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はじめに

本研究は、東京女子体育大学・同短期大学「平
成25･26年度共同研究」として受理された研究であ
る。本共同研究は、特色ある短大の創造をねらい、
こどもスポーツ研究の在り方を追求し、こどもスポー
ツに関する基盤構築の研究開発を検討するものであ
る。
本学短大は幼稚園・小学校教諭免許、大学は中
学校・高等学校保健体育教諭免許が取得できる教
員養成校であると共に、スポーツ指導員・スポーツ
競技者・オリンピック選手等を輩出している伝統的な
スポーツの教育機関である。特に幼稚園教諭免許
取得を希望する学生は、スポーツが好き・子どもが
好きという動機で本学に入学してきている。今日、子
どもと運動に関しては、保育者を目指す学生・子ども
とかかわる教員・スポーツ指導員たちが取り組むべ
く現実的問題であり、子どもの運動能力低下・体力
低下（文科省､ 2012）などの課題対策が、本学に限
らず緊急に求められている。
子どもと運動に関する先行研究は、これまで数多く

なされている。1981年に金子明友の翻訳による「マイ
ネル・スポーツ運動学」（マイネル・金子訳､ 1981）
はスポーツ科学にとどまらず、教育実践に役立つ運

動理論として、子どもの発達年齢に沿った運動内容
が解説されている。三宅一郎（2009）は、子どもの生
活全てが遊びとして捉え、その中での運動遊びを強
調している。三宅は、「運動発達の段階と年齢区分
（Gallahue, 1982）」とする図を用い、乳幼児から児
童に至る運動段階を示し、幼児期における運動技能
の獲得の重要性を述べている。北村晋一（2013）は、
乳幼児が体験するいろいろな運動を写真資料により、
子どもの運動獲得過程をわかりやすく解説している。
松嵜・無藤（2011）は、3種類の運動遊びプログラム
を4週間実践し、各年齢の子どもの運動能力を促進
する手がかりを示している。また、笹川スポーツ財
団助成研究（2015）には、幼児の投動作の低下を向
上させるための4歳児における指導プログラムを開発
し、一か月間の投動作教室による投げる距離を伸ば
す検証報告をしている。
このように、先行研究においては幼児期の運動の
重要性を指摘するものの、運動発達や発達心理の
分野からの捉え方が多く、子どもが日常に生活してい
る姿や保育者とのかかわりを重視した運動の追究例
はあまり見られない。杉原・川邉（2014）は、幼児期
における運動発達には保育者の配慮や工夫が関連
し、保育者の援助が不可欠であると述べている。佐
藤（2013）は、幼児教育の視点から子どもとスポーツ
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を探り、幼児教育を基盤とした遊びと運動の捉え方
の必要性を述べている。例えば、保育者の正しい子
ども理解、子どもの活動内容のバランス、日常的に
行われている運動遊びの重視などを示している。もし
日常の園生活における子どもの姿と運動の繋がりが
明らかにされるなら、保育者は子どもの遊びへの援
助配慮や工夫ができ、心地よい子どもの運動遊びへ
の活動展開が見られるかもしれない。
そこで、本研究は子どもの日常生活の場である保
育園の中で、子どもがどんな活動を行い、子ども自身
の運動遊びとしてどう発展させていくのか、日常保育
における子どもの生活過程からの追究を研究のねらい
としている。「こどもスポーツ」の本質を園生活の子ど
もの姿から見出すために、研究目的は以下の内容を
掲げている。

1． 総合保育の視点からの子どもの成長発達過
程の探究

2． 乳幼児の生活行動と運動に関する考察
3． 幼児の安全に関連する動きの発達と環境の安
全確保

4． 保育実践指導と保育者研修
5． 保育者のための運動音楽教材

本研究から、体育大学に附随する短期大学児童
教育学科独自の「こどもスポーツ」を明らかにすること
ができるかもしれない。

研究方法は観察調査と実践指導の二つの方法を
用いている。観察調査は、第三者による0歳児から5
歳児の前期・後期5日間の子どもの生活行動を観察
した観察記録を基にしている。まず記述文を幼稚園
教育要領5領域「内容」からの分類分析を行い、総
合保育を考察する。次に器械運動指導者による運
動にかかわる記述短文を抽出し、日常の園生活にお
ける子どもの運動獲得過程を考察する。最後に観察
記録から抽出された運動リスク等を参考にし、安全
教育としての対応策を示す。実践指導は、本学教員
による5歳児の運動指導を公開保育実践形式で実施
し、参加者との議論を含む保育実践ドキュメントを

紹介する。さらに運動指導の実践ビデオを基にし、イ
ラスト入りの運動音楽教材を作曲・編曲し、保育者
に役立つ音楽教材を開発している。これらを本学短
大の独自性を打ち出す共同の研究として一つにまとめ
る。研究分担は文責担当者としてそれぞれの文章末
尾に記している。

第1章　総合保育の視点からの子どもの成長
発達過程

1．はじめに

「総合保育」とは、幼稚園教育要領が示す5領域：
健康・人間関係・環境・言葉・表現の「内容」が総
合的に絡み合い、子どもとかかわる保育者（幼稚園
教師・保育士）が領域バランスを意識して保育を実
践することである。総合保育という言葉は、「総合保
育の実践」（佐藤､1987）の中で筆者が使用している。
筆者が幼稚園に勤務していた1970年代の幼稚園教
育要領は、6領域が浸透しており、園によっては領
域別の特色を園の教育目標とする園もあり、中央教
育審議会の審議経過報告には「適切とは言えない教
育が行われている実態」を岸井（1989）が紹介してい
る。それは幼稚園に限らず保育園においても行われ
ていたのである。現在でも英語、絵画、音楽、体育、
茶華道等を保育活動に組み入れ、専門家の指導に
よる保育実践が数多く見られる。しかし、幼稚園教
育の基本（文科省、2008）には、｢･･･遊びを通して
の指導を中心として第2章が示すねらいが総合的に
達成されるようにすること。｣（p. 11）、また「ねらい及び
内容の考え方と領域の編成」では、「内容は、幼児
が環境にかかわって展開する具体的な活動を通して
総合的に指導されるものであることに留意しなければ
ならない。」（p. 13） と示されているように、「総合保育」
は子どもとかかわる保育者自身の保育実践の指標でも
ある。
子どもの成長発達過程に関する先行研究には、平
成22年度文部科学省研究開発学校報告書（京急幼
稚園､ 2011）に、3歳児からの同一の子どもの3年
間の行動観察を幼稚園教育要領5領域のねらいと内
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容、担任のエピソード記述から分析した報告がある。
この研究は子どもの活動内容バランスを幼稚園教育
要領5領域のねらいと内容から分析する総合保育の
視点からの考察をしている。さらに研究結果を基に、
園長・保育者の話合いや研修会を何度も行い、全保
育者が子どもの成長発達過程と幼稚園教育要領5領
域の内容やねらいの理解が出来るようになったことが
述べられている。園で生活する子どもが就学前まで
に幼稚園教育要領のねらいや内容が達成できるよう
に保育者が導き、保育者自身の子ども理解の学習が
報告されている。
佐藤（2013）はこの資料を短大授業「幼児理解」で
検証している。学生に観察対象児4人のうちの1人
の子どもの3年間の行動観察記録を読み取らせ、そ
れを幼稚園教育要領5領域のねらいを指標にし、3
年間の子どもの行動を評価させている。学生は一人
の子どもの行動記録を追うことにより、子どもの成長が
楽しみになり、幼稚園教育要領の内容とねらいが理
解でき、観察対象児の遊びからは全身を使った運
動的活動も見られ、研究開発学校で用いた幼稚園
の研究手法が教員養成校の学生の学習の充実に役
立っている。
では、その研究手法を0歳児から5歳児までが生
活する保育園で実施した場合、どのような成果が得
られるのだろうか。幼稚園は教育機関（学校教育法
第22条）であり、保育所（園）は児童福祉施設（児
童福祉法第164号）であり、制度上の違いがある。
例えば、保育所保育指針第三章「保育の内容」には、
「養護」と「教育」があるが、「養護と教育が一体と
なってされることに留意することが必要である。」と示さ
れている。また「教育」には、「･･･子どもの生活や遊
びを通して相互に関連を持ちながら、総合的に展開
されるもの・」（p. 112）と示されている。
そこで、本研究の目的は、幼稚園の主活動の時間

と同時刻に保育園の子どもの行動観察調査を行い、
幼稚園教育要領と保育所保育指針が示す「保育の
内容」の達成度を検証し、保育園で生活する子ども
の活動内容バランスを総合保育の視点から検討して
みる。

2．方法

1） 観察対象と調査期間
観察対象は、表1で示す通り、横浜市A保育園

の園児0歳児から5歳児までの男女各1名の合計12
名を園が選出した。観察調査員は学卒の子育て経
験者6名であり、調査園と関係ない第三者を選出し、
表2を基にした事前説明会を行った。観察調査期間
は、前後期の2回とし、前期は平成25年6月第1・2
週中の5日間、後期は平成25年12月第1・2週中の
5日間。9時30分から11時30分までの2時間内の対
象児における生活行動の観察調査を実施した。（0
歳児のみ9時45分から11時45分）

2） 観察内容
観察手順は、表2の「観察調査員用配布資料」に
示したとおりである。対象児の観察内容は、（1）園
生活の様子（衣服の着脱・食事・排せつ・手洗い・
靴の出し入れ・自分の場所等）（2）身体運動の様子
（歩く・走る・跳ぶ・手足のバランス・投げる・転が
る・その他）（3）友達とのかかわり（言葉・しぐさ・態
度・動作等）（4）遊んでいる姿（5）子どもの気持ちの
表現等であった。
観察調査員は、観察内容を調査票A（図1）に記
述した。

学年 性別 生年月日
（西暦）

前期調査年齢
（2013.06.1現在）

後期調査年齢
（2013.12.1現在）

0歳児
男 12.06.12 0歳11ヵ月19日 1歳05ヵ月19日

女 12.06.15 0歳11ヵ月16日 1歳05ヵ月16日

1歳児
男 11.07.30 1歳10ヵ月01日 2歳04ヵ月01日

女 11.09.21 1歳08ヵ月10日 2歳02ヵ月10日

2歳児
男 11.01.24 2歳04ヵ月07日 2歳10ヵ月07日

女 10.06.03 2歳11ヵ月28日 3歳05ヵ月28日

3歳児
男 09.09.19 3歳08ヵ月12日 4歳02ヵ月12日

女 10.01.30 3歳04ヵ月01日 3歳10ヵ月01日

4歳児
男 09.06.17 4歳11ヵ月14日 5歳05ヵ月14日

女 09.12.19 4歳05ヵ月12日 4歳11ヵ月12日

5歳児
男 08.09.05 5歳08ヵ月26日 6歳02ヵ月26日

男 09.08.21 5歳09ヶ月10日 6歳03ヵ月10日

表1　対象児の調査年齢
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3） 分析方法
（1）調査票Aを基にした0歳児から5歳児男女
における生活行動観察記述の短文総数を求めた。
（2） 調査票Aに記述された0歳児から5歳児におけ
る短文内容と幼稚園教育要領の各領域の内容（表3）
を幼児教育科目担当者2名の教員と照合し、各領域
内容の数を求めた。（3）対象児の前期・後期に示さ
れた各領域内容数をまとめ、1年間における幼稚園
教育要領5領域のかかわりを数で求めた。1年間の
5領域の内容と各領域内容の項目数から割り、年齢
別に幼稚園教育要領の達成度をグラフに示し、幼
稚園教育要領5領域の達成度と子どもの成長発達過
程を考察した。

3．結果

1） 観察された記述短文数
図2で示す通り、0歳児男女の観察記述数が他の
年齢より少なかった。これは0歳児の生活にあまり変
化がなく、観察時間中は寝ていることが多かったから
である。1歳児になると観察記述数も多くなり、特に
女児は1歳児後期から160の観察記述数が見られ、
一番多かった。2歳児後期以降から5歳児後期まで

の観察記述数は男女の変化はあまり見られず、5歳
児後期は他の年齢と比較して一定になっていた。

2） 領域別達成度
図3のグラフは男児の10日間の観察期間における
幼稚園教育要領5領域の内容に関する達成度を示し
た。グラフから0歳児から5領域の内容が当てはまっ
ていた。0歳児では健康・人間関係・言葉が40%か
ら50%も達成していた。5歳児になると環境を除いて
は75%から90%の達成度を示していた。

5領域の内容で各学年を総合して記述がなかった
のは、男児では環境（11） 幼稚園内外において国旗
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図1　調査票A

図2　男児・女児の行動観察記述短文数

図3　男児の10日間における領域別達成度（％）

図4　女児の10日間における領域別達成度（％）
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に親しむ。言葉（10） 日常生活の中で、文字などで
伝える楽しさを味わう。表現（3） 様々な出来事の中
で、感動したことを伝え合う楽しさを味わう。の3項目
であった。
図4のグラフは女児の10日間の観察期間におけ

る幼稚園教育要領5領域の内容に関する達成を示
した。0歳児は環境領域の記述はなく、12.5%から
30%の達成度で特に健康が高く見られた。1歳児か
ら達成度が高く健康は90%にも達成していた。5歳
児においては、表現と環境が60%台であり、人間関
係、言葉、健康と高くなっており、健康と言葉は90%
も達成していた。

5領域の内容で各学年を総合して記述がなかった
のは、女児では人間関係（13） 高齢者をはじめ地域
の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人
に親しみを持つ。環境（11） 幼稚園内外の行事に置
いて国旗に親しむ。表現（2） 生活の中で美しいもの
や心を出来事に触れ、イメージを豊かにする。表現
（3） 様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う
楽しさを味わう。男女ともに共通した点は、環境（11）
と表現（3）の記述がなかった。

4．考察

1） A保育園における子どもの姿
0歳児男児の特徴的なことは、人間関係（1）先生

と友達と共に過ごすことの喜びを味わうが一番多く、
先生と手をつなぎながら歩く、友達と楽しく遊ぶ、大き
いお姉さんと遊ぶなどが記述され、先生のかかわり
や他学年の友達とのかかわりが多いことが考えられ、
保育園の生活が楽しく過ごせていることがうかがえる。
また健康（2）いろんな遊びの中で十分に体を動かし
ている記述も多く、輪を両手で掴み、懸垂を何度もし
たり、オモチャまでハイハイしたり、オモチャのチェー
ンを引っ張ったり、投げたりして自ら体を動かしなが
ら遊んでいる様子が見られる。

0歳児女児の特徴的なことは、男児のような活発さ
はなく、言葉（2）したり、見たり、聞いたり、感じたり、
考えたりなどしたことを自分なりに言葉で表現すること
の記述があり、先生に食べさせてもらいながら、「ア

ムアム」とお話をしたり、食事中、「あー、あー」「うんま、
うんま」といったり、まだ言葉になっていないが、自分
の感情を声にして気持ちを伝えていることが見られる。
後期になると、健康（7）身の回りを清潔にし、衣服の
着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を自分で
することの記述があり、靴を脱いで、靴に入った砂を
自分で取り出すことや、片づけの意味がわかり、椅
子を片づけるなどの行動が見られる。

1歳児男児の特徴的なことは、健康（3）進んで戸
外で楽しむことの記述が多く見られ、門に向かって走
り出す、走って公園の草むらにいく、友達を追いかけ
るなど活動的になっていることがうかがえる。また健康
（7）身の回りを清潔･･･も多く見られ、スプーン・手・
フォークを使って食べる、左手でお皿を押さえ、食べ
る、自分の片づけ場所をさがすなど、1歳前期です
でに園の生活習慣が身についてきていることがうかが
える。

1歳児女児の特徴的なことは、男児同様に健康（7） 
身の回りを清潔･･･が十分に身についていることがう
かがえる。さらに人間関係（10）友達とのかかわりを
深め、思いやりを持つことの記述が多く、後期には友
達が落した靴を拾ってあげる、隣の友達が落したオ
モチャを拾って渡す、「頑張れ」と友達を応援するな
どの行動が見られ、他者に対しての心づかいができ
るようになっている。

2歳児男児の特徴的なことは、健康（7）身の回りを
清潔･･･が最も多く記述され、落ちたスプーンの汚れ
を先生が手伝おうとするが拒否、自分で洗いに行き、
ペーパータオルで拭いたり、ほうきとちりとりで上手く
掃除したり、「おしっこ」とパンツをさわり排泄を教えた
りするなど、2歳児で基本的生活習慣が身について
いることがうかがえる。さらに環境（7）身近な物や遊
具に興味をもってかかわり、考えたり、試したりして
工夫して遊ぶことの記述もあり、積み木を大きい順に
並べたり、ボタンを留める遊びをしたり、パズルで
遊んだり、一人で気持ちを集中して遊べるようになっ
てきている。

2歳児女児の特徴的なことは、健康（8）園におけ
る生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整えな
がら見通しを持って行動することの記述がみられ、タ
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オルでこぼれた水を拭いたり、花の置いていない机
を探し花瓶を置いたり、こぼれたゴマをほうきと塵取
りで集め、缶に入れたり、ほうきを所定の場所に返
すなどの生活の場を自分たちで整えていることが見ら
れる。また健康（7）身の回りを清潔･･･の記述も多く、
石鹸をつけ手を洗ったり、トイレにいき、ズボンを降
ろし、オシッコをしたり、自分でエプロンをつけたり、
エプロンをとり、自分でたたんだり、食事の準備をし
たり、全て一人でできている。
　
以上から、0歳児から2歳児までは保育者とのか

かわりが多いことも考えられるが、乳児からの躾、遊
び、生活の決まり、食べること、排泄することなどが、
園生活の中で繰り返し指導されていることがうかがえ
る。記述文の子どもの姿からも園生活が昔の一般的
な家族生活のような錯覚さえ覚える。「保育と内容」
で述べている保育者（士）が行う援助のかかわりであ
る「養育」がここに反映されていることがうかがえる。

3歳児男児の特徴的なことは、健康（2）いろいろな
遊びの中で十分に体を動かすことが記述され、スター
トのポーズをして、手を振り元気よく走ったり、先生
の両手を持ち、お腹を蹴り、一回転したり、活発な
活動がみられる。また環境（1）自然に触れて生活し、
その大きさ、美しさ、不思議さなど気付くことの記述
があり、虫に見たて石を拾ったり、男の子が草をめく
るとダンゴ虫がいたので、つかまえてコップに入れた
り、小動物への興味関心がひろがっている。さらに
環境（8）日常生活の中で数量や図形などに関心を持
つことの記述もあり、積み木の同じ色を選び、長くな
るように一本ずつ規則的に並べたり、積み木の間に
数字カードを1から順にはさんで8まで並べたり、集
めた枝の長さを比べ、どっちが長いのか、少し長い
枝を選び、「こっちだよ」といったり、科学的思考の
遊びの展開が見られる。表現（6）音楽に親しみ、歌
を歌ったり、簡単なリズム楽器をつかったりなどする
楽しさを味わうことの記述も多くあり、「ぶんぶんぶん」
の曲に合わせ、リズム打ちが上手にできたり、カスタ
ネットのリズム打ち休符の時は休み、ピアノに合わせ
たり、より高度な音楽遊びに発展している。

3歳児女児の特徴的なことは、男児同様、健康（2）
いろいろな遊びの中で十分に体を動かすことが記述
されている。また環境（7）身近な物や遊具に興味を
持って関わり、考えたり、試したりして工夫して遊ぶこ
とも多く記述されており、こぼした水をスポンジで吸っ
てピッチャーに移したり、よく切れるハサミで毛糸を
短く切って遊ぶ姿が見られる。さらに男児同様、表現
（6） 音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽
器をつかったりなどする楽しさを味わうことの記述もあ
り、2回目から間違いに気づき、リズムに合わせてた
たいたり、手遊びを歌いながら楽しそうにやっていた
りする姿が見られる。

4歳児男児の特徴的なことは、言葉（2）したり、見
たり、聞いたり、感じたり、考えたりなどしたことを自
分なりに言葉で表現することの記述が最も多い。「俺
だってできるもんね」と得意顔でいったり、「カンチョウ
してやる」と友達とふざけっこしたり、友達に、「ねー、
K君ここで、Aちゃんとあそんだんだよ ！ いいでしょ」
といったり、Nちゃんが邪魔をしたことを先生に、「K
君とE君が始めたおしごとー」と訴えたり、自分の主
義主張を言葉で言えるようになっている。

4歳児女児の特徴的なことは、人間関係（10）友達
とかかわりを深め思いやりを持つことが記述されてお
り、隣の子が呼ばれたら、先生の所へ行くよう背中
を軽く押してあげたり、コップを持ったままの子のコッ
プを戻してあげたり、泣いている子がきになり、近く
に行って見てあげたり、他者に対する思いやりの心
が行動で示すことができている。それに合わせ、言
葉（1）先生や友達の言葉や話に興味関心をもち、親
しみをもって聞いたり、話したりすることの記述もあり、
「Mちゃん、こんな感じでしょ？」と真似たり、Eくん：
「ここらか見ると山みたい」、Nちゃん：「山だ山―イ
エーイ」と言って楽しんだり、気持ちを言葉にして表
している。

5歳児男児の特徴的なことは、健康（9）自分の健
康に関心を持ち、病気の予防などに必要な活動を進
んで行うことの記述があり、自分の番でないときも座っ
て見ていられたり、外にいて頭が暑くなり、みんなの
頭をさわり、暑くなったのを確認したり、手洗い・うが
いの習慣がついていたり、写真撮影の前に鏡で自分
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の姿をチェックするなど、健康を自分で確認すること
ができている。また人間関係（10）友達とのかかわり
を深め、思いやりを持つことの記述があり、他学年の
子の着替えの手伝いをしたり、女の子が泣いている
のに気づき、様子を見に行ったり、危なくないように
手をつないであげたり、小さい子と2人で遊び、座れ
るように砂を払ってあげたり、先生から言われなくても
他者の世話が自然に身についている。

5歳児女児の特徴的なことは、健康（8）園におけ
る生活の仕方を知り、自分たちの生活の場を整えな
がら見通しを持って行動することが多く記述されてお
り、席を立つとき、椅子をしまったり、今日の予定を
聞いて、次の準備に取り組んだり、靴下を靴の中に
いれ綺麗に並べたり、床の雑巾がけを一人で始める
たり、劇では自分の出番までだまって座って待ってい
られ、上着をきちんとたたんで、決められた所に置く
こともできる。また、環境（8）日常生活の中で数量や
図形などに関心を持つことの記述があり、文字盤の
位置に1～12の数字を書いたり、作った輪繋ぎの数
を数えたり、決めたルールを守り、協力して数えたり、
数字の10･9･8～0とカウントダウンができるなど、就
学準備が着 と々進んでいることがうかがえる。

以上から、3歳児から5歳児にかけては、身体の
活動が活発になると同時に、いろいろな経験を進ん
で行うとともに、言葉で気持ちを表出したり、園生活
を楽しんだりする様子がうかがえる。さらに人間関係
が深まり、相手を思う気持ちや自分自身の健康安全
の管理もできている。これらからも、就学前の子どもの
成長の力強さが感じられる。
ここでの観察記録は6年間に渡る同一の子どもの
成長記述ではなくまた、わずか10日間の行動観察で
ある。子どもはA保育園の生活から、いろいろなこと
が着実に成し遂げられ、子ども自身の生きる力として
成長していることがうかがえる。

