幼児が一
日や一週間等の生活の流れに見通しをもって生活することができるようにしたい。その
ためには、遊び込む経験を大切にしながら、幼児の育ちを踏まえ、徐々に一日や一週間
の流れを知り、見通しをもって生活する経験を段階的に踏めるようにしていくことが重
要である。

④ 友達や教師と情報を共有できるようする。
　�　プールに入れないのは自分一人かもしれないという不安を抱いた際、同じようなこと
が他の幼児にもあると分かると安心したという事例がある。学級全体の中での自分の立
場や状況、友達の状況等が共有されることは、安心して過ごす要因ともなり、また、友
達と生活を創っていく上でも重要である。これは、個々の状況だけではなく、当番表や
グループ活動の状況が共有される表といったように、生活全体の動きが共有されていく
ことも生活の主体者としての意識を高めていくことになる。

⑤ 生活習慣やルール等に必要感を感じることができるようにする。
　�　心地よい園生活を過ごすためには、教師が気持ちよく清々しい清潔な環境を整えてお
くことも当初は必要である。しかし、幼児自身が、園生活の中で気持ちの悪さや不都合
な経験を経て、片付けや身の回りをきれいにする必要感を感じて行動できるようにして
いくことが大切である。そのためには、気持ちの悪さを感じたり、いらいらしたり、う
まく物事が運ばないなどの負の経験を幼児と共に生活を考える契機としていくことが大
切である。
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⑥ 幼児自身が健康や安全について意識して行動できるようにする。
　�　日々、幼児が生活する空間は、明るく清潔感があり、健康で安全であることが重要で
ある。それとともに、幼児自身が健康で安全な生活の大切さに気付き、自分で考え行動
していけるようにすることが必要である。その中では、友達や教師と楽しく食事をする
経験を通して、食への興味・関心を持たせる食育を推進することや生活の中で清潔や健
康を保つことの大切さを感じ取って行動できるようにしていくことなども必要である。

⑦ 時には自由な発想で遊びを充実していく幼児の意欲を認めていく。
　�　ほうきを遊びの用具とする、鉄棒をハンガー掛けに使うなどの事例のように、幼児は、
身近にあるものの特性を幼児なりの柔軟な見方で捉え、遊びに使おうとする場面に出合
うことがある。大人では考え付かないような発想に驚かされる。幼児が遊びを創り出し
充実させていくためには、このような場面を柔軟に受け止めていくことも大切である。
ただし、そのものが本来の用途から外れて扱われる場合は、安全であるかどうかを常に
点検し、幼児自身にも気付けるようにしていくことも必要である。さらに、ものによっ
てはそのまま活用するのではなく、自分達で作っていく経験をさせることも大切である。

⑧ 教師は、園生活の主体者は幼児であることを意識する。
　�　園生活の主体者は幼児である。園生活が幼児のものになっていくように、幼児の経験
や育ちを考え、幼児同士が自らの生活を心地よいものとして創造していくことができる
ような環境の構成が大切である。また、これからの社会を見据えて、自然や環境を大切
にする思いと姿勢を培っていく機会も大事である。
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Ⅲ　研究の成果と課題

1　成果
　本研究では、「幼児教育の質を保障する保育の実現に向けて」研究協力園の事例を蓄積
し、各分野１５事例ずつ全７５事例を通して、幼児が主体性を発揮して、幼児期に必要な経
験が得られる環境の構成の在り方を追究してきた。
　環境を構成するものや場、状況等の意味を分析・考察した結果、次のことが成果とし
て得られた。

