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第45回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成28年8月25日（木）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 小泉　裕子先生
	 （鎌倉女子大学児童学部児童学科教授）
テーマ：	幼稚園教諭の保育者アイデンティティ
	 ～『保育者になっていく私』と向き合って～
俯瞰図番号　新B2－Ⅰ　旧B1－Ⅰ

◎オリエンテーション
⃝�保育者がどのように育っていくか
・経験が必要で、最初はたくさん悩む
・保育者は何をやっても研修になる
例）�花を見る、絵画を見る、歌う、勉強する、

スポーツをする
→感性が磨かれ、専門性が高まっていく

◎ファースト・ステージ・クライシス
⃝ 原因
①園の文化・特色をなかなか消化できない
②子どもへの対応（経験による不安）
③ストレス
⃝ 初任保育者の１学期
・意欲と戸惑いのせめぎあい
・�保護者のうわさや、まわりの目を自分の中で
気にしてしまう
・向いていないのかもしれないと考える
⃝ ファースト・ステージ・クライシスは誰にで
もあることで、必ず乗り越えられる

◎エリクソンの自我の発達段階モデル
・20代はアイデンティティの確立
・青年期の達成課題

◎目本の保育者アイデンティティ研究
⃝ 実習先の受容モデルとの出会い
・子どもが憧れる保育者は実習生も憧れる
・�実習生が「私もあんな保育者になりたい」と
思い「私は保育者になる（保育者アイデンティ

ティ）」を獲得する
⃝ アイデンティティは保育者の働きがいと関連
している
⃝ 男性保育者について
・�男性保育者は最初、性別を意識した保育を行
うことが多い
・�女性保育者は性別を意識した保育を行うこと
は少ない
・�保育者アイデンティティの高まりとともに男
女とも「発達を促す保育」を自覚する

◎保育者アイデンティティ
⃝ プレ保育者アイデンティティ
・�実習生（プレ保育者）にとって実習は分かれ
道。モデルとなる保育者との出会いがあると
就職を決める。
・�保育者となり１、２年目は仕事を知る時期。
そのため、初任の保育者は実習生と同じ段階
にいる可能性が高い。
⃝ １年かけて成長する初任保育者
①Ｉ期（４月～６月）不安
・保育全般への不安が多い
・ほかを見る余裕がない
・周囲の期待の大きさが不安
・先輩が声をかけてくれる
②Ⅱ期（７月～９月）少しずつ充実
・暑さで体力を消耗し、疲れが取れない
・自信が持てない
・�子どもが自分を頼りにしていると感じるよう
になる
③Ⅲ期（10月～ 12月）悩み
・行事が多く大変
・保育技術のなさを感じる
・保育者として向いているか悩む
④Ⅳ期（１月～３月）充実
・感染症の対応が大変
・見通しが持てるようになってきた
・保育の楽しさを感じる
・子どもの成長を感じ嬉しい
⃝ 保育者アイデンティティの成長プロセス
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・ほとんどの人が上記①～④を体験する
・�不安や悩みは必ずやってくるが、向き合うこ
とで成長する
・�保育者アイデンティティの形成＝専門家とし
ての保育者

◎キャリアの違う２人の担任
⃝ 事例１）８年目保育者と初任保育者
・�３歳児クラスの５月、母の日のプレゼント作
り（似顔絵）
・�８年目保育者の主張：親が心配するから、差
が少ないようなものを作るべき
・�初任保育者の主張：差が出ても子どもの個性
を尊重するべき
・答えがない事例で、どう解決するべきか
・�事前に内容、方法などの指導方針を共有して
おく
・�８年目の保育者は子どもの発達段階、保護者
との関係に触れて助言する
・�初任保育者の意見は、保育を振り返りのきっ
かけにする
・�子どもの個性尊重、自尊心の育ち、作品を評
価する望ましい視点を園全体で共有する
⃝ 事例２）３年目保育者と初任保育者
・�１歳児クラスで３年目保育者は０歳児からの
持ち上がりで子どもがなついていた
・�３年目保育者が常に主導し、初任保育者に子
どもがなつかないと悩む
・�保育者アイデンティティを取り戻すきっかけ
は子どもの成長が見えたとき
・�子どもの「できた」を共有したとき、保育者
としての自分を実感できる