2）幼稚園教育要領5領域の内容に欠けていること
環境（11） 幼稚園内外の行事に置いて国旗に親しむ。
観察期間は6月と12月であり、観察期間中に国旗
掲揚する行事等にはぶつからなかったようである。

大概、国旗は入園式・運動会・卒業式には使用して
いる。その他の国の行事に出しているかもしれない。
また、園旗と共に毎朝、登園前に掲げている園もあ
るかもしれない。オリンピックシーズンやいろいろな
スポーツイベントなどで国旗掲揚と国歌を歌う姿が
ニュース等で見られる。園で国旗に親しむことは、園
長の考え方で決められると思われる。

表現（3） 様々な出来事の中で、感動したことを伝え合
う楽しさを味わう。

10日間の観察記録には、表現（3）に当てはまる記
述がなかった。1歳児男児の記述に、・外を楽しそう
に眺める、・空を見上げるがあったが、5領域のどこ
の内容にあてはまるかがわからず、数にいれていな
い。小さい子どもが何かに興味を示したり、空を見
上げて何かを発見し、指を指したりする光景を目にす
ることがある。もし、感性豊かな母親であるなら、子
どもが何かに気付き、凄い ！ と褒めたり、一緒に感動
したりするかもしれない。観察者が子どもの姿に気付
いても保育者が気付いていない場合もある。1歳児の
「空を見上げる」という記述は子どもの感動のはじまり
ではないだろうか。こうした何気ない子どもの姿を保
育者は見逃さず、言葉がまだ話せない年齢の子でも、
子どもの心に一緒に寄り添い、空の青さ、雲の白さ、
小鳥の飛ぶ姿などを保育者自身が声を出して心を表
出していくことも指導になるのではないだろうか。

5．まとめ

1） A保育園における子どもの成長発達過程
○0歳児は、保育者と友達とのかかわりが多く、い
ろんな遊びの中で十分に体を動かし、したり、
見たり、聞いたり、感じたり、考えたりなどしたこ
とを自分なりに言葉で表現していた。

○1歳児は、進んで戸外で楽しみ、身の回りを清
潔にすることができ、友達とのかかわりを深め、
思いやりを持った行動が見られた。

○2歳児は、基本的生活習慣が身につき、身近
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な物や遊具に興味をもってかかわり、考えたり、
試したりして工夫して遊ぶことができ、園におけ
る生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整
えながら見通しを持って行動することができてい
た。

○3歳児は、行動も活発になり、自然に触れて生
活し、その大きさ、美しさ、不思議さなどに気付
き、日常生活の中で数量や図形などにも関心を
持ち、さらに音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡
単なリズム楽器をつかったりする楽しさなどを味
わっていた。

○4歳児は、したり、見たり、聞いたり、感じたり、
考えたりしたことを自分なりに言葉で表現すること
ができ、友達とかかわりを深め、思いやりを持つ
ことができ、さらに先生や友達の言葉や話に興
味関心をもち、親しみをもって聞いたり、話した
りすることができていた。

○5歳児は、自分の健康に関心を持ち、病気の予
防などに必要な活動を進んで行うことができ、友
達とのかかわりを深めたり、小さい子の世話をし
たり、自分たちの生活の場を整えながら見通し
を持って行動し、また日常生活の中で数量や図
形などに関心をもっていた。

2） A保育園の保育の内容
A保育園の保育の内容には、保育所保育指針で
示す「養護」がしっかり含まれ、幼稚園教育要領5領
域の内容の環境（3）を除き、領域内容の全てが含ま
れており、総合的な指導とした「教育」がなされてい
た。

今後の課題は、保育者は子どもの何気ないしぐさ
や姿を見つけ、子どもと共に何かに感動し合う気持ち
を抱き、接していくことが大事である。また、本研究
手法を用い、子どもの行動観察を1・2週間行い、教
職員同士で幼稚園教育要領あるいは保育所保育指
針から評価を行うなど、日々の保育の内容を園全体

で検討していくことが望ましく思える。
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表2　観察調査員用説明資料

表3　幼稚園教育要領5領域の「内容」

観察記録について

① 観察者1名で男女2名の子どもの姿を観察し、記録する。
② 対象者の名前はアルファベットの頭文字を記入する
③ 観察年月日を記入する。
④ 観察記録者の名字のみ記入する。
⑤ 観察期間　
 1回目（前期）　平成25年  6月中の5日間
 2回目（後期）　平成25年12月中の5日間
⑥ 観察時間
 9:30～11:30の2時間　（0歳児のみ9:45~11:45）
⑦ 対象児の観察内容
 ・園生活の様子（衣服の着脱、食事、排泄、手洗い、靴の出し入れ、自分の場所等）
 ・身体運動の様子（歩く、走る、跳ぶ、投げる、掴む、転がる、手足のバランス等）
 ・友達とのかかわり（言葉、しぐさ、態度、動作等）
 ・先生とのかかわり
 ・遊んでいる姿（なんでも）
 ・遊びや運動における安全性・リスク等の認識
 ・子どもの気持の表現等（「　」で会話等を記述する）
⑧ 調査票Aは男女児の「日々 の記録」を記入
 ・客観的な記述
 ・気持ちや感情の変化
 ・気になった行動
 ・何ができる、できない
 ・何かに気付いたこと
 ・好きなこと嫌いなこと
 ・危ないこと、怖いことの理解
 ・〇〇の話が理解できる、できない
⑨ 調査票Bは5日間における6項目（心・ことば・行動・友達・好奇心・保育者のかかわり）からの記述。
⑩ 5日間の観察記録はコピーを園から保護者に渡す。

領域「健康」の内容
（1） 先生や友達と触れ合い、安定感を持って行動する。
（2） いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。
（3） 進んで戸外で遊ぶ。
（4） 様々な活動に親しみ、楽しんで取り組む。
（5） 先生や友達と食べることを楽しむ。
（6） 健康な生活のリズムを身に付ける。
（7） 身の回りを清潔にし、衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動を自分でする。
（8） 幼稚園における生活の仕方を知り、自分たちで生活の場を整えながら見通しを持って行動する。
（9） 自分の健康に関心を持ち、病気の予防などにひつような活動を進んで行う。
（10） 危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方が分かり、安全に気をつけて行動する。
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領域「人間関係」の内容
（1） 先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。
（2） 自分で考え、自分で行動する。
（3） 自分でできることは自分でする。
（4） いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちを持つ。
（5） 友達と積極的にかかわりながら喜びや悲しみを共感し合う。
（6） 自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く。
（7） 友達の良さに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。
（8） 友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、協力しりなどする。
（9） よいことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動する。
（10） 友達とのかかわりを深め、思いやりを持つ。
（11） 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうとする。
（12） 共同の遊具や用具を大切にし、みんなで使う。
（13） 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみを持つ。

領域「環境」の内容
（1） 自然に触れて生活し、その大きさ、美しさ、不思議さなどに気付く。
（2） 生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みに興味や関心を持つ。
（3） 季節により自然や人間の生活に変化があることに気付く。
（4） 自然などの身近な事象に関心をもち、取り入れて遊ぶ。
（5） 身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気付き、いたわったり、大切にしたりする。
（6） 身近な物を大切にする。
（7） 身近な物や遊具に興味をもってかかわり、考えたり、試したりして工夫して遊ぶ。
（8） 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
（9） 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
（10） 生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。
（11） 幼稚園内外の行事に置いて国旗に親しむ。

領域「言葉」の内容
（1） 先生や友達の言葉や話に興味関心をもち、親しみをもって聞いたり、話したりする。
（2） したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたりなどしたことを自分なりに言葉で表現する。
（3） したいこと、してほしいことを言葉で表現したり、わからないことを尋ねたりする。
（4） 人の話を注意して聞き、相手に分かるように話す。
（5） 生活の中で必要な言葉が分かり、使う。
（6） 親しみをもって日常のあいさつをする。
（7） 生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く。
（8） いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする。
（9） 絵本や物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像する楽しさを味わう。
（10） 日常生活の中で、文字などで伝える楽しさを味わう。

領域「表現」の内容
（1） 生活の中で様々な音、色、形、手触り、動きなどに気付いたり、感じたりするなどして楽しむ。
（2） 生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを豊かにする。
（3） 様々な出来事の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味わう。
（4） 感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、自由にかいたり、つくったりなどする。
（5） いろいろな素材に親しみ、工夫して遊ぶ。
（6） 音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽器をつかったりなどする楽しさを味わう。
（7） かいたり、つくったりすることを楽しみ、遊びに使ったり、飾ったりなどする。
（8） 自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだりするなどの楽しさを味わう。

（幼稚園教育要領　平成20年3月告示　文部科学省，2008より引用）
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第2章　乳幼児の生活行動と運動に関する
一考察

1．はじめに

2020年東京オリンピック開催が決定され、運動
に関する関心が高まっている。特に文部科学省が
行った平成25年度の子どもの運動能力調査につい
て、毎日新聞（2014. 10. 13付）は、1964年東京オリ
ンピック開催年度から開始した調査では、80年代に
ピークに達した後、下降していると記述しているよう
に1）、子どもの運動能力は現在も下降気味である。
文部科学省（2012）は平成24年度に幼児期運動指
針を示し、子どもの運動習慣の基盤づくりを通し、幼
児期に必要な多様な動きの獲得や体力・運動能力の
基盤を培うとともに、様々な活動への意欲や社会性、
創造性などを育むことを目指している2）。「幼児期運動
指針ガイドブック」では、多様な動きが経験できるよう
にさまざまな遊びを取り入れること。楽しく体を動かす
時間を確保すること。発達の特性に応じた遊びを提
供することの3ポイントを示している3）。同様に荒井迪
夫（2009）は、乳幼児の運動指導について、取り組み
やすい類似図式（アナロゴン）に目標を置いている4）。    
　杉原等（2012）の研究では、運動指導を行っていな
い園の運動能力が最も高く、指導頻度の高い園ほど
低くなるとの報告がある。子どもの興味・関心に基づ
いた自発的な遊びの形での運動経験のほうが発達
的特徴に適合しており子どもの運動発達にとっては効
果的であると述べている5）。
佐藤等（2013）は、幼児教育の視点から、子ども

の遊びと運動の関連性を重視した研究を行い、子ど
もが心地よい運動発達過程を形成していることを示唆
している6）。　　
そこで本研究目的は、日常生活の子どもの姿や行
動から、1）どのように運動を獲得していくのか、2）
運動遊びとしてどのように発展していくのかを追究し、
集団生活における0歳児から5歳児の就学前の子ど
もの生活行動と運動の過程を検討していく。
本研究から、子どもの日常生活の行動と運動の獲
得過程が明らかにされれば、子どもの運動能力低下
に対する有益な示唆が与えられるかもしれない。

2．方法

1） 観察対象と調査期間
観察対象は、第1章の表1で示す通り、横浜市A
保育園の園児0歳児から5歳児までの男女各1名の
合計12名を園が選出した。観察調査員は学卒の子
育て経験者6名であり、調査園と関係ない第3者を
選出し、第1章の表2を基にした事前説明会を行っ
た。観察調査期間は、前後期の2回とし、前期は平
成25年6月第1・2週中の5日間、後期は平成25年
12月第1・2週中の5日間。9時30分から11時30分
までの2時間内の対象児における生活行動の観察
調査を実施した。（0歳児のみ9時45分から11時45
分）