（１）園具・遊具・教材等（以下「もの」と表記）について
　環境の構成におけるもののもつ意味や環境に取り入れる場合の配慮点として、以下の
ことが明らかになった。
① ものの特性を理解し、幼児の発達に応じたものを選択する。
　�　ものは形状、質感、大きさ、重さ、数量、材質等の特性や可塑性、機能性、操作性
等の特性を有する。砂や土の感触、落ち葉の色や手触りと変化など、幼児がものとか
かわる過程でどのような体験をするかを予想し、より豊かな体験となるものを選びた
い。幼児とものとのかかわりは、初めに興味・関心を持ち、次に繰り返し触れ、次第
に扱いに慣れていく。そして、ものへの理解や活用の仕方を身に付けるようになり、
発達に必要な経験を積み重ねていくことになる。
　�　例えば、最近の情報機器は操作が複雑なものが多く、O.H.Pや再生のみのカセット
テープレコーダー等、扱いが単純で、幼児に扱いやすいものが少なくなっている。し
かし、幼児にとってはこの扱いやすさが使おうとする意欲につながり、繰り返し使う
ことで、使いこなせるようになる。また、５ 歳児になると、デジタルカメラや録音機能
が付いているカセットデッキなどの複雑な機能の扱い方を理解し、丁寧に扱うように
なり、自分達でその機能を活用できるようになり、経験の幅が広がる。
　�　このことから、同じ機器でも幼児の理解や活用能力等の発達に応じて、扱いやすい
簡単なものから、扱いが複雑なものへと、ものの選択を考慮することの大切さが改め
て確認された。

② ものとの出合いを工夫して、興味・関心が高まるような環境を構成する。
　�　教師はものを環境に取り入れるときは、幼児にとって扱いやすいもの、身の丈に合っ
たもの、安全なものを選び、幼児が安心して主体的にものにかかわれるように配慮す
る必要がある。
　�　さらに、興味・関心が高まるようなものとの出合いを工夫し、意図的に目立つ場所
に置いたり、遊びの流れの中で、幼児が必要感を感じたときにタイミングよく提示し
たりする。また。多種多様なものを多く取り揃え、幼児が自ら選べるように提示した
りもすることで、幼児がよりものに興味・関心を持ち、主体的にかかわれるようにす
る。
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③ ものを組み合わせたり、新たに作り出したりするための教材研究等をする。
　�　幼児の経験を多様にするためには、既製のものを与えるだけでなく、複数のものを
組み合わせたり、新たなものを作り出したりするなど、教師はものに対して創造的な
働き掛けをすることができる。それには、教師が幼児の遊びを見極め、幼児の欲求を
捉え、発達の段階に応じたものの提示ができるよう、日常的な教材研究、柔軟な発想、
安全への配慮などを心掛けることが必要である。

（2）場（スペース）の使い方について
　幼稚園の環境を見てみると、園庭の広さや植栽の種類、保育室の配置や遊戯室との位
置関係、園庭へ出る通路や廊下の広さなど、園によって場の特徴は実に様々である。既
設の園舎や園庭の条件は変えられないが、園全体を幼児が生活する場、遊びの場（スペー
ス）や空間と捉えると、幼児の生活や遊びが充実していくための効果的な場づくりや工
夫が考えられる。
① 空間や高低差などを意識して、イメージを引き出す場をつくる。
　�　遊びのイメージが引き出される雰囲気があると幼児のイメージは膨らみ、友達と共
有され、遊びが発展していく。そこで、◯◯みたいに見える空間という場づくりの援
助は遊びの充実に有効である。
　�　例えば、床面から一段高くなっている段差のある場は「舞台」という特別な場に見
立てることができる。そこで、教師はこのような場を意図的に設定することで、幼児
がなりたいものになって自由に表現することを楽しむ空間を作り出すことができる。
　�　また、チョウの羽を付けた幼児は空を自由に飛び回るイメージ、忍者の衣装を着た
幼児は修業をするというイメージをもって遊びたいと思っている。そこで、巧技台な
ど様々な遊具でイメージした場を実現し、見立てたり、つもりになったりして遊ぶ場
をつくると、幼児は遊びへの意欲を高め、友達とのかかわりを広げ、発達に必要な体
験が得られる。
　�　このように、幼児の遊びのイメージを引き出す場づくりは遊びの充実に欠かせない
環境の構成の一つである。

