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第46回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成29年8月28日（月）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 松村　和子先生
	 （文京学院大学副学長）
テーマ：	『幼児教育において育みたい資質・能

力とは？』
	 　―新幼稚園教育要領に見る考え方―
俯瞰図番号　新：E1－Ⅲ　旧：E1－Ⅰ

◎オリエンテーション
○どうして教育要領は変わるのか

◎はじめに
○３法令の同時改正
・ 幼稚園、認定子ども園、保育所を幼児教育施

設と位置づける
・ 幼稚園教育要領、幼保連携型認定子ども園教

育・保育要領、保育所保育指針の整合性を図
る

・ 幼児教育のあり方、乳児期からの発達と学び
の連続性、小学校教育との接続のあり方がよ
り明確になった

○小学校以上の学習指導要領も同時改正
・ 変化の激しい社会で通用する力の基礎を育む

ために大改革

◎新しい幼稚園教育要領を見てみよう
○３つの学力
・今までなかった部分
・学力ではなく基礎を育てる
①「知識及び技能の基礎」
・ 今まで行ってきた部分で、これからも必要な

能力
②「思考力、判断力、表現力の基礎」
・ 知識や技能を発揮するために必要な能力
③「学びに向かう力、人間性等」
・ 好奇心や協同する心、自分から何かする能力

が必要

○10の育みたい資質・能力
・健康な心と体
・自立心
・協同性
・道徳性、規範意識の芽生え
・社会生活との関わり
・思考力の芽生え
・自然との関わり、生命尊重
・数量や図形、標識や文字への関心、感覚
・言葉による伝えあい
・豊かな感性と表現
○方向性
・今までの５領域と大きく変わらない
・ 到達目標ではなく、こうなって欲しいという

方向性
・ これらが育つ環境になっているか、保育者が

チェックする指針
○小学校との接続
①幼児期の学び
・具体的、個別的、特殊的
（例）６個のドングリを３つずつわける

②小学校の学び
・抽象化、一般化、普遍化
（例）３＋３＝６

○カリキュラム・マネジメント
・「全体的な計画」が多く使われている
・預かり保育、保健、安全、食育など
・子どもの何を育てたいのかを明らかにする
○主体的、対話的で深い学び
①主体的とは
・ 身のまわりの環境、積極的な働きかけ、見通

し、粘り強さ、振り返り
②対話的とは
・ 思いを表現する、相手の考えを受け入れる、

協力、深める
③深い学びとは
・ 直接的な体験、具体的な体験、試行錯誤、意

味ある生活をとらえる
○変わらないところ
・保育者と子どもの信頼関係を基にする
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・身近な環境に主体的に関わる
◎新しい教育観・子ども観
○社会の変化
・少子高齢化
・スマホの低年齢化
・コミュニケーション能力の低下等
○さまざまな領域での研究や予測
・ 2011年に小学校へ入学した子どもの65％は

今は存在しない職業に就くだろう
・ あと10年でなくなる職業（車の運転手、弁

護土、医師等）
・ 10 ～ 20年後にAIやロボットで国内労働人口

の49％が代用可能
○知識基盤社会
①知識基盤社会とは
・ 新しい知識、情報、技術が政治や経済、文化

をはじめ、社会のあらゆる領域、活動の基盤
として飛躍的に重要性を増す社会

②知識
・知識には国境がなく、グローバル化する
・知識は日進月歩、競争と技術革新
・知識の進展は旧来の枠組みの転換をともなう
③知識基盤社会で求められる教育
・ 幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判断がで

きる子どもを育てること

◎これから求められる力
○認知力と否認知力
①ペリー就学前教育計画
・ アメリカの貧困地域でも、幼児期に質の高い

教育を受けると40 ～ 50年後に社会を支える
立場になる可能性が高まる

②マシュマロテスト
・ 自制心は見通しを持つ力で、幼児期に育って

いると社会的成功率が高く、ストレス対処能
力等も高まる

◎学ぶ力のある子どもたち
○学ぶ主体としての子ども観（教育観）
①レッジョ・エミリアの子ども観

・市民としての子どもを育てる
②10か月の子どもでも観察、実行する学び手
・時計のカタログを子どもが指さす
・保育者の時計を指さす子ども
・時計の音を子どもに聞かせる
・ カタログの時計に耳をつけ音を聞こうとする

