
 

 

＜３歳クラス Ⅰ期 ４月＞「幼児にとっての安心感を考えて」 
 

これまでの保育の様子 

 幼稚園生活に慣れていく過程は一人一人異なる。入園式を迎えた４月から、一人一人の様子や遊びの時間

をどのように過ごしていたかを担任・副担任で共有してきた。そして共有した幼児の姿をもとに、安心して

幼稚園で過ごせるように援助の方向性を確認してきた。 

 昨年度に続き、新型コロナ感染症予防のため、遊びの時間は基本的に外で行い、着替えや食事といった生

活の場面は保育室で行うことになった。Ⅰ期は、幼稚園に慣れることが大きなねらいであるが、園庭と保育

室とを場面によって分けて生活するスタイルにも慣れる必要が出てきた。幼児は登園すると保育室に入り、

そこで朝の仕度を行う。一昨年度までは、保育室内にソフト積木やままごと道具を用意しておき、自然と遊

びに興味が向くように環境構成していた。しかし、外遊びを推奨するため、朝仕度をしたらそのまま保育室

で遊ぶことはなく、外に出て遊ぶことになる。そのリズムに慣れていくために、担任・副担任で役割を決め

ておいた。クラスの半数近くが朝の仕度を終えたころに担任がまず、「外に行こうかなあ」と言って外へ出

る。「行きたい」と言う幼児と外で遊ぶことで、他の幼児も外の環境や遊びに興味をもてるようにしていく

ことにした。その後、保育室に残っていた幼児が朝の仕度が終えた時点で副担任が幼児と外に出ることにし

た。また、役割分担をするとともに、３歳保育室前にある砂場に、プラスチック製の電車やシャベル、料理

道具などを置き、遊びかけの状態にすることで、外遊びに興味をもてるような環境構成も行っていった。 

 ４月中旬、池でオタマジャクシを捕まえる年上の幼児の賑やかな声に誘われるように、数名の３歳クラス

児は外に出るとすぐに池に向かい、オタマジャクシを追いかけて遊んでいた。一方で、外遊びに気持ちが向

かない様子の幼児の姿もあった。 

 

４月 15日 

 この日、３歳クラスの多くの幼児が外で遊び始める中、Ａ児は朝の仕度を終えても外に出る様子はなかっ

た。副担任が外に誘うが外に気持ちは向かないようだった。かといって、不安そうな表情はなく、外を眺め

たり、テラスの横にある出会いの広場から４歳クラスの様子を見たりしていた。担任も少し離れた池からＡ

児の様子を捉えて声をかけにいった。「ここにいる」というＡ児の言葉やテラスにいる時の表情から、今日

のＡ児にとって、テラスが安心できる場所なのだろうと捉えた。砂場にいる副担任と近い距離であることか

ら安全上も問題はないと判断し、テラスにいたいというＡ児の思いを受け止め、見守ることにした。また見

Ａ児が朝の仕度を終え、副担任とともにテラスに行く。 

副担任：「お外に行こうかなあ」 

Ａ児は、テラスに立って、外を眺めている。 

副担任：「Ａちゃん、お外楽しそうだね。行ってみる？」 

Ａ児：「ここにいる」 

副担任：「そっかあ。ここがいいんだね」 

Ａ児がテラスと３歳クラス靴置場の辺りを行ったり来たりする。 

副担任：「Ａちゃん、先生、すぐそこの砂場に行ってるね」 

 Ａ児は、うなずく。副担任は、３歳保育室前の砂場で遊んでいた幼児のところに行き、一緒に遊びな

がらＡ児の様子を見守る。 

副担任：「Ａちゃん、砂場、楽しいよ」Ａ児に聞こえるように、時々声をかける。 

 Ａ児は、テラスから園庭を眺めている。 

 少し離れた池の側にいた担任が、Ａ児の様子に気付いてテラスに行く。 

担任：「Ａちゃん、池にオタマジャクシがいっぱいいたよ」 

Ａ児：「ここがいい」 

担任：「そう。分かったよ。近くにａ先生もいるから大丈夫だね」 

担任が砂場の近くに来たタイミングで、副担任とＡ児の様子について情報共有し、無理に外に出すこ

とはしないで、時折声をかけながらＡ児のペースに合わせようと話し合う。 

 しばらくして、Ｂ児の着替えのために、担任が保育室に戻る。Ａ児は保育室で着替えの援助をする担

任の周りにいたり、テラスに出たりする。Ｂ児の着替えが終わる。 

担任：「Ａちゃん、先生、Ｂちゃんと池に行くんだけど、どうする？」 

Ａ児：「先生と行く」 

 Ａ児が外遊び用の帽子を被り、長靴を履き替えるのを手伝い、３人で池に行く。 



 

 

守りながら、テラスにいるＡ児に折をみて声をかけていった。Ａ児にとって見守っている存在がいることが

分かることは、安心して過ごすことにつながる。また、Ａ児に外に誘う言葉はかけたが、Ａ児がテラスにい

たいと言ったことを尊重し、気持ちが外に向くまで待つことにした。無理に外に連れ出すことは、逆に園生

活への不安や教師への不信感を与えてしまうと考えたからである。登園から１時間ほど経ったころ、Ａ児は

着替えの援助のために保育室に戻った担任と一緒に外に出て、園庭を散策したりブランコに乗ったりした。

Ａ児にとって、安心していられる場所に十分いたことが、気持ちが外の環境や遊びに向いていくきっかけに

なったのではないかと振り返りタイムで話し合った。登園時の幼児の心持ちはその日によって異なる。幼児

がここにいたいという思いや自分でどうしたいか伝えられたことを肯定的に受け止めていこうと確認した。 

  

４月 22日 

 Ａ児は、朝の仕度を終えると、「先生、行こう」などと教師を誘い、外に遊びに行くようになっていた。

この日、雨どいの様子を遠くからじっと見ているＡ児の様子に、Ａ児が雨どい遊びに興味をもっていること

を感じた。教師がそれとなく砂場に近付くことでＡ児も安心して近くから砂場の様子を見ることができるの

ではないかと考え、教師から雨どいを見に行くことにした。横に並んで一緒に水を見つめながら、教師は、

Ａ児がつぶやいた言葉に共感する言葉を返していった。 

 しばらくして、Ａ児は、自ら雨どいを探して、既に組んである雨どいの上に重ねることを試していた。Ａ

児が自発的に遊ぶ姿が見られたことに嬉しく思い、振り返りタイムでその様子を共有した。じっくり見つめ

ていたこと、自ら試し始めたことから、今後の遊びの中で、年上の幼児の遊びを真似して遊ぶことがあるだ

ろうと想定し、その際はＡ児のやりたい思いを受け止め、側にいることで安心して試せるように援助してい

こうと確認した。 

 

４月 30日   

 ４歳クラス前砂場で、５歳クラス児が雨どいを組んで遊んでいる。Ａ児が離れたところからその様子

をじっと見ている。 

担任：「あれ何だろう。見に行ってみようかな」つぶやきながら、ゆっくり砂場に向かう。 

 Ａ児は、教師と一緒に歩き、雨どいの近くまで行く。 

担任：「わあ、すごい」 

 Ａ児は、雨どいを組んだところに水が流れていく様子をじっと見ている。 

Ａ児：「おもしろいね」教師の方を向いて言う。 

担任：「本当だね。おもしろいね」 

 Ａ児と教師は、雨どいの脇で水が流れる様子や５歳クラス児が遊ぶ様子を見ている。 

 Ａ児は、通路に置いてある雨どい置き場から、短い雨どいを持ってくる。短い雨どいを、すでに組ん

であった雨どいの上に重ねて置いて、じっと見つめる。 

担任：「Ａちゃん、すごいね。トンネルみたいになったね」  

Ａ児は、笑顔でうなずく。 

４歳クラス前砂場で、５歳クラス児が雨どいを組んで遊んでいる。Ａ児は近くに行って、じっと見つ

めている。 

А児：「すごいね。すごいね」 

担任：「本当だ。すごいねえ」一緒に雨どいに水が流れる様子を見つめる。 

А児：「先生、後ろから見てみようよ」 

担任：「いいね。見てみようか」 

 А児と教師は、雨どいを組むために積まれたビールケースの裏側に行く。Ａ児は、ホースの先が雨ど

いの上に置かれ、そこから水が流れていく様子を見つめる。 

Ａ児：「おもしろいね」笑顔で言う。 

担任：「わあ、本当だ。おもしろいね」 

 А児は、雨どい置き場から、先が曲がってＬ字状の塩ビパイプを持ってくる。雨どいの上に乗せる。

曲がっているパイプの先を上向きにすると、そこから水があふれ出す。 

Ａ児：「見て！」 

担任：「すごいね！Ａちゃん、水が上から出てきたね！」 

Ａ児：「うん！」 

 Ａ児は、再び雨どい置き場に行くと、先が枝分かれした塩ビパイプを持ってくると、枝分かれした部



 

 

 日によって３歳クラスの近くで４歳クラス児が雨どいを組んで遊ぶことがあった。その際もＡ児は雨どい

に水や砂などが流れる様子をじっと見ていた。教師も横に並んで見つめたり、Ａ児のつぶやきに共感する言

葉をかけたりしてきた。その日によって、援助をする教師は担任であったり副担任であったりするので、振

り返りタイムでＡ児が雨どい遊びへの興味を継続していることを共有してきた。 

30 日、５歳クラス児が組んだ雨どいの周りは多くの幼児で賑わっていた。水を流すホースが外れないよ

うにビールケースが３段の高さに組まれており、雨どいから勢いよく水が流れていた。Ａ児はしばらく砂場

の脇で雨どい遊びの様子を眺めていたが、水が流れ始めているところに興味を持ったようであった。Ａ児自

ら、ホースが固定されているビールケースの裏側を見たいと願い、教師にその思いを伝えてきた。Ａ児がし

たいことを見付けて教師に伝えたことを嬉しく思い、一緒にホース側に移動した。Ⅰ期でも自分がしたいと

思えば、自ら行動に移すこともある。しかし、入園当初、テラスからじっと外を眺めていたＡ児の姿や雨ど

いを遠巻きに見ていたＡ児の姿を思い返し、年上の幼児がたくさんいる状況から、教師が側にいることで、

安心してやりたいことに気持ちが向くだろうと考えた。Ａ児はビールケースを使ってホースを固定するしく

みを初めて見て感動していた。教師も、その感動を分かち合いたいと願い、心を込めて共感する言葉を返し

た。これまでの経験がある教師にとってはホースの固定は既に知っていることでも、初めてのこと、新しい

ことに出会う３歳クラス児と同じ目線に立って、感動を共感しようとする心持ちでいることは、幼児との信

頼関係を築くことにもつながると考える。 

パイプを雨どいの上に置き、パイプの中を水が流れるかどうか自ら試しているＡ児の姿を見て、幼稚園の

環境に慣れてきて、教師が側にいることで安心してやりたいことが試せるようになってきたと捉えた。 

 

考察 

幼稚園生活のスタートであるⅠ期は、安心感が第一である。一人一人にとって幼稚園が安心できる場所で

なければならない。そのためには安心していられる場を見付けることや教師との信頼関係を築くことが欠か

せない。日々の振り返りタイムでは、一人一人の様子を生活面や遊びの面などから多面的に話し合い、共有

して翌日の保育に活かすサイクルを繰り返してきた。 

コロナ禍のため、昨年度に続き、遊びの時間は外で過ごすことになったが、その中でテラスが保育室と園

庭をつなぐ場になっていることがよく話題になっていた。Ａ児にとって、保育室とつながっているテラスか

ら外の様子をゆったりと眺める時間が園の環境に慣れていくことにつながったと考える。教師は、テラスに

いる幼児の内面を読み取り、そこにいたいと願う思いを肯定的に受け止めることを大切にした。また別の日

には、他の幼児が「折紙をしたい」と言う日もあった。外遊び中心のため、保育室に折紙やクレヨンなどは

用意していないが、テラスにミニテーブルを出して、そこで折紙ができるようにその場で環境を整えること

もあった。その日の気分で、外の遊びに気持ちが向かないこともある。そのようなときに、テラスにテーブ

ルやウレタンブロックを置き、教師や友達の気配を感じながら、ゆったりと過ごせるようにしてきた。テラ

スを柔軟に使い、その時々の幼児の内面に寄り添って援助したことが、安心感を支えることにつながったと

考える。また、教師との信頼関係を築いていけるように、幼児の側で一緒に遊んだり見守ったりしながら、

幼児が発見したことやおもしろいと思ったことを共感的に受け止めてきた。 

一緒に遊びながら捉えた幼児の様子を共有し、幼児理解を積み重ねてきた。そして、幼児理解をもとに幼

児一人一人にとっての安心感を考え、担任と副担任で援助する大切さを実感した。 

 

 

 

 

 

分を上に向けるが水は出てこない。裏返して下向きにすると、水が出てくる。 

担任：「わあＡちゃん、水が流れてきたよ！」Ａ児と視線を合わせて伝える。 

Ａ児：「うん！」 

 Ａ児は、片付けの時間まで、パイプや雨どいを様々に置くことを試す。 



 

 

＜３歳クラス Ⅰ期 ４月＞「幼児にとっての安心感を考えて」 
 

これまでの保育の様子 

 幼稚園生活に慣れていく過程は一人一人異なる。入園式を迎えた４月から、一人一人の様子や遊びの時間

をどのように過ごしていたかを担任・副担任で共有 1してきた。そして共有した幼児の姿をもとに、安心し

て幼稚園で過ごせるように援助の方向性を確認 2してきた。 

 昨年度に続き、新型コロナウイルス感染症予防のため、遊びの時間は基本的に外で行い、着替えや食事と

いった生活の場面は保育室で行うことになった。Ⅰ期は、幼稚園に慣れることが大きなねらいであるが、園

庭と保育室とを場面によって分けて生活するスタイルにも慣れる必要が出てきた。幼児は登園すると保育室

に入り、そこで朝の仕度を行う。一昨年度までは、保育室内にソフト積木やままごと道具を用意しておき、

自然と遊びに興味が向くように環境構成していた。しかし、外遊びを推奨するため、朝の仕度をしたらその

まま保育室で遊ぶことはなく、外に出て遊ぶことになる。そのリズムに慣れていくために、担任・副担任で

役割を決め 3ておいた。クラスの半数近くが朝の仕度を終えたころに担任がまず、「外に行こうかなあ」と言

って外へ出る。4「行きたい」と言う幼児と外で遊ぶことで、他の幼児も外の環境や遊びに興味をもてるよう

にしていくことにした。その後、保育室に残っていた幼児が朝の仕度が終えた時点で副担任が幼児と外に出

ることにした。また、役割分担をするとともに、３歳保育室前にある砂場に、プラスチック製の電車やシャ

ベル、料理道具などを置き、遊びかけの状態 5にすることで、外遊びに興味をもてるような環境構成も行っ

ていった。 

 ４月中旬、池でオタマジャクシを捕まえる年上の幼児の賑やかな声に誘われるように、数名の３歳クラス

児は外に出るとすぐに池に向かい、オタマジャクシを追いかけて遊んでいた。一方で、外遊びに気持ちが向

かない様子の幼児の姿もあった。 

 

４月 15日 

                                                   
1 幼児理解を大切にし、一人一人に合わせた保育を大切にしている（ｆ）  
2 ３歳の始まりの期ならではの援助である。副担任と情報共有しながら行っているところが本園らしい（e）  
3 役割を決めることで、生活・遊びの援助をしている（ｆ）  
4 強制するのではなく幼児の主体性を大切にしている（ｄ）  
5 外遊びに興味が湧いたり遊び始めやすくなったりすると感じた（ｂ）外に行こうと思ったときにすぐに遊べる。遊び出しが支えられている

（ｃ）幼児の目線に入ることで外遊びに興味が持てる援助をしている（ｆ） 

6 あえて、Ａ児から離れつつ、様子を見守っている（ｅ）  
7 Ａ児の思いに共感することが安心感につながる（ｃ）道具が幼児の視界に入るよう援助している（ｅ） 
8 幼児の気持ちを大切にしている。担任・副担任の情報共有の大切さ。同じ方向を向いて援助している（ｄ）幼児のしていることを支える援

助（ｅ）カンファレンスを大切にしている。幼児のタイミング、成長に合わせている（ｆ）幼児のペースに合わせた援助をしている。 

Ａ児が朝の仕度を終え、副担任とともにテラスに行く。 

副担任：「お外に行こうかなあ」 

Ａ児は、テラスに立って、外を眺めている。 

副担任：「Ａちゃん、お外楽しそうだね。行ってみる？」 

Ａ児：「ここにいる」 

副担任：「そっかあ。ここがいいんだね」 

Ａ児がテラスと３歳クラス靴置場の辺りを行ったり来たりする。 

副担任：「Ａちゃん、先生、すぐそこの砂場に行ってるね」 

 Ａ児は、うなずく。副担任は、３歳保育室前の砂場で遊んでいた幼児のところに行き、一緒に遊びな

がらＡ児の様子を見守る。6 

副担任：「Ａちゃん、砂場、楽しいよ」Ａ児に聞こえるように、時々声をかける。 

 Ａ児は、テラスから園庭を眺めている。 

 少し離れた池の側にいた担任が、Ａ児の様子に気付いてテラスに行く。 

担任：「Ａちゃん、池にオタマジャクシがいっぱいいたよ」 

Ａ児：「ここがいい」 

担任：「そう。分かったよ。7近くにａ担任の先生もいるから大丈夫だね」 

担任が砂場の近くに来たタイミングで、副担任とＡ児の様子について情報共有し、無理に外に出すこ

とはしないで、時折声をかけながらＡ児のペースに合わせようと話し合う。8 

コメントの追加 [h1]: 外遊びに興味をもてるように環境

を構成すること、それが遊び出しを支えているという点

に多くの共感を得た。３歳保育室のテラスから一番近い

遊び場が砂場である。テラスに出たときに視界に入る砂

場を遊びかけの状態にしておくことは、入園して間もな

い時期であると同時にコロナ禍で外遊び中心の保育だか

らこそより重要になる。前日の幼児の姿をもとに砂場の

どこに何を置いておくかを考えて構成している。 

コメントの追加 [h2]: 幼児の気持ちを大切にしているこ

と、担任・副担任で情報共有をする大切さについての指

摘が多かった。毎日、振り返りタイムで援助の方向性を

確認しているが、保育中に幼児の様子で気にかかること

が起こり、どう援助することが適切なのか悩むことがあ

る。そのような際は、担任と副担任とでタイミングを見

付けて情報を共有し、その場で援助の方向性を話し合っ

ている。情報共有の大切さが改めて確認できたと考え

る。 



 