② 安全性や回遊性など、幼児の動線を考えて効果的な場を設定する。
　�　しっぽとりのような運動遊びは、陣地の位置を決める際、幼児の動線を予想し安全
性を確保するほか、運動量の調整もできるなど、場の決め方一つでより効果的な遊び
の場づくりができる。
　�　また、事例の中で、広い園庭に移動式遊具を並べて置くことで、幼児の動きはその
環境に触発され、繰り返し移動遊具に取り掛かり、何度も取り組むというような動き
を引き出す効果があった。いわゆる「回遊性」のある環境の構成は、遊びや活動が途
切れずに連続、持続するよさがあると言われるが、このような幼児の動線を考えた場
の設定は効果的であると言える。
　�　一方、限られた広さの中で、鬼遊びのような激しい動きを伴なう遊びは、幼児の動
線を見て、他の学年・学級の幼児の遊びと調整を図り、危険を回避することが求めら
れることから、幼児の動線を見ることは重要な配慮点である。
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③ 幼稚園施設整備指針におけるスペースの概念から、場づくりを工夫する。
　�　幼稚園施設整備指針における新たなスペースの概念の「デン」、「アルコーブ」等に
ついては、研究協力園の施設の関係で、それらの本格的なスペースにかかわる事例は
ないが、以下のようなことが考えられる。
　�　壁に囲われた穴ぐら的小空間のデンは幼児にとって心地よい空間であることから、
興奮した幼児の気持ちをクールダウンする場として、園によっては特別に設置してい
る所もある。事例の中では、保育室の端に位置し、保育室の床よりも一段高く床が作
られていて、仕切りで囲まれているスペースをデンのイメージとして活用し、幼児が
好んで入り込む空間として、友達とイメージを共有して遊べる居心地のよい場となっ
ていた。教師はこのようなスペースのもつ特性を利用して、簡易のパーテーションや
手作りの囲いを使って区切られた場を意図的に作ることで、幼児にとって居心地のよ
く、落ち着いて遊ぶ場をつくることができる。
　�　これは、子どもの遊び環境を研究されている仙田満氏が示す 6 つの原空間の中の一
つであるアジトスペースになると考えられる。ちなみに、仙田氏は子ども遊びの空間
には 6 つの原空間があると述べており、３ つの中心的空間（自然スペース、オープンス
ペース、道スペース）と ３ つの従的空間（アナーキースペース、アジトスペース、遊
具スペース）を挙げている。

　�　半屋外空間は、バルコニー、庇の下等の保育室等の内部空間と密接に関係した屋外
空間の活用を挙げている。木工の事例のように、室内では音が響いてしまい、他の遊
びの妨げになる、金槌や釘等の使用は危険が伴うことから、保育室と密接に関係した
半屋外空間を活用することは、教師の目も届き、安全面の利点があるほか、幼児にとっ
ては屋外の広々とした心地よさが感じられる利点もあり、有効なスペースとなる。

　 　アルコーブは、廊下やホール等に面した小スペースで休憩、談話、読書等ができ、
人とのコミュニケーションや多様な活動で展開できる場とある。また、保育室と遊戯
室や図書スペース等の連携に配慮し、一体的な利用ができるようにすること等も示さ
れている。保育室だけでは、多様な空間を構成するのに困難なことがあるが、他の空
間と連携することで、多様な空間を創り出すことが可能になる。７５事例の中に遊戯室
に近い ４ 歳児の保育室は幼児が行き来をしながら、舞台で活動し、通りがかりの幼児
が観客になって見入るというように、一体となって活動が展開されていく場として保
障されている事例があった。
　�　このように、それぞれのスペースの概念を捉え、多様な場の使い方、組み合わせ方
を工夫することで、教師は限られた空間を多様な空間に作り変えることが可能になり、
幼児の遊びの充実を図ることができると考える。

