
１．日本の幼児教育・保育の現状
　今日は保育所保育指針・幼稚園教育要領のことを解説する気はなくて、指針・要領の
改訂によって今後どういう実践が大事になるのか、事例を中心にお話しします。
　今ほど幼児教育や保育のことが話題になっている時代はありません。ニュースやいろ
いろなところで保育の話がしょっちゅう出てきます。今や保育が無償化され、保育に莫
大なお金がかけられています。でも、先生方にいいことはありましたか。保育士の給料
は少し上がりましたが、あまり得している感じはないと思います。なぜ注目されている
かというと、待機児童がいるからです。考えるとだんだん腹が立ってきます。
　世界は日本と違い、保育の質のためにお金を出しており、ほとんどの先進国では、幼
児教育に携わる人と小学校の先生の給料にあまり違いがありません。日本では、特に民
間が小学校の先生に比べてすごく差があります。残念ながらこれが日本の幼児教育や保
育を見る目なのです。世界では、幼児教育や保育がものすごく重要であることが分かっ
ています。日本は残念ながらそこまでお金をかけていませんでしたが、やっと国が動き
出しました。それが子どものこと、子育てのこと、保育のことにお金を出すという新制
度です。
　しかも、今回はかなり大きな改訂です。先生方の保育の質が、その子の人生だけでな
く、国の経済に影響を与えるぐらい重要であることが分かってきました。しかし、莫大
なお金が必要であり、これから５年間が勝負です。保育が重要であることを社会に知ら
せることができるかどうかによって、お金が出るかどうかが決まるのです。しかし、日
本は保育の無償化でお金を使ってしまっています。世界はそこだけには使っていません。
先生１人に対する子どもの人数をもっと少なくする方がいいに決まっているのですが、
日本がそこに向かうのはまだ難しい状況です。
　先生方の仕事は、本来もっと感謝されるべきですが、あまり感謝されていません。そ
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のことが給料にも表れています。その点について皆さんにも一緒に闘っていただけると
幸いです。

２．乳幼児期の体験と子どもの育ち
　ある園では、手作りのこいのぼりがたくさん飾ってありました。年長さんが２週間か
けて作ったそうです。年長さんを見ると、その園の子たちがよく育っているかどうかが
よく分かります。こいのぼりを見ると、布を染めてあって、縫い合わせているグループ
もあります。それぞれのグループが試行錯誤して、力を尽くして作ったものであること
が分かります。しかも、グループによってこいのぼりが全然違います。主体性を生かし
て作っていることが分かります。こういう園の年長さんは面白いです。みんな自分たち
がしていることを説明しに来るのです。もちろん年長さんの担任だけが立派なのではな
く、それまでの積み重ねでいい保育をしているのだと思います。
　職員室のソファーに座っていると、ある３歳の男の子が走ってきて、私の膝にちょこ
んと座りました。しかも、ずっと一方的にしゃべり続けるので、からかってみました。
「髪の毛かっこいいね。誰が切ってくれるの？」と聞くと、「先生」と言いました。す
ると、園長が焦って飛んできて、「先生が切るはずないでしょう。お母さんか誰かが
切ったのでしょう」と言いました。この子はうそつきなのです。そして、「俺さあ、こ
いのぼりを作ってあそこに飾ったんだ」と言いだしました。うそだと私は思いましたが、
その子は「こいのぼりを新聞紙で作って持っていったんだよ」と言いました。もう一度
外を見てみると、真ん中に新聞紙が絡んでいました。「あれのこと？」と聞くと、「そう、
俺が作った新聞紙のこいのぼり」と言います。「本当なんだ」と思いました。
　「担任の先生は何て名前？」と聞くと、「リョウコ。リョウコさあ、俺のことをい
つもかわいい、かわいいって言うんだよ」と言います。そうしたら園長が飛んできて、
「私もあなたのことをいつも『かわいい、かわいい』って言うでしょう？」と言いまし
た。何て幸せな子なのでしょう。担任から「かわいい」と言われ、園長からも「かわい
い」と言われ、年長さんからは「おまえはいいやつだ」と言われているのです。すてき
な園だと思いました。
　今の話には、いい保育にとって重要なことが二つ含まれています。一つは、３歳の子
についてです。担任したら大変な子ですが、大人から「かわいい」と言われています。
乳幼児期に大人から肯定的に関わられることが多かった子どもは、明らかにその後の育
