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［要約］本稿の目的は就学前教育における食育と図形の視点から，その教材開発と実践を実施し，

幼児の導かれた遊びの様子を検証することである．理論的枠組みとして STEM の統合の度合いのア

プローチのうち Thematic アプローチに注目した．このアプローチにより導かれた遊び，身体的コミ

ュニケーション，言語による表現に注目して教材開発と実施を行い，弁当箱に料理を詰めていく遊

びにおける幼児の発話と行動を分析した．その結果，食育の視点からは保育者の誘導がなければ，

主食・主菜という用語と料理が結びつかないことが明らかになった．図形に関しては発話による説

明より身体的コミュニケーションによって図形を実際にはめ込み隙間なくはめ込み，図形の特徴を

操作して経験していた．また「半分」についての発話では，同じ発話・身体的コミュニケーション

において，食育と図形の 2 つの視点から総合的な学びに対する多面的な評価を行った． 
［キーワード］就学前教育，食育，幾何，社会的構成主義，遊び，総合的な遊び，お弁当 

Thematic アプローチ  
 
Ⅰ．本稿の目的 

本稿の目的は就学前教育における食育と図形の視

点から，その教材開発と実践を実施し，幼児の遊び

の様相を両者の視点から記述することである．  
 

Ⅱ．先行研究 

1．STEM教育の教科・統合の度合い 

松原・高阪(2017)は STEM教育の教科・領域横断的

視点による学習の重要性を指摘し，STEM 教育の各

領域の統合の度合いとして 4 つのアプローチを示し

た．Disciplinaryアプローチでは各教科で必要な概念や

スキルを学習するもので，教科学習と同義である．

Thematic(Multidisciplinary)アプローチでは共通の主題を

用いて学習し，各教科で学習が必要な概念や技能が

ある．Interdisciplinary, Transdisciplinary アプローチでは

教科の統合の度合いが深まる(Vasquez, Sneider & Comer, 
2013, p.59)．本稿では Thematic アプローチを用いて食

育と図形の内容を関連付ける． 
2．就学前教育における食育と算数の実践 

 小林・中和(2021)では就学前教育の食育と数に関す

る教材開発が行われた． 2 領域横断の本取り組みで

は多様な学びが派生する可能性が指摘された． 
 
Ⅲ．教材開発の視点 

1.各領域で網羅する内容と幼児教育目標との関係性 

保育所保育指針(厚生労働省，2017)の中に食育の推

進の項があり「食を営む力」の基礎を培うこと等が

目標とされている．そのために，日々の保育の中

で，生活と遊びを通して幼児が自ら意欲をもって食

に関わる体験を積み重ねていくことが重視されてい

る．また，その指針の参考資料 (厚生労働省雇用均

等・児童家庭局，2004)では，食育のねらい及び内容

が示される．月齢でねらいや内容は異なるが，3 歳
以上児においては「食と健康」「食と人間関係」

「食と文化」「いのちの育ちと食」「料理と食」の

5項目に分けられる． 
算数関連では現行の幼稚園教育要領の「幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿」において「(8)数量や

図形，標識や文字などへの関心・感覚」という記載

があり(文部科学省，2018, p.5)，図形を実際に触った

り，回転させたり，裏返したりすることでその特徴

についてインフォーマルに知ることができ，就学後

の学習にもつながっていく．図形についての体験を

通して「(6)思考力の芽生え」において述べられてい

る，物の性質や仕組みに注目し，気づく，考える，

予想，工夫するといった一連の論理的な思考力の育

成にも関わる．就学前教育における 5 領域との関連

については，食育は健康, 表現領域に関連し，図形に
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は環境，言葉，表現領域に関連する． 
2. 幼児の遊びを捉える概念的枠組み 

a  導かれた遊び 
 本稿では幼児の遊びから生み出される学びを大切

にしたく，領域横断的な学びの意図から，導かれた

遊び(Guided-play) (Weisberg, Hirsh-Pasek & Golinkoff, 2013)
を採用する．導かれた遊びでは保育者の支援ととも