（３）人的環境について
① 友達などとの多様な関係性が体験でき、遊びの質が高まる。
　�　家庭から離れ、初めての集団教育の場で、子どもたちは他者と生活をしていく。互
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いに心地よく生活できるように、環境を整えたり、生活上のルールを考えたりするこ
とを経験する。教師が全ての環境を構成し整えるのではなく、幼児が主体となるよう
に、幼児が自ら気付き、自分たちで考え、場を整え、友達と創り出していくことが大
切である。
　�　そこでは、友達の存在は大きな刺激となる。魅力的な遊びやイメージを示してくれ
る存在、発見したことや考えたことを一緒に喜んでくれたり、共感してくれる存在、
切磋琢磨するライバル的存在、互いに見守ったり応援したり協力したりする存在等、
幼児同士のかかわりが相互に育ち合う刺激となって、一人一人のよき人的環境となる。
　�　また、異年齢の幼児がかかわる場面では、年下の幼児は ５ 歳児の姿から憧れや知的
な関心を高めていく。一方 ５ 歳児には年下の幼児に思いやりやいたわりの気持ちをも
ち、かかわろうとする行動を引きだす機会をつくることができる。このように異年齢
の幼児同士の関係も互いに育ち合う豊かな人的環境となっている。
　�　教師は幼児同士の動線が重なる場面を意図的につくったり、交流する活動を捉えて、
遊びの刺激を受け合ったり、発展したりする効果を捉えながら、遊びの中での人的環
境による遊びの充実を大切にすることが必要である。

② 教師が多角的に役割を果たすことで遊びの質が高まる。
　�　教師は環境の構成に教師の意図を込めて行うが、その環境にかかわる幼児の姿を見
届ける姿勢が大変重要であり、幼児が何を感じ、考え、どのような経験をしていくか、
また個人差の大きな幼児期でもあるから、一人一人のかかわりの質を見極めて、環境
を再構成していくという教師の役割は大きい。
　�　幼児は大人では考え付かないような、幼児なりの柔軟な発想で遊びを展開すること
もあり、教師は柔軟に受け止めていくことも大切である。ただし、安全な遊び方とい
う視点を常にもち、点検、再構成の援助をすることが重要である。
　�　また、周囲の大人が幼児の遊びや行動を見て、「できた」「できない」、「上手」「下手」
と評価することがある。幼児自身も大人と同じ価値観をもち、自己を評価する場合が
ある。教師の役割は、幼児一人一人の自信や意欲を支えることである。
　�　教師は、幼児が取り組んでいることや体験したことの意味や価値を明確に伝えてく
れる人、頑張っている姿を認めてくれる人、困ったときや分からないときに教え、導
いてくれる人であり、幼児一人一人の発達に即した援助をするのが教師の役割である。

（４）環境の構成を考える上で重要なその他の視点
① 安全性への配慮について
　�　幼児が主体性を発揮して、環境にかかわることで、幼児は自ら発達に必要な体験を
積み重ねることができることから、幼児が主体的にかかわる環境は、安全でなければ
ならない。特にものとの出合いでは、幼児は何度も試したり、繰り返したりしながら、
ものの性質や特性、扱い方を理解し、技能や操作性を身に付けていくことからも、繰
り返し使っても壊れない耐性に富むもの、幼児の身の丈に合った、扱いやすいものを
選ぶことが望ましい。



− 60 −

　�　用具の中には、子ども用として、単にサイズを小さくしただけのもので機能的に不
備なものも見られる。特に用具や道具を選ぶ場合は、機能性までも視野に入れ、使い
やすく安全性が高いという視点で用具や道具を選ぶことが大切である。
　�　その他、運動遊具や固定遊具等では大きな事故につながる危険性があるため、安全
性に十分留意し、破損がないか定期的に点検・補修に努める必要がある。また、自然
に関しても、予想しがたい自然現象等も起こることやアレルギーの問題もあるため、
事前の確認、予備知識をもつなど十分な配慮が必要である。

