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子どもの感性と意欲を育てる保育環境についての研究
―０〜５歳児の発達的基盤に着目して―
大

橋

喜美子＊

Childcare Environment for Fostering Sensibility and Positive Thoughts
in Children : Focus on the Developmental Foundation
of 0- to 5-Year-Old Children
In Japan, childcare is considered “to be provided based on the environment.” However,
there are various philosophies on the childcare environment. Regarding childcare that fosters
sensibility and positive thoughts in children, almost mandatory enrichment lessons are included as part of education or childcare. In this study, we focused on our idea of continuity
of childcare created when childcare providers were impressed by the words of children and
moved on to the next phase of childcare to foster sensibility and positive thoughts in children.
For such continuity, a developmental perspective is required as the basis for sensibility and
positive thoughts in children. Based on our results on the relationship between continuity of
childcare and years of experience, childcare providers with 5 years or more of experience are
more likely to develop positive thoughts and interest in children. A similar relationship of the
continuity with childcare experience was found regarding the perspective on development of
children in childcare.

する遊びの環境は、自然と触れ合いながら興味や

Ⅰ．問題と目的

関心・探究心を育むことが求められ、子ども※２）

日本の保育は、２０１５年よりスタートした子ど

の発達を基盤として、経験の積み重ねによって意

も・子育て支援新制度のもとに、子育てのニーズ

欲や感性が育つことを示している。

に合った多様なシステムの中で、変革が求められ

しかし、現実の保育施設を概観すると、その中

てきた。

には様々な保育観と保育実践が展開されている。

そこで一貫して位置づけられて き た こ と は、

子どもの意欲や感性が育つとされる保育について

「保育の基本原則は環境を通して行うもの」だっ

は、子どもの発達を基盤とした保育ではなく、お

た。

稽古事の練習と言っても過言ではない保育も見受

保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども

けられる。

園教育・保育要領の保育内容「環境」において３

また、近年の子どもを巡る社会的状況として、

歳以上児に関するねらいでは、「周囲の様々な環

児童虐待や個食・孤食と子ども食堂などの実態か

境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生

ら考えても、日本の子どもが置かれている状況は

活に取り入れていこうとする力を養う。
」とある。

決して幸せとは言えない。こうした環境の変化を、

保育内容「環境」のキーワードは３法令

※１）

共に

これ以上劣悪にさせていかないためには、保育の

「自ら環境に関わる」「自発的な活動」「様々な経

現場において家庭支援を視野に入れた専門性をも

験を積む」が考えられる。ここでのねらいを達成

つ保育者の育成が必要である。
その専門性の一つとして保育者※３）は、子ども
がどのような環境で育っていても、自立させるこ
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と、一生涯を通して社会で望ましい生き方ができ

であり、自然を背景とした科学教育としての保育

る人格の育成を目指すことを目標として、保育実

や教育において子どもの発達を促すとし、幼児期

践を展開させることが大切である。そして、自分

に科学教育を導入することは、子どもの発達に

で考え判断して行動できる大人になれるように、

とって重要であると述べている。山田（２０１４）の

子どもの発達を保障すると共に意欲や感性を育て

研究では、幼児期は、あくまで遊びの中で子ども

ることが保育者の役割のひとつとなる。

が主体的に周囲に関わりながらその変化を楽しむ
ことが、
「未知の世界に興味を持つきっかけとな

保 育 の 環 境 に 関 す る 研 究 で は、西・伊 藤 ら
（２０１５）が、保育環境を捉える視点として、津守

る遊びとして有効」と結論付けている。

らが述べている「一義的には保育者自身の省察に

Harlan，
JDら（２００４）が紹介している、Kashdan

よって導かれる」に断りを入れながら、幼稚園の

ら（２００２）の研究では、
「好奇心は志 向 を 促 す」

エピソード記録から「四季と園環境」「遊具と子

「好奇心は自ら取り組もうとするエネルギー源」

どもの心」「園舎と子どもの活動」「環境構成と保

「そのエネルギー源は生涯を通じてはたらき続け

育者の配慮」「環境を見る保育者の目」として５

る」と述べ て い る。Kashdanら の 研 究 は、こ れ

つ整理している。

まで述べてきた先行研究を、総称した論理である

秋田らの研究では、園庭環境調査研究（２０１７）

と考えても良いのではないだろうか。

の中で、国際的な指針を参考にしながら国内にお

また、以上の先行研究での共通点は、研究者が

いて質問紙調査を実施している。「ノースカロラ

保育に寄り添いながら、保育関係者の協力を得て

イナ州の園庭指針」「トロント市の園庭指針」「ベ

「環境」や「自然環境」について研究を進めてい

ルリン市の園庭指針」「ウメオ市の園庭指針」を

る点である。そして、それらの研究から分かるこ

紹介しながら、園庭に関する国際的な動向が述べ

ととして、子どもの主体性や好奇心や感性が育つ

られている。さらに、子どもの身近にある園庭環

遊び環境には自然との関りが必要であること、そ

境の物理的実態について「園庭環境多様性指標」

れをさらに発展させ、子どもの発達や感性を基に

として保育実践に基づいた記録がされている。保

した科学する目の萌芽として影響を与えるための

育実践の記録に基づいた園庭環境の物理的実態で

科学教育が必要であるということである。

は、子どもにとって望ましい保育環境を示唆する

科学教育とは、一定の目的や方法に向き合って

とともに、その課題にも触れて、それらが改善さ

物事を体系的に捉えていく力を育てる手立てと解

れることは、保育の質や子どもの遊びに影響する

釈できるが、子どもの場合は、科学教育の楚とな

としている。このような外国の指針に基づいた園

る科学する目の萌芽ともいえる保育の環境が求め

庭環境は、日本の多様な保育観のもとに存在する

られ、十分遊びこめる環境が必要である。

保育実践を一定の水準に保つことに寄与すると共

本研究では、子どものより確かな発達に共感し

に、日本全体の保育環境が高くなることが予測さ

て、意欲や感性に向かわせる環境を考えることの

れる。それは保育の質をあげることにもつながり、

できる保育者の感性と、科学の目を育てる保育内

学びたい点である。

容の展開に着目した。そして、子どもが日常的な

小谷（２０１３）は、幼稚園教育要領「環境」や学

遊びの中で様々な経験をして、発見したり、不思

習指導要領の教科である「生活科」を例に挙げな

議に思ったりする子どもの感性に対しての保育者

がら、子どもが何かに対応したときに「できる・

の気づきを明らかにすることを第一の目的とした。

できない」「知っている・知らない」の二者択一

第二には、子どもの発見などを保育者が次への保

的な世界ではなく、そこにもう一歩踏み込んだ

育展開につなげているのか（ここでは保育の連続

「学びの中での知性や感性の育ちの評価」が必要

性とした）を考察しながら、保育の連続性が展開
２４
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できる保育者の経験年数と子どもへの関わり方に

回答の場合は「無記入」とした。

ついて明らかにすることを目的とした。

分析対象と方法
回答者１３８名対象に保育者が気づいた言葉の内

Ⅱ．手続きと方法

容を「自然＆子どもからの気づき」「生き物＆子

実施時期：２０１８年７月から９月

どもからの気づき」「不思議＆変化」「育てる＆育

実施方法

つ＆栽培＆確 認」「発 達＆保 育 の 喜 び＆優 し さ」

対象は近畿２府３県のうち、８市２１か所の保育

「発達＆遊び」「疑問・課題解決」の７項目にカテ

園および認定こども園の現職保育者である。各施

ゴリー化した。カテゴリー化にあたっては、経験

設の施設長より協力保育者を紹介され、質問紙調

１５年の保育者の協力を得て実施した。保育の連続

査を依頼した。質問紙はA４判４ページで構成さ

性に発展した保育者は６５名、事例数は複数回答が

れている。１３８名（配布数１４０）の保育者から回答

あったため７０件だった。

を得た。対象者には、事前に文書で研究目的、研

「保育の連続性あり」「保育の連続性なし」「無

究方法、質問紙調査内容、プライバシーの保護及

記入」については、経験年数別に単純集計を行い、

び調査前後においても拒否することができる旨を

保育者の経験年数による保育の連続性については、

伝えた。施設長および回答者である保育者の承諾

js-STARversion ９．
７．
２j による直接確率計算（正

は文書で得た。が、施設側の方針により、連名で

確二項検定）を使用した。その後、「保育の連続

承諾書記載を希望された場合は、先方の指示に

性あり」７０事例のうち、子どもの感性や意欲をよ

従った。なお、本研究は大阪成蹊大学「人を対象

り良く育てると仮定できる項目は、小谷らが述べ

とする研究倫理審査委員会」の承認を得ている。

ている幼児の特性が発揮される「観察」にあたる

質問紙調査作成について

として、事例による分析は「自然＆子どもの気づ

幼稚園教育要領・保育所保育指針及び学びのプ

き」「生き物＆子どもの気づき」の２項目を選び

ラン（大野２０１０）、筆者らが実施した「保育者と

２５事例を対象とした。そこで子どもの言葉の内容

養育者の質問紙調査（２０１４）」を参考に研究者１

やつぶやきと保育者の子どもへの関り、保育実践

名の協力を得て作成した。

の展開、経験年数の関係を考察した（表１）。

質問項目

Ⅲ．結果と考察

以下４項目の他、７項目実施。本研究では④を
対象とした。

１．回答者の経験年数と保育の連続性（表２）
連続性ありは全体の中で、６５名約４７％（小数点

①保育園の環境について

以下四捨五入以下同じ）、記述のみは３４名で２５％、

②保育の中で大切にしていること

無記入は３９名約２８％であった。検定の結果、
「連

③事例を挙げて保育観に関する質問

続性あり」と「記述のみ」間で「連続性あり」が

④「子どもが発見や不思議さに気づく場面」

有 意 だ っ た（p＜.０１）。ま た、「連 続 性 あ り」と

についてご自身の経験から２つ程度記述し

「無記入」においても「連続性あり」が有意であっ

て下さい

た（p＜.０１）。

保育の連続性について

経験別では、５年以上１０年未満において「連続

質問紙調査では、保育者の記述から、子どもの

性あり」と「記述のみ」そして「連続性あり」と

つぶやきがその場の記録だけではなく、次の保育

「無記入」間において「連続性あり」が有意だっ

に発展させた内容を「保育の連続性」と名付け、

た（p＜.０５）。１０年以上１５年未満では「連続性あ

その日の記録だけの場合は「記述のみ」とし、無

り」と「無記入」間において、僅かで は あ る が
２５
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表１．保育者の経験年数と項目
項目
年数

自然＆子 生き物＆子
育てる＆ 発達＆保
不思議＆
発達＆遊 疑問・課
どもから どもからの
育つ＆栽 育の喜び
変化
び
題解決
の気づき 気づき
培＆確認 ＆優しさ

１か月以上〜３年未満

２

１

０

０

２

１

合

計

１

７

３年以上〜５年未満

０

２

１

１

６

１

０

１１

５年以上〜１０年未満

２

６

３

１

１

１

０

１４

１０年以上〜１５年未満

３

４

１

３

１

２

０

１４

１５年以上〜２０年未満

０

２

２

０

０

５

１

１０

２０年以上

０

３

４

１

２

２

２

１４

合

７

１８

１１

６

１２

１２

４

７０

計

表２．回答者の経験年数と保育の連続性（N）
経験年数

連続性あり

記述のみ

無記入

８

７

１２

２７

３年以上５年未満

８

９

１１

２８

５年以上１０年未満

１６

６

６

２８

１０年以上１５年未満

１１

５

４

２０

１５年以上２０年未満

８

３

３

１４

２０年以上

１４

４

３

２１

合

６５

３４

３９

１３８

１か月以上３年未満

計

合

計

２．研究対象２項目の保育の連続性について

「連続性あり」が有意だった（.０５＜p＜．
１０）。２０
年以上において「連続性あり」と「記述のみ」間

（表２）

では「連続性あり」が有意だった（p＜.０５）。同

研究対象の２項目は先に述べた通り、「自然＆

じく２０年以上において「連続性あり」と「無記入」

子どもの気づき」「生き物＆子どもの気づき」で

間において「連続性あり」が有意だった（p＜.０１）。

ある。研究対象２項目の「連続性あり」の保育者

他の経験年数群では変化が見られなかった。

２５名の経験年数内訳は、１か月以上３年未満３名、

「連続性あり」について明らかな有意差が見ら

３年以上５年未満２名、５年以上１０年未満８名、

れたのは、経験５年未満と５年以上間であり、こ

１０年以上１５年未満７名、１５年以上２０年未満２名、

の結果から保育経験５年以上の保育者が子どもの

２０年以上は３名であった。５年以上の経験を持つ

発見などに気づいていることが理解できる。ただ、

保育者から連続性ありが増えている状況があり、

１５年以上２０年未満では有意差が見られなかったが、

３年以上５年未満と５年以上１０年未満間において

ここでは、他の年齢群と比較して年齢群の総数が

僅かな有意差が見られた（.０５＜p＜.１０）。

少なかったことが要因にあると考えられる。

そうしたことから、保育にゆとりをもって子ど
もと関わり、子どもと遊びを共有しながら、子ど
もの動きを捉えるのは、やはり約５年以上の経験
が必要であると考えられる。
２６
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然な形で誘導している。

３．事例にみる子どもの発達と保育

４歳児は、床に反射した虹の色を外界から入っ

（表３−１・３−２・３−３）
感性や意欲を育てることについて、Harlan,JD

てくる光と共にその不思議さを感じている。そし

ら（２００４）が そ の 著 書 でKashdanら（２００２）の

て過去の遊びの経験から実験的に試している。保

研究を紹介していることは前述した通りだが、そ

育者も共感しながら、実験を本物の虹と合わせて

こでは、子どもの好奇心に寄り添い、それらを教

子どもの感動をより膨らませている。ここには豊

育的意図をもって志向性を促し、子どものエネル

かな保育の質が感じられる。
５歳児の事例はここでは存在していない。

ギーを促進させ、意欲を倍増させる環境は子ども

事例２．「生き物＆子どもからの気づき」

の発達にとって望ましく、それは一生涯にわたる

（表３−２・３−３）

人格の基礎になるとされている。そして、最もふ

本項目では、０歳児が１事例、１歳児が１事例、

さわしい取り組みは自然を通した教育であるとも
述べている。ここでは科学の目を育てるにふさわ

２歳児が５事例、３歳児は事例、４歳児２事例、

しいと考えられる「自然＆子どもからの気づき」

５歳児３事例、３−５歳児の異年齢児１事例で、

と「生き物＆子どもからの気づき」について事例

計１８事例だった。
０歳児は、カエルのイメージがあり、カエルの

をもとに検討する。
事例１．「自然＆子どもからの気づき」
（表３−１）

歌のメロディーが聞こえてくると、保育者へぬい

０歳児が２事例、１歳児が２事例、２歳児・３

ぐるみのカエルをもって行き見せている。保育者

歳児・４歳児が各１事例で、計７事例だった

※４）

。

へ共感を求める姿といえよう。０歳児クラスでは

０歳児の気づきは、２名共に光に気づいて一語

満１歳を過ぎた子どももいることから、こうした

文でのつぶやきや、保育者が子どもの表情から気

姿が見られるが、この場合の子どもは、共同注意

づきを読み取り、保育者が子どもに話しかけて共

が可能となり、保育者・カエル・自分の三項関係

感しながら楽しんでいた。１歳児は二語文で自分

が成立した時期であるといえる。保育者の共感と

から保育者へ話しかけて感嘆する言葉も出現して

場を共有している仲間と共に、その行為を楽しむ

いる。保育者は共感しながら対応し、その後、意

姿に優しさと楽しさがあふれている。

図的に子どもの「キレイ」と話す感動を受け止め

１歳児は年長児の姿から興味を持ち始めたダン

て、その気持ちを持続させる環境設定をしている。

ゴ虫であるが、触れることから始まり、触れる度

２歳 児 は 落 ち て い る 葉 の 色 の 変 化 に 気 づ き

にダンゴ虫の姿の変化に気づくといった事例であ

「いっぱい」「オレンジ色」「夕陽の色やなあ」と

る。大きなかぶと虫と対比させつつ何を食べるの

いった空間的対比的な言葉で保育者に伝え、保育

かを子どもに見せている。こうした関りは、１歳

者は共感しながら、その言葉に応じている。保育

児なりの感性や意欲を育てるために必要であり、

の連続性では、後日、絵の具で色が混ざり合う不

この時期から科学する目の萌芽を育てることに通

思議さにつなげている。

じると考えられる。保育者は、子どもの興味関心

３歳児の気づきでは「静かな音」
「小さい音」な

に寄り添った言葉をかけつつ、その中で１歳児後

ど対比的かつ情感のある表現をしながら、雨の音

半の子どもの発達にふさわしいと考えられる２つ

を擬人化してとらえており、３歳児の発達の特徴

の世界を示す大小の言葉を添えている。また、１

が感じられる。保育者は子どもの室内での言葉か

歳児が中心となっている実践において、異年齢で

ら、雨が上がると園庭に出て水たまりに関心を持

の関りが、共に、育ち育てられる関係性へと発展

たせて、その後、雨水が湧き出る場所やそうでな

することが伺える。

い場所に連れて行き、子どもが発見する場所を自

２歳児は、アリの姿を見つけて歌のフレーズを
２７
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表３−１．保育者が子どもの発見や不思議さに気づいた場面と保育の連続性
Ⴘ
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ễẝẑẅṾኗᓶỆൢỀẟẺኺ᬴ẦỤዋỉφử̅Ếềฆằụӳạᑥỉ ᵏᵓ࠰ச
ɧ࣬ᜭẰửज़ẳỦẇ

ᵐബδ

思 い 出 し た の か「ご っ つ ん こ」と 表 現 し た り、

こないんやで、雨の日にしか出てこないんやー」

「オタマジャクシはどうしてしゃべらないの？」

「雨が大好きやから」などと、疑問に思ったこと

「カエルはゲロゲロと話をするのか」などを保育

を自分たちで理由付けしている。ここでの保育者

者に聞いている。ここでも自分の知識の範囲で擬

は、子どもの言葉に「そうかもしれない」と言葉

人化する姿が見られた。また、メダカの色の違い

をかけていた。結果に含みを持たせつつ共感する

に気づくあたりは、二分化の世界を獲得している

「そうかもしれない」の対応は、子どもの想像力

様子が伺えた。カタツムリでは、角が出たり引っ

を育む上で最も効果的な言葉であると考えられる。

込んだりする様子に驚き「デタ」「デナイ」の２

ダンゴ虫の事例からは「ダンゴ虫のお腹に何か

つの関係を観察している。２歳児は自我の発達と

あるか」と話した子どもの言葉から、発見したダ

共に日常的な会話を話したり、理解するようにな

ンゴ虫はお母さんということになり、絵本を見な

るため、擬人化された想像の世界を豊かな会話で

がらダンゴ虫の卵を見たという子どもが出現し、

楽しみながら、自分なりに解釈して話すように

そこから卵の色を話す子どもが出てきた。その後、

なってくる。そのため、こうした疑問を身近な人

保育者はお腹に卵があるダンゴ虫を探しに行くが、

に聞くようになる。ここでの保育者は共感したり、

結果は記述されていない。

リズム遊びへと発展させていた。

４歳児は、水槽にいるザリガニの観察でザリガ

３歳児になると「カタツムリは晴れの日は出て

ニの食べ物に関心が向けられた。保育者は子ども
２８
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表３−２．保育者が子どもの発見や不思議さに気づいた場面と保育の連続性
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表３−３．保育者が子どもの発見や不思議さに気づいた場面と保育の連続性
Ⴘ
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３０

大橋：子どもの感性と意欲を育てる保育環境についての研究

たちが分からなかったり、疑問に思ったりするこ

そして、子どもの科学する目はより一層論理的に

とを見守りながら子どもの興味関心がどこにある

なり、確かな目で見る要素が育まれていることが

のかを見て言葉をかけている。その後、環境設定

明らかとなった。
０歳児や１歳児の担当者は、子どもの発声や動

として本棚に置かれた図鑑に気づいた子どもが、
図鑑で得た知識を基に調べたり試したりたりする

きに対して、その姿を洞察しながら子どもの気持

姿が見られた。そこでは、保育者のさり気ない言

ちを感覚的に受け止めている。そこから次への保

葉や配慮の中に、子どもが自分たちで課題解決に

育に発展させている。ここでは、子どもの小さな

向かうことを予想しての保育者の意図が感じられ

発信に応答できる保育者の感性が次への保育にと

る。

発展できる大きな要素と推察できた。

カタツムリのうんちの色の観察では、うんちの

２歳児では、感性による気づきから、対比が入っ

色が虹色でありリアルな言葉で表現している。そ

ていたり、自分の経験から知っている言葉や物を

して、以前に読んだことのある絵本と現実が同じ

使って保育者に伝えようとしたりする伝達があっ

であることを確認している。保育者は飼育ケース

た。また、２歳児なりの記憶の再生でカエルの歌

に入れる餌や他の生き物も含めて観察を続けるこ

が聞こえるとぬいぐるみを持ってきたり、さらに

とができる配慮や環境設定をしている。

知っている言葉で精いっぱいの言語表現をしたり

５歳児では、ダンゴ虫が赤ちゃんを産んでいる

して記憶の再生を言語化する姿があった。アリを

姿を、じっと観察しながら出産を応援している。

「ごっつんこ」と言うなどの事例はそうした行為
と言えよう。こうした「過去の個人的エピソード」

また、チョウの事例では、サナギがチョウへと羽
化する時には、蝶になって飛び立つ様子を予測し

について、外山・中島（２０１３）は「エピソード記

ながら、ふたを開けて空に羽ばたくチャンスを見

憶」と述べているが、ここでは、記憶をさらに自

守っている。こうした５歳児の姿は、すでにある

分のできる範囲で保育者に伝えようとしている姿

程度の科学的な知識が基盤にあって、その様子に

から、あえて記憶の再生と述べたい。

期待を込めて観察しながら見守っていると考えら

３歳児では、小さな生き物を人間の感情に見立

れる。そうした上で疑問に思ったことは図鑑で調

てる擬人化や想像の世界にひたる姿があった。し

べている。

かし、一方で、観察したことや感動したこと、不

この事例での保育者は、生命の誕生と育まれる

思議に思ったことを記憶の再生によって伝達して

命の大切さを、観察しながら、ヒトの子どもの誕

いる姿があった。ただ３歳児は不思議に思ったこ

生に置き換えて伝えていた。そして、子どもの疑

とや観察したことをそのまま言語化するのではな

問をすぐに結論を出して伝えるのではなく、子ど

く、自分の思い込みやバラバラになっている過去

もの観察がより発展するように援助している。本

の記憶をまとめようとするため、時には実際に体

事例は、子どもへの共感と対話と信頼が成立して

験していないことが語られたりもする。保育者の

いることが伺えると同時に、５歳児の感性や意欲

記述からそのように感じられることもあり、厳密

を育む取り組みが実践されている。

性に欠けている。そうした点は今後の課題として
残しておきたい。

Ⅳ．まとめと課題

４歳児では、過去の記憶が再生され、今、目の

「生き物＆子どもからの気づき」の項目は、実

前で起きた感動や不思議さの現実に向き合って、

践事例の約２８％を占めており、子どもの気づきの

過去と目の前の現実が事実として結びつき、関連

対象となりやすく、さらに年齢が高くなると、小

させながら生き物の動きを楽しんだり、さらに図

谷（２０１３）が述べているように観察が入っている。

鑑で調べたりするなどの姿が見られた。保育者は

３１
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に育った子どもは、やがて「科学する目」を備え、

子どもの発見や想いに共感している。
５歳児や異年齢児のグループでは、小さな生き

物事を論理的に考えて、さらなる感性の育ちと意

物の生態について図鑑から学ぼうとしたり、命を

欲をもって知性と活力のある人として育っていく

持続させるために飼うことの工夫を考えたりする

ことが推測される。
本研究では、保育の連続性と保育者の経験年数

など、次はどのようにしたらよいのかといった課

の関係では、５年未満が２５名中５名であり、８０％

題解決に向かおうとする発想が感じられた。

の保育者が５年以上３０年未満の経験を持っていた。

以上、保育者が記述した内容から、子どもの発
達を年齢ごとに見ていくと、小谷が着目している

そして、次への保育の連続性では、保育者の見守

サイエンス・プロセス・スキルのうち、観察スキ

りや子どもに寄り添いながらの環境による保育展

ルはその年齢なりに観察スキルの芽生えとして０

開があり、保育者先導の保育実践は見られなかっ

歳児から発現すると考えられる。そして様々な発

た。そして、経験５年以上の保育者が、子どもの

達のプロセスをくぐりながら、４歳から５歳頃に

意欲や興味関心から子どもの発達をふまえて、次

は、かなり科学的な視点で観察したり試したり工

への保育展開につなげており、子どもが何を求め

夫したりして、最初の発見と感動した体験を自ら

ているのかを把握して実践していることが明らか

取り込んで、知の世界へ入っていくようになる。

となった。

小谷（２０１３）はコミュニケーションスキルについ

保育の連続性には、子どもの意欲と感性を育て

ても述べている。０歳児１歳児２歳児はこの時期

るための基本としての発達的視点が必要なことは

なりの伝達方法で相手に伝えようとする伝達スキ

前述した通りである。今回の質的分析は２５事例

ルの芽生えの姿だが、保育者の感性が豊かで子ど

だったが、保育者はその場で意識して保育してい

もの感性から子どもが考えていることを読み取っ

るというよりは、日常的に発達を理解して子ども

ている事例が多かった。

に関わっていた。ここでも保育経験との関連が明

３歳児４歳児になると自分なりの推論で筋道を

らかとなった。

立てる姿もあったが、５歳児に向かうと観察をし

今後は、さらにデータの量的・質的の丁寧な分

て筋道を立てて相手に伝え、疑問に感じたことは

析をすると共に、子どもの気づきや感動体験を保

仲間と共に調べたり考えたりしながら、問題解決

育者が長期にわたって意図的に計画に入れていく

ができるようになっている。

プログラム作成が必要であると感じている。なお、

生き物を対象にしている記述では６月または７

ここでの計画はあくまで子どもが求めている遊び

月から現在（質問紙調査実施時期の９月頃）も実

環境を予測して実施するものである。

施しているといった回答が９事例あった。

さらに「連続性なし」や「無記入」についても

以上の子どもの姿から、子どもが発見して、そ

分析をして「科学する目の萌芽」から就学前後に

こから興味や好奇心が深まり、感動体験を伴なう

おける「科学する目」に発展する子どもの育ちと

ことにより科学する目の萌芽が生まれることが理

保育の在り方について研究を進めることが課題で

解できる。そして、この体験の積み重ねはより確

ある。

かな子どもの意欲や感性の育ちにつながると考え

最後になるが、保育実践の成果は家庭にも伝え

られた。

て、保護者と協力協働して子どもの育ちと保育環

また、年齢が低いほどに、子どもの感性を保育

境の在り方、家庭環境の在り方を見つめることが

者の感性が敏感に受け止めて、共感することで、

できれば、子どもの発達により望ましい影響を与

ゆったりとした時の流れの中で、幼い子どもなり

えることになると考えられる。

の「科学する目の萌芽」が感じられた。そのよう
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※註

ける「光」と「影」の探索活動での小学1年

※ 1 ）3法令とは、「幼稚園教育 要 領」、「保 育 所

生の「気づき」場面におけるコミュニケーショ
ンの特性』教育研究（41）
，2015．pp23-34．

保育指針」、「幼保連携型認定こども園教

10）西隆太朗，伊藤

育・保育要領」を指し、内閣府、文部科学

美保子「保育環境を捉える

視点」ノートルダム清心女子大学紀要（39-

省、厚生労働省が連携して作成され、平成

1）2015．

29（2017）年3月に告示、平成30（2018）

11）大橋喜美子「家庭と保育園の教育観に関する

年4月より施行されている。

研究」日本保育学会第68回大会ポスター発

※ 2 ）「子ども」の表記は0歳児から5歳児を示し

表集SBM000077（7）
，2015．

ている。

12）大橋喜美子・三宅茂夫「幼保一体化における

※ 3 ）「保育者」の表記は保育士・幼稚園教諭・

保育の計画・質に関する研究」神戸女子大学

保育教諭のすべてを指している。

文学部紀要第49巻，2016．

※ 4 ）「0歳 児」「1歳 児」「2歳 児」「3歳 児」「4歳

13）秋田喜代美他４名「園庭環境の調査検討―園

児」「5歳児」の表記はクラス全体を指し

庭研究の動向と園庭環境の多様性の研究―」

ていることがある。

東京大学大学院教 育 学 研 究 科 紀 要 第57巻，
2017．
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