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継続研究会

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20日（水）
幼稚園教育内容を深める
神蔵　幸子先生（洗足こども短期大学教授）

D1－Ⅲ 26

２ ６月17日（水）
幼稚園教育内容を深める
神蔵　幸子先生（洗足こども短期大学教授）

E5－Ⅲ 27

３ ９月16日（水）
からだ遊びで発達を促す
石濱　加奈子先生（洗足こども短期大学准教授）

E5－Ⅱ 17

４ 10月21日（水）
日本の伝統音楽・文化を子どもたちに伝えよう
長谷川　真由先生（洗足学園音楽大学講師）

E6－Ⅱ 21

５ 11月18日（水）
子どもの言葉の発達と発達に即した視聴覚教材
並木　真理子先生（洗足こども短期大学准教授）

E6－Ⅲ 15

６ １月20日（水）
保育の質を高める保育者の役割
小泉　裕子先生（鎌倉女子大学児童学部児童学科教授）

E9－Ⅱ 62

◆研究参加園（34園）�

川 崎 頌 和 幼 稚 園
小 峰 幼 稚 園
元住吉こばと幼稚園
大 楽 幼 稚 園
た ち ば な 幼 稚 園
健爽学園ゆりかご幼稚園
宮 崎 台 幼 稚 園
中 野 島 幼 稚 園
こうりんじ幼稚園

梅 園 幼 稚 園
白 山 幼 稚 園
月 影 学 園 幼 稚 園
田園調布学園大学みらいこども園
津 田 山 幼 稚 園
さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園
東 菅 幼 稚 園
桐光学園寺尾みどり幼稚園
ちよがおか幼稚園

み ゆ き 幼 稚 園
川崎こまどり幼稚園
す み の え 幼 稚 園
諏 訪 幼 稚 園
梶 ヶ 谷 幼 稚 園
ひ ば り 幼 稚 園
桐光学園みどり幼稚園
柿 の 実 幼 稚 園
有馬白百合幼稚園

み の り 幼 稚 園
第二ひかり幼稚園
サ ク ラ ノ 幼 稚 園
若 竹 幼 稚 園
川崎たまがわ幼稚園
潮見台みどり幼稚園
玉 川 幼 稚 園
川 崎 青 葉 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27年５月20日（水）
場　所	 ユニオンビル
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・子育て支援新制度」の実施
� （本年４月より実施）
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
・量的な拡大が進むなかでの、質の向上
量的拡充：�必要とするすべての家庭が利用で

きる支援を目指す。
質の向上：�子どもたちがより豊かに育ってい

ける支援を目指す。（職員配置の
改善、職員の処遇改善、放課後児
童クラブの充実）

２、保育内容を考える
〈保育内容の基本を考える〉
・幼稚園教育に関係する基本法律の改正
・教育基本法改正（H18.12）・学校教育法改正
（H19. ６）・幼稚園教育要領改正（H20.12）
○各法律の改正点から浮かび上がった保育内容
に関するテーマ
①日本の伝統文化と保育内容の関連
②義務教育及びその後の教育の基礎を培うこ
とについて

○教育基本法改正を受けての保育内容の見直し

３�、我が国と郷土の現状と歴史について、正
しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、そ
れらをはぐくんできた我が国と郷土を愛す
る態度を養うとともに、進んで外国の文化
の理解を通じて他国を尊重し、国際社会の
平和と発展に寄与する態度を養うこと。

「伝統文化教育」について、さまざまな取り組
みが試みられている。
事例
⦿わらべうたあそび（伝承遊び）
現役教諭にいつ頃導入しているか聞いたとこ
ろ、４歳２学期が多かった。
伝承遊び１つ１つにどのような意味があるか。
・友だちの名前を覚え、言うことができる。
・相談することができる。（花いちもんめ）
・運動的なこと。（後ろに歩く、横に並んで
手をつなぐ）
・我慢できる。受け入れることができる。こ
れらを考え、いつ導入できるかをみる。
いつやらなければならないかではなく、い
つやったらいいかを考えることが大切。

⦿地域のお祭りに参加
⦿地域の食材を使った料理や行事食をともに楽
しむ。

「伝承すること」を目的に取り組むだけではな
く、それぞれの内容が、子どもにとって、どの
ような意味を持ち、また、発達的観点から、ど
のように位置づけることができるかを捉えなお
して、伝統文化と保育内容についての各園での
特色ある取り組みに発展させていけるとよい。