ちが良いことが分かっています。しかし、言うほど簡単ではありません。皆さんの目の
前にいる子たちは、「すてきな子だ」と認められることが多かったでしょうか。そうい
うふうに育てられた子はよく育ちます。今の時代、長い時間を保育園や子ども園で過ご
しますから、なおさら重要です。
　「かわいい」にはいろいろな意味があって、「いとおしい」という意味もあります。
「いとおしい」と思って育てられた子はよく育ちますが、言うほど簡単ではありません。
かわいいと思い続けて保育することはとても難しいです。「○○ちゃん、すてきね」と

4 　おおさか市町村職員研修研究センター

セミナー講演録集　Vol.42



いうふうに子どもに関わっていくことが成長につながると思います。
　もう一つは、年長さんの話です。こいのぼりを作った年長さんは、主体的にやり遂げ
る経験をしています。つまり成功体験であり、「できた」という達成感です。皆さんの
園の子たちは、それがたくさんあるでしょうか。「先生、見て見て」という子は、成功
体験をしています。しかも、大人が受け入れてくれることを分かっています。今回の指
針・要領の改訂もここに関わってきます。
　夢中で遊び込む子たちの保育を保障することは、言うほど簡単ではありません。遊ば
せることは誰にでもできますが、遊び込んで「できた」という経験は簡単ではありませ
ん。
　東京の公立保育園での夏の保育の事例です。年長さんだけでなく小さな年齢の子にも
遊びのブームが起こります。この夏はセミ捕りブームでした。しかし、ただセミ捕りを
楽しむだけでなく、部屋で放し飼いにするのです。すると、先生は『セミの一生』とい
う１冊の絵本を持ってきました。「セミの幼虫は５年間土の中にいて、６年目に出てく
るのです」と先生が読んだ瞬間、一人の子が「俺と同じ６歳だ」とつぶやきました。そ
うしたらみんなシーンとしてしまいました。自分たちと同じ生き物だと思ったのです。
それが今年で死んでしまうと思ったら、人ごとではなくなってしまったのでしょう。そ
の後、放し飼いにしなくなったそうです。
　その後、先生は『モグラくんとセミのこくん』という絵本を持ってきました。土の中
でモグラとセミの幼虫（セミのこくん）が親友になる話です。しかしあるとき、セミの
こくんは固まって動けなくなりました。焦ったモグラくんは、セミのこくんを土の上に
上げ、息を吹き返したセミのこくんは木を登って脱皮し、土の中にいるモグラくんにお
別れしたという話です。これを読んだときも、１人の年長さんが「俺たちも今年でお別
れだよな」とつぶやきました。仲間がいとおしくて仕方ないのです。大人から肯定され
ていて、自分たちのやりたいことを夢中になってやり遂げることを保障されてきた子た
ちであり、明らかに思いやりも育っています。
　この園の年長さんのクラスに、発達が少しゆっくりな女の子がいました。この子があ
る日、家で手作りの絵本を作ってきました。タイトルは『あまだれぽったんのはなし』
です。年長さんが以前歌った「あまだれぽったん」の歌が印象に残ったのでしょう。保
育園で行われる毎日のことが１枚１枚にいとおしく描かれていました。ベテランの担任
の先生は、「保育園の仕事は１日１日をこなすだけで終わってしまうのだけど、この絵
本を読んで、子どもたちは毎日毎日の小さな出来事が大事な経験なのだと思ったら、私
は駄目だなと思ったんです」と涙ぐんでおっしゃいました。先生方が毎日されている保
育は、先生たちが思っている以上に子どもたちにいろいろなことを残していると思いま
す。ですから、先生たちの仕事は、もっと社会から感謝されるべきかもしれません。ち
なみにこの子は将来、絵本作家になりたいそうです。これもたくさんの絵本に出会わせ
てくれた担任の先生がいたからです。どういう大人に出会うかというのは、もしかする
と思っている以上に大事なのかもしれません。
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　皆さんのクラスにも、この子さえいなければ毎日楽しいという人はいませんか。私が
勤めていた幼稚園でも、入ってきた日から大変な子がいました。でも、この子は面白く
て、音楽とメカ（機械）が大好きでした。私は喜んで年長まで持ち上がらせてもらいま
したが、年長の12月を迎えても相変わらず大変でした。12月は聖誕劇をみんなで演じる
大きなイベントがあったのですが、彼は自分のやりたい役ができないために部屋から抜
け出てしまいました。私は園長の勧めで、２人きりでご飯を食べながら話を聞きました。