2）観察内容
観察手順は、第1章の表2の「観察調査員用配
布資料」に示した通りである。対象児の観察内容は、
（1）園生活の様子（衣服の着脱・食事・排せつ・手
洗い・靴の出し入れ・自分の場所等）（2）身体運動
の様子（歩く・走る・跳ぶ・手足のバランス・投げる・
転がる・その他）（3）友達とのかかわり（言葉・しぐさ・
態度・動作等）（4）遊んでいる姿（5）子どもの気持ち
の表現等であった。観察調査員は、観察内容を調
査票A（第1章の図1）に記述した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3）分析方法
（1） 調査票Aより身体運動に関する記述を抽出し

た。
（2） 抽出した記述短文は幼児期運動指針が示す

身体運動項目：歩く・走る・跳ぶ・手足のバラ
ンス・投げる・転がる・その他の7項目に分類
し、各年齢・男女別の身体運動記録を作成
した。（図1）

（3） 身体運動記録の運動内容と、調査票Aの深
読みを行い、観察対象の保育園における子ど
もの生活行動から運動の獲得について考察
した。図2, 3は身体運動記録短文数をグラス
で示した。
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3．結果と考察

1）歩く
「歩く」の項目については、ただ単に歩くことだけで
はなく歩くことへ発展していく這い這いやつかまり立ち、
伝い歩きなどの動作もすべて歩くに含めて観察をおこ
なった。

0歳児
0歳男児前期では16回、後期では4回観察されて
行動的であった。0歳女児前期では、ずり這いが1
回であり、その他はじっとしていることが多く、後期で
は14回観察されて行動的になっていた。ずりばい、
這い這い、伝い歩き、つかまり立ち、両手を持っても
らい歩く、階段を後ろ向きになって下りる、這い這い
スタイルで階段を上がる、ほとんど段差のないところ
でも後ろ向きになって下りる、斜面を下りる、先生の
後を追って歩くなどが観察されていた。

0歳児では、平面での這い這いから手を伸ばすリー
チングの動作 7）をして手が床から大きく離れてもバラ
ンスが取れるようになっていた。手を大きく伸ばして
高いところにつかまり、膝立ちすることにより、階段な
どの段差を登る、さらに四つん這い姿勢からつかまり
立ちなどの直立姿勢の確保へとつながっていた。這
い這いと伝い歩きをして移動しようとするが、すぐにバ
ランスを崩して転倒する、手すりにつかまって立つ
が、バランスを崩してぶら下がる感じになるなど、バ
ランスを確保しながら立つことを習得する姿が観察さ
れた。
先生に手をつないでもらって歩く、手押し車を押

して歩くなど直立二足歩行へと移行する動きが観察
された。段差のあるところでは、上がるときは這い這
いで一段ずつ上がり、下りるときは先生に手伝っても
らいながら後ろ向きになって手と足をついて下りてい
た。

1歳児
1歳男児前期では15回、後期では5回、女児前
期では16回、後期では12回と多く観察されていた。
先生とお友達と片手ずつつないで歩く、高い段差を
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図1　身体運動記録

図2　身体運動記録短文数（男児）

図3　身体運動記録短文数（女児）
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後ろ向きで下りる、階段を危なっかしく上る、柵につ
かまり背伸びをするなどが観察された。
ここでは自分の行きたいところに行く行動が数多く
見られた。まだまだ這い這いなどの行動は見られる
が、歩くことが主になっている。自分のペースで歩く
だけでなく、ピアノに合わせて歩くことができるようにな
り、またポックリをはいて歩くことができるようになって
いた。対象児は、ただ単に歩くことだけでなく、音楽
を聴き、それに自分の歩調を合わせることができてい
た。通常より不安定な状況でもバランスをとりながら
歩くことができるなど同時に2つのことを行うことができ
るようになっていた。また、ごみをごみ箱に持って行く、
エプロンを取りに行く、スプーンとフォークを取りに行
くなど教えてもらったことを手伝う行動が多く観察され
た。

2歳児
男児前期では3回、後期では観察されていない。
女児前期では2回、後期では2回観察されていた。
斜面を上ったり下りたりする、遊具の下をくぐる、階
段を上るなどが観察されたが、2歳児から観察記録
が極端に少なくなっている。これは、子どもが歩くこと
をしていないのではなく、観察者が観察記録を記入
するときに「○○を取りに行く、○○へ行く」というよう
にどのような手段（歩いているのか、這い這いなのか
など）でそこに行っているのかが記載されていない。こ
れは2歳児ですでに自分の行きたい所に歩いて行くこ
とが当たり前になっており、観察者にとって、子供が
歩くことが日常的になり、「歩く」ことに関して観察の対
象として、認識していなかったと思われる。

3歳児
男児前期では2回、後期では1回、女児前期では

1回、後期では観察されていない。うろうろと歩き回る、
ブルーシートの下を楽しそうに這い這いしている姿が
観察された。

4歳児
男児前期では2回、後期では観察されていない。
女児前期では1回、後期では1回観察されていた。

うろうろと歩き回る、くるくると回る姿が観察された。

5歳児
男児前期では2回、後期では2回、女児前期で

は1回、後期では2回観察されていた。線の上を歩
くことが観察された。線の上という極限化されたところ
でバランスをとりながら歩くことができるようになってい
た。また、横断報道での行動を指導されていた。保
育園という安全な世界から一般社会で自分の身を守
るための行動を学習し、身につくように指導していた。

「歩く」に関しては、子どもは寝ているとき、座ってい
るとき、抱っこされて高いところが見えるときに、いろい
ろなものや保育者・友達の行動にも興味を持って見
ていることが調査票Aより読み取れる。その興味が、
自分が移動する手段（這い這いや伝い歩きなど）を獲
得した時に、行きたいところに行く、手の届くところによ
じ登る、ほしいものを掴むなど自分の欲求を満たすた
めの行動につながっていく。さらに自分の行きたいと
ころに行けるようになった子どもは、段差のあるところ
に興味をもち、手をついて後ろ向きで下りたり、柵を
握って上がったりする行動が多く観察されている。家
庭では段差へのチャレンジを危ないからと、あまり積
極的にはさせないのではないかと思われるが、園で
は階段や段差のあるところでの下り方について、後ろ
向きで両手両足を使って下りること、上るときは這い這
いで一段ずつゆっくりと上がることを徹底して指導して
いる。子どもは、指導されたことを繰り返し行い遊び
にしている。転倒などの危険を回避しながらも段差を
よじ登るあるいは下りるといった運動を獲得するため
の重要な指導が、日常保育に含まれていることがうか
がえる。

2）走る
0歳児
男児女児共に前期は観察されていない。男児後
期では6回、女児後期では観察されていない。自分
の行きたい所に走っていくことができ、走るのがうれし
いのか、「キャー、ウワッー」と言いながら走り回って
いた。また、ただ走るだけではなく手を挙げながらバ
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ランスを取って走ることもできるようになり、走る技術
の習熟度が向上していることが示されていた。

1歳児
男児前期では2回、後期では3回、女児前期では

7回、後期では8回観察され、全体的に女児のほう
が多かった。ただ走るだけではなく線上でバランス
をとりながら走る・走りながら手を挙げる・走りながら
拍手するという複数のことを同時に行いながら走ること
ができるようになっていた。また、追いかけるという動
作も観察されているが、これは追いかける目標を視覚
で認識し、その行動を自分でなぞることを行っていた。
お兄さんお姉さんのまねをして、かけっこの規則を理
解し笛の合図を聞いたら直ちに反応して走りだすこと
を学習していた。

2歳児
男児前期では2回、後期では6回、女児前期で

は2回、後期では5回観察され、男児女児共に追い
かけることやかけっこが観察されていた。自主的にか
けっこのまねごとをしている姿が多く見られた。2歳児
では、かけっこすることが非常に楽しい運動として位
置付けられていた。

3歳児
男児前期では2回、後期では4回、女児前期では

2回、後期では6回観察されていた。かけっこがさら
に発展してスタートのかまえや腕を振って走る、円の
周りを走ることまで学んでいた。保育園の園庭のよう
な狭い場所で、円周を走るには、ただ単に走るだけ
でなく、カーブに沿って体を傾けてバランスをとりな
がら走る技術も習得していた。

4歳児
男児前期では2回、後期では観察されていない。
女児前期では2回、後期では1回観察され、追いか
けっこやかけっこが観察された。

5歳児
男児前期では1回、後期では2回、女児前期で

は観察されていない、後期では2回観察されていた。
かけっこに代わり新しく鬼ごっこで遊ぶようになった。
鬼ごっこでは、鬼ごっこの規則を理解することと同時
に、今までただ追いかけたり、逃げ回っていたりした
行動から、相手との距離感をつかみ相手の行動を予
測して自分の進路を決定するという高度なことができる
ようになった。

「走る」に関しては、感情の表現が深く結びついて
いることが考えられる。たとえば移動する手段が獲得
できていないときは、座ったまま「ワー、キャー」や手
をたたくなど自分の嬉しい気持ちを表現し、自分の行
きたいところに行く能力が備わると、「キャー、ウワー」
など嬉しい気持ち、楽しい気持ち、はしゃいで興奮し
ている気持を表出しながら走り出すのが見受けられ
る。各年齢においては、興味や走るための技術の習
得がはっきりと表れている。例えば年長者の走りを真
似しながら速く走るための技術の習得であったり、遊
びの規則を覚えたり、規則に沿った走りなど運動の
発展が見られる。このように「走る」は、子どもの感情
表現を含みながら運動の変化を重ね、子どもの生活
や遊びと一緒に多様な走りが獲得されていることがう
かがえる。

3）跳ぶ
0歳児・1歳児
男児女児共に0歳児・1歳児では観察されていな

い。

2歳児
男児前期では1回、後期では3回、女児前期では

1回、後期では1回観察されていた。ピョンピョンし
ながらお皿を運ぶ・ジャンプしながらバケツを投げて
「キャー」、遊具でお友達とジャンプなどが観察され
た。これらは嬉しい気持ちを表出する動作として自然
発生的に跳ぶ行動が出ていた。子どもは遊具・マット・
布団といった柔らかい場所で跳ぶことを好んでしてお
り、柔らかい場所で跳ぶことが楽しく気持ちがよい（身
体に負担がない）様子を見せていた。また、跳ぶ動
作の初歩的な段階が見られ、ジャンプをするが着地
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で手をついてしまい、2回目からは手をつかずに着地
をする姿が観察された。これは着地時に両手両足を
ついているが、この動作に慣れてくると、着地への先
取り動作ができるようになり、その結果足だけで着地
の衝撃を処理するという技術を習得したと考える。

3歳児
男児前期では観察されていない、後期では3回、
女児前期では観察されていない、後期では3回観察
されていた。「1.2.3.4」の合図に合わせてジャンプし
ていた。これは、跳ぶための準備動作を先取りして
合図に合わせて跳ぶことができていた。また、マット
を跳び越すという課題を行っており、マットの幅を予
測しながら前に大きく跳ぶという動作を同時にできるよ
うに学習していた。

4歳児
男児前期では1回、後期では1回、女子前期では

1回、後期では観察されていない。新しい運動として、
片足ケンケンが観察されていた。片足で連続して跳
ぶ能力と、さらに片足という不安定な状態でバランス
をとりながら跳ぶことができるようになっていた。

5歳児
5歳児では観察されていない。

「跳ぶ」に関しては、嬉しい気持ちを表出する動作
として自然発生的な軽い跳びから、観察者がジャン
プと表現する跳びまでが行われていた。さらに合図
に合わせて跳ぶ・マットを跳び越すという課題への取
り組みがあり、これら運動を獲得するための指導が、
日常保育に含まれていることがうかがえる。
しかし、自然発生的に見られた跳びは、すぐに見

られなくなった。観察記録を見ると、布団の上で跳
びはねているところを先生から注意を受けている記述
がある。しつけの面から考えると、布団の上で跳びは
ねる行為は良くないことであるが、運動としてその行
為を捉えると、体の負担が少ない柔らかい場所を好
んで跳びはねるのは当然のことと考える。

4）手足のバランス
0歳児
前期では男児女児共に観察されていない。男児
後期では5回、女児後期では観察されていない。ペ
ダルのない三輪車で、手でハンドルを操り立って歩
いての移動や、乗って地面を足で押しながら後ろに
下がるなどが観察された

1歳児
男児女児共に前期は観察されていない。男児後
期では12回、女児後期では5回観察されていた。
女児は綱のブランコで遊ぶ、フェンスに上り伝い歩き
をする、はしごのような階段を登るなどいろいろな運
動をしていた。フェンスやはしごなどやや高い所に上
る行動が観察され、高い所に興味を示している。男
児は三輪車に強烈な興味を持ち、この種の運動への
志向が強かった。地面を蹴って移動している時も「ヒ
ヤー、ウワー、キャー、ダーン」といった嬉しさを表
す表現が数多く出ていた。また、三輪車でぶつかっ
た衝撃が面白いのか、何回もぶつかり2人ともに笑っ
ていた。

2歳児
男児前期では2回、後期では5回、女児前期では

3回、後期では6回観察されていた。三輪車やはし
ごに登る、ロッククライミングなどをしていた女児で
は、綱のブランコに乗って揺らして遊ぶ、三輪車、
吊り輪で逆上がりみたいなことをしていた。これらの
運動の多くは、手で握る力や腕を曲げたまま力を入れ
ることなどが必要である。今まで観察した「歩く」「走
る」では下肢中心の運動であり、2歳になり十分に
使っていなかった腕を使った運動への取り組みが見
られた。

3歳児
男児前期では3回、後期では観察されていない。
女児前期では4回、後期では2回観察された。園で
の指導として、先生と両手をつないで先生の体に足
をかけながらくるりと回る運動が観察された。これは、
先生と両手をつなぐことで、ぶら下がっても落ちない
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安全な状態を確保しながら先生の手をしっかりと握る
ことが学習されていた。その上で、同じことを自分で
鉄棒を握って回ることを行っていた。これらの運動か
らは、天地逆転の逆さまを体験し、新しい感覚を得
て楽しく運動に取り組む姿が見られている。
この時期はじめてカエルとびが観察された。手足
を交互に支えながた前に進むカエルとびは、子ども
にとってはカエルの模倣的運動として遊びの中で行
われているが、これは支持跳躍運動の基本的技能
の習得である。

4歳児
男児前期では1回、後期1回、女児前期では1回、
後期では観察されていない。新しい運動として縄とび
が観察された。男児で連続3回跳んだことが観察さ
れたが、女児ではとぶタイミングが分からず、すぐに
ジャンプをしてしまう・目をつぶってしまうなどの行動
があり、まだ跳べないようであった。縄跳びは、手と
足が全く異なる動作を行うために、とぶタイミングが
難しく複雑な運動を行っている。

5歳児
男児前期後期ともに観察されていない。女児前期

では1回、後期では1回観察されていた。新しい運
動として雑巾がけが観察された。雑巾がけは、手と
足のバランスとタイミングを取りながら行う運動であ
る。四つん這いになり、手で雑巾を押しながら、足
はカエルとびや歩くことで、床面を進む運動になる。
平均台で歩くことも観察された。ここでは幅の狭い高
さのあるところをバランスと取りながら歩くことが必要
であり、線上歩行よりも高さが加わるので、高度な運
動が観察された

「手足のバランス」に関しては、ペダルのない三
輪車に興味を持ち三輪車に乗ることで、自分で歩く、
走るという運動からは感じられなかったスピード感、
風の流れなどを感じ、自然と嬉しさを表現していること
がうかがえる。これは保育園という集団生活における
遊びの環境からの導きが考えられる。特に足だけで
なく手や腕も使って遊ぶことへの興味が増し、各年齢

でいろいろな運動の習得がはっきりと表れている。さ
らに、保育者の声掛け、幇助や援助、遊具等の環
境により、徐々に高度な運動へと展開していることが
見受けられる。

5）投げる
0歳児
男児前期では2回、後期では観察されていない。
女児前期では観察されていない。後期では1回観察
されていた。
ボールを投げる、チェーンを投げるが観察され、
ボールを両手で拾い片手で投げるが観察されてい
た。

1歳児・2歳児・3歳児
男児女児共に観察されていない。

4歳児
男児は前期後期共に観察されていない。女児前
期は観察されていないが、後期では1回観察されて
いた。ゲームで隣の子にパスをするとき投げて注意
される様子が観察されている。

5歳児
男児女児共に観察されていない。　

「投げる」に関しては、どの年齢においても、他の
運動と比較して極端に取り組みが少なく、投げる遊
びの運動経験が不足していることが考えられる。
子どもの様子をみていれば何かの拍子に物を投げ

るような動作をするはずである。観察記録の中にも手
渡しのパスをするべきところを子どもは投げてしまい
先生から注意を受けている。このように自然発生した
しぐさを保育者は見逃さず、運動経験ができるような
遊びへと導くことが重要である。

6）転がる
0歳児・1歳児
男児女児共に観察されていない。
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2歳児
女児共に前期は観察されていない。男児後期で

は3回、女児後期では観察されていない。
吊り橋みたいな遊具ででんぐり返しを繰り返す、マッ

トででんぐり返しをする、吊り橋みたいな遊具で横向
きに寝てゴロゴロ転がることが観察された。でんぐり
返しを何回も行っているので、この場面以外のところ
ですでに転がる技術を習得していることがわかる。

3歳児
男児前期は観察されていないが、女児前期では1

回、後期では男児女児共に観察されていない。ごろ
ごろ転がって砂を触る様子が観察されている。

4歳児
男児女児共に前期は観察されていない。男児後
期では1回、女児では観察されていない。 
わざと何回も転ぶ姿が観察されている。

5歳児
男児女児共に観察されなかった。

「転がる」に関しては、「投げる」と同様に取り組み
が少ないことがわかる。でんぐり返りやごろごろ転が
るのは、そのほとんどが屋外で転がっていることが読
み取れる。つまり、園生活における「転がる」運動は、
日常生活に発生していないことがうかがえる。

7）その他
0歳児
男児女児共に前期は観察されていない。男児後
期では1回、女児では観察されていない。背伸びを
して床に足がついた状態でのぶら下がりや、正座を
しながら身体を揺らして手拍子をしている姿が観察さ
れていた。

1歳児
男児前期では3回、後期では6回、女児では観察

されていない。ベンチにうつぶせになり腕だけで前
に進んだり後ろに下がったりする運動や、鉄棒にぶ

ら下がる運動が観察された。園の指導としてダンス
を行っていた。背伸びをしてリズムをとる、とび上が
る、膝を叩く、手でキラキラをする、上半身を左右に
曲げる、手をパッと出すなどいろいろな動作ができる
ようになっていた。お友達の動きや先生の動きを真似
したり一緒に踊ったりする姿が観察された。

2歳児
男児前期では5回、後期では5回、女児前期では

1回、後期では5回観察されていた。ここではダンス
は継続的に指導しており、歌いながら踊る・座って見
ながら踊る・リズム遊びなどが観察された。その他に
男児ではボールを転がす、ボールを蹴る、先生に
支えてもらって雲梯での運動、滑り台を後ろ向きで滑
るなどが観察されていた。後ろ向きで滑るには、ひっ
くりかえらないように上体を前屈させ、その姿勢を維
持することが必要となる。さらに滑り台を手で握り、ス
ピード調節の役割も担うために、前向きで滑ることより
高度な技術を習得している。女児では、鉄棒にぶら
下がる、滑り台をすべるなどが観察された。

3歳児
男児前期では5回、後期では9回、女児前期では

6回、後期では8回観察されていた。園での指導と
してダンスは継続的に行われていた。そのほかに柔
軟運動（前屈運動・左右開脚立ち・あざらし・ブリッ
チ）、子供たちが楽しく取り組める模倣の運動（熊さ
ん歩き）、鉄棒での懸垂系運動（ぶら下がって足をく
ぐらせる）、壁逆立ち、ダンスなどが意図的に取り入
れられていた。

4歳児
男児前期では13回、後期では5回、女児前期で

は10回、後期では2回観察されていた。3歳児から
継続された体育的な運動が盛んに行われていた。
特にブリッチの上達が目覚ましく数十秒間姿勢を保
持、片足を上げることができ、さらにブリッチ姿勢のま
ま歩行することができるように習熟度が高まっていた。
子供たちから自然に発生された運動としては、滑り台
で4～5人つながって滑る・木の実を一緒に転がし
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て滑るなど楽しそうな姿が観察された。子どもは、滑
り台を滑ることができるようになると、以前に年長者の
遊びを見ていたか、あるいは自分の思いつきから遊
びを発展させていることがうかがえる。

5歳児
男児前期では2回、後期では1回、女児前期では
観察されていない。後期では4回観察されていた。
新しい運動として逆立ちや側転など腕で体を支え自分
の体を操る運動が観察された。

「その他」の運動に関しては、子ども達が楽しそうに
取り組んでいたのはダンスである。0歳児からダン
スは取り入れられ、3歳児まで積極的に行われてい
た。自分で立って歩けなくても座ってお友達のダンス
を見たり、先生のダンスを見たりして楽しんでいる様
子が運動観察記録から読み取れる。テレビで幼児向
けの子ども番組を見ると必ず音楽や歌に合わせたダ
ンスがあり子どもが嬉 と々して取り組んでいる姿を目に
する。子どもにとって音楽や歌に合わせて体を動かす
ことは、嬉しく、楽しく、まねをしたいという気持ちから
発する運動であり、積極的に取り組みたい運動として
位置付けられている。

3歳児からは、園の方針として本格的にいろいろな
運動への取り組みが見られ、5歳児まで継続されて
いた。

4．まとめ

保育園での生活行動から子どもの運動の獲得に関
しては、次のことが指摘できた。
「歩く」に関しては、子どもの立ち上がりから歩くま
での過程において、子どもの興味を保育者が導き、
それを子どもが繰り返し行っていた。転倒などの危険
を回避しながらも段差をよじ登るあるいは下りるといっ
た運動を獲得するための重要な指導が日常保育に含
まれていた。
「走る」に関しては、感情表現を含みながら運動の
変化を重ね、子どもの生活や遊びと一緒に多様な走
りを獲得していた。

「跳ぶ」に関しては、感情表現に結びついた自然
発生的な跳びが見られた。さらに運動の課題を達成
するための指導が日常保育に含まれていた。
「手足のバランス」に関しては、ペダルのない三
輪車が子どもにとって興味深い遊具として位置づけら
れていた。保育者の幇助や援助等により様々な運動
へと展開していた。
「投げる」「転がる」極端に運動が観察されていな
かった。
「その他」に関しては、特にダンスが子どもの中心
的運動内容として取り入れていた。さらに柔軟運動・
模倣運動・懸垂運動などの指導が日常保育に含まれ
ていた。

今後の課題としては、園で生活している同一の0
歳児からの生活行動を調査し、就学に至るまでの運
動と子どもの成長過程の特性を検討することである。
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第3章　幼児の安全に関連する動きの発達
と環境の完全確保

この章は、「乳幼児の生活行動と運動に関する一
考察」で用いた、子どもの生活行動観察記録を基に

幼児の安全について述べる。表1及び表2に、安全
に関連する動きの具体例として、0歳児から5歳児に
おける、園生活で観察された子どもの行動を抽出し
た。そこから、子どもの生活と安全の確保について考
察する。

