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第Ⅰ部 恵庭プロジェクトの視点

１．はじめに

本稿は、2013年４月から３年間の予定で、恵庭

市の恵庭幼稚園との共同研究として進められる研

究プロジェクト「幼児教育環境と幼児の共発達に

関する生態・文化的アプローチ」（恵庭プロジェク

ト）について、その研究目的と視点および研究の

場となる幼児教育施設の諸特性を詳らかにするこ

とを目的とする。恵庭プロジェクトでは、特定の

幼稚園において、幼児や幼児集団の変化と教師や

教師集団および環境の変化とを相互連関的に記述

することを目的に掲げている。幼児と教師集団を

中核として、全体としての発達を遂げる幼児教育

コミュニティを研究対象とするからには、最初に

固有の地理的・歴史的な性格をもち、価値実現の

ための具体的な教育理念をもった場たる幼稚園の

あり様というものを整理しておくべきと考えた。

ここで、プロジェクトのタイトルに関わってい

くつか付言しておきたい。日本の乳幼児発達研究

は、幼稚園や保育所といった施設で行われること

が多いという特徴をもっている。協力児をリク

ルートするだけでなく、施設内の一室を借りて「実

験」が行われる例も多い。このとき、いくつもの

前提がスキップされて、研究知見の一般化が行わ

れている（川田、2011）。その代表的なものとして、

研究対象となる乳幼児が通う幼稚園や保育所の生

態学的な特徴がある。
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ここで生態学的な特徴とは、個体（個人）の具

体的な生活のあり様と不可分に結びついた環境シ

ステム全体を意味する。Bronfenbrenner（1979/

1996）の古典的なモデルでは、生態学的環境とは、

個人を取り巻くマイクロレベルからマクロレベル

に至る複数のシステムがロシア人形のように入れ

子状になったものとして説明される。それぞれの

システム位相は互いに影響し合うと考えられる

が、本研究で主として注目するのは幼児や教師個

人と幼稚園として相対的に閉じた教育活動である

から、古典的枠組みで言えばマイクロとメゾのレ

ベルを対象とすることになる。

プロジェクトのタイトルには文化的という用語

も付している。生態学の枠組みで人間を考察する

ときに、そこに非遺伝的な記号・象徴レベルの位

相が不可欠であり、それを文化という用語で表示

している。生態学的なアプローチは、原始的な生

物から現生人類まで適用される個体と環境システ

ムとの関係論的な記述・説明を目指すものだが、

一部の動物、とくに霊長類では非遺伝的な形質（た

とえば道具の製作と使用）が自然環境に一定の人

工的改良を加え、模倣的なプロセスを介して伝播

されるという特徴を持つ。

人類では、更に加えて、記号的・象徴的な道具

の発明と意図的な伝達・教授が系統的に行われ、

それが世代を経て人間の発達や生活の質そのもの

を新たな地平に押し上げていくという累進的な文

化進化の現象が、他の動物種と決定的に異なると

ころである（Tomasello,1999/2006）。こうして非

遺伝的に伝播・教授・継承される諸形質を、広義

には文化として捉える。しかし、実際には文化は

行動や道具そのものではない。文化として「見え

る」ものは、人々が埋め込まれたコンテキストで

絶えず実践され、維持・変容させられていくダイ

ナミックな現象である。

文化装置としての幼稚園を考える時、恵庭幼稚

園において特筆しなければならないのは、実践の

理論的背景である。文末付録の年表にあるとおり、

恵庭幼稚園はその改革の中で、幼児教育研究者の

青木久子氏（元・国立音楽大学教授）の指導・助

言を仰いできた。その基盤となる理論には、教育

対象を幼児・子どもとする一般的な教育観に疑問

を呈し、また、新教育運動の中で打ち出された教

育対象としての「生活」というアイディアにも限

界を認め、そこに関わるあらゆる人々を含む場所
トポス

自体の変容を意図した「教育対象としての場所
トポス

」

（磯部・青木、2009）という教育哲学がある。恵庭

幼稚園は今も改革の最中にあり― 否、厳密に言

えば教育とは常に改革の渦中を進むものであるの

かもしれないが― 、青木氏はたびたび訪問して

指導・助言に当たられている。恵庭幼稚園の教育

文化と言っても、それは変化・発達しつづけてい

るのであり、本稿が日の目を見る頃にはすでに諸

事変わっていることだろう。しかし、こうして記

録を残しておくことによって、数年後の恵庭幼稚

園の姿との比較が可能になる。そこから、「教育対

象としての場所
トポス

」という哲学の、恵庭幼稚園とし

ての実現のかたちも見えるだろう。改革前から

脈々と息づく、恵庭の地の歴史とともにある幼稚

園としての不変の原理と、新たな改革理念の下で

の持続性のある実践論理、こうした幼児教育コ

ミュニティとしての軸となるものに迫る研究を志

向したい。

２．プロジェクトに含まれる研究の視点

当初の段階で、プロジェクトには以下の研究視

点を設定し、恵庭幼稚園に協力依頼を申し出た。

すなわち、①恵庭幼稚園という生態・文化的な環

境と幼児・教師とが相互に連関し合って変化して

いく様相を様々な角度から検討したい、②中でも、

幼稚園における「行事」への参加過程は入念に調

査したい、更に、③幼児の個人史にも迫りたい、

という３点であった。

①について、幼児教育は「環境を通した教育」

（幼稚園教育要領）とされるが、しばしば教師が意

図した環境構成が子どもに影響すると一方向的に

理解されがちである。そのために、可変性の低い

コーナー保育が行われることがある。しかし、恵

庭幼稚園では環境構成は臨機応変に行われること

から、教師・環境・幼児のあり方がどのように連
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動して変化していくのか、その変化の原理を探る

ことが重要である。なお、ここでいう環境には、

物理的なものだけでなく、時間的環境も含む。時

間的環境は、教師による幼児への言葉かけ、保育

形態、保育室内その他の掲示物、時計の配置、日

案や週案などの保育計画の中に表示される。

②について、子どもは具体的な生活文脈の中で

発達するが、人間は他の動物種と異なり生物学的

な強制性（身体の発育や第二次性徴等）によって

精神や行動を質的に変容させるだけでなく、文化

的な強制性、つまり「通過儀礼」的な装置を発達

の重要な契機としてきた。発達研究は、子どもが

出会う通過儀礼の典型としての「行事」と発達と

の関係を十分記述していないが、「行事」はむしろ

文化実践への参加には本質的であり（Rogoff,

2003/2006）、筆者も保育者から行事を経て子ども

が成長するということを幾度となくきいてきた。

この行事を通した「子どもの成長」とは何なのか。

発達心理学は、誰にでも等しい時計的時間である

「年齢」を指標として観察される変化を発達として

描いてきたが、それとは異なる軸で、行事等の「出

来事」を通して起こる変化を発達として描くため

の概念セットを構築していく必要があるのではな

いか。

③は②とも深く関わるが、より個人に視点を当

てたものである。子どもは自らの置かれた教育環

境内で、それぞれに「なぜこうなのだろう」とか

「こういうことを究めたい」といったテーマのよう

なものを持っているのではないか。筆者が以前関

わったある幼児は、幼稚園での集団生活において

様々な困難をかかえていた。入園後まもなくから

ウルトラマンの悪役怪獣になりきって、他児に悪

さをしてまわる日々が続いた。その後教師やボラ

ンティアや他児の支えもあり、幼稚園生活を深め

ることができていったと思われるが、それでも幼

稚園卒園まで、彼は常に対人的な部分の葛藤を、

他の子どもよりも深く抱えていたようにみえる。

彼の傍らで過ごし続けたボランティア学生が述べ

たのは、「彼の幼稚園生活のテーマは、ずっと『ど

うやったらお友だちと仲良くできるのか』だった

ように思う」ということであった。彼にかぎらず、

多かれ少なかれ、幼児であっても生活者としての

問いや願いのテーマというものを刹那的ではない

かたちで保持しているのではないか。そうした

個々の幼児なりのテーマというものが、教師の言

葉や行事、ある日のふとした気づき、他児のもつ

テーマとの出会いなどによって、変容したり深化

したりするということがあると推測される。特に、

特別な支援を要すると言われる子どもの場合、そ

うしたテーマというものが表示されにくかった

り、理解されにくかったりすることによって、思

いと違う方向に生活が進んでいく可能性が高いか

もしれない。

以上のような研究視点をもって、2013年５月か

ら定期的な観察調査に入った。本研究プロジェク

トでは、研究者の研究目的のために（固定した、

変化しないと前提される）フィールドを調査する

という従前のスタイルを超えたいと考えている。

研究者には研究者の関心があるが、実践者にも研

究的関心がある。両者を別に考えるのではなく、

響き合わせ、研究者自身も実践者のもつ問いに巻

き込まれながら研究内容や方法を変容させていく

ような身構えを持ちたい。以下第 部では、恵庭

幼稚園とはどのようなトポスであるのかを、園長

（井内）の視点から整理する。続く第 部では、川

田が今年度恵庭幼稚園に通う中から得た気づきを

整理する。

（第 部文責 川田 学)

第Ⅱ部 恵庭幼稚園というトポス

１．恵庭幼稚園の歴史と地域性

⑴ 恵庭幼稚園の歴史

恵庭幼稚園は、平成25年度（2013年度）で開園

56年を迎える、恵庭市内で最も歴史のあるお寺の

幼稚園である。北海道の開拓時代、恵庭の大安寺

に寺子屋が創設され、それが後の恵庭小学校と

なった。幼稚園は、市内初の幼児教育施設として

大安寺の住職が昭和33年（1958年）に創設した。

以後、市内の幼児教育をリードする幼稚園であっ
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た。しかし、それも昭和の話で平成に入ると団地

造成により人口が増え、市内の幼稚園の数が増え

ると良き伝統は古い体質へと代わり、園児が少し

ずつ減少していった。園児減少を食い止めるため、

メソッドの導入や保護者サービスに取り組んで

いったものの、理念を見つめない刹那的な経営で

は園児減少を食い止めることもできず、平成12年

（2000年）からは市内幼児の人口が増えているに

もかかわらず、５年で100人の園児が減少する衰

退期に陥っていった。

平成17年（2005年）、理事長が外部より管理職

を招き世襲経営から脱却し教育の質を高める方向

に舵をきった。その際に、筆者（井内）も教頭と

して着任した。経営改革と教育改革を同時に進め、

後述のような保育の質向上に取り組んだ結果、

徐々に園児数も増え、現在では定員を超える園児

が集まる幼稚園となった。

⑵ 恵庭の地域性

ここで、恵庭幼稚園という教育施設が埋め込ま

れた地域的特徴を述べておこう。恵庭市は、北海

道の中央西部に位置し、市域は東西に長く、その

中央を漁
いざり

川
がわ
が流れる。南は北の空の玄関口、新千

歳空港がある千歳市、北は北海道の最大都市の札

幌市に接し、札幌のベッドタウンとして住宅地が

広がっている。古くから稲作が盛んで、近年では

大消費地札幌を背景に近郊都市型の農業が盛んで

ある。また、水に恵まれ消費地にも近いことから

食品加工業も多い。人口は68,895人（平成25年

６月時点）であり、うち就学前の幼児人口は各年

齢とも約550人（平成25年12月時点）である。

人口統計学的な特徴として、北海道で千歳市に

次いで２番目に住民の平均年齢が若い自治体であ

ることが挙げられる。子育てに対して積極的に政

策展開を行っており、３人以上のきょうだいを持

つ多子家族が多くみられる。観光スポットが少な

く遊ぶ街というより住む街の印象が強く、他市町

村の人からは「通過する街」と揶揄されることも

少なくない。しかし、住んでいる市民にとっては

空港と札幌にどちらも電車で20分程度で行ける

立地や人口比に対するスーパーマーケットの多さ

など利便性はとても高い。筆者は、それゆえか無

駄なことは省き、実利を求める合理的な市民性が

あるとの印象を持っている。また、成人してから

も地元に残る者が比較的多く、市ではありながら、

町並に地元の繫がりの強さを感じる部分が随所に

見られる。

教育については、学力等について公開されてい

る資料はないが、学校関係者との個人的コミュニ

ケーションから、石狩５市村（石狩市、江別市、

北広島市、恵庭市、千歳市、新篠津村）の中で学

力はどちらかといえば低位のグループに属し、市

民の教育に対する関心もそれ程高いとはいえない

ようである。なお、市内に２つある高校の学力水

準はいずれも中程度である。

幼稚園は、市内に８園あり、全て私立である。

８園のうち５園が同一法人の経営によるものであ

り、残り３園のうち１園は道内に５つの幼稚園を

持つ法人による経営、２園はともにお寺の幼稚園

であり、島松地区にある島松幼稚園と恵庭地区に

ある恵庭幼稚園である。幼稚園の就園率は高く

80％近くにのぼる。そのほか保育園は５園あり、

２園が公立、２園が民間委託、１園は民営化によ

る私立園である。

２．恵庭幼稚園の保育：考え方

⑴ 保育のベースとなる考え

恵庭幼稚園は仏教園である。仏教園ではあるが

仏教徒を育てる園ではない。仏教の目的が人格の

完成にあることから、より良い人になることが仏

教園の教育観であり、そのための人格形成の基礎

を培うことが仏教の幼稚園での教育観になる。よ

り良い人になるために教育目標が設定され、その

達成のために具体的な教育活動が展開される。目

標に達する方法は無数にあることから、どの道を

選択するかがその園の教育方針となる。

恵庭幼稚園が取った方法は、生命尊重を基盤と

する心の教育である。それを「生活を通した営み」

で教えていくという手法をとった。「営み」には生

産がかかせない。食に関する教育活動は食育が目
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的ではなく「営み」を具体化した手法が、結果と

して食育につながった。

理念から導いた教育方法が前述の「生活を通し

た営み」であるとすれば、目の前の子どもから導

いた教育方法が「遊び」である。筆者が教頭とし

て着任した平成17年の教育改革においては、その

前年に全世帯を対象に教育と子育て環境に関する

調査を行った。そこで明らかになったのは、外遊

びをしない現状や教育の付加価値（英語や体育）

を求めない保護者の意識であった。

このように理念と現場から導いた保育方法をよ

り具体的に記述し、恵庭幼稚園の教育方針として

保護者や社会に示した内容は以下のとおりであ

る。

■幼稚園のあり方が変わってきています。

近所に小さい子がたくさんいて、空き地や公園が子

ども達の遊び場だった時代。子ども達は、そこで集団

を学び、遊び方を学び、異年齢との関わり方を学んで

いました。幼稚園は、遊戯をしたり、楽器や粘土など

家にはない遊びや経験の場でした。時代が変わって子

どもの数が減り、子ども達が集まって遊ぶことも、子

ども達だけで遊ばせることも安心できない世の中に

なりました。その一方で子どもに関する産業は増え、

習い事など幼児期から様々な経験ができるようにも

なりました。今、幼稚園のあり方が大きく変わろうと

しています。同年代の子どもと真剣にぶつかり合うこ

と。自分の身体を思いきり動かすこと。創造力を働か

して何かに没頭すること。昔の空き地や公園で当たり

前に見られた経験が、今の子ども達には不足していま

す。教育は、目の前の子ども達にとって最善でなけれ

ばなりません。慣習にとらわれず、流行に左右されず、

目の前の子ども達を見て本当に必要な教育を行って

いきたいと思います。

■子どもらしい子どもに育てたい。

どろんこあそび、砂あそび、

あそびはなんでも大好きで

友だちがたくさんいて、虫や動物や花が好き

ときどきけんかやチョッピリいたずらをして

おかしいときには大笑い

悲しい紙芝居や童話の時には涙ぐみ

しかられたりするとしゅんとなり

ほめられると 有頂天となってよろこぶ

へんじ あいさつ しつけのけじめだけは

しっかりして 目はきらきらと輝いている

こんな子どもらしい子どもに

そだてたいものである。 （倉橋惣三)

この詩に書かれている子どもこそ恵庭幼稚園が目

指す子ども像そのものです。幼稚園で必要な経験と

は、こういったものなのではないでしょうか。

■Naturalが一番。

自然が一番と書こうと思ったのですが、自然には二

つの意味があるのであえてこう書きました。「大自然

などの自然」ではなく、「いつも通り＝自然体の自然」

です。幼児期の子どもはすべてのことに真っ直ぐで、

素直な感性のまま生きています。この真っ直ぐな子ど

も達の感性をそのまま健やかに伸ばしていけるよう、

幼稚園生活は子どもの自然な生活の延長でありたい

と考えています。大人の都合で子どもを振り回した

り、大人の都合を押しつけることなく、子どもの心か

ら湧きでる意欲、感情、好奇心を大切にする幼稚園で

ありたいと思います。

■自然の中に教材がある。

平成17年、幼稚園の園庭を大改修しました。という

のも、それまでは200人を超える幼稚園でありながら

園庭に木が一本もなかったからです。井戸を掘り、池

をつくり、小川を流しました。池にはメダカやドジョ

ウを放し、園庭には梅や栗、桜やもみじといった木々

を植えました。子ども達が毎日過ごす場所だからこ

そ、季節の移り変わりや自然の理（ことわり）などを

生活の中で感じられる空間にしたかったからです。本

の中より、机の上より、大切で面白い教材がたくさん

あります。

■誰のための行事なの？

おそらく、行事は他の幼稚園よりも少ないでしょ
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う。内容もシンプルです。もしかしたら、物足りなさ