◎保育者アイデンティティを高める
⃝ 保育を振り返る習慣
・「いいね」の瞬間をたくさん見る
・�子どもの成長の「見える化」するために保育
を振り返る習慣を定着させる
⃝ 子どもの何をどのように振り返るのか
・すべての子どもは成長できる

・�今はできていないけれど、これからできるこ
とを見逃さない
・�発達・学びの概念を共有するためのラーニン
グ・ストーリー
⃝ ラーニング・ストーリー
・現場にいない人でもわかる
・子どものいい所を探す
・子どもの成長を見る＝発達・学びをとらえる
①学びをとらえる
②話し合う
③記録を作る
④次にどうするか判断する

◎まとめ
⃝ 子どもの成長の「見える化」は保育者を成長
させる



－ 109 －

夏期宿泊研修会

第45回	 夏期宿泊研修会
第１分科会
月　日	 平成28年8月25日（木）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 小泉　裕子先生
	 （鎌倉女子大学	児童学部児童学科教授）
テーマ：	事例と向き合う１学期の振り返り
	 「良かった事例、困った事例の自己評価」
俯瞰図番号　新旧E7－Ⅰ

◎１学期の振り返り＝保育の自己評価
⃝ 子どもの発達の振り返りをしているか？
　記録をとっているか？全体に質問する
⃝ 保育日誌にはどのようなことを書いているか？
・クラスで起こったこと
・保育でできなかったこと
・子ども、クラスの成長した所
・自分のうれしかったこと
・来年担任を持った時に困らないような内容
・制作導入の流れなど
⃝ 振り返りの方法は多様にある

◎～思い出に浸るだけの振り返りではない～
　幼稚園教諭の自己評価
⃝ 幼稚園における自己評価とは幼児を他の幼児
と比較して優劣をつけ評定することではない
⃝ 保育の中で幼児がどのように変容しているか
を捉え、そのような姿が生み出された状況に
ついて適切かどうか検討し、保育をよりよい
ものに改善するための手がかりを求めること
である

◎自己評価の方法（PDCAサイクル）
⃝ Plan→幼児の姿に合ったねらいや内容の確定
⃝ Do→�ねらい・内容に基づいて環境を構成し、

幼児と関わり活動に展開する
⃝ Check→�幼児と関わり理解を深めながら、そ

の指導は適切だったのか、環境はよ
かったのかを評価（自己評価）する

⃝ Action→�幼児の発達に必要な経験を得られ

るように適切な援助と改善を行う

◎幼稚園における自己評価の手順
［ステップ１］
⃝ 園の教育目標、教育課程におけるねらいを念
頭に置き、日々の保育を自己評価する

［ポイント］
・�チェックは個々の主観で行う�
（振り返り、気づくために行うことを周知する）
・�自園で大切にしていることは何かを話し合う
（チェック項目を選定し、職員で周知する）

［ステップ２］
⃝ 自己評価で気づいたことを話し合う
⃝ 課題や良い点などを出し合い、認め合う
⃝ 課題で共通するものは園全体の課題とする
［ポイント］
・�経験の浅い保育者は、その保育者の視点に寄
り添った振り返りを心掛ける
　取り組む課題も具体的に話し合う
・�反省の羅列で終わらせない
　�良い評価や新たな取り組みの中で継続してい
きたいことを課題として捉える

［ステップ３］
⃝ 園長のリーダーシップのもと、主任を交えて
行う
⃝ 振り返りをもとに今年度の達成状況などを話
し合う

［ポイント］
・�園長として自ら振り返り、その結果を踏まえ
ながら、園全体で話し合う
・�園長は園の理念や保護者との懇談、アンケー
ト結果などを踏まえ、教育と運営の両面を考
え、重点的に取り組む課題を決定する

◎保育者の自己評価の現状
⃝ 自己評価をする際、保育者が大切にしている
ところは？と聞くと
・�子どもの気持ちを思って保育をしているか、
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自分の感情的な保育指導を反省していると答
える方が多かった
（�子どもの心と動きを配慮し、情緒的な面を心
配していた）
⃝ 問題点として
・定期的・継続的に行う難しさがある
・自分の行った評価方法に自信が持てない
・園全体の評価に貢献できるか不安に感じる
・�子どもの発達上の過程が具体的に見えるよう
な自分の記録になっているか不安に感じている

◎保育を面白くする自己評価
・�誰かに評価されるからではなく、明日のより
よい保育のためと考える
・�幼児教育の専門家として自分の保育を意識し
て振り返る
・�自分の保育と向き合う、よりよい保育をして
いきたいという目標を持つことで自己評価が
成立する

［スナップ写真による自己評価法］
⃝ ラーニング・ストーリーが世界で注目されて
いる
⃝ 親・子ども・保育者が共感するラーニング・
ストーリーの活用
①関心を持っている場面
②一定時間集中している場面
③今までと違って、試行錯誤している活動場面
④他者とコミュニケーションを図っている場面
⑤自分の責任で遊んでいる場面
・�５つのポイントをしぼって記録をとる
　�（写真を撮る）
⃝ 「喜びの体験」良かった事例や「戸惑いの体
験」や困った事例を振り返る

◎バズディスカッション
⃝ 喜びの体験を話し合い、写真を見ながら発表
した。

◎発表

◎２枚の写真から書ける「学びと発達の記録」
⃝ 仲間入りしたいけれど、言葉で表現できない
子が、周りの子の声掛けにより、仲間と同じ
遊びを共有することができた場面。
→�発達段階で、言葉で表現できず、仲間に入れ
ないネガティブな写真のように感じるが、良
いことばかりでない記録を残しておくことも
大切である。

◎ビデオで振り返る方法
事例→�初任保育者A先生とクラスの子どもとの

保育中の関わり（部屋の中で水遊びをし
ている）

　　・�保育者の話を聞いていない子がいたが、
話を進めていた

　　・�なぜ水遊びをしてはいけないか、個別に
伝えていなかった（目線が合っていない）

⃝ 経験の浅い保育者のビデオを見る時は、保育
者の視点に立って意見を言う
（相手の良い所を見つける）
　　・クラス全体で話す場を作ったこと
　　・ダメなことをしっかり伝えていたこと
　　・一緒に片付けようと誘ったこと
　　・感情的にならず、伝えていたこと
　　・個別に寄り添おうとしていたこと
　　・�他の子がフォローしている姿を見て、他

の子のよい部分を引き出していることが
良かった

⃝ 写真・ビデオを見ることで、ネガティブな部
分が見えてしまうが、逆によい所を見つける
ための１つの資料として発想の転換をする
⃝ みんなで学び合おうとすることを大切にする
と良い振り返りになる
⃝ 子どもの発達で良いと思うことは皆共通して
いるので、写真などを活用することでどうい
う子どもの育ちを目指すのかの信号になる

「不安の中にも喜びが溢れる瞬間を探そう」
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第45回	 夏期宿泊研修会
第２分科会
月　日	 平成28年８月25日（木）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 松鹿　光先生（臨床発達心理士）
テーマ：『	障がいのある子どもと向き合う	

　～発達障がいを理解しよう～』
俯瞰図番号　新・旧D3－I

○先生の自己紹介
　今年度より幼稚園協会の相談員をしている。

○�幼稚園協会の相談にどのような相談利用があ
るのか
・言葉の遅れ
・人との関わりが苦手
・言葉の指示が入りにくい
・行動が激しい
・既に療育に通っているが、相談にのる等
→�書面によるFAXのやり取り以外に巡回相談も
行える
※�保育者は家庭の様子、保護者は園の様子が分
かり多面的に知ることができる。