② 時間について
　�　時間の使い方も重要な環境の構成の一部であり、時間の把握や調整は教師の大きな
援助である。まずは、じっくりと遊び込める時間を確保することが大切である。その
中で、幼児は様々なものに触れ、試行錯誤を繰り返し、徐々に操作力や表現力、知的
好奇心が満たされていく。そのためにも、自分たちのペースで遊びに取り組める時間、
自由にものに触れて遊べる時間を十分に幼児に与えることが重要である。
　�　また、就学前になると、教師は幼児なりに園生活の見通しをもち、主体的に生活を
進めていく姿勢を身に付けてほしいと願うようになる。そのためには、次の活動の見
通しや集合する時間などを自分から気付いていけるような掲示物等を生活環境として
取り入れる工夫がされるとよい。

③ 自然について
　�　自然物には、人工のものにはないぬくもりや一つ一つ形の違う面白さがあり、幼児
の感性を揺さぶる体験ができる重要な教材が多く含まれる。疑似体験が多くなりがち
な昨今、直接的な体験が重要であることからも大切な環境の一つであり、園の環境と
して取り込みたい。そこで、積極的に園外の自然に出て行くことやビオトープ等を造
るなどは、自然を活用する上で有効である。
　�　自然には季節の変化があり、法則性があるが、自然現象等は計画通りにはならない
ことが多い。そこで、開花時期や収穫の時期などタイミングを逃さないよう、柔軟な
計画が必要である。また、思い通りにならないことを学ぶ大切な機会でもある。

④ 情報について
　�　今日のように様々な情報に取り囲まれた生活は一つの環境と言えるが、環境として
そこに取り込むには、二つの配慮が必要である。
　�　一つは、幼児の目に止まり、耳から聞こえ、肌で感じる情報は、質・量ともに精選
された発達にふさわしいものを選択する必要がある。
　�　二つ目は、幼児は身近な情報から関心をもった出来事やイメージを取り入れて、遊
びとして発展させていくことで、幼児の遊びの内容が豊かになったり、主体的にかか
わろうとする意欲が育てられたりすることから、教師は情報の活用の仕方を工夫する
ことが重要である。
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⑤ ５ つの分野の関連性について
　�　事例を分析すると、例えば、家庭で見た映画等をまねて、衣装を作り、身に付けて
表現している。映画という情報が活用され、製作や身体の表現をするきっかけとなっ
た事例である。また、小動物を飼育し、図鑑等で調べることもある。これは、自然と
情報が関連している。本研究の分野は、教材等の本来の用途によって分けているが、
このように、５ つの分野は独立しているのではなく、それぞれの分野によって構成され
た環境によってつくり出された場面や活動から、幼児は発達に必要な体験を多様に得
ることができ、それぞれに関連し合っている。幼稚園教育要領の領域が発達の側面か
ら捉えられ、様々な側面が絡み合って相互に影響を与え合っているのと同じように、
環境の構成においても、一つの分野の方向だけを考えて構成するのではなく、総合的
に捉えることが大切である。