 

 この日、３歳クラスの多くの幼児が外で遊び始める中、Ａ児は朝の仕度を終えても外に出る様子はなかっ

た。副担任が外に誘うが外に気持ちは向かないようだった。かといって、不安そうな表情はなく、外を眺め

たり、テラスの横にある出会いの広場から４歳クラスの様子を見たりしていた。担任も少し離れた池からＡ

児の様子を捉えて声をかけにいった。「ここにいる」というＡ児の言葉やテラスにいる時の表情から、今日

のＡ児にとって、テラスが安心できる場所なのだろうと捉えた。砂場にいる副担任と近い距離であることか

ら安全上も問題はないと判断し、テラスにいたいというＡ児の思いを受け止め、見守る 9ことにした。また

見守りながら、テラスにいるＡ児に折をみて声をかけていった。Ａ児にとって見守っている存在がいること

が分かることは、安心して過ごすことにつながる。また、Ａ児に外に誘う言葉はかけたが、Ａ児がテラスに

いたいと言ったことを尊重し 10、気持ちが外に向くまで待つことにした。無理に外に連れ出すことは、逆に

園生活への不安や教師への不信感を与えてしまうと考えたからである。登園から１時間ほど経ったころ、Ａ

児は着替えの援助のために保育室に戻った担任と一緒に外に出て、園庭を散策したりブランコに乗ったりし

た。Ａ児にとって、安心していられる場所に十分いたこと 11が、気持ちが外の環境や遊びに向いていくきっ

かけになったのではないかと振り返りタイムで話し合った。登園時の幼児の心持ちはその日によって異なる。

幼児がここにいたいという思いや自分でどうしたいか伝えられたことを肯定的に受け止めていこうと確認

した。 

  

４月 22日 

 Ａ児は、朝の仕度を終えると、「先生、行こう 14」などと教師を誘い、外に遊びに行くようになっていた。

この日、雨どいの様子を遠くからじっと見ているＡ児の様子に、Ａ児が雨どい遊びに興味をもっていること

を感じた。教師がそれとなく砂場に近付くことでＡ児も安心して近くから砂場の様子を見ることができるの

                                                   
援助について副担任と情報共有のもと行っている（ｇ） 

9 その日その時によって幼児の気分ややりたい事が異なるからこその援助だと感じた（ｂ）屋外と屋内をつなぐ空間で外へ誘う場所として最

適と考える（ｃ）幼児の思いを理解しようとしている（ｄ）教師が強力に引っ張らない（ｅ）幼児のタイミングを大切にし、教師が無理に

引っ張っていない（ｆ） 
10 Ａ児の思いを尊重した援助をしている（ｇ）  
11 Ａ児の思いを理解することの大切さ（ｃ）振り返りの重要性。援助をするための情報共有ができ、担任・副担任で同じ方向を向いて保育

ができる（ｄ）幼児の成長に合わせた援助によって、外に行く力になった（ｆ） 
12 あくまでも“つぶやき”であって行くかどうかの決定は幼児自身がしている（ｄ）「行ってみない？」「行ってみよう」ではない。教師の

つぶやきであり、誘いではない（ｅ）教師のつぶやきであり誘いではない（ｆ） 
13 幼児の言葉に共感している（ｆ）  
14 無理に誘わず、幼児の思いに共感していたのでＡ児からの発信になっている（ｆ）  

 しばらくして、Ｂ児の着替えのために、担任が保育室に戻る。Ａ児は保育室で着替えの援助をする担

任の周りにいたり、テラスに出たりする。Ｂ児の着替えが終わる。 

担任：「Ａちゃん、先生、Ｂちゃんと池に行くんだけど、どうする？」 

Ａ児：「先生と行く」 

 Ａ児が外遊び用の帽子を被り、長靴を履き替えるのを手伝い、３人で池に行く。 

 ４歳クラス前砂場で、５歳クラス児が雨どいを組んで遊んでいる。Ａ児が離れたところからその様子

をじっと見ている。 

担任：「あれ何だろう。見に行ってみようかな」つぶやきながら、ゆっくり砂場に向かう。12 

 Ａ児は、教師と一緒に歩き、雨どいの近くまで行く。 

担任：「わあ、すごい」 

 Ａ児は、雨どいを組んだところに水が流れていく様子をじっと見ている。 

Ａ児：「おもしろいね」教師の方を向いて言う。 

担任：「本当だね。おもしろいね 13」 

 Ａ児と教師は、雨どいの脇で水が流れる様子や５歳クラス児が遊ぶ様子を見ている。 

 Ａ児は、通路に置いてある雨どい置き場から、短い雨どいを持ってくる。短い雨どいを、すでに組ん

であった雨どいの上に重ねて置いて、じっと見つめる。 

担任：「Ａちゃん、すごいね。トンネルみたいになったね」  

Ａ児は、笑顔でうなずく。 

コメントの追加 [h3]: 教師は、幼児の思いを理解しよう

とし、無理に引っ張ることはしない点に多くの共感を得

た。幼児のつぶやきや表情、動きなどから、幼児の内面

を読み取ることを大切にしている。幼児にとっての安心

感は一人一人異なる。教師とのかかわりやしたい遊び、

心地よい空間など、その日に幼児が何を求めているかを

捉えることを大切にしている。ベースになるのは、その

時の幼児のありのままを受け止めることである。外に出

て遊ばせたいといった教師側の願いが強く出てしまう

と、幼児の安心感にはつながらない。あくまでも幼児主

体に考える援助に共感を得たと考える。 

コメントの追加 [h4]: 幼児理解や振り返りの大切さにつ

いての指摘が多かった。Ａ児が園庭に出たのは、偶然だ

ったのか友達が一緒だったからなのかは、その場では分

からなかった。しかし振り返りタイムで前後のいきさつ

や自分たちの援助を改めて思い返すと、安心していられ

る場所に十分いたからではないかと捉えられた。この捉

えが幼児理解の一つとなり、その後の援助につながって

いく。 

コメントの追加 [h5]: 教師のつぶやきについて、誘導で

はなく、あくまでもどうするか決めるのは幼児自身であ

るという指摘があった。私たちは幼児が自発的に遊ぶ姿

や主体的に活動する姿を願っている。そのため教師が幼

児にかける言葉や口調に教師の願いや思いが強くにじみ

出ないように気を付けている。Ａ児が自分の思いやタイ

ミングで雨どいを見に行けるようにと願い、あえて、ひ

とり言のようにつぶやいた。一つ一つの幼児理解が次の

援助場面につながっている。 



 

 

ではないかと考え、15教師から雨どいを見に行くことにした。横に並んで一緒に水を見つめながら、教師は、

Ａ児がつぶやいた言葉に共感する言葉 16を返していった。 

 しばらくして、Ａ児は、自ら雨どいを探して、既に組んである雨どいの上に重ねることを試していた。Ａ

児が自発的に遊ぶ姿が見られたことに嬉しく思い、振り返りタイムでその様子を共有した。じっくり見つめ

ていたこと、自ら試し始めたことから、今後の遊びの中で、年上の幼児の遊びを真似して遊ぶことがあるだ

ろうと想定し、その際はＡ児のやりたい思いを受け止め、側にいることで安心して試せるように援助してい

こうと確認した。17 

 

４月 30日   

 日によって３歳クラスの近くで４歳クラス児が雨どいを組んで遊ぶことがあった。その際もＡ児は雨どい

に水や砂などが流れる様子をじっと見ていた。20教師も横に並んで見つめたり、Ａ児のつぶやきに共感する

言葉をかけたり 21してきた。その日によって、援助をする教師は担任であったり副担任であったりするので、

振り返りタイムでＡ児が雨どい遊びへの興味を継続 22していることを共有してきた。 

30 日、５歳クラス児が組んだ雨どいの周りは多くの幼児で賑わっていた。水を流すホースが外れないよ

うにビールケースが３段の高さに組まれており、雨どいから勢いよく水が流れていた。Ａ児はしばらく砂場

の脇で雨どい遊びの様子を眺めていたが、水が流れ始めているところに興味を持ったようであった。Ａ児自

ら、ホースが固定されているビールケースの裏側を見たいと願い、教師にその思いを伝えてきた。Ａ児がし

たいことを見付けて教師に伝えたことを嬉しく思い、一緒にホース側に移動した。Ⅰ期でも自分がしたいと

思えば、自ら行動に移すこともある。しかし、入園当初、テラスからじっと外を眺めていたＡ児の姿や雨ど

いを遠巻きに見ていたＡ児の姿を思い返し、年上の幼児がたくさんいる状況から、教師が側にいることで、

安心してやりたいことに気持ちが向くだろうと考えた。Ａ児はビールケースを使ってホースを固定するしく

                                                   
15 自然に雨どいに近付いていける、この時期のＡ児に合った援助の仕方（ｃ）  
16 教師が横にいてくれる、共感してくれるという安心感があり、遊び始められたのだと感じた（ｂ）  
17 幼児理解と情報共有（ｄ）Ａ児に合わせた援助をしている（ｆ） 

18 Ａ児の思いに共感した言葉を返している（ｆ）  
19 Ａ児が表したい思いを代弁して返している（ｆ）  
20 異年齢の幼児が近くで遊べる環境があり、いつでも受け入れてくれる温かさがある（ｇ）  
21 教師の立ち位置は、近くでも「横」である。したいことを邪魔しない教師の援助の姿である（ｅ）見守りによる安心感と共感を大切にし

ている（ｆ） 

22 カンファレンスで幼児の成長を共有し、両者で共通した援助ができるようにしている（ｆ）  

４歳クラス前砂場で、５歳クラス児が雨どいを組んで遊んでいる。Ａ児は近くに行って、じっと見つ

めている。 

А児：「すごいね。すごいね」 

担任：「本当だ。すごいねえ」一緒に雨どいに水が流れる様子を見つめる。 

А児：「先生、後ろから見てみようよ」 

担任：「いいね。見てみようか」 

 А児と教師は、雨どいを組むために積まれたビールケースの裏側に行く。Ａ児は、ホースの先が雨ど

いの上に置かれ、そこから水が流れていく様子を見つめる。 

Ａ児：「おもしろいね」笑顔で言う。 

担任：「わあ、本当だ。おもしろいね 18」 

 А児は、雨どい置き場から、先が曲がってＬ字状の塩ビパイプを持ってくる。雨どいの上に乗せる。

曲がっているパイプの先を上向きにすると、そこから水があふれ出す。 

Ａ児：「見て！」 

担任：「すごいね！Ａちゃん、水が上から出てきたね！19」 

Ａ児：「うん！」 

 Ａ児は、再び雨どい置き場に行くと、先が枝分かれした塩ビパイプを持ってくると、枝分かれした部

分を上に向けるが水は出てこない。裏返して下向きにすると、水が出てくる。 

担任：「わあＡちゃん、水が流れてきたよ！」Ａ児と視線を合わせて伝える。 

Ａ児：「うん！」 

 Ａ児は、片付けの時間まで、パイプや雨どいを様々に置くことを試す。 



 

 

みを初めて見て感動していた。教師も、その感動を分かち合いたいと願い 23、心を込めて共感する言葉を返

した。これまでの経験がある教師にとってはホースの固定は既に知っていることでも、初めてのこと、新し

いことに出会う３歳クラス児と同じ目線に立って、感動を共感しようとする心持ちでいることは、幼児との

信頼関係を築く 24ことにもつながると考える。 

パイプを雨どいの上に置き、パイプの中を水が流れるかどうか自ら試しているＡ児の姿を見て、幼稚園の

環境に慣れてきて、教師が側にいることで安心してやりたいことが試せるようになってきたと捉えた。 

 

考察 

幼稚園生活のスタートであるⅠ期は、安心感が第一である。一人一人にとって幼稚園が安心できる場所で

なければならない。そのためには安心していられる場を見付けることや教師との信頼関係を築くことが欠か

せない。日々の振り返りタイムでは、一人一人の様子を生活面や遊びの面などから多面的に話し合い、共有

して翌日の保育に活かすサイクルを繰り返してきた。25 

コロナ禍のため、昨年度に続き、遊びの時間は外で過ごすことになったが、その中でテラスが保育室と園

庭をつなぐ場になっていることがよく話題になっていた。Ａ児にとって、保育室とつながっているテラスか

ら外の様子をゆったりと眺める時間が園の環境に慣れていくことにつながったと考える。教師は、テラスに

いる幼児の内面を読み取り、そこにいたいと願う思いを肯定的に受け止めることを大切にした。26また別の

日には、他の幼児が「折紙をしたい」と言う日もあった。外遊び中心のため、保育室に折紙やクレヨンなど

は用意していないが、テラスにミニテーブルを出して、そこで折紙ができるようにその場で環境を整える 27

こともあった。その日の気分で、外の遊びに気持ちが向かないこともある。28そのようなときに、テラスに

テーブルやウレタンブロックを置き、教師や友達の気配を感じながら、ゆったりと過ごせるように 29してき

た。テラスを柔軟に使い、その時々の幼児の内面に寄り添って援助したことが、安心感を支えることにつな

がったと考える。また、教師との信頼関係を築いていけるように、幼児の側で一緒に遊んだり見守ったりし

ながら、幼児が発見したことやおもしろいと思ったことを共感的に受け止めてきた。30 

一緒に遊びながら捉えた幼児の様子を共有し、幼児理解を積み重ねてきた。そして、幼児理解をもとに幼

児一人一人にとっての安心感を考え、担任と副担任で援助する大切さを実感した。31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 Ａ児の思いに共感することが「先生も自分と同じ思いである」という安心感につながるのではないか（ｃ）  
24 子どもにとっては生まれて初めての発見、感動であるから、その瞬間を共にできることをうれしく思いつつ、丁寧に声がけしていきたい

と感じた（ｂ）同じ目線に立つことで教師から“教えてもらう”のではなく自発的に行動し試行錯誤する姿につながる（ｄ）３歳クラス児

にとっては、全てが新しい遊びである。その一つ一つの感動に共感できるよう「待って」いる（ｅ）感動の共感により、成長につながり、

信頼関係にもつながる（ｆ） 
25 このサイクルの大切さ。日々更新していく援助の仕方がとてもよい（ｃ）振り返りが翌日以降の保育に活きてくる（ｄ）担任・副担任で

パズルのピースを埋めていくように幅広く情報を共有し、またそれを積み重ねて高くしていく振り返りである（ｅ）毎日の振り返りを大切

にすることが幼児の成長につながっている（ｆ） 
26 幼児の思いを肯定的に受け止めることの大切さ（ｄ）幼児の思いを肯定的に受け止めている（ｇ） 
27 幼児の思いを大切にした環境構成をしている（ｆ）幼児のやりたい思いに寄り添い、その場面場面で環境を整えている（ｇ） 
28 その日の様子から何をしたいのかを読み取ることの大切さ（ｃ） 

29 ずっと近くに居るわけではない。居ると「感じる」距離で十分な時もある（ｅ）  
30 見守ることで安心し、共感することで成長につながっている（ｆ）幼児の目線で受け止めている（ｇ）  
31 幼児理解の大切さ。またその情報を担任・副担任で共有することで同じ方向を向いて保育できる（ｄ）幼児理解を大切に一人一人に合っ

た援助を行っている（ｆ） 

コメントの追加 [h6]: 感動の共感や共有が、幼児にとっ

て、自分の気持ちを理解してくれる人がいるという安心

感や自分の思いを出しても大丈夫なんだという信頼感に

つながる。また、幼児の内面で起こる感動を大切にする

ため、「教師が教えることはしない」で「待っている」と

いう援助の心もちが明らかになったと考える。 

コメントの追加 [h7]: カンファレンスを行い、翌日以降

の保育につなげていくサイクルの重要性について多くの

共感を得た。これまで、保育を評価する仕組みを整え、

実践してきたが、このサイクルがなくてはならないもの

として定着していると言える。カンファレンスを通して

幼児をより一層理解し、援助に活かす大切さを改めて感

じた。 



 

 