≪発達障がいの種類≫
・ADHD（注意欠陥・多動性障がい）
・LD（学習障がい）
・ASD（自閉症スペクトラム）

☆�最近ではボーダーと言われる子どもが増えて
いる。
→�障がいの特性だけにとらわれず、IQと障害
の両面で考える必要がある。

≪発達障がいの定義≫
ICD-10
WHOによる『疾病及び関連保健問題の国際統
計分類』

DSM-5
アメリカの精神医学会による『精神障がい／疾
患の診断・統計マニュアル』
・行動だけで判断しない
→�動きが大きい子どもが必ずしもADHDでは
ない。（知的にゆっくりな場合も同じ状態に
なる）

≪ASDの特徴≫
①　コミュニケーション（言葉）
②　社会性（人とのやりとり）
③　想像力（こだわり）
④　感覚の過敏性

―背景として考えられる事―
・言いたい事が伝わらない
・相手の言っている事が分からない
・騒音
・いつもと違う予定
・どこで何をすれば良いか解らない
・暑さ寒さ
・疲労
・したい事を止められた
・刺激が多い
・いつも叱られてばかり
・感覚刺激の過敏さ　　等
※�氷山モデルによる理解
→�水面下で起こっている行動を理解する事が大
切である。

☆�様々な事が重なり合っているケースが多いた
め、１つの診断に特定できない事がある。
☆�身体障害の可能性も考えておく事が必要。

≪その他の発達障がい≫
・チック障がい
・吃音
・発達協調性障害（不器用、運動音痴）
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≪子どもの精神や行動の問題が生じる背景の原因≫
①　子どもが持っている素質､ 発達障がい等
②　発育環境
③　学校、幼稚園、集団生活での社会との関係
④　偶然に起こる出来事や出会い

≪問題行動の理由≫
―表面に見える事―
①　やっていい事悪い事の区別がついていない
②　自分に気持ちを向けさせる
③　発達障がい

≪行動の意昧を考える≫
→つまづいている事は何か？
①　状況の理解（受信）
②　行動の選択（処理）
③　実際の行動（送信）

☆実際の子どもの姿から考えてみる。
・目に見えている子どもの状態
・具体的な場面　例）気に入らない×
　　　　　　　　　　物を取られたとき○
・前後の原因となるもの
・�所見：発達障がいの特性と考えられるもの�
（原因を当てはめてみる）

○まとめ
　発達障がいのある方の支援　※資料参照

・�その子どもが心地よく過ごせるように嫌がる
事は回避する
・細かい手順を伝える
・１つひとつ指示を出す
・�視覚的提示：その子だけでなく他児にも良い
事もある
・�構造化：状況を理解しやすく適応しやすくす
るための本人の特性に合わせた環境の側の工夫

☆�発達障害支援の基本的な考え方�
（ギルバーグ、2003）

・�境目をどうするかではなく、ここはこうだか
ら、どうしていこうか、互いに相談して繋げ
て、その子どもの理解を深めていく事が大切
である。
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第45回	 夏期宿泊研修会
第３分科会
月　日	 平成28年８月25日（木）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 田代　耕司先生
テーマ：「	子どもの姿が見える　絵画・造形遊び」
俯瞰図番号　新B3－Ⅰ　旧E6－Ⅰ