子ども
○教える対象としての子ども観（教育観）
・ 子どもは大人になる準備として教えなくては

ならない
○育てたい子ども像＝教育目標・教育課程
・子どもたちには学ぶ力がある
・社会に開かれた教育課程が大切

◎まとめ
・主体的、能動的に動ける子どもを育てる
・ 20年後、30年後に花開く子どもたちの未来

のために「今、ここで、新しく」保育をつくっ
ていくことが必要である。
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第46回	 夏期宿泊研修会
第１分科会
月　日	 平成29年8月28日（月）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 松村　和子先生
	 （	文京学院大学副学長	

文教学院大学人間学部児童発達学科・	
同大学院人間学専攻保育学コース教授）

テーマ：	『主体的・対話的で深い学びとは？』
俯瞰図番号　新：E1－Ⅲ　旧：E3－Ⅱ

１．主体的・対話的な深い学びとは何か
　非認知力に注目して、保育方法を考える

　幼稚園教育において、育みたい資質・能力（学
力の３要素）

（１）豊かな体験を通じて、感じたり、気づい
たり、わかったり、できるようになったりす
る「知識及び技能の基礎」＝認知力

（２）気づいたことや、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「思考力、判断力、表
現力等の基礎」＝応用力

（３）心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい
生活を営もうとする「学びに向かう力、人間
性等」＝非認知力

●非認知力とは
・目的を達成するために ＝好奇心・意欲・粘り

強さ・探究心・計画性・
見通す力

・他者と協力するために ＝協同する心・思いや
り・敬意

・情動を抑制するために＝自己肯定感・楽観性

参考：ベネッセ教育情報サイト

◎応用力・非認知力を育てるためには
保育方法を考えてみよう
　このような目に見えない力を育てるためには

・環境を豊かに
・たっぷりとした時間で
・主体的に関われるように
・自分の意見が言えるように
・相手も受け入れられるように
・失敗してもやり直せるように　等

◎新幼稚園教育要領第１章第４－３
　　指導計画の作成上の留意事項

（２）幼児が様々な人やものとの関わりを通し
て、多様な体験をし、心身の調和のとれた発
達を促すようにしていくこと。その際、幼児
の発達に即して主体的・対話的で深い学びが
実現するようにするとともに、心を動かされ
る体験が次の活動を生み出すことを考慮し、
１つ１つの体験が相互に結びつき、幼稚園生
活が充実するようにすること。

◎主体的・対話的な深い学びとは

・主体的とは
　周囲の環境に興味や関心を持って積極的に働
きかけ、見通しを持って粘り強く取り組み、自
らのあそびを振り返って、期待を持ちながら、
次につなげる「主体的な学び」が実現できてい
るか。
・対話的な学びとは
　他者との関わりを深める中で、自分の思いや
考えを表現し、伝え合ったり、協力したりして
自らの考えを広げ深める「対話的な学び」がで
きているか。
・深い学びとは
　直接的・具体的な体験の中で、「見方・考え
方」を働かせて対象と関わって心を動かし、幼
児なりのやりかたやペースで試行錯誤を繰り返
し、生活を意味あるものとしてとらえる「深い
学び」が実現できているか
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参考：無藤隆・汐見稔幸（2017）
幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携
型認定こども園教育・保育要領はやわかり
Book（学陽書房）

２．保育実践現場における主体的・対話的な深
い学び

討議１．自分の実践では、どのような話し合い
の場面、足掛かりがあるだろうか（バズ）

①バズからの意見
３歳→ ものや遊具の取り合いから順番を守る 

少しずつ考える機会を増やす
４歳 →ルールのある遊び（１人１人が意見を言

えるように）
譲り合い（保育者の援助が必要）

５歳 →意見を言えるようになってきているが、
まとまらない時に保育者が間に入る

②講師から（ある幼稚園での試み）
・ 誕生日（好きな食べもの）夏休み楽しかった

ことなどインタビュー
・毎日の振り返り
・生活グループの名前決め、グループ製作
・クラス名を決める、活動の順序を決める
・ お泊まり保育（お風呂、ご飯づくり、あそび）

