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研究経過

期日 テーマ及び内容 俯瞰図番号 講　師 人数

１ ５月 19 日（水）
・３歳児保育１年間の見通しと
　今の子どもの姿
・保護者もドキドキの訳とは？

Ｃ１－Ⅰ
Ｆ１－Ⅰ

小林　愛子
（戸山幼稚園主任）

89

２ ６月 16 日（水）
・３歳児のあそびの意味（環境作り）
・新任研修と合同

Ｃ３－Ⅰ
生駒　恭子

（ほうとく幼稚園副園長）
91

３ ９月 15 日（水）・３歳児の２学期の過ごし方
Ｃ１－Ⅰ
Ｃ３－Ⅰ

水越　美保
（横浜隼人幼稚園園長）

87

４ 10 月 20 日（水）
・３歳児は、どの様にして社会性を
　身に付けるか？

Ｄ１－Ⅰ
Ｃ１－Ⅱ

長瀬　薫
（中野幼稚園副園長）

77

５ 11 月 17 日（水）・３歳児から４歳児への見通し Ｃ３－Ⅱ
娚杉　真由美

（須賀百合丘幼稚園副園長）
72

６ １月 19 日（水）・研究大会
Ｃ１－Ⅲ
Ｃ３－Ⅲ

高橋　かほる
（聖徳大学児童学部准教授）

128

◆研究指定園（36 園）◆
江 川 幼 稚 園 川崎ふたば幼稚園 川崎さくら幼稚園 若 宮 幼 稚 園
ゆ り か ご 幼 稚 園 女 躰 神 社 幼 稚 園 梅 園 幼 稚 園 小 峰 幼 稚 園
鹿 島 田 幼 稚 園 サ ク ラ ノ 幼 稚 園 平 間 幼 稚 園 太 陽 第 二 幼 稚 園
宮 内 幼 稚 園 洗足学園大学附属幼稚園 若 竹 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
有馬白百合幼稚園 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 丸 山 幼 稚 園
菅 幼 稚 園 東 菅 幼 稚 園 桐光学園みどり幼稚園 玉 川 幼 稚 園
桐光学園寺尾みどり幼稚園 川 崎 若 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　３歳児研究会
月　日　平成22年５月19日（水）
場　所　エポックなかはら
講　師　小林　愛子先生（戸山幼稚園主任）
テーマ：�３歳児保育１年間の見通しと今の子ど

もの姿、保護者もドキドキの訳とは？

○はじめに
・�３歳児、４月から泣いていた子は泣きやん
できましたか？　ゴールデンウィーク明け
から泣いている子はいませんか？
・�集まってこない子、話を聞かない子をどう
したらよいかと思うが、普通の子か首をか
しげるハテナの子か見極める。そもそも健
常児と一緒にしようとするのはムリがある
のでは？　集団には早すぎるのでは？　そ
んな子がいるなかでクラスを運営しなけれ
ばならない時代になった。

○研究会事前アンケートについて
・�事前アンケートの結果３つの大きな柱が
あった。
①�子どもをよく理解したい
②�保育者の関わり・援助・声かけを勉強した
い（よくきく言葉かけ・集中させるコツ）
③�保護者への対応

○３歳児の発達の流れ
・１期・・・・不安と混乱（４月～５月半ば）
・２期・・・・自己発揮（５月半ば～６月）
・３期・・・・自己主張（７月～９月）
・４期・・・・仲間意識（10 月～ 12 月）
・５期・・・・自己充実（１月～３月）

・�個人差はあるが必ず順番に通る成長過程（１
→３に急にはいかない・必ず順を追ってい
く）
・�１～５は長年研究した結果、このようになっ
ている。保育関連の本を見ても、だいたい
４期から５期に分かれている。以前のよう

に１・２・３学期では分かれていない。
・�この１～５がわかっていると、
①子どもの育ちがわかる
②先の見通しがもてる
③保育の組み立てがしやすくなる
④�保育することの意味・活動を子どもにお
ろす意味がわかってくる（行事や時節に
は追われているが）

・�どういう保育をすると子どもが伸びて安定
するか、１～５に当てはめるものではない。
子どもの姿とどうマッチさせるか。

○バズのテーマとすすめ方
①�今の子どもたちの姿と保育者の関わり
・�ありのままの姿・特性・どんな生活をして
いるか・特徴的な姿
→�関わり方の工夫（答えを出す）
②�今、困っていることをみんなで考えよう
・�座らない、話を聞かない、入ってこない。
情報交換をする（こうしてみた）
→解決方法
※�自分にないものを吸収する
③�この時期、子どもたちの喜ぶ、とっておき
の手あそび、運動あそび
※�各グループ（４～８名）経験年数ごとになっ
ているので、バズ発表のあとに、ベテラン
グループの先生たちにも答えてもらう時間
をつくる

