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要 旨 近年，幼児教育・保育において「協同性」がひとつのテーマとなっている。本稿で  

は，第Ⅰ部において協同性をめぐる理論的問題を検討し，第Ⅱ部において附属幼稚園高松園  

舎における協同性に視点を当てた事例検討を行なった。第Ⅰ部では，幼児教育・保育におい  

て協同性の問題が浮上した背景として，従来の「主体性」に基づく子ども中心の保育との関  

連で検討し，主体性概念との関連で協同性概念を再検討することを試みた。第Ⅱ部では，遊  

びの中の協同性とグループ活動における協同性の観点から，実践事例を検討した。  

キーワード 協同性 主体性 幼児期 保育実践 保育者の援助  

第Ⅰ部 幼児期における「協同性」をめ  

ぐる諸問題1  

1．はじめに   

2008年6月のある朝のこユースは，最近の幼  

稚園児のお弁当に異変が起こっていると報じて  

いた。ある男児のお弁当は，少量のおかずの  

他，弁当箱の6，7割ほどを大粒のぶどうが占  

めていた。別の女児の母親は，お弁当の中身を  

すべて娘の言いなりにしないと娘が怒って怖い  

甲だと述べた。その日，女児のお弁当の中身は  

白米とスパゲッティとグラタンだった。  

ニュースの中で，このお弁当の異変と併せて  

報じられたのは，1989年の幼稚園教育要領改訂  

であり，それまでの教師主導の保育から子ども  

の「主体性」を重視した保育へと転換されて  

きたことと関連づけようという意図が見えた。  

ニュース製作者の実意は測りかねるが，ある種  

の論者にとっては好都合の材料であったかもし  

れない。彼らは，「ほら，主体性などと給軍事  

を言ってきた結果が，ただ大人が子どもの言い  

なりになっただけではないか」と言うだろう。   

子どもの言いなりになった大人も，それを上  

のように椰捻する論者も，保育・教育における  

主体性のあり方を根本的に見誤っていると思わ  

れるが，その点は後段で議論することにし，こ  

こでは「主体性問題」とある種の振れの関係を  

1本研究は，幼児期における「協同性」をめぐり，附属高校  
園舎での実践とそれを土台にした議論を通して進められ  
た。本論文においては，理論編としての第Ⅰ部を川田が，  
実践編としての第Ⅱ部を津田が執筆した。  
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の指摘とも絡んで，協同性という概念の登場  

が，1989年の幼稚園教育要領改訂以来幼児教育  

のシンボルでもあり，また槍玉でもあった「主  

体性」（およびそのバックグラウンドとしての  

「環境を通した教育」「子ども中心の保育」）と  

いう理念を修正ないし中和する役割を含んでい  

るといえよう。   

一方で，子どもの発達の連続性と教育システ  

ムの質的転換というギャップが存在するのは事  

実であり，子どもを送り出す側も受け入れる側  

も，子どもたちに何を育て，またそれをどう生  

かして教育に当たっていくのか考えないわけ  

にはいかない。加藤（2008）によれば，1989  

年（1990年）の幼稚園教育要領（保育所保育指  

針）改訂以降，日本の保育実践論は「方法論に  

おいて『指導から援助への転換』を徹底し，関  

係論において『集団から個々の（一人ひとり  

の）子どもへの視点の転換』を要求し，そして  

保育計画において『課題活動中心から自由あそ  

び（子どもの選んだあそび）中心への転換』を  

要求することで貫かれていた」が，「ここには，  

幼児が集団の中でダイナ享ツクに活動する視点  

が欠落していたことと同時に，そうした子ども  

の『協同性』をデザインし，組織する保育者の  

教育的役割に対する位置づけが弱い点に特徴」  

（p．38）があったという。従って，協同性への  

視点はこれまでの子ども観・保育観を揺らがせ  

るものであり，その意味では20年間積み残した  

「主体性」問題を実践的に深めるチャンスでも  

ある3。   

ところで，上述の指導資料『幼児期から児童  

期への教育』では，幼児期に養われた協同性が  

やがて」、学校における教科中心の学習，学級で  

の授業という形態での学びに繋がっていくと  

述べられている。幼稚園教育と小学校教育で  

は，教育内容や方法は異なるが，共通の目的に  

向かって協力するという面では連続性をもって  

おり，幼児期の協同性は学校数育の芽として重  

視されているのである。しかし，ここで述べら  

持ちながら，近年幼児教育界に浮上してきた  

「協同性問題」の背景について考察する。   

2．なぜ，いま「協同性」なのか   

2005年1月，中央教育審議会（幼児教育部  

会）は幼児教育に特化したものとしては初め  

て，『子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた  

今後の幼児教育の在り方について』という答申  

を提出した（以下，「答申」と略記）。答申は，  

幼児教育の今後の方向性として，大きく2つの  

観点を示した。すなわち，（1）家庭・地域社  

会・幼稚園等施設の三者による総合的な幼児教  

育の推進，（2）幼児の生活の連続性及び発達  

や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実，で  

ある。協同性の問題は（2）の方向性に含まれ  

るもので，答申の第2章第1節「幼稚園等施設  

の教育機能の強化・拡大」において，特に幼児  

期から小学校への発達や学びの連続性の観点か  

ら，「幼稚園等施設において，小学校入学前の  

主に5歳児を対象として，幼児どうしが，教師  

の援助の下で，共通の目的・挑戦的課題など，  

一つの目標を作り出し，協力工夫して解決して  

いく活動を『協同的な学び』として位置付け，  

その取り組みを推奨する必要がある」と述べら  

れている（下線部一川田）。また，答申の直後，  

幼稚園教育の指導資料として国立教育政策研究  

所によって出版された『幼児期から児童期への  

教育』（2005，ひかりのくに）では，第2章第  

4節「人間関係の深まりに沿って協同性を育て  

る」において幼児期の協同的学びについて具体  

的な説明がなされている。   

そもそも答申において，発達や学びの連続性  

が取り上げられたのは，学力低下や小1プロブ  

レムと呼ばれる学校教育上の課琴から，就学前  

期から小学校期への接続を滑らかにしなけれ  

ばならないという問題意識に端を発している。  

この接続期・移行期の改革については，佐藤  

（2006）が指摘するように，問題への対処とい  

うこの国の消極的な教育改革のパターンを象徴  

している面がある2。このことは，加藤（2008）  3しかし，2008年3月に告示された新幼椎園教育要領および  
保育所保育指針では，協同性に関する記述は指導上の留意  
事項にごく限定的に見られるだけであった。この辺りの事  
情については，加藤（2008）が参考になる。  

2この間題に関してほ，別稿（川田，印刷中）において若干  
の譲論をしている。  
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に取り組んでいる活動を推進してしまうという  