討議２．話し合いがうまくいかない時はどのよ
うなときだろうか（バズ）

①バズからの意見
４歳 →自分のことばかり、相手のことを考えら

れない、泣いていて話が聞けない
②講師から
・ 話せない（考えていない、自信がない、内気）
・ 聞けない（よそ見、自分の意見を通したい）
・ 時間がない（指導計画の見直し）

３．主体的・対話的な深い学びを成立させるた
めに（DVDとバズ）

・ DVD「小さな哲学者たち」（2010、フランス）
監督　ジャン＝ピエール・ポッツィ

　　　ピエール・ボルジェ

討議３．話し合うことの意義は何だろう
①バズからの意見
・ ２歳からの取り組み方によって３歳児の話し

方も変化してくる
・子どもの話していることを否定していない
・ 正解のない話し合いだからこそいろいろな意

見がでる
②講師から
・ 考える→伝える→他を知る→他と向き合う→

新たな発見→自信につながる
・気づき、発見、自分のことを表現する
　対応力、コミュニケーション力

討議４．話し合いができるようになるために大
切なことは

①バズからの意見
｟個人｠
３歳→自分の意見を持つ、自信を持つ
４歳→相手のことに耳を傾ける、自信を持つ
５歳→相手のことに共感する、自信を持つ

｟集団｠
３歳→聞く
４歳→知る
５歳→相手の意見を尊重
②講師から

｟個人｠
３歳→安心して話す、自分の意志を持つ
４歳→自信を持って話す、試行錯誤
５歳→根拠を持って話す、受け止める

｟集団｠
３歳→保育者とこども、聞く
４歳→子ども同士、聞く、受け止める
５歳→子ども同士、重ねる

討議５．保育者の役割
①バズからの意見
３歳→友だちの意見を聞けるよう代弁
４歳→話を広げる
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５歳→見通しをもって話せるようにする
子どもたちのようすを見る

②講師から
３歳 →安心感のある空間づくり、違い認める、

待つ、関係性を見る（話題と内容）
４歳 、５歳→失敗あり、根拠の促し、不安を話

せる雰囲気、ファシリテーター（保育者の
求める意見ではなく）、主体的になれる環
境設定

４．主体的・対話的な深い学びとは
　　　Active learning

話し合い（対話）の意義
・多角的にものを見る視点
・可能性へ目を向ける思考＝柔軟な思考
・意見、判断の根拠を持つ →失敗してこそ気づ

けるもの
● 思考を深めるとは「考えさせる」が目的では

なく手段である。つまり「考える」過程でど
のような力を身に付けたか、活用できるのか
が大事である。

５．まとめ：学ぶ主体としての子ども観
・保育者に必要な力

　見とる力、感性、ファシリテーター技術
・子どもに育てたいこと

　自分の意志を持ち、自分の才能を自分で高
める、自分の内面を見る
　自分への信頼と自信＝自己肯定感

・ 環境を豊かに→室内・園庭ともに計画性を持っ
て

・ たっぷりとした時間で→指導計画の捉えなお
し

・ 主体的に関われるように→保育者がやらせる
のではなく

・ 自分の意見が言えるように→何を言っても受
けとめる、笑わない。

・ 相手も受け入れられるように→他人と違って
いい

・ 失敗してもやり直せるように→何度でもチャ
レンジできる
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第46回	 夏期宿泊研修会
第２分科会
月　日	 平成29年８月28日（月）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 塚越　和子先生
	 （	つかごし療育コンサルティング	

療育コンサルタント・保育士）
テーマ：『	気になる子のできることを伸ばすた

めの実際的なサポート』
俯瞰図番号　新・旧：D3－Ⅰ　C1－Ⅱ

◎はじめに
・ 全ての子どもに共通する気になる所があった

ら応援していくという統合保育という立場に
立っての話をするので、全ての子どもに共通
する。

○子どもを取り巻く環境
・幼稚園
・家庭：経済状況、親の理解や期待、性格
　　　　兄弟姉妹関係、教育方針
・地域：社会のルールのなかで生きる
・学校：勉強、集団としてのルールを学ぶ
　　　　自分らしさを出すことを学ぶ