○バズ発表①②について（重複しないように）
●１グループ（白チーム）
・�１日中泣いている子がいる（※３）
・�お弁当を時間前に食べてしまう
・�何もしないで座っている
・�保育者のそばから離れない
・�トイレにいきたいと言えない（出ても言え
ない）オムツの子がいる
・�部屋から出てしまう
・�水道で遊んでしまう
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・�新任だと保護者が不安に思っているのでは
ないかと心配になる（※１）
・�注意してもわかっていない子への声かけの
仕方がわからない
・�活動の途中で飽きて遊び出してしまう子は、
遊ぶことを許してよいのか、活動を続けさ
せるべきか、わからない。（※２）
・�何もしないで座っている子への声かけの仕
方がわからない
・�製作時、個人差（時間の差）が出てしまっ
た時の対応がわからない

●３グループ（ピンクチーム）
・�１人遊びが多い
（対応）一緒に遊ぶ
・�落ち着きのない子がいる
（対応）手遊びなどで集中させる
・�できるのに甘える子がいる
（対応）口で言えるようにする
・�トイレに勝手にいってしまう
（対応）汽車ポッポをしてみんなでいく
・�片付けられない
（対応）一緒に行う
・�自分のことが言えない
（対応）じっくり話を聞く

●５グループ（ベージュチーム）
・自分のことをやろうとしない
（対応）�一緒に行う「今日だけ特別だよ」と

いう
・�できるのにできないと言う
（対応）�「できない」ではなく「てつだって」

と言わせる
・�集まれない子がいる
（対応）�集まったら楽しいことがあると伝える
・�親が子どもから離れない時、どう対応した
らよいかわからない。（※４）

●７グループ（おうど色チーム）
・�障がいのある子について、まわりの子にど

う伝えたらよいか。あの子だけどうしてい
いの？　トラブル時の伝え方は？（※５）

○ベテランチームにアドバイスをもらう
（※１について）
・�保護者とたくさん話すことを心がける。話
すことは子どものことでなくてもよい。お
母さんの服をほめたり、髪型が変わったこ
とを話題にしたりして、仲良くなる。

（※２について）
・�そばに保育者がいれば興味をもたせる声か
けをする。そこにいる時間ではなく、どれ
だけ満足しているかをみきわめ終わらせて
よい。無理にしなくてもよい

（※３について）
・�「泣かないでね」とは言わず「泣いてもい
いんだよ」と言う。お母さんと仲よく話し
ている姿を見せ、安心感をもたせる

（※４について）
・�お母さんを認める、子育てをほめる、子ど
もをほめる、安心して任せられる保育者と
いう信頼を得る。子どもをサッと引きとる
いさぎよさも必要。サッと引きとったあと
の子どもの様子を伝え、少しずつ安心して
もらえるようにする

（※５について）
・�「言葉が上手に言えないからたたいちゃう
んだよ、お口で言う練習中なんだよ」我慢
しないで先生に言ってなど伝えていく。
・�両方に平等に接することが大切
・�「～したかったんだね」「～って言いたかっ
たんだね」と保育者が代弁する。

○まとめ「不安と混乱から自己発揮へ」
「最大の善意のつもりでも、間違った解釈を
した善意は相手にとって拷問になることもあ
る」

（例）�人との関わりが苦手で大勢いる場では耳
をふさいでしまうような障がい児に、友だ
ちと関わる楽しさを伝えようと一生懸命、
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みんなのところへいかせる保育者・・・・

●子どもの姿と保育者の援助と声かけ
・�子どもの内面・育ちをよく見て（深く見て）
理解する。子どもが訴えていることは？
・�勉強し続けることが大切、し続けることで
深さが出る。
・�今日の振り返りを明日に生かすと、きっと
違うことが見えてくる。
・�事前アンケートで、「以前にくらべて泣く
子が減っている」「お母さんを求めない」「お
母さんが子育てに不安をもっている、育て
にくさを抱えている」というものがあった
そのことに目を向ける。
・�不安な子に対しては、安心して保育者とい
られる時間をつくる。そうすることで泣く
時間が短くなる。
・�泣く子を受けとめる。泣く子の興味をもっ
ていることに目を向け、気持ちを切り換え
るお花や小動物などがよい場合が多い。
・�３歳児の混乱は、家と違う環境、家ではし
ないことの連続だから起こる。
（例）�うわばきを履く→くつを履くという

