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免許状更新・10年教諭研究会
研 究 経 過

期日 テーマ及び内容 俯瞰図番号 人数

１ ５月18日（水）
幼稚園教育内容を深める
講師　神蔵　幸子先生（洗足こども短期大学教授）

D1－Ⅲ 91

２ ６月15日（水）
幼稚園教育内容を深める
講師　神蔵　幸子先生（洗足こども短期大学教授）

E5－Ⅲ 89

３ ９月14日（水）
からだ遊びで発達を促す
講師　石濱　加奈子先生（洗足こども短期大学准教授）

E5－Ⅱ 91

４ 10月19日（水）
日本の伝統音楽・文化を子どもたちに伝えよう
講師　長谷川　真由先生（洗足学園音楽大学講師）

E6－Ⅱ 87

５ 11月16日（水）
子どもの言葉の発達と発達に即した視聴覚教材
講師　並木　真理子先生（洗足こども短期大学准教授）

E6－Ⅲ 83

６ １月18日（水）
保育の質を高める保育者の役割
講師　佐藤　康富先生（鎌倉女子大学教授）

E9－Ⅱ 58

◆研究参加園（38園）�

川 崎ふたば幼稚園 小 田 双 葉 幼 稚 園 川 崎 頌 和 幼 稚 園 福 音 幼 稚 園
大 師 幼 稚 園 小 峰 幼 稚 園 鹿 島 田 幼 稚 園 元住吉こばと幼稚園
サ ク ラ ノ 幼 稚 園 太 陽 第 一 幼 稚 園 太 陽 第 二 幼 稚 園 宮 内 幼 稚 園
大 楽 幼 稚 園 田調布学園大学みらいこども園 諏 訪 幼 稚 園 川崎めぐみ幼稚園
た ち ば な 幼 稚 園 津 田 山 幼 稚 園 梶 ヶ 谷 幼 稚 園 川崎たまがわ幼稚園
健爽学園ゆりかご幼稚園 初 山 幼 稚 園 サレジオ学院幼稚園 さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園
ひ ば り 幼 稚 園 潮見台みどり幼稚園 宮 崎 台 幼 稚 園 菅　 幼　 稚　 園
東 菅 幼 稚 園 桐光学園みどり幼稚園 川 崎 青 葉 幼 稚 園 中 野 島 幼 稚 園
桐光学園寺尾みどり幼稚園 百合ヶ丘さくら幼稚園 柿 の 実 幼 稚 園 川 崎 青 葉 幼 稚 園
こうりんじ幼稚園 ちよがおか幼稚園
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第１回	 免許状更新講習・10年教諭研究会
月　日	 平成28年５月18日（水）
場　所	 ユニオンビル	BC
講　師	 	神蔵　幸子先生	 	

（洗足こども短期大学教授）
テーマ：幼稚園教育内容を深める
俯瞰図番号　D1－Ⅲ

（はじめに）
１．幼児教育における最近の動向
・�「子ども・子育て支援制度」の実施（2015年
度より）
　�幼稚園の認定こども園への移行／現状の幼稚
園として継続

課題　�量的な拡大が進む中での質の向上が求め
られている。

量的拡充：�保育を必要としているすべての家庭
が利用できる支援を目指す。

待機児童問題への注目：
　都市部において待機児童が減らない。（東京・
横浜・川崎）
　この為、国は既存の保育所では足りないこと
から、企業の保育所運営の参加を認め急激に増
加している。10年前に比べると2.5倍増である。
（100園程度の保育所が253園に増加）
　しかし、川崎では、この状況はあと３年くら
いで需要を満たすと予想され、各保育所は選ば
れる保育所になるための保護者へのサービスに
傾くと懸念される。

大切なことは何か？
　子供がより豊かに育っていくという保育内容
を保育者は考えていく人でなければならない。
　子どもの児童憲章など保育指針では、子ども
の最善の利益
　子どもにとって一番何がいいのか考えて保育
をするのが幼稚園や保育園でなければならない。

　どうあることが子どもを豊かにするのかとい
うことを子どもの代弁者として考えていかなけ
ればならないのが保育者である。

２．保育内容を見直す
　　※子どもたちの園生活のさまざまな要素
⑴　幼稚園教育の基本は環境を通しての教育
⑵�　自ら楽しみを見出し遊び始める活動（自発
的な活動としての遊び）
⑶�　保育者の意図的な環境構成に刺激されて、
それに主体的に取り組む活動
⑷�　子どもたちの発達課題に応じて保育者が準
備する題材による活動
⑸　全体で取り組む行事などの活動