学校教育法
第23条　幼稚園における教育は，前条に規定
する目的を実現するため、次に掲げる目標
を達成するように行われるものとする。
１　健康、安全で幸福な生活のために必要な
基本的生活習慣を養い、身体諸機能の調和
的発達を図ること。
２　集団生活を通じて、喜んでこれに参加す
る態度を養うとともに家族や身近な人への
信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神
並びに規範意識の芽生えを養うこと。
３　身近な社会生活、生命及び自然に対する
興味を養い、それらに対する正しい理解と
態度及び思考力の芽生えを養うこと。
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４　日常の会話や、絵本、童話等に親しむこ
とを通じて、言葉の使い方を正しく導くと
ともに、相手の話を理解しようとする態度
を養うこと。
５　音楽、身体による表現、造形等に親しむ
ことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生
えを養うこと。

第23条目標は保育内容５領域の基礎である。

義務教育及びその後の教育の基礎を培うとは
―�幼児期の学びと小学校の学び：学びの連続

性

乳幼児の子どもと幼稚園生活
　「幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発
揮することにより発達に必要な体験を得ていく
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が展開され
るようにすること」（幼稚園教育要領：総則第
１幼稚園教育の基本）
自発的→子どもが自らすること
主体的→�提供したことをやろうとし行動する。
→２つが揃うことが大切。

◎幼稚園の特色（家庭との違い）
幼児の発達や幼児期の教育についてよく知っ
ている専門家が、社会の動向を踏まえて、集
団としての子どもたちのために、必要な経験
を精選し、園生活のなかで用意している。

「幼児の発達は、心身の諸側面が相互に関連
し合い、多様な経過をたどって成し遂げられ
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を考慮して、幼児一
人一人の特性に応じ、発達の課題に則した指
導を行うようにすること」（幼稚園教育要領：
総則第１幼稚園教育の基本）

◎�小１プロブレムの話題から（小学校との連携：
第３章２節）
幼児教育のあり方と小学校での教育の「段差」
を滑らかにする
・双方の子どもたちの訪問
・一緒に行事を行う
・�保育者や小学校教師がそれぞれの実践の場を
見学し交流する　etc.

※幼稚園教育は小学校教育の下請けではない。
→幼児期には幼児期にふさわしい生活

　結果として45分座っていられる、ひらがな
の読み書きができるようになっている、という
ことはあるが、それ自体が幼児期の教育の目標
ではない。

　現代の子どもの生活の変化から、力が落ちて
いるといわれること
①�「地域での遊び」や「子どもの社会集団」が
なくなっている
→�子どもたち同士でいろいろ体験してみて、危
険を感じた時に回避したり、問題を解決しよ
うとすることが少なくなり、人との関わりの
力が落ちている。
②「家事」や「家の仕事」の手伝い
→�家の仕事を手伝わない。家庭で幼児が手伝う
ことがない。幼稚園ではお当番活動を喜ぶ。
アナログに戻り、子どもがあえてやる事を経
験させる。
③「家庭の団欒」

保育内容を捉え直す

幼児期にふさわしい生活
１　教師との信頼関係に支えられた生活
２　�興味や関心に基づいた直接的な体験が得

られる生活
３　友だちと十分に関って展開する生活
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幼稚園教育内容を深めるために
○一日の園生活の組み立てから
①「主体的な遊び」の保育場面
幼稚園教育は、学校教育法第22条規定する
目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、
環境を通して行うものであることを基本とす
る。幼児の自発的な活動としての遊びは、心
身の調和の取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。幼稚園教育要
領第１章総称「幼稚園教育の基本」より抜粋
→�子どもが興味、関心を持った遊びは自分の
持つ能力を発揮する。そのなかから発見が
あり、知恵を出し、工夫し遊びを展開する
ことに意味がある。

〈指導のポイント〉
・子どもの興味・関心をとらえた環境の構成と
物の提示をする。
・�発達に応じた人間関係の成立する場の広さ
（狭さ）の調整を図る。
・技能に合ったもの作りの提案・材料の準備
・遊びの流れ作りや、目当てがもてるようなヒ
ントの投げかけをする。
・（保育者が）どの遊びにも入ったり、関った
りする。（入り方と出方の工夫）
・遊べない子への援助の工夫を

②「生活習慣形成に向けて」の保育場面
基本的生活習慣は繰り返しの指導のなかで身
につく。なぜそれが必要なのか、が分かって
初めて身につく。
→�丁寧に説明することが大切。それを納得し
た時に身につく。