ことは外にいくということ（家のなか
でくつは履かない）

・�４月は受容の時期。保育者は、困っている
子の手助けをすればよい
・�保育者のハッキリした姿勢が混乱を減らす
ことになる。保育者が迷うと子どもはもっ
と混乱する
・�友だちより保育者の時期。遊びは人より物。
・�保育者は母親の役割も担う
・�感覚あそびが大事。グチャグチャ、ドロド
ロ、クレヨン、粘土、砂など
・�自分のことがわかっていない。まわりのこ
とがわからない。自分のしたいことをする。
相手の存在に気づいていない→気づき始め
たら徐々にトラブルが増える：自己発揮、
自己主張の時期。

●環境設定の工夫
◇保育を整理する
①時間
・�手のかかる子から部屋に入れる（泥んこに
なっている子などを最後にするとそのほか
の子の待ち時間が長くなる）
・�呼んでも入ってこない子は最後に入れる
・�保育者が余裕をもてる配分を考える。次に
何をすればよいか考えながら行動する。イ
メージトレーニングをする。
②場所
・�狭い場所はトラブルになりやすいのでコー
ナーを設ける（動線を考える）
③子どもの動き
・�次に何をするかを伝えておくと安心する
・�敏感に適切に（品よく）対応する
・�わかりやすく丁寧な言葉かけ、たくさん話
さない
・�子どもたちを動かさない、保育者が動く
・�言葉だけでは伝わらない時、例えば、くつ
がしまえない、タオルをかけない場合など
くつやタオルを擬人化する「お家に帰りた
いって言ってるよ」
・�子どもは認め・手伝うことで安定する。や
りたいものを満足するまでやる。自己が出
せると安定する→自己発揮につながる
※�子どもと信頼関係をつくる時の３原則
「待たせない」「泣かせない」「困らせない」

●保護者への対応
・�お母さんと親しくなる。お母さんも保育者
を求めている。大切な我が子を見てくれる。
第１子のお母さんは「私も見て」と思って
いる。我が子の様子を知りたい
・�泣いている我が子を園に残すお母さんは、
悲しい思いをしているので、安心して帰れ
るような話を１つでもよいのでするとよ
い。「先生は我が子を見てくれている」と
いう安心感。
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・�何でも不安・心配なので、お母さんごと、
丸ごと抱えるつもりで。
・�お母さんが話しかけてきた時（相談してき
た時）まず聞く。そして共感する。たとえ
間違っていたとしても「そうだったんです
ね」と聞き、そのあと「実は～だったんで
すよ」と話す。
・�答えに自信がなく、即答できない時は、上
司に相談することを伝え、「様子を見てい
きます」と約束し、２，３日中に必ず答え
を出すこと。
・�うっかりミスは×。ちょっと注意すればで
きることはきちんと行う。
・�信頼関係、「ともに育てましょう」という
姿勢

●とっておき本
「３歳児あそび 101」世界文化社
今回紹介したものは春夏編、３歳児の好きな
遊び、スキンシップ、どうぶつ面ごっこ、ヒー
ローごっこ、ベルト、剣、スカートで変身ごっ
こ。
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第２回　３歳児研究会
月　日　平成22年６月16日（水）
場　所　国際交流センター
講　師　生駒　恭子先生

（ほうとく幼稚園副園長）
テーマ：「３歳児の遊びの意味（環境作り）」

１．オリエンテーション
●�生駒先生のプロフィール・現在の活動につい
て（幼少研・福島県の幼稚園副園長・県の研
修の活動など多岐に渡る）

２．インタビュートーク
●�会場の隣りの席の人と２人組になり、５分ず
つインタビューを行なう。
・�インタビューの内容は「現在の３歳児の姿
について」（こんなことしてるよ。こんな
ことが困るね。こんな姿いいよね）
・�聞く側はメモをとりながら話を聞くこと。

●�インタビュートーク発表（自分の話ではなく
聞いた話を発表する）
・�１人遊びが多かったが、友だちと関わるよ
うになった。
・�手を出してしまう子の理由がわからないこ
とがある。（対処法を話し合った）
・�ごっこ遊びが増えた。（電車ごっこなど）
・�戦いごっこやかくれんぼをする姿が増えた。
・�自分の場所がわからなかったが、ようやく
覚え、生活がスムーズになった。
・�廃材を使って自分でつくって遊ぶように
なった。
・�季節を感じているようだ。
・�走りまわったり部屋から出ていた子も、み
んなと一緒に行動できるようになった。
・�シャボン玉・水あそび・ぬりえのお面で遊
んでいる。
・�名前に興味をもっている。
・�手あそびなど覚えたものをやりたがる。
・よいことも悪いことも一緒にやってしまう。

・�クラスの雰囲気づくり、どの子と仲がよい
かをよく見るようにしている。
・�よいところをどう引き出すか。
・�自分のことで一杯だったのに友だちの手伝
いもしようとする。
・�身支度など自分ですすんで行おうとする。
・�パペットを使うとよく話を聞いてくれる。
・�これがしたい・あれがしたいと、自分のや
りたいことがわかってきたようだ。
・�生活リズム（食事・排泄・手洗いなど）が、
身についてきている。
・�我が強く、泣いたり話を聞かなかった子が
いる。
・�もめごとは、オモチャの取り合いや押した
りたたいたりが多い。
・�朝の集まりや話を聞く場面で、慣れてきて、
話を聞かなくなったり、寝ころがる子がい
る。

●�インタビュートーク発表について、生駒先生
より
・�自己発揮の時期だとよくわかる発表だった。
・�泣いていた子も保育者に受けとめられたこ
とで安心し安定している。この姿になった
のは４月からの保育が充実していたから。
★“やりたいものが見つけられる”
→自己発揮
→その結果→トラブルが多くなる

・�生活習慣がわかってくると、自分でやりた
くなってくる。（関わりたい・チャレンジ
したい）
※�幼稚園は自分サイズのものであふれてい
る。イス・水道など、自分でできるものが
たくさんある。（時間がかかってもよい）

・�徐々に友だちの存在に気づいている・先生
の声に反応する子が増えてくる。
★�これからの保育の課題
・�個人差・個性を保育とどうつなげていくか。
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※個から集団へ、自分から友だちへ

３．VTR「３歳児自己発揮期」
Ⅰ．あそびはじめた子ども
①たからもの（空箱をかかえて）
②砂つめ
③お掃除
④映画ショー（独り舞台）
⑤型ぬき
⑥三輪車
⑦メリーゴーランド
Ⅱ．自己発揮同士がであうと（トラブル発生）
①ひっかく
②砂をかける
Ⅲ．同じ遊びをしながら
①ハサミで（クッキー作り）
②あわあそび
③せんたくあそび

４．まとめ
⑴�自己発揮の子どもの姿の特徴（今の子どもの
姿が意味すること）
★自分で……やりたいことが見つけられる
①自分の遊びをみつける
②自分の遊びに没頭する
③ハプニング・アクシデントに弱い
④�友だちとの関わりが増えると、言葉より先
に手が出る
・「八面六臂」
興味関心物：物に関わって、感覚的に五感
を使って遊ぶ（感覚を通して取り入れる）
内なる自分（世界）をつくるということ。
・「神出鬼没」：行動範囲の広がり
面白そうな場所にいる。
今までは先生がやってくれたが、今は自分
でやれる。
・「傍若無人」：自己中心的
社会性の言葉がわからない（例、ごめんね）
手がうまく動かないので砂が後ろへ飛ぶ。
・�「笛吹けど踊らず」：没頭・集中・まわりに

お構いなし。
集中していることを見守り「～踊る」にす
る。
・「はっても黒豆」
“自分の○○”から”皆の○○”へ
・�「目には目を歯には歯を」：コミュニケーショ
ンの言葉を持ち合わせていない・・・・な
ので「砂には砂を！」になってしまう。

⑵�自己発揮の子どもたちと保育者の対応
保育者のこころもち（喜び上手な先生）共感
・�「○○あそび」といえないあそびに没頭す
る→善悪・塩梅を知る。
・�社会を教える親、新しい社会を教える保育
者
★�自己発揮の時代が社会性を教える大事な時
期

『遊びせんと生まれむ戯れせんとやうまれけん
遊ぶ子どもの声きけばわが身さえこそ動がる
れ』梁塵秘抄（りょうじんひしょう）

①環境のコツ
「門前の小僧習わぬ経を読む」：遊びをいっぱ
い
・�１人１人のニーズに合った環境を用意す
る。自由な場面だけでなく、きちんとした
ルール、社会性、秩序を教える（例、水あ
そび：はだしになって思い切り→しかし、
水を大切にすること、腕まくりをすること
は伝える）

「笑う門には福来たる」：笑い飛ばしていこ
う！
・�疲れても、水びたしになっても……アクシ
デントを楽しもう

「一を聞いて十を知る」：子どもの行動には
すべて意味がある。（どんな活動ができるか
な！）
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・�人的環境（保育者）が大切。４月はやさし
い声でも６月くらいからは静かにキッパ
リ。

②言葉のコツ
「仏の顔も三度まで」
・三度目で秩序と価値観を入れる。
・�“ダメ”で育たず“ダメ”を育てる。（保育
者がダメと言わず、子どもがダメなんだよ
ねという）
・�“ダメ”でなく置きかえることが大切。「こっ
ちの紙に書いてね」など

「人の顔を見て法を説く」
・�仲間といる心地よさを伝える。
・�一斉のなかで１人 1人の声・表情・技術を
見る。

③個へ関わりながら集団の遊びへ
－自己発揮から自己主張へ－
★物から者へ
・�じっくり、ゆっくり、たっぷり。みんなと
遊ぶとたのしいな～という実感。

「三つ子の魂百までも」
～�命は神さまが、命の道は母親が、魂は保育者
が一緒になって創っていく覚悟～

●絵本の読みきかせ（生駒先生）
「ぬぬぬぬぬ」五味太郎



－ 70 －

継続研究

第３回　３歳児研究会
月　日　平成22年９月15日（水）
場　所　生涯学習プラザ
講　師　水越　美果先生（横浜隼人幼稚園園長）
テーマ：「３歳児の２学期の過ごし方」

○VTR&TALK
「子どもの姿から心（特性）をよみとる」

●ケース１．テーブル運び /テーブル拭き
◇バズのポイント
１．どうして子どもはテーブルを運ぶので
しょう（運びたがるのでしょう）
２．どうして子どもはテーブルを拭くので
しょう（拭きたがるのでしょう）
◇バズ発表（１、２をまとめて）
・真似をしたかった
・楽しそうだったから
・先生がやっているから
・手伝いたかったから
・ほめられたいから
・できることをアピールしたいから
・友だちがやっているなら自分も！
◇講師より
・�認められたい気持ちが芽生えている。１学
期の自己発揮期との違いは？
「やりたい、やりたい」から「できるよ、
みてて」へ。
・�自分をアピールする姿。まわりの子が見え
てきて、その上に立ちたくなる気持ち。ワ
ンランク成長している、自己主張期。
※�テーブル運びは、この時期自分を主張する
活動の１つとして取り入れてみては？（危
険が伴うので細心の注意をはらって）
保育者がテーブルを出すのをただ見ている
だけとは変わってくる（子どもの気持ちが）

●�ケース２．歌をうたう（前でうたう女の子、
横で遊びながらキーキー言う男の子）
◇バズのポイント

１．前に出てきて歌いたい子どもの気持ち
２．部屋の隅で奇声をあげる子どもの気持ち
３．どのような対応がありますか
◇バズ発表
１・みなに見てもらいたいから
・保育者にみてもらいたいから
２・かまってもらいたいから
・歌いたいけど恥ずかしい
・歌っている子がうらやましい
・注目してほしいから
・�本当は歌いたいが、どのように遊びをや
めたらよいかわからない
・奇声をあげるのが楽しくなっている
３・奇声をあげている子の気持ちをよみとる
◇講師より
１・自分の決めた歌を自分でうたう喜び
・友だちと一緒にうたう楽しさ
２・�ぼくも見てほしい、自分が１番と思って
いる
・歌っている子より自分が目立ちたい
３・�奇声を出す迷惑さを伝える。その際、保
育者は声を荒げない。「やめなさい」で
はなく、次の活動を伝えたり、感情のコ
ントロールを援助する。
・�１人では奇声をあげないと思われるの
で先頭でやっている子でない子に伝え、
徐々にやめさせる。「○○ちゃんは～し
ないって」と本人でない子に言うなど、
対応をする。
※�自己主張をコントロールする力を育てる。

●�ケース３．電車がほしい！（電車を貸してほ
しいＹ君、他の子には貸すのにＹ君には貸さ
ないＨ君。Ｈ君は赤ちゃんがうまれたばか
り・・・・そのあとケンカ）
◇バズのポイント
１．Ｙ君の気持ち
２．Ｈ君の気持ち
３．まわりの子どもたちの気持ち
４．どのような対応がありますか
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◇バズ発表
１・貸�してくれない気持ちがわからず悲しい。

遊びたかった。
２・�まわりが見えている（４月当初からＹ君

はやんちゃだった）Ｙ君を入れたくない
気持ちがある。
・赤ちゃんが生まれたばかりで不安定。
・不安定な気持ちをわかってほしい。
３・�自分は貸してもらえたからＹ君にも貸し

てあげられる。
・�よく見て動いている。時にはアドバイス
している。
・先生が見ているからほめられたい。
・やさしい気持ちが出ている。
４・すぐとめる。
・子どもの姿をよく見て対応する。
・傷つけない程度に見守る。
・両方の気持ちを聞き話をする。
◇講師より
１・�相手が使っているものが欲しい時にどう

したらよいかわかっているができない。
・�痛いと泣く（そんなに痛くないのに）の
は、使いたかった自分の気持ちをアピー
ルしている。

２・�Ｙ君はやんちゃ、という気持ちがＨ君の
中にある。

３・�社会に貢献しているという気持ち。
※�保育者が電車を２つに分けて解決する方法
をとらずに、気持ちを聞く。保育者も「困っ
たね」「どうしよう」と子どもに伝えている。

○まとめ
●自己主張期（３期：７月～９月）の特性
①ことばが増える
②友だちを意識する
③�認められたい気持ちが強くなり自分をア
ピールする
④�自分に自信がつき意欲的になる
※�この時期に自己主張しておかないと、大人
になってもできない

※�「あなたはあなたでいい」と自分に自信を
もつ→自己確立

●どんな保育をしたらよいか
①�プラスの自己主張・マイナスの自己主張を
認める、共感する。
②�自己主張しやすい環境をつくる。選択肢を
いくつか用意する。自分で決める喜び。
③�人より上に立ちたい→優位性を持たせる
※�お当番活動などは、始めはやりたい子だけ
にし、トラブルが起きたら順番を決めたり
する。
→�保育者が先に決めてしまうのではなく、
不都合が出てきたらルールを決めるとい
うくらいでよい。

④�刺激がある活動。「やりたい」と何度でも
満足するまで。

●自己主張を認めるとは
好きなだけやらせる放任ではなく、迷惑にも
なるということを伝える必要がある。
保育者も自分の主張をもち、きちんと伝えて
いくべき。
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第４回　３歳児研究会
月　日　平成22年10月 20日（水）
場　所　ユニオンビル
講　師　長瀬薫先生（中野幼稚園副園長）
テーマ：�「３歳児は、どのようにして社会性を

身につけるか」

○はじめに
・�３歳児の成長を段階的に５期に分けているが、
この１～５期は絶対ではない。あくまでも目
安。見通しがもてると、保育が組み立てやす
くなる。保育が楽になる。

○４期「仲間意識（10 ～ 12 月）」
・�３期の「自己主張」の時期を大切に過ごさな
いと次の段階には進めない。１～３期がとて
も重要。
・運動会あけの子どもの姿とは。

○VTR「運動会あけの子どもの姿」
◇運動会後のあそび（友だち関係・役割分担）
◇電車ごっこ
◇おいものツルつくり
◇劇ごっこ「おおかみと７匹の子ヤギ」

・�３期の「自己主張」の時期の子どもの気持ち
「ちょっとほめてほしい」「目立ちたい」とい
うことを充分満たすのが、運動会。この時期
に運動会を行うのは、とてもよい。
・�運動会という行事を通して、子どもの姿が変
化している。
・�３期「自己主張」の時期に、子ども自身の自
由な発想がクラスで認められるかどうか。認
められれば、意見がどんどん言える。
・�VTRの中の「おいものツルをつくる」では、
ツルをつくるのは保育者の意図だが、おいも
を見せて、子どもたちに考えさせ、ツルをつ
くろうと、あたかも自分たちが考えてつくる
ことになったようにしている。これは、３期
に自己主張をきちんと受容してきたから出た

結果と思われる。

○バズセッション
「運動会あけの子どもの変化」

○バズ発表
・子どもたちのやりとりが増えた
・他学年に憧れている
・�ゆずり合いができなくなった（できていたこ
とができなくなっている）
・年長の競技に興味をもち、尊敬している
・他のクラスの先生と関わるようになった
・友だちへの意識（名前を覚える）が増えた
・輪があるとそこに加わろうとする
・大きな声が出せるようになった
・集団で遊ぶようになった
・１人遊びが減った
・クラスの意識が芽ばえた
・話がよく聞けるようになった
・活動のメリハリがでてきた

○まとめ（７つのポイント）
１．友だち理解
・パーソナリティ・個性がわかってくる。
・気が合う子・気が合わない子が出てくる。
・�最大級の仲間意識「家に来ていいよ」とい
う言葉が出てくる。自分のテリトリーに入
れる。
・友だちを待てるようになる。
・�子どもたちなりの枠組み「～を持っていた
ら仲間」など。
※�仲間に入れる、入れないという問題が起
こった時に、どのように子どもたちに解決
させるか。保育者が「仲間に入れなきゃダ
メ」というのでは解決にならない。折り合
いをつけるなどを学べる場が大切。（小学
校では教えてくれないことを幼稚園のこの
時期に）

２．言葉の確立
・�１つのテーマで話が続けられる。（以前は
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話がどんどんそれていく）
３．共感意識
・�“同じ”という安心感
・�「同じだよね、ボクたち」など
・�男女を意識する。「男の子だからダメ！」
など

４．生活習慣に慣れルーズになる
・片づけをしなくなる
・朝の身支度が面倒くさくなる
・ロッカーが汚なくなる
※�ルーズになってきたら伝え方を変えてみ
る。以前は、目新しいので、よくやってい
たが・・・１人１人の伝え方から全体への
伝え方。「○○くん上手ね」→「○○する
とステキだよね」「○○するために○○し
ようね」

５．当番活動
・�内容をグレードアップする（生き物係、配
りがかり、前に立ってうたう係など）子ど
もの要求を満たすことが大切。

６．行事を楽しみに待つ
・�運動会って何？と思ったところから、次の
行事へ。
・�何かあるたびに楽しい思いが増えるという
経験。
※�行うことの喜び、保護者の役割も大きい。
プラスのイメージをもたせる。

７．イメージの共有
・VTRの「おおかみと７匹の子ヤギ」では、
おおかみ役の子が同じ動きをしていた。
・�イメージする力があって初めて、相手の気
持ちが想像できる。
・�ごっこ遊びは、イメージの共有ができなけ
ればできない遊び。
・�“かごめかごめ””あぶくたった”などは、
友だちとのかけ合いなので、このような遊
びをしているクラスは、自然と劇遊びがで
きる。
※�伝承遊びは、かけ合いのものが多い。たく
さんやるとよい。

○保育者の関わり
１�．あそびのなかで友だちと関わりながら、す
すめていくものを取り入れる。（例ドンジャ
ンケン、王様ジャンケン、鬼ごっこ、かくれ
んぼなど）
２�．みんなのなかでそれぞれが役割をもち認め
合う。（伝承遊び、お当番など）
３�．子どもたちが遊び始めたら見守る。（自由
遊びもめごとはすぐとめない。保育者はリー
ドするところと引くところをハッキリする）
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第５回　３歳児研究会
月　日　平成22年11月 17日（水）
場　所　高津市民館
講　師　娚杉　真由美先生

（須賀百合丘幼稚園副園長）
テーマ：「３歳児から４歳児への見通し」

○はじめに
・�前回の振り返り「仲間意識期」の子どもの特
性とは。（参加者インタビュー）
・�前回の研究会でのまとめ（娚杉先生より）
「仲間意識期」の特性
①友だち理解
②言葉の確立
③共感意識
④イメージの共有
⑤生活習慣などに慣れてルーズになる
⑥当番活動を行う
⑦行事を楽しみに待つ

○グループバズ
・�前回の「仲間意識期」の特性をふまえ
①どんな活動を取り入れたか
②活動を取り入れた時の子どもの反応は？
③�その活動を通して子どもたちの中に、どん
なことが育ったか
④�活動をしてみて、良かった点。（うまくで
きなかった活動については、その理由も考
える）

○バズ発表
・�お当番活動（みんなの見本になる、配布物を
みんなに渡すなど）をしている。
・�当番を楽しみにしているようだ。
・�マイペースな子を見守るようにしていたら、
その子自身が周りを見て急ぐようになった。
・�「クレヨンを使う時は、スモックを着る」など、
一連の作業が頭に入っているようだ。
・�２、３の指示を出しても動けるようになった。
・�作品展でクラス全員で一つのものを作りあげ

る過程でイメージの共有をした。
・�作品展での共同製作で“自分のクラス”とい
う意識がついた。
・�ドンジャンケンをしてみたが、ルールがまだ
理解できなかったようで、勝っても負けても
両方同じ動きをしていた。しかし、そのもの
自体を楽しんでいるようだった。また、ルー
ルを教え合う姿があった。
・�言葉での指示が理解できるようになった。
・�まわりをよく見て、見通しをもって生活でき
るようになった。（長い針が０になったら入
室など）
・�子ども同士の関わりが密になってきたので、
遊びに保育者が入りすぎないようにしている。
・�当番活動を通し、困っている子を助ける姿が
増えた。また、世話をしすぎてトラブルにな
ることも増えた。（自分でやりたい気持ちも）
・�仲良しの子だけでなく他の子にも目がいくよ
うに席替えや、いつもと違う席を提案する。
・�運動会を経験したことで次の行事を楽しみに
できるようになった。
・�当番活動は大人の真似をすることが楽しいよ
うだ。また、前に出て話すということの期
待、自分の気持ちを表す大切さが重要だと感
じる。
・�行事を通し、楽しいことだけでなく、頑張る
気持ちが出てきたようだ。

○講師より
・�関わるからこそのトラブル、子ども同士の関
わりを大切に
・�皆と一緒に行う楽しさを重視する。
・�子どもに任せてみる。１つ１つ言わず、子ど
もたちで進めようとする姿を見守る。
・�トラブルには、方向性・価値観を伝える。そ
のためには、子どもの姿をよく観察すること。

○VTR
・�「ダンボール」大きな段ボールに７・８人で
一緒に入って遊ぶ。
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・�「キッズソーラン」年長組が運動会で踊った
曲を思い思いに踊る。また、うたいながら体
を動かす姿も見られる。
・�「ドミノ積み木」２人で同じ遊びをしている。
ドミノが１度倒れ、次はドミノを平たく並べ
て遊ぶ。（１人はドミノ倒しをしようと並べ
たが、平たく並べる方を選ぶ）
・�「フラフープ」大きい方のフラフープが上手
に回せるようになる。バランスがよくなって
いる。
・�「ブランコ」２つのブランコに女の子が乗っ
ている。待っている子は、10 数えるが、乗っ
ている子は、10 数えた後、乗り方の説明を
しはじめ、なかなか交代しない。
・�「プリキュアごっこ」ヒラヒラやかぶりもので、
そのものになりきって遊ぶ。長いセリフも覚
えているようだ。
・�「朝の会ごっこ」１人は先生役、２人が子ど
も役。子ども役の子は先生役の子の言う通り
に動いている。
・�「携帯でんわ」１人の女の子が紙で携帯でん
わを作っている。友だちの女の子が作り方を
教わり「○○ちゃんは、こういうのうまいね
～」と言っている。
・�「椅子とりゲーム」はじめは全員座れるよう
に行い、徐々に椅子を減らしていっている。
しかし同じ席に座ろうとしている男の子がい
る。その後、同じ席に座れなかった男の子は
応援席につれていかれる。

○VTRの読みとり（講師より）
・�友だちがやっていることが面白そうと感じて
いる。
・�イメージを共有できる環境が整っているか。
道具・素材が揃っているというような保育者
の環境設定が大事。
・�やりたくなる環境、やりたい時にできるとい
うことが大事。
・�子どもの技術が、イメージしたものをつくれ
るくらい向上している。

・�子どもが成長するかは保育者次第。
・�友だちのパーソナリティがわかってきている
「○○ちゃんは○○が上手」○○ちゃんに教
わる姿。
・�ブランコの場面では、10 数えたら交代する
ことはわかっていても、かわりたくない気持
ち。
・�心と体がうまくつながって表現できるように
なっている。
・�構成の工夫。手の届く場所に素材がある。皆
で楽しめるゲーム。伝承あそび。

○まとめ
☆�“面白がる”保育者に !!
・�教えなきゃ、伝えなきゃと思うあまり面白
がることを忘れずに。
・�子どもが困らないようにと事前に伝えすぎ
ないこと。子どもは体で安心しながら覚え
る。
・�言葉で伝えようとせず体を使う
・�ルールがあると楽しいねと思えるような保
育展開を。

☆“仲間意識期”後期に向けて
・�行事を楽しみに待てる。きっと楽しいこと
があると思える子どもたちに。
・�仲間とたくさん関わりながら行事をすすめ
るにはどうしたらよいか。
・�はじめての行事は、まず年長さんのものを
見せるなど徐々にイメージをつけていく。

☆冬休み明けの子どもたち
・�夏休み明けとは違う姿。ぐんと成長してい
るはず。子どもたちの姿に期待を！
・�冬休みは色々な行事（クリスマス、お正月）
を経験し、よくしゃべるようになる（経験
を話したい！）
・�自分の力を試したい！と思っている子ども
たちに、お正月あそび（カルタ・コマ・た
こ・はご板など）は、うってつけ。工夫し
てお正月あそびを楽しみましょう。