ことである。いきおい，その“協同性”の枠に  

入らない子どもに目くじらを立て，困った子ど  

もだとみなしてしまう。そうなればますます子  

どもの気持ちは仲間や保育者から離れていく。  

こうした悪循環の難しさについては，本稿第Ⅱ  

部の実践編でも述べられている。   

保育実践は国家の指針を参照し，一定の教  

育・保育計画に基づいて展開されるにしても，  

教科書がないという意味では，保育の中身は毎  

年ボトムアップで創り上げていくものである。  

その柔軟性の幅は，小学校以降の教育の比では  

ない。つまり，相互的で創造的であることが保  

育の要であるのに，協同性という言葉がいつの  

間にか保育者と子どもに綱を被せてしまいがち  

な現実がある。しかし，こうした協同性の捉え  

方は，前節で述べたような大人の視点からの協  

同性なのである。相互的・創造的な保育を展  

開していくためには，保育の受け手recipientで  

はなく，参加者participantである子どもたちに  

とっての協同性の意味をこそ問うていかなけれ  

ばならない。   

加藤（2008）は，中央教育審議会幼児教育部  

会での委員の発言，すなわち「協同的な学び」  

とは，「形態としての協同性」によるものでは  

なく，「過程としての協同性」「子どもの心理的  

過程としての協同性」であるという意見に着目  

している。この点は，加藤氏が茨城大学附属幼  

稚園との協同で製作した『協同的学びと対話的  

保育』（2005，ひとなる書房）での議論と繋がっ  

ている。加藤ら（2005）は，子どもたちの「心  

地よい背伸び」を保障すべく「必要感」と「必  

然性」をベースに保育が展開されていくときに，  

そこにはじめて協同的学びが立ち上がってくる  

ことを示している。このとき，保育者の役割  

は，よく言われるような黒子ようなものではな  

く，自らも主体としての願いをもち，それを子  

どもたちの願いに結びつけていくという「姿の  

見える」保育者である。この観点に立てば，主  

体性概念と，協同性概念は対立するものではな  

く，むしろ真に相互依存的である。子どもと同  

様に，保育者の主体性がないところに協同性は  

れている協同性は，大人の観点（学校数育とい  

う制度の観点）によるものではないかという疑  

問もある。「協同的な学びが小学校に引き継が  

れ，学級を中心とする授業の活動へと発展し  

ていく」（『幼児期から児童期への教育』，p．5）  

という表現からは，子どもたちの協同性が，学  

校数育という枠の中での適応的な学習において  

のみ評価されているような印象を受けるのであ  

る。無論，小1プロブレム，学級崩壊，いじ  

め，不登校，学力低下など義務教育の成立その  

ものが危ぶまれている昨今，学校教育を機能さ  

せるための策を講じることは理解できる。た  

だ，子どもの発達を考えたとき，得た能力を良  

きこと（大人にとって都合の良いこと）にのみ  

発揮すると考えるのは短絡的だと考えるのであ  

る（川田，2007a）。協同性が，「共通の目標に  

向かって協力する」という能力であるならば，  

大掛りないたずらを企てることや，場合によっ  

ては大人への組織的な反抗を決起することもま  

た，協同性の現れとして認めるという構えなし  

に，協同性の問題は議論できないのではないだ  

ろうか。ここでは，これを「協同性の両義性」  

と呼んでおこう。   

以上を整理すると次のようになる。「協同性」  

は幼児期から児童期への接続を，発達的な視点  

から捉えるために有力な概念であり，同時にこ  

れまでの子ども観・保育観の転換をはかる起爆  

剤ともなりうる。しかし，「子ども中心の保育」  

や「主体性」という従来の幼児教育の理念が，  

小1プロブレムの原因であ急かのように見なさ  

れてきた状況があることなどから4，協同性を  

学校教育の基盤的能力とする傾向がみられ，大  

人の視点からの協同性概念になっている可能性  

がある。従って，次節では，別の角度から協同  

性概念を検討することを試みる。  

3．形態と過程：ふたつの協同性論   

協同性という言葉は，しばしば保育者をある  

方向に縛っていってしまう。それは，分かりや  

すく目に見える形で，子どもたちが集団で何か  

4佐藤（2006）が述べるように，実際にはそれを示すデータ   
はなく，根拠に乏しい。  
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乳児は生後9ケ月頃に他者と自己を同様に  