すると彼は、「俺、CDをかける役をやりたい」と言ったのです。
　その後、みんなで話し合いながら劇をつくっていきました。彼はCDをかける役に
なったのですが、家からCDを持ってきて、劇中に使う曲を提案したのです。そして、
みんなで話し合って決めていきました。本番もパーフェクトにオーディオを操作してい
ました。ここから彼は劇的に変わりました。部屋から飛び出ることは一度もなくなり、
自分のやりたい遊びをじっくりするようになりました。けんかやトラブルはほとんどな
いどころか、いろいろな子たちといい関係を築いていきました。
　それまでは彼のことを否定的にしか見ていなかったのに、その日を境にすてきな子に
見えるようになりました。大人がそう思うと、周りの見方も変わります。逆もあって、
先生がいつも怒っていると、クラスのみんなからその子は悪い子だと見られるようにな
ります。大人がその子のことをどう見るかが極めて重要であることを改めて教わりまし
た。

３．ペリープリスクール調査が物語るもの
　保育において、世界を動かした研究があります。ペリープリスクール調査というもの
です。乳幼児期に質の高い保育を受けた子とそうでない子とでは、その後の人生が大き
く異なる可能性があるというものです。アメリカが50年以上前に始めた実験です。アメ
リカは当時、貧困に悩んでいました。貧困は、その国の経済に悪い影響を与えます。そ
こでアメリカは、幼児期から質の高い保育を受けさせれば、その子の人生が変わるので
はないかと考えました。
　アメリカの貧しい子たちを対象に、半数の子には質の高い保育を受けさせ、もう半分
には何もしませんでした。良い保育を受けた子たちは、そうでない子たちと比べてどう
いう違いが出るかという実験です。良い保育とは、子ども主体の遊びによる学びと手厚
い家庭訪問です。小学校に入った段階ではあまり変わりませんでしたが、大人になるま
でずっと追跡すると、二つのグループは明らかに異なりました。良い保育を受けた子た
ちは、そうでない子たちに比べて、高校卒業率、収入、持ち家率が高く、離婚率、犯罪
率、生活保護受給率が低かったのです。両者にIQの差は出ていませんが、大人になった
ときの学力に違いが出ました。
　つまり、良い保育を受けた子たちは、明らかに生活水準が高く、幸せになっている子
が多いのです。これがノーベル賞を取ったヘックマンという経済学者の研究です。今で
は日本も動かしつつあり、今回の指針・要領改訂のベースになっています。幼児期は勉
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強が重要ではないということです。
　この実験では、半分のグループに早くから文字や数を教え、あとの半分には何もしま
せんでした。教えてもらった子たちのIQは上がりましたが、小学校に上がったら同じ
になりました。つまり、早期の能力開発で成果は出ても、後々までつながる証拠はほと
んどないのです。乳幼児期の保育で大事にすべきことは、非認知能力を育てることです。
これが表には出てこない今回の指針・要領改訂のベースの話です。
　非認知能力とは、まず意欲があります。夢中になって遊び込む子を育てているかどう
かです。世界的に保育の質を見る見方の一つとして、熱中度が挙げられます。遊ばせて
いるだけでは駄目なのです。子どもたちが主体的に夢中になるような仕掛けをしている
かどうかです。これはプロの仕事であり、大人の働き掛けや環境の構成の仕方次第で大
きく異なります。
　それから、自尊心です。自己肯定感とも言い換えられます。心が大事であるという根
幹はこれです。日本の子どもたちは自己肯定感が極めて低いのです。日本の高校生を対
象にしたアンケート調査では、「自分は駄目な人間だと思う」と答えた子が７割以上で
した。そういう国は他に一つもありません。日本人は自分に自信がないので、国際競争
力で負けるだろうといわれています。自分に自信がない子はチャレンジしませんし、コ
ミュニケーションをしないからです。
　では、どうすれば自己肯定感が育つかというと、小さい頃から大人に甘えたり、受け
止められたり、肯定されたりすることがたくさんあればいいのです。もう一つは、成功
体験です。大人から認められるだけでは駄目で、自分でできたという実感がなければい
けません。夢中になって遊び込む子たちは、成功経験をたくさんしています。ここがと
ても重要なポイントです。「私はすてき」と思えると、人はすごく幸せに生きられます
し、人のこともすてきと思えるようになります。それが思いやりです。自分のことを受