　幼稚園に来たからこそ楽しめる環境ができて
いるのか。
　子どもたちが今日は「楽しかったね。明日は
何をしよう？」と明日へ期待できる環境（好き
な遊びや活動）が保証されているかが大切である。

幼稚園教育要領第１章総則「幼稚園教育の基本」
より重視して行うこと（抜粋）
「子どもたちの発達課題応じた活動」
３.　�幼児の発達は精神の諸側面が相互に関連

しあい多様な経過を辿って成し遂げられ
ていくものであること。

　　�また、幼児の生活経験がそれぞれ異なるこ
となどを考慮して幼児一人一人の発達課題
に即した指導を行うようにすること。

　発達の課題の特性は、ある程度の基準で「3
歳ならばこれくらいはできるかな、４歳５歳な
らこのくらいのバランスはどうか」など一人一
人の発達課題を見てあげなければならない。

園全体での行事活動
　マンネリしていないか､ 子どもたちの主体的
な取り組み方は、どのように見出せているだろ
うか。
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　また、主体性はどのように育まれていくので
あろうか、保育者自身が考える必要がある。「毎
年決まっているから」などの理由で年齢や発達
段階に関係なく、手段や方法が決まっていない
か？そのようなことを見直していかなければい
けない。
　まず、なぜ、この年齢の子どもは、何かをす
る際にこのようなやり方をしているのか理解す
る必要がある。ただ単に「前から行っているか
ら」「決まっているから」など、行っているや
り方がなぜ行われているのか、知る又は考える
べきである。
　また、園の環境を見直したときに遊びの内容
が昔とずいぶん変化してきている。
　お店屋さんごっこ遊びをおこなっているだろ
うか？
　魚屋さんや八百屋さんなどが減少した為に
「ごっこ遊び」の種類に変化が起きている。
　例えば、ファミレスや病院、メイク屋さんな
ど、昔と異なってきているので保育者も子ども
の経験、生活を踏まえてアイデアを新しく出し
ていく必要がある。
　またごっこ遊びをする際に「コンビニ屋さん
ごっこ」ならば何を用意すれば盛り上がるのか、
また「イメージが膨らみ展開しやすくなるだろ
うか」など考えて出来るとよい。

　幼稚園では、毎月様々な行事が行われている。
その中には、日常の子どもたちの遊びを中断し
てまで行われている行事が多くある。
　しかし本当にすべて必要な行事であろうか、
精査する必要があるのではないであろうか。
　例えば、幼稚園では必要とされている入園式
が保育園では無い園も少なくない。
　それはシステムの問題もあるが、その必要性
が子ども本位で考えたときに必要であるかどう
かなのである。
　つまり、各行事は「何をねらいとしているの
か」「子どもたちの何を育てたいのか」「何を目
的にしているのか」目的に応じた内容が作られ

ているのかが大事で、ねらいを見失いやすいこ
とがある。
　幼稚園の行事は保護者向けである。それは親
が保育を見られないため、保護者に理解しても
らう必要性があり、特別に上手に行うなどに走
りすぎている場合がある。
　その「上手に」が強調され、外のクラスなど
と比較し見栄えを気にするようになる。
　本来ならば行事の活動を理解してもらうこと
を怠らないようにしなければならない。
　行事に追われるのではなく、どのように行事
を保育に浸透させ活動を循環させるか、また、
子どもたちに事前に馴染んでもらうかなどの工
夫が大切である。

幼稚園教育要領第１章総則「幼稚園教育の基本」
より重視して行うこと（抜粋）
１．�幼児は安定した情緒の下で自己が十分に発

揮することにより発達に必要な経験を得て
いくものであることを考慮して、幼児の主
体的な活動を促し、幼児期にふさわしい生
活を展開されるようにすること。

２．�幼児の自発的な活動としての遊びは心身の
調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習
であることを考慮して、遊びを通しての指
導を中心として第２章に示すねらいが総合
的に達成されるようにすること。