○幼稚園では何を学ぶのか
・日常生活に必要な生活動作を身につける。

生活動作：食事、排泄、更衣、入浴、清潔
・段取りを学ぶ。
・生活リズムを整える。
・生活動作で体や知能を活用し育つ。
・ 親以外の大人と一緒に何かをすることを楽し

いと感じる。
→ 決められたルールのなかで、やり方を学び、

必要な時に助けを求める。
・自分以外の子どもを知る。
・ 自分と他児の考えは違うかもしれないという

ことに気づく。
→相手の気持ちを想像する。

○みんなが成長する６つの環境
①クラスの約束がわかりやすい
→何がダメなのか、何をすればよいか明確
例）走らない：椅子に座ってください。
②間違えてもよく、そこから学べる
→試行錯誤の大切さを保育者が知っている

どうすればうまくいくか教えてもらう。
③ わからない、やりたくない、と気持ちを伝え

る。
④ できないときには周りの人から助けを借りる

ことの大切さを保育者が知っている。
→周囲の人に助けてもらうスキルも学べる。
⑤成功体験が沢山できる。
⑥選択でき、ほめて認める。

○視覚支援について
・誰にでも出来る環境づくり
・ 言葉を理解できなくても、話せなくてもわか

る。
・分かる＝安心できる
・分かる＝緊張しなくてよい
・生活していくなかでその環境を楽しみやすい
※ 誰のためにあるのか？→全ての人のためにあ

る。

○クラスで使える視覚支援
・保育者が実際に行う（モデリング）
・指差し
・印、マーク、線
　相手の人に言葉を使わずに指差しだけを使
い、行って欲しいことを伝えてみるとよい。

○継続的に支援する
継続支援した後・・
・子どものようすに変化がある→継続支援
・子どものようすがあまり変化しない時
→ より丁寧な支援の継続、保護者との面談＋専

門機関の受診と支援が必要である。
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○支援を必要としている子どもたちとは
・ 子どもが成長過程で教えられなくても、自然

に身に付く力（能力、技能、知識）のいくつ
かにおいて、あえて時間を取って教える必要
がある。

○何故そのように捉えるのか
・ 障がいを持っているかどうかに関わらず、困っ

た行動や苦手な特徴があれば、必要に応じて
サポートした方が子どものためになるからで
ある（発達障害者支援法より）

・ 子どもの行動は環境や対応によって変化する。
特に低年齢の子どもたちは、発達期に問題が
明らかな時、対応によっては障がいが目立た
なくなる。

※統合保育へのとびら参照

○子どもに寄り添う言葉とは
・適切な行動を学ぶ環境で使う言葉とは
→具体的、短い、わかりやすい
・保育者が避けたい言葉
→ しっかり、ちゃんと、きちんと、がんばって、

ていねいに
※ 保育者がやって見せたり具体的に伝えること

が大切である。
例） ちゃんと洗ってね：○○を綺麗に洗ってね

等

○具体的か言い換えてみる
禁止、否定語
・「ダメ］→「～してみよう」
・「やめなさい」→「～して遊ぼう」
命令、強制語
・「ちゃんと○○しなさい」→「～にしよう」
おどし語
・ 「○○しないと××しないわよ」
→ 「○○してから××しようね」
感情語
・「やめて！」「先生なんて言った！」
→［それは○○だからやめて欲しい」

○ 子どもを認める声かけは子どもたちの社会性
を育る

・できていることに注目する。
・小さなプラスの変化を見逃さず伝える。
・友だちのよさを見つけて伝える。
・間違いを認めるクラスづくり。

○保育者がやってはいけないこと
・感情的な言い方や対応をする。
・できないことを注意する。
・大人の立場で指示や話をする。
・できて当たり前と思う。
・言葉のみでわからせようとする。

○子どものタイプによって対応を工夫する。
・落ち着きがない、興奮しやすい。
・不器用さがあり、運動が苫手。
・敏感や、鈍感なところがある。

《落ち着きがない子どもたち》

・注意欠陥多動症（ADHD）
・親の育て方が原因ではない。
・親のどちらかが同し特徴を持つことが多い。
・最近は研究も進み、効果のある薬がある。

（子どもの視点から行動の説明）
・考えてから行動できない。
・何をすべきかわからない。
・集中し続けるコントロール力が弱い等

（関わり方）
・ 廊下や外が見えないようにカーテンを閉める。
・ 興奮し始めたらその場から刺激の少ない場所

へ移動する。
・ 部屋のなかに気持ちをコントロールする場所

をつくる。
※統合保育へのとびら参照

《不器用さがあり、運動が苫手な子どもたち》
・スプーン等が使えず食べこぼす。



－ 98 －

夏期宿泊研修会

・物を落とす、転ぶ、ぶつかる。
・身支度等時間がかかる。
・姿勢を保てず、机にもたれかかる。
・体操やダンスに参加したがらない。

（こどもの視点から行動の説明）
・ 何をするか理解しているが、うまくできない。
・ 何故みんなのようにできないのかわからない。
・何度やってもできないのでやりたくない。

原因
・ 生活環境の乏しさ、体や指先を使った遊びの

少なさ。
・ 子どもが自分の体について知り、自由に動か

せる機会の少なさ。
・大人も正しく道具を使える人が少ない。

（関わり方）
・遊びながら苦手意識を軽減する。
・遊びながら力をつける。

《敏感さと鈍感さによる気になるようす》
・運動会のピストル、風船の割れる音。
・花火や応援の太鼓。
・体育館やホール内の声。
・寒暖差。
・痛み、濡れていても平気。
・掻き壊しがひどい等。

（子どもの視点から行動の説明）
・色々な情報が脳に届く。
・うまく交通整理ができない。
・感覚が過剰になる。
・うまく届かない。
・混乱し、適応できなくなる。

（関わり方）
・色々な触る経験をしてみる。
→ 粘土、ダンゴ作り、箱の中のもをさわってみ

る等

○偏食について
・食べない原因を考える。
・スモールステップで取り組む。
・強制しない。
・変化を少なくする。
・少しでもできたら、ほめる。
※ 子どもの立場になって考えていくことが大切

である。
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第46回	 夏期宿泊研修会
第３分科会
月　日	 平成29年８月28日（月）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 宮地　敏子先生
	 （児童文学者・大妻女子大学講師）
テーマ：「	多文化共生社会に育つ子どもと絵本」
俯瞰図番号　新：A4－Ⅰ　旧：E6－Ⅲ

◎多文化共生社会とは
○ 国籍や民族が異なる人が対等な関係を築き、

認め合い支え合いながら共に生きていく社会
○ 私たちが住んでいる川崎市は多文化共生社会

となっている

◎自己肯定感と共（響）感
○ 多文化共生社会を作っていくには自己肯定感

を持ち、共（響）感することが大切

○『６つになった』　A. A. ミルンより
・ １つのときにはなにもかもはじめてだった

２つのときはぼくはまるっきりしんまいだった
３つのときぼくはやっとぼくになった
４つのときぼくはおおきくなりたかった
５つのときにはなにからなにまでおもしろ
かった
今６つでぼくはありったけおりこうです
だから、いつまでも６つでいたいとぼくは思
います（「母と子の詩集」周郷博）

○『児童精神科医の現場報告』
・ 自尊感情が高い子どもは情緒が安定し責任感

がある、社会的適応能力が高い、成績も良い、
他の子どもたちや保育者とのトラブルが少な
い、社会規範をよく守る、授業態度が良くク
ラスのまとめ役の行動をとるなどの特徴がみ
られると指摘されている。さらに重要な指摘
は、逆境に強いことである。いじめに屈する
ことも少なく、他人の目を気にしない、失敗
に動じない、悪い仲間の誘いを断り、「いやだ」

と拒否することができるなどといった報告が
ある（古荘純一）

○ 『人生に必要な知識はすべて幼稚園の砂場で
学んだ』ロバート・フルガムより

・ 何でもみんなで分け合うこと、ずるをしない
こと、人をぶたないこと、使ったものはかな
らずもとのところに戻すこと、ちらかしたら
自分で後片づけをすること、人のものに手を
出さないこと、誰かを傷つけたら「ごめんな
さい」と言うこと、食事の前には手を洗うこ
と、トイレに行ったらちゃんと水を流すこ
と、焼きたてのクッキーと冷たいミルは体に
いい、釣り合いの取れた生活をすること…毎
日少し勉強し少し考え少し絵を描き歌を歌い
踊り遊びそして少し働くこと、毎日かならず
昼寝をすること、おもてに出るときは車に気
をつけ手をつないではなればなれにならない
ようにすること、不思議だなと思う気持ちを
大切にすること、発泡スチロールのカップに
まいた小さな種のことを忘れないように、種
から芽が出て根が伸びて草花が育つ、どうし
てそんなことが起きるのか本当のことは誰も
しらない、でも人間だっておんなじだ、金魚
もハムスターも二十日鼠も発泡スチロール
のカップにまいた小さな種さえもいつかは
死ぬ、人間も死から逃れることはできない、
ディックとジェーンを主人公にした子どもの
本で最初に覚えた言葉を思い出そう、何より
も大切な意味を持つ言葉、「見てごらん」

（池央耿　訳）

○ 『フレデリック』ちょっとかわったのねずみ
のはなし

・ フレデリックは個性的で想像力豊かで自分の
意見をしっかり言える、変わっている性格を
野ねずみたちが認めてくれている所に注目し
てほしい物語
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○柴田愛子さんのエッセイ
・ 大人はきちんと言葉でわかりたい欲求を優先

して子どもの気持ちを萎ねさせてしまう、私
たちが失ってしまった素敵な感性や能力を子
どもたちは持っていると思いませんかと問い
掛けている

◎『やぁ、ともだち！』ごっこ
…ともだち　はじめの一歩…

○ 絵本を読み合う（作者と対話する、自分と対
話する、人と対話する）

・２人組になり、ロールプレイする
左の子どもはどんな子ども→明るい、元気、
陽気、積極的、友だちが沢山いそう
右の子どもはどんな子ども→内気、静か、地
味、暗い

・ 子どもたちの気持ちの動き
最初は自信がなさそうだったが「きみがとも
だち」と言えた時に元気になっていた

○30の言葉で作られた絵本から伝わること
・短い言葉で友だちになれる

◎家族の絵本、友だちの絵本
（自己肯定感、共感を育てるのに力になる絵本）
○絵本の選書について
・ 絵本は「感性」を高めるとはどういうことか。

絵本は子どもの生来もつ「生きる力」を「豊
かに」「無意識に」全面的に支える

○選書の柱を考える
・鏡の絵本→自己肯定感＝共感／響感を育む
・ 扉の絵本→知識を拓く（子どもの好奇心に寄

り添う）
・昔話絵本→知恵を伝える

○家族の絵本
・ 母子関係→こすずめのぼうけん、ちいさなピッ

ポ、ぼくおかあさんのこと…、おこりんぼマ
マ、いい子ってどんなこ？、かあさんのいす、
ぼくはおこった、ぼくにげちゃうよ、まって、

はやくはやくっていわないで、おんぶかこり
ごり

・ 父子関係→パパ、お月さまとって！、もりの
なか、ねぇとうさん、おまえうまそうだな、
おとうさんのえほん、おりょうりとうさん、
だるまちゃんとてんぐちゃん、おやすみなさ
いフランシス

・ 兄弟姉妹関係→ピーターのいす、おてんばシー
ラ、フランシスのいえで、おねえさんといも
うと、まっくろネリノ、はじめてのおつかい、
ティッチ、いもうとのにゅういん、あさえと
ちいさいいもうと、ちょっとだけ、わたしの
いもうと

・ 祖父母孫、高齢者と子ども関係→モチモチの
木、ちさとじいたん、よあけ、チキン・サン
デー、おじいちゃんと森へ、マールとおばあ
ちゃん、ぶたばあちゃん、おじいちゃんがお
ばけになったわけ、もったいないばあさん、
おさるはおさる、だいじょうぶ、ルピナスさ
ん、ねこのごんごん

・家族→14ひきのひっこしシリーズ、
からすのパンやさんシリーズ

・ 保育者と園児・生徒の関わり、地域の人々→
おしいれのぼうけん、ペレのあたらしいふく、
ちびゴリラのちびちび、わたしはあかねこ

・ 直接的に＜自分＞を模索する絵本→ALDO、
じぶんだけのいろ、ラチとらいおん、だいす
きがいっぱい、ぼくだけぼくだよ、しろねこ
くろねこ、ストライプ、ウルスリのすず、ウィ
ズレーの国、百万回生きたねこ、オパールひ
とりぼっち、ぼくのニセモノをつくるには、
りんごかもしれない

・ ともだちの絵本→コッコさんのともだち、こ
んとあき、とんことり、そらまめくんのベッ
ド、くれよんのくろくん、あおくんときいろ
ちゃん、ふたりはともだち、ふたりはいつも、
きみなんかだいきらいだ、ともだちくるかな、
ともだち、ごめんねともだち、しんせつなと
もだち、みんなともだち、けんかのきもち、
ないたあかおに、いつもいっしょに、ぽんた
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のじどうはんばいき、ともだちほしいなおお
かみくん、そのこ、ルラルさんのにわ、とも
だちのしるしだよ、オットー、なまえをうば
われたなかまたち、しらんぷり、どんなにき
みがすきだかあててごらん、トゥートとパド
ル…ふたりのすてきな12か月

○ ４月・５月・６月・７月に読んだ本を書いて
貼る

◎バズディスカッション
（２人組で記憶に残る絵本を書き、紹介し合う）
・ 昔話（落語、ももたろう）を選んでいて、共

通点があり驚いた
・ どろだんご作りなど説明の本を読んでいて、

共通点が見つけられ嬉しかった
・ 知っている絵本があり、エピソードを聞くこ

とができ良かった
・ 知らない内容のものを知ることができ、読ん

でみたいと思えるものが見つかった
・ 同じ作者の絵本を選んでいて共感し合えた

◎多文化共生社会に育つ
○ 絵本を子どもと共に大人が読み合う時空は世

界の人々に寄り添い、向き合い、対話する豊
かな文化を創る。

○ 絵本は無意識に働きかけ、普遍性と多様性へ
の感性を磨く体験が絵本の読みを深める。



－ 102 －

夏期宿泊研修会

第46回	 夏期宿泊研修会
第４分科会
月　日	 平成29年８月28日（月）
場　所	 神奈川県立城山公園
講　師	 神田　浩行先生

（一般社団法人　くすのき自然クラブ代表）
テーマ：『	公園あそび実践と幼稚園の環境教育

（入門編）』
俯瞰図番号　新・旧：E4－Ⅱ

○環境教育とは・・・ 子どもたちの未来のため
の教育

　　　　　　　　　　つながり教育
○自然あそびと環境教育の９つのポイント
１． 自然を伝える　飼育栽培のほかに自然のあ

そびをやろう！
　　 子どもの育ちのためであると同時に、自然

の姿・性質を伝え子どもの将来のための教
育。

２． いろいろな自然（動植物、事象）に触れる・
素材にする（自然の多様さ）

　　 草花や虫だけではなく、空も風も石も土も
大事な素材。色や形もあそびの素材になる。
身近な自然も大切に！

３．つながりを大切に
　　 生き物同士のつながり（食う食われる・す

みか）を感じる。
４． 生き物の生きる力（子孫を残す力）を感じ

る（生命）
５． 探す・集める・くらべる・競う・想像する・

つくる（あらわす）
　　 あそびかたは、「探す」、「あつめる」から

はじめて、いろいろなバリエーションヘと
広げる。一番重要な事は「楽しむこと」。

６．続ける
　　 月を変えて、季節を変えて、旬や変化を大

切に
７．下見をしっかりしよう
　　 公園での下見は、ルートや集合場所、トイ

レの場所だけじゃなくて自然の様子も必ず

チェックしよう！
８．自然あそびは「発見」を大切に
　　 名前は何？よりも興味やおもしろい！と思

わせる、「！」という発見を大切に。
　　「発見したものは身につく。」
９．感受性をたかめる
　　センス・オブ・ワンダー
　　 「 子どもといっしょに自然を探検するとい

うことは、まわりのものに対するあなた
自身の感受性にみがきをかけるというこ
とです。」

　　感受性に磨きをかけよう！
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第46回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成29年８月29日（火）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 新沢　としひこ先生
　　	 （シンガーソングライター）
テーマ:	「今日がはじめの１歩」です
　　　	 　―子どもの世界を彩る３つの魔法―
俯瞰図番号　新：B3－Ⅰ　旧：E6－Ⅰ

♪世界中のこどもたちが
　　作詞　新沢　としひこ
　　作曲　中川　ひろたか
　この曲を作ってから30年がたった。まだ生
まれていなかったという方や、子どもの時に
歌ったという方もいるのではないか。自分でつ
くった曲のなかでは一番広く歌われていると思
う。
♪パレード　パレード
　　作詞・作曲　新沢　としひこ
♪もりもりマッチョ（あそびうたぎゅぎゅっ !）
　　作詞　森　麻美
　　作曲　新沢　としひこ
　ボディビルダーのような振付なので、運動会
のお父さんの競技の前にやるのもおもしろい。
力を入れる、抜く、体を固くする、やわらかく
するなど差があったほうがよい。力を込めると
体温が上がり細胞が活性化される。自分の体の
内側から燃焼して毒素を出すことはよいことで
ある。
♪あなたに会ってうれしい
・二人組で握手をする。
　 　相手の手のべたべた、かさかさ、力強い、

冷たいなどの感触がわかる。
・二人組で見つめあう。
・ 手話で自己紹介をする。手話は右利き左利き

などやりやすい手でやるとよい。
♪ギュギュギュツテレパシー
　　　　　　　　（あそびうたぎゅぎゅっ ! ）
　　作詞　川崎　やすひこ

　　作曲　山田　リイコ
　友だちとつないだ手に力を入れる回数を決
め、テレパシーで相手に送るあそびうた。
♪今夜はハロウィンナイト
　　　　　　　（あそびうたギュギュツ!）
　　作詞　川崎　やすひこ
　　作曲　新沢　としひこ
　幼稚園の行事はいろいろあるが、ハロウィン
は子どもたち自身が変装して参加できるので楽
しい。ゾンビは力を抜いて、首を横にして、目
を合わせず、口を半開きにするとなりきれる。
手をつないで横に歩いたり、怖い顔でポーズを
決めたりするのも楽しい。衣装も包帯のぐるぐ
る巻きや長いスカートなどいろいろでよい。
♪ド・ス・コ・イ（あそびうたぴよぴよ）
　　作詞　森　麻美
　　作曲　新沢　としひこ
　しこを踏むような振付。しこを踏むには重心
をさげる。そのことで､ 股関節を開き、太もも
に力が入る。すると、血流がよくなる。
♪にじいろ日記（さくらＳＯＮＧ２）
　　作詞・作曲　新沢　としひこ
　50曲以上卒園ソングをつくっているが、『さ
くらＳＯＮＧ２』というCDを出すことで作っ
た曲。子どもたちの個性を色で例えると、いろ
いろな色で虹のようだ。どの色がきれいではな
くみんなそれぞれである。そんな子どもたちと
の日々の生活は日記のようで「にじいろ日記」
という曲をつくった。
♪雨あがり
シャボン玉の歌と一緒に歌える。
♪はらぺこあおむし
　絵本と歌
♪ともだちになるために
　　作詞　新沢　としひこ
　　作曲　中川　ひろたか
♪バナナくんたいそう
　　作詞・作曲　新沢　としひこ
　子どもたらが大好きな曲
♪世界一のピース
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　　作詞・作曲　新沢　としひこ
　集合写真をとりやすくする体操
♪さよならぼくのほいくえん（ようちえん）
　　作詞　新沢　としひこ
　　作曲　島筒　英夫
　７年前にこの曲をもとにドラマがつくられ
た。
♪はじめの一歩
　　作詞　新沢　としひこ
　　作曲　中川　ひろたか
♪にじ
　　作詞　新沢　としひこ
　　作曲　中川　ひろたか