け入れられない人は、人のことも受け入れられません。
　次に、粘り強さです。遊び込む子たちにはブームが起こるので、一つの遊びが発展し
たり、一つの遊びを工夫したりします。これが粘り強さです。小学校以降では、やり抜
く力とも言い換えられます。
　そして、自己制御も極めて重要です。生活習慣のしつけが厳しい園は、むしろマイナ
スの可能性があることが最近の脳科学研究で分かっています。厳しくしつけることより
も、気持ちを切り替える練習の方が大切です。怒鳴られてやると練習になりません。し
つけが厳しい園は、先生たちが子どものことをいつも怒るので、子どもたちの自己肯定
感が育たず、自己をコントロールする力も育たないのです。
　最後に人と関わる力（コミュニケーション力）です。今の保育園は、けんかやトラブ
ルを未然に防ぐことが当たり前になりつつあります。子育ての歴史上、初めてのことだ
と思います。皆さんが小さい頃は、けんかやトラブルは全部止められていなかったと思
います。発達心理学では、小さないざこざも含めて、けんかやトラブルによって相手の
気持ちが分かったり、思いやりが育つようになったりすることが分かっています。です
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から、そのことが子どもの育ちにとってとても重要であることを親たちにも分かっても
らわなければなりません。そうでなければ、思いやりがなくなってしまい、人の視点に
立てなくなってしまいます。
　夢中で遊ぶことを大事にしている園では、非認知能力が育ちます。遊び込むために必
要なのは環境です。それを用意するのがプロの仕事です。だから、保育は教育であり、
遊びは学びなのです。恐らくこれから評価が入ってくるときにまず考えられるのが環境
です。環境を見ればその園の保育の質が分かるといわれています。
　例えば保育室です。０歳からの赤ちゃんがいて、子どもたちが遊ぶものを自分たちで
取り出せるようになっているかどうかがまずポイントです。次に、いろいろな種類の遊
ぶものが用意されているかどうかです。それから、遊び込めるようなコーナーやゾーン
を作る工夫をしているかどうかです。最後に、子どもたちに興味のある環境がきちんと
つくられているかどうかです。１年間、似たようなものしか出されていないとすれば、
放任になってしまいます。いくら高いおもちゃを保育室に置いておいても、１年間同じ
であれば遊びは深まりません。つまり、高いおもちゃを置くことよりも、その子たちが
面白いと思っているものを出すことが重要です。
　早くからいろいろなことを教え込んだ方が、小学校へ行ってから困らないと思われて
いましたが、最近の研究では逆です。ベネッセの秋田喜代美先生や無藤隆先生たちの調
査では、園で遊び込む経験の多い子の方が、小学校に入ってから学びに向かう力が高い
ことが分かっています。それから内田伸子先生たちの研究では、一斉型のことをさせら
れる保育よりも、子どもが主体的に遊び込む保育を受けてきた子の方が、その後の語彙
力が高いことが分かっています。学力の根幹の一つは語彙力です。遊び込んでいる子た
ちの方が語彙力が育っているのです。

４．指針・要領改訂のポイント
　今回の指針・要領の改訂では、中身は大きく変わっていなくて、位置付けが大きく変
わっています。保育園・幼稚園・子ども園だけが変わるのではなく、学校教育全体の改
訂の中に位置付けられているのです。これまでのように暗記して試験を受けていい学校
に入る形では、これからの日本は立ち行かないことが分かっているのです。ですから、
自分で感じて考えて、自分の意見を言ったり、試行錯誤したり、調べたり、友達と協力
したり、プレゼンしたりする力を育てなければなりません。保育園・幼稚園・子ども園
はこの４月から変わりましたが、小学校は後れて来年４月からスタートします。つまり、
今回は学校教育全体の改訂であり、そのスタートが保育園・幼稚園・子ども園なのです。
　今まで教育は、小学校から始まっているといわれていましたが、保育園・幼稚園・子
ども園における「遊びが学び」となる活動がアクティブラーニングのスタートです。大
きな教育の中の重要な部分に保育園・幼稚園・子ども園が位置付けられたのであり、保
育園も幼稚園と同じ教育施設だと位置付けられたのです。全ての園が「遊びが学び」と
いう保育を保障することが今回の改訂の趣旨であり、子ども・子育て支援新制度の趣旨