※第２章（保育内容５領域の）「ねらいと内容」

自活的活動としての遊び
　心身の調和のとれた発達があり、実際に子ど
もが興味をもって行う遊びである。
　子どもが今獲得した能力を使って遊んでいる
ことが今最も関心事であることと言え、例えば
乳児がティッシュを箱から全部出してしまうと
いうことがあるが、そのティッシュを出す遊び
の中で、「握る・離す」という手の動作や力加
減などを学び能力を獲得する、その出来るよう
になったことを自覚して遊ぶのではなく、出来
るようになったことが面白く、遊びの中で面白
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く感じたからこそ遊び、その意欲が保育室に向
かうことで心身の発達の助長にプラスに働くこ
とから子どもの遊びが学習なのである。

お誕生日会について
・�当事者にとって歳が一つ増えたことが喜びで
ある。（自覚する）
・他の子はお友達のお誕生日を祝う
・行事を楽しむ
・お父さんお母さんにお礼を感じる
総合
・成長の節目を感じてもらう
活動
・当事者にインタビュー
・手作りの物をプレゼント
・歌を送る
・保育者の人形劇、お話など保育者の出し物

毎月行うのか
毎月違うことを行うのか

繰り返し行われることの良さとは
●�毎月行うことで、「どんなことを行うのか」
が子どもたちに知る機会になり安心感が湧く
問題点とは
●マンネリ化してつまらない

お誕生会のプレゼント（４歳児：３年保育　年
中児・11月）
事例
（１）「つまんない」の声にびっくりして
　秋の新しい歌を歌った後で、「もうすぐ11月
生まれの人のお誕生会があるから、その時に年
中組のプレゼントで歌を歌おうか」と言うと、
「えーっ」「またー」「つまんない」とおもいが
けない反応が返ってきた。

　誕生会は３歳児が落ち着くまでは４, ５歳児
だけで（3歳児は保育室で）行い、安定状態を
見極めながら、３歳児も入れて合同で行うよう

にしていた。
　また、内容も誕生月を迎えた子どもたちを祝
うことを中心に、異年齢の子どもたちとの交
流をどのような具体的な方法でもつかを検討
し、当番の保育者が前月と異なる内容を準備す
ることでマンネリ化を避けてきたつもりの保育
者にとっては、子どもたちのズレが少なからず
ショックであり、何がつまらないのか、子ども
たちはどのような誕生会を望んでいるのかを探
りたいと考えた。

保�「�あら、お誕生会はつまんないの？」「どう
して」

� 「�時々ね。だっていつも歌うたうから」
� 「�ずうっと座っているでしよ。待ってる時（次

の出し物を）もあるし」
� 「�待ってる時に隣の人とおしゃべりすると、

シーッて言われるから」
� 「�プレゼントあげられないから（当日の当番

が手渡していた）」
� 「�プレゼント決まっているから（季節の小さ

な花束）」
� 「いつもホールだから」

　などなどの声が出た。どうやら子どもたちは
“自分たちが参加するだけで、主体的に取り組
む部分がない”ことに不満を持っているらしい。

（２）子どもたちで、できるのだろうか
保「�今度はみんなで相談して決めようか？　ど

んなことをしたい？　何をプレゼントした
らお誕生日のお友だちが喜ぶと思う？」

� 「�あのね、みんなでプレゼント作るの。おも
ちゃのネックレスなんか」

� 「�お外でお誕生会するのがいい」
� 「�歌だけじゃなくて、なぞなぞやゲームもや

りたい」
� 「�お誕生日の人も“ありがとうのうた”だけ

じゃなくて何かやるの」
� 「�ホールでパーティーするのがいい」
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� 「�やっぱり、みんなでプレゼントを作るのが
いい」

� 「�だけど、ぼくたちだけであげていいのか
な？」

� 「�だって好きなことしていいって言ったか
ら、いいんだよ」

などなどの意見が出た。

保「�いっぱい、いい考えが出てきたわね。みー
んないい考えで迷っちゃう」

� 「�全部いっぺんにできないし…。先生も困っ
てしまう」

� 「�他の組の人にも相談しなければいけないこ
ともあるわね」

� 「�今度のお誕生の人は、みんなで22人なの。
もしプレゼントを作るとしたら何がいいか
しら？」

　保育者は工夫しているつもりであったが、子
どもたちから「つまらない」の声にびっくり
し、子どもたちにとっては自分で当事者に何か
してあげるのではなく、行事に出るだけの活動
になっていたのでは、また、保育者の意図が子
どもたちに伝わっていなく、子どもたちの中で
ねらいが展開されていないことが窺われる。

　そこで、みんなで相談して決めることにする。

（注意点）
・子どもたちは子どもなりに考える
・�子どもの意見は聞くが、大人は出来ることで
きないことを考える
・頭から否定はしてはいけない

　つまり、子どもたちが考えることをどれだけ
引き出せるかが大切であり、最終的に保育者が
すべて決めてしまうものではあってはならない。

　子どもの主体性と自発性ということを求めて
いるのだから、子どもから意見を引き出すこと

が重要なのである。子どもたちのアイデアや意
見が組み込まれることで思いがこもった行事と
なる。

　結果としてプレゼントを作ってあげるなど
で、大人から見ると従来と変わらないものに
なってしまったが、子どもたちにしてみると、
自分たちの意見で作られたプレゼントは全く違
う行事となった。

　大事なことは保育の中での過程であり、その
中でどんな経験をしたのか、また子ども同士が
育ちあっているのか、教師との信頼関係が築か
れるのかが大切である。子どもたち（当事者だ
けではなく）の満足感と達成感が得られた。

　運動会も同様で年に１回または２回である
為、幼稚園にとって重要な行事である為、学年
によって例年同じ競技を行うことが慣例となっ
ていることが多いが、その年度の子どもたちの
特性に配慮した新しい競技を考えることが大切
であり従来の運動会の「ねらい」を考え、見直
す必要がある。

●教育基本法
　我が国の郷土と現状について正しい理解に導
き、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた
我が国と郷土を愛する躰道を養う。

　新教育要領では幼児期の文化や郷土の大切さ
が求められている。
　幼児期から日本の伝統文化に親しみを感じる
には、伝統行事を行うだけ文化に親しみが起き
るのだろうか

　伝承遊びなどを行えばよいのであろうか、そ
うではなく自覚して行うことに意味があるので
ある。
・�子どもの発達に即した遊びの選択から伝承遊
びを選択する必要性がある
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・�遊びについて言うならば発達的なものと対応
しているのかを考える必要性がある
・�現代の生活は、伝統文化からかなり離れてき
ている
・�便利になったが伝えたい文化があるのではな
いだろうか
・また、地元に密着したものはあるだろうか
・�見た行事が自分たちの遊びに展開する場合も
ある
・料理などもそうである

　保育の質を考え直そうということは、日常を
考え、見直そうということからが出発である。
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第2回	 免許状更新講習・10年教諭研究会
月　日	 平成28年６月15日（水）
場　所	 ユニオンＡ
講　師	 	神蔵　幸子先生
	 （洗足こども短期大学教授）
テーマ：幼稚園教育内容を深める②
俯瞰図番号　E5－Ⅲ

○はじめに
・５月の演習試験の総評
Ⅰ園行事の中から
・�園全体でその行事の ｢ねらい｣ はどのような
ものと考えているか
・�行事の実施に ｢ねらい｣ のうちどのような事
が達成されるのか
・�行事に対してより発展させるために提案でき
ることは何か
運動会、発表会などの事例が多かった。
行事は、日常の保育の在り方と、どのように発
展させるかの視点を持つことが有効
教育基本法の改正を受けて、日本の伝統的文化
及び生活を教育に取り入れる試みが多数にわた
り行われている。ぜひ取り入れたい遊びは何か。
多かった内容：�遊び→伝承遊び、わらべうた遊

び等
　　　　　　　�行事→特に正月に関する内容や

遊び
　　　　　　　�生活→日常の仕事（役割分担と

して、幼児にできることを家庭で）
・�伝統的な遊びや生活が行われなくなってきて
いる→家庭と連携で行う工夫も考えてみたい
・生活そのものをしっかりしていく

⃝�『保育内容を深める』
①�子どもの発達を理解し、発達にふさわしい活
動を展開する
　�ヴィゴツキーの発達の最近接領域の考えた方
を認識する
・�子どもの活動が楽しく充実したものとなるた
めには、易し過ぎず、難し過ぎない活動が選

ばれることが必要→少し難しい・頑張ったら
できた

⑴�不可能な水準（課題として不適切なレベル）
⑵�可能な水準（手伝いがあればできるレベル）：
大人の助けがあるとできる、友だちの方法を
真似してできる。：見守っている、共感する
という言葉のきれいさ。保護者に説明する際
この言葉を選んで逃れようとしない事
⑶�完成した水準(自分一人でできるレベル)
本人の発達水準で今できる能力
・子どもの自発的な遊びの価値を再認識する

⃝ 事例：忍者ごっこ（豊田和子「演習・保育内
容総論」（株）みらい）
　�保育者が遊びを直接「指導」していないが子
どもが自分たちで楽しんでいる中に、幼稚園、
保育所でぜひ体験させたいと思う内容が含ま
れている。
　�ただし、ここに至るまでの日々の生活体験の
積み重ねである事を忘れない。環境を与えて
自由にさせておけば良いというものではな
い。同じクラス、同じ保育者と生活していて
も、そこに居る保育者がどのような視点で認
識しているかが、保育の質の違いに繋がって
いく。
→�先の行事を見通して遊びが繋げられるように
する

まとめ
義務教育及びその後の教育の基礎を培う
（学習につながっていく力＝「できる力」では
なく「分かる力」）
・�過去、糧になった経験があると、必要な時に
引き出す事ができる
EX：�魔女の帽子をつくるにはどんな形で切れ

ば良いのか等
学校：�体系的に整理されたことを伝えられる教

え方
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幼稚園：�学校とはまったく逆な考え方（様々な
視点で物事を考え生活をしている）

⃝ 文字を例に　「話し言葉」と「書き言葉」
　　　　　　　�…�「話し言葉」を育てる→しっ

かり人の話を聞いて理解する
・対面している人との相互関係の中で育つもの
・伝えたくなる感動が生活の中にある
・表現した時に共感してくれる相手がいる

　　　　　��…色々な線や形を自由に描ける
・文字は図形を用いた記号
・文字を書く＝決められた記号を表現する
３歳頃：縦線と横線を組み合わせた十字
４歳頃：�縦線と横線をより上手に組み合わせて

四角形
５歳くらい：三角形（斜め線）
� ※難易度が高く個人差が非常にある
６歳半頃：ひし形

・�全身運動を土台としながら、粘土遊びや、折
り紙など手を使う活動を十分に行う
→�結果として線や形を自由に描ける手になって
いる。

音節分解・音韻分解
「グリコ」「しりとり」「言葉集め遊び」逆さ言
葉（４歳児半くらいから）

⃝ 保育内容を深めることを目指す実践
・�詳しい、細かい計画になりすぎない（ラフで
良いという意味ではない）
⃝ 保育者が計画した活動と、子どもが自発的に
始めた活動の組み合わせの必要性
・�様々な体験させたいと考えた時、子どもの自
由な遊びだけでは経験が偏る恐れもある
・�自然発生的に始まらない活動もある（EX：
日本の伝統行事等）
・�個々に充実した時間を持てる体験、全体が集
まるからこその体験

生活と遊びの中で学習の土台となる力を育てる
・課題に集中する力
・�生活の流れを身につけ（近い）見通しを持っ
て生活する力
毎日の生活日課をきちんと確立する
・子どもが生活の流れを理解できるようにする
・毎日と違う流れになる時は前もって説明する
→�子ども自身が見通しを持ちながら、生活する
ことが本当の意味で子どもが生活の主人公に
なれるという事

子どもにとってふさわしい園での１日
・�幼児の自主的な活動と保育者の意図がバ
ランスよく絡み合っている事
・�主体的に遊びを創り出していく時間と一
斉活動の時間のバランスが取れている事

表現力の側面

技術的側面
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第3回	 免許状更新講習・10年教諭研究会
月　日	 平成28年９月14日（水）
場　所	 ユニオンＡ
講　師	 	石濱　加奈子先生
	 （洗足こども短期大学幼児教育保育科
	 准教授）
テーマ：からだ遊びで発達を促す
俯瞰図番号　E5－Ⅱ