を感じる方もいると思います。でも、それで良しとし

ています。なぜなら、行事は大人のためではなく子ど

ものためにあるからです。練習が必要な行事は、過熱

すると練習の毎日になってしまいます。悪い言い方を

すれば人に見せる訓練の毎日です。幼児ですから、教

えれば教えるだけ吸収していきます。しかし、それが

幼児期の子どもに本当に必要なものかはしっかり見

極めなければいけません。初夏６月の運動会、晩秋11

月の表現の集い。季節を感じる一番良い時期に行事の

取り組みと同じくらい、四季を感じる生活を大切にし

ていきたいと思います。

■誰のための作品なの？

見せるための保育より、一人一人の成長によりそう

保育を目指します。子どもにとって絵画や造形は言葉

と同じ自己表現の一部です。それを大人が望むかたち

に教えてしまったら、その子は自分を表現する言葉を

奪われることになります。やり方を教えるのと作品を

教えるのは別です。画材、素材の扱い方、特性はしっ

かり教え、それを使って表現する作品はその子自身に

任せます。大人が見てスゴイ作品ではなく、子どもが

自信を持ってスゴイと胸のはれる作品をつくってい

きます。

⑵ 教育の対象としてのトポス

幼稚園における教育とは幼児教育をもって子ど

もを育てることではあるが、果たして幼児教育だ

けで子どもは育つのだろうか。学校教育のみで子

どもが育つのであれば、社会教育はどのような意

味をなすのか。知識習得のみを目的とした狭義の

教育であれば、その教育する場（たとえば学校や

塾）のみで教育の目的を達成することは可能であ

ろうが、人格形成の基礎を培う全人的な教育がそ

の教育の目的である幼児教育においては、何を

もって教育の目的達成とするのか評価基準を定め

ることはできず、その子どもの成長も発達による

ものか教育によるものかを評価するのは難しい。

そのように考えたとき、人格形成の基礎という

目的を達成するためには教師-園児間の関係だけ

で完結するものではなく、社会教育も含めたもっ

と広義の視座が必要なのではないかと考える。そ

こでトポスという視座である。

トポスとは単に地理的な場をさすだけではな

く、そこに存在する文化、関係性、環境などすべ

てを含めた場の意である。幼稚園においては、幼

稚園という位置的な場所だけでなく、そこにある

遊具、教材、教具から園舎内にある装飾、施設、

設備などの物理的なもの、教育課程、保育形態な

ど直接幼児教育に関わるもの、幼児と教師、教師

間、教師と保護者などの関係性、職員室の雰囲気、

保護者間の関係性、それらが生み出す幼稚園の雰

囲気と文化、さらには幼稚園が関わる地域の商店

や業者、地域住民との関わりにいたるまで幼稚園

が核となり、それをとりまくすべてものを含めた

場としてのトポスである。子どもはそのトポスの

中心に存在し、さらに周縁にも存在する。そういっ

たトポスが生み出されれば、そこで育つ子どもは、

人格形成に於いてより良く育つのではないか。

このように考えると教育の対象は子どもではな

くなる。子どもを教育して子どもが育つのであれ

ば、狭義の学校教育で子どもが育つことになる。

しかし、教育課程とその実践のみで子どもが育た

ないことは、現場の教師が一番感じている。職員

室の雰囲気が悪ければ教育課程を実践しても成果

は上がらず、家庭の教育力が低ければ教育課程以

前の問題であり、地域が教育に無関心であれば学

校は孤軍奮闘を強いられる。

人格形成を教育の目的とするのであれば、教育

の対象はトポスになる。どのように子どもが育つ

トポスをつくりあげるか、そのために幼稚園のみ

ならずそこにある全ての対象が互いに教育をし、

教育を受けなければならないのである。この教育

対象をトポスとする考えがあると子育て支援や地

域との関わりは、ごく自然に必然的に展開される

ようになる。

３．恵庭幼稚園の保育：環境

⑴ 理念の具象としての環境

理念は目には見えない。教育課程は文字として
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形式的に視覚化され、保育は行動として具現化さ

れる。よって理念を具象化するものが環境である。

幼児を幼稚な幼きもとして捉えている園は壁面装

飾などによってその理念と文化が具象化される。

リテラシーの教授を是としている園は学校的な教

室環境によって具象化される。キャラクターを用

いた園バス、園庭の遊具、園内の教材。物理的環

境はどれも理念が具象した姿である。そういった

ことを踏まえ、恵庭幼稚園における環境は次のよ

うな理念が具象化した姿である。この環境に関す

る理念も、保護者や社会に向けた文章をそのまま

掲載する。

■園舎外観のコンセプト

･園の思い：明治初期の開拓当時の厳しさの中でも

「学ぶ」ことの重要性を認識されていた先達の精神

を汲み取り、どのような環境であっても次代の子ど

もたちに「学ぶ」ことの大切さを教えていった寺子

屋の精神を具現化しました。そして、可愛いらしい

概観。いわゆる、幼稚園っぽい建物から脱却するこ

とで、上品さと洗練さを感じ取れるものにしたかっ

たのです。それが、恵庭における教育の発祥の地、

私立洞門小学校（寺子屋）から続く、恵庭幼稚園の

園舎に込めた思いです。

･デザイナーのコンセプト：メインコンセプトは、既

存施設を大切にしながら、教育の場としての寺子屋

らしさ、品のあるおもむき、一人ひとりの園児の人

格形成を育む場にふさわしいデザインです。その基

本理念は、本物志向です。板張り＋土壁風を用いる

ことで、優しさ、懐かしさ、あたたかさを寺子屋と

しての品位を持たせ、他には類を見ない独自の教育

の場を創造しています。新しく生まれ変わる恵庭幼

稚園が、今後とも園独自の教育の特色と共に、教育

目標に沿うものとして「つよい身体」「よい心」を

持った「賢い子」が育つ場になることを祈念いたし

ます（平成17年７月 設計／デザイン architec-

ture & design Atelier Team TERRA（アトリエ

チーム テラ）。

■園庭のコンセプト〝大地を床、空を天井、緑なす樹

木を壁とした自然の教室"

子どもは本来、一日中動き回り、遊び回って、夜に

は疲れて寝てしまうものです。子どもの生活そのもの

が遊びであり、大部分が身体的活動であるともいえま

す。〝大地を床、空を天井、緑なす樹木を壁とした自然

の教室"というコンセプトは、そんな子ども達の本能

的な欲求を満たす空間づくりという考えから設定し

ました。「自然スペース・オープンスペース・道スペー

ス・アナーキースペース・アジトスペース・遊具スペー

ス」の６つに分類し、「自然」「遊び」「暮らし」という

異なる３つのテーマが共存する空間をつくりました。

土と水と緑の匂いが子ども達を温かく包み、「驚きと

発見」「創造と挑戦」の毎日が積み上げられていきま

す。

■園舎のコンセプト〝遊び、学び、生活"「やりたい」

が「できる」目的別の空間

子ども達の教材は画用紙や粘土、遊具といったもの

だけではありません。芸術性や創造性は、部屋に飾ら

れている植物や絵画、置いてある家具、インテリアと

しての雑貨等、空間を構成するすべてが教材となりま

す。「遊び込む３歳児」、「基本を学ぶ４歳児」、「生活を

創り上げる５歳児」、各学年のねらいに応じて多様な

空間を用意しています。

･３歳児の空間：身支度など生活習慣を身につける

空間、思いきり遊び込める空間、先生から教えても

らう空間（設定保育）で構成しています。初めての

集団生活で必要なことを専用の空間で学んでいき

ます。

･４歳児の空間：黒板、机、イスの学校スタイルによ

る１クラス１教室で構成しています。一年間同じ仲

間と同じ空間で過ごすことを通して年長そして小

学校へ向けての集団生活を学びます。

･５歳児の空間：活動に応じて空間を選べるように、

オープンスペース、和室、キッチン、アトリエ、図

書室といった多様な空間を構成しています。「年長

になったら使える」５歳児の活動空間は、すべての

子ども達にとって憧れの場所です。

･共用スペース（ミルルーム)：玄関の横にある
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ちょっとしたスペース。サンスクリット語（古代イ

ンドの言葉）で出会うという言葉の「ミルルーム」。

１歳～５歳までの遊具が揃い、子どもだけではなく

お母さん達のミーティング場所としても使われて

います。薪ストーブと木の温もりがステキな出会い

を優しく包みます。

･『本物が育てる』（恵庭幼稚園のこだわり)：画用紙

を切り抜いて可愛らしく壁面を飾る装飾。幼稚園ら

しくて可愛いいですが、恵庭幼稚園ではそういった

壁面装飾は作りません。画用紙で作るチューリップ

を見るなら、香りのする一輪挿しの本物を。自然や

季節の移り変わりは、画用紙では伝わりません。

バーチャルで何でも体験できる世の中になったか

らこそ、子ども達の周りには『本物』を多く用意し

たいと思います。

⑵ 第一教室としての園庭

「生活」と「遊び」を保育の根底に置き四季の自

然と共に教育活動を展開していくと必然的に屋外

での活動がその中心となる。屋内の教室には四季

はなく、四季を感じるためには外部から自然を

持ってこなければいけない。それこそ不自然な姿

である。四季の移り変わりを教材とし、自然の中

から知を見つけ出し、共に過ごす仲間と和をつく

りあげる。園庭こそが第一の教室という考えのも

と園庭設計を行った。上記、園庭のコンセプトに

あるように６つのゾーン分けの他、園庭に置く遊

具に知を埋め込み、季節ごとに意図的に遊びを変

化させ、教師が教えるのではなく、園庭が子ども

達の教師となって子ども自身が学んでいく。そん

な園庭をつくっていった。

具体的には①梅、栗、梨などの果樹や桜、メタ

セコイアなど広葉樹、針葉樹などのある自然ス

ペース、②サッカーやドッジボールなどができる

園庭中心部に位置するオープンスペース、③井戸、

橋、ビオトープなど人が集まり交わる道スペース、

④教師の目につかず日陰で木板などの遊具が雑然

としている園庭奥のアナーキースペース、⑤櫓の

下や木製遊具の下など数人が集まりたむろするア

ジトスペース、⑥そして木製遊具や櫓上の遊具ス

ペースである。

井戸の周りには竹を置き水路を作れるように

し、スコップは鉄製のものを用意し、櫓には滑車

をつけ、ビオトープの生物は自由に採れるように

し、水田や畑が園庭にあり、可動性の遊具によっ

て遊びが創造性と共に発展するようになってい

る。

屋内の教室がロゴスの知なら、園庭での学びこ

そパトスの知であろう。幼児であるからこそ身体

を通したパトスの知が大切であるなら、第一に教

室はやはり園庭ではなかろうか。

４．恵庭幼稚園の保育：保育形態と教育課程

⑴ ３年保育の系統性と保育形態

幼稚園の教育課程は年齢で区切られていない。

小学校以降は学習指導要領で学年ごとに教育内容

が定められ、各学年の教育課程を修了することに

より進級する。しかし、幼稚園は幼稚園教育要領

で教育内容の大枠が定められているだけで、その

解釈は現場の裁量によって捉え方に幅が見られ

る。半世紀前、年長のみの１年保育が主流だった

時代から２年保育が増え始め、現在では３年保育

が半数以上を占めるようになっている。

１年保育から２年保育になった際、教育課程は

年長の内容をレベルをさげて年中にした園が多く

あった。それは３年保育も同様で、どの学年も同

じ時期に同じような内容をレベル変えて取り組ん

でいる園が今も多いのではないだろうか。３年保

育には３年の意味がある。教育の系統性とは、教

育に時間軸の意味を持たせ構成主義的に教育課程

を編成することを意味する。一方で幼児教育にお

ける系統性とは領域を分けて捉えることなく構造

主義的に組み立て、３年間という時間軸をも構造

的に捉えながら編成することが求められる。

このような観点から恵庭幼稚園では年齢による

発達段階を考慮した３年間の系統的な教育内容を

組み立て（表１）、更に表２のような保育形態を

取っている。３歳児は、遊びに没我できる環境と

一人ひとりを養護できるように、４歳児は、黒板・

机・イスの教室スタイルで習うことを学べるよう
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に、５歳児は、「やりたい」が「できる」環境にな

るように、それぞれのアレンジを行っている。

⑵ ティーム保育と担任制

恵庭幼稚園では、３歳児と５歳児にティーム保

育を導入している。ティーム保育は担任と副担任

という考えではない。担任はあくまでも学籍上の

担任であり、ティームにおいてのクラスは学籍上

のクラスである。とは言え、園児にとって70人以

上の集団が母集団となることはありえず、当然、

クラスは園児の帰属意識の中で母集団として機能

する。

実際の保育にあたっては活動目的によって集団

が編成され、大集団としての学年、中集団として

のクラス、小集団としてのグループなどにより展

開される。ティーム保育のメリットとして複数の

教師がいることで活動の幅が広がること、学年を

大集団と小集団に分けた場合、小集団に複数の教

師がつき少人数できめ細やかな指導ができるこ

と、学級間による指導差が見られないことなどが

あげられる。よりきめ細やかな指導を必要とする

３歳児、そして活動の幅が広がる５歳児において

はティーム保育が適しており、母集団への帰属意

識が高まる４歳児においては担任制による保育が

適している。表３は、各学年の園児数と教員配置

の基本的な構成である。

表１ ３年間の教育内容の系統性

１学期 ２学期 ３学期

５
歳
（
年
長
）

･４歳で身につけた集団における基本的生活習慣をもとに自分たち

の生活やあそびの環境を、指示待ちではなく自分たちで創りあげ

ていく。

･３歳であそび込んだ経験と感覚をもとに４歳で学んだ技能を用い

て、さまざまなあそびを自分なりに発展させていく。

･もじや数量などを生活やあそびの中で使う面白さ、便利さを感じ

て活用していく。

･基本的生活習慣を身につけた

自律（自立）した生活を送る。

･豊かな感性と創造力を幅広い

技能で表現していく。

･知ることの楽しさや面白さを

感じ、調べたり探求する心を

持って小学校へあがる。

４
歳
（
年
中
）

身の回りのことは自分でできる

段階。ここで基本的な生活習慣

をしっかり身に付ける。

感受性や創造力が増す時期。絵

画、造形、音楽といった表現技

術の他、運動技能や生活技術の

基礎基本を繰り返し学んでい

く。

友だちと一緒に協力して物事を

やり遂げようという心が芽生え

る。共に楽しみ共感しあう体験

を通してバランスのとれた自己

主張と自己抑制の力を身につけ

る。

３
歳

年
少
）

とにかくあそび込む。いろいろな素材、身体をつ

かってあそぶことで智（知）の基礎となる感覚を

養う。

自我が目覚め、あそび込んだ子ども達があそびを

通して仲間や周りに意識が広がる。この段階で、

わけあうことや順番であそぶ大切さを学ぶ。

表２ 学年ごとの教員配置、活動空間、活動スタイル

教員配置 活動空間 活動スタイル

５歳（年長) ティーム保育
教室、アトリエ、キッチン、

和室、ホール、図書室

自ら動く

(プロジェクト型)

４歳（年中) 担任制 クラス毎に１教室、プレイルーム
習う

(設定保育)

３歳（年少) ティーム保育
生活部屋、全体活動部屋、遊び部屋、

教室、多目的スペース

遊び込む

(遊び中心)
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⑶ 教育課程

平成17年から教育改革を進め10年経った今も

教育課程は固まってはいない。教育は試行の連続

のため、環境が変化すれば教育課程が変わり、時

代が変化すれば教育課程が変わる。特に環境を通

した教育を原則とする幼児教育において、ティー

ム保育の導入や教育施設の改修といった大きな変

化は教育課程を編成する上で指導計画作成にもっ

とも大きな障壁となった。

その結果、教育課程は理念をもとにした方針の

共通理解を図ることで指導計画は概要のみとし、

実践の積み重ねによる道程の結果、教育課程が編

成されるという解釈に至った。月案、日案が一般

的な園に比べ簡略的なモノであるのはその最たる

ものではないだろうか。その上で、恵庭幼稚園独

自の５つの領域を立て、教育内容を下記のように

まとめて実践に活かしている。保護者や社会に向

けて示した文章をそのまま掲載する。

■社会性・道徳性（人間関係）

みんなで楽しく遊ぶためにはどうしたらいいだろ

う。恵庭幼稚園では、先生が全てのきまりをつくるの

ではなく、子ども達と一緒になって考え、園生活の

ルールをつくりあげていきます。ずっと一緒にいるの

ですですから、時にはケンカも起きてきます。でも、

ケンカは最高の教材。真剣なぶつかり合いの中から、

お互いの気持ちを知り、譲ることや我慢することを学

んでいきます。人間関係、社会規範、基本的生活習慣

など集団を通して生きる力を育んでいきます。

■知識・知恵（言葉・環境）

幼稚園は、小学校の教科につながる前段階です。だ

からといって、漢字や算数の先取りはしません。なぜ

なら、直接それらを教えなくても基礎となる学びは遊

びや生活の中にたくさん含まれているからです。な

ぜ、算数や数学、理科や社会を学ぶのでしょうか？

ただ暗記して点数をとるためではありません。知識を

通して知恵を得るためです。みんなでものを分ける

時、何かを使ってものを作り上げるとき、自然の中で

不思議に感じたとき、その経験がいずれ教科に結びつ

いてきます。知識は基礎、知恵は応用です。応用がで

きる子どもを育んでいきます。

■健康・安全（健康）

子どもの周りから「危ない」をすべて取り除いた結

果、今の子ども達は、体力はもとより危険を予測する

力も著しく低下してしまいました。恵庭幼稚園では、

子ども達の挑戦する気持ちや運動能力を育むための

リスクと子どもの重大な事故につながるような罠の

ような危険のハザードを分けて遊具や園庭の環境を

配置しています。専門の講師による体育指導、水泳指

導とあわせて強い身体を持つたくましい子どもを育

んでいきます。

■感性・表現（表現）

幼児期の子ども達は感じたものを感じたままに

色々な方法で表現します。この時表現しているものは

感じたことではありません。感じている自分自身で

す。ですから、子ども達の作品やあそびは、その子の

もう一つの声なのです。恵庭幼稚園では、豊かな感性

は創造的な自己表現活動によって育まれるという考

えのもと、子どもの創造的活動を重視しています。一

人ひとりの創意工夫をその子自身と認めることで感

性と共にキラキラ輝く個性の芽が伸びていきます。

表３ 各学年の園児数と教員配置の基本構成

園児数 教員数
教員１名に

対する園児数

５歳（年長) 72人（87人) ５人（担任４人、TT１人) 15人（18人)

４歳（年中) 72人（87人) ６人（担任３人、AT３人) 12人（15人)

３歳（年少) 72人（87人) ８人（担任４人、AT４人) ９人（11人)

216人（261人) 19人（担任11人、AT８人) 11人（13人)

※TT＝Team Teacher、AT＝Assistant Teacher。園児数の（ ）内は最大人数。
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■意欲・充実感

「できないことができるようになる」「気づかないこ

とを気づくようになる」「わからないことがわかるよ

うになる」そうした経験が育ちであり、学びです。こ

れらのものは自分で試し、繰り返し挑戦することで体

得していきます。すべての子どもたちが持っている、

そんな自ら育つ力を伸ばしていけるように、子ども達

の心から自然と湧き出る意欲、感情、好奇心を何より

も大切にしています。

⑷ 指導計画

指導計画の見直しは、指導環境の変化に伴い

行っている。具体的には、平成20年に遊びを中心

とした保育による指導計画改訂、平成22年に

ティーム保育導入による指導計画改訂、そして、

平成25年に四季の自然とつくりあげる生活によ

る指導計画改訂を行った。

現在、作成している指導計画は、「自然とのつな

がり、領域、集団、子どもの側面」といったもの

がキーワードとなり、より構造的な編成となって

いる。また評価にも重きをおき、指導計画→保育

実践→実践報告がセットとなっているのも特徴で

ある。さらに指導計画が学年経営案とも連動し、

その経営案は年３回見直され、最終的に経営報告

となって評価される。子どもが具体的に変容する

場においては、指導計画は柔軟性を持つものでな

ければならず、さらにその評価は適宜行われ、そ

れに伴い指導計画が子どもの実態にあわせて変更

されるものとなる。

教育課程との関連性で言えば、教育課程は理念

を具現化した大枠であり、年度や子どもの実態に

よって大きな変化はない。その教育課程をもとに

した指導計画は解釈に幅をもたせ、学年経営案や

月案によってアレンジ可能なものとなっている。

（第 部文責 井内 聖)

第Ⅲ部 2013年度の調査から見えてきたこと

１．調査概要

2013年度は、４月下旬から恵庭幼稚園の新年度

の状況を観察し、その都度教師への聞き取りを

行った。なお、研究開始にあたり、４月27日(土)

に開催されたPTA総会において、保護者やPTA

役員に対して研究代表の川田の自己紹介と研究協

力に関するお願いをさせていただき、満場の拍手

をいただいた。

その後、川田は各学年の保育室その他に掲示し

てあるスケジュールボードの撮影を訪問の度に行

い、教師による学年ごとの時間的環境の設定の仕

方を記録した。５月の大型連休明けからは、５歳

児において毎週火曜日に「フリーデー」と呼ばれ

る幼児たち自身がその日一日の活動内容を自分た

ちで決定する保育形態が導入される過程を観察し

た。５月下旬から６月下旬までは、６月23日に開

催された運動会に関わる練習過程を集中的に観

察・聞き取りした。川田は主として４歳児、研究

室の学部４年及川智博は５歳児のヨサコイ・ソー

ランの練習過程を追跡した。

運動会終了後から夏休みを挟んで11月上旬ま

では、川田は主として園庭における４、５歳児の

遊び、環境の構成と変化、棒のような可動自然物

がどのように幼児間を伝播するかなどを観察し、

研究室の学部４年水野愛海は園庭の井戸と池の付

近において、学年が下の幼児が上の幼児をどのよ

うに「見る」のか、その見方と関わり方の関係、

見方と環境との関係を観察・分析した。

この他、８月上旬には川田が全学年の担任に対

して、１学期の振り返りに関するグループインタ

ビューを実施し、更に、10月の数日間には㈱日立

製作所の協力を受けて、全学年の教師と園長に「ビ

ジネス顕微鏡 」という名札型のセンサを装着して

教育活動にあたってもらい、コミュニケーション

の量と質に関するデータ収集を行った 。

３)㈱日立製作所との研究は、2013年度北海道大学包括連携等事業の助成を受けて行われた（代表：伊藤崇）。
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２．恵庭幼稚園の戸外環境

恵庭幼稚園は、道道46号線と漁川とが交差する

場所にある。46号線は片側２車線の比較的交通量

の多い道路であるが、園庭の道道側には高さと繁

りのある樹木が植えられており、交通音をかなり

遮蔽している。また、道道側の塀沿いには起伏の

ある小道が続いており、小道にかがんで樹木と塀

の間から往来する自動車を見物すると、秘密基地

から彼岸の喧噪をのぞくような気持ちがする（写

真１、２）。

園舎の外観は茶系を基調とした落ち着いたもの

で、道道から見ると一見して幼稚園とは見えず、

風景に馴染んでいる。実際、当初２、３回ほど、

筆者もあやまって通りすぎてしまうほどであっ

た。外壁にイラスト画が施されていたり、カラフ

ルな色彩が使われていることの多い私立幼稚園の

中では、少数派といえる外観である。外壁の一部

には、仏典の一部と思われる数行が書かれている

（写真３、４、５）。

門をくぐると、正面に玄関があり、右手に園庭

につながるアプローチ（道）がある。左側にプレ

クラスと３歳児の保育室が続き、園庭の中心とな

るオープンスペースまでの間は、主として３歳児

の戸外遊びのために設えられた環境がある（写真

６）。

縁が強固ではない広がりのある砂場とウッドテ

ラスが、トンネルを通した小山でつながっている。

その先には広めの芝生ゾーンがあり、夏はここで

プールや水遊びがさかんに行われる（写真７）。芝

生の向こうには井戸と池と橋のゾーンがあるが、

写真１ 園庭奥の小道 写真２ 小道から見た道道

写真５ 園舎外観３写真４ 園舎外観２写真３ 園舎外観１
(写真３、４、５は2012年度のもの）
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その境の位置に小さい櫓（小櫓）がある（写真７

の右奥に見えるのが小櫓）。

３歳児は、この小櫓に登って、向こう側で遊ぶ

お兄さんやお姉さんの様子を眺めていたりする。

アプローチの右側には壁伝いに畑があり、４歳児

たちが多種の野菜を育て、収穫する。今年度では、

野菜の観察画にも取り組んでいた。なお、特に夏

頃までは、３歳児には芝生よりも先の井戸や池の

ゾーンには子どもだけではいかないように伝えら

れている。必ずしも厳密に時期というものが決め

られているわけではないようだったが、こうした

活動環境のコントロールについて、教師たちがど

のような判断材料の下で強めたり弱めたりするの

かについては、まだ把握しきれていない。

芝生ゾーンの先には、恵庭幼稚園の環境を象徴

する井戸（写真８）と池と橋、そして池から先は

園庭の端の水田まで20mほども続く水路（ビオ

トープ）が流れる（写真９、10）。池や水路にはメ

ダカ、ヤゴ、タニシ、アメンボ、オタマジャクシ

等の生物がおり、清流を好む水草も繁茂している。

暖かい季節には、４、５歳児はタモ網や柄杓を使っ

て水生生物を捕って遊ぶ。

芝生ゾーンと３歳児の保育室の間にはウッド

デッキがあるが（写真７の左側）、2013年６月に、

ウッドデッキが園舎の壁伝いに、お地蔵様のお社

の裏を通って道道側の広いウッドテラス（そこに

は絵本棚と大きな黒板、チュークがある。写真11）

までつなげる工事が行われた。

井戸・池ゾーンの向こう側にはオープンスペー

スがあり、粗大運動系を駆使する遊びが可能であ

る。井戸付近からはオープンスペースの左側に溝

が掘られ、もう一つの砂場まで続く。この溝には

井戸から半割の竹を使って水を流し、川となって

砂場まで水を運ぶ。井戸で水汲みをする幼児、竹

を使って水運を司る幼児、作られた川で遊ぶ幼児、

そして終点である砂場にできた水たまりで遊ぶ幼

写真７ 芝生ゾーン写真６ 玄関から園庭方面を見る

写真９ 池写真８ 井戸
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児と、この臨時的な水域で多様な遊びが生まれる