に幼児らが探究を行い，自主性が重んじられる． 
b  言語による表現と身体的コミュニケーション 
 就学前教育においては 5 領域にあるように表現や

言語が重視される(文部科学省，2018)．また, 幼児の

言語による表現と，身体的なコミュニケーションに

注目する．野田(2014)は幼児の身体的コミュニケーシ

ョンの重要性について述べている．それは身体を介

した相互行為と定義される(野田，2014, p.306)．それ

は遊びにも内包されるため，言語と身体的コミュニ

ケーションの両面から幼児の遊びを捉えていく． 
c  社会的構成主義 
 小林・中和(2021)では幼児同士が話し合い，関わっ

た結果，保育者や筆者らの予想を超えた問題解決の

様相が食育・数の両側面の学びにおいて観察され

た．このことにより他者との関わりあいにより幼児

らは学びを深めていることが明らかになった．そこ

で社会的構成主義(Mills, 2005)の立場に立ち，知識の

構成に対して社会, 文化, 言語が重要であるとして，

教材を構想する． 
 
IV. 教材の内容 

お弁当の献立を紙上で組み合わせて考える，とい

う遊びを考案した．料理をお皿にバランス良く入れ

ることは幼児にとって難しいが，制限がある中で幼

児が献立を考える経験が食育の視点から重要であ

る．献立については栄養バランスの学習場面等で用

いられる「3・1・2 お弁当箱法」のような内容であ

る. 図形に様々な図形をはめ込んだり取り出したりす

ることは算数的にも重要である(Matsuo, 2010)．この

遊びの目的はお弁当箱に栄養を考えて，バランス良

く主食・主菜・副菜を詰めることである．弁当箱は

縦 18cm✕横 24cm の長方形に設定した(図 1)．図形の

はめ込みがしやすいように弁当の仕切りを入れ，ど

こに何を入れるのかについて自由に考えさせた. 様々

な大きさの長方形，正方形，直角二等辺三角形，直

角三角形の図形で各料理を用意した(図 2)． 

 
図1  弁当箱のサイズ 

 

 
図2  料理の一例 

表1  料理の種類 

 

 
V. 調査 

1．調査概要と実施方法，分析方法 

 熊本県熊本市の私立こども園において 2019年 8月
21 日に調査を実施した．本園では日常の保育場面に

おいて幼児が考えて判断し，行動することを大切に

している．また，園では食育や算数の取り組みを通

常の保育に取り入れている. 調査前に，筆者らと副園

長・保育士(女性，当時保育歴 16年)による事前協議

を行った．年長児(5-6歳児，全て女児)12名が調査に

参加した. 2-3名で 1組のグループを作り，2グループ

ずつ活動を行い，計 4グループの幼児の活動を動画

料理名と形およびサイズ

・おにぎり(長方形 (6cm✕8cm)18枚)
・サンドイッチ(長方形 (6cm✕18cm) 9枚，直角二等辺三角
形 (斜辺以外の1辺12cm) 8枚)

・スパゲティ・炊き込みご飯(長方形 (18cm✕12cm) 4枚)

主菜：

・卵焼き・ハンバーグ・エビフライ・鶏の唐揚げ・ウイン

ナー）（正方形(各12cm✕12cm) 4枚，直角二等辺三角形 2
枚（それぞれ向きが違うものを準備，斜辺以外1辺12cm）

副菜：
・野菜炒め・ポテトサラダ・かぼちゃの煮物・きんぴらご

ぼう(正方形(6cm✕6cm) 12枚，長方形(6cm✕18cm) 4枚)

デザート：
デザート：みかん・カップケーキ・大学芋・ゼリー (長方
形(6cm✕18cm) 4枚, 斜辺以外の1辺が6cm, 18cmの直角二等
辺三角形 2枚，正方形(6✕6cm) 12枚)

主食：

 



で記録した．その後，発話と行動の発話記録を作成

し，発話記録で各領域の重要な部分を抜き出した．  
 
VI. 活動の結果(発話の紹介) 

 活動開始前に様々な形があること，栄養に気をつ

けてバランス良く選ぶこと，お弁当の蓋が閉まるよ

うにメニューが重ならないよう，お弁当箱から食材

がはみ出さないことを保育者が伝えた．幼児主導で

活動を行い，質問がある場合，困っている場合に支

援を行った．その場合には，上記の注意事項を守る

ことができているのかを繰り返した．最終的に，弁

当に何を入れたのかを別のグループに伝えさせた． 
1．全体的な傾向 

5グループ(グループA, B, C, D, Eとする)の各領域に

関連した発話・行動内容について表 2に, 各グループ

が作成したお弁当を図 3に示す． 
表2  各グループにおける各領域に関連する行動 

 
図3  各グループにおいて作成した弁当の一例 

 
未完成や栄養に偏りがあるグループもいたが，3
グループのお弁当に主食，主菜，副菜，デザートが

入っていた。ハンバーグなどの主菜より，ポテトサ

ラダ，きんぴらごぼう，かぼちゃの煮物のような副

菜を選んでいる幼児が多く見られたが，カラフルな

イラストに左右された可能性も考えられる. 
2. 食に関わる部分 

 多くの料理のイラストに関心を示す幼児が多く，

保育者の声かけにより主食・主菜・副菜を考える場

面があった．イラストを見たり，保育者に料理名を

質問したりすることで，調理名が飛び交い，「食と

文化」にある「いろいろな料理に出会」うことに繋

がった場面も多く見られた．また，料理を他者と分

けるという発話や話し合いながら決めるなどの「食

と人間関係」の内容も見られた．以下は，話しなが

ら選んでいる幼児の発話の一例である(発話記録のア

ルファベットは各幼児を示す). 