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でもあります。全ての子どもが質の高い教育を受けられるということです。もちろん各
園の個性は出ますが、「遊びが学び」が小学校以上につながっていくのです。
　主に保育指針のポイントを説明すると、まず全ての園が子ども主体の遊びによる学び
を保障するということです。幼稚園と保育所は同じ教育機能を持っています。ただ、今
回重要なのは、きちんと「遊びが学び」だと説明できるようにすることです。そのため
に「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」というものができました。どこの園も
「○○ちゃんは水遊びで楽しくしています」ではなく、「水遊びを通してこういう姿が
育っています」と説明できることが大事になります。
　さらに重要なのは、小学校との関係が変わることです。今回の学習指導要領改訂では、
小学１年生のスタートが変わります。今までは小学校から「45分間座れるようにしてく
ださい」「文字や数はこれだけ読み書きできるようにしてください」などと言われてい
たと思いますが、これからは「遊びが学び」を通して「10の姿」をきちんと育て、それ
を受けて小学１年生がスタートします。私は小学１年生の公開授業を４月に見てきまし
たが、「遊び」をしていました。つまり、保育園・幼稚園・子ども園の延長です。今ま
でと接続の仕方が変わっているのです。「遊びが学び」できちんと充実する学びになっ
ていることを受けて、小学校がスタートする点がこれまでとの大きな違いです。
　子どもたちが遊び込んでいる姿を「10の姿」に照らし合わせると、幾つものことが説
明できます。10の姿は便利で、小学校にはとても好評です。これまでの小学校は、ただ
単に「元気なのです」と言うだけでは説明になっていないという見解であり、その教科
にきちんとつながる枠組みで説明してくださいと言っていました。しかし、遊び込んで
いれば全てこれで説明できます。「遊びが学び」をきちんと保障して、遊びの中でこれ
だけのことが育っているのだということをきちんとエピソードで伝えていけばいいので
す。親たちに対しても同様で、説得力が明らかに違います。
　０・１・２歳児も、安全に預かるだけでは駄目です。皆さんの園では、大人が丁寧に
応答的に関わっているでしょうか。１・２歳児の保育には「５領域」の概念が入りまし
た。子どもたちは豊かな経験がきちんとできているでしょうか。大きな公園にはいろい
ろな保育園が散歩に来ますが、園によって活動が全く異なります。私が追い掛けている
園は、子どもたちがいろいろな葉っぱや虫を見つけていて、明らかに散歩が発見の経験
になっています。ところが、そうでない園は、公園の真ん中におもちゃを出して、遊ん
で帰るだけです。両者では雲泥の差です。散歩一つとっても豊かな経験の場になるよう
にしてください。

５．質の高い保育とは
　アメリカの大規模な追跡調査で分かったことがあります。米国立小児保健発達研究
所（NICHD）は、３歳までにどのように育てられた子がよく育っているかを調べまし
た。一言で言えば、大人から手厚く関わられた子どもはよく育っているということです。
チェックリストがあって、家庭でも保育園・幼稚園でも大事なことが挙げられています。
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　まず、「体を使ったふれあい」です。かわいいと思っていないのに、スキンシップさ
れるほど嫌なことはありません。スキンシップはかわいいからするのです。目の前の子
がいとおしいというのが大事です。
　「子どもの発声や発話への対応（応答性)」。これが重要だと盛んにいわれています。
０歳は一番重要な時期で、人間の赤ちゃんはおっぱいを飲んでいる最中、時折休んで何
度もお母さんの顔を見ることをご存じですか。猿やチンパンジーは絶対にしません。栄
養補給を休んでまでお母さんの顔を何度も見るのは、作戦を考えているからです。お母
さんをこちらに向かせるためです。なぜなら、人間の赤ちゃんほど自分の求めに応じて
もらわないときちんと育たない動物はいないからです。人間は弱くできていて、大人に
応じてもらわないとよく育ちません。だから、スマホばかり見ているのは良くありませ
ん。赤ちゃんは親をずっと見ています。でも、親は気が付かないのです。保育士も同じ
ことです。
　上手なお母さんや上手な保育士は、まだしゃべれない赤ちゃんとしゃべっています。
これは信頼関係ができている証拠です。上手なお母さんはキャッチボールができていま