段階 0歳児 1歳児 2歳児

観
察
記
述
の
行
動

・ペットボトルのマラカスで遊ぶ。
・ドアを閉められて泣く。
・頭を壁にぶつけ泣く。
・スプーンでお皿を叩く。
・ブランコに座らせる。
・おでこを階段にぶつける。
・ボールをなめたり口に入れたりする。
・先生の後を追い、歩き出す。
・ハンモックに乗せる。

・先生と二人の友達とまてまての追いか
けっこをする。
・一人で階段を登る。
・蓋をあけ、つまようじを出す。
・シャベルを両手で持ち、砂をすくおうと
する。

・落ち着かず、友達に押される。
・デッキをふらふら歩く。
・目打ちのセットを持ち、紙を要求する。
・三輪車に乗ってみる
・ブランコに友達 3人で乗る。
・ネットに足をかけ、バタバタさせる。
・滑り台を目指す。
・三輪車にまたがって、狭いところでカー
ブを切ろうとする
・片手をズボンのポケットに入れ歩く。

・遊具の上の網に乗ろうとする。
・斜面の昇り降りをする。
・コップに手を突っ込んだり、スプーンをく
わえたり遊び始める。

・食事の途中、友達とタオルを振り回して
遊ぶ。

・いろいろな高さの鉄棒にぶらさがる。
・ロッククライミングで上までいったら、登
り棒を滑り落ちる。
・怪我した膝をあらい、手当をする。

予
想
さ
れ
る
事
故

・ドアに手をはさむ。
・頭をぶつける。
・ブランコから落ちる。
・口に何かを入れる。

・階段から落ちる。
・砂を目に入れる、
・デッキから落ちる、
・ネットに足を引っ掛ける。

・スプーンをくわえて転ぶ。
・振り回した物が目に入る。
・登り棒から落ちる。

表1　乳児の行動観察結果

表2　幼児の行動観察結果
段階 3歳児 4歳児 5歳児

観
察
記
述
の
行
動

・ブロックを棒状に長くし、友達をつっつ
く。
・つり革にぶらさがり、砂をけって遊ぶ。
・よく切れるハサミで毛糸を短く切って遊
ぶ。

・マットの飛けりを成功させる。
・両手に枝を持ち、友達を追いかける。
・集めたドングリに砂をかけ、「ごはんー」
と砂をかき集めてはかける。
・壁を使った倒立を成功させる。
・友達 3人で戦いごっこを外でする。

・待っている間に、ジャンプをしたり、ク
ルクル回ったりする。

・鉄棒の大きい方はお尻が自分で上がら
ない。

・ネットを上手に登る。
・４～ 5人でつながって滑り台を滑る。

・はさみを安全に使う。
・周りに注意をし、安全に活動する。
・決めたルールを守り、協力して数える。
・ハサミを上手に使う。
・靴下を脱ぎ、靴の中に入れて綺麗に並
べる。

・雑巾ねじって上手に絞る。
・良く走って遊ぶ。
・友達の動きをしばらく目で追い、すきを
ねらって、つかまえる。

・ルールを決めて仲良く遊ぶ。
・何度もチャレンジして頑張る。
・横断歩道での安全確認をしっかりやる。
・みんなで鬼ごっこをして、元気よく走り回る。

予
想
さ
れ
る
事
故

・友達に怪我をさせる。
・つり革から落ちる。
・ドングリを飲み込む。

・鉄棒での怪我。
・滑り台での怪我。
・階段の踏み外しで額を切る。
・友達との喧嘩。

・周りに注意して安全に活動する。
・ルールを決めて仲良く遊ぶ。
・横断歩道での安全確認をしっかりやる。
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1）乳児及び幼児の行動観察結果から
乳児のけがにつながる恐れがあると考えられるもの

としては、次のような行動が観察されている。0才で
は、頭、おでこを壁や階段にぶつける、物を口に入
れる。1才ではふらふらあるく、人を押す・押される、
三輪車で強引な移動をする。2才では、身近な食具
やタオルなどの日用品で遊ぶ、登り棒から滑り落ちる
などの動きが観察されている。
また、幼児で事故につながる恐れがあると考えられ
るものとしては、次のようなものが観察されている。

3才では、ブロックを棒状に長くし友達をつっつく、
ハサミで毛糸を短く切って遊ぶ、両手に枝を持ち友
達を追いかける。4才では、4～5人でつながって滑
り台を滑る。5才では、特段の行動は観察されてお
らず、逆にルールを守る、はさみを上手に使うなど
安全に配慮する行動が観察されている。
これらの結果を総合すると、けがにつながる恐れ
がある動きや安全に関する行動には、年齢によって
以下のような傾向があり、徐々に変化していくことが
推測できた。具体的には、その発達段階や体格，能
力の特性などから、0～1歳児は自分自身の動きをコ
ントロールできずに、周囲の壁や床などにぶつかって
しまう危険が推測される。2～3才では日用品や波差
網などの身近な用具を使用する機会が多くなり、それ
らに起因する危険が推測される。さらに、4～5才で
は，友達と遊ぶ機会が多くなり、活発に走り回り、遊
びや交通のルールなどを守るなど社会規範育成の

基礎となり、安全確保のための自律的な行動が見ら
れるようになる。乳幼児のけがを防ぐためには，これ
らの点を理解した対策を講じる必要性がある。

2）必要な乳幼児の生活・保育環境への配慮
乳幼児の事故やけがの防止には、行動を禁止す

る、遊具を撤去するなどの極端な対策が取られること
が多い。しかしながら、それでは、当面の事故防止
はもちろん、それらを通して生涯を通じて健康・安全
で活力ある生活を送る能力の基礎づくりの視点から、
重大な懸念が生じる。
特に、乳幼児期は、心身の発育・発達の両面か

ら、生涯でも最も急激な変化が起こり、生涯を生き抜
く力の基礎を形成する重要な時期である。指導者は、
安全に対して十分配慮しながらも、精一杯動き回り、
遊び、人や環境と関わり合って伸びやかに成長する
機会を保証することが求められる。
そのためには、図1に示すような発生要因を念頭
に、発達段階を十分に考慮しながら、子どもの遊び
や遊具が危ないから禁止、撤去しようではなく、それ
に対応した対策を講じる必要がある。乳幼児の場合、
例えば、床にマットのような物を敷き，転んでも重傷の
けがにならないようにするなど環境の改善・対策の実
施が大きなポイントとなるものと考えられる。もちろん、
指導者の継続的な温かい見守りが重要であることは，
言うまでもない。

図1　乳幼児の事故発生要因

＊交通事故の発生には、これに「車両」の要因が加わる。

主　体 環　境

事
故
災
害

身体の発育、体力・運動能力発
達の状況、器具・用具等の不慣れ、
遊び方への習熟不足、危険な遊
び方や行動、ルール等違反、焦り、
悩み、自信過剰、けがや障害の有
無などの心理的、身体的状況等

施設設備、遊具、各種の器具・
用具、活動場所の広さや地
面の柔らかさ、床や壁の状況、
活動人数、他の人の行動、
気象条件、明るさ等
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また、安全点検を実施する際や普段の見守りでは、
図2に示すように、危険の2層構造に留意し，特に、
時間の変化や状況の変化により、潜在危険が顕在
化することを防ぐ努力が必要である。

3）乳幼児の事故やけがを防ぐための危機管理の
　 視点の重視
図3で示す様に、子どもや学校の安全を脅かす事

件や事故が発生した、あるいは、発生しそうになっ
た状態を危機と捉え、人々の生命や心身等に危害を
もたらす様々な危険が防止され、万が一事件・事故
が発生した場合には、被害を最小限にするために適
切かつ迅速に対処することを危機管理という。指導者
は、常にこの視点から子どもの行動や環境を見つめ、
必要が認められた場合には、具体的かつ迅速・的
確に対策を実施するように努める。

顕在危険
（直接見えている危険）

潜在危険
（直接見えない危険）

①自分の中にある危険
　（服装不適、危険な遊びや行動）

②他者の中にある危険
　（周りの人の危険な動き、周辺の状況等）

③環境に潜む危険
　（気象条件、施設設備の破損・故障等）

①自分の中にある危険
　（体力不足、けがや障害、習熟不測、過剰な
　対抗意識、焦り、悩み、自信過剰、自身のルール
　無視、約束違反　等）

②他者の中にある危険
　（相手のルール無視、約束違反、脇見、見落とし、
　漫然とした動き、攻撃的な動き等）

③環境に潜む危険
　（気象の急激な変化、施設設備・用具等の劣化、
　地面や周辺の状況の変化等）

図2　危険の2層構造 （戸田芳雄）

図3　危機管理の2つの側面
（学校の安全管理に関する取組事例集（平成15年3月；文部科学省）より引用）
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また、幼児教育施設や学校では、指導者一人一
人が「安全文化の創造」を目指して、
安全教育に関する教育場面だけでなく保育や教育
活動全体を通じて、健やかな成長を願い、子どもが
自他の生命や安全及びその基盤となる人権・人格を
尊重する心を耕す（態度を育てる）よう配慮する必要
がある。
そのためには、基盤となる考え方、セーフティプロ
モーション（safety promotion；「セーフティプロモー
ションとは、安全の最適レベルに到達して，それを
維持するのに必要な状態が存在し、しかもその状態
を継続させることを確かにすることを目指した過程で
ある」）の理念を理解し、教職員だけでなく、保護者
や地域の方々、関係機関とも連携しながら、みんなで
（組織的に）子どもの安全確保と伸びやかな成長を
期したい。
以上から、乳幼児の安全に関連する動きの発達と
環境の完全確保においては、けがにつながる恐れが
ある動きや安全に関する子どもの行動には、年齢によ
り徐々に変化していくことが推測され、事故の発生要
因を念頭に、発達段階を十分に考慮しながらの対応
策や環境改善策の実施、さらに指導者・地域・機関
等の継続的な温かい見守りが重要であることが示唆
された。

参考文献
（独）日本スポーツ振興センター  （2012） 学校におけ
る固定遊具による事故防止対策　調査研究報告書
（平成24年3月）
文部科学省 （2010） 「生きる力」をはぐくむ学校での
安全教育（平成22年3月改訂）
文部科学省 （2007） 学校の危機管理マニュアル（平
成19年11月改訂）　
文部科学省 （2003） 学校の安全管理に関する取組
事例集（平成15年3月）

（文責・戸田芳雄）

第4章　保育実践ドキュメント

1．はじめに

この章は、第三者の公開保育実践を通して、活動
内容、指導展開、子どもの反応等について、指導
者、園長、大学教員たちと議論し合ったものを保育
実践ドキュメントして紹介していく。そして、保育者、
園長、保育者養成校教師たちの考えから、保育カリ
キュラムと保育者養成校の在り方を考えてみたいと思
う。
実践指導者の秋山エリカは、大学授業における
実技指導や新体操競技選手育成に時間を費やして
いる。子どもには大学公開講座で新体操を教えたり、
筆者と幼児教室の運動遊びを指導したりしている。
筆者は秋山と一緒に事前打合せをし、指導計画（表
1）を立案し、活動内容の展開方法を検討する。秋
山の場合は、指導のねらいをしっかり把握し、導入
方法や展開の際の言葉がけが保育者と異なってお
り、学ぶべきことが多くある。元新体操オリンピック
選手が示す保育実践をドキュメント風に示すことによ
り、保育者や大学教師が気づかなかった保育実践
の問題が見えてくると考え、公開保育実践研修会の
一部をここに紹介する。

2．方法

公開保育実践研修会のねらいは、・保育の見直
し、・保育の視点を広げる、・保育課題を見つけるた
めに、他者に実践指導をお願いし、園関係者、他
園保育者、学生、専門家たちが実際の実践指導を
参観し、参加者の考えや意見を交換し合い、保育の
専門性を深めていく研修会である。実践モデル園は、
東京都目黒区内B保育園である。対象児は、3歳児、
4歳児、5歳児の各クラス25名が対象である。場所
は東急東横線祐天寺駅から近くで、2014年3月に初
めて卒園児を送り出す新しい保育園である。
秋山の実践指導は、2014年度　公開保育実践
研修会実施予定表で示す9月1日の9時30分から12
時まで、5歳児25名を対象に行われた。専門家の
議論は実践終了後の1時間を割り当てた。実践指導
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月 5月 6月 7月
日 12 21 28 2 9 18 7 14 23
曜 月 水 水 月 月 水 月 月 水
歳児 5 3 4 3 4 5 5 3 4
主題 5月の風ってどんな風？ たまごや～い！ みんなの花火大会

主な
活動

・遊びのルール決め
・身体表現
・ゴースを使って変身

・ひよこの飼育体験話
・新聞紙を使った製作
・お話創り

・たまごのボールゲーム遊び
・花火の歌とダンス

月 8月 9月
日 4 11 20 1 8 17
曜 月 月 水 月 月 水
歳児 異年齢 異年齢 異年齢 5 4 3
主題 さあ、でかけよう！ 宇宙へ飛び出そう！

主な
活動

・夏休みのお出かけ
・交通手段を考える
・花火と歌とダンス

・宇宙船に乗って
・空の学校へ行こう

表1　2014年度　公開保育実践研修会実施予定表

表2　【保育実践指導案】

　9月1日　（月） 　　5歳児　25名　天候　　　　気温 指導者名　秋山エリカ
主
題

全体テーマ：宇宙へとびだそう！
　　　　　　「オリンピックってな～に？」

歌
・
曲

ピアノ演奏
（延長コード）

ね
ら
い

・オリンピック選手になる「夢」に近づき、いろいろな身体運動を試してみる。
・宇宙を想像し、音楽と身体で表現してみる。
・手具を使い、操作を覚え、何かに成りきって動きを楽しむ。 準

備
教
材

ゴース（人数分）
フープ（5～10本）
リボン（5～10本）
なわ（2本）
（ボール、こん棒無し）

活
動

・オリンピック選手の話を聞く。
・身体の基本的な動きと手具の基本的操作を覚える。
・音を感じながら、手具操作と動きで小さな作品をつくる。

時間 主な活動 こどもの姿 指導のポイント

9:30　　 ホール集合
9:40　　 挨拶、講師紹介

（指導者とピアノ奏者）
9:45　　 オリンピックについての説明

9:55 　　基本運動（ストレッチ）
         

10:05　　模倣と表現
　　　　 生き物、自然、ロケット、雲、星？

10:20　　手具の扱い方
　　　　 グループ編成

10:50　　作品発表

10:55　　終わり

・友達が揃うまで静かに待つ。
・英語で朝の歌を講師に披露する。

・オリンピックについて自分たちの知ってい
ることを話し、オリンピック選手の話を聞く。

・なぜストレッチが大切なのか、怪我って
何かなど、ストレッチをしながら聞く。

・秋山先生の動きを見て真似る。
・自分たちの想像した動きを曲に合わせて
表現する。
・ゴース、輪、リボン、縄、ボール、こん
棒等の扱い方を知る。
・それぞれの手具に触れてみる。
・手具を使い、曲で何かを表現してみる。
・一つの作品を創り、演技をしてみる。

・オリンピックについて、感じたことを言葉
で発表してみる。

指導者がオリンピックを通して、世
界中に行っていることから、宇宙と関
連させる。
いろいろな国に行き、大事なことに気
づいたことを話す。

もしも宇宙に飛び出せば、体がどうな
る。動きの不思議さを考えさせ、曲
を聞きながら体で表現させる。
手具を使う際のルール、約束を守ら
せる。
1人と数人一緒の動きを見せ合う。

指導者の助言から。1つの作品をつ
くり見せ合う。
今日の感想を簡単に言わせる。
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案は9月の指導案を基に立案されている。当日の参
加者は、園長4名、実践モデル園関係者3名、大
学教員2名、ピアニスト、ヨガ講師、NPO職員、
筆者、指導者　計15名であった。

3．実践ドキュメント

1）保育実践指導
＜教材準備＞
こどもが一番喜ぶ新体操の手具はリボン、フープ
などである。12本のリボンにアイロンをかけ、学
生が工夫したしまい方と同じやり方で、運ぶ準備を
した。奇妙なスティックとカラフルなリボンの突起
は、電車の中では目立った。

＜はじまり＞
9月1日月曜日は8月の異年齢クラスから年齢別クラ
スに戻る最初の日、集合時間までに登園の子が少
なく、十数人から始める。最初の導入部分で、今日
は違う先生と遊んでもらいますと筆者がいうと、「喜
代先生、どこかへいっちゃうの？」との声が聞こえた。
オリンピックを知っているかというと、「知っている！」
との声が聞こえ、指導者の紹介が始まった。

＜指導者の説明＞
アキレス腱を切断した後の傷口をこどもに見せ、
安全の確認をしてから身体のストレッチを始めた。
ピアノ曲に合わせながら、園児はぎこちなく指導者
の後についていった。

出来るだけ小さくなってと、園児たちの小さな塊を
作った。次にぶつからないように広がってと、ホー
ルの空間を自分たちで考え使用できるように配慮し
ていた。
（Hくんが空気を乱しているので、筆者が彼を抱え、
フナッシーが好きなH君、これからフナッシーの好
きなことをするから、先生の言うことを聞いてと注意
を促した。）　

＜やわらか体操＞
のびる･･･両手上、爪先立ち（緊張）　→　
アイス･･･とける（解緊）
すわる･･･静止　　
歩く･･･動く　→　宇宙空間でゆっくり　→　早く

　→　宇宙空間　→　地面に足あとをつ
ける　→　歩幅を広げる　→　空気の中
で浮く

屈伸･･･長座から片足ずつ、膝を曲げたり、つま
先を持って膝を伸ばしたり数回行った。

開脚･･･前屈、左右側屈
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リズム･･･リスの動き
バランス･･･片足立ち、目を閉じての片足立ち
合図で動く･･･手はお尻、肘を膝、かかかとを床、
色の指定･･･緑色にタッチ、白にタッチ、鏡にタッチ。

手具･･･輪に入る。

2人組･･･ブリッジ、手を離したブリッジ、あおむ 
けブリッジ

 

＜音を聞く＞
音を聞いて綺麗に歩く･･･前向き、後ろさがり、横
歩き、ペンギン歩き（かかとから歩く）、クロス歩き、
スキップ、後ろスキップ、1・2で止まり両手を広
げてバランス、両足ジャンプ、方向を限定しない
ジャンプ。
　

＜水休憩＞
一杯飲んだら戻る（指導者への助言）、手具にさ
わらないで待たせた。

＜動きを見る＞
手具に魔法をかけるといい、ロープ、ボール、フー
プ、リボンを使い体の動きを見せた。
園児は「魔法」という言葉と手具に興味を示し、操
作には魔法をかけることが大事であるといわばかり
に真剣に見ていた。

リボン操作を見て、「バネ、ヘビ、花火みたい」等
の言葉を発していた

＜「リボンをさわってみたい！」＞
指導者は、園児の声を聞き、12本のリボンを2人
組での使用を考えた。1本余っていたので、担任
にも動きを促した。
　　
約束･･･ 2人組でやる。交代の際のスティック扱

い方を説明。取っ手の方から相手に「ど
うぞ」といって渡す。
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操作･･･大きな丸、ヘビ、螺旋で回る、波の下をく
ぐる、3回交代

＜ゴースを使う＞
風呂敷状･･･ かぶっておばけ、投げてとる、ゴー

スの上にすわり歩く、たたむ
大ゴース･･･ 全員にゴースをつかませ、ボールを

入れて跳ね飛ばす。
園児主体のかけ声で、成功するまで

やらせた。
担任と大ゴースを広げ、雲に見た
て、園児を雲の下に固まらせ、ゴー
スを移動させ、園児も移動させた。

＜整理体操＞
ピアノ曲･･･腕、首、背筋、胴、足、つま先等の

全身の関節を音楽に合わせて動かす。
呼吸を整えて終了。
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動きと音楽の関係を追求し、保育者のための運動
音楽教材を作成する。
遊びや運動におけるリスクを追求し、具体的な安
全策を探る。

2）反省会
参加者 園長4名、担任、主任、男性保育士、

大学教員2名、ピアニスト1名、ヨガ
講師、NPOの職員、筆者、実践指
導者（秋山）　計14名。　

＜参観者の雰囲気＞
実践モデル園の園長が、高校3年間新体操をし
ていたとのことで、話が熱中した。また、夢工房関
係の園長もめずらしく3人が揃い、皆さんの「やる
気」が伝わるような空気が流れていた。参観者は、
前回参観された大学の音楽科と器械運動の先生、
大学卒業生のヨガ講師と、前回と違う専門家の集
まりになっていた。

＜司会（モデル園園長）＞　　
今日、感じたことを一言お願いします。

＜担任＞　　
子どもはいつも通りに遊んでいた。H君とAちゃん
は必ず遊びから外れている。二人とも、好き嫌い
がはっきりしている子だが、今日は最後まで集中し
ていて感動した。嬉しかったし、自分も一緒に遊
べて楽しかった。ピアノ演奏が上手く、まとまって

いて、子どもの音をしっかり感じとって、よくできた。
子ども達にとって良い体験ができたと思う。

＜園長①＞
曲があったことで子どもは集中していた。普段の保
育士と違う動きがあったのではないだろうか。新し
いことに子どもは興味を示し、新体操をやることで
印象が深まった。

＜園長②＞
ピアノと先生のことばがけが印象的。先生の動き
がきれい。子ども達は先生の動きを何とか真似しよ
うとする。動きの輪の中に入ろうとする。先生が子
どもの声を拾っている。最後のボールでは、子ど
も同士の活動になり、子どもからリーダーが自然と
生まれていた。良かった。

＜園長③＞
これまで新体操を見たことがなかった。子どもも真
剣に先生を見ていた。子どもも経験し体験すること
が大事。改めて、音の力、自然の力などを感じた。
先生と同じ動きが子どもも同じようにできる。これは
指導力があるということなのかなと思う。水を飲ん
だあとの洗面台を拭いている子を待ち、皆の前で
褒めていたことで、その子も自信がついたと思う。

＜大学教師①（器械運動）＞
ストレッチはことばがけをしながらやっていた。い
ろいろな動きを使い、体力がつくような内容を示し
ていた。運動に合った音楽で、しゃれていた音楽
だった。運動は模倣から入るものだが、今日の展
開が面白かった。最後のボール上げが、妙に気
に入った感じだった。子どもは自分が思っていた
以上に理解力が高い。最後の整理運動は、先生
の真似をし、魔法をかけられていたようだった。

＜ヨガ講師＞
楽しい時間であっという間に終わった。展開が多
かった。アドリブが利かないと苦しいかも。ウォーミ
ングアップは、型を決めずに自由にさせ、安心が
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ある。無理なくでき、2人組、筋トレ、相手の力の
状態に合わせてやるので、無理なく怪我をしにくい。
音楽を使用していくと、背骨も伸びる。男の子も楽
しそうで、運動しても安全だ。

＜大学教師②（音楽科）＞
自分が実践を受けている感じになった。H君の行
動が気になっていた。（指導者：全然気にしなっ
た。小さいときの自分がそうだったから） 子ども達は、
どの子もうっとりした動きをしていた。動・静・穏や
かな気持ちが見られた。リボンを渡す時のことば、
「どうぞ」から「ありがとう」が自然に生まれていた。
最後のボールは、子ども達から生まれた遊びの動
きが、子ども達の遊びになっていた。

＜ピアニスト＞
天国・地獄の表現をしていた。子ども達はすでに
音楽を聞いていたので、あえて子どもの曲は使わ
なかった。自分が教室で指導していたときは、カ
ルメンの曲を理解させるのに、闘牛のビデオを見
せたりしていた。タンゴもフラダンスも見せる。ま
た絵も描かせる｡ 情操教育を兼ねているので、か
なりの音が入っていた。

＜筆者＞
H君と参加しなかった子が気になった。秋山先生
と一緒に組んでやるときは、参加しない子の所へ
私が行き、入りたくない理由を聞いて、入らせてい
た。ホールの階段で見ていた男の子は、柔軟が
できないと、階段で見ていた。筆者が床に移動さ
せたら、一緒にやりはじめ、私に見せていた。

＜モデル園園長＞
どの子も個性が強く、自分でコントロールしていた。
子どもに近い言葉を発していた。音と踊り、見て学
ぶ、リボンで遊ぶ、言葉の魅力、子どもたちは五
感すべてを使っていた。これらは違う分野でどう表
現させていくのかが課題。子ども自身が何回もやっ
ていた。いつもと違う雰囲気になった。オリンピッ
クに興味を持つ。一生懸命になれば、選手になれ

ると思う子が生まれるかな。

＜担任＞
全体でやろうとするときに、どの子も個性が出てしまう。
でも、今日はみんな最後まで集中してできていた。

＜男性保育士＞
人生の中で新体操と縁がなかった。新体操と音楽
の融合が凄い、花になった。手の動かし方もでき
ていた。ピアノは驚きの連続で、ストレッチのとき
は自分も参加したくなった。普段ではやらないこと
を楽しませて頂いた。

＜主任＞
私自身も感動した。子どもも憧れていたのかな。あ
こがれの存在になるって大事では。子どもにやっ
てみたいと思わせることですね。いろいろな動作が
入り、展開がスムーズだった。誰かが遅れてもそ
れに気づく時間があった。子どもが飽きないで活
動でき、自然と終わりになった。

＜実践指導者の感想＞
ビデオを通し子ども達との運動の場を改めて見直し
たときに、多くの発見があった。
一つは、導入部分である喜代先生の子ども達へ

の語りかけの場面を見て、子ども達の喜代先生に
対する眼差しの中から、これから始まる事への期待
や喜びが溢れていることがわかった。これは、喜代
先生がこれまでの子ども達とのふれあいの中で築き
上げた信頼から来るものであろう、このような明るい
空気から実践内容に入れたことは幸運であり、同じ
内容でも子ども達の中に期待する気持ちや、これか
ら始まる事を楽しもうとする感情がある中で運動を
始めることができれば、自然と子ども達は積極的に動
き内容も充実したものになる。
実践の中で感じたことは、やはり音楽の効果で

あろう、子ども達は音楽を単純に拍子だけを捉えて
いるのではなく、音の持つ感情を的確に捉える力
を持っている。楽しい音楽の中では笑顔で弾むよう
に動き、ゆったりとしたリズムの中では伸びやかに
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動き出す、重たい曲では重心を下げて動き、美し
い音楽の中では、うっとりと音に酔いしれながら動
いている子どもも見られた。このように音楽が動きを
引き出し、感じる力、表現する力にもつながること
がわかった。
また、言葉かけの中で「次は難しいよ…もっと難
しいよ…」という言葉に対し、子ども達はチャレン
ジしたいという意欲にあふれていた、そして内容が
できたときには「できた！」という喜びの声があちこち
から聞こえた。子ども達の旺盛な意欲に感激すると
ともに、難しいことにチャレンジする気持ち、出来
た喜びを幼少期に体を通し多く経験させたいと感じ
た。子どもには出来ないかなと思える内容も安全に
配慮しながらチャレンジさせれば、思った以上に
やれることが沢山あるのではないだろうか。
実践を通して強く感じたのは全員が楽しそうで

あった。それに、音楽の効果も加わり、明るい空
気が流れていた。どんなに素晴らしい内容も、この
明るい雰囲気の中で、言葉で指導することは難しく
ても、子どもが自由に積極的に運動できる場の環境
を作ることも、私たち大人の重要な役割であると思
う。今回、このような貴重な経験をさせていただけ
たことに心から感謝しております。ありがとうござい
ました。

4．まとめ

本章のまとめは、第三者の保育実践を、指導者、
子ども、その他にして、次に示した。

○指導者
 ・ 子どもの声を拾っていた。
 ・ 子どもを待ってあげていた。
 ・ 褒めてあげていた。
 ・ 言葉かけをしながらストレッチをしていた。
 ・ いろいろな動きを使っていた。

○子ども
 ・ 指導者の真似をしようとしていた。
 ・ 子どもからリーダーが自然と生まれていた。
 ・ 動・静・穏やかな気持ちが見られた。

 ・「どうぞ」「ありがとう」の会話が自然に生まれて
いた。

 ・ 五感を全て使っていた。
 ・ 飽きずに活動していた。

○その他
 ・ 子どもの経験体験が大事。自分が思った以
上に子どもは理解力があった。

 ・ 先生の魔法がかかったようだった。

以上、秋山エリカの感想を引用し、「子ども達の
中に期待する気持ちや、これから始まる事を楽しもうと
する感情がある中で運動を始めることができれば、自
然と子ども達は積極的に動き内容も充実したものにな
る。」ことが、この保育実践から示された。

（文責・佐藤喜代、実践指導・秋山エリカ）
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第5章　動きと音楽の関係を追求した保育
者のための運動音楽教材

本章では、子どもの心地よい運動遊びへの導きや
展開に活用できる補助教材を示す。動きの基礎は、
平成26年9月1日に実施された公開保育実践研修会
（会場・夢花保育園3階ホール）における短大教員に
よる保育実践指導ビデオを参考としている。方法とし
ては、当日の保育実践で用いた動きと音楽を参考にし
て、新たな運動音楽教材として編曲することとした。

＜運動遊びと音楽の考え方として＞
 ・ 音楽に合わせて動くのではなく、子どもたちの動
きに音楽が寄り添うようにする。

 ・ 子どもたちの気持ちを大事にして、自由な発想
で動いてみる。

 ・ この音楽が動きに合うと思ったものを選択し、即
興もいれてみる。
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（イラスト・秋山エリカ、文責・編曲・山本学）
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おわりに

本研究は平成25・26年度の東京女子体育大学・
同短期大学の共同研究として、特色ある短大の創造
をねらい、こどもスポーツ研究の在り方を追求し、こど
もスポーツに関する基盤構築の研究開発を検討して
きた。「こどもスポーツ」は一般用語ではないが、本
学が体育大学と幼稚園教諭・小学校教諭を輩出す
る短大教員養成校として、共同研究者たちと共に「こ
どもスポーツ」を本学から誕生させたい思いで研究に
取り組んできた。
子どもの生活行動観察調査においては、横浜市内

A保育園における保育の内容は「養護」と「保育」の
一体化したバランスのある総合保育であり、幼稚園
教育と同じ内容の保育が行われていたことが明らか
にされた。乳幼児の生活行動と運動に関しては、「投
げる」「転がる」の運動があまり観察されなかったもの
の、「歩く」「走る」「跳ぶ」「手足のバランス」「その
他」などが多く観察され、特にダンスが乳児の中心
的運動内容として取り入れていたり、柔軟運動・模
倣運動・懸垂運動などが幼児の日常保育において指
導されていたりしていたことが明らかにされた。乳幼
児の安全に関連する動きの発達と環境の完全確保に
おいては、けがにつながる恐れがある動きや安全に
関する子どもの行動には、年齢により徐々に変化して
いくことが指摘され、事故の発生要因を念頭に、発
達段階を十分に考慮しながらの対応策や環境改善
策の実施、さらに指導者・地域・機関等の継続的な
温かい見守りが重要であることが示唆された。
また保育実践においては、東京都目黒区内のB保
育園で公開保育実践研修会の機会が頂け、共同研
究者による運動指導の公開保育実践が実施でき、保
育関係者、専門家、一般の方からの貴重なご意見
を頂くことができた。さらに、その公開保育実践ビデ
オを参考にし、動きと音楽の関係を追求した保育者
のための運動音楽教材も新たに開発することができ
た。
本研究は、こうした保育現場の調査協力と保育実
践提供により「こどもスポーツ」に関する研究開発が
実現できた。その他にも幼児教育の専門家たちとの

学内研修会を数回行い、共同研究者間の研究意識
が高まったことも大きな力になった。また、影の力とし
て協力してくださった6名の観察調査員は、慣れな
い幼稚園教育要領解説に目を通したり、自宅に帰っ
てから夜遅くに調査票Aを仕上げたりしていた。子
育てが終わった調査員たちは、園の子どもの成長が
手にとるようにわかり、保育園生活が良く理解できたこ
とに感謝していたことを付け加えたい。
調査期間中の解決できない問題は、観察2年目に
園児家族が長期出張や転勤などにより、観察対象児
がいなくなってしまう予期せぬ出来事があった。2年
分の十分な調査結果が得られず、1年分のまとめに
留まってしまったことである。しかし、2年目は観察調
査とさらに共同研究者たちに保育実践指導の機会を
いただけ、「こどもスポーツ」研究の充実を図ることが
できた。その結果、本研究を基盤とした新たな研究
課題の挑戦が可能になったことを付け加えたい。

本学女子体育研究所研究費により、多くのことを学
ばせて頂いたことに感謝し、本学における子どもとス
ポーツに関する研究の今後の発展をお祈りしたい。

平成27年2月
　　　共同研究者一同

山田まゆみ　戸田　芳雄　秋山エリカ
佐藤　理恵　佐藤　喜代　山本　　学

○研究協力園
観察調査園 きらら保育園（横浜市金沢区

能見台）
観察調査員 6名　観察対象児　0歳児～5

歳児　計12名
実践モデル園 夢花保育園（東京都目黒区祐

天寺）5歳児25名

○主な活動内容
研究協議会（年4回）、日本保育学会参加（5月）、
前期観察調査（6月）、実技実践研修会（6, 9月）、
データ処理（7, 8, 12, 1月）、学内研修会（9月）、
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日本安全教育学会参加（9月）、後期観察調査（12
月）実技実践研修会「心地よい運動遊びへの導き」
などを実施した。

○学内研修会講演内容と招聘講師
・こどもスポーツに関する研究基盤とは

（無藤　隆，白梅学園大学教授，H25.9.19）

・地域のこどもスポーツ
（中道洋平，国立市教育員会，H25.12.1）

・サイコモーターコーディネーション
（ハラルド･ポルスター，一橋大講師，H25.12.1）

・心地よい運動遊びへの導き
（無藤　隆，白梅学園大学教授，H25.12.1）

・遊びを通した学びを小学校につなげる
（小峰みち子，元横浜市立富岡西小校長，H26.2.24）

・実践授業と研究について
 （無藤　隆，白梅学園大学教授，H26.2.24）

 ・こどもの運動獲得と保育実践への導き①②
（佐藤喜代，聖セシリア女子短大講師，H26.4.17/9.29）

○研究分担者の研究報告
・「幼児体育」の授業実践説明 山田まゆみ

（東京女子体育短期大学教授，H25.9.19）

・こどもの事故と怪我 戸田　芳雄
（東京女子体育大学教授，H25.12.1）

・保育と音楽の関係 山本　　学
（静岡県立大学短期大学講師，H25.12.1）

・公開保育実践指導報告 秋山エリカ
（東京女子体育短期大学教授，H26.10.28）

・子どもの生活行動観察から 山田まゆみ
（東京女子体育短期大学教授，H26.10.28）

○協力団体
社会福祉法人　みどりの会
社会福祉法人　夢工房
NPO法人　キッズエクスプレス21