〈指導のポイント〉
・幼児の安全性と動線を考慮した保育環境作り
・�発達や時期に応じた順序性のある繰り返しの
指導
・�具体的な視覚に訴える絵カードや紙芝居など
の教材作り

・必然性を伝える援助

③「学校全体の活動（課題への取り組み・集団
のつながり）」の保育場面
共通経験、体験を通して連帯感をもつ。
集団活動の楽しさ、心地よさを体験する。

〈指導のポイント〉
・導入→展開→振り返り（評価）の流れ作り
・�活動の始まりの環境構成＋終わり方を考える
（片付けまでを子どもと一緒に行う）
活動の展開に向けた幼児の動線を考えた環境
作り
・説明は短く、分かりやすく

④「プロジェクト型」の保育場面
行事に向うなかで、協同性を発揮する→
・友だちのよさに気づく・コミュニケーション
が育つ・工夫する力・互いに学び合う体験・
達成感・園の文化の継承
・主体的な遊び、学級全体の活動との関連を生
かす
・長期の見通しや計画性をもって取り組むため
の計画表やカレンダー作り
→�子どもの関心事は何かを考える。日常生活
と行事がつながる。

　保育内容を豊かにするために
〈多様な動き〉が発達の重要なカギ
いろいろな種類の動き　いろいろな遊びを体
験することの価値　「発達の特性」に応じた
遊び

　「習得」と「洗練」
→�基本的な動きを習得、動きながら無駄をな
くしていけるよう遊びを工夫する。
「種類（レパートリーの多様性）」と「変化
（バリエーションの多様性）」
多様な動きを引き出す遊びを考えるヒント

Ａ　�人数を変える→なわとび、長なわ、鬼ごっ
こ（鬼の人数を変える）
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Ｂ　�空間を変える→ドンじゃんけん（ストレー
ト、ギザギザ等コースに変化）、へびおに

Ｃ　�方法を変える（動きを変える、ルールをア
レンジする）→こおりおに、たかおに

Ｄ　�遊具を変える、ボールを投げる→ボール以
外のものを考え工夫する。お手玉など。

Ｅ　�遊具を複合的に使う―固定遊具を組み合わ
せて変化に富んだ通路を作る

Ｆ　生活の動きを遊びに―雑巾がけ競争

〈指導のポイント〉
１　トレーニングではなく遊びにする
２　未経験の動きは何があるかを考える
３　やりたくなる環境を用意する
４　動きに別の修飾語をつける
５　子どものやり方を尊重する
６　�保育者は面白そうにやる→子どもが興味を

もつきっかけになる
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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27年６月17日（水）
場　所	 ユニオンＡ
講　師	 	神蔵　幸子先生	

（洗足子ども短期大学教授）
テーマ：幼稚園教育内容を深める
俯瞰図番号　E5－Ⅲ

○５月講習の試験の総評
①行事に関して
行事を行うなかで協同性を発揮する
・友だちのよさに気づく
・コミュニケーション力が育つ
・工夫する力
・�互いに学び合う体験（保育者がどれだけ認
識するかによって子どもが伸びる）
・達成感
・園の文化の継承
・�主体的な遊び、学級全体の活動との関連を
生かす
・�長期の見通しや計画性を持って取り組むた
めの計画表やカレンダー作り

行事は日常の保育のあり方とどのように繋げ
ているかで、その持ち方が変化する。
プログラムの作成：例年決まったプログラム、
年長が取り組むプログラム。
・�例年決まっている良さ→他学年も遊びの中
で知る、憧れ
例えば：リレー

（年少・年中）�バトンを渡す楽しさ重視。だか
らこそ繰り返し終わりがなくで
きる。１チームで満足する。

（年長）勝負を楽しむ
・活動は２回目以降成長変化が必ず見られる
10年前より運動能力が落ちているため同
じプログラムをしても大丈夫なのか検討
・�毎年新しい試みをする→変化させるメリッ
ト、評価がついてくる、デメリット

②「あんたがたどこさ」を歌いながら遊ぶ
・�新しい遊びを考える事は難しいことではな
い。できるように、面白くするように子ど
もなりに遊んでいる事から学ぼう。

○運動会へ向けての準備と子どもたちの生活例
DVD�：��「あそんでぼくらは人間になる」（広

島県　かえで幼稚園）テレビ新広島
製作2012.5.26

中丸元良園長
　番組制作を機に思う事は、かえで幼稚園は
「普通」を大切にやってきたという事です。
　今回企画が「変わった園の特徴的な活動」
ではなく「普通の園の何の変哲もない日常」
に注目し、その中にあるたくさんのドラマや
子ども達の成長を見ようという意図だったの
で、こどもらも１年間付き合えたのだと思い
ます。見て下さる方が普通の中にある普遍を
発見してくださったら嬉しく思います。
　幼稚園は、人間として生きる喜びを体験す
る場だと思います。作ること、考えたり工夫
したりすること、挑むこと、共感したり協力
したりすること、想像することなどです。そ
ういうことの楽しさをしっかり体験すること
が豊かな人間性の基礎になると思います。も
ちろんけんか、けが、失敗、敗北、口惜しさ
など、ネガティブな体験もあるのですが、そ
れがあるからこそ、感性豊かになり、いわば
「こころのひだ」が強くなるのだと思います。

○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
②子どもの自発的な遊びの価値を再認識する

・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方を
認識する

まとめ
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子どもたちの活動が楽しく充実したものとなる
ためには、易しすぎず、難しすぎない活動を選
ぶ必要がある→今の子どもにとって少し難しい
視点で活動計画を挑戦できる環境を用意する。
　
不可能な水準
　（課題として不適切なレベル）
可能的な水準
　（手伝いがあればできるレベル）
大人の手助けがあるとできる、友だちのやり
方を真似できてできるようになる能力
完成した水準
　（自分一人で出来るレベル）
本人の発達水準で今出来る能力
完成した水準での活動に援助するのは「過保護」
不可能な水準への取り組みを見守るのは「放任」

○子どもの自主的な遊びの再認識
幼稚園教育要領第１章総則「幼稚園教育の基
本」
　幼稚園の自主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。

「遊びによる総合的保育の展開」　遊びを通し
ての総合的な指導
・子どもの自発的な活動の中に含まれる教育
的視点における内容

５歳児９月　忍者ごっこ

・遊びを直接指導していないが、自分たちで楽
しんでいる姿の中に、幼稚園、保育園で、ぜ
ひ体験させたい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の積み
重ねであることも忘れてはいけない。環境を整
えて自由にさせておけば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、
そこに保育者がどのような視点を認識してい
るかが、教育の質の違いに繋がっていく。

座席から移動し、今までと違った視点（角度）
から物を見たり、気づく体験
①部屋全体を座席から見回す　②立ちあがっ
て見回す　③少し歩いて部屋の印象を捉える
④大きく移動して部屋の印象を捉える　⑤元
の座席に戻って部屋を見回す
→環境を変え子どもの目線の高さ、保育者の立
ち位置を変えて見直す事で発見があるかもし
れない

事例

実技
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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27年９月16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准教授）
テーマ：からだ遊びで発達を促す
俯瞰図番号　E5－Ⅱ

○最近の子どものようすから見える傾向と対策
・体力が落ちている時代→その背景には大人の
都合でそうした環境になっている
・歩かされているのではなく→歩くようになる
子どもを育てる

○幼稚園 ｢最近増えている｣ という実感ワース
ト５（子どものからだと心連絡会議、2010）
１位　アレルギー
２位　すぐ ｢疲れた｣ という
３位　背中ぐにや
４位　ぜんぞく
５位　自閉傾向

〈その他〉
・床に寝転がる
・うつ傾向
・夜眠れない
・頭部、顔面の怪我→男児が多い傾向
〈小学校〉
・彫刻刀や鉛筆を手に刺してしまう
・保健室に来て１、２時間熟睡してしまう

○健康の三大要素・運動・食事・睡眠
・大人は３要素の１つが欠けても機能するが、
子どもは１つでも欠けると機能しない
・保護者の帰宅時間、就寝時間が遅いと子ども
も同じ時間帯になる傾向にある
・最低限の食べる量の提示、保護者も共に食べ
る大切さ
・海外は添い寝しない傾向。大人の生活と子ど
もの生活を分離している
・７時起床が平均的な時刻（幼児）

・生活パターンは３歳児の頃から変化しない傾
向
・現状として早寝早起きさせられ、ご飯を食べ
させられている
→�早く寝たい、早く起きちゃった、朝ご飯食
べたいが理想的

・就床時間と就寝時間の違い→ベッドに入った
時間と眠りに入った時間の差が生じ本来の睡
眠としての時間が確保されていない事が多い

○光を利用しよう
・日中は太陽の光を利用→起こす30分前には
カーテンを開ける。そのため遮光カーテンで
はなく光が入る物を取り付ける
・外遊びが減少するとメラトニンの分泌が低下
する
・空気の入れ換え→酸素濃度をアップさせる
・学習塾やコンビニエンスストア、ファミリー
レストランが眠くならない訳→明るい照明に
ある

○運動量と足の発達
幼稚園：戸外遊びを好む、運動量の確保。
家庭：�降園後は室内遊び、移動は自転車、車

→しかし保護者は我が子はよく動くと
認識している。それは大人の尺度。

・歩行量（小学生）：20年前と比較すると４割
減少
・小指が地面につかない（浮き指）→バランス
が取れない。ねん挫をしやすい。
５～８割の子どもが該当する時代。幼児期に
発達しないと一生発達しない。
足の裏で地面を掴める様に→上履きが原因の
１つだと言われている。指で掴むためイン
ソールを。普段の靴も指の付け根部から曲が
る靴選びを。裸足で過ごせる環境を。
・きちんとした姿勢が保てないため背筋が弱い
→背中がグニャグニャ
・本来の遊びの中で運動量を確保する
自発的に遊び込む事：男児は疲れ果てる遊び
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方で満足。女児は男児と同様にすると疲労だ
けが残るので、特性理解を。
・運動神経は遺伝しない。筋肉は遺伝。
○幼児期後期は遊びの時代（E.H.エリクソン）
とことん遊ぶ時期遊びを通して、社会性が広
がり、自発性を発揮する→目的を求める様に
なる
・この時期は、待つ事、見守る事を重視

○機能の喜び（S.ビューラ）
・自分の力（機能）を使う事自体が喜びであり
それによって学び、育つと言う人間の発達の
本質

・触らない補助
やや危険が伴う遊び方をしたい場合：大人１：
子ども１であること。最小限のケガで収まる
様に保障する。

○毎日、合計60分以上楽しくからだを動かす
（文部科学省、平成24年３月）
指導上のポイント
①多様な動きが経験できる様にさまざまな遊び
を取り入れる事
多様な動き：１つの動きが得意なよりも、さ
まざまな動きを獲得出来る様に
歩く（ゆっくり、静かに、早く、ドタバタ）
走る、投げる（紙鉄砲）、回る
②楽しく身体を動かす時間を確保すること
③発達の特性に応じた遊びを提供すること

留意点
①１人ひとりの発達に応じた援助をすること
②幼児が思わず身体を動かしたくなる環境の構
成を工夫すること
・�子どもが好きな遊びのなかでどんな動きが
取り入れられているか調査する。
川の動作が不足であるか調べて不足のもの
を保育者が用意する。
EX：ジャンプが足りない→・ヶンヶンパ

の環境を取り入れる
③安全に配慮すること
④家庭や地域にも情報を発信し、共に育てる姿
勢を持てる様にすること

○栃木県：さつき幼稚園の事例
じゃれつき遊び→保護者、保育者も参加。何
を使ってもよい。禁止事項をなくし遊ぶ時間
を設けると、集中する時間が伸びた。しかし、
次第に大人が疲れ辞めた→するとトラブル多
発、落ち着きがなくなる→改めて行う事にす
ると改善
○興奮と抑制は同時に発達
朝は興奮させ発散させることで、その後の集
中力に変化

○３歳～４歳頃
自分から進んで何度も繰りかえすことができ
る遊びを好む
○４歳～５歳
自分たちでルールを決め、人との関わりを持
つことを好む

○まとめ
普段の様子から欠けている動作を見つけ、意
識的に遊びのなかにいれていく保育を心掛け
る。
転がる動作が苦手な時代。特に日常にない動
きを積極的に取り入れる。
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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27年10月21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
俯瞰図番号　E6－Ⅱ

○ワーク（７～８人）音楽的体験　現代っ子の
興味・関心
それらを発表
①今年園児が遊びながら歌っていたうた（CM
ソング、アニメの主題歌など）
・わらべうた
・お笑い
・CM
②今年、園児達が遊びを伴い自発的にうたって
いた歌
・身体を伴う歌
→�個々に記入した物をグループで共有して
いった

○わらべうた：�ひらいた　ひらいた　（カノン
風に）

　　　　　　　かごめかごめ＆かくれんぼ
○環境設定　素材としての竹
竹を使った遊びや楽器について話し合ってみ
よう
・竹の楽器の特徴
・モンスーン気候（特に東南アジア）に群生し
ている
・硬さと柔軟さを兼ね備えている
・加工しやすい（竹ぽっくりや竹コップ）
→竹やぶから持って来て作る

○実践：竹の楽器を用いて　ひらいた　ひらい
たを歌いながら演奏

○音楽体験　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
いできたうた
・わらべうたを調べると、もっとも基本的な日
本音楽の特徴が、音階にしてもリズムにして
も、よりはっきり捉えられる
・「私はある音楽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」
・音色が柔らかく美しい（響き合える）

○まとめ
・日本伝統音楽、文化からみる遊びの可能性
・日本の伝統音楽の基層には身体、息がある
・わらべうたとは「育ちゆく生命力」
・「いき」な箇所には変位が大である
・伝統とは、変位し続けるもの
・子どもの自発性や創造性を養う遊びを通した
コミュニケーションの１つにわらべうた（音
楽的体験）と竹の楽器（環境設定）を取り入
れてみませんか？
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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27年11月18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：子どもの言葉の発達と発達に即した視

聴覚教材
俯瞰図番号　E6－Ⅲ

１．幼児の言葉の発達
１－１．言葉の発達

２．発語能力－話し方言葉
１歳前後：初語　［特性］�・�初めて発する言葉

（有意味後）
� � ・�異なる２つ以上の

子音＋母音の音節
をもっ

� � ・�例）「ママ」「バブ」
「マンマ」「バアバ」
「ブウブ」

→�マ行・ハ行は比較的発音しやすい為、初め
に言葉にする傾向が強い

１歳頃～：一語文［特性］�・�１語で色々な意味
を表現する

� � ・�例）「わんわん」と
１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
言葉の獲得になる

� � ・�例）「なぜ」「どう
して」

３歳頃～　　　　　� ・�２文を接続詞で組
み合わせられる。
単文から従属分へ

　　　　　　　　　� ・�例）「そして」「そ
れから」「だから」

４歳頃～　　　　　� ・�過去、現在、未来
を意識して話す様
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＝

言葉の発達

脳の機能

養育態度

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
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「あめ」「あいす」
３．音韻と構音の発達（幼児音）
構音：言葉の音を作り分ける事
・子どもが全ての音をほぼ正確に構音出来るに
は、５．６歳～就学前までかかる。
・早く獲得出来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：�言葉の音を聞き分ける事、聞いた音の

順番を覚えておく事
・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。
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

※就学前までに正しい発音が出来ない場合、耳
の聞こえが悪いのか、発音に障がいがあるの
か等疑いを持つとよい。また言葉の教室等へ
行く様に促すとよい。

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事
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
体験を生か

○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

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、
変化のある色々形がはっきりしてい
る絵本

　　　　・�「触る、舐める、かじる」ことに配
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
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　　　　・�生活のユーモアやナンセンスを楽し
める絵本

言葉を育む保育者の応答的な関わりと環境
言葉とイメージの言葉の意味付け
・言い換える多様な語彙数獲得へ
ことばを育む

○絵本の特性
・「個」に対して作られたもの→「個」の感性
を育てる
・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育む
・１ページ毎の楽しみを味わう

○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
・連動したお話の展開を楽しむ
・読み手が演じるもの
・抜く、差すという動作で読み合う

７．年齢によっての絵本
○乳児にとっての絵本
・絵本が「もの」から絵本へ
→�めくる動作を繰り返しながら、興味の持っ
たページをじっと見る。

・�三個関係：指差しで言葉と物との名前の一致。
指さしにより目を向けやすい。そのため発達
に障がいがある場合、集中しやすい。
○２～３歳児にとっての絵本
・「個」から「集団」へ→個への読み聞かせを
大切にする。言葉の獲得期、質問期の満足感
○４～５歳児にとっての絵本
・「集団の中の個」の充実
・１人１人のイメージを大切にする読み方
→�よけいな挿話や動作は入れない。５歳児で
は抑揚を控えめにする

・ページをめくるときの間の取り方を考える→
想像力を期待させ、喜びを育てる

８．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
りに個で楽しさ味わう
・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（けんか中）での
気持ちの安定をはかるものとして絵本に関わ
る

９．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さまざまな絵本の
選書

10．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」
→この3Sが備わっているのがTVゲーム
・かくれんぼで隠れていられない時代
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（４歳位から）自分で読む物へ。
→�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力の希薄化
保育者の課題
・子どもと会話を深める
・絵本を選ぶ目を養う
・絵本の設置環境の再結成
・「個」への読み聞かせ
・子どもの言葉による表現を高める視覚的教材
の活用