意図的行為主体（intentionalagent）として  

認識するようになり，他者と世界を共有す  

るための基礎的機構である共同注意（joint  

attention）を飛躍的に発達させると述べてい  

る。また，Tomaselloは，生後9ケ月頃に獲得  

される社会的能力が他の大型類人猿との分岐を  

示すとして，これを「9ケ月革命（9－mOnth－  

revolution）」と呼ぶ。子どもが自他を同じよう  

に内面をもつ主体ととらえ，外界の事象が共有  

可能なものであるとの信念（belief）を有する  

ということは，まさに協同性の基盤的能力であ  

るといえよう。   

さて，協同性の問題を考えるとき，子どもの  

社会的能力の個体発生だけを取り上げるのは正  

しくない。その社会的能力の一部が生得的な傾  

向性として備わっているとしても，具体的に環  

境の中で適応的な社会性を身につけるために  

は，先行世代とのコミュニケーションや様々な  

文化的遺産との相互作用を必要とする。この点  

について，Gergely＆Csibra（2005）の考察は  

示唆的である。   

Gergely＆Csibra（2005）は，ヒトの社会文  

化的学習は相互的なデザインによって成り立  

つと考え，正にこれを「教育（pedagogy）」  

と呼んでいる。すなわち，人間の子どもに  

は，他者の行為を選択的解釈的（selective－  

interpretive）に模倣する傾向があり，大人や  

年長の子どもは幼い子どもが何を模倣すべきか  

の手がかり（cue）となるような表情やジェス  

チャーを表示する。幼い子どもは，それがどん  

な目的で，どんな結果をもたらすかは不透明で  

も，大人が表示する手がかりによって選択的に  

模倣をしてみる。それは統計的・確率的・試  

行錯誤的な模倣（emulation）ではなく，文化  

的な知識や行為をかなりの程度確実にかつ速  

やかに獲得するための適応的な相互的システ  

ム（＝pedagogy）によって可能になっている  

とGergelyらは主張するのである。そのように  

考えると，人間社会にあまねく見られる儀式や  

祭，生活様式，マナーといった，一見適応価の  

見えにくい行為が子どもに獲得される可能性が  

拓かれない。   

いま我々が問題にすべき協同性は，外形的に  

見えるもの（大人の視点からの協同性）ではな  

く，子どもと保育者が相互に活動を創り上げて  

いく過程そのもの（保育に参加する者の視点か  

らの協同性）である。従って，仮に当番活動や  

卒園製作のような予め定められた活動であって  

も，その過程がどのように進行するかによっ  

て，それは「協同的学び」にもなりうる。一方  

で，「みんなで一緒に作った」としても，それ  

が形だけのものであるとき協同的とは言わな  

い。遊びや活動の外皮が問題なのではなく，そ  

れが発生し，時に頓挫し，また発展する過程で  

の子どもと保育者の内面的な動きが重要である。  

4．協同性の発達的基盤   

近年の発達心理学およびその隣接分野では，  

まさに人間の協同性に関わる研究がクローズ  

アップされている。その中で明らかになってき  

たことは，人間の子どもがかなり早期から協同  

性の基盤的能力を持ち，また発達させていくと  

いう事実である。   

例えば，Meltzoff＆Moore（1977）は，新生  

旭が大人の表情を“模倣”するという事実を報  

告し，世界を驚かせた（共鳴動作とか新生児模  

倣と呼ばれる）。まだ，自分の顔や表情など見  

たことがない新生児が，なぜ他者の表情と自己  

の表情を一敦させられるのか。この間題は人間  

が高度に発展させたと考えられる他者理解の能  

力や共感性に通じるものとして注目されてき  

た。これに類似のものとして，近年筆者は擬似  

酸味反応（falseacidresponse）という現象を  

報告した（川田，2007b）。擬似酸味反応とは，  

自分が過去に食べたことのある酸味の強い食べ  

物を，他者が食べようとしているシーンを見た  

だけで乳児に酸っぱいような表情や動作が現れ  

る現象である。川田（2007b）では，生後5ケ  

月児にも擬似酸味反応が見られることを明らか  

にしている。他者の情況を我が事のように感じ  

る感性は，未熟な水準にせよ乳児期の早期から  

発達している可能性が高い。   

一方，Tomasello（1999／2006）によれば，  
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高まる。先行世代の行為目的が透明でなければ  

模倣しないというのであれば，子どもは明らか  

に利益がありそうな行為しか学習しないかもし  

れない。現に，チンパンジーのような知的に高  

い霊長類でさえも，食物強化子を与えないと人  

工的な行為を学習させることが困難である。   

人間の子どもは，目的の不透明な大人の行為  

に関心を寄せ，それを自らに取り込んでみよう  

とする傾向が強い。この事実は，保育ないし協  

同的学びを考える上で重要である。上に見たよ  

うに，保育に参加する者の内面過程における協  

同性（以下，「参加過程における協同性」）の成  

立には，（A）子どもの要求から活動を立ち上  

げていく過程と，（B）保育者の願いを子ども  

の願いに転換していく過程の双方が必要なので  

あるが，従来の「主体性」概念の元での保育で  

は（B）の位置づけが困難であった。しかし，  

子どもは自分の要求を全て知っているわけでは  

ない。子どもは大人（保育者）が示す小さな手  

がかり（これは重要だよ，これは面白いよとい  

うことを伝えるもの）を頼りに，ゴールが見え  

なくても，あるいは見えないからこそ，その活  

動への要求を作り出していくのである。   

コミュニティは新参者（未熟者，、子ども）に  

とってそもそも‘対等’’な人間の集まりではな  

い。大人と子どもはそもそも非対称なのであ  

り，子どもにとっての大人（保育者）や年長  

者は極めて重要な学びの源泉である。Rogo董f  

（2003／2006）が主張するように，人間発達をカ  

プセル化された知識や技能の個体的獲得とみな  

すのではなく，非対称的な参加者によって構成  

されるコミュニティヘの参加の過程とみなす視  

点が必要である。コミュニティへの参加を通じ  

て，子どもの中に新しい要求，必要感を作り出  

していくことこそ保育者の重要な役割なのであ  

り，その意味で（B）の過程のない保育に真の  

協同性は生まれないだろう。子どもは，保育者  

の主体性を自らの主体性に転換していくのであ  

る。幼児教育・保育における協同性について考  

えるとき，それを同年齢ないし近い年齢の子ど  

もたちだけの範時に閉じ込めてはならない。少  

なくとも保育者も含めた実践のコミュニティ全  

体の過程とリンクさせてこそ意味があるといえ  

よう。  

5．保育実践の中から協同性を立ちあげる  

1989年（1990年）の幼稚園教育要領（保育所  

保育指針）の改訂では，「教師中心から子ども  

中心へ」ということが盛んに言われた（加藤，  

1990）。しかし，「子どもの主体性」を過度に重  

視する風潮が，子どもと共に保育という実践共  

同体の参加者である保育者の主体性を蔑ろにし  

てきたことは否めない。そこには，「主体性の  

二元論」が前提として存在し，まるでシーソー  

のようにあちら立てればこちら立たず的な発想  

で，主体性が論じられてきた。結果，「見守る」  

ではなく「ただ見る」保育，「放牧保育」と言  

われるような放任主義，自由と無秩序を混同し  

た保育が現れたのも事実であろう。これをもっ  

て，世間や小学校教育からは「自由保育の弊害」  

と言われ，今日「／ト1プロブレム」と呼ばれる  

ような現象の温床とさえ見られるようになっ  

た。2005年の中教審幼児教育部会答申で，特に  

5歳児後半における「協同性」が強調されたの  

には，こうした歴史的背景があったといえるだ  

ろう。   

しかし，そもそも主体性subjectivityは本質  

的に対人的な概念であり，対物的世界のみに対  

する場合には立ち上がらない。ゆえに，主体性  

とは常に相互主体性intersubjectivityなのだと  

いえる。主体性が相互的な概念であるという認  

識がまず必要で，そうであれば「子どもの」か  

「大人のか」という二者択一論には行かない道  

理である。   

また，それぞれが主体であり，それが相互不  

可分に結びついているとしても，それは一体化  

しているというわけではない。同一の対象を見  

ている場合でも，両者の見え方は微妙に異なっ  

ている。複数の人間が関わる実践において，す  

べての参加者の視点はズレている。大人（保育  

者）と子どもという役割によるズレもあろうし，  

子どもどうし，保育者どうしのズレもある。そ  

れぞれが皮膚によって隔てられた一個の身体を  

持っているゆえに，我々はそこを基点として  
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方をすればトップダウンの協同性ということに  

なる。そうなれば，保育者の役割は中間管理職  

のようになり，保育が創造的に展開する余地は  

縮減するだろう。何より，保育が面白くなくな  

るはずだ。＝一方で，加藤（2005）が強調する  

「必要感」と「必然性」にこだわる協同性は，  

／ 保育者と子どもが自分たちの日々の保育実践か  

ら立ち上げていくボトムアップの協同性だとい  

える。「官製」に対する「土着」の協同性論を，  

保育実践の中から立ち上げていくことこそが  

我々の課題なのである。  

（川田 学）  

しか世界を見ることができないのである。浜  

田（1992，1993）はこれをパースペクティブ性  

と呼んだ。幼児教育・保育における主体性の問  

題を考えるとき，重要なのはパースペクティブ  

性である。パースペクティブの遠いがあること  

により，平板で一元的で反復可能な世界ではな  

く，物語と呼べるような固有の世赤が創り上げ  

られていくのだ。   

2005年の答申以来，幼児教育・保育に「協同  

性」というキーワードが登場したことそのもの  

は歓迎すべきだといえる。しかし，それが上意  

下達で与えら咋るのであれば，それは正に「形  

態としての協同性」そのものであり，別の言い  

第Ⅱ部「協同性」を育む援助のあり方を  

めぐって  

1．研究の目的   

今，幼小の学びの連続性において，「集団生  

活の中で自発性や主体性を育てるとともに，人  

間関係の深まりに沿って，幼児同士が共通の目  

的を生み出し，協力し，工夫して実現していく  

という協同する経験を重ねる」ことが課題と  

なっている。単に周囲の友達と合わせるという  

のではなく，人間関係の深まりの中で，自発性  

や主体性が高まっていくという意味の協同性を  

育むことが大切である。   

高松・園舎では，「しっかりとした自己への信  

頼」「生活や遊びを能動的に進めていく意欲や  

態度」を培うため，成長しようとする力が発揮  

できるような環境を創ることを基本に研究を進  

めているところである。このような意欲や態度  

を培うことは，協同性を育むことにつながり，  

また，自分なりの感じ方や考え方，行い方を身  

に付けていくという学びにもつながっている。   

そこで，今年度は協同性に視点をあてて本圃  

の保育を見直していくことで，生活や遊びの充  

実を図っていくこととする。そして，その成果  

が小学校の学級での学び合いにつながっていく  

ような保育の在り方を探っていきたいと考える。   

協同性を考えるとき，遊びだけではなく園生  

活全体を通して検討したいと考えた。そこで，  

昨年度の「遊びの中の学び」から，「生活や遊  

びの中の学び」とした。生活というと，生活習  

慣のみを捉えて考えることもあるし，生活習慣  

や行事，遊びなどを区別をせず，園活動の続合  

として捉えることもある。ここでは，囲活動の  

統合として捉えることとするが，幼児期におけ  

る遊びの重要性から，特に遊びを取り出して，  

「生活や遊びの中の学び」とした。園生宿全体  

において，子どもの中にある心の動きの系を大  

切にしていくことで，自分なりの感じ方，考え  

方，行い方を身に付けていく学びを支えていき  

たい。  

2．研究の方法  

（1）人間関係の深まりに沿った，その時期の  

特徴をとらえた事例を取り上げ，保育カン  

ファレンスを行う   

遊びは，人やものとのかかわりを豊かにし，  

その子の感じ方や考え方，行い方を培ってい  

く。そこで，遊びの中で，個々の心がどうつな  

がり，遊びがどう広がり深まっているか，ま  

た，教師がそれをどう受け止めかかわったかを  

追うことで，協同性を育む指導計画や援助の在  

り方を検討する。  

（2）本圃で実施している，グループでの活動  

における良さや課題を整理する   

当番活動や，運動会等の行事に向けて，グ  

ループヤクラスで活動することからも協同性は  
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在り方について探った。各時期の子どもの姿と  

他者とのかかわりについて，事例番号と共に図  

1に示した。  

○友達とぶつかる  

事例1「気持ちを出し合って」4歳児9月   

小さな部屋で5，6人がおばけごっこをして  

いた時のことである。ゆうだいの「夜になった  

よ」の声で，さとるが「ぼくが電気消す・」と言  

いながらスイ、ソテのところに向かったところ，  

けいじが後ろからさとるを押しのけてスイ、ソチ  

を消すという場面に出くわした。さとるは今に  

も泣き出しそうな顔であるが，何も言わずにこ  

らえている。けいじはそんな思いに気づいてい  

ないのかどうか，全く意に介さない様子である。  

高まる。しかし，単にグループやクラスで活動  

したからといって協同性は育まれない。そこ  

で，本圃で実施している生活グループでの活動  

を取り上げて，その良さと課題を整理すること  

を通して，協同性を育む指導計画や援助の在り  

方を見直していく。  

3．研究の内容  

（1）遊びがもたらす協同性   

事例を通して，個々の心がどうつながり，遊  

びがどう広がり深まっているか，また，保育者  

がそれをどう受け止めかかわったかを，人間関  

係（他者とのかかわり）の深まりに沿って具体  

的に検討することによって，指導計画や援助の  

＜他者とかかわる姿＞  ＜事例：個々の心がどうつながり、遊びがどう広がり深まっているか＞  

○共通の楽しさを伝え合う  

○友達とぶつかる  

事例1「気持ちを出し合って 9月」  

○自分の遊びを楽し〈することで友達が増えていく  

事例2「ドングリコースを工夫する 10月」  

気
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○集まって楽しめるいろいろな遊びを楽しむ  

○思いを出し受け止める  

遊
び
の
中
で
友
達
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係
を
よ
り
深
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た
り
す
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○自分をコントロールする  

事例3「氷鬼 ～お互いの良さを感じ合いながら～ －10月」  

仲
間
と
共
通
の
目
的
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も
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な
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○仲間とイメージを膨らませる  

事例4「カフェ屋さんごっこ ～役を担い合って～ －11月」  

（6歳）  

図1 幼児期における仲間関係の展開と事例の流れ  
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いたが，数人が一緒にコースを作ることで，ま  

た楽しさが深まると思い，机を斜めに倒して広  

い坂道を作り，そこでドングリコースを作れる  

ようにした。さっそく，ゆうき，なつお，ゆう  

だいたちがドングリコースを作り始めた。そ・れ  

ぞれが工夫してコースを作ったり，お互いがそ  

れぞれ作ったコースを言式し楽しんでいる。   

突然，ゆうきがなつおに「やめろ」と怒り始  

めた。ゆうきが作ったコースに，なつおが勝手  

に箱をつないだからである。なつおは「つなく“  

ともっと面白くなるから」と弁明しているが，  

ゆうきは耳を貸さない。保育者は気持ちを落ち  

着かせながら．「なつお君はね。ここをつなげ  

るともっと面白いと思ってしたんだよ」となつ  

おの思いを代弁したが，ゆうきは，「だめ」と  

きっばりと断った。   

しばらくして，ゆうきが上って下る坂道を作  

ろうとした。しかし，すぐ壊れる。それを見て  

いたなつおが，「これを坂道の台にするとこわ  

れないだけどな‥・。」と小さくつぶやいている。  

なつおにその考えをゆうきに伝えることを促す  

と，ゆうきはその提案を受け入れた。なつおの  

言う通りにやってみると，坂道がうまく匿定さ  

れ ゆうきは大喜び。そ・の後，一緒にどんぐり  

を転がし始めた。  

考察2   

ゆうきは自分のこだわりでいっぱいで，なっ  

おのもっと面白くしようとする行為も邪魔され  

た思いが強かったのかもしれない。そのなつお  

の思いはゆうきに届かなかったかもしれない  

が，なつおのもっと面白くしようという思いか  

ら出た行為であることだけはゆうきに伝え一た  

かった。二人の心がつながったのは，それぞれ  

の「遊びを楽しくしたい」という思いがつながっ  

た時だった。自分の遊びを面白くしようとする  

工夫は，友達とのかかわりを広げ，さらに工夫  

を深めていく。  

○自分をコントロールする  

事例3「氷鬼～互いの良さを感じ合いながら～」  

5歳児10月   

運動会が間近になり．園庭では，バトンリ  

さとるの遠慮深さと，自分がやりたい気持ち  

でいっぱいのけいじの行動がぶつかった出来事  

である。私は，さとるには，嫌だと思う気持ち  

を出して欲しいと思い，けいじには，相手のこ  

とを考えて待つことができるようになってほし  

いと思い．「けいじ君，さとる君がとてもつら  

そうだよ。さとる君が先にスイ、ソチを消しに  

行ってたじゃない」とたしなめる。けいじは，  

「ぼくが先だったよ。ぼくだって消したかった  

んだもん」と自分の思いいっぱいで話す。す  

ると，ゆうだいが，「ちがうよ。さとる君が先  

だった。けいじ君が後ろから押して入ったん  

だ。」と状況を話す。話を聞いていたさとるは  

泣き出した。（悔しさがこみ上げたのか…。）け  

いじは神妙な表情に変わっている。しばらく，  

沈黙が続いた。すると側にいたりゅういちが，  

「そうだ。もう一度電気をつけて，さとる君が  

消すのはどう？」と考えを出した。皆に，納得  

した空気が漂う。りゅういちが電気をつける  

と，さとるがすぐに電気を消した。そ・して，ま  

たおばけごっこが続いた。  

考察1   

保育者がたしなめた言葉より，ゆうだいや  

りゅういちの言葉の方がけいじやさとるに届い  

ていた。ゆうだいの事実を伝えようとする態度  

は，けいじを自分の行動にらいて振り返ろうと  
する気持ちにさせたし，りゅういちのけいじや  

さとるのことを思っての，いざこざを何とかし  

ようとする態度は，周囲の子どもたちの心の琴  

線に触れた。友達の思いに気づかずにいたり，  

伝えるべきことを伝えることができない子ども  

たちがいる4歳児。保育者がそれぞれの思いを  

支えることで，友達の思いに気づこうとした  

り，伝えるべきことを言おうとしたりするよう  

な，子どもが仲間と育ち合っていく場をつくっ  

ていくことが大切だと感じた。  

○自分の遊びを楽しくすることで友達が増えて   

いく  

事例2「ドングリコースをエ夫する」4歳児  

10月   

一人一人が箱の中でドングリコースを作って  
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レーや鬼ごっこを楽しむ人たちが増えてきた。  

その中に走ることに自信のあるかずともいた。  

しかし，かずとは勝手に自分だけ都合のいいよ  

うにルールを変えようとするので，周りの人た  

ちが．横暴な態度に因って助けを求めにくるこ  

とが続いた。そのうち，かずとが少しずつ参加  

するのを断わられるようになっていた。   

そんなある日，男児のほとんどが参加して氷  

鬼をすることになった。どちらが先に鬼になる  

かを決めることになる。かずとが大声で「おれ  

のほうが逃げる！」と勝手に決めようとする。  

保育者は，子どもたちからかずとへの声が出て  

ほしいと思い，しばらく待っていると，かずと  

の隣にいたせいやが「かずとくん，勝手に決め  

んとってよ」と言った。するとかずとがはっと  

した表情になり，「わかった」と答えた。せい  

やはかずとと同じ生活グループの仲間であり，  

物静かだが言う時にはいつも冷静に的を射たこ  

とを言うので少しずつ仲間から信頼されるよう  

な存在になっている。かずとも最近同じグルー  

プのせいやと冗談を言い合ったりして仲が深ま  

りつつあり，せいやの発言を認めることが増え  

ていた。   

次に，せいやが「誰か代表がジャンケンをし  

て決める」ということを提案する。すると，ま  

たかずとが一番に「おれがじゃんけんする！」  

と言うが，今度はとおるに「また勝手に決める」  

とたしなめられた。少し声を小さくして，かず  

とが「じゃあジャンケンで決めていいよ。」と  

言う。そして，かずとのグループが先に鬼にな  

る。足の速いかずとは次々にタッチして活躍す  

る。今日のかずとはちゃんとルールも守り仲間  

と鬼遊びを楽しめたようだった。氷鬼では，鬼  

にタ、ソテされても，仲間がタッチしてくれると  

また生き返ることができることがうれしい。か  

ずとは，次々に仲間を助けていく。「かずとく  

ん助けて！」の声に「よし！わかった」とうれ  

しそうに仲間を助けにいく。遊びもー段落し，  

保育室に戻る時のかずとやまわりの皆の表情は  

すがすがしいものだった。  

考察3   

かずとは，自分勝手な所を周りから注意され  

たり，遊びの仲間に誘ってもらえないなどの経  

験を通して，自分を変えていかかナればいけな  

いことに気づいていった。しかし，保育者がど  

の程度見守るのかとても迷っていた。あまりに  

もかずとが孤立してしまうのもよくないことで  

ある。援助のタイミングが難しい。   

また，どうしてもかずとのように自分勝手な  

人だけに注目しがちであるが，そのまわりの人  

たちが育っていくことも大切なことだと思っ  

た。お互いの良さに気づき，それぞれが言いた  

いことを言い合える仲間関係を育てていくこと  

の大切さを感じた。保育者は，身体全体を使っ  

て遊ぶ充実感や協力する楽しさを十分味わえる  

ようにしていったり，仲間として参加しながら  

トラブルになった時，お互いの気持ちやルール  

について話し合う場で調整役を担ったりするこ  

とも大切だと感じた。  

○仲間とイメージを膨らませる  

事例4「カフェ屋さんごっこ～役を担い合って  

～」5歳児11月   

小春日和のある日，南側テラスで，あみが，  

入園式の時に4歳児にキャンディを入れてプレ  

ゼントしたチューリップの形のバッグを作って  

いた。その中に入れるキャンディを作ろうとい  

うことになったので，保育者はカラーセロファ  

ンを用意し，先日散歩に出かけて拾ってきたど  

んぐりを巻いてみることを提案した。すると，  

そのどんぐリキャンディが大人気となり，まま  

ごとコーナーを中心に‘‘ぁめやさん”が始まる。   

次の軋 ままごとコーナーには「あめや」の  

看板が書かれ あみたち数人の女児たちで‘‘ぁ  

めやさん”が始まった。あみは家から自分が食  

べたキャンディの包み紙を持ってきて，包んで  

「ほら，本物みたいでしょ。うめぐみさんがま  

ちがってたべちゃいそう」と大喜びで話す。あ  

みたちは4歳児の部屋までお客さんを呼びに行  

く。何人かがあみと同じようにチューリップ  

バ、ソウを作って，園庭などへもキャンディを売  

りに歩く。   

3日目，今度は，ままごとのごちそうも使っ  

て“あめやレストラソ’も始まる。メニューを  
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これまでは大体遊びを始めた人がリーダーと  

なっていたが，この時期になると，誰がリー  

ダーというのでなく，共通のイメージのもと，  

それぞれが全体を見て，自分のできる事を自分  

で見つけて動けてし、た。また，遊びの参加人数  

が増えると調整のために保育者の介入が必要に  

．なったりする時もあるが，この時はその必要も  

なく，自分がしたいところに参加して，工夫を  

認め合ったり分担協力して遊びを進めていた。  

（2）協同性を育む指導計画や援助の在り方   

事例考察では，人間関係の深まりとともに，  

遊びの中で，個々の心がどうつながり，遊びが  

どう広がり深まっているか，また，保育者がそ  

れをどう受け止めかかわったかを追いながら，  

その時の援助について検討してきた。検討を通  

して，遊びの中での，自分のしたいことを実現  

したい欲求や友達と一緒に遊びたいという願  

い，そこから起こってくる友達への共感や思い  

の違いによる葛藤などが，自分を発揮する一方  

で他者を理解し自分を調整して，月的に向かっ  

て協力工夫して活動を進めていこうとする協同  

性へと育んでいることを，改めて感じた。協同  

性を育む指導計画や援助の在り方の視点とし  

て，①人間関係の深まりとともに，個々がどう  

つながり，どう遊びが広がり深まっていくか，  

②自分を発揮することと，自分を調整すること  

の二つの力がどう育っていくか，の2点が重要  

であると考えられた。具体的には以下のような  

環境構成や援助が必要である。（a）興味関心が  

わき，自分から自分なりに働きかけていける，  

豊かで計画的な環境：自由に触れたり，試した  

り，心ゆくまで取り組める時間や空間。感動や  

発見を味わえる，豊かでそして意図きれた自然  

や文化環境等の整備。子どもの豊かな発想や，  

挑戦意欲が湧き出るような遊びの援助や捷痍。  

（b）その時期の人間関係の育ちに応じた楽し  

さが味わえるような，援助や遊びの提供や自分  

の思いや考えを出そうとしたり，相手の思いに  

気づいていけたりするような援助。（c）個々の  

思いや発達への理解。（d）個々の良さを知ろ  

うとする姿勢。  

かいたリレジを作ったりする人もでてきた。保  

育者はもっと雰囲気がでればと思いっエイトレ  

スの冠を作って渡す。リガがその様子をしばら  

くじっとみていた。それまでは自分主導で遊び  

が始まらないと．気がすまないりかであった  

が／あまりの楽しそうな雰囲気に「やりたい！  

よせて！」とやってきた。そ・うするうちに，ど  

んどん参加者が増えて冠を作るのが間に合わな  

いくらいだった。   

4日目，ままごとのごちそうが足らなくなっ  

た。そこで 紙粘土と麺棒や型抜きを用意し，  

ク、ソキーを作る手順で紙粘土を伸ばして型抜き  

で型を抜き，どんぐりや園舎北側フェンスのピ  

ラカンサの実などをを飾りにした“木の実クッ  

キー”や“ケーキ’を作ることを提案した。4  

歳児の時に，クッキーを作った経験もあり，子  

どもたちは自然に受け入れ，「なんだかお料理  

教室みたいね」などと，おしゃベリを楽しみな  

がらどんぐリクッキーを作っている。   

5日日，あみが「ねえカフェにしない？」と  

提案する。「カフェってなに？」と皆に聞かれ，  

あみが一生懸命自分のイメージを説明する。そ  

して，イーゼルを見つけたあみは，それを使っ  

て立て看板を作る。またゆりのアイデアでその  

横には順番待ちのお客さんのために椅子が用意  

され，人形も飾られた。ウエイトレス役のりか  

は「注文をきいてピ、ソピ、ソて押すのを作りたい  

から箱をちょうだい」とやってくるpイメージ  

にぴったりの箱を見つけるとうれしそうに数字  

をかいた。そしてチラシを作って配る人も出て  

ますます大賑わいとなる。   

6日目，えりかが家から画用紙で立体的なお  

寿司も作って来てメニューに加え大はりきり。  

その日はお客の満員で忙しそうに，でもそれぞ  

れに自分の役割を担ってテキパキと動く女児た  

ちの姿があった・。  

考察4   

5歳児のより本物に近付けたいという欲求  

と，大勢の人を楽しませたいという欲求がこの  

遊びの大きな原動力になっていた。その欲求を  

満たすような教材を用意することが，この遊び  

での保育者の役割だった。  
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週末の道具洗い），（i辻）生き物（ウコツケイ・  

ハムスターの世話），（iv）お弁当（お弁当の前  

後のテーブル拭き・食後の床の掃き掃除・おや  

つの日の牛乳運び）の4つである。   

何より，4歳児の暗から憧れていた当番活動  

をやってみたいという気持ちが大きい。その気  

持ちを大切に，まずはやりたい人が当番バッチ  

を付けて，それぞれの仕事を経験してみる。保  

護者手作りのかわいいアップリケのついた当番  

バッチを付けると気持ちもさらに高まる。大体  

の人が各当番の仕事を経験した頃にグループご  

とに，1週間ずつローテーションしていくこと  

にする。最初は保育者が一緒にしながら，ひと  

つひとつ手順を敢えていく。4歳児がまだまだ  

幼稚園の生活に慣れない頃は，本当に5歳児の  

力が頼もしい。4歳児の片付けの手助けをした  

（3）協同性を高めるグループでの活動  

①これまでの考え方・やり方   

その時期の育ちや生活の節目を考慮して，5  

歳児においてグループでの活動を取り入れてい  

るが，その良さや課題を整理していくことで，  

協同性を育む指導計画や援助の在り方について  

見直していきたい。そこで，これまでの考え方  

ややり方を，．表1にまとめるとともに，事例で  

具体的に検討することとした。  

O「当番活動」について   

4歳児の時からずっと5歳児の様子を見た  

り，手伝ったりしてきて楽しみにしている当番  

活動である。仕事は（i）自転車（自転車など  

の乗り物の数を確かめる・週末は雑巾で給麗に  

拭いたりタイヤに空気を入れたりする），（ii）  

砂場（砂場の出し入れ・砂場シートの開け閉め・  

表1 5歳児のグループ活動の展開と主なねらいと援助の視点  

月  主なグループ での   
活動   事例   この時期のねらい・援助の要点   グループ編成   

9ノ   
4月  ○年長兎どじぞあ自芽音感Eど芸ぞじ；く   0気め合う人たち男女混合  

コート  で8～9名ずつの4グルー  
プ。年長になって間もない  

5月   時期。気の合う人同士一緒  

になることで，安心してス ムーズに活動できるように  
ていけるようにしていく。   編成する。  

つ  ゐ 
6月  6固生活の速め芳にっいて，見遣しをもことかゃ音る   ○気合う人たちばかりで  

5                ○遊びや生活の中で友達関係をより深めたり扱げたりする   なくこれまでに関わりの少  
なかった人たち男女混合で  

8～9名ずつの4グループ     ・幼稚園の生活が「自分達の暮らし」という意識を一人一人が  

7月   持てるように，生活を進めていくことについて，具体的な方法  
を子どもたちと模索していく。気の合う友達の枠を超えて，さ  
まざまな人と触れ合えるように，意図的な編成のグループによ  
る共同活動も投げかけていく。そ・の中で自分とは異なるさまざ  
まのやり方・見方・感じ方があることを知らせていくきっかけ  
にしたい。   

∩〝   
9月  6百分ゐ体力も東方も恵う存分発捧する   ○体力テストも加味しなが  

○仲間と遊びの進め方など相談しながら自分たちで遊びを進め  ら新しいメンバーで編成す  
ていく   る  

10月  高松園舎の運動  6                              ・提供した活動がきっかけになって面白かったことは何度でも  

．△ヽ  フ耳  繰り返しやってみようとする。何度も自分なりに追求したり試   
・進行準備等の  したりできるように配慮し，丁寧につきあっていく。仲間との  

11月        役割を担う  結びつきが強くなってきている。遊びの中の役割や分担につい  
・バトンリレー  て，集団の間で対立する事もあるが集団が交流して遊びが展開   
を自分たちで  していくようになっている。必要な場面は援助していく。   

12月   進める  

1月  

○二大二大が自己発揮し呑がち∴友達と夷た藩び車重清を充実  ○どお天となっても仲良く  
させる。   なれる時期。くじ引きなど  

楽しい方法でグループを決  
2月  幼小交流活動  ・お互い心の通いあう仲間になり，ますます友達に惹かれてい  

く姿がみられる。楽しい思い出が心の奥深く刻みこまれるよう   
める  

な場を多くしていく。一人一人の子どもが「大きくなった」と  
3月  いうことを実感できるように．自分の成長を振り返ることがで  

きるような機会をつくっていく。   
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り園全体の仕事をしたりする自分が誇らしく，  

グループのイ中間と声をかけ合ってすることが，  

さらに意欲を高め合っている。   

しかし，やりたくてしょうがなかった当番活  

動だが，どうしてもマンネリ化し，飽きてく  

る。徐々に，自分のやりたい遊びを我慢して皆  

のためにしないといけない当番活動が負担にな  

ることもある。きちんとやり遂げさせることば  

かりを強く思っていると，自主性よりも逆に，  

子どもにとっては，やらされているという受け  

身の活動になってしまう。当番活動は，集団で  

生活をしていく時に，お互いが気持ちよく暮ら  

すためにあるものである。「ありがとう」とい  

う感謝やねぎらいの気持ちが伝わり合うように  

したり，必要に応じてその当番活動の意味や必  

要性を子どもたちと確認し合ったり，やり方を  

考えていったりしていきたい。  

○おやつ作りについて  

事例5「楽しいおやつ作りのはずが・・・」5  

歳児6月   

宿泊保育でのカレー作りの練習をかねて，例  

年，生活グループごとに簡単なおやつを作り，  

皆にふるまうという活動を行っている。この新  

しくて嬉しい活動を，子どもたちはさくら組に  

なった時から，とても楽しみにしている。この  

活動では，仲間と力を合わせて進めていく充実  

感を味わえるよう，自分たちで相談して，作る  

おやつを決めたり，役割を分担したりして進め  

ていくことを大切にしている。グループによっ  

ては，料理だけではなく，看板を作ったリチ  

ケ、ソトを作ったりしてレストラン風にすること  

もある。   

黄色グループ担当のホットケーキ作りの臼。  

お料理大好きのつとむに「今日は黄色グループ  

の番だね！おいしいホ、ソトケーキ作ろうね！」  

と声をかけたが，その日は何か浮かない表情  

だった。ホ、ソトケーキ作りが始まるとエプロン  

をしてやってきたが，生地を混ぜるところまで  

は手伝うが，焼き始めると／その場から離れ  

ウッドテラスの友達の所へ行きおしゃベリして  

いる。声をかけるとまた戻って手伝うが．また  

しばらくするとウ、ソドテラスの方へ行く。そし  

て「もうやめてもいい？」と聞いてきた。まだ  

数枚しか焼き上がっていない。「もうちょフと  

がんばろう」と保育者は声をかけた。グループ  

の仲間も「つとむくんだめだよ！まだ出来てな  

いよ！」と声をかける。   

保育者は，なぜつとむは今日は料理に気持ち  

が向かないのだろうとずっと考えていた。そ・し  

て，昨日の午後の遊びの時，畑の泥に水をまぜ  
“ 
溶岩ごっご’を歓声をあげながら楽しんでい  

たつとむの姿を思い出した。「明日も続きしよ  

うな1」と友達と約束していた。昨日の続きを  

したかったのだ。でも保育者は「今日は生活グ  

ループの友達と協力してホ、ソトケーキ作りに専  

念してほしい。」そう思いながらつとむを引き  

留めていた。つとむが数回目に聞きに来た時，  

このまま最後まで手伝うことを促すべきか保育  

者は悩んだが，「グループの友達さえよければ，  

つとむは昨日の遊びの続きに行ってもいいので  

は」と思い「グループの他の人たちに聞いてご  

らん。」と声をかけた。つとむがホットケーキ  

を焼いていた人たちに「もういい？」と尋ねる  

と，数秒たって「いいよ！」との答え。きっ  

と，つとむのあまりの熱意にグループの仲間も  

「しょうがない」と思ったのだろう。それを聞  

くが早いか，つとむは外へとかけだしていった。  

考察5   

ホットケーキ作りがつとむにとって，楽しい  

活動にならなかった背景を考えてみる。それま  

でおやつ作りをしてきた他のグループには，買  

い物にも行き，保育者が声をかけグループの仲  

間が集まって前日に作り方を見たりしたが，時  

間の都合で買い物も行けず，作り方も「見てお  

いてね」と言っておくだけで各自でみることに  

した。お弁当の後，つとむもしっかり見ていた  

が，仲間とのコミュニケーションをとるために  

も，一緒に見る機会を作るべきだったと思う。   

保育者は最初，つとむがグループでの料理活  

動に気持ちが向いてないこ－とを，つとむはまだ  

まだ育っていないせいだととらえていたが，保  

育カンファレンスの中で，そうではなく保育者  

の気持ちがグループで料理をさせることのみに  
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気持ちが向いて，つとむがグループの仲間と力  

を合わせようとする気持ちを支えていなかった  

ことに気付いた。   

またこの日は午前保育ということもあって，  

登園してからの時間をほとんどおやつ作りに費  

やしてしまうので，時間をもう少し短く効率よ  

くする工夫をしたり，前日から，おやつ作りが  

終わるとその日はすぐ片づけになることなどを  

伝えていたら，見通しを持てたと思うので，ま  

たつとむの気持ちも違っていたのではないかと  

感じた。  

○運動会の手伝いについて  

事例6「附属体操のお手本に選ばれて」5歳児  

10月   

毎年5歳児は．運動会の用具の準備や年少児  

の手助けなどの運動会を進める役を，グループ  

で分担して行う。子どもたちは，昨年の経験か  

ら自分たちが進めたり手伝ったりすることを待  

ち望んでいた。運動会を1週間後にひかえたあ  

る日。グループごとにどのお手伝いにするかを  

相談して決めていくこととした。最初の方はス  

ムーズに決まったが，最後に，附属体操のお手  

本をしたいグループが2つ残った。   

そこで，実際に皆の前でやって見せてもら  

い，どちらが上手かを他の人たちが見て決める  

こととした。残ったのは赤と白グループ。どち  

らかといえば休も大きく，きびきびした動きを  

見せた赤グループであったが，保育者の予想と  

は逆に白グループの方に手をあげた人が多かっ  

た（上手さは赤だったが，白の一生懸命さが心  

を打ったのか？）。保育者は，白グループに任  

せて大丈夫かしらと，不安に思いながらも結果  

を黒板に書いた。   

次の日のお弁当の時，白グループと一楕にお  

弁当を食べながら，保育者は，このままでは運  

動会当日お手本として立派にできるかどうか不  

安だという正直な気持ちを伝えた。   

次の日，いつも1番に登園してくるひろしと  

たかしが，カセットデッキを持ってテラスに行  

き，附属体操の練習を始めていた。保育者は二  

人のやる気をうれしく思い，「がんばろうね！」  

と声をかけ一緒に体操をしながら所々アドバイ  

スをした。   

その日の午後，テラスには，見る側と体操を  

する側に分かれて，お互いに「もっと足あげ  

て！」「フラフラしちゃだめだよ1」などと声  

を掛け合い練習する白グループ全員の姿があっ  

た。また．たくみは家で練習してきた成果を見  

てほしいと言いにきた。それからも，毎日テラ  

スでの自主練習は続いた。そして，運動会当  

日，見事に附属体操を皆で披露したのであった。  

考察6   

あれほどやる気になりグループの仲間で協力  

しようとする自グループの姿は初めてだった。  

あの時，保育者自身は，きっと子どもたちも，  

上手に体操した赤グループの方を選ぶと思い込  

んでいた。しかし予想とは反対に子どもたちが  

選んだのは自グループであった。自分たちが選  

ばれたことが，晴れの運動会で手本になるとい  

う嬉しさや誇らしさが，お互いに協力して自分  

たちでより良くしていこうという前向きな姿に  

つながったのだと思う。  

4．終わりに   

終わりに協同性を育む保育について考察して  

みる。事例を通して考えてみると，やはり，協  

同性という言葉にこだわればこだわるほど，子  

どもたちに集団で何かをさせることに力が入  

り，集団行動のできにくい子に対して，集団か  

らはみださないようにという保育者の意図が強  

くなり，子どもに行動を強いることが多くなっ  

てしまうといった現実があった。集団を大切に  

することは，同時に個々を大切にすることであ  

る。一人一人の今を充実させることが協同性を  

育むことにつながっていく。   

ここで5歳児のたつやと保育者との関わりか  

ら考えてみる。たつやは保育者にとって，協同  

性という視点からみると，すぐ物の取り合いを  

したり，自分の思い通りにならないと友達に物  

を投げたりする「困った子」といったイメージ  

であった。そのたつやを協同性を育むという視  

点で捉えようとすればするほど，保育者にはた  

つやのマイナス点ばかりが見えていた。毎日の  
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保育後のカンファレンスでもたつやの気になる  

姿ばかりが話題にのぼり，たつやの良さをクラ  

スの中で活かせていない保育が見えてきた。   

そんなある日，保育者が出張中に，たつやと  

伸のよかったゆうじとトラブルが起こった。そ  

の時の様子を副担任から聞くと，1度目はたつ  

やも我慢したらしいが，2度目にちょっかいを  

かけられた時に我慢できず相手をたたいてし  

まったということだった。最初，保育者は「ま  

たか。困ったな」と思ったが，よく考えてみる  

と一度は我慢ができたのだ。そこはたつやに  

とって大きな成長といえるのではないか。しか  

し，結局は我慢できず相手に嫌な思いをさせて  

しまったことはいけなかったことだ。保育者の  

このような思いを翌日登園してきたたつやに伝  

えた。するととても素直にききいれるたつや。   

その日の午後，たつやはけんかをしたゆうじ  

ともう一人の男児と小さな木の箱に入り，楽し  

そうに絵本を読む姿がみられた。その様子を保  

育者も嬉しく見ていた。その後，外の心地よい  

風をたつや達にも感じてほしいと願い，戸外の  

総合遊具に誘う。3人は，風を受けて寝そべっ  

ていた。保育者もその場を共有したいと思い一  

緒に寝て空を見上げた。そこに心地よい風がふ  

いてきて，4人で「きもちいいね」と笑い合っ  

た。保育者にとってこの時が初めてたつやと一  

緒にいて「心地よい」と感じられた瞬間であっ  

た。それから少しずったつやを見る保育者の目  

も少しずつ変わっていった。たつやのほんのさ  

さいな成長でも見逃さずに見ようとする保育者  

の視点を実感するようになってきた。   

協同性を育む援助とは，一人一人の思いを大  

切に，「誰かと一緒にいて心地よい」と思える  

瞬間をたくさん子どもたちと保育者が感じるこ  

とから始まることだと思う。   （津田千明）  

付記   

本研究は，2007年度香川大学教育学部プロ  

ジェクト研究経費の助成を受けて行われた。  
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