（写真12～16）。

興味深いのは、砂場の水たまりで遊ぶ幼児は、

必ずしもその水が誰の労働（井戸水の汲み上げ）

によってもたらされているかを知っているわけで

はなく、井戸の労働者もその水で誰がどのような

遊びをしているかを知らないということである。

こうした遊びのあり方を集団遊びと呼ぶべきか難

しいところであるが、かといって営みとして切断

されているわけではなく、後に振り返りの中で、

井戸の幼児と水たまりの幼児のつながりを知るこ

ともできるのである。いわゆる連合遊びとして片

付けてよいかどうか留保すべきである。大人の社

会でも、基本的に各役割は抽象化されていること

が多い。日々水道水を使用しているときに、いち

いちそれがどのような固有名をもった個人や集団

の労働であるかは考えない。しかし、誰かの労働

によってライフラインが維持されていることは

知っている。幼児たちはどうであろうか。

水たまりができる砂場の脇には大きな櫓（大櫓）

があり、大櫓の下には料理系のままごとが促され

る環境がある（写真17、18）。大櫓の脇には、実際

にピザを焼くことのできるレンガ製の釜もある。

大櫓の上は舞台のように広く（３m×３m程度）、

手すりには滑車でモノを上下できるようになって

いる。2013年夏には大櫓から透明のアクリル製の

スロープ（幅１m、長さ２m程度）が作られ、そ

こから水を流して遊べるようになった。スロープ

の裏側に入り、アクリルの上を流れる水を見ると、

まるで滝の内側に入ったような気分になる。

大櫓の奥は樹木の生い茂る空間があり、その先

には木製の大きな枠を組み上げたものがあり、周

写真10 池・ビオトープ 写真11 ウッドテラス

写真12 水を汲み上げ 写真13 水を流し 写真14 更に流し
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辺には材木類が比較的無造作に置いてある。園で

はアナーキースペースと位置づけられる空間であ

る（写真19）。井戸・池ゾーンから見てオープンス

ペースの右側には大型複合遊具があり、その奥は

水田である（写真20）。実際にそこで稲作から脱

穀・精米までの一連の生産・加工が行われる。も

ちろん幼児たちの手によってである。その他、秋

には園庭で鶏数羽と豚が飼育され、豚は数ヶ月飼

育された後に食肉加工場にて食肉となり、幼児た

ちに食される。

３．恵庭幼稚園の屋内環境

玄関を入ると学年ごとの下駄箱があり、右手に

職員室がある。下駄箱の正面向こうには観音菩薩

像が鎮座し、下駄箱の左にはミルルームと呼ばれ

る多目的スペースがある。ミルルームの近くに保

育室が２室あり、いずれも４歳児の保育室である。

４歳児は20数名を担任とTTの２名で担当し、

３クラスある。もう１室は２階にある。そのため、

学期ごとに保育室を入れ替え、３クラスすべての

幼児が２階の室も経験するようになっている。

玄関を入って廊下を右手に進むと、職員室、プ

レクラスの室と続く。職員室に接した廊下の本棚

には100冊以上と思われる本が収められている。

保育や子育てに関する書籍がほとんどで、学術図

書に分類されるものも多い。

プレクラスの室の先には３歳児の保育スペース

がある。室はいずれもオープンで扉による仕切り

(写真12～16は2012年度のもの）

写真16 終点の水たまりでも遊ぶ写真15 流域で遊び

写真18 大櫓の下写真17 大櫓
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はなく、左に小さめの１室、右手にままごとや櫓

的な構造物で遊べる室があり、その隣にはピアノ

が置かれた室があり、座禅や幼児たち全体とのや

りとり、ピアノを使って歌などを歌う設定的な保

育の中心的空間といえる。廊下をさらに進むと、

左手にトイレ、右手に鞄や衣類をかけるロッカー

等が設置された室があり、３歳児はそこで着替え

等の支度をする（写真21）。連絡帳もそこに保管さ

れ、壁には日案等のほか、連絡事項が記載された

紙がたくさん貼られている（写真22）。写真21の

室から、芝生ゾーンに接したウッドデッキに出る

ことができる。

３歳児ゾーンの廊下の反対側に上階へとつなが

る階段があり、２階にあがると５歳児のゾーンで

ある。まず印象的なのは、階段をあがるとすぐに

オープンキッチンが目に飛び込んでくることであ

る。調査で訪れる際にも、かなりの確率で何らか

の調理が行われていた。５歳児が行うこともあれ

ば、保護者や職員やボランティアの人々が料理を

していることもあった。そこから料理の良いにお

いが、２階はもちろん階下にも伝わっていた。キッ

チンに向かって左脇には一段高くなった畳スペー

スがあり、５歳児はそこで昼食をとる。キッチン

に向かって右脇には、いくつかのホワイトボード

があり、月・週・日の保育内容について紙や手書

きで記されている。

写真23、24のとおり、ここは非常に情報量の多

い空間であり、複雑な構造を持っている。以下で

はこの空間を「ボード空間」と呼ぶ。恵庭幼稚園

における時間的環境のアレンジの中でも、５歳児

のボード空間は特徴的である。

ボード空間の右側に１室あり、カーペットやソ

ファ、絵本などがあり、リラックス空間になって

いる。ボード空間の左には「ひだまり」と呼ばれ

る広い保育室があり、そこには「まるいす」と呼

ばれる特注のＵ字型の大きなベンチがある（写真

写真19 園庭奥のアナーキー・スペース 写真20 水田での稲作

写真21 ３歳児の一室 写真22 ３歳児の掲示板
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25）。３段に座ることができ、ここに５歳児80人

程度全員が座ることができるほか、ロッカーにも

なっている。

キッチンを右手に見ながら２階の廊下を進むと

左手にトイレ、右手にアトリエがある。このアト

リエは５歳児専用で、様々な画材が置いてある他、

絵画が手に届くかたちで飾ってある。アトリエの

隣に４歳児の保育室１室があり、その奥は遊戯室

である。

恵庭幼稚園の屋内環境では、壁面装飾はそれほ

ど多くない。子どもの作品の一部や写真、季節や

子どもたちの経験、予定されている行事や園外保

育に関連した情報、５歳児であれば時事ニュース

なども掲示されている（写真26）。写真を添えてク

イズ形式で問いかけるような掲示が、いずれの学

年でも見られる。

４．保育の中の様々な「アレンジ」

ここで、恵庭幼稚園の実践の特徴を把握するた

めに、保育における「アレンジ」（＝配列）という

考え方について説明する。幼稚園教育は環境を通

して行うものとされている。文部科学省による幼

稚園教育要領とその解説書、各種指導資料が基本

的な指針であるが、小学校以降のように官製のガ

イドラインと実践を媒介する教科書というものが

存在しない。そのため、小学校以降に比べると、

写真24 ５歳児の日程ボード写真23 ５歳児のスケジュール・ボード

写真26 ５歳児ゾーンの壁面の例写真25 ５歳児の「まるいす」
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実践内容の多様性が高くなる傾向にあり、それが