 

3. 図形に関わる発話部分 

 図形に関する発話は少なかった. 身体的コミュニケ

ーションを合わせて検討することで，図形を用いて

様々な操作を行っていた． 弁当箱に入れた料理がは

み出ているものについて話し合っている様子の一例

を挙げる(Tは教師, 他は幼児を表す)． 

 
 グループ C が正方形の鳥の唐揚げを別の料理に変

える際， 2 つの直角二等辺三角形を代わりに入れ込

み，隙間なく図形が重なると幼児らは判断した．弁

当箱の空白の長方形の一部(6cm×12cm)に長方形の料

理を入れようとした際，違う大きさだと判断し，別

の長方形を取りに戻った.はみ出た図形を入れ込んだ

際に，他の幼児が「はみ出しちゃう」と言って，別

の図形に変えようとする姿も観察された．身体的コ

ミュニケーションに注目すると，幼児が図形の特徴

を把握していること，他の幼児と関わり合いながら

活動を進めたことがわかった． 
 
VII．考察 
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グループ 料理名
おにぎり・ポテトサラ
ダ・きんぴらごぼう・⼤
学芋・カップケーキ・ゼ
リー

おにぎり・サンドイッ
チ・唐揚げ・ポテトサラ
ダ・きんぴらごぼう・か
ぼちゃの煮物・⼤学芋

サンドイッチ・海⽼フラ
イ・野菜炒め・ポテトサ
ラダ・かぼちゃの煮物・
⼤学芋・カップケーキ

できあがったお弁当

A

B

C

B1 まってまって　じゃあ、こういうところに、何置く？

B2 こういうところ？

B3 サラダ？

B2 なんか、サラダ？

B1 サラダ？

B2 いいねえ！

B1 栄養があるからね

T (中略)この線はね、関係なくていいんだよ。これも、考えなくていい

D1 ここは、いいんだ。

T うん、うん、その中だったら、はみ出てもいい。

D1 (D2に対して）教えてあげる。

D2 教えないでいいの。

T ペアは、ペアじゃないか。グループは出来たので座って待ってて。



1．食育の視点からの幼児の発話・行動の評価 
 保育指針の食育の内容から「食と健康」「食と文

化」「食と人間関係」の発話が抽出された．「食と

健康」に関連して主食，主菜，副菜を 1 つずつ選択

することで栄養バランスを意識しているといえる．

対象園では日常から「えいようのうた」等を歌う活

動を行っている．その成果からか，摂取しにくい副

菜を取り入れようとし，デザートを複数入れないよ

う配慮する発話があった．ただし，保育者の誘導が

なければ主食，主菜という言葉と料理が結びつかな

かった．主食，主菜は漢字では把握しやすいが，耳

で聞き取ると幼児には難しいのだろう.「食と文化」

では保育者に料理名を聞く発話が多く見られ，料理

への関心が窺えた．「食と人間関係」では自分の感

情や意思を表現し相手の気持ちも尊重ながら，共に

お弁当を作り上げる会話も確認できた． 
2．算数的な視点による幼児の発話・行動の評価 

 幼児の発話や行動から主に 2 点のことを見出すこ

とができる．第一に，図形についての言及は言語表

現ではほとんどなかったが，身体的コミュニケーシ

ョンにより，図形に関する操作を幼児らは行った．

第二に，3 グループで所定の弁当箱からはみ出す・

重なる場合について幼児らの言語表現が見られた．

図形が弁当箱からはみ出るかどうかを幼児は視覚的，

身体的に確認して作業していた．これらのことから

図形に関する遊びにおいては言語による表現よりも，

幼児は身体的コミュニケーションにより様々なこと

を経験していることが推測できる． 
3. 「半分」についての検討 

 「半分」について取り上げたグループ C による発

話場面に，食と図形の視点から 2 通りの評価を与え

ることができる．料理で敷き詰めた弁当箱を 3名で

見直して「ここの半分をこの半分でおく」「ねえね

え，カップケーキ１個を半分こしよう」といった発

話があった.「半分」という発話の際に，腕で半分を

表した．算数的には与えられた図形の元々の大きさ

を自分で規定し，その半分を示すことができている

ことを複数児が言葉・身体的コミュニケーションに

より表現した．食育の視点からは，食育指針「食と

人間関係」にもあるように，幼児同士の気遣いや他

者を思いやる発話であると評価できる．「半分」に

ついては他の場面でも，料理を選ぶ際に「カップケ

ーキを半分に分ける」という発言とそれに伴う同様

のジェスチャーが見られたことからも，「半分」や

「分ける」ことが，幼児には馴染みのある概念で, そ
れらは身体性を伴うことが明らかになった． 
 
ⅤIII．おわりに 

 各領域の視点から幼児が食育と図形について学ん

だことと， 2 領域から多面的な評価が与えられたこ

とが本稿の価値である．今後は教材の改変を図るこ

と，他の内容についても統合を検討していくことが

挙げられる． 
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