◎つくって遊ぼう
　身近にある材料を使って遊べるオモチャをつ
くる

⃝�画用紙で遊ぼう（ミニ画用紙）
①小さな画用紙に絵をかく（花の絵）
②まわりを切り取る
③�１つの神に貼り合わせることで、協働製作が
できる

｟人の絵｠
①折り紙を４分の１に切る
②半分に折り、人型に切る
③顔をかく
④白い帯状の紙に貼る

協働製作ができることで、みんなで行う達成感
が得られる。

⃝ 新聞紙で遊ぼう（新聞紙）
　１種類の材料で色々つくる
①新聞紙１枚を半分に折る
②輪の部分を三角に折る

③�下の紙を１枚めくり、線まで折る。
　もう１回折り重ねる。

④裏返し、真ん中に合わせて折る。

⑤�下に出ている紙を上の袋状のなかに折り込む

⑥裏返し、三角を袋状のなかに折り込む

折り方、使い方によって帽子やカバンにもなる

｟棒づくり｠
①�新聞紙を開いた状態で横に切り、貼り合わせる。

②巻く
　のぞくことでおもしろい発見が！！

③�３分の１まで、たこ足状にハサミで切る。
　振って遊ぶことができる。
④�真ん中を上に引っ張る

③つぶして線の上を切る

④真ん中を上に引っ張る

・�棒をつくると、手の平の上に乗せたり、横に
持ち指先に乗せて、バランスを取る遊びがで
きる。

・�友だち同士では１人が棒を落とし、もう１人
がキャッチする遊びができる。

⃝ ストローで遊ぼう（ストロー、折り紙、画用紙）
①�曲がるストローの先に折り紙（２分の１）を
巻く。先を折る。
・吹いてとばすオモチャ。ゲームもできる。
・�ストロー以外にも筒状の物があれば、応用で
きる。

｟動くオモチャ｠
①ストロー２つをはめる
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②折り紙で人型を切る
③ストローに貼る

④ストローをまわすことで、人がまわる。

⃝ 紙コップで遊ぼう（紙コップ、綿糸、楊枝、
画用紙、ウェットティッシュ）

｟音の出るオモチャ｠
①�紙コップの底に穴をあけ、綿糸を通す。糸の
先に楊枝を結び、穴から抜けないようにする。
②�紙コップから出ている糸をウェットティッ
シュでこする

・�笑い声、イヌ、アヒル、ニワト
リ、カエルのつもりで鳴らす。

｟風車｠
①紙コップに２㎝幅、約３㎝の深さに切る。
②切った所をななめに折る。
③�紙コップの底に穴を空け、綿糸を通し楊枝を
結ぶ
④綿糸をまわすと紙コップがまわる。

⃝ 自然物で遊ぼう（ヒマワリの種、台紙、画用
紙、ボンド、セロハンテープ）
①土台の上に画用紙を貼る。

②画用紙の上に種を置く。
　　・�表情づくり（すました顔、笑う、怒る、

泣く、眠る）
　　・�物語をつくり、話に合わせて形にしていく
③�好きな動物をつくり、まわりを折り紙、ペン
などを使い装飾。リボンをつけて完成。
・�最初から形にするのではなく、素材に触れ、
イメージを膨らましさまざまな形にすること
で、想像力が広がる。１つの素材でつくるだ
けでなく遊ぶこともできる。

⃝ 紙皿で遊ぼう（紙皿、キャップ、大豆、割り箸）
｟まわして遊ぶオモチャ｠
①紙皿の中心に印をつける。
（穴を空けるとわかりやすい。）
②紙皿の底に大豆をテープで止める。
③反対側に、持ち手となるキャップを貼る。
④クレヨン・ペン・折り紙等で装飾。
・�こまとして遊んだり、割り箸の上に乗せて、
紙皿をまわしたりして遊ぶことができる。

◎�何ができるかを最初に伝えず、一緒につくり
進めていくことで、子どもの考える力が育つ。
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第45回	 夏期宿泊研修会
第４分科会
月　日	 平成28年８月25日（木）
場　所	 神奈川県立城山公園
講　師	 神田　浩行先生
（みどり環境共育事務所たのかんさあ代表）

テーマ：『	自然ふれあいチェックリストをつくろう』
俯瞰図番号　新・旧E4－Ⅱ

県立城山公園広場にて・・・
１．キラキラ光るものを探す。
２．�じゃんけんのグー・チョキ・パーに似たも

のを探す。
３．�30秒目を閉じて、自然の音が何種類聞こ

えるか。
４．�バンダナのなかの隠れた折り紙を取り、同

じ色を探す。

○研修の背景～特に大切だと思うこと
　参考：幼稚園教育要領解説より抜粋
・�遊びが幼児の興味や関心に基づいて十分に繰
り返されるように援助しながら、幼児の自然
などの身近な事象への関心が高まるようにす
ることが大切である。
　�単に自然の事象についての知識を得ることで
はなく、自然の仕組みに心を動かし、ささい
なことであってもその幼児なりに遊びの中に
取り入れていくことが大切である。
　（領域環境　内容（4）より）