実践を規定する様々なアレンジとなって具現化さ

れている。代表的なアレンジの区分として、ここ

では時間的環境のアレンジ、物理的環境のアレン

ジ、そしてコミュニケーションのアレンジを挙げ

ておきたい。

時間的環境のアレンジとは、実践と子どもの経

験を構造化する時間の組み立て方である。子ども

は、１日24時間×365日×○年をリニアに発達す

るのではなく、子育てや保育・教育における文化

としての時間的環境のアレンジとの関連で発達的

変化を遂げていくと考えられる。教育現場では、

教育課程や年間指導計画、期・月・週・日等の区

分で計画が作成される。このように紙媒体に落と

し込まれる時間的アレンジもあるが、一方で、時

計の配置や数、教師・保育者からの子どもへの時

間に関わる声かけや掲示、各活動にどのくらいの

時間を与えるのが適切であると考えているか等も

時間的アレンジの例である。なお、教育現場での

時間的アレンジは、より広域の文化圏で共有され

る時間的環境に影響を受ける。盆や正月、節分や

七夕や月見などの年中行事、夏期・冬期・春期の

休暇、そして日本では４月下旬から５月上旬にか

けてのゴールデンウィークなども、教育実践にお

ける時間的環境を規定している。北海道等の積雪

寒冷地では、他の地域に比べて夏期休暇が短く、

冬期休暇が長い。沖縄では今も旧暦の正月を祝う

地域や家庭もある。夏の祭りが華々しい地域もあ

れば、秋の祭りが一大行事となる地域もある。

さて、教育実践内部において、小学校以降は、

「時間割」が最も基本的な時間的環境のアレンジで

ある。幼稚園教育は幼稚園教育要領において４時

間を標準とする教育活動とされているが、実際に

は４時間で終わる幼稚園は少数派であり、５～６

時間程度が多いと思われる。その１日５～６時間

をどのような区分で組み立てるか、また週や月、

年間の行事の組み立てもアレンジである。運動会

を初夏にするか、秋にするかは、気候との関係だ

けでなく、それぞれの学年のどのような育ちの姿

を期待するかと不可分のアレンジである。

付言すれば、保育所は８時間を標準としながら

も、現在多くの子どもは10時間前後の保育を受け

ているので、保育所の場合は幼稚園の倍の保育時

間の中で、時間的環境をアレンジすることになる。

そこに、年齢と保育内容、そして教育行政か福祉

行政かという二元論には還元できない、幼稚園と

保育所の「文化の違い」というものが形成される

基盤があるように思われる。生活時間の構造化の

あり様は、人間発達にとって無視できない側面で

ある。

物理的環境のアレンジは、上記したような戸外

および屋内環境の物理的構成の仕方である。環境

を通した教育である幼児教育においては、園舎や

園庭のハードな構造、園内に存在する様々な自然

物や人工物、壁面構成などあらゆる物理的環境に、

教育的意図が埋め込まれていると考えた方が良い

だろう。中には教師が意図しない、気づいていな

い場合もあるが、ある物理的環境が教師に違和感

なく継続しているのであれば、それは教育的意図

として幼児の生活を方向づけるだろう。なお、園

外の物理的環境は基本的に幼稚園教師がコント

ロールできない領域であるが、散歩や園外保育と

していつ、どこに、どのように出かけていくかを

決めることは、結果的にどういう物理的環境に子

どもを出会わせるかに関わるので、これも物理的

環境のアレンジとして理解することができる。

コミュニケーションのアレンジは、幼稚園での

様々なコミュニケーションのあり方を規定するも

のである。クラスの幼児数、保育室の配置、教員

配置、保育形態、グループや当番での活動などは

どれもコミュニケーションのアレンジに深く関わ

る。また、教師以外の人物による幼児への関わり

をどう制御するかもコミュニケーションのアレン

ジである。たとえば、ボランティアや保護者の保

育への参入をどのようにするか、教師以外の職員

（バスの運転手、用務員、事務員等）をどのような

存在として幼児に認識させ、関わらせるかもコ

ミュニケーションのアレンジに関わる。
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５．恵庭幼稚園のアレンジの特徴について

上記の３つの保育のアレンジの観点からみたと

き、恵庭幼稚園に特徴的と思われる何点かについ

て、以下に述べよう。なお、恵庭幼稚園は変化し

続けているので、あくまで2013年度の状況からの

整理である。しかも、積雪期以降は十分観察でき

ていないため、非積雪期と積雪期との比較に関し

ては、来年度以降の課題となる。来年度以降も継

続して観察していくことで、恵庭幼稚園の不変項

としての原理と、可変性のある部分というものを

検討したい。

⑴ 時間的環境のアレンジ

恵庭幼稚園の時間的環境のアレンジを象徴する

ものに、５歳児の「フリーデー」がある。フリー

デーは、５月の連休明けを目処に導入され、毎週

火曜日に設定される。その日、幼児は登園してか

ら降園するまでの時間すべてを、自分たちでマネ

ジメントすることになる。登園すると、２階キッ

チン前に置かれた専用ホワイトボードに、その日

まず行く場所や活動内容のところに自分の名前が

書かれたマグネットを貼り、支度をして各々思い

思いの場所に行く（写真27、28）。もちろん途中で

場所や活動内容を変えても良い。給食（弁当）も

一斉ではなく、一定の時間内に食べれば良いこと

になっている。教師たちは、担当するクラスに関

わらず、様々な場所で幼児と関わったり、様子を

見たり、教師同士で情報交換したりしながら保育

を行う。フリーデーの日には、ボランティアが入っ

て料理、製作、ダンスなど得意な分野の内容を幼

児と行うことも多い。

５歳児のフリーデーは、幼児の時間認識や自己

調整能力の育ちを基盤にしている面と、フリー

デーの経験を通してそうした力を更に成長させる

という面があるだろう。こうした時間の自律的マ

ネジメントという視点は、恵庭幼稚園の保育にお

ける特徴であると思われる。それは、３歳児から

少しずつ導入され、４歳児、５歳児と徐々に構造

が複雑になっていく「ボード空間」の存在にも現

れている（写真29、30、31は同じ日の３学年のボー

ド）。

また別の時間的環境のアレンジとして、行事の

配置が挙げられる。第 部でも触れられたが、恵

庭幼稚園では平成17年度以降の改革の中で、行事

の精選と、意味づけの確認が行われてきた。１年

間の、また３年間の系統性の中で、６月の運動会、

11月の表現のつどい（生活発表会）、３月の卒園を

祝う会は重要な節目を形成する行事としてアレン

ジされている。

2013年５月14日(火)に行った園長へのインタ

写真28 フリーデーのボード２写真27 フリーデーのボード１
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ビューでは、恵庭幼稚園における行事とは、日常

の保育の中で子どもたちの活動の盛り上がりの

ピークになったものと、毎年行われる運動会や発

表会といったものの２つで考えているとのことで

あった。後者は、教育課程上で意図され、幼児全

員が経験する「通過儀礼的なもの」として位置づ

けられるとのことであった。

その中で、運動会は「地域のための祭り」とし

ての位置づけ（５歳児では表現の要素もありヨサ

コイ・ソーランという全員参加の「課題表現」）、

表現のつどいは「表現を保護者に見てもらう」（５

歳児では自分で表現するものを選ぶ「課題選択表

現」）という位置づけ、そして、卒園を祝う会は３

年間の集大成として「保護者に感謝の気持ちを込

めて喜んでもらうための『創造表現』」という位置

づけで取り組まれる。

また、2014年１月28日(火)の保育時間中に５

歳児の担任の一人からうかがった話では、５歳児

の表現のつどいに向かっていく過程というのは、

教師と幼児の関係性が対等か、あるいは幼児に

よって教師が引っ張られるような関係性に変容し

ていくことが期待されるのだという。行事は、様々

な側面において多様性のある幼児が、同じ目標の

下で「まとまって」いき、その中で幼児それぞれ

の自己変容が促されることをねらった、時間的環

境の大きな節となるアレンジだといえるだろう。

行事文化は、欧米の幼児教育施設ではあまり見ら

れないものと言われるが、日本の幼児教育ではご

く一般的なことであり、行事抜きの年間保育計画

は考えられないとさえいえるだろう。行事は、日

本の幼児教育・保育の時間的環境のアレンジに

とっては、最も中核的な位置づけをもつ文化装置

であると考えられる。

⑵ 物理的環境のアレンジ

恵庭幼稚園の物理的環境については、上で詳し

く述べたので、ここではそれらのアレンジとして

の特徴的な性質を２点あげておく。１点は、「中間

帯」が多いということである。中間帯とは、意味

の制約の緩やかな環境的帯域を意味する。分かり

やすいのは空き地、井戸、炉端、縁側、土間といっ

た場所である。これらの場所は、人と人の出会い

を生みやすく、それでいて別かれにも心理的負荷

が低い。そこで行われる活動には幅があり、井戸

は水を汲み上げる場でありながら、そこには端（ハ

タ）があり、おしゃべりや幼い子どもが束の間遊

ぶことを支える。オートロックが幾重にもかけら

れた一棟建ての高層マンションなどは、中間帯が

ほとんどない環境であることが多い。

恵庭幼稚園には、文字通り井戸という中間帯が

写真31 ５歳児ボード写真29 ３歳児ボード 写真30 ４歳児ボード
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あるだけでなく、池があることにより池端が生ま

れ、ピザ釜やたき火用の炉は炉端的な空間をつく

り出す。屋内にもミルルーム、暖炉、オープンキッ

チン（写真32）など、人の出会いと交流と別れを

特別な意図的セッティングなく生み出しやすい中

間帯が各所にアレンジされている。

２点目は、中間帯の多さと比例的であるが、可

変性の高い環境が多いことである。材木等の材料

と道具類を使って、幼児自身が戸外環境を改変す

ることを認めている（むしろ、奨励していると思

われる）。園庭の固い土を鉄製スコップで掘って水

路を作ったり、穴を開けたりすることもとがめら

れない。比較的多くの園では、溝や穴を掘るのは

砂場に限定されており、フラットなオープンス

ペースの大規模な構造的改変は認められていない

だろう。

一方、これは可変性の高さや多くの中間帯の存

在と機能的関係にあると思われることとして、３

歳児では年度当初の１か月半ほど、３歳児スペー

スの廊下に仕切り板が設置される期間があった

（写真33）。この仕切り版は、入園当初の混乱の中、

幼児が予期せぬ事故に遭わないようにするため、

一定範囲に幼児の行動を制限する役割がある。

2013年度の３歳児は、比較的落ち着くのが早かっ

たということで、大型連休明け間もなくの５月中

旬には、仕切り板は使われなくなっていた。

⑶ コミュニケーションのアレンジ

コミュニケーションのアレンジに関わる恵庭幼

稚園の特徴として、ここでは保育形態が３年間で

変わっていくこと、５歳児におけるクラス以外の

様々なグループ別活動とフリーデー、そして、教

師以外の人物を積極的に園内に入れていくことを

挙げておく。

保育形態は、先述のように３歳児と５歳児に

「ティーム保育」、４歳児に「担任制」が導入され

ている。３歳児では、各20人程度の４クラスに担

任が各１名、その他TT（ティームティーチャー）

１名、AT（アシスタント・ティーチャー；幼児の

身の回りの世話を中心に行う）２名という７名体

制で保育が行われる。今年度当初は、この他特別

支援コーディネーター１名も保育に入っていた。

こうした体制の中で、３歳児ではひとりひとりの

ペースに合わせた個別対応と、それによる安心感

の醸成からのじっくりとした遊びが生み出される

ことがねらわれている。ただし、一対多（教師対

幼児集団）というコミュニケーションが見られな

いわけではなく、しばしば幼児たち全員の前で教

師たちが寸劇を繰り広げ、先の活動に見通しや期

待を持たせるというシーンがみられた。また、仏

教園ゆえ座禅などの時間では、教師１名が前に立

ち（座り）、幼児全員を座禅に向かわせるのも日常

的であった。

４歳児は、一般的によく見られるクラス担任制

写真32 ５歳児ゾーンのオープンキッチン 写真33 ３歳児の廊下の仕切り板
(写真32は2011年度のもの）
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であるが、各クラスとも担任以外に１名TTが配

置されている。４歳児では３歳児の４クラスが３

クラスになり、28人程度の幼児を２名の教師が保

育する。クラス担任制は一般的ではあるのだが、

恵庭幼稚園の中ではクラス内コミュニケーション

の凝集性と独立性が高いという意味で、むしろ４

歳児保育は特徴的である。その中で、教師対幼児

集団という放射状のコミュニケーションが、保育

を成立させる基本的なスタイルであると考えられ

た。一方で、保育の深まってきた秋頃には、ある

日不意の「担任入れ替え」が行われ、いつもと違

う担任が一日保育にあたっても特に破たんするこ

となく幼児たちが過ごしたといったエピソードも

あり、クラスの凝集性は高くとも、様々な場面を

通して横の連携や集団形成も進んでいたことが想

像された。

５歳児は、再び４クラスになり、ティーム保育

になる。しかし、３歳児ではひとりひとりの活動

を十全化するためにティーム体制が取られている

と考えられるのに対し、５歳児では集団形成の方

法としてティーム保育が導入されている面が強い

と考えられた。ただ、集団形成といっても、それ

は予め枠の決まったものというより、個の自立・

自律過程と同時並行して、様々な目的別のユニッ

トとして集団で活動することを目指した保育だと

思われる。５歳児のコミュニケーションのアレン

ジには、フリーデー、ゼミ（目的別のグループ活

動）、バスコースデー（通園バスのコースごとに異

年齢で活動する）、そして６月の運動会での学年全

体での「ヨサコイ・ソーラン」、11月の表現の集い

や３月の卒園を祝う会でのグループ別活動など、

多種多様な機会と形態が関わっている。

恵庭幼稚園のコミュニケーションのアレンジに

関わるもう一つの重要なしかけは、園に教師以外

の人物がとても頻繁に出入りすること、また教師

以外の職員も「先生」として幼児教育の一翼を担っ

ていることである。園には、地域の人々や保護者

の出入りも頻繁であり、実際の保育にも関わって

いる。外部インストラクターによる体育等の特別

保育もあるが、それらは保育全体のごく一部にす

ぎない。我々のような研究者グループの出入りも

頻繁であり、幼児たちはそうした「お客さん」の

存在に比較的馴れているという印象をもつ。興味

深いのは、施設業務員やバス運転手の方々も「先

生」として、保育に関わることである。たとえば、

フリーデーの日に、木工のコーナーを担当するの

は施設作業員の方であるということがある。

おわりに

以上、我々が今後更に２年間にわたり研究の

フィールドとする恵庭幼稚園について、そこがど

のような幼児教育施設であるかをいくつかの観点

から、また園長と研究者の両眼から見てきた。恵

庭幼稚園に研究に入って１年足らずの筆者（川田）

には、未だ見えていないものだらけの状況である。

しかしながら、フィールドエントリーの１年目末

の時点での「見え」というものを、ここでデッサ

ンしておくことにも意味があろう。２年後以降、

新たな見えからこのデッサンを眺めてみるという

ことが、教育現場との共同研究にとっては研究そ

のものの一領域であるだろう。

（第 部文責 川田 学)
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付 録

恵庭幼稚園の沿革（ただし、現園長着任の時期より後）

平成16年３月 初代理事長、第２代園長 押見香積氏急逝

平成16年４月 10クラス 204名 教員11名

第２代理事長、第３代園長 押見俊哉氏就

任（前副園長）

平成16年５月 廃園を検討し北海道庁学事課へ相談

平成16年７月 教頭職を設置し、幼稚園存続することを決定

平成16年11月 国立音楽大学教授・青木久子先生の講演を

聞く

平成16年12月 青木久子先生、初来園

平成17年１月 青木先生同行の下、国立音楽大学附属幼稚

園と健伸幼稚園を視察

平成17年２月 保育に関する保護者意識調査(第１回)実施

平成17年４月 ９クラス 191名 教員11名

教頭として井内聖が着任、教員半数が入替、

保育方針転換

平成17年６月 園庭井戸造作

平成17年７月 外壁、外柵工事、園庭造作第 期工事

平成17年11月 入園面接考査開始

平成18年１月 道外教育視察研修（教員全員-国立音大付

属、健伸幼稚園）

平成18年４月 10クラス 201名 教員12名

事務業務員・降園バス添乗員・４月５月３

歳補助教員配置

給食導入、フラッシュカード＆プリント学

習廃止

平成18年５月 ビオトープ完成

平成18年７月 年長遠足にて JRと地下鉄を利用

平成19年４月 10クラス 212名 教員14名

第４代園長 工藤時泰氏就任

行事精選（社会見学、花火大会、器楽発表

会、体育参観日廃止）

平成20年３月 卒園を祝う会開始、指導計画改訂

平成20年４月 ９クラス 222名 教員15名 ２歳児ク

ラス廃止（特区終了）

ティーム保育開始、学年担任制度導入、体

育指導回数大幅減

平成20年７月 開園50周年記念自主公開研究会実施、教育

課程構造図作成

平成20年10月 開園50周年記念式典実施

平成21年２月 保護者意識調査（第２回）実施

平成21年４月 ９クラス 219名 教員14名

第５代園長 井内聖就任

職員室１階へ移動、子育て支援事業開始

平成21年８月 夏期保育開始

平成21年９月 屋上防水工事

平成22年４月 10クラス 225人 教員17名

養護教諭、子育て支援コーディネーター配

置

年長保育室大幅改修（キッチン、和室、オー

プン教室）、

ティーム保育本格導入、外部講師導入、学

童保育開始

平成22年７月 自主公開研究会実施、指導計画改訂

平成23年４月 10クラス 223人 教員17名

トイレ改修工事開始（第 期３歳児トイ

レ）、学童保育開始

平成23年10月 北清の森借用

平成23年11月 発表会名称変更（発表会⇨表現の集い）

平成23年３月 薪ストーブ設置、年少保育室改修

平成24年４月 11クラス 252人 教員23名

トイレ改修工事（第 期４歳児トイレ）、薪

ストーブ設置

特別支援コーディネーター配置、４歳児補

助教諭配置

平成24年７月 自主公開研究会実施

平成24年11月 北清の森説明会実施

平成25年２月 保護者保育意識調査（第３回）実施

平成25年４月 11クラス 259人 教員23名

トイレ改修工事（第 期５歳児トイレ）、園

庭池改修

上級免許取得奨学金制度設置、分掌組織再

編（研究部設置）

平成26年３月 指導計画改訂、現在に至る
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