○子どもの運動
運動→目的があってやる。見えやすい成果。
遊び→楽しい時間。見えにくい成果。
・�子どもにとっての運動は本来楽しい時間を過
ごすものである。
　�スポーツ教室の運動と遊びの運動は全く異な
るものである。
・�水分補給等は大人が配慮するものだが、運動
量は子ども自身がセーブしながら遊んでいる。
・�運動嫌いを作り出す→生涯にわたって運動習
慣が作られない。
○遊び込める子ども
・�幼児期後期…「遊戯期」「遊び時代」（E.Hエ
リクソン）
・�とことん遊ぶ時期→自発的・自由な活動・結
果でなく過程
○遊び込めない子ども
・�運動習慣が確立されない・社会性、心の発達
が未熟
・�子どもロコモティブシンドローム→運動器の
障害により要介護になるリスクが早い（大人
の症状だと言われていたが子どもにも影響し
てきている時代）
○ロコモチェック
①片足立ち５秒以上出来ない
②かかとを付けてきちんとしゃがめない
③肩が180度以上上がらない
④前屈で指先が床につかない
⑤グーパー運動で手首に問題あり

原　因
①幼児期にハイハイが少ない
②外遊びが少ない
③同じ動きのし過ぎ
④食べ過ぎ、痩せ過ぎ
⑤睡眠不足

実　践
・ロコモ体操
①�頭の後ろで手を組む→息を吐きながら肘を前
に→息を吸いながら肘を後ろに
②�腕を90度曲げて、（肩甲骨をくっつける様に
して）顔の前で力強く手を叩く（胸を開く意
識をしながら）

○小学生：色々な動作を覚えやすい時期
○中学生：持久力がつきやすい時期
○高校生：筋力がつきやすい
→�これらに対応できるのは、幼児期に運動能力
が育っている事が条件になってくる。
○幼児期運動指針
・�毎日合計60分以上楽しくからだを動かす
①�多様な動きが経験できる様に様々な遊びを取
り入れる事
②�楽しく体を動かす時間を確保する事
③�発達の特性に応じた遊びを提供する事
・留意点
①�一人ひとりの発達に応じた援助をする事
②�安全に配慮する事
③�幼児が思わず体を動かしたくなる環境構成を
工夫する事
④�家庭や地域にも情報を発信し、ともに育てる
姿勢を持てる様にすること

○�３～４歳ごろ：自分から進んで何度も繰り返
す時期
→移動系：走る、跳ねる、登る、這う、滑る等
→�バランス系：立つ・座る・寝転ぶ・起きる・
転がる
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○�４～５歳児ごろ：自分たちでルールを決め、
人との関わりをもつこと
→バランス系・移動系・操作系
→複数の動きを同時に遂行する動き
→複雑な動きを伴う遊具を用いた遊び
○�思い切り遊んだ子どもは興奮から抑制へと移
行し非常に落ち着きやすい。
○幼稚園「最近増えている」ワード
１位　ALG
２位　背中がぐにゃ
３位　すぐ疲れたという
４位　オムツがとれない・自閉傾向
⇒前頭葉機能・自律神経機能・睡眠・覚醒機能
○光・暗闇・外遊び
①�日中は太陽の光を浴びる。起きたらカーテン
を開ける。
→ホルモンバランスが整う
②外遊びを十分に
→適度に遊ぶ。ずっと動かなくてもよい。
③�コンビニ、塾等の照明は眠くならない様に
なっている
④TV、ゲーム類の明かりは強すぎる
→眠りが浅くなるため、就寝前は控える。
○健康
・�休養（睡眠・語らい・遊び）食事、運動のサ
イクルの見直し⇒特に子ども達の十分な休養
がとれていないのではないか。
　子どもにとって「遊びは休養」
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第4回	 免許状更新講習・10年教諭研究会
月　日	 平成28年10月19日（水）
場　所	 ユニオンＡ
講　師	 	長谷川　真由先生	

（洗足学園音楽大学講師）
テーマ：	日本の伝統音楽・文化を子どもたちに	

伝えよう―子どもの遊びの発見を通して―
俯瞰図番号　E6－Ⅱ

〇�地域・社会・文化で育つ子どもの自発的な遊
びと歌
・文化cultura（ラテン語）
・神の祭り
・�耕作（土地を耕す）→子どもは自分たちを変
えている

○わらべうたとは
・�子どもたちが毎日の生活の中で遊びながら歌
い継がれてきたうた。
・�流行りの歌は、一時のもの。わらべうたは長
年楽しく感じられるものである。

○日本の音楽特徴
・�「私はある文化の基本的性格を調べる時，必
ずその人々のわらべうたに注目する」（澤田
篤子）

○実践
・�「にいちゃんが―あひるの子」�
� 小泉文夫監修：絵描歌

・口唱歌（和太鼓のリズム）
・�追分（カノン）：あぶくたった・かごめかごめ
・�打ち合わせ（パートナーソング）追分（カノン）
・竹の楽器で音楽を作ろう
→音楽をつくる条件
①楽曲の構成は，序破急にする
②�わらべうた遊びまたはお祭り（太鼓のリズム
等）を必ず入れる

○まとめ
・�もともと即興演奏であったものが人から人へ
口伝えで残っていたもの。
・�わらべうたとは「育ちゆく生命力」

小泉文夫著「音楽の根源にあるもの」より
・�子どもの自発性・創造性を育てるわらべうた
遊びの力
九鬼周造著「いきの構造」より
・かっこいいと思うものが受け継がれる
・伝統は変移し続ける。
・今ここに生きている実感
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第5回	 免許状更新講習・10年教諭研究会
月　日	 平成28年11月16日（水）
場　所	 ユニオンＡ
講　師	 	並木　真理子先生	

（洗足短期大学准教授）
テーマ：子どもの言葉と発達に即した視覚教材
俯瞰図番号　E6－Ⅲ

１．幼児の言葉の発達
１－１．言葉の発達

言葉の発達

脳の機能

療育態度

聴覚の機能

知覚（認知）

発語能力

やり取りの
積み重ね　

言葉の理解

応用的関わり

２．発語能力－話し方言葉
１歳前後：発語　［特性］

・�初めて発する言葉（有意味語）
・�異なる２つ以上の子音＋母音の音節を
もつ
・�例）�「ママ」「バブ」「マンマ」「バアバ」

「ブウブ」
１歳頃～：一語文［特性］�

・�一語で色々な意味を表現する
・�例）�「わんわん」と一語発する→「わ

んわん　いた」を意味する
２歳頃～：多語文［特性］�

・�３語以上、複数の語を繋げて話す様に
なる
・�例）「わんわん　いた　おおきい　ね」

２歳後半～　
・�複数の文を繋げて話す
・理由の説明

・�例）�「から」「たら」「のに」「バアバ」�
「ブウブ」

・�質問期→好奇心が出ている時は、吸収
が良い。
・�例）「なぜ」「どうして」
・�３歳で言葉が出ていない場合、そのも
のを伝えた時、目で追っているか等で
判断の目安にすると良い。溜め込んで
いて発語として現れている可能性があ
る。

３歳頃～
・�２文を接続詞で組み合わせられる。単
文から従属文へ
・�例）「そして」「それから」「だから」

４歳頃～
・�過去、現在、未来を意識して話すよう
になる。
・�例）「�きのうね、おでかけして、おみ

やげかったの。あした、おばあ
ちゃんちにとどけるんだ」

５歳頃～
・�言葉の自覚化、音節分解、音節抽出が
できるようになる。
・�しりとり遊び、かるた遊び、言葉集め
ができるようになる。
・�例）「あか」＝「あ」と「か」

「あ」のつくもの＝「あめ」「あいす」

３．音韻と構音の発達（幼児音）
構　音
・子どもが全ての音をほぼ正確に構音できるに
は、５、６歳～就学前までかかる。
・早く獲得できるはずの構音の誤りは５、６歳
まで待たずに考える必要がある。
音　韻
・３、４歳以降で多くの語の音韻の言い誤りが
認められる場合、音韻発達に遅れがある可能
性がある。
→言葉の面で発達に遅れがある場合、早期対処
が言葉獲得が飛躍的に吸収すると言われている。
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構音の誤りの例 音韻の誤り
サ：タ、チャ、シャ 倒置：テレビ→テビレ
ツ：チュ　 脱落：コップ→オップ
カ：タ 同化：�アンパンマン→ア

ンマンマンラ：�ダ、ヤに近い音、抜け

４．言葉を育む言語的関わり

反復スタイル
・�子どもの発話を繰り返して確認したり、その
前にした質問を繰り返したりが多い。発話自
体も短く、情報量も少ない関わり方のスタイル。

精
せいち

緻化スタイル
・子どもの発話を言い換えたり、発話について
意味づけや新しい情報を足したり質問するこ
とによって、ことばの表出を促すような関わ
り方のスタイル。

５．絵本と紙芝居の特性、違い
○絵本：・�「個」に対して作られたもの→「個」

を育てる
　・１ページごとの楽しみを味わう
　・「めくる」という動作で読み合う
　・読み手が「読む」もの
　・�集団に対しては、共感や感動の共有

体験を生む
○紙芝居の特性：

　・�「集団」に対して作られたもの→「共
感の感性」を育てる

　・�連動したお話の発展を楽しむ
　・�「抜く」「差す」という動作で読み合う
　・読み手が「演じる」もの
　・戻る事は禁止

○ペープサートの特性：
　・紙芝居の原型
　・裏表の楽しさ
　・�具体的、立体的な動きで子どもたち

が理解しやすい
　・�子ども達が真似をすることで表現の

教材

○パネルシアター
　・舞台からの出入口の楽しさ
　・仕掛けの楽しさ
　・子どもが参加できる楽しさ
　・素材の組み合わせで色 な々創作が可能

※低年齢ほど少ない教材で動きを楽しむ、参加
する→イメージを伴った言葉の獲得
４、５歳児になったら自分で表現する楽しさを
→言葉を用いた表現力の向上

６．�年齢に合わせた絵本の選書と援助（環境と
読み方のポイント）

０歳～　・�言葉の音や響きやリズムを楽しみ、
変化のある色や形がはっきりしてい
る絵本

　　　　・�「触る、舐める、かじる」事に配慮
した絵本

１歳頃～・�身近な出来事が題材で、ページをめ
くると絵の変化が楽しめる絵本

　　　　　�「食べ物」「生き物」「乗り物」を中
心に

　　　　・指差し行動が楽しめる絵本
　　　　・�オノマトペ（擬声語、擬態語）を楽

しめる絵本
２歳頃～・�たくさんの会話や発見が出来、読み

手の真似をして繰り返しを楽しむ絵本
３歳頃～・単純なストーリーの絵本
　　　　・�できるようになることが嬉しい、楽

しいということに共感できる絵本
　　　　・�友だちとの出会いや遊ぶ楽しさに共

感できる絵本
４歳頃～・�友だちと一緒に掛け合いを楽しむ絵本
　　　　・�簡単なストーリーの展開を楽しめる

絵本
　　　　・�物の仕組みなどに興味が持てる絵本
５歳頃～・�空間や時間の感覚が楽しめる絵本
　　　　・�生活のユーモアやナンセンスを楽し

める絵本
　　　　・�物語性のある絵本
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○乳児にとっての絵本
・絵本が「もの」から「絵本」へ
※�三項関係：指さし画面で目を捉える→これが
できることで言葉を獲得する。また多動傾向、
自閉傾向の子どもには有効的
○２～３歳児にとっての絵本
・「個」から「集団」へ
○４～５歳児にとっての絵本
・「集団の中の個」の充実

7．子どもが絵本を手に取るとき
・�保育者の読んだ絵本を選ぶ→聞いたお話を頼
りに個で楽しさを
・絵本そのものへの興味で関わる
・他の遊びに取り入れる
・�待ち時間や不安の解消場面での気持ちの安定
をはかるものとして絵本に関わる

8．絵本設置環境ポイント
・�他の遊びに左右されず、絵本をゆったり楽し
む時間とスペース
・遊びに取り入れやすい場所に設置
・遊びの興味にあった内容の絵本の選択
・表紙が見やすく取り出しやすい環境
→子どもの状況に合わせた様々な絵本の選書

9．今後の課題
○�子どもの現状：子どもの遊びのデジタル化
→3S・・・「スピード」「スリル」「スキル」
　→�外遊び、絵本（読書）協同遊び等への興味

が希薄化
○�母親の意識の変化：絵本→読んであげるもの
から子どもが自分で読むものへ
→文字だけでの絵本、芸術性に触れる経験の不足
→想像力、コミュニケーションカの希薄化
保育者の課題
・情景が想像できる言葉のモデル
・子どもの世界を広げる関わり
・様々な絵本の選択と配置の工夫
・絵の芸術性を楽しむ感性

・色々な絵本の楽しみ方