2　課題
　本研究では、保育の質を保障する環境の構成という主題に迫るために、幼児が取り組
んでいる遊びや教材の特性に着目し、幼児の遊びや生活を ５ つの分野に分けて考察を進
めた。そして、５ つの分野に関するものと、ものの特性から、それぞれの分野における環
境の構成の在り方について、具体的に示すことができたことは成果と言える。これらの
具体的な在り方を実践し、さらに検証しながら環境の在り方を深め、保育の質保障につ
なげることが今後の課題である。
　また、例えば、「表現」の分野では、身体表現、音楽表現、劇的表現、造形表現それぞ
れにおいて、ものとのかかわりが大きな意味をもっており、表現の内容によって教師が
構成するものや曲、題材の種類や状況などは、幼児の遊びの質に大きく影響する。本研
究では、表現を １ つの分野としてくくったが、身体表現、音楽表現、劇的表現、造形表
現は特性が異なることも多く、物的環境・人的環境としての配慮も異なることが多い。
研究経過の中で、それぞれの表現について十分な事例を採録したいという思いも生まれ
たが、期間との関係もありできる限り多様な表現内容を事例検討することに留めた。今
後、それぞれの表現に関し、豊かな表現を育むための環境の構成について、具体的な知
見を得て実践に活かすことが、保育の質保障につながる課題と考える。さらに、「表現」
に限らず、他の分野の「自然」や「体」などについても、今回事例としては採録できず
に終わった保育場面は多く残る。どのような場面を捉えても、そこで展開される必要が
ある環境の構成については、なお追究の必要が課題として残る。
　最後に、回遊性、半屋外空間、デン、アルコーブ、調理室等にスペースと言う概念を
もって、環境の構成を考えていくと、幼児の遊びや生活の環境の構成や援助が多様に考
えられることが分った。しかしながら、これらのスペースを設置している幼稚園はまだ
少なく、本研究においては、実際にスペースがどのような意味をもって幼児の発達に必
要な体験となっていったか、その環境としての意義や効果を十分には捉えられていない。
幼稚園にこれらのスペース設置などの普及が望まれるが、園舎等を簡単に変更すること
は難しいと思われる。ここで示したスペースの特性、意味を理解し、それらの役割を果
たすような環境の構成についてモデル提示することも今後の課題と考える。
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Ⅳ 資料　保育記録の様式



付記:

研究推進委員会の組織　代表　岡上　直子

○研究推進委員会　

　本会理事長　　岡上　直子　十文字学園女子大学

　推進委員長　　荒木　尚子　墨田区立緑幼稚園

　副推進委員長　　高梨　珪子　高崎健康福祉大学

　委　　　　員　　東川　則子　聖徳大学短期大学部

　委　　　　員　　黒澤　聡子　特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局

　委　　　　員　　高柳　恭子　宇都宮共和大学

　委　　　　員　　柴田　知江　静岡大学教育学部附属幼稚園

　委　　　　員　　中井清津子　相愛大学

　委　　　　員　　鈴木　照美　名古屋市立第一幼稚園

　委　　　　員　　林　　友子　帝京科学大学

　本会事務局長　　中村　和穂

○ワーキンググループ(本会調査研究部)

　部　　　　長　　東川　則子　前掲

　副　部　長　　黒澤　聡子　前掲

　副　部　長　　古川　寿子　聖徳大学

　部　　　　員　　足立　祐子　台東区立大正幼稚園

　部　　　　員　　新山　裕之　港区立高輪幼稚園

　部　　　　員　　田代　幸代　東京学芸大学附属幼稚園 小金井園舎

　部　　　　員　　中村香津美　(学法)竹早学園 竹早教員保育士養成所

　部　　　　員　　林　　友子　前掲

○研究協力園

　(学校法人磯山学園)真岡ふたば幼稚園

　(学校法人呑龍愛育会)呑竜幼稚園

　(学校法人愛泉学園)愛泉幼稚園

　(学校法人めぐみ幼稚園)めぐみ幼稚園

　静岡市立安東幼保園

　(学校法人相愛学園)焼津豊田幼稚園

　(学校法人純美禮学園)滋賀短期大学附属平野幼稚園

　大津市立平野幼稚園

　彦根市立金城幼稚園

　名古屋市立第一幼稚園

　名古屋市立第二幼稚園

　名古屋市立第三幼稚園

　江戸川区立篠崎幼稚園

　台東区立大正幼稚園

　(学校法人調布学園)田園調布学園大学みらいこども園
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