＜３歳クラス Ⅱ期 ６～７月＞「幼児の遊びのイメージを共有する」 
 

これまでの保育の様子 

 入園から間もない４～５月は、園庭を散策しながら固定遊具で遊んだり、池でオタマジャクシを捕まえた

り、年上の幼児の雨どい遊びに仲間入りしたりするなど、園庭のあちらこちらに散らばって遊ぶことが多か

った。援助を行う場所を担任と副担任とで相談し、他の職員の協力も得ながら、園庭のあちらこちらで遊ぶ

幼児がしたいことを存分にできるように見守ってきた。６月、３歳保育室近くにあるグミの木に実がなり出

す頃から、３歳保育室前はグミの実を採りに来た年上の幼児で賑わうようになった。３歳クラス児も真似し

てグミの実を採ったり、グミの実でままごとをしたりするようになった。あちらこちらで遊んでいた３歳ク

ラス児が、３歳保育室に近い園庭や砂場で遊ぶことが増えてきたことが振り返りタイムや放課後の職員室で

話題になっていた。保育室に近く、安心できることや友達の顔を覚え友達と同じ場で遊ぶことを楽しむよう

になってきたのだろうと話していた。その頃から、担任と副担任とで相談し、３歳保育室前と園庭に分かれ

て援助をすることが増えてきた。 

 同じ頃、３・４・５歳クラス担任と情報交換を行う中で、発達段階における雨どい遊びについて話題が上

がった。雨どいは４歳保育室側の砂場（以下、中央砂場）の脇に置いてあるため、雨どいを組んで水を流す

遊びは中央砂場で行うことが多い。そこはビールケースで高さを調整する必要があり、３・４歳クラス児に

とって雨どいを組むのは技術的に難しい。一方、出会いの広場前はゆるやかな傾斜があり、傾斜に沿って雨

どいを組むことで水が流れ、達成感も得られやすい。水の感触を味わったり水や砂を流したりすることを楽

しむ３歳クラス児にとっては、３歳保育室側の砂場（以下、南側砂場）でもそのような遊びができ、安心で

きる場所でしたいことを楽しめるのではないかと話し合った。しかし、出会いの広場や３歳クラス側には雨

どい置場から距離があるためか、雨どいを使った遊びをすることはあまりなかった。そこで、３歳クラス児

が手にとりやすいところに雨どいを置くことで遊びのきっかけになるのではないかと話し合った。 

その後、適度な長さの雨どいを１本、３歳保育室側のテラスに移動し、そのことを副担任と共有した。テ

ラスに雨どいを置いて数日、雨どいを持ち出して遊ぶ様子はなかった。６月中旬、気温が高くなる予報があ

った日に、砂場の脇の木陰に水をためたコンテナボックスを用意し日陰や水で遊べるように準備しておいた。

また、少し離れたところに雨どいを置いてみた。 

 

６月 11日 

 前日、４歳クラス児が出会いの広場前で雨どいを組み、水を流して遊んでいた。そこにＤ児Ｆ児Ｅ児が仲

間入りして遊んでいた。Ｆ児Ｅ児は水や砂を流し、Ｄ児は雨どいの隙間からあふれた水で池をつくり、一人

一人が自分のしたいことを長い時間楽しんでいた。雨どいの組み方がシンプルで３歳保育室に近く友達もい

たことから、安心できる場で好きなことを楽しめたのではないかと捉えた。出会いの広場前だけでなく、南

側砂場でも、雨どいや水で遊ぶことができることを知ることで、自分のしたい遊びに合わせて、遊ぶ場所を

選んで好きな遊びをするきっかけになるのではと考えた。 

 登園後の仕度を終え、Ｃ児がじょうろを持って砂場へ行く。じょうろに水を入れ、砂に水をかける。 

Ｃ児：「見て」 

担任：「わあ、Ｃちゃん楽しそうだね」 

Ｄ児：「ぼくもやる」じょうろを取りに行き、砂に水をかける。 

 砂に水をかけていたＣ児が雨どいを見付け、雨どいに水をかける。 

Ｅ児：「私もやりたい」雨どいに向かって水をかける。 

 Ｄ児やＦ児たちも雨どいの周りに集まり、雨どいに水をかける。Ｃ児は雨どいの先でに穴を掘って水

をためる。 

Ｃ児：「先生、見て」 

担任：「わあ、Ｃちゃんが掘ったところに水がたまったね」 

Ｃ児：「うん」砂を盛って水をため、砂と水が一緒に流れていくのを見つめる。 

 Ｆ児は、雨どいの下に茶碗を置く。しばらく見つめると茶碗を取り外し、次に漏斗とフライパンを重

ねて置く。雨どいに傾斜ができ、そこにＤ児やＨ児が水を流す。 

担任：「Ｆちゃん、すごいね」 

Ｆ児：「ぼく、こうやるといいと思ったの」 

担任：「いいこと考えたね。水がいっぱい流れているよ」 

 Ｃ児、Ｄ児、Ｅ児、Ｆ児は、傾斜が付いた雨どいに繰り返し水を流す。 



 

 

 そこでこの日、熱中症対策も兼ねて、南側砂場に水を張ったコンテナボックスと雨どいを置くことを試み

た。砂場に来た幼児は、シャワーのように水に砂にかけることを楽しんだり、砂が湿っていく様子を熱心に

見たりしていた。雨どいがあることに気付いてからは、雨どいに自分がかけた水が流れていく行方を目で追

っていた。年上の幼児がホースを使って水を流すのとは違い、自分でかけた水が染み込んだり流れていった

りすること自体に面白さを感じている様子が読み取れた。そのうち、砂を掘って水をためたり、茶碗や漏斗

を使って雨どいに傾斜をつけたりすることを試す姿もあった。思い付いたことを試していたのは、これまで

年上の幼児の遊びを見たり加わったりしたことが大きい。３歳保育室近くであったため、安心してしたいこ

とに夢中になれたのではないかと捉えた。幼児がいろいろなことを試していたことを副担任と共有し、幼児

が試したことを称賛したり価値付けたりして援助していこうと方向性を話し合った。 

  

６月 30日 

 梅雨の降水や水遊びで使った水が砂場に大量に染み込んでいるときに砂を掘ると、地下水のように水がし

み出してくることがある。数日前、穴を掘ると水が染み出してくることに気付いた３歳クラス児が穴を掘っ

て遊んでいた。この日は４歳クラス児が南側砂場で朝から穴を掘っていた。担任が４歳クラス児の求めに応

じ、たまった水に入っていると３歳クラス児が合流してきた。座るための板が足りなくなり、Ｃ児と探しに

いった際、Ｆ児が雨どいを自ら持ってきて水たまりに向かって雨どいを置いた。Ｆ児が自分でやってみよう

と思ったことを試す姿に嬉しく思った。６月中旬から雨どいを手にとれるところに置いておいた環境構成が、

この姿につながったと捉えた。Ｆ児が砂場に雨どいを置いたことで、水を流すことを楽しむ幼児、水たまり

に入りながら水が増える感触を楽しむ幼児、楽しそうな雰囲気を感じ横で歌を歌う幼児と、友達がいる同じ

場所で、好きな遊びをそれぞれが楽しむ空間になった。笑顔で遊ぶ楽しさを共有しながら、その楽しさを共

感する言葉をかけた。 

 この時担任は、遊ぶ様子を見守りながら、他の３歳クラス児がどこで遊んでいるかを把握していた。３歳

クラス児の大半は砂場の周辺で遊んでいたが、Ｉ児は年上の幼児と５歳保育室前で遊んでいた。Ｉ児がブラ

ンコの方に移動していくのが見えたので、担任はＩ児の遊びを見守るためにブランコ側で援助を行うことを

副担任に伝えて砂場から離れた。 

片付けの時間になり、３歳保育室前に担任が戻ると、砂場に幼児の姿はなく、Ｆ児が置いた雨どいは砂で

 南側砂場で、４歳クラス児が穴を掘っている。しばらくすると穴から水がしみ出てくる。 

４歳クラス児：「よし！出てきた。先生、入って！」 

担任：「入っていいの？ありがとう。冷たくて、気持ちいい。すごいね」近くにあった板に座る。 

Ｇ児：「私も入りたい」板を持ってきて、担任の横に座る。 

Ｃ児：「私も、それ使いたい」板を指して言う。 

担任：「こっちにはもうないけど、やま組の方にもあったと思うよ」 

Ｃ児：「行ってみる」 

 Ｃ児は板を見付けて南側砂場に戻る。Ｆ児は、竹でできた雨どいを手に持ち、砂場の枠から水たまり

に向かって立てかける。Ｃ児と４歳クラス児がバケツに水を入れて、順番に雨どいに水を流す。副担任

と一緒に砂場に来たＦ児も水を流す。 

Ｇ児：「滝だー！滝だー！」水たまりに足を入れて、水が流れてくる様子を見て声を上げる。 

Ｈ児：「冷たーい！」バケツの水を流すと、水たまりに入って声を上げる。 

 Ｆ児は小さなコップに水を入れ、そっと運び、雨どいに流して流れる様子を見て、にっこりする。Ｄ

児は雨どいの横で歌を歌ったり相撲の行司の真似をしたりする。 

担任：「歌も聞けて、水にも入れて楽しいなあ」 

 担任がグラウンドに目をやるとＩ児がブランコの方に移動していくのが見える。 

担任：「先生、Ｉちゃんがブランコの方に行ったので、そちらに行きますね」副担任に伝える。 

副担任：「分かりました」 

Ｃ児：「行くよ！」バケツで水を流す。 

Ｇ児は水たまりから出て雨どいに砂を流す。水がなくなり途中で流れなくなる。 

Ｃ児が水をくむ間に砂がたまっていく。たまった砂を雨どいに敷き詰める。 

Ｇ児：「ごはんだよ。大きいごはん」 

副担任：「おいしそうね」 

 Ｃ児Ｈ児は、板を皿の代わりにして砂を盛り付ける。 

Ｃ児：「あっちでつくろう」砂場横のテーブルに移動し、Ｇ児Ｈ児と砂の料理をつくり始める。 



 

 

いっぱいになっていた。振り返りタイムでは、担任が離れた後の様子を情報交換した。幼児のやりたいこと

が移り変わっていくことはよくあることである。一方で、３歳クラス児が初めて自分で雨どいを持ってきて

遊んでいたことを思うと援助がこれでよかったのか悩んだ。３歳クラスでは、自由遊びの途中でも、着替え

の補助などで職員がずっと同じ遊びを見守れないことが多い。安全面からどの位置で援助を行うかの情報交

換は保育中に行っているが、この日のように遊びが途切れることがあり、夢中になって遊ぶ姿へとつながる

には何かできることはないか考えるようになった。 

 

７月１日 

南側砂場に、昨日穴を掘って遊んだ跡が残っている。 

Ｇ児：「先生、ここ掘ろうよ」 

担任：「いいね。掘ろう」Ａ児と一緒に手で砂を掘る。 

 Ｇ児はバケツに水を汲んで、掘った穴に水を入れる。横のテーブルで料理をつくっていたＢ児が仲間

入りし、スコップで穴を大きくする。 

Ｃ児：「水入れるね」バケツで水を入れる。 

Ｇ児：「わーい」水たまりができ、ジャンプして遊ぶ。 

 Ｃ児はＡ児とジャンプをして遊んだ後、テーブルに置いておいた料理を取りに行く。 

Ｃ児：「はい、どうぞ」カップに入った砂と花の料理を担任に渡す。 

担任：「食べていいの？ありがとう。いただきます」食べる真似をする。 

Ｄ児：「ここホテルだー」砂場に来て、つぶやく。 

担任：「本当だね、Ｃちゃん。ここはお風呂みたいだし、ご馳走も食べられてホテルみたいだね」 

Ｄ児：「先生、これ入れたら？」砂の上に落ちていたベゴニアの花を指す。 

担任：「水の中に？Ｇちゃん、この花入れていい？」 

Ｇ児：「いいよ」 

担任：「じゃあ、入れるね」 

Ｄ児：「花お風呂だ」 

Ｇ児：「板、持ってこよう」持ってきた板に座り、足を水の中に入れる。 

Ｃ児Ｈ児：「先生、食べて」Ｃ児はＨ児と一緒にテーブルでつくった料理を水たまりの横に持ってくる。 

担任：「ありがとう。今、花のお風呂に入ってたんだ。いただきます」食べる真似をする。 

担任：「ＢちゃんとＨちゃんの料理、さわやかな味がしておいしかった！ごちそうさま」 

Ｃ児：「ここに入れちゃえ！」花と砂でつくった料理を水たまりに入れる。 

担任：「Ｃちゃんのお花で、お風呂がもっときれいになったね」 

Ｃ児：「うん」 

 Ｄ児と担任で水たまりに足を入れながら、Ｃ児やＨ児が持ってきた料理を食べる真似をする。 

Ｆ児：「ねえ先生、あっちに散歩に行こうよ」 

担任：「Ｆちゃん、散歩に行きたいのね。いいわよ」副担任の場所を確認して、返事をする。 

 Ｈ児と砂場から歩いてすぐのところで、副担任が３歳クラス児と戻ってくるところに出会う。 

担任：「私、Ｆちゃんと散歩するので、グラウンドにいる３歳クラスの子どもたちも見守りますね」 

副担任：「分かりました」 

担任：「それで今、Ｇちゃんが掘った穴が花のお風呂みたいになって、そこでＣちゃんＨちゃんのお料理

を食べてホテルみたいだったんですよ」 

副担任：「そうなんですね。分かりました。着替えの手伝いが終わったら行きます」 

 着替えの手伝いを済ませ、副担任が砂場に近付く。 

副担任：「わあ、すてきなホテルね！」辺りを見回す。 

Ｃ児：「入っていいよ」 

副担任：「気持ちいいなあ。アロマ風呂みたい」 

Ｇ児：「先生、おにぎり食べて」砂を握ったものを渡す。 

副担任：「いただきます」砂の中から赤い花が出てくる。 

副担任：「おいしい！赤いものが入っていたけど、何だろう？」 

Ｇ児：「梅干しだよ！」 

副担任：「すっぱくて、元気が出てくる」 

Ｈ児：「これはハンバーグだよ」葉っぱに砂を乗せた料理を副担任に渡す。 



 

 

 この日、Ｇ児の発案から、前日と同じ場所での遊びが始まった。砂場の横のテーブルではＣ児Ｈ児が砂と

草花を使って料理をしていて、Ｃ児が時折Ｇ児の近くにいて一緒に遊びを楽しんだり、料理づくりに戻った

りしていた。教師はＧ児の側で一緒に遊びながら、Ｃ児とＨ児がつくった料理を食べる役になった。興味を

もったＤ児が途中で加わりながら遊びは続いた。この日、雨どいを持ってきて水たまりを大きくすることは

なかったが、Ｇ児は自分が掘った穴にバケツで水を入れて、ジャンプしたり足を水につけたりすることに満

足していた。そのため雨どいについては触れずにＧ児がしたいイメージを大切にした。 

 Ｆ児から散歩に行こうと誘われたとき、Ｇ児が始めた遊びが続くように寄り添って援助していたため、ど

うしようか迷った。その際、前日の振り返りを思い返し、遊びのイメージを副担任に伝えて援助を引き継い

だらよいのではないかと考えた。保育中であるので、立ち位置の相談とともに、援助していた遊びのイメー

ジを短時間でも共有できるように意識して伝えた。この日の振り返りタイムでは、Ｇ児が自分で掘ったとこ

ろを拠点に片付けまで遊んでいたことを話し合った。遊びのイメージを担任副担任間で共有し、「お風呂」

や「ホテル」といった言葉を共通して使うことで、近くにいる職員が変わっても幼児のやりたいことに寄り

添って援助することができた。Ｇ児たちが好きな遊びを夢中になって続けることにつながったことを確認し

た。今後も、必要に応じて職員間で遊びのイメージを伝え合って援助していこうと方向性を確認した。 

担任も副担任も一緒に遊びながら幼児が安心して自分のしたいことに夢中になれるように見守った。そし

て、幼児が試したことを価値付ける言葉をかけたり称賛したりした。このような言葉かけは、日頃から担任

副担任とで方向性を確認してきたことであり、援助者が変わっても同じ心もちで寄り添うことにつながった。 

 

考察 

同じ砂場で雨どい遊びをしていても、そこにいる５歳クラス児、４歳クラス児、３歳クラス児がやりたい

遊びのイメージが異なることは多い。それぞれのクラスの幼児の姿から遊びのイメージを想起して共有し、

やりたいことができる場や道具、その置き場等の環境構成を担任間で話し合った。それが長期的に見て、３

歳クラス児が砂場で水を使って自分の好きな遊びを楽しむことにつながったと考える。 

また、幼児が好きな遊びを楽しめるように一緒に遊びながら援助しているが、３歳クラスでは、着替えの

補助などでその場を離れなくてはならないことも多い。そのときに立ち位置だけでなく、担任副担任間で遊

びのイメージを共有することで、幼児の遊びの流れに沿って援助を交代することにつながった。これまでも

遊びの情報を交換することはあったが、特にごっこ遊びでは幼児の遊びのイメージをつかみ、そのイメージ

に沿って援助することが大切なため、職員間のイメージの共有、連携が重要となる。各クラスの担任・副担

任とで遊びのイメージを共有し、方向性を相談したり援助の連携を図ったりすることも幼児が好きな遊びを

楽しむための援助につながることが分かった。 

７月下旬、２カ所の砂場に分かれて３歳クラス児が遊んでいた。一方は料理ごっこ、一方は電車ごっこを

していたが、遊びのイメージを一言二言、担任と副担任とで情報共有することで、職員がどちらの砂場に行

っても、遊びの流れに沿って援助をすることができ、幼児も砂場を行き来しながら、友達の遊びのお客さん

役になって遊んでいた。職員間のイメージの共有が、夢中になって遊ぶ姿を支え、周りにいる幼児にとって

も友達の遊びに興味をもつきっかけにもなった。 

 毎日の振り返りタイムや毎週水曜日のカンファレンスを積み重ねることで、そのときに気になっているこ

とや考えていることを気軽に話せるようになり、より適切な援助になるように共に考えることができた。そ

れが短期的に見ても中長期的に見ても、幼児の遊びの広がりや充実につながったと考える。 

副担任：「わあ、すてき。おいしいね」 

 Ｃ児は砂場の横のテーブルでつくった料理を副担任のいるところに持ってきて見せる。 

副担任：「これは何かしら」 

Ｃ児：「これはジュースだよ。これはケーキ。このスプーンを使って食べてね」 

副担任：「甘くておいしい。このホテルはいろんな料理が出てきてすてきね」 



 

 

＜３歳クラス Ⅱ期 ６～７月＞「幼児の遊びのイメージを共有する」 
 

これまでの保育の様子 

 入園から間もない４～５月は、園庭を散策しながら固定遊具で遊んだり、池でオタマジャクシを捕まえた

り、年上の幼児の雨どい遊びに仲間入りしたりするなど、園庭のあちらこちらに散らばって遊ぶことが多か

った。援助を行う場所を担任と副担任とで相談し、他の職員の協力も得ながら、園庭のあちらこちらで遊ぶ

幼児がしたいことを存分にできるように見守ってきた。1６月、３歳保育室近くにあるグミの木に実がなり

出す頃から、３歳保育室前はグミの実を採りに来た年上の幼児で賑わうようになった。３歳クラス児も真似

してグミの実を採ったり、グミの実でままごとをしたりするようになった。2あちらこちらで遊んでいた３

歳クラス児が、３歳保育室に近い園庭や砂場で遊ぶことが増えてきたことが振り返りタイムや放課後の職員

室で話題になっていた。保育室に近く、安心できることや友達の顔を覚え友達と同じ場で遊ぶことを楽しむ

ようになってきたのだろうと話していた。その頃から、担任と副担任とで相談し、３歳保育室前と園庭に分

かれて援助をすることが増えてきた。 

 同じ頃、３・４・５歳クラス担任と情報交換 3を行う中で、発達段階における雨どい遊びについて話題が

上がった。雨どいは４歳保育室側の砂場（以下、中央砂場）の脇に置いてあるため、雨どいを組んで水を流

す遊びは中央砂場で行うことが多い。そこはビールケースで高さを調整する必要があり、３・４歳クラス児

にとって雨どいを組むのは技術的に難しい。一方、出会いの広場前はゆるやかな傾斜があり、傾斜に沿って

雨どいを組むことで水が流れ、達成感も得られやすい。水の感触を味わったり水や砂を流したりすることを

楽しむ３歳クラス児にとっては、３歳保育室側の砂場（以下、南側砂場）でもそのような遊びができ、安心

できる場所でしたいことを楽しめるのではないかと話し合った。しかし、出会いの広場や３歳クラス側には

雨どい置場から距離があるためか、雨どいを使った遊びをすることはあまりなかった。そこで、３歳クラス

児が手にとりやすいところに雨どいを置くことで遊びのきっかけになるのではないかと話し合った 4 

その後、適度な長さの雨どいを１本、３歳保育室側のテラスに移動し、そのことを副担任と共有した。テ

ラスに雨どいを置いて数日、雨どいを持ち出して遊ぶ様子はなかった。６月中旬、気温が高くなる予報があ

った日に、砂場の脇の木陰に水をためたコンテナボックスを用意し、日陰や水で遊べるように準備しておい

た。また、少し離れたところに雨どいを置いてみた。 

 

６月 11日 

                                                   
1 幼児の主体性を大切にしている（ｄ）クラス内だけでなく、外で保育を行う全ての職員が協力して幼児を見守っている（ｅ）担任・副担任

で相談して、見守りの場所を決めている（ｆ） 
2 教えるのではなく真似することから遊びが始まる。それを見ることが遊びを広げるきっかけになる（ｃ） 
3 その遊びの発達段階による違いを話し合うことが遊びの多様性を捉えて援助することにつながる（ｃ）担任・副担任だけでなく園全体で情

報を共有している（ｄ） 
4 環境を変えても幼児の遊びがすぐ変わるわけではないが、強制するということはせず幼児のタイミングで遊び始めている（ｂ）直接幼児に

声をかけるのではなく、間接的に「置いておくこと」で遊びのきっかけとするスタイル（ｅ）環境構成の援助（ｆ）幼児の姿から発達段階

と園舎の造りを考慮した環境構成を考えて行っている（ｇ） 

 登園後の仕度を終え、Ｃ児がじょうろを持って砂場へ行く。じょうろに水を入れ、砂に水をかける。 

Ｃ児：「見て」 

担任：「わあ、Ｃちゃん楽しそうだね」 

Ｄ児：「ぼくもやる」じょうろを取りに行き、砂に水をかける。 

 砂に水をかけていたＣ児が雨どいを見付け、雨どいに水をかける。 

Ｅ児：「私もやりたい」雨どいに向かって水をかける。 

 Ｄ児やＦ児たちも雨どいの周りに集まり、雨どいに水をかける。Ｃ児は雨どいの先でに穴を掘って水

をためる。 

Ｃ児：「先生、見て」 

担任：「わあ、Ｃちゃんが掘ったところに水がたまったね」 

Ｃ児：「うん」砂を盛って水をため、砂と水が一緒に流れていくの 

を見つめる。 

 Ｆ児は、雨どいの下に茶碗を置く。しばらく見つめると茶碗を取り外し、次に漏斗とフライパンを重

ねて置く。雨どいに傾斜ができ、そこにＤ児やＨ児が水を流す。 

担任：「Ｆちゃん、すごいね」 

コメントの追加 [h1]: 援助を行う場所を相談しているこ

とへの共感が多かった。前日までの振り返りタイムで、

おおよその場所を話し合っているが、その日の幼児の興

味や遊ぶ姿によって、援助の場所が変わってくる。幼児

が安心してやりたい遊びができるように、その時々に応

じた相談が欠かせない。また、広い園庭で幼児がしたい

ことを楽しめるように、職員全員でカバーし合いながら

幼児を見守っていることが共有されたと考える。 

コメントの追加 [h2]: 環境を構成することが間接的に遊び

の援助になることへの共感が多かった。幼児の動線や遊

びの広がりを意識して、テーブルや椅子などを配置する

環境構成はこれまでも多くあった。一方、乗り物やリヤ

カー、雨どいといった道具は、置き場所が決まっている

ため、その構成を変えることは、あまりなかった。今

回、３・４・５歳クラス担任で話し合い、幼児の姿と発

達段階、園舎の造りなど多面的な視点から考えて、環境

構成を更新した。たとえ雨どい１本であっても、これま

でと置き場所が変わるので、情報を共有しておくことが

大切である。 



 

 

 前日、４歳クラス児が出会いの広場前で雨どいを組み、水を流して遊んでいた。そこにＤ児Ｆ児Ｅ児が仲

間入りして遊んでいた。Ｆ児Ｅ児は水や砂を流し、Ｄ児は雨どいの隙間からあふれた水で池をつくり、一人

一人が自分のしたいことを長い時間楽しんでいた 5。雨どいの組み方がシンプルで３歳保育室に近く友達も

いたことから、安心できる場で好きなことを楽しめたのではないかと捉えた。6出会いの広場前だけでなく、

南側砂場でも、雨どいや水で遊ぶことができることを知ることで、自分のしたい遊びに合わせて、遊ぶ場所

を選んで好きな遊びをするきっかけになるのではと考えた。 

 そこでこの日、熱中症対策も兼ねて、南側砂場に水を張ったコンテナボックスと雨どいを置くことを試み

た。7砂場に来た幼児は、シャワーのように水に砂にかけることを楽しんだり、砂が湿っていく様子を熱心に

見たりしていた。雨どいがあることに気付いてからは、雨どいに自分がかけた水が流れていく行方を目で追

っていた。年上の幼児がホースを使って水を流すのとは違い、自分でかけた水が染み込んだり流れていった

りすること自体に面白さを感じている様子が読み取れた。そのうち、砂を掘って水をためたり、茶碗や漏斗

を使って雨どいに傾斜をつけたりすることを試す姿もあった。思い付いたことを試していたのは、これまで

年上の幼児の遊びを見たり加わったりしたことが大きい 8。３歳保育室近くであったため、安心してしたい

ことに夢中になれたのではないかと捉えた。9幼児がいろいろなことを試していたことを副担任と共有し、

幼児が試したことを称賛したり価値付けたりして援助していこうと方向性を話し合った。10 

  

６月 30日 

                                                   
5 一人一人がやりたい遊びができるような環境構成がされている（ｇ）  
6 遊びを広げつつもⅠ期で大切にしてきた安心感も大切にしている環境構成にしている（ｃ） 
7 季節を考えた環境構成（ｃ）  
8 年上の幼児の影響は大きいので、年上の幼児がどのような遊び方をしているか知っておくことが大切である（ｃ）  
9 ３歳クラスの近くである安心感（ｆ）  

10 自分でしたいという自己肯定感を育む援助（ｆ）  
11 担任が違うクラスの幼児の遊びにもかかわることで、３歳クラス児は年上の幼児の遊びを知るよいきっかけとなった（ｂ） 
12 明確な指示ではなくあくまで子どもが主体（ｆ）  
13 子どもがしたいことへの称賛（ｆ）  

Ｆ児：「ぼく、こうやるといいと思ったの」 

担任：「いいこと考えたね。水がいっぱい流れているよ」 

 Ｃ児、Ｄ児、Ｅ児、Ｆ児は、傾斜が付いた雨どいに繰り返し水を流す。 

 南側砂場で、４歳クラス児が穴を掘っている。しばらくすると穴から水がしみ出てくる。 

４歳クラス児：「よし！出てきた。先生、入って！」 

担任：「入っていいの？ありがとう。冷たくて、気持ちいい。すごいね」近くにあった板に座る。11 

Ｇ児：「私も入りたい」板を持ってきて、担任の横に座る。 

Ｃ児：「私も、それ使いたい」板を指して言う。 

担任：「こっちにはもうないけど、やま組の方にもあったと思うよ 12」 

Ｃ児：「行ってみる」 

 Ｃ児は板を見付けて南側砂場に戻る。Ｆ児は、竹でできた雨どいを手に持ち、砂場の枠から水たまり

に向かって立てかける。Ｃ児と４歳クラス児がバケツに水を入れて、順番に雨どいに水を流す。副担任

と一緒に砂場に来たＦ児も水を流す。 

Ｇ児：「滝だー！滝だー！」水たまりに足を入れて、水が流れてくる様子を見て声を上げる。 

Ｈ児：「冷たーい！」バケツの水を流すと、水たまりに入って声を上げる。 

 Ｆ児は小さなコップに水を入れ、そっと運び、雨どいに流して流れる様子を見て、にっこりする。Ｄ

児は雨どいの横で歌を歌ったり相撲の行司の真似をしたりする。 

担任：「歌も聞けて、水にも入れて楽しいなあ 13」 

 担任がグラウンドに目をやるとＩ児がブランコの方に移動していくのが見える。 

担任：「先生、Ｉちゃんがブランコの方に行ったので、そちらに行きますね」副担任に伝える。 

副担任：「分かりました」 

Ｃ児：「行くよ！」バケツで水を流す。 

Ｇ児は水たまりから出て雨どいに砂を流す。水がなくなり途中で流れなくなる。 

Ｃ児が水をくむ間に砂がたまっていく。たまった砂を雨どいに敷き詰める。 



 

 

 梅雨の降水や水遊びで使った水が砂場に大量に染み込んでいるときに砂を掘ると、地下水のように水がし

み出してくることがある。数日前、穴を掘ると水が染み出してくることに気付いた３歳クラス児が穴を掘っ

て遊んでいた。この日は４歳クラス児が南側砂場で朝から穴を掘っていた。担任が４歳クラス児の求めに応

じ、たまった水に入っていると３歳クラス児が合流してきた。座るための板が足りなくなり、Ｃ児と探しに

いった際、Ｆ児が雨どいを自ら持ってきて水たまりに向かって雨どいを置いた。Ｆ児が自分でやってみよう

と思ったことを試す姿に嬉しく思った。14６月中旬から雨どいを手にとれるところに置いておいた環境構成
15が、この姿につながったと捉えた。Ｆ児が砂場に雨どいを置いたことで、水を流すことを楽しむ幼児、水

たまりに入りながら水が増える感触を楽しむ幼児、楽しそうな雰囲気を感じ横で歌を歌う幼児と、友達がい

る同じ場所で、好きな遊びをそれぞれが楽しむ空間 16になった。笑顔で遊ぶ楽しさを共有しながら、その楽

しさを共感する言葉をかけた。 

 この時担任は、遊ぶ様子を見守りながら、他の３歳クラス児がどこで遊んでいるかを把握していた。３歳

クラス児の大半は砂場の周辺で遊んでいたが、Ｉ児は年上の幼児と５歳保育室前で遊んでいた。Ｉ児がブラ

ンコの方に移動していくのが見えたので、担任はＩ児の遊びを見守るためにブランコ側で援助を行うことを

副担任に伝えて砂場から離れた。 

片付けの時間になり、３歳保育室前に担任が戻ると、砂場に幼児の姿はなく、Ｆ児が置いた雨どいは砂で

いっぱいになっていた。振り返りタイムでは、担任が離れた後の様子を情報交換した。幼児のやりたいこと

が移り変わっていくことはよくあることである。一方で、３歳クラス児が初めて自分で雨どいを持ってきて

遊んでいたことを思うと援助がこれでよかったのか悩んだ。17３歳クラスでは、自由遊びの途中でも、着替

えの補助などで職員がずっと同じ遊びを見守れないことが多い。安全面からどの位置で援助を行うかの情報

交換は保育中に行っているが、この日のように遊びが途切れることがあり、夢中になって遊ぶ姿へとつなが

るには何かできることはないか考えるようになった。18 

 

７月１日 

                                                   
14 その幼児の文脈を捉えているからこその嬉しさ。その幼児をよく見ているからこそ変容に気付く（ｃ）幼児理解をしっかりしているので

幼児の変化・成長に気付くことができる（ｄ）Ｆ児が自分でやりたいことを試す姿を大切にしている（ｇ） 

15 環境構成が遊びを支えている（ｆ） 
16 一人一人の没頭が安心できる場によって支えられている（ｃ）同じ空間の中で遊びを楽しむことで友達同士の関係性を育む（ｆ） 
17 教師の援助が主導的ではないため、遊びが変わりやすい。だからこそ、援助や環境構成が大切になる（ｅ）  
18 “うーんポイント”を明確にすることで次の日以降の保育に生きてくる（ｄ）職員の見守りも遊び込みの大切な援助の１つだが、ずっと

側にいることも難しい。連携が大切になってくる（ｆ） 

Ｇ児：「ごはんだよ。大きいごはん」 

副担任：「おいしそうね」 

 Ｃ児とＨ児は、板を皿の代わりにして砂を盛り付ける。 

Ｃ児：「あっちでつくろう」砂場横のテーブルに移動し、Ｇ児Ｈ児と砂の料理をつくり始める。 

南側砂場に、昨日穴を掘って遊んだ跡が残っている。 

Ｇ児：「先生、ここ掘ろうよ」 

担任：「いいね。掘ろう」Ａ児と一緒に手で砂を掘る。 

 Ｇ児はバケツに水を汲んで、掘った穴に水を入れる。横のテーブルで料理をつくっていたＢ児が仲間

入りし、スコップで穴を大きくする。 

Ｃ児：「水入れるね」バケツで水を入れる。 

Ｇ児：「わーい」水たまりができ、ジャンプして遊ぶ。 

 Ｃ児はＡ児とジャンプをして遊んだ後、テーブルに置いておいた料理を取りに行く。 

Ｃ児：「はい、どうぞ」カップに入った砂と花の料理を担任に渡す。 

担任：「食べていいの？ありがとう。いただきます」食べる真似をする。 

Ｄ児：「ここホテルだー」砂場に来て、つぶやく。 

担任：「本当だね、Ｃちゃん。ここはお風呂みたいだし、ご馳走も食べられてホテルみたいだね」 

Ｄ児：「先生、これ入れたら？」砂の上に落ちていたベゴニアの花を指して言う。 

担任：「水の中に？Ｇちゃん、この花入れていい？」 

Ｇ児：「いいよ」 

担任：「じゃあ、入れるね」 

コメントの追加 [h3]: 幼児の変容や育ちを捉えたことに

ついてのコメントが多かった。遊びの援助を行いながら

幼児の内面を推し量り、振り返りタイムで幼児の姿を話

し合い、幼児理解を深めている。だからこそ、幼児の変

容や育ちに気付くことができる。今回、幼児が自ら雨ど

いを取りに行った姿は、やりたいことがあり自ら環境に

働きかけている姿であった。幼児の姿から保育を振り返

り、幼児理解を深める大切さが再認識されたと言える。 



 

 

 この日、Ｇ児の発案から、前日と同じ場所での遊びが始まった。砂場の横のテーブルではＣ児Ｈ児が砂と

草花を使って料理をしていて、Ｃ児が時折Ｇ児の近くにいて一緒に遊びを楽しんだり、料理づくりに戻った

りしていた。教師はＧ児の側で一緒に遊びながら、Ｃ児Ｈ児がつくった料理を食べる役になった。興味をも

ったＤ児が途中で加わりながら遊びは続いた。この日、雨どいを持ってきて水たまりを大きくすることはな

かったが、Ｇ児は自分が掘った穴にバケツで水を入れて、ジャンプしたり足を水につけたりすることに満足

していた。そのため雨どいについては触れずにＧ児がしたいイメージを大切にした。20 

 Ｆ児から散歩に行こうと誘われたとき、Ｇ児が始めた遊びが続くように寄り添って援助していたため、ど

うしようか迷った。その際、前日の振り返りを思い返し、遊びのイメージを副担任に伝えて援助を引き継い

だらよいのではないかと考えた。21保育中であるので、立ち位置の相談とともに、援助していた遊びのイメ

ージを短時間でも共有できるように意識して伝えた。22この日の振り返りタイムでは、Ｇ児が自分で掘った

ところを拠点に片付けまで遊んでいたことを話し合った。遊びのイメージを担任副担任間で共有し、「お風

                                                   
19 援助者が変わると、それまで幼児がどのようなイメージをもって遊んでいたか分からないが情報共有したことで遊びの流れを壊さずに援

助できる（ｂ） 
20 その時に幼児が興味のあることを大切にし、援助に活かしている（ｇ）  
21 保育中の共有により幼児の遊びへの援助が途切れない（ｃ）保育を行う中で必ずある「迷い」を振り返りを行っていることで保育の方向

を決める手立てになる（ｄ）担任・副担任の遊びの共有や振り返りを通して共通認識を持つ大切さ（ｆ） 
22 すぐにその場で共有することが幼児の遊びの発展につながる（ｃ）保育中であっても遊びのイメージも共有し、遊びが途切れない援助を

している（ｇ）  

Ｄ児：「花お風呂だ」 

Ｇ児：「板、持ってこよう」持ってきた板に座り、足を水の中に入れる。 

Ｃ児Ｈ児：「先生、食べて」Ｃ児はＨ児と一緒いテーブルでつくった料理を水たまりの横に持ってくる。 

担任：「ありがとう。今、花のお風呂に入ってたんだ。いただきます」食べる真似をする。 

担任：「ＢちゃんとＨちゃんの料理、さわやかな味がしておいしかった！ごちそうさま」 

Ｃ児：「ここに入れちゃえ！」花と砂でつくった料理を水たまりに入れる。 

担任：「Ｃちゃんのお花で、お風呂がもっときれいになったね」 

Ｃ児：「うん」 

 Ｄ児と担任で水たまりに足を入れながら、Ｃ児やＨ児が持ってきた料理を食べる真似をする。 

Ｆ児：「ねえ先生、あっちに散歩に行こうよ」 

担任：「Ｆちゃん、散歩に行きたいのね。いいわよ」副担任の場所を確認して、返事をする。 

 Ｈ児と砂場から歩いてすぐのところで、副担任が３歳クラス児と戻ってくるところに出会う。 

担任：「私、Ｆちゃんと散歩するので、グラウンドにいる３歳クラスの子どもたちも見守りますね」 

副担任：「分かりました」 

担任：「それで今、Ｇちゃんが掘った穴が花のお風呂みたいになって、そこでＣちゃんＨちゃんのお料理

を食べてホテルみたいだったんですよ」19 

副担任：「そうなんですね。分かりました。着替えの手伝いが終ったら行きます」 

 着替えの手伝いを済ませ、副担任が砂場に近付く。 

副担任：「わあ、すてきなホテルね！」辺りを見回す。 

Ｃ児：「入っていいよ」 

副担任：「気持ちいいなあ。アロマ風呂みたい」 

Ｇ児：「先生、おにぎり食べて」砂を握ったものを渡す。 

副担任：「いただきます」砂の中から赤い花が出てくる。 

副担任：「おいしい！赤いものが入っていたけど、何だろう？」 

Ｇ児：「梅干しだよ！」 

副担任：「すっぱくて、元気が出てくる」 

Ｈ児：「これはハンバーグだよ」葉っぱに砂を乗せた料理を副担任に渡す。 

副担任：「わあ、すてき。おいしいね」 

 Ｃ児は砂場の横のテーブルでつくった料理を副担任のいるところに持ってきて見せる。 

副担任：「これは何かしら」 

Ｃ児：「これはジュースだよ。これはケーキ。このスプーンを使って食べてね」 

副担任：「甘くておいしい。このホテルはいろんな料理が出てきてすてきね」 

コメントの追加 [h4]: 保育中に担任・副担任とで遊びのイ

メージを共有することについての共感を得た。援助者が

交代するとき、その遊びのイメージを職員間で共有する

ことで、その遊びの流れを途切れさせず、好きな遊びを

楽しむ姿を支えることにつながることが合意されたと言

える。保育中に、援助に迷ったり悩んだりすることはあ

るが、その際、カンファレンスで話し合ったことや考え

たことが方向性を定める手立てになる。幼児がしたいこ

とに夢中になれるようにと願い、幼児の主体性を大切し

ようと話し合ってきたことがその後の援助につながった

と考える。 



 

 

呂」や「ホテル」といった言葉を共通して使う 23ことで、近くにいる職員が変わっても幼児のやりたいこと

に寄り添って援助することができた。Ｇ児たちが好きな遊びを夢中になって続けることにつながったことを

確認した。今後も、必要に応じて職員間で遊びのイメージを伝え合って援助していこうと方向性を確認した。 

担任も副担任も一緒に遊びながら幼児が安心して自分のしたいことに夢中になれるように見守った。そし

て、幼児が試したことを価値付ける言葉をかけたり称賛したりした。24このような言葉かけは、日頃から担

任副担任とで方向性を確認してきたことであり、援助者が変わっても同じ心もちで寄り添うことにつながっ

た。25 

 

考察 

同じ砂場で雨どい遊びをしていても、そこにいる５歳クラス児、４歳クラス児、３歳クラス児がやりたい

遊びのイメージが異なることは多い。それぞれのクラスの幼児の姿から遊びのイメージを想起して共有し、

やりたいことができる場や道具、その置き場等の環境構成を担任間で話し合った。それが長期的に見て、３

歳クラス児が砂場で水を使って自分の好きな遊びを楽しむことにつながったと考える。 

また、幼児が好きな遊びを楽しめるように一緒に遊びながら援助しているが、３歳クラスでは、着替えの

補助などでその場を離れなくてはならないことも多い。そのときに立ち位置だけでなく、担任副担任間で遊

びのイメージを共有することで、幼児の遊びの流れに沿って 26援助を交代することにつながった。これまで

も遊びの情報を交換することはあったが、特にごっこ遊びでは幼児の遊びのイメージをつかみ、そのイメー

ジに沿って援助することが大切なため、職員間のイメージの共有、連携が重要となる。各クラスの担任・副

担任とで遊びのイメージを共有し、方向性を相談したり援助の連携を図ったりすることも幼児が好きな遊び

を楽しむための援助につながることが分かった。27 

７月下旬、２カ所の砂場に分かれて３歳クラス児が遊んでいた。一方は料理ごっこ、一方は電車ごっこを

していたが、遊びのイメージを一言二言、担任と副担任とで情報共有することで、職員がどちらの砂場に行

っても、遊びの流れに沿って援助をすることができ、幼児も砂場を行き来しながら、友達の遊びのお客さん

役になって遊んでいた。職員間のイメージの共有が、夢中になって遊ぶ姿を支え、周りにいる幼児にとって

も友達の遊びに興味をもつきっかけにもなった。28 

 毎日の振り返りタイムや毎週水曜日のカンファレンスを積み重ねること 29で、そのときに気になっている

ことや考えていることを気軽に話せるようになり、より適切な援助になるように共に考えることができた。

それが短期的に見ても中長期的に見ても、幼児の遊びの広がりや充実につながったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23 複数の教師の援助にブレがなくなる。同じことを別の職員が二度問いかける必要がなくなる（ｅ）  
24 担任・副担任が日頃から言葉かけの方向性も共有しているため、幼児のやりたい遊びが継続されている（ｇ）  
25 共通認識の大切さ（ｄ）担任・副担任の遊びの共有や振り返りを通した共通認識を持つ大切さ（ｆ） 
26 援助の無駄や繰り返しがなくなる（ｅ）  
27 イメージを共有することにより遊びの援助につながる（ｆ）  
28 遊びを支える職員間の情報共有（ｄ）  
29 その場での共有がカンファレンスにもつながり話が深まっていく。その連続性が大切（ｃ）園全体で話しやすい環境になっていることが

幼児を支えることにつながっている（ｄ）カンファレンスの積み重ねによる職員同士の連携の大切さ（ｆ） 

コメントの追加 [h5]: カンファレンスを積み重ねていくこ

とやその連続性を大切にすることへの共感が多かった。

保育中や保育後の情報共有により、職員同士の連携がと

れ、幼児にとっての適切な援助につながる。その土台と

なるのが、職員同士で話しやすい環境や関係になってい

ることである。迷いも悩みも何でも気軽に話し合える雰

囲気を大事にしていることが、その後の保育に活きるこ

とを実感している。設定されたカンファレンスの時間以

外にも、気軽に話せる雰囲気があることによってクラス

を超えた情報共有や相談がしやすくなっている。 



 

 

＜３歳クラス Ⅲ期 ９～12月＞「幼児の遊びのイメージに寄り添う」 
 

これまでの保育の様子 

 夏休みが明けた８月下旬、３歳クラスではバッタやコオロギを捕まえて遊ぶ姿や工事ごっこや釣りごっこ、

おうちごっこなどのごっこ遊びをする姿があった。９月上旬、幼児がビールケースを並べておうちをつくっ

ていたところ、ビールケースを縦に置き、その窪みから砂を落とすしぐさをした。これまでに見たことのな

い遊び方であり、どんなイメージで遊んでいるのだろうと注意深く見守った。しばらくして「自動販売機で

ーす」と声を上げ、お客として参加した教師に「ジュースが買えます」「お待たせしました」などお店屋さ

んになりきって遊び始めた。そのやりとりに興味をもった幼児がジュースを買いに来て、遊びが続いた。振

り返りタイムでは、始めはどんな遊びなのか分からなかったこと、幼児の声やしぐさからイメージを捉えた

ことを話した。幼児は園生活や家庭で様々な体験をしている。以前に年上の幼児がやっていたダンボールの

自動販売機ごっこを見たことと、ビールケースをたまたま縦にした形が自動販売機のように見えたことが結

びついて、今回の遊びになったのではないかと話し合った。ごっこ遊びにおいて幼児は内面にイメージした

ことを言葉やしぐさで表現していく。幼児が想像したイメージを読みとり、幼児がなりきって遊ぶ楽しさに

共感しながら援助していこうと話していた。 

  

９月 15日      

 Ｈ児に見ていてほしいと要望されたとき、前日に、Ｈ児が池でイルカショーをしたいと言っていたことを

思い返した。その日は先に釣りごっこをしていた幼児がいたため、一人で池を使いたいという思いと折り合

いがつかず実現しなかった。教師はＨ児がしたいことのイメ―ジを理解するために、遊びの様子を読み取り

ながら、Ｈ児が遊びを楽しめるように明るい口調で言葉をかけた。Ｈ児がしたいと言っていたイルカショー

は、自分がイルカになって池を回ることであり、それを見てもらうことではないかと捉えた。興味をもった

友達が来たときに、Ｈ児のイメージする遊びが共有されやすくなるように具体的に話し、その楽しさが伝わ

るように言葉をかけた。この後、Ｈ児が先頭になりＩ児らがその後ろに続き、笑顔で池をぐるぐると回って

遊んだ。 

 次の日もイルカショーをしていたが、４歳クラス児に「池にいるメダカやアメンボが踏まれるから、走っ

ちゃだめだよ」と声をかけられ、幼児自身で遊びを中断した。振り返りタイムでは、今後の様子から幼児の

イルカショーへの思いを読み取っていこうと話し合った。実際、池でイルカショーを行うことはなかったが、

他の場所で歌のショーごっこやお店屋さんごっこをする姿があった。イルカショーごっこのときのように、

お客役の教師や友達とやりとりをすることに楽しみを見出している様子を捉え、役になりきることを楽しめ

るように、幼児の遊びのイメージに寄り添って、一緒に遊びを楽しんでいこうと確認していった。 

 

10月８日      

Ｈ児：「先生、見ていて」池の脇で言う。 

担任：「分かったわ。何が始まるのかなあ」 

Ｈ児：「イルカだよ」池の中に入り、しぶきを上げながらぐるぐると回る。 

担任：「わあ、Ｈちゃん、イルカが泳いでいるみたい。楽しそうね」 

Ｈ児：「うん。でも、一人じゃ、いやだ」 

担任：「そうかあ。どうしようか」しばらく辺りを見回す。 

Ｉ児：「先生、何やってるの」 

担任：「Ｈちゃんがイルカになって池をぐるぐる回っていてね、それを見ていたの。楽しそうだったよ」 

Ｉ児：「ぼくもやりたい」 

Ｊ児：「私もやる」 

Ｋ児：「私も」 

Ｈ児：「いいよ」 

担任：「Ｈちゃん、よかったね。仲間が増えたね」 

Ｈ児：「じゃあ、こっちに来て。先生は来ちゃだめだよ」池の側にある小屋の裏へ行き、相談を始める。 

Ｉ児：「先生、マジックやるから見て」３歳保育室テラスに置いてあった机の前に立つ。 

副担任：「マジック？いいよ、楽しみだなあ」近くにいたＪ児Ｋ児、４歳クラス児と待つ。 

 I児は、赤色の折り紙を折り畳んだものを手にもっている。「見ていてね」と言うと、赤色の折り紙の

中から、細く折り畳んだ白色の折り紙を取り出す。 



 

 

 この日のテラスでは、３歳クラスでこれまでにやったことのない遊びが行われており、振り返りタイムで

は、遊びが広がった経緯や I 児の発想で、マジックの看板や応援グッズを用意したことなどを情報交換し

た。これまでＩ児は、ごっこ遊びにおいて、友達から誘われたり、後から仲間入りしたりすることが多かっ

た。この日のＩ児は自分の発想で新しい遊びを始めたことを話題にした。「やりたい」と思ったことを自ら

やってみる姿に I児の育ちを感じ、嬉しさを担任・副担任とで共有した。また、途中から仲間入りした友達

に対し、マジックの道具を探して渡したり、応援グッズを用意したりする姿があり、I児がマジックショー

のイメージを膨らませ、それを遊びの中で試している姿と捉えた。副担任は、I児のやりたい思いに寄り添

ってマジックに驚いたり、後からきた幼児にも分かるように言葉をかけたりした。幼児の遊びのイメージに

共感して楽しむ援助の方向性が、夢中になって遊び続けることにつながったことを話し合った。放課後、職

員室でもこの日のマジックショーのことを話題にした。養護教諭が I児らのマジックショーの楽しさに共感

してその場にいたことで、マジックの準備の間の待つ時間もお客役の友達や年上の幼児は楽しく待っていた。

幼児のしていることを肯定的に捉えるという同じ心もちで援助したことが遊びの継続につながったことを

共有した。 

  

10月 14日   

副担任：「あれ、さっきは赤だったのに、白くなった。Iちゃん、すごいね」 

Ｊ児：「私もやりたい」 

Ｋ児：「私もやる。ねえ、他のお客さん呼んできて」４歳クラス児に言う。 

４歳クラス児：「分かった」 

 ４歳クラス児は、同じクラスの友達２人と椅子を持って戻ってくる。机の前に椅子を置いて座る。 

養護教諭：「わあ、何か始まるの？」Ｌ児と一緒にテラスに来る。 

Ｉ児：「今、準備中なので、待っていてください」 

副担任：「Ｌちゃんも見に来たの？ここでマジックが見られるのよ」 

Ｉ児：「Ｊちゃん、Ｋちゃん、もうやっていいよ」 

 Ｊ児Ｋ児が、折り紙を折り畳んだものを見せて中に入っていた別の折り紙を取り出したり、三角形に

折った折り紙を帽子のつばに付けて顔を隠したり見せたりする。 

養護教諭：「わあ、すごい。３歳クラスさん、マジックできるの」 

Ｊ児：「うん、そうだよ！」 

Ｉ児は、３歳保育室へ行き、自分のロッカーから白いコピー用紙を丸めたものを持ってくる。 

I児：「はい、これ持って」上質紙を丸めたものを副担任に渡す。 

副担任：「これは、何かしら」 

I児：「これで応援して」 

副担任：「これで、マジックを応援すればいいのね」 

４歳クラス児：「私も応援する」４歳保育室からピンクの折り紙を丸めたものを持ってくる。 

 マジックが再び始まると、副担任と４歳クラス児は、手にもったものを縦横に振る。 

養護教諭：「いいねえ。楽しいねえ」 

 Ｈ児とＮ児がホテルごっこをしているところにＩ児がやって来る。 

Ｈ児：「あのね、ホテルに泊まるとマジックショーが見られるんですよ」 

Ｎ児：「うん、そうなんだよ」 

Ｉ児：「ぼくもマジックやりたい。一緒にやろう」 

Ｎ児：「うん、いいよ」 

Ｉ児は砂場に置いてあった薄い板（縦 60cm,横 20cm）を手に持つ。Ｎ児も板を持ち、砂場の枠のとこ

ろで板を立ててしゃがみ、体を隠す。目を見合わせた後、手を放して登場する。 

担任：「わあ、おもしろい。ＩちゃんとＮちゃんがいなくなったと思ったら、急に出てきてびっくりした

よ」 

Ｉ児：「もう１回しよう」 

担任：「わくわくするなあ」 

 Ｉ児とＮ児は、板から登場するマジックを繰り返している。 

Ｈ児Ｊ児：「入れて」 

Ｉ児：「いいよ、板を持ってきて」 

 Ｉ児とＮ児が板に体を隠して待っていると、Ｋ児、Ｍ児、Ｏ児も仲間入りする。 



 

 

テラスのマジックショーから数日後、砂場でもマジックショーが始まった。３歳クラス児にとっても、教

師の経験からも園庭でのマジックショーごっこは初めてである。I児がＮ児とで板に隠れて何かの相談を始

めた。そして、これまでにやったことのない板の使い方を思い付き、体を隠して登場するという発想に驚い

た。教師は幼児がやろうとしているマジックのイメージを読み取り、幼児が表現したことを具体的な言葉で

称賛する援助を行った。次々に仲間が増えていったが、教師の仲介や援助はなくても、同じイメージでマジ

ックショーごっこを楽しんでいた。実際に見たり教師が発した言葉を耳にしたりして、遊びのイメージを想

像しやすくなったのではないか。これまでも遊びの援助として、具体的な言葉を使うことを意識してきた。

例えば幼児がつくった料理を「おいしい」と称賛するときに「チョコのソースがかかっていて、甘くておい

しい」と言っていたように、今回も「いなくなったと思ったら、急に出てきてびっくりした」と具体的に言

語化して称賛した。このように具体的な言葉を使うことは、Ⅱ期のエピソードで述べた援助者が交代すると

きのイメージの共有に有効であることは分かっていたが、幼児が内面でイメージしていたことを肯定的に受

け止めることと、周りの友達へのイメージの共有につながるのではないかと感じた。 

振り返りタイムでは、薄い板の使い方に危険性はないかについても協議した。今までになかった使い方で

あり、場合によっては衝突の可能性もある。一方で、思い付いたことをやってみる経験や友達と一緒に同じ

ことをして楽しむ経験になっている。幼児にとって育ちにつながる体験ができるように、板の使用方法につ

いて制限をかけることはしないで、教師は見守りながら、幼児が思いついたこと、やってみたいと思ったこ

とを実現できるようにしていこうと確認した。 

 

12月 13日   

冬に近付く 11月から、感染症対策をしながら保育室も遊びの場として開放していた。12月になり冷たい

雨が降る頃、登園後に家族と離れがたい姿が見られるようになった。振り返りタイムでは、少しでも楽しい

気分で過ごせるように、環境構成や援助を相談していた。その１つにクリスマスの音楽を流すことがあった。

Ｉ児がジングルベルの曲をリクエストし、音楽に合わせて歩き回るという遊びを始めたとき、どんなイメー

ジを抱いて遊んでいるのだろうと考えていた。これまでのイルカショーやマジックショーのようでもありな

がら少し違うようにも感じた。教師は、Ｉ児に遊びを見た感想を伝えてみた。「ショー」「パレード」と具体

的な言葉を使うことは、幼児の遊びのイメージを方向付ける危惧もあるが、「パフェ」「プリンセス」などの

ように教師や周りの友達が見立てた言葉を発することから、イメージが湧き、遊びが持続したり広がったり

Ｉ児：「じゃあ、いくよ。いい？」友達に合図を送る。 

 端にいたＫ児から順に板を放し、笑顔で登場する。 

担任：「うわあ！すごいマジックだね。みんなが順番に出てきて、おもしろかったよ。こんなにいっぱい

隠れていたのね」 

Ｍ児：「もう１回やろう！」 

担任：「あっ！もうお片付けの時間だったわ」お片付けの合図を出す。 

Ｉ児：「もう１回したら、片付けようよ」 

Ｉ児がＨ児とＫ児を遊びに誘い、廊下で話をしている。 

Ｉ児：「先生、ジングルベルの歌、かけて」 

担任：「ジングルベルね。分かったよ」音楽プレーヤーでジングルベルを流す。 

 Ｊ児、Ｋ児、Ｉ児の順番で廊下から保育室に入り、音楽に合わせて保育室の中央でぐるぐると歩き回

ったり、スキップをしたりする。Ｉ児は、歩き回りながら「こっちに行って」とＪ児、Ｋ児に言う。 

担任：「わあ、楽しそうね！」音楽に合わせて手拍子を打つ。 

 曲が終わるとＪ児とＫ児は廊下に出る。Ｉ児が最後に手を振って廊下に出る。 

Ｉ児：「もう１回やろう。先生、『いいよ』って言ったら、ジングルベルかけて。こっちは見ないでね」 

担任：「いいねえ、楽しみにしているね」少し距離をとって見守る。 

Ｉ児：「いいよ」 

 音楽が流れると、３人が順番に保育室に入り、ぐるぐる歩き回ってから廊下に出る。 

担任：「おかえり。素敵だったよ。クリスマスのショーみたいな、パレードを見ているみたいで楽しかっ

たよ」保育室に戻ってきたＩ児に言葉をかける。 

Ｉ児：「うん、パレード」 

担任：「そうなのね、だから３人で順番に並んで歩いて、回っていたんだね」 

Ｉ児：「そうだよ。ＨちゃんＫちゃん、もう１回やろう」 

 担任は音楽を流したあと、Ｉ児の登場に合わせて手を振り、近くを通る幼児と手の平でタッチする。 



 

 

することがある。I児がパレードと答えたイメージに合わせ、教師は手を振るなどパレードを楽しむ観客と

して応援する援助を行った。翌日以降もＩ児はこの遊びを続け、空き箱でつくったプラカードを持って先頭

を歩いたり、友達に「メリークリスマスって言おう」と提案したりする姿が見られた。I児のパレードごっ

このイメージが広がっていることやそのイメージを遊びの中で実現させていっている姿をその都度共有し

た。Ⅱ期までは友達の遊びに仲間入りすることの多かったＩ児。Ⅲ期は、仲間入りした遊びで自分の思いを

伝えたり、自らが思いついた遊びを試して遊び方を工夫したりする姿が多く見られるようになった。担任・

副担任とで捉えた I児の育ちを保護者に伝え、共に喜び合った。 

 

考察 

幼児の遊びは、家庭や園生活で体験したことに着想を得て始まることがある。特にごっこ遊びにおいては、

幼児がこれまでに見聞きしたことからイメージした世界を言葉やしぐさ等で表現する様子を感じていた。し

かし幼児一人一人がそれぞれの体験をしているため、内面でイメージしていることがどのようなものが分か

らないこともある。教師は、一緒に遊びながら、幼児が表現していることからイメージを読み取ったり、感

想や見立てを伝えてイメージを推し量ったりしてきた。 

Ⅲ期のごっこ遊びにおいて、イルカになったつもりで池を回る遊びや薄い板を立てて体を隠す遊びなど、

これまでにない場や材の使い方をすることがあった。その際は、本園の評価観である「幼児のしていること

を肯定的に捉える」ことを念頭に、まずは幼児がしていることを肯定的に受け止め、幼児のやりたい思いを

大切にする心もちで援助してきた。クリスマスパレードごっこは、鳴り物を手にもったり服を装飾したりし

ながらⅢ期の最終日まで続いた。好きな遊びに夢中になって継続する姿、やりたいイメージに合わせて必要

なものをつくる姿、友達と一緒にパレードすることを楽しむ姿は、Ｉ児を中心とした遊び込みの姿であると

捉えた。 

期の振り返りでも、Ⅲ期を通し、担任・副担任とで同じ心もちで援助してきたことが、幼児の主体的に遊

ぶ姿や友達とのかかわりを支えたのではないかと話し合った。Ⅰ期から安心感を大事にしてきたが、Ⅲ期に

おいても幼児の遊びのイメージに寄り添い、肯定的に受け止めることが安心感につながり、やりたいことを

のびのびと楽しむ姿を支えたと考える。 

 

 

 

 



 

 

＜３歳クラス Ⅲ期 ９～12月＞「幼児の遊びのイメージに寄り添う」 
 

これまでの保育の様子 

 夏休みが明けた８月下旬、３歳クラスではバッタやコオロギを捕まえて遊ぶ姿や工事ごっこや釣りごっこ、

おうちごっこなどのごっこ遊びをする姿があった。９月上旬、幼児がビールケースを並べておうちをつくっ

ていたところ、ビールケースを縦に置き、その窪みから砂を落とすしぐさをした。これまでに見たことのな

い遊び方であり、どんなイメージで遊んでいるのだろうと注意深く見守った。1しばらくして「自動販売機で

ーす」と声を上げ、お客として参加した教師に「ジュースが買えます」「お待たせしました」などお店屋さ

んになりきって遊び始めた。そのやりとりに興味をもった幼児がジュースを買いに来て、遊びが続いた。振

り返りタイムでは、始めはどんな遊びなのか分からなかったこと、幼児の声やしぐさからイメージを捉えた
2ことを話した。幼児は園生活や家庭で様々な体験をしている。以前に年上の幼児がやっていたダンボール

の自動販売機ごっこを見たことと、ビールケースをたまたま縦にした形が自動販売機のように見えたことが

結びついて、今回の遊びになったのではないかと話し合った。3ごっこ遊びにおいて幼児は内面にイメージ

したことを言葉やしぐさで表現していく。幼児が想像したイメージを読みとり、幼児がなりきって遊ぶ楽し

さに共感しながら援助していこうと話していた。4 

  

９月 15日      

 Ｈ児に見ていてほしいと要望されたとき、前日に、Ｈ児が池でイルカショーをしたいと言っていたことを

思い返した。その日は先に釣りごっこをしていた幼児がいたため、一人で池を使いたいという思いと折り合

いがつかず実現しなかった。教師はＨ児がしたいことのイメ―ジを理解するために、遊びの様子を読み取り

ながら、Ｈ児が遊びを楽しめるように明るい口調で言葉をかけた。5Ｈ児がしたいと言っていたイルカショ

ーは、自分がイルカになって池を回ることであり、それを見てもらうことではないかと捉えた。興味をもっ

た友達が来たときに、Ｈ児のイメージする遊びが共有されやすくなるように具体的に話し、その楽しさが伝

わるように言葉をかけた。6この後、Ｈ児が先頭になりＩ児らがその後ろに続き、笑顔で池をぐるぐると回っ

て遊んだ。 

 次の日もイルカショーをしていたが、４歳クラス児に「池にいるメダカやアメンボが踏まれるから、走っ

ちゃだめだよ」と声をかけられ、幼児自身で遊びを中断した。7振り返りタイムでは、今後の様子から幼児の

イルカショーへの思いを読み取っていこうと話し合った。実際、池でイルカショーを行うことはなかったが、

                                                   
1 幼児主体の遊び、幼児のやりたいことを理解しようとする教師の姿（ｄ）  
2 直接聞くのではなく、間接的な捉えから読み取ろうとしている（ｅ） 
3 経験を推し量って読み取る＝幼児の生活全てが遊びにつながっているという捉えの大切さ（ｃ）  
4 幼児の思いに寄り添う援助（ｄ）カンファレンスにより幼児のごっこ遊びのイメージを共有し援助していく（ｆ）  
5“今日”だけではなく、“昨日”の遊びの様子も含めながら援助している（ｂ）口調なども援助の１つ（ｃ） 
6 遊びの様子を教師が言葉にすることで、後から来た用意にイメージが伝わりやすく仲間に入りやすい（ｂ）幼児同士のかかわりができるよ

うにH 児のイメージを理解して広げる声がけを行っている（ｇ） 
7 年上の幼児とのかかわり（ｄ）ここで教師が介入していない。４歳クラス児に言われて中断することも、遊びの過程の一つであると捉えて

いる（ｅ） 

Ｈ児：「先生、見ていて」池の脇で言う。 

担任：「分かったわ。何が始まるのかなあ」 

Ｈ児：「イルカだよ」池の中に入り、しぶきを上げながらぐるぐると回る。 

担任：「わあ、Ｈちゃん、イルカが泳いでいるみたい。楽しそうね」 

Ｈ児：「うん。でも、一人じゃ、いやだ」 

担任：「そうかあ。どうしようか」しばらく辺りを見回す。 

Ｉ児：「先生、何やってるの」 

担任：「Ｈちゃんがイルカになって池をぐるぐる回っていてね、それを見ていたの。楽しそうだったよ」 

Ｉ児：「ぼくもやりたい」 

Ｊ児：「私もやる」 

Ｋ児：「私も」 

Ｈ児：「いいよ」 

担任：「Ｈちゃん、よかったね。仲間が増えたね」 

Ｈ児：「じゃあ、こっちに来て。先生は来ちゃだめだよ」池の側にある小屋の裏へ行き、相談を始める。 



 

 

他の場所で歌のショーごっこやお店屋さんごっこをする姿があった。イルカショーごっこのときのように、

お客役の教師や友達とやりとりをすることに楽しみを見出している様子を捉え、役になりきることを楽しめ

るように、幼児の遊びのイメージに寄り添って、一緒に遊びを楽しんでいこうと確認していった。8 

 

10月８日      

 この日のテラスでは、３歳クラスでこれまでにやったことのない遊びが行われており、振り返りタイムで

は、遊びが広がった経緯や I 児の発想で、マジックの看板や応援グッズを用意したことなどを情報交換し

た。これまでＩ児は、ごっこ遊びにおいて、友達から誘われたり、後から仲間入りしたりすることが多かっ

た。この日のＩ児は自分の発想で新しい遊びを始めたことを話題にした。11「やりたい」と思ったことを自

らやってみる姿に I児の育ちを感じ、嬉しさを担任・副担任とで共有した。また、途中から仲間入りした友

達に対し、マジックの道具を探して渡したり、応援グッズを用意したりする姿があり、I児がマジックショ

ーのイメージを膨らませ、それを遊びの中で試している姿と捉えた。副担任は、I児のやりたい思いに寄り

添ってマジックに驚いたり、後からきた幼児にも分かるように言葉をかけたりした。12幼児の遊びのイメー

ジに共感して楽しむ援助の方向性が、夢中になって遊び続けることにつながったことを話し合った。放課後、

職員室でもこの日のマジックショーのことを話題にした。13養護教諭が I児らのマジックショーの楽しさに

共感してその場にいたことで、マジックの準備の間の待つ時間もお客役の友達や年上の幼児は楽しく待って

いた。幼児のしていることを肯定的に捉えるという同じ心もちで援助したことが遊びの継続につながったこ

                                                   
8 やりとりを大切にする（ｃ）共感し一緒に楽しむことで遊びの援助をしていくことを確認している（ｆ） 
9 異年齢の関わりが自然とできており、お互い受け入れ、遊びを共有している（ｇ）  
10 多くの職員が一緒に遊びを共有することで幼児の楽しさにつながる。連携の大切さ（ｃ）  
11 振り返りを重ねているからこそ見出せる幼児の育ち（ｃ） I児の普段の様子を共有しているからこそ I児の成長に気付き、援助の方向性

が確認できている（ｇ） 
12 Ｉ児の遊びを他の仲間につなげる援助（ｅ） 
13 10分振り返りだけではなく、共有したいときに共有していくことが心もちを同じくして保育することにつながっていく（ｃ）職員間の情

報共有の大切さ（ｄ）職員間で遊びの様子を共有することで、遊びを支え、遊びの継続につながっている（ｇ） 

Ｉ児：「先生、マジックやるから見て」３歳保育室テラスに置いてあった机の前に立つ。 

副担任：「マジック？いいよ、楽しみだなあ」近くにいたＪ児Ｋ児、４歳クラス児と待つ。 

 I児は、赤色の折り紙を折り畳んだものを手にもっている。「見ていてね」と言うと、赤色の折り紙の

中から、細く折り畳んだ白色の折り紙を取り出す。 

副担任：「あれ、さっきは赤だったのに、白くなった。Iちゃん、すごいね」 

Ｊ児：「私もやりたい」 

Ｋ児：「私もやる。ねえ、他のお客さん呼んできて」４歳クラス児に言う。 

４歳クラス児：「分かった」 

 ４歳クラス児は、同じクラスの友達２人と椅子を持って戻ってくる。9机の前に椅子を置いて座る。 

養護教諭：「わあ、何か始まるの？」Ｌ児と一緒にテラスに来る。10 

Ｉ児：「今、準備中なので、待っていてください」 

副担任：「Ｌちゃんも見に来たの？ここでマジックが見られるのよ」 

Ｉ児：「Ｊちゃん、Ｋちゃん、もうやっていいよ」 

 Ｊ児Ｋ児が、折り紙を折り畳んだものを見せて中に入っていた別の折り紙を取り出したり、三角形に

折った折り紙を帽子のつばに付けて顔を隠したり見せたりする。 

養護教諭：「わあ、すごい。３歳クラスさん、マジックできるの」 

Ｊ児：「うん、そうだよ！」 

Ｉ児は、３歳保育室へ行き、自分のロッカーから白いコピー用紙を丸めたものを持ってくる。 

I児：「はい、これ持って」上質紙を丸めたものを副担任に渡す。 

副担任：「これは、何かしら」 

I児：「これで応援して」 

副担任：「これで、マジックを応援すればいいのね」 

４歳クラス児：「私も応援する」４歳保育室からピンクの折り紙を丸めたものを持ってくる。 

 マジックが再び始まると、副担任と４歳クラス児は、手にもったものを縦横に振る。 

養護教諭：「いいねえ。楽しいねえ」 

コメントの追加 [h1]: 幼児の遊びについて職員間で話題

にしていることについての共感が多かった。「うーんポ

イント」と呼んでいる保育の迷いを相談することだけで

なく、幼児の育ちや保育の喜びについても日常的に話題

にしている。今回のマジックショーにおいて担任・副担

任以外の職員が遊びにかかわることで、没頭して遊ぶ姿

が支えられた。遊びの話題や連携への感謝の思いを伝え

ることが、さらなる幼児理解や職員連携につながると考

える。 



 

 

とを共有した。14 

  

10月 14日   

テラスのマジックショーから数日後、砂場でもマジックショーが始まった。３歳クラス児にとっても、教

師の経験からも園庭でのマジックショーごっこは初めてである。15I 児がＮ児とで板に隠れて何かの相談を

始めた。そして、これまでにやったことのない板の使い方を思い付き、体を隠して登場するという発想に驚

いた。教師は幼児がやろうとしているマジックのイメージを読み取り、幼児が表現したことを具体的な言葉

で称賛する援助を行った。次々に仲間が増えていったが、教師の仲介や援助はなくても、同じイメージでマ

ジックショーごっこを楽しんでいた。16実際に見たり教師が発した言葉を耳にしたりして、遊びのイメージ

を想像しやすくなったのではないか。17これまでも遊びの援助として、具体的な言葉を使うことを意識して

きた。例えば幼児がつくった料理を「おいしい」と称賛するときに「チョコのソースがかかっていて、甘く

ておいしい」と言っていたように、今回も「いなくなったと思ったら、急に出てきてびっくりした」と具体

的に言語化して称賛した。このように具体的な言葉を使うことは、Ⅱ期のエピソードで述べた援助者が交代

するときのイメージの共有に有効であることは分かっていたが、幼児が内面でイメージしていたことを肯定

的に受け止めることと、周りの友達へのイメージの共有につながるのでは 18ないかと感じた。 

振り返りタイムでは、薄い板の使い方に危険性はないかについても協議した。今までになかった使い方で

あり、場合によっては衝突の可能性もある。一方で、思い付いたことをやってみる経験や友達と一緒に同じ

ことをして楽しむ経験になっている。幼児にとって育ちにつながる体験ができるように、板の使用方法につ

いて制限をかけることはしないで、教師は見守りながら、幼児が思いついたこと、やってみたいと思ったこ

とを実現できるようにしていこうと確認した。19 

                                                   
14 職員間の情報共有の大切さ（ｄ）幼児のしていることを肯定的に捉え共感し、同じ心もちで援助したことが遊びの継続につながった

（ｆ）  
15 “楽しい”“やりたい”遊びは場所が変わっても続く。遊びはつながっているのだと感じた（ｂ） 
16 担任が幼児の何に関心をもち、称賛しているのかが分かるように言葉をかけている（ｅ）幼児が表現したことを具体的な言葉で表現する

ことにより子ども達同士で遊びをイメージし共有して遊びを広げていける（ｆ）  
17 マジックのおもしろさなど、言葉にして援助してきたことがイメージの共有につながっている（ｃ）  
18 教師の具体的な声がけにより、幼児のしていることを肯定的に受け止めている（ｂ）教師が言葉にしてつなぐことでイメージの共有につ

ながった（ｃ） 
19 安全管理をしつつ幼児の思いや体験を大切にしている（ｄ）幼児のやりたい思いを第一に考えた援助を行っている（ｇ）  

 Ｈ児とＮ児がホテルごっこをしているところにＩ児がやって来る。 

Ｈ児：「あのね、ホテルに泊まるとマジックショーが見られるんですよ」 

Ｎ児：「うん、そうなんだよ」 

Ｉ児：「ぼくもマジックやりたい。一緒にやろう」 

Ｎ児：「うん、いいよ」 

Ｉ児は砂場に置いてあった薄い板（縦 60cm,横 20cm）を手に持つ。Ｎ児も板を持ち、砂場の枠のとこ

ろで板を立ててしゃがみ、体を隠す。目を見合わせた後、手を放して登場する。 

担任：「わあ、おもしろい。ＩちゃんとＮちゃんがいなくなったと思ったら、急に出てきてびっくりした

よ」 

Ｉ児：「もう１回しよう」 

担任：「わくわくするなあ」 

 Ｉ児とＮ児は、板から登場するマジックを繰り返している。 

Ｈ児Ｊ児：「入れて」 

Ｉ児：「いいよ、板を持ってきて」 

 Ｉ児とＮ児が板に体を隠して待っていると、Ｋ児、Ｍ児、Ｏ児も仲間入りする。 

Ｉ児：「じゃあ、いくよ。いい？」友達に合図を送る。 

 端にいたＫ児から順に板を放し、笑顔で登場する。 

担任：「うわあ！すごいマジックだね。みんなが順番に出てきて、おもしろかったよ。こんなにいっぱい

隠れていたのね」 

Ｍ児：「もう１回やろう！」 

担任：「あっ！もうお片付けの時間だったわ」お片付けの合図を出す。 

Ｉ児：「もう１回したら、片付けようよ」 



 

 

 

12月 13日   

冬に近付く 11月から、感染症対策をしながら保育室も遊びの場として開放していた。12月になり冷たい

雨が降る頃、登園後に家族と離れがたい姿が見られるようになった。振り返りタイムでは、少しでも楽しい

気分で過ごせるように、環境構成や援助を相談していた。その１つにクリスマスの音楽を流すことがあった。

Ｉ児がジングルベルの曲をリクエストし、音楽に合わせて歩き回るという遊びを始めたとき、どんなイメー

ジを抱いて遊んでいるのだろうと考えていた。これまでのイルカショーやマジックショーのようでもありな

がら少し違うようにも感じた。教師は、Ｉ児に遊びを見た感想を伝えてみた。「ショー」「パレード」と具体

的な言葉を使うことは、幼児の遊びのイメージを方向付ける危惧もあるが、21「パフェ」「プリンセス」など

のように教師や周りの友達が見立てた言葉を発することから、イメージが湧き、遊びが持続したり広がった

りすることがある。22I 児がパレードと答えたイメージに合わせ、教師は手を振るなどパレードを楽しむ観

客として応援する援助を行った。23翌日以降もＩ児はこの遊びを続け、空き箱でつくったプラカードを持っ

て先頭を歩いたり、友達に「メリークリスマスって言おう」と提案したりする姿が見られた。I児のパレー

ドごっこのイメージが広がっていることやそのイメージを遊びの中で実現させていっている姿をその都度

共有した。24Ⅱ期までは友達の遊びに仲間入りすることの多かったＩ児。Ⅲ期は、仲間入りした遊びで自分

の思いを伝えたり、自らが思いついた遊びを試して遊び方を工夫したりする姿が多く見られるようになった。

担任・副担任とで捉えた I児の育ちを保護者に伝え、共に喜び合った。25 

 

考察 

幼児の遊びは、家庭や園生活で体験したことに着想を得て始まることがある。特にごっこ遊びにおいては、

幼児がこれまでに見聞きしたことからイメージした世界を言葉やしぐさ等で表現する様子を感じていた。し

かし幼児一人一人がそれぞれの体験をしているため、内面でイメージしていることがどのようなものが分か

らないこともある。教師は、一緒に遊びながら、幼児が表現していることからイメージを読み取ったり、感

想や見立てを伝えてイメージを推し量ったりしてきた。26 

Ⅲ期のごっこ遊びにおいて、イルカになったつもりで池を回る遊びや薄い板を立てて体を隠す遊びなど、

                                                   
20 具体的な言葉の称賛がここでも行われている（ｅ）  
21 子どもの主体性を生かすとはどういう言葉がけか迷うことがあるのでとても共感できる（ｃ）  
22 幼児のイメージや言葉を大切にすることで遊びを広げようとする（ｃ）  
23 I児とのイメージを共有し、遊びに参加し援助することで I児のやりたい思いを受け止め I児のイメージを広げることにつながっている

（ｇ）   
24 常に更新されていく幼児の今を読み取ろうとしている（ｃ）  
25 「みんな」が笑顔になれる共有（ｃ） 担任・副担任・保護者が同じ方向を向いて幼児の育ちを支えている（ｄ） 
26 一緒に遊ぶ＝幼児と同じ目線に立つことでイメージを読み取りやすい（ｃ） 教師と一緒に遊ぶことにより遊びのイメージを具体的に広げ

ていく（ｆ） 

Ｉ児がＨ児とＫ児を遊びに誘い、廊下で話をしている。 

Ｉ児：「先生、ジングルベルの歌、かけて」 

担任：「ジングルベルね。分かったよ」音楽プレーヤーでジングルベルを流す。 

 Ｊ児、Ｋ児、Ｉ児の順番で廊下から保育室に入り、音楽に合わせて保育室の中央でぐるぐると歩き回

ったり、スキップをしたりする。Ｉ児は、歩き回りながら「こっちに行って」とＪ児、Ｋ児に言う。 

担任：「わあ、楽しそうね！」音楽に合わせて手拍子を打つ。 

 曲が終わるとＪ児とＫ児は廊下に出る。Ｉ児が最後に手を振って廊下に出る。 

Ｉ児：「もう１回やろう。先生、『いいよ』って言ったら、ジングルベルかけて。こっちは見ないでね」 

担任：「いいねえ、楽しみにしているね」少し距離をとって見守る。 

Ｉ児：「いいよ」 

 音楽が流れると、３人が順番に保育室に入り、ぐるぐる歩き回ってから廊下に出る。 

担任：「おかえり。素敵だったよ。クリスマスのショーみたいな、パレードを見て 20 

いるみたいで楽しかったよ」保育室に戻ってきたＩ児に言葉をかける。 

Ｉ児：「うん、パレード」 

担任：「そうなのね、だから３人で順番に並んで歩いて、回っていたんだね」 

Ｉ児：「そうだよ。ＨちゃんＫちゃん、もう１回やろう」 

 担任は音楽を流したあと、Ｉ児の登場に合わせて手を振り、近くを通る幼児と手の平でタッチする。 



 

 

これまでにない場や材の使い方をすることがあった。その際は、本園の評価観である「幼児のしていること

を肯定的に捉える」ことを念頭に、まずは幼児がしていることを肯定的に受け止め、幼児のやりたい思いを

大切にする心もちで援助してきた。27クリスマスパレードごっこは、鳴り物を手にもったり服を装飾したり

しながらⅢ期の最終日まで続いた。好きな遊びに夢中になって継続する姿、やりたいイメージに合わせて必

要なものをつくる姿、友達と一緒にパレードすることを楽しむ姿は、Ｉ児を中心とした遊び込みの姿である

と捉えた。 

期の振り返りでも、Ⅲ期を通し、担任・副担任とで同じ心もちで援助してきたことが、幼児の主体的に遊

ぶ姿や友達とのかかわりを支えたのではないかと話し合った。Ⅰ期から安心感を大事にしてきたが、Ⅲ期に

おいても幼児の遊びのイメージに寄り添い、肯定的に受け止めることが安心感につながり 28やりたいことを

のびのびと楽しむ姿を支えたと考える。 

 

                                                   
27 教師による幼児の捉え。肯定的に受け止める（ｄ）  
28 本園の評価観にもつながる（ｃ）担任・副担任の継続的かつ連携した援助が幼児の遊びを支え、仲間とのつながりを生んでいる （ｅ）カ

ンファレンスを通して担任・副担任で同じ心もちで援助してきたことが幼児の遊び、成長につながっている（ｆ） 
 

コメントの追加 [h2]: 幼児がしていることを肯定的に受

け止めることや同じ心もちで援助することについての共

感が得られた。幼児の発想で、これまでにない場や材の

使い方をすることがある。その際、これまでの遊びにな

かったからといってすぐに止めさせるようなことはな

い。新たな発想を面白がり、どう展開するのだろうと興

味を寄せる。このように幼児がしていることを肯定的に

受け止めることが保育の評価観として共通認識されてい

るからこそ、同じ心もちで援助し、幼児の安心感につな

がると考える。 



 

 

＜３歳クラス Ⅳ期 １～３月＞「援助の幅を広げ、幼児の自信につなげる職員連携」 
 

これまでの保育の様子 

 11 月から保育室も遊びの場として開放するようになった。折り紙やトイレットペーパーの芯などの３歳

クラス児が扱いやすい小さめな廃材を保育室に用意し、遊ぶ様子をみながら種類を増やしていった。このよ

うな中で、段ボールがほしいという要望が時折あった。振り返りタイムで、製作遊びを始めて間もない今の

３歳クラス児にはまだ扱いにくいのではないかと話し合い、幼児の思いに合わせて積木などで代用したり、

年上の幼児の遊びに参加したりすることでやりたい思いを支えられるように援助してきた。１月になるころ

には、材の扱いに慣れてきた様子を共有していた。幼児の思いに合わせて大きめの箱や段ボール等も遊びの

中で使えるように準備し、Ⅳ期で大事にしている遊びに必要なものをつくる姿を支えようと話していた。 

   

１月 25日      

 О児の思いを聞きながら、どのように援助することが今後の育ちにつながるだろうかと考えていた。でき

るだけ自分でつくった方が経験や自信につながる。しかし段ボールは頑丈で難しそうに見えた。これまでの

カンファレンスをもとに年上の幼児とつなぐ援助を考えたが、これまで扱ったことのない段ボールカッター

を使うことが予測され、他クラス職員と共有をしていない状況で判断に迷った。５歳クラス幼児に声をかけ

られ保育室に行ってみたものの、それぞれの遊びに没頭してタイミングをつかみかねた。 

 振り返りタイムの後、段ボールカッターを扱う場合の異年齢のかかわりについて、他クラスの職員の意見

を聞いてみることにした。職員室で話題に出すと、４歳クラスになると段ボールカッターを自由遊びで使う

ようになるため、進級を見据えたⅣ期なら教師と一緒にやってみるのもよいのではないかという意見が出た。

また４歳クラスで使用しているものは持ち手ハンドル付き、５歳クラスはナイフ型を使用している。そのた

め、年上の幼児とつなぐ援助を考えたとき、一緒にやってみるなら４歳クラス、切ってもらうなら５歳クラ

スが適切であることが分かった。さらに預かり保育でも段ボールカッターを使用していることや、切る以外

の援助も考えられるのではという多様な視点が得られた。 

４・５歳クラス担任に段ボールを切ることになった場合の協力を依頼し、援助の可能性が幅広くなったこ

とで、より幼児のやりたい思いに沿った援助を考えていこうと担任・副担任とで確認した。 

 

３月２日      

О児：「切れない」段ボールの側面をはさみで切ろうとしている。 

教師：「Оちゃん、がんばってるね。これ、どうしたいの？」 

О児：「あっちの段ボールみたいに切りたい」側面が切り取られた薄手の段ボールを見る。 

教師：「こっちも切りたいんだね」 

О児：「…切れない」はさみを両手で握ったり、刃を広げて段ボールにあてたりする。 

教師：「ところでОちゃん、ここをどうして切りたいのかな」 

О児：「人形が電車に乗れるようにしたい」 

教師：「Оちゃん、電車ごっこで人形や友達を乗せていたものね。そっかあ、どうしたらいいかなあ」 

５歳クラス児：「何やってるの」 

教師：「段ボールを切っているんだけど、切れないみたいなの」 

５歳クラス児：「５歳保育室だったら切れるよ」 

教師：「そうなのね。Оちゃん、どうする？」 

О児：「持って行く」 

 ５歳保育室に行くが、タイミングが合わずに片付けの時間になる。 

О児とＰ児は、それぞれ段ボールを並べたものをおうちに見立てて遊んでいる。Ｐ児がおうちとして

使っていた段ボールには元々切れ込みがあり、そこから指や折り紙を出し入れして遊んでいる。 

О児：「ぼくも窓をつくりたい」 

教師：「Pちゃんのおうちの窓、楽しそうだものね。どこを窓にしたいの？」 

О児：「ここ」段ボールの中央を指さす。 

教師：「なるほどね。どうしたらいいかな…。この前、この段ボール、はさみで切れなかったよね。うみ

さんのところでも切れるって言っていたし、やまさんのところでも切れるみたいですよ」 

Ｏ児：「やまさんに行く」自分が使っていた段ボールを持ってＰ児と４歳保育室に行く。 

教師：「やまさん、Ｏちゃんがやまさんにお願いがあるんだけど聞いてくれるかな」 



 

 

 О児が、窓をつくりたいという願いをもったとき、絵を描いたり紙を貼ったりではなく、Ｐ児が遊んでい

た段ボールのように穴が開いた窓を望んでいることが読み取れた。３歳クラスの教材庫にも段ボールカッタ

ーが１つある。教師と一緒に切る選択肢もあったが、新しい道具を初めて使う場面は年上の幼児からの伝承

がよいのではないかと振り返りタイムで方向性を確認していたことを思い返した。年上から年下への遊びの

伝承を大切にしていることと同様に、新しい道具も年上の幼児から教えてもらうことによって、ことばで伝

え合う経験や年上の幼児へ憧れや感謝につながるよさがある。４歳保育室に行った際、他クラス職員に事前

に協力を依頼していたため、４歳クラス児が主体となって教えたり手伝ったりする姿につながった。３歳ク

ラス児にとって、困ったときに年上の幼児とのかかわりで解決する体験は大切である。今後、自ら頼みに行

ったり３歳クラス同士で教え合ったりする姿が見られたとき、その思いを支えていこうと確認した。 

 

考察 

段ボールを切りたい幼児に対する援助の迷いについて、多数の職員と話し合うことにより、様々な視点か

ら援助の可能性が明らかになり、援助の選択肢が増えた。１月に話し合った後、Ｏ児が鍵をつくりたいけど

段ボールが切れないという場面があった。その際、鍵であれば、段ボールでなくても他の材料でつくれるの

ではと考え、Ｏ児が別の材料を選べるように材料の提案を行った。援助の多様な視点を得たことにより、О

児にとって、段ボールが切れないとき、別のもので代用することや段ボールカッターを使うと切ることがで

きるという複数の経験になったととらえた。普段行っているカンファレンス以外にも、保育の迷いや気がか

りをクラスに関係なく声に出し語り合える風通しのよい雰囲気が援助の幅を広げ、幼児の経験につながった。 

また、各クラスで使用している道具がどのようなものであるか互いに知ることが大切であることが分かっ

た。各クラスの環境構成について日頃から情報共有しているが、同じ道具でもどのような形状のものかを確

認することが発達段階による援助を考える手がかりとなり、職員で連携して援助することにつながった。 

Ⅳ期では、遊びに必要なものを自分でつくって楽しさや満足感を味わい、その経験がその後の遊びに活か

されることを願っている。様々な道具や材料に触れた経験の少ない３歳クラス児にとって、やりたい思いが

あっても技能的に難しいことがある。その際、年上の幼児に教えてもらったり手伝ってもらったりすること

を経験すれば、その後に困ったことがあったときに、自分から年上の幼児のもとに行くようになるだろう。

友達や年上の幼児など身近な仲間と一緒につくることも自分のやりたい思いを実現する１つの方法である。

教師は日頃から援助の選択肢を広げることを意識し、幼児にとって自信になり、さらに自主性が発揮される

ように支えていくことが大切であると考える。 

４歳クラス担任：「Ｑくん、そらさんが何かお話があるみたいですよ」近くにいた幼児に声をかける。 

Ｏ児：「ここ切りたい」 

４歳クラス児：「ここね。先生、あれ使いたい。ギコギコするやつ」４歳クラス担任に声をかける。 

４歳クラス担任：「これのことかな。どうぞ」段ボールカッターを渡し、使う様子を見守る。 

О児Ｐ児は４歳クラス児が段ボールカッターを使う様子をじっと見つめる。 

教師：「わあ、切れてきたね。Ｏちゃん、こんな感じでいいの」 

Ｏ児：「こっちも」指で長方形になぞる。 

教師：「Ｏちゃん、やまさんと一緒にやってみる？」 

Ｏ児：「いい」 

Ｐ児：「私、やりたい」 

４歳クラス担任：「そらさん、どうやって使ったらいいのかな」 

４歳クラス児：「ここのギザギザしているところを触ると、けがして血が出ちゃうから、ここは触らない

で、こっちを持つんだよ」Ｐ児と一緒に段ボールカッターのハンドルを持ち、切り進む。 

教師：「おー、Ｐちゃん、切れてきていますよ。Ｏちゃんもやってみますか？」 

Ｏ児：「うん」４歳クラス児と一緒にハンドルを動かし、段ボールに長方形の穴を開ける。 

４歳クラス児：「使ったらね、こうやって蓋を閉めるよ」蓋をしめるところをＯ児Ｐ児に見せる。 

教師：「Ｏちゃん、Ｐちゃん、よかったね。やまさん、教えてくれてありがとう」 

 О児は３歳保育室に戻り、段ボールに開けた穴に、製作したジュースやカードを入れる。その様子に

興味をもった友達とおうちごっこを続ける。 



 

 

＜３歳クラス Ⅳ期 １～３月＞「援助の幅を広げ、幼児の自信につなげる職員連携」 

 

これまでの保育の様子 
 11 月から保育室も遊びの場として開放するようになった。折り紙やトイレットペーパーの芯などの３歳

クラス児が扱いやすい小さめな廃材を保育室に用意し、遊ぶ様子をみながら種類を増やしていった。このよ

うな中で、段ボールがほしいという要望が時折あった。振り返りタイムで、製作遊びを始めて間もない今の

３歳クラス児にはまだ扱いにくいのではないかと話し合い、幼児の思いに合わせて積木などで代用したり、

年上の幼児の遊びに参加したりすることでやりたい思いを支えられるように援助してきた。１月になるころ

には、材の扱いに慣れてきた様子を共有していた。幼児の思いに合わせて大きめの箱や段ボール等も遊びの

中で使えるように準備 1し、Ⅳ期で大事にしている遊びに必要なものをつくる姿を支えようと話していた。 

   

１月 25日      

 О児の思いを聞きながら、どのように援助することが今後の育ちにつながるだろうかと考えていた。でき

るだけ自分でつくった方が経験や自信につながる。しかし段ボールは頑丈で難しそうに見えた。これまでの

カンファレンスをもとに年上の幼児とつなぐ援助を考えたが、これまで扱ったことのない段ボールカッター

を使うことが予測され、他クラス職員と共有をしていない状況で判断に迷った。4５歳クラス幼児に声をか

けられ保育室に行ってみたものの、それぞれの遊びに没頭してタイミングをつかみかねた。 

 振り返りタイムの後、段ボールカッターを扱う場合の異年齢のかかわりについて、他クラスの職員の意見

を聞いてみることにした。5職員室で話題に出すと、４歳クラスになると段ボールカッターを自由遊びで使

うようになるため、進級を見据えたⅣ期なら教師と一緒にやってみるのもよいのではないかという意見が出

た。また４歳クラスで使用しているものは持ち手ハンドル付き、５歳クラスはナイフ型を使用している。そ

のため、年上の幼児とつなぐ援助を考えたとき、一緒にやってみるなら４歳クラス、切ってもらうなら５歳

クラスが適切であることが分かった。6さらに預かり保育でも段ボールカッターを使用していることや、切

る以外の援助も考えられるのではという多様な視点が得られた。 

４・５歳クラス担任に段ボールを切ることになった場合の協力を依頼し 7、援助の可能性が幅広くなった

ことで、より幼児のやりたい思いに沿った援助を考えていこうと担任・副担任とで確認した。 

 

 

                                                   
1 幼児の発達段階に合わせて道具の出し方を調整している（ｅ）  
2 教師がやってあげるわけではない。切れない思いを共有しようとする言葉がけ（ｅ）  
3 幼児の困り間をすぐに教師が手助けするのではなく、幼児自身に考えさせたり年上の幼児とつなぐ声かけや援助を行ったりしている（ｇ）  
4 迷いがあるからこそ、援助の幅を広げるきっかけとなる。幼児の姿から考え続けるプロセスの中で援助の幅が広がるのではと思った（ｃ）

教材・教具を出すタイミングの重要性（ｄ）  
5 水曜カンファレンスを待たずとも迷いを即座に聞き合うことが日常化している。これが「連携」のとれた保育であると考えた（ｃ）職員全

体で支える保育。多様な援助の引き出しをもつことで子どもの「やりたい」を支えられる（ｄ）自分のクラスだけでなく他の職員と連携し

ていく大切さ（ｆ）  
6 援助のやり方について事前に聞くことで、道具の有無だけではなく道具の形状や援助の方向性を知ることができた（ｂ）「やってみる」「や

ってもらう」の違い。援助の方向性を読み取っての選択（ｅ）発達年齢に合わせた支援の仕方の大切さ（ｆ） 
7 事前に職員同士で共通認識を得ることで全職員が同じ方向性で援助ができる（ｇ）  

О児：「切れない」段ボールの側面をはさみで切ろうとしている。 

教師：「Оちゃん、がんばってるね。これ、どうしたいの？2」 

О児：「あっちの段ボールみたいに切りたい」側面が切り取られた薄手の段ボールを見る。 

教師：「こっちも切りたいんだね」 

О児：「…切れない」はさみを両手で握ったり、刃を広げて段ボールにあてたりする。 

教師：「ところでОちゃん、ここをどうして切りたいのかな」 

О児：「人形が電車に乗れるようにしたい」 

教師：「Оちゃん、電車ごっこで人形や友達を乗せていたものね。そっかあ、どうしたらいいかなあ」 

５歳クラス児：「何やってるの」 

教師：「段ボールを切っているんだけど、切れないみたいなの」3 

５歳クラス児：「５歳保育室だったら切れるよ」 

教師：「そうなのね。Оちゃん、どうする？」 

О児：「持って行く」 

 ５歳保育室に行くが、タイミングが合わずに片付けの時間になる。 

コメントの追加 [h1]: 他の職員と連携していく大切さへ

の意見が多かった。聞いてみたいことや伝えたいことを

声に出してみることが円滑な連携への手がかりになる。

そのためには、職員間で何でも話せる雰囲気、前向きに

受け止める雰囲気があることが欠かせない。水曜カンフ

ァレンスを積み重ねることで、クラスを超えて気軽に話

し合えるようになった。その雰囲気があるからこそ、相

談したり多様に話し合ったりすることが日常的に行わ

れ、保育の質の向上にもつながると考える。 

コメントの追加 [h2]: ４歳クラスと５歳クラスでダンボ

ールカッターを使っていることは知っていたが、その形

状が異なることは把握していなかった。相談してみたこ

とで、各クラスで使っている道具には発達における連続

性が踏まえられていることが分かった。意見を聞くとき

にも、より複数の職員と話し合うことで多くの情報が集

まり、幼児の思いと発達段階に照らし合わせて援助の方

向性を確認することができた。 



 

 

 

 

 

 

 

３月２日      

 О児が、窓をつくりたいという願いをもったとき、絵を描いたり紙を貼ったりではなく、Ｐ児が遊んでい

た段ボールのように穴が開いた窓を望んでいることが読み取れた。３歳クラスの教材庫にも段ボールカッタ

ーが１つある。教師と一緒に切る選択肢もあったが、新しい道具を初めて使う場面は年上の幼児からの伝承

がよいのではないかと振り返りタイムで方向性を確認していたことを思い返した。10年上から年下への遊び

の伝承を大切にしていることと同様に、新しい道具も年上の幼児から教えてもらうことによって、ことばで

伝え合う経験や年上の幼児へ憧れや感謝につながるよさがある。11４歳保育室に行った際、他クラス職員に

事前に協力を依頼していたため、４歳クラス児が主体となって教えたり手伝ったりする姿につながった。12

３歳クラス児にとって、困ったときに年上の幼児とのかかわりで解決する体験は大切である。今後、自ら頼

                                                   
8 以前の遊びを思い出しながら、幼児の思い描くものができるように選択肢を与えている（ｂ）年上の幼児とつなぐ声かけにより幼児同士の

関係づくりとなる（ｇ）  
9 O 児がやりたいと思ったタイミングでカッターを使わせている。無理強いはしない（ｂ）  
10 時間はかかるが、あえて年上の幼児とつなぐことで、そこに多様な学び、育ちがある（ｃ） 遊びの伝承、振り返りタイムの重要性。担

任・副担任が同じ方向を向いて保育することができている（ｄ）使い方を年上の幼児から学ぶ機会をつくっている。遊びの場に安心感をも

ったⅣ期だからこその援助（ｅ）教師からではなく子どもから子どもへ伝承していく大切さ（ｆ）教師が教えるのではなく年上の幼児から

教えてもらうことで憧れや、次は自分が年下の幼児に教えたいという思いやりの気持ちにつながっていく（ｇ） 
11 新しい道具を出す時、怪我を恐れたり危険な使い方にならないよう、つい教師が細かく説明したくなったりしてしまうが、幼児同士のか

かわりの中で知ることで、お互いのよい経験になっている（ｂ）子ども同士で伝え合う経験が年上の幼児への憧れと感謝につながってい

る。年上の子にとっても言葉で伝える経験と自信につながる（ｆ）  
12 職員全体での情報共有（ｄ）この連続を日常的に行うことができるかどうかで援助の選択肢が大幅に変わる（ｅ）  

О児とＰ児は、それぞれ段ボールを並べたものをおうちに見立てて遊んでいる。Ｐ児がおうちとして

使っていた段ボールには元々切れ込みがあり、そこから指や折り紙を出し入れして遊んでいる。 

О児：「ぼくも窓をつくりたい」 

教師：「Pちゃんのおうちの窓、楽しそうだものね。どこを窓にしたいの？」 

О児：「ここ」段ボールの中央を指さす。 

教師：「なるほどね。どうしたらいいかな…。この前、この段ボール、はさみで切れなかったよね。うみ

さんのところでも切れるって言っていたし、やまさんのところでも切れるみたいですよ」8 

Ｏ児：「やまさんに行く」自分が使っていた段ボールを持ってＰ児と４歳保育室に行く。 

教師：「やまさん、Ｏちゃんがやまさんにお願いがあるんだけど聞いてくれるかな」 

４歳クラス担任：「Ｑくん、そらさんが何かお話があるみたいですよ」近くにいた幼児に声をかける。 

Ｏ児：「ここ切りたい」 

４歳クラス児：「ここね。先生、あれ使いたい。ギコギコするやつ」４歳クラス担任に声をかける。 

４歳クラス担任：「これのことかな。どうぞ」段ボールカッターを渡し、使う様子を見守る。 

О児Ｐ児は４歳クラス児が段ボールカッターを使う様子をじっと見つめる。 

教師：「わあ、切れてきたね。Ｏちゃん、こんな感じでいいの」 

Ｏ児：「こっちも」指で長方形になぞる。 

教師：「Ｏちゃん、やまさんと一緒にやってみる？」 

Ｏ児：「いい」 

Ｐ児：「私、やりたい」 

４歳クラス担任：「そらさん、どうやって使ったらいいのかな」 

４歳クラス児：「ここのギザギザしているところを触ると、けがして血が出ちゃうから、ここは触らない

で、こっちを持つんだよ」Ｐ児と一緒に段ボールカッターのハンドルを持ち、切り進む。 

教師：「おー、Ｐちゃん、切れてきていますよ。Ｏちゃんもやってみますか？」 

Ｏ児：「うん」9４歳クラス児と一緒にハンドルを動かし、段ボールに長方形の穴を開ける。 

４歳クラス児：「使ったらね、こうやって蓋を閉めるよ」蓋をしめるところをＯ児Ｐ児に見せる。 

教師：「Ｏちゃん、Ｐちゃん、よかったね。やまさん、教えてくれてありがとう」 

 О児は３歳保育室に戻り、段ボールに開けた穴に、製作したジュースやカードを入れる。その様子に

興味をもった友達とおうちごっこを続ける。 

コメントの追加 [h3]: 教師が教えるのではなく、子ども

同士で教え合うことを大切にしている点に多くの共感が

得られた。複数の職員から意見を聞き、援助の幅は広が

るが、クラスとしてどのような方向性で援助していくか

を話しておくことで、援助者が担任であっても副担任で

あっても、幼児にとってより適切な援助を行うことがで

きる。今回、年上の幼児からの伝承につながるような援

助を選択した。これまでのカンファレンスで、異年齢で

かかわるよさについて何度も話題にしていたこともあ

り、幼児にとって価値のある体験になるだろうという思

いが根底にあったことが関係している。 



 

 

みに行ったり３歳クラス同士で教え合ったりする姿が見られたとき、その思いを支えていこうと確認した。 

 

考察 

段ボールを切りたい幼児に対する援助の迷いについて、多数の職員と話し合うことにより、様々な視点か

ら援助の可能性が明らかになり、援助の選択肢が増えた。１月に話し合った後、Ｏ児が鍵をつくりたいけど

段ボールが切れないという場面があった。その際、鍵であれば、段ボールでなくても他の材料でつくれるの

ではと考え、Ｏ児が別の材料を選べるように材料の提案を行った。援助の多様な視点を得たことにより、О

児にとって、段ボールが切れないとき、別のもので代用することや段ボールカッターを使うと切ることがで

きるという複数の経験になったととらえた。13普段行っているカンファレンス以外にも、保育の迷いや気が

かりをクラスに関係なく声に出し語り合える風通しのよい雰囲気が援助の幅を広げ、幼児の経験につながっ

た。14 

また、各クラスで使用している道具がどのようなものであるか互いに知ることが大切であることが分かっ

た。15各クラスの環境構成について日頃から情報共有しているが、同じ道具でもどのような形状のものかを

確認することが発達段階による援助を考える手がかりとなり、職員で連携して援助することにつながった。
16 

Ⅳ期では、遊びに必要なものを自分でつくって楽しさや満足感を味わい、その経験がその後の遊びに活か

されることを願っている。様々な道具や材料に触れる経験の少ない３歳クラス児にとって、やりたい思いが

あっても技能的に難しいことがある。その際、年上の幼児に教えてもらったり手伝ってもらったりすること

を経験すれば、その後に困ったことがあったときに、自分から年上の幼児のもとに行くようになるだろう。

友達や年上の幼児など身近な仲間と一緒につくることも自分のやりたい思いを実現する１つの方法である。
17教師は日頃から援助の選択肢を広げることを意識 18し、幼児にとって自信になり、さらに自主性が発揮さ

れるように支えていくことが大切であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 教師の援助のレパートリーが広いことは、子どものの遊びの多様性につながることが分かる（ｃ）  
14 普段から声を出し合うことで援助の幅を広げ幼児の経験につながる（ｆ）  
15 互いに知ることで援助の幅が広がっていく（ｄ）  
16 連携は多様な視点で行われることが大切である。話す中で明らかになっていく（ｃ）発達段階による援助を職員で連携して援助していく

大切さ（ｆ）  
17 自分でできるように支える教師。子どもの力を信じている（ｃ）できないことを友達や年上の幼児に援助してもらうことも自分のやりた

い思いを実現する大切な力（ｆ）  
18 選択肢の中に他クラスの幼児や保育者を巻き込むことを良しとする雰囲気、環境が大切である（ｅ）職員で連携し日頃から援助の選択肢

を広げていくことが子どもの支援につながっている（ｆ）  
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