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研究経過

講　師　　横山　文樹　先生　　　　　　　　　　
（昭和女子大学人間社会学部教授）

期日 テーマ及び内容 俯瞰図番号 人数

１ ５月 19 日（水）
幼稚園教育要領を読み解く
　－現代社会と幼稚園教育に求められるもの－

Ｂ２－Ⅰ 69

２ ６月 16 日（水）
気になる子どもと保育者の関わり
　－事例を通して保育者の役割を考える－

Ｄ３－Ⅰ
Ｄ３－Ⅱ

67

３ ９月 15 日（水）
幼児と文化について考える
　－行事を通して伝えるもの創造するもの－

Ｂ３－Ⅱ 54

４ 10 月 20 日（水）日々の保育と行事のつながりを考える Ｂ３－Ⅱ 56

５ 11 月 17 日（水）
建学の精神を活かした保育内容の構築
　－保育者の学びと子どもの学び－

Ｂ２－Ⅱ 50

６ １月 19 日（水）幼稚園の役割、保育者の役割を考える
Ｂ３－Ⅱ
Ｄ３－Ⅱ

155

◆研究指定園（30 園）◆
江 川 幼 稚 園 川崎ふたば幼稚園 若 宮 幼 稚 園 梅 園 幼 稚 園
小 峰 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 梶 ヶ 谷 幼 稚 園 宮 前 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
丸 山 幼 稚 園 カ リ タ ス 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 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　保育者の役割と連携研究会
月　日　平成22年５月19日（水）
場　所　川崎市総合教育センター分室
講　師　横山　文樹先生（昭和女子大学教授）
テーマ：�『幼稚園教育要領を読み解く』�

～現代社会と幼稚園教育に求められる
もの～

俯瞰図番号　Ｂ２－Ⅰ

１．講師自己紹介
・札幌生まれ
・全国の幼稚園を巡回。
・札幌の幼稚園で２年間園長を経験。
・昭和女子大付属幼稚園の副園長経験。
２．年間テーマの説明※別紙参照
３．�『今の子どもたちをどう見るか？』をみん
なで考えていきたい。

４．現代の保護者の様子
最近の保護者は複数でクレームを言ってく
る。うなずき役を連れてくる。

５．�自分から集団を外れるような「気になる子」
は意識して、追跡したほうがよい。

プリントに添って
１．保育者が見た「気になる子ども」
①我慢できない子ども
やりたくなかったらやらなくてもいいよと親
も教師も言ってしまっている。

②集中力のない子ども
大学の授業で映画を見せても集中できない。
周囲のひとが聞こえないくらいしゃべってい
る。

③すぐに泣く子ども
泣いているところを見てもらいたい。

言葉が遅い→考えられる原因
・母親が話しかけない。
・目線を合わせない。

・テレビを見ながら授乳する。
・メールをしながら授乳する。

小児学会→�４歳まではテレビを見せないほうが
よい。

受け止めなければならない時に受け止めない
と小学６年になっても「みててみてて」を繰
り返す。

④すぐに諦める子

⑤食べる意欲のない子ども
・�母親が手間かけて料理することがない。料
理する姿を見せてない。
・�全国の園で『ペットごっこ』が流行っている。
・�カタカナごっこが多くなっている。

１．保護者の変化
自分が悪いことを言っている自覚がない。
家庭内で問題がある。
決して諦めず接することが大切。
子どもも変われるし、大人も変われる。

２．幼稚園教育の課題
（幼稚園教育要領ハンドブックから）
課題１　�運動能力の低下　平成 10 年以降、子

どもの運動能力が低下している。
・�色々な学年に目を向けることで発達の連続性
がわかる。
・�一番低下しているのは腕の力。
落ちそうになると頑張らない子が多い。
背骨が曲がっている子が多い。
・骨が弱い子が増えている。
関節が弱い。歩行器は良くない。
ハイハイを十分にしていない。
・歩かなくなった。
遊んだり、山登りしたりするとよい。

課題２　�食生活の乱れ（生活のリズムの乱れに
よる食欲の低下など）

生活リズム
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規則正しい生活
・�シール帳にも子どもの人生が詰まっている。
・�地方によって環境が全く違う。
北海道は４月チューリップではない。虫も少
ない。
・個食・孤食・粉食・偏食
・�食べることは楽しくなくてはならない。あま
りしつけに走らない事が大切。音楽もかけな
がら気が音楽にいってしまう。

課題３　�基本的生活習慣の欠如（食事や排泄の
自立のできていない子）

・母親と鍛錬が必要。
・子どもにとってトイレは大事なところ。
・�道具箱放っておくと汚くなる子がいる。
定期的な点検が必要。
・子どもたちの意識づけにつながる。
衣服の着脱。ボタンは脳にいい。

課題４　�自制心や規範意識の希薄化（順番を守
れない。人の思い折り合いを付けるこ
とができない）

・�ごっこ遊びの中で「折り合い」「順番」の付
け方を学ぶ。
・�中国で「一人皇帝」が問題になっている。
・�ゲームが有効。自分たちでルールを変えてい
く経験など。
・�『群れ』を作ることが大事。
・�保育は指導案を立てた上で実際実践する中で
子どもとのずれをどう修正していくか。

自発行動を誤解してはいけない。
大人が計画しても良い。

課題５　�コミュニケーション能力の低下（言葉
で伝える、相手の話を理解することが
できない）

・�先生は聞き上手になること。
子どもの話はうなずいて聞く。
・�子どもの話は同意して聞く。

・�受け止めるということ。

課題６　�小学校への対応能力（考えて行動する、
努力する能力にかける）

・自分で考える意識付けが大事
・あなたはどうしたいか
・協同的活動
・テーマを一つ決めて話し合う。
意見を出し合うプロセスが大事。３歳４歳は
難しいがプロセスを作る。意識づけ。
静かに話を聞く意識づけも 3歳から。
話を聞くのは楽しいんだと思ってもらえるよ
うな話し方をする。

３．援助の方向性
４歳男の子のままごと・・一見ぐちゃぐ
ちゃ・・・どう声をかけるか・・・
否定的に言わず、ポジティブな言葉を掛ける。
ストーリーを作る力を養うには先生がたくさ
ん話をすることが大切。
①「受け止める」ことを基本にする。
受→心で受け止めてノの字で返すと愛にな
る。
②�自分で考える・自分で決めるという方向に
する。
③禁止言葉を多くしない。
④�わかりやすい・動きやすい・周りをみやすい
⑤したいことがある。

４．具体的な環境のとらえ方の方向
（子どもが安定する環境）
母親は要求度が高くなる。
参観日は自分の子しか見ない。
①安定した人間関係ができている。
②�子ども自身が、保育者から見られている、
注目されているという環境。
→いつも気にすることが大切。

③「先生」
人と人とが付き合っているという感覚を大
切に。



－ 49 －

継続研究

④�よそのお子さんの良いところを見つけるプ
ログラム。

昔は悪いところを直す。今は現状を大事に保
ち少しずつ伸ばす。
腰から上の環境から腰から下の環境へ。
子どもの目線に合わせて環境をつくる。
カレンダーや時計の位置も考える。
年長は見通しを立てるのに役立てる。
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第２回　保育者の役割と連携研究会
月　日　平成22年６月16日（水）
場　所　エポック中原
講　師　横山　文樹先生（昭和女子大学教授）
テーマ：�「気になる子ども」と保育者の関わり�

～事例を通して保育者の役割を�
　　　　　　　　　　　　　考える～

俯瞰図番号　Ｄ３－Ⅰ・Ⅱ

■基調提言
１.�本日の流れについて
１）バズセッション
※各グループで記録・発表役を選出
２）各グループの発表
３）まとめの提案
２.��バズセッションを行うにあたっての「討議
の柱」
１）幼稚園の中でどんな子どもが気になる
か？
２）どういった点が気に
３）その子にどのように接しているのか？
４）その接し方によってどのような変化が
あったか？

３.��バズセッションを行うにあたってのアドバ
イス
１）�「気になる子どもはいません」は無視する。
２）具体的な事例を出す。
３）�結論として、どのような援助が必要か？
を学ぶ機会になるよう意識する。

■バズセッション開始
バズ発表
Ａグループ
１．未就園児について
・�気になる子どもの背後には気になる保護者
がいる。
・�協力的でないことが一番困る。保育者が積
極的に歩み寄り家庭の協力を得ることが大
切だと感じる。

Ｂグループ

１．マイペース、こだわりが強い子について
・�なぜマイペースが困るのか？←一斉保育だ
と目立つ。
・�保護者へどう伝えるか？←その子の今の力
量を伝えることが大事。
・�その子の好きなことや行動に対する教師側
の把握が重要。

Ｃグループ
１．�気になる子は入園して気づくことが多い。
・�保護者への伝え方→できるだけ子どもに対
し苛々しないように言葉を選んでいる。そ
の子どもが自信が持てるようにたくさん褒
める要素を伝えている。
・�相談機関や療育センターを紹介することも
その子の将来を考えると大変重要なこと。
その際、言葉を慎重に選ぶことを心掛けて
いる。

Ｄグループ
１．気になる子が増えている。
・�保護者の協力が得られない。→問題行動を
「個性」として捉えてしまうことが課題。
・�そのような保護者にどのように接していく
か。
→�園側が抱え込まず頑張りすぎないことが
大切。

・�障害とは別に言葉が出ない子もいる。その
親は頑張らせず、かわいいで済ませること
が多い。その子のより良い成長のためにも
保育者がどのように伝え関わっていくかが
今後の課題。

Ｅグループ
１�．年中組　男児　二語文しか理解できない。
年少組の時は問題なく過ごせたが年中になっ
て長文で全体に説明するようになると、「だ
め！」などの一部だけの言葉を捉えてパニッ
クを起こすことが多くなった。担任は日々奮
闘中。
具体的な接し方としては、
・�目線を合わせて、身振り手振りを添える。
・�パニックを起こし、人や物にあたる行動に
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対してはその都度、丁寧に接するよう努め
た。

２．縦割り保育　年長組　女児
・�コミュニケーションが取れず、一年間を通
し廊下で過ごす。
・�2 年目から療育センターで絵カードの指導
を受ける。
・�保育者は絵カードやシールなどセンターと
同じ道具や方法を保育室でも導入した。
・�皆の前で褒めることで徐々にクラスにも馴
染んでいった。

３�．年中組　男児　悪いとわからず、叩いたり
噛んだりしてしまう。
保育者が痛みを顔で表現すると、何かしら伝
わったようでその後は問題行動が緩和され
た。
Ｆグループ
１．年長組　女児
・�興味が薄い。ロッカーの前で、一日中ボーっ
と過ごす。
保護者も心配している。
・�面談を通し好きな物を聞き、集団遊びに導
くためのカードを作成。
これからもきっかけを探して密に関わって
いきたい。

Ｇグループ
１�．苦手なことがあると、泣く・逃げるといっ
た行動が目立つ子への対応について。
・�その子がどこまで理解しているのかを保育
者自身が理解することが大切。
・�日々、その子の気持ちを組み取り、気持ち
よく過ごせるような環境を作る。

Ｈグループ
１�．コミュニケーションを取るのが苦手。
手が出る。好きな物には没頭。という子ども
が多い。
関わり方で気を付けているのは、みんなの前
で褒めるということ。
就園前に一人で遊んできた子はコミュニケー
ション下手なように感じる。

Ｉグループ
集中力が持たない子が増えている。
床に座るか椅子に座るかで集中力も変わって
くるのではないか。「眼をみて手はお膝。」と
話を聞く姿勢は年少組から繰り返し教えるこ
とが大切。日々の積み重ねが重要である。
Ｊグループ
・コミュニケーションが苦手。
手が出る。怒っていることが多い。家でも
同じ状況。
・�家庭に連絡をしたところ、下に子どもがで
きたことで我慢させていることが多いとい
うことが分かった。そこで、スキンシップ
の重要性を丁寧に伝え、実践したところ、
２年間で大きな変化が見られた。母親も変
わり、表情も明るくなった。
保育者が子どもの変化を伝えたことで自信が
持てたのだと教えてくれた。また、担任だけ
でなく、子育てを経験した保育者などにもク
ラスに入ってもらったことがより信頼につな
がったのではないか。

■まとめの提案
・�他の園の教師と話すことはとても勉強になる。
・�自園で、保育者同士が保育を見せ合うのも勉
強になる。
・�公開保育を見るときは、自分の受け持つ学年
にこだらわず、発達の連続性を意識する。
・�気になる子の後ろには気になる親がいる。
～事例～
　北海道の園でトラブルが発生。
相手にメール。担任がきちんと見ていないか
らと園側を訴えると言っている。しかし、あ
くる日、一転してしおらしい態度。気分にム
ラがある方だった。

「保育現場の困った人たち」より～
・�「恐るべし４本の手」
子どもが着替えようとすると、父母と祖父母
の手が出てくる生活をしていた。園では自分
で何もしようとしない。
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保育者から「ひとりで行う大切さ」を伝えて
いる。
・�徒競走Ａ君がＢ君に負けた。負けた方が勝っ
た方を叩いた。叩いたことを頭から叱るので
はなく、なぜ叩いたかを聞き、気持ちを十分
に受け止めることが大切。
・�片づけについて
子どもには区切りがつけられない事がある。
また遊びたい気持ちがいっぱい。そんな時は、
まず、その遊びたい気持ちに共感したり、作っ
ている作品を褒めることが大切。
・表現の苦手な子が多い。
→教師が仲介役になること。
・集中力が持たない。
→課題を与えながら一緒に。

～レジメに沿って～
みんなで一緒に行動できない子が気になる。
自分の経験年数によって気になる子が変わっ
てくる。
「せんせいだっこ！」という子から「だっこ」
と言えない子の方が気になるなど、自分の中
で気になる子の定義の変化を探ると、自分の
教育観の振り返りになる。
どういう子が気になるのかはその教師の教育
観。
みんなと一緒に話が聞ける子になってほしい
など「保育者としての思い」を持つことが大事。

～資料より～
援助の基本

こちらからコンタクトをとる。
→その子を受け入れる。
→どんどん落ち着く。

気になる子の中に遊ばない子がいる。遊ばない
のか遊べないのか、興味はあるが入れないのか、
見極める。

言いたいことを言葉で言えない。相手のことを
理解できない。何をしていいかわからない。

集団として見た場合、その子の立ち位置をしっ
かり作る。
今の時期は「みんなと同じでなくてもいいので
は」と立ち止まって考える。
自分を見つめなおすという意味でも。
経験年数によっても含め、他の保育者とはどう
違うのか考える。
見極めがつかない子。３歳から４歳になったら
気にならなくなった子もいる。
どう援助してどう変化したかは自分だけでは分
からないから周囲の教師と密にコミュニケー
ションをとることが大切。
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第３回　保育者の役割と連携研究会
月　日　平成22年９月15日（水）
会　場　川崎市総合教育センター分室
講　師　横山　文樹先生�

（昭和女子大学人間社会学部教授）
テーマ：「幼児と文化について考える」
俯瞰図番号　Ｂ３－Ⅱ

－行事を通して伝えるもの創造するもの－

１．幼児文化とは何か
①文化とは何か？
２つの方向性があると思われる。
Ⅰ　知識・文明
例）「文化国家」「文化的生活」
Ⅱ　生活様式に関わる
例）「縄文文化」「日本文化」

私達が幼稚園の文化として関わっているのは
Ⅱの生活様式に関わる部分である。
②幼児文化とは何か？
幼児文化を考えると人間の営む生活・行動
様式の中で特に幼児の生活に深く関わる事
例）季節の違いに気づけるようにする
そして新しい文化・伝統的な文化を伝える。

２．文化財としての教材
①絵本について
◎�テレビとの違いは自由に自分の意志で見る
ため、絵本は積極性・能動性を養う。
◎子どもにとって絵本とは？
・好奇心→知りたがりの心を満たす感受性
・ものごとの本質的なところを見直す
・想像力の伸びる助けになる
・自分達の生活を創造する
・読書への意欲を高める
◎絵本を与えるポイント
・絵が生命なのですぐれた絵に出会う
例）「スーホの白い馬」
　　�細かく描写されており時代背景も分

かる

・構成のしっかりしている絵本
例）�文字の位置によって絵がいきる。色
の使い方によって絵本のイメージが
変わる。

・保育者が本棚にある絵本に意識をもつ
絵本が逆さまに置いてあったり季節はず
れの絵本が置いてある事がある。
・�本来、絵本は母と一対一で見るためにつ
くられている。

◎絵本を選ぶポイント
・�色彩が明るくてきれいなもの（年少向き）
・個性的な絵本

絵　・動きのある絵本
・感性にひびく絵本
・絵で遊べる絵本
・繰り返し
・楽しい・面白い語り口
・美しくむだのない文章
◎絵本の読み聞かせのポイント
・�声の調子・イントネーションなど保育者
が演じない方がよい
・間のとり方が大切（間をゆっくりとる）
・絵本より面白い顔をしない
・絵本を読んでいる時に中断しない
・空想性・笑うことが大事（共通理解）
・歴史・自然など、新しい知識となるもの

３．行事とは何か？
①行事とその分類
・個の行事（入園式・誕生日会など）
・地域の行事
・宗教的な行事
・伝統的行事（子どもの日・十五夜など）
・社会的行事（父の日・母の日など）
・国民的行事（時の記念日など）
②行事の教育・保育的意義
年令や発達の程度に合わせた行事を設定
子どもにその行事の意義や目的を明確にす
ることが大切である。例えば節分の行事は
豆をまくことが目的ではなくその理由を伝

文
章
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えることが大切である。つまり事前指導が
必要である。また、父母にも行事の目的等
を伝えて理解を得る。
〈保育者の姿勢として大事なこと〉
・こどもの意思を否定しない
・失敗を教訓とさせる
（いつまでもくよくよしないよう、失敗
したらどうするべきか伝える）
・尊敬されつつ笑わせる
・答えではなく、解決策を教える
（最終的に子どもが自分で判断して答を
出す）
・成果の大小に関係なくほめる
・モデルの教師としていい影響を与える
③行事の留意事項
・�子どもが能動的にできるものを行い、子
どもが楽しめるようにする
・運動会など、練習時の暑さに気をつける
・行事が終わり次第、反省会を行う
１.� 保育室のピアノの上は整理されている
２.� 掲示物は子どもの美観を意識する
３.� 子どもの動きを意識した空間をつくる
４.� 壊れた物、汚れた物は置かない
５.� �時計やカレンダーは子どもの動きを意
識した場所に設置する

６.� �保育者の私物と子どもの生活を混在し
ない

７.� 破損している物や危険な場所はないか
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第４回　保育者の役割と連携研究会
日　時　平成22年10月 20日
場　所　中原市民館ホール
講　師　横山　�文樹先生

（昭和女子大学人間社会学部教授）
　　　　中堅教諭研と合同
テーマ：�「日々の保育と行事のつながりを考え

る」
俯瞰図番号　Ｄ２－Ⅰ・Ⅱ

　全日本私立幼稚園関東地区夏期研修にて有馬
白百合幼稚園、教務主任の大野真琴教諭が研究
発表をされた。
　幼稚園の行事は日々の保育を積み重ねて出来
るもの、成長の発表の場、集大成として行うも
のと考える。しかし、成長の度合いを見て行事
で取り組むことを決めるのではなく、初めに取
り組むことを決めてからそこに向かって保育を
する傾向にある。
　行事を通して子どもたちは感動したり、達成
感を味わったりするが、その行事を迎えるにあ
たり、どのような保育を展開していくべきか、
教師の役割を見直しながら考える。

〈日々の保育と行事の取り組みについて〉
・�年度始めにどのような事ができるようになっ
てほしいか、どのような事を経験させたいか
計画を立てる。

↓
　保育をすすめる度に確認する。

↓
　フリーの保育者でも担任でも同じ事ができる
ようにすることで、クラスの差が無くなったり、
お互いにクラスの様子を見ることができる。同
学年で集まった時にスムーズに活動できるよう
になった。

・�前年度の行事の反省、前年度の担任より良かっ
た所、改善した方が良い所、子どもたちがで
きるようになったことを聞くなど情報交換し

て行事を迎える。
・考察
①�ひとつハードルを越えると、もっと高いハー
ドルを越えたいと思う子どもたち。だからと
いって難度をどんどん上げていくのが良い保
育なのか？
子どもたちの可能性を伸ばすのは保育者の役
割だが、学年の差を考えてできるように職員
同士の意見交換も重要。
②�子どもたちの体力が落ちてきているからと内
容を簡単にするのは良い保育なのか？
行事前に取り組むことが難しいならば余裕の
あるカリキュラムを組めばよい。来年につな
がる変化はよいが思いつきで変えていくので
は、つながっていかない。同じことを繰り返
していても保育者自身の経験や立場で見方も
変わってくるので毎年、新たな気持ちで考え
る。自園は、もちろんのこと他園での運動会・
作品展・発表会の行事の時の子どもの姿・先
生達の子どもへの関わり方・当日を迎えるま
での過ごし方を聞いて自園に生かせることは
ないか考える。
行事は特別なものだがふだんの保育の延長上
にあるように無理なく迎えられるよう、日頃
から丁寧な保育をすることで子どもの負担を
無くし日頃の成果が出せるよう自信が出せる
ようにする。
そのための取り組み
・リトミック研修（毎月）
・楽器・オペレッタ・歌唱の研修
保育者が自信をもって指導できる
・芸術鑑賞
・�同学年だけでなく他学年とも互いに指導し
あう

１．運動会（例　年少組　リズムダンス）
・�４月から毎月１曲カリキュラムに取り入れ
音楽に合わせて体を動かすことを楽しむ。
・�子どもたちの好きな振り付けを見つけた
り、子どもたちができる振り付けを参考に
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する。
・�踊りを嫌がる子への対応について話し合う
・�６月下旬～７月上旬　選曲・振り付け・隊
形を決定。
・�過去の反省を読んで今年の子どもたちに合
うものを考える。
・�踊る時の隊形は日々の保育のまま行事を迎
えられるようにする。
・�７月下旬、各学年のダンスなどを見せ合い、
意見交換をした。子どもたちにふさわしい
か昨年度の反省が活かされているかアドバ
イスをもとに見直し子どもへの導入方法を
考える。→９月、子どもに導入する。
・�子どもたちが踊りにくい所はないか各クラ
スの様子を聞いたり、この声掛けで子ども
たちに変化が出たなどの意見交換をする。
・�自由遊び・お弁当の時に音楽を流し、自然
とその音楽に親しめるようにする。
・�９月中旬、学年別に練習を始める。担当保
育者を中心に隊形や移動の練習をする。練
習後、クラスごとの課題を伝え次の練習に
生かす。練習に行き詰まった場合は相談し
合って園全体で行事をつくる。
・�踊りなれてきたら園庭で踊ったり、スクー
ルバスの待ち時間に発表し合う。誰かに見
てもらう喜びを感じたり、自信をもって踊
れるようにする。他学年の踊りを見て刺激
を受ける。
・�運動会当日、自分の学年の踊りに自信を持
ち他学年の踊りに興味を持ちお互いに応援
する姿が見られた。

２．作品展
・�保育室や廊下の壁面に平面作品の展示
・�ホールには立体作品と年長児共同作品展示
・�11 月中旬～ 12 月初旬の３日間
・�運動会が終わってからすぐに作品に取りか
からずに余韻を楽しむことも大切。
・�学年の初めに進級前に身に付けた技術や技
法を聞き年間指導計画を立てる。

・�作品展にどのような作品を出展したいかを
話す。
・�各学年とも１人につき立体作品１点と平面
作品２点、出展する。
平面作品については４月～描いてきた絵の
中からその子の成長が感じられるものを１
点、選ぶ。また、４月～の技術向上が発揮
できる作品を 10 月に製作する。
・�以前は２学期になってから作品展のために
取り組んでいたが経験年数の浅い先生は作
品展の時だけ製作活動に力を入れることも
あった。また、運動会後の短い期間に平面
作品２点と立体作品１点、年長組はクラス
の協同作品１点を作るため、子どもに負担
をかける。
作品展の時だけ力を入れるのでは日々の積
み重ねにならないので、いつ取り組んだも
のでも出展できるよう丁寧に導入し、取り
組めるようになった。
立体作品は素材選びから取り組む。初めて
触れる素材を選ぶことも多く、想定外の事
が起こることも多く外遊びの時間を削った
り、マンツーマンの指導になることもあっ
た。紙粘土・廃品・コルク・タイルなど、
各クラスの個性がでる反面、製作工程や保
育者の事前準備により差が出る。
・�子どものためにより良い作品展とは、どん
な作品展なのか更に話し合いをすすめた
い。

３．発表会
・�園児数が多いため、各クラスを半分ずつ 2
グループに分けて同じ演目で午前の部・午
後の部に分けて発表する。
・�年長組の合奏は例年クラシック音楽に合わ
せて行う。早いテンポで各楽器がかけあっ
たり少し難しいリズムに挑戦して大きな達
成感を得られる。

〈全学年の指導計画について〉
・�カスタネット・鈴・トライアングル・タン
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ヴァリンの持ち方、鳴らし方を年中組まで
に習得しているので年長児は４月からアン
サンブルを楽しむ。その他にピアニカ指導
が始まる。
・�大太鼓・小太鼓・木琴・鉄琴・シンバルは
発表会では限られた子どもしか触れられな
いので一度は触れられるようカリキュラム
に入れている。

〈一年間の取り組み〉
・10 月下旬～ 11 月上旬
選曲してアンサンブルを行う。
過去の発表会のビデオを見たり、反省を読
んで合奏曲を決める。合奏曲を自由遊びや
お弁当の時に流して耳慣れるようにする。
・11 月下旬
全職員で各学年の合奏を鑑賞する。その後
曲想にあっているか、子どもが無理なくで
きるか保育者間で意見交換する。
・12 月
子どもに導入し、各楽器ごと練習する。
打楽器・メロディ楽器・大太鼓・小太鼓・
シンバルの 3つに分かれて練習する。
1つの楽器から次第に楽器数が増え、みん
ながひとつのものをつくりあげようという
気持ちが芽生えてくる。
練習後は、各楽器の練習の進行状況や次回
の課題を伝え合う。苦手な子への指導方法
やどのような声掛けでできるようになった
かを話し合うこともある。
・１月
グループ別に練習を始める。これまで別々
に練習していた楽器が集まり合奏すること
で子どもたちは力を合わせ音楽ができあ
がっていく楽しさを味わう。
担当教諭を中心に練習をすすめ、練習後、
次の練習に生かせるよう課題を伝え、打ち
合わせをする。
他学年の教師が練習に参加・見学した際、
客観的な意見を聞き参考にしたり練習内容
に行き詰まった場合、相談してみんなで行

事をつくりあげる。また、他学年の同じ演
目の担当者が練習を見て各学年の成長を見
たり練習のすすめ方を学ぶ。
この頃になるとみんなで力を合わせて心を
ひとつにという気持ちが強くなってくるた
め、“おすわり会”では発表会にむけた話
を聞いたりオーケストラが演奏している合
奏曲を聴き、気持ちを盛り上げる。繰り返
しの練習により自分以外の楽器のリズムや
指揮を覚えて子どもだけで合奏するように
なったり他の楽器にも挑戦するようにな
る。２グループで合奏を見せあう機会があ
ると息のあった合奏を見せよう友達のがん
ばる姿を見てみようとお互いに刺激を受け
あっている。合奏が終わると自然と拍手を
したり誰が上手かなど話をしている姿が見
られた。
・２月発表会当日
これまでの練習で自信をつけ、お客様を感
動させたいという意欲が出て発表会を終え
た達成感から涙を流す子どももいる。保護
者が感動して涙を流すところを見て改めて
自分達のがんばりを認識する。
・�発表会後の子どもたちは自信に満ち溢れ、
誇らしげに見える。

〈発表会についてのまとめ〉
４月から段階をふんで取り組む事で無理なく
発表会を迎えられるようになった。
最終学年として１年の最後の大きな行事をど
のように迎えるか、今までの成長をどのよう
に見せるか、子どもたちの気持ちをどこまで
成長させるかを考えることそして、年少・年
中からの２年３年保育のつながりを伝えられ
るよう考えていきたい。
〈行事の取り組みについてのまとめ〉
行事は毎年行われ各園の特色がよく表われる
ものである。毎年行われていても毎年、子ど
もは違い子どもを取り巻く環境は変化してい
る。昨年度と同じようにと考えたり、また、
昨年度以上のものをと考えがちだが子どもに
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とってふさわしい内容を検討する必要があ
る。その際、今、現在の子どもの状況だけで
なくめざす幼児の姿も見据えた上で考えない
と達成感も感動も味わえないことになると思
う。
行事を見直すことは日々の保育を見直すこと
につながり子どもを見つめ直す事にもつなが
る。めざす幼児の姿があるからこそ保育者が
一丸となって子どものために考え保育者も
日々、学び保育し子どもたちも大きく成長し
ていくのだと改めて感じた。
日々の保育の忙しさで目標を見失わないよう
１日１日を大切に保育していきたい。
☆行事と日常の保育の関わりについて情報交換
○グループバズの発表
Ｎグループ
・�行事は前年度の内容をベースに行う
・�学年ごとに内容が決まっているため、担任
が決めて行う
・�行事の責任者・実行委員を中心として副園
長・園長も加わりすすめる
・�年間のテーマに沿って行う例）動物
・�作品展は大変という園が多く、外遊びの時
間が大幅に減ってしまうため、中止した園
もある
・�その行事は本当に大事であるかを話し合う
・�運動会・発表会の大きな行事の事前に準備
がある。スムーズになる。
例）運動会 10 月ミニミニ運動会６月

Ｋグループ
・�年少～年長まで劇または劇と合奏や楽器演
奏
・�劇・合奏・オペレッタ・太鼓・運動の中か
らやりたいものを選択し練習する。
（配慮の必要な子にも本人の希望に沿って
行う）

Ｇグループ
・�行事は子どものためにやるのか大人に見せ
るためのものかという話題になる。大人に
見せるためのものならばある程度のレベル

が求められる。
Ｑグループ
・�運動会の練習という言葉は使わず子どもた
ちの遊びの延長となるようにする。
・�行事のために職員研修を受けたり特別指導
の先生をお願いする。

◎講師横山文樹先生より
〈保護者を意識する行事と園内で行う行事を
分けて考えることが大切〉
・�保護者に見せることを意識しすぎるとエス
カレートしてしまう
例）・�指導力がないと言われないように保

育者が子どもの作品に手を加えてし
まう。子どもの心を無視する事にな
る

　 ・�ハーモニカの苦手な子にハーモニカ
に綿をつめて音が出ないようにする
虐待と同じである

・�良い所を認めてあげてほしい事を伝える。
その為には、日頃から保護者とコミュニ
ケーションを取っておくことが大切。
・行事について
発表会の振り付けは子どもの力量に合わせ
る
・�保育の目的は子どもの成長を援助する大き
な目的がありその中に行事がある
・�めざす子ども像は何かを考える
・�伝統文化の位置付けを考えて理由を伝えた
り一緒に調べる。
例）「なんでおはぎをたべるの？」
・�発表の感想
・�「子どもたちを取り巻く環境（自然・物的・
人的）が全て、学びの対象と考えとあった
が環境は大切である。人的環境では先生が
笑顔で元気よく挨拶する。
・�１日の生活リズムが大切（アメリカの非行
に走る子の統計では生活リズムが崩れてい
る）
・�おすわり会→人の話を聞く事ができる力が
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大事である。小学校へ行ってからも話が理
解できないと苦痛になる。
・�子どもにとって大事な事は子どもと保育者
との信頼関係である。子どもを認めたり受
容する言葉である。
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第５回　保育者の役割と連携研究会
月　日　平成22年11月 17日（水）
場　所　エポック中原7階大会議室
講　師　横山　文樹先生（昭和女子大学教授）
テーマ：�「建学の精神を活かした保育内容の構

築」�
～保育者の学びと子どもの学び～

俯瞰図番号　Ｂ２－Ⅱ

保育者に必要なこと
「辛い時は書いて忘れなさい。
嬉しい時は話して伝えなさい。
何もない時は本を読み返しなさい。」

「口は一つ。耳は二つ。話すことの倍、聞く
ことをしなくてはいけないということ。」
教師の在るべき姿勢として「大きな耳　小さ
な口　やさしい目」

１．建学の精神と保育内容
１）建学の精神を理解する
まずは、教育目標を捕らえる。
理由：�しっかりと目標を捕らえていないと

“～をする”といった活動が目的化
してしまう。

２）教育課程の編成・見直しをする
入園から修了までの育ちの過程。常に検討
や見直しが必要。今ある子どもの姿を見つ
めなおすことができる。
３）保育内容の検討をする
ある北海道の幼稚園でのこと。どうも活気
がない。なぜかよく考えてみると、去年と
同じことばかり行っていることに気がつい
た。
～保育者の成長軸～
去年のままでいいのか。他のやり方はない
のか。「何でこれをするのかな。」・・と思
い続ける。
４）「保育とは何か？」と問い続ける
保育原理→保育って何か？保育って何をす

るの？
→�保育とは子どもの発達を援助する。いつ
も子どもの発達を援助するために行なっ
ているかを常に自覚して行動する。
・矛盾のぶつかり合いが保育。
・�ズレにどう対処していくかというのが保
育。

５）時代の変化を読み、即応できること
テレビの影響
ワールドカップサッカー
オリンピック
街の様子
流行語　パソコン　携帯　デジカメ等に日
頃から気を留めること。

２．子どもが心地よく生活するには・・・
１）生活のリズムが心地よいこと
２）「愛されている」という実感がもてるこ
と。思っているだけでは伝わらないもの。
しっかり言葉にして！
３�）園の中、クラスの中に家庭的な温かさが
あること
４�）幼稚園が楽しいと思えること
遊べない子へは・・・
「いれて」っていってごらん！←あまり続
くと、自分で何か遊びを作りだすことがで
きなくなる。自分で遊びを作る力が大事。

幼保一体化
・学校基本法
・お金かかる
・制度的に矛盾が多々ある

３．これからの幼児教育の課題
１）協同する経験を重ねること
共同→協同…�友だちと共通のテーマで話し

合う。
話し合う過程を大切にする。
例：�そろそろお当番を２人から１人にして
はどうか？
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５歳になって突然、協同的活動を行うので
はなく、４歳から徐々に馴らす。
２）規範意識の芽生えを培う
年長は自分たちでルールを作る。
３）体験の多様性と関連性を図る
体験→�目に見える。（海に行った。バスに

乗った。）
経験→�目に見えない。（楽しかった。いや

だった。）
できるだけ多様な体験をさせる。
４）言葉による伝え合いの充実
自分の思いを伝える。（コミュニケーショ
ン能力）
斎藤茂太さんの本より・・・
「笑うことはもっとも簡単な成功方法だ。」
「第一印象は訓練で変えられる。」「小さい
ことを褒めよう。同じことを何度でも褒め
よう。」「ありがとうを多く言うとストレス
が減少する。」「最高の訓練は最初の失敗に
ある。」
５）思考力の芽生えを培う
６�）体を動かすことと食に関する内容の充実
食べる時間が楽しいと思うのが大切。
７）表現に関する指導の充実
表現→遊ぶ・話す・踊る・・・
８）自信を持って行動できるようにする
子どもの得意なことを見つけてあげる。→
自信につながる。

４．子どもの学び
１）遊びの中で学ぶ
２）基本的生活習慣の中で学ぶ
３）集団生活の中で学ぶ
４）保育者から学ぶ
５）友だちから学ぶ
→�子どもはありとあらゆるところで学んで
いる。

５．保育者の学び
１�）意図的・計画的で見通しのある充実した

生活を計画する
２�）子育て支援は園の状況、力量に応じて内
容を考える
３�）園内研修の充実が教師の資質向上を確実
にする
４）発達の連続性を重視する
５）評価は検挙に受け止めて