す。この応答性が極めて重要だといわれています。生活習慣のしつけも大事ですが、そ
れ以上に大事なのが応答性です。泣いたら応じてもらえたり、何かつらいことがあっ
ても自分が何かを発すると誰かが優しくしてくれたりすると、幸せな気持ちになりま
す。つまり、僕が望めば幸せなことが起こるのだということが、０歳では極めて重要で
す。ただ、これは０歳だけではなくて、その後もずっとそうです。
　「子どもへの質問、話しかけ（褒める、お話語り、歌う)」。これもアメリカの研究
で、どういう親や保育者に関わってもらったかによって語彙力に雲泥の差が付くことが
分かっています。つまり、子どもといる場で何を話題にしているかがとても重要です。
遊ばせっ放しでは駄目で、特に３・４・５歳は遊んだ後の集まる時間が極めて重要です。
今日は何が面白かったか、何をしていたか、明日はどうすればもっと面白くなるか、あ
るいは何が嫌だったか。これがあるから遊びが次に発展していくのです。これがなけれ
ばブームは起こりません。毎日似たようなブロックばかりしていても、あまり学びにな
りません。ブロックから何かが生まれてくるような子どもは、集まりの場できちんと話
しています。そのときに話している話題が語彙力につながります。
　先ほど非認知能力が大事だと言いましたが、非認知能力を大事にする保育は、結果的
に認知能力を育てるのです。学力は大事に決まっています。非認知能力を育てて、それ
に合わせて学力につなげることも大事です。
　「子どもの発達の促し（発達に応じた働き掛け)」。早くからいろいろなことをさせて
も駄目なことは分かっています。その年齢や発達に合わせた経験をたくさんさせた方が、
結果的には育つことが分かっています。
　「社会性を伸ばす（他者との関わり等)」。人との関わりが重要であり、異年齢の保育
はものすごく重要です。
　「読む力を伸ばす（絵本読み)」。これから教育に力を入れるのなら、絶対に絵本が大
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事であることがいろいろな研究で分かっています。絵本が充実していないのはもったい
ないです。
　「否定的な態度を取らない」。肯定されることが少なかった子どもは、育ちが良くな
いことがいろいろな研究で分かっています。今回の指針・要領改訂は、そのことがベー
スになっています。従って、環境が重要です。
　短大を出て２年目の若い先生が年長さんを担任していました。１人の男の子が「さっ
き雨雲が出たのに雨は降らなかったよね。おかしいと思わない？　雨雲は水でできてい
るんだよね。何で雨を降らせるときと降らせないときがあるの？」と聞きました。この
先生の答えが最高でした。「分からない」。正直だと思いました。しかし、この後がプロ
でした。「じゃあ、遊び終わった後の集まりのときにみんなに聞いてみようよ」と言っ
たのです。ここで答えたらこの話は終わっていました。この日、その話題をクラス全員
にしました。そういう話題の時間があるかどうかで、次の遊びに発展するかどうかが全
然違ってきます。
　担任の先生がこの子に「さっきの話をして」と言いました。こういうことを普段から
している年長さんは、人の話を聞いて自分の意見を言うようになります。先ほどの語彙
力やコミュニケーション力などに関係していきます。そのクラスでは、いろいろな子た
ちが自分の意見を言いました。ところが、この質問は難しいので、答えがなかなか出ま
せん。最後に、ある男の子が「分かった。水でできている雨雲と、そうでない雨雲があ
るんだよ」と言ったのです。また担任の先生が最高でした。「へえ、そうなんだ」。この
人はわざと言っているのかと思いました。わざとなら大したものですが、この後が面白
かったのです。
　この園では、送り迎えで親が来たときのために、写真を１枚貼りだしていて、写真に
一言だけ付けています。「なぜ雨雲でも雨を降らせる場合と降らせない場合があるのか
で、クラス中が大論争」と書いてありました。親子はこれを見てから帰ります。多くの
家でこのことが話題になったのでしょう。翌日、２人の子が園に雲の図鑑を持ってきま
した。お父さんと話した子は、インターネットでも調べたと言っていました。翌日、雲
のことがみんなの話題になったのです。
　そこで、雲の写真を撮ろうという話になりました。デジタルカメラがクラスに１台あ
るので、子どもたちと先生で雲の写真を毎日撮り始めました。何枚も撮りますが、プリ
ントアウトするのは１枚で、雲の写真を１日１枚ずっと貼っていくのです。夏休みに入