・�幼児は大人と違い､ 自然を目の前にすれば、
おのずと自然の姿を目に留め、心動かされる
とはかぎらない。教師自らが感性を豊かに保
ち、自然とその変化の素晴らしさに感動する
ことや幼児がちょっとした折に示すささやか
な自然へのかかわりに共鳴していくことが大
切になる。
　（領域環境　内容の取り扱い（２）より）

○自然ふれあいあそびのつくりかた
（３点セット）
　自然あそび＝１（教育要領＋自然のねらい）
　　　　　　　　　　×
　　　　　　　２素材・注目点
　　　　　　　　　　×
　　　　　　　３あそびかた
　料理に例えると・・・
　　　　　　　１和食洋食中華？
　　　　　　　２具材は？
　　　　　　　３調理方法は？

１－１　｢教育要領｣
　　　　環境・健康・人間関係・表現

１－２　｢自然のねらい｣
愛　着・・・自然に対する愛着を育む。
季　節・・・日本の春夏秋冬を感じる。
美しさ・・・�自然の美しさを感じる。�

＜色、形、音、動き、ほか＞
多様さ・・・�生き物の種類が多く、色も形も違

うことに気づく
　　　　　　＜種類、個体差、ほか＞
つながり・・�動物も植物も他の自然（環境）に

支えられて生きていることに気づ
く＜生態系、食物連鎖、種と種の
つながり、ほか＞（人も同じ）。

生　命・・・生命と死について気づく。
（有限・・・自然はかぎりあることに気づく。）

２　自然の素材・注目点
（具材１：自然物）
　�樹木、葉、樹皮、枝、草花、地形、土、石、
動物、鳥、虫、風、空、星、太陽　など

（具材２：注目点）
　�形、色、大きさ、におい、音、感触、うごき、
特徴、ほか
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３　あそびかた（方法）
　�あつめる、くらべる、真似る、つくる、�
創造する、感じる

○�神田流チェック項目「むすんでみよう子ども
と自然　保育現場での環境教育実践ガイド」
より加筆修正
１　自分の園のまわりを見直す（場所を探す）
□公園・・・原っぱや樹林のある公園
　　　　　　池やせせらぎのある公園
　　　　　　起伏のある公園　など
□農地・・・水田、畑、田畑の間の道、水路
□神社やお寺・・・�まとまった樹木のある神

社やお寺
□林・・・�まとまった樹木のあるところ�

（民有地が多い）
□河川・・・�河川敷、ワンド、親水公園、�

流れの少ない小河川、河畔林
□海岸・・・浜辺、磯
□道・・・・�ボリュームのある街路樹やポケッ

トパークのある道路

２　フィールドを見るポイント
１）�生き物（樹木、草花、昆虫、鳥、小動物

など）、地形など
□�さまざまな高さ・樹形・葉の色や形をもつ
樹木の種類とその量はどのくらいか
□�季節ごとの花や実をつける木や草花の種類
と量はどのくらいか
□�さまざまな感触を楽しめる植物（樹皮や
葉っぱ、くっつく実）や自然の素材（泥、砂、
石、流れる水）があるか
□�鳥類の種類。量はどのくらいか
□�小動物や昆虫などの生き物が生息しているか
□�地形の形状（グラウンド、小山、斜面、曲
がった道、流水、池、浜、磯）があるか

２）内容
□時間の変化、天候による変化を楽しむ
□季節の変化を楽しむ

□自然のもつ大きさを楽しむ
　・高さ、小ささ
　・広さ
□多様さを楽しむ
　・種類
　・色
　・形（形質）
　・匂い
　・手触り（温度）
□生態系のつながり、種の継続
　・捕食（クモ／アリジゴク／ふくろう他）
　・食物連鎖
　・種子の伝播
□�子ども達の数とのバランス（広さ、量）は
適正か（自然とのふれあいによって多少な
りとも自然環境にインパクトを与える。）

３）�危険要素「危ないからやらない」ではな
く、「危ないかも知れないからその準備
をする」と考える。

□危険な動植物
□危険な地形（崖、急な流れ、水深）
□周辺状況（交通量の多さ）

○キーワード・ダイジェスト
・「存在」に気づこう
・「たのしかった」だけでよいか
・「発見」
・「名前」をおそれない
・「しっているあそび」を活かそう
・いいかげんに扱わない
・アンテナをはろう

○３～４人のグループに分かれて話し合う
→�付箋に書き込み分類ごとに分け、意見をまと
め、発表する。
グループ１
・事前準備
・自然を見つめる
・自然の主張
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・自然との関わり
・生きる力
グループ２
・学習
・遊び
・危険要素
・自然の豊かさ
グループ３
・事前準備
・活動（感覚）
　　　（子どもたちに伝えたいこと）
　　　（保育者の配慮）
　　　（色・形・見方）
・活動後

○まとめ（話し合いから大切に思うこと）
・�「自然の見方」「自然をどう見るか」が重要で
ある。
・�子どもたちの心を動かしてあげるのが、保育
者の役割である。（共感する）
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第45回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成28年８月26日（金）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 大友　剛先生
	 （ミュージシャン・マジシャン）
テーマ:	「マジックと音楽と絵本の世界」
	 　－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

○はじめに
マジックはエンターテイメント以上にいろいろ
な効果があり、ヨーロッパではリハビリにも使
われている。ぜひ、現場でも取り入れてほしい

○マジック
１　お絵かき帳を使ったマジック
　　�無地だったお絵かき帳が、パラパラとめく

ると一瞬で絵が描かれていたり、色がつい
ていたり、また無地になったりする

２　レコードを使ったマジック
　　�袋に入ったレコードに、色がついたスカー

フを通すと、レコードの色が変わる
　※�このマジックは年齢によって疑うことが違
う。子どもは袋に絵の具が入っているので
はと疑うが、大人は袋に何か残っていると
疑う。

３　瞬間移動するマジック
　　�青い袋のなかにブルーベリージャム、茶色

の袋にピーナッツバターが入っている。掛
け声をかけると一瞬で入れ替わる。

４　２本のバナナの長さが変わるマジック
　　�上下入れ替えるだけで同じ長さに見えた

り、違う長さに見えたりする。実際の長さ
の違いは１cmで目の錯覚によるもの。

５　封筒に入れたものが変わるマジック
　　�新聞紙で子どもの形を数枚切り、袋に入れ

ると、つながって出てくる。
　※�封筒が２重になっているだけのもので、１

つつくっておくといろいろなものに使え

る。例えば、七夕には星、クリスマスには
ツリーなど。

６　太陽の数
　　数字のトリック
　　　・�１～ 30までの数字のなかから好きな

数字を選ぶ。
　　　・�５枚のピラッミドカードを順番に見せ�

選んだ数字があるかないか答えてもらう。
　　　・�あると答えたピラミッドカードの一番�

上の数を足した数が選んだ数字になる。
※�マジックのなかには練習が必要ないものもある。
UGMというネットのショップではいろいろ
なマジックの紹介、動画も見れる

○ピアニカ
　ピアノと一緒に演奏
　�ピアニカは、50年前に日本人がつくった楽
器で、日本人しか使っていない。現在、小学
校１年生から３年生まで使っているが難しい
楽器なので、「上達する」「しない」が出てく
る。幼稚園では苦手をつくらないように楽し
くできるようにしてほしい。
　※�ブラジルの小中高校では音楽の授業がな

い。音楽は教えるものではなく、大人が楽
しめば子どもに伝わるという考え。

○手遊び
　ベートーヴェン「運命」の手遊び
　�他にもクラッシックの音楽をつかった手遊び
を紹介している。

○絵本
ねこのピート　だいすきなしろいくつ
　作　エリック・リトウィン
　絵　ジェームス・ディーン
　訳　大友　剛
子どもたちと掛け合いの歌を歌いながらすす
めていく。また、「イチゴの山を登ると白い
靴が赤くなってしまう」という原作をみて、
どんな山を登って何色の靴になるかオリジナ
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ルな作品を子どもとつくるもの楽しい。

（ピラミッドカード）