るまで１か月以上続きました。子どもたちは、今日の雲はこういう形だったというふう
に、絵日記のように書いていきます。明らかに科学する心が育っていきます。
　日本の保育はサイエンスが弱いといわれていますが、先生の拾い方一つです。拾わな
いから、話題にしないので、興味が起こらないのです。子どもたちは本当は話題を出し
ているはずです。中にはサイエンスに行かずに、雲のお話を作っている子もいました。
つまり、応答性です。先生が子どもの話を拾ってどう返していくかによってブームが起
こります。ブームが起こるクラスは、学びの物語が起こっているのです。どう拾ったか
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が、「遊びが学び」になっていく重要な点です。
　ただ単に話を聞くだけでなく、子どもが遊んでいる姿をイラストにしてもいいし、年
長さんなら字で箇条書きにしてもいいかもしれません。奈良の幼稚園では、遊び込んで
いる子たちが聞き込んでいます。夢中で遊んで、集まった場面で話をする経験が保障さ
れることが大事です。しかも、夢中になっていることを見える化することが大事です。
　年長さんのキラキラクリスマスパーティーの話し合いでは、きちんと子どもの意見を
聞いてメモしていました。マインドマップというのですが、年長さんになると自分で書
くようになります。どういう話し合いの時間を取っているかによって、話題にものすご
く違いが出ることが分かると思います。
　私は、東京都の公立保育園の研究会で、絵本と保育の勉強会を２年間毎月しました。
そのとき０歳の担任が「赤ちゃん絵本は、顔が出てくる絵本が多いのはご存じですか」
と言いました。今、赤ちゃん研究はとても進んでいます。いろいろなことが分かってい
て、赤ちゃんは顔が好きだということが分かっています。なぜ顔を見るかというと、大
人の顔から情報を読み取っているのです。
　０歳の担任の先生が８人ぐらいいたのですが、各園で顔が出てくる絵本を子どもに読
んでみたそうです。すると、顔写真が出てくる絵本が面白かったそうです。ある先生は
「きっと顔写真の方が本物に近いから興味を持つのではないか」と言いました。そこで
一つ思い付きました。先生たちの顔写真を撮って、「いないいないばあ」の絵本を手作
りしたのです。すると、子どもたちはみんな引き付けられるように見ました。「いない
いないばあ」絵本のブームです。すると今度は、この頃にはほとんどの子が１歳の誕生
日を過ぎていたので、親の許可を取って、子どもの顔写真を撮らせてもらって絵本を作
りました。
　０歳は１対１の対応が大事ですが、上手な先生はクラスの横をつなぎます。０歳児ク
ラスの後半は友達同士をつないで、いい雰囲気になりました。それ以降、その先生がど
の絵本を持ってきても子どもは集まってきます。しかし、他の先生では駄目です。つま
り、この子たちが面白いと思うものをきちんと用意しているので、子どもは聞くように
なったのです。この子たちには今これなのだという絵本を持ってきているかどうかが、
これほどの差を生むのです。
　この先生はそのまま１歳児に持ち上がりました。半分は１歳から入ってきたので、絵
本になかなかなじまなかったのですが、夏ぐらいになるとみんながよく聞くようになり
ました。でも当然、「僕ね」などと言う子が出てきます。この先生はそういうときも丁
寧に対応します。やはりブームが起こりました。最初は「大きい、小さい」のブームで
す。「大きい、小さい」が繰り返されるたびに、１歳児クラスは「あれ、大きいね。あ
れ、大きいね」と言うわけです。この子たちは「大きい」しか言いません。
　保育の基本は、子どもたちが今これが面白いと思っていたら、明日は何をしてあげれ
ばいいだろうかと考えることです。その先生は考えて、壁面に動物の写真を貼りまし
た。ウサギやパンダの絵をただ貼るのは時間の無駄だというのは、そのためです。大
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きい動物、小さい動物の写真をいろいろ貼りました。子どもたちは食い入るように見て
いましたが、「ゾウ、大きいね」しか言いません。やはりゾウが大きいのが面白いのだ
ということで、先生はゾウの絵本をいろいろ探しました。しかし、ゾウが大きいという
ことが出てくる絵本はなかなか見つからなかったので、代わりに面白い絵本を探しまし
た。ビッグ絵本です。それを見せると、子どもたちは絵本の場面がこんなに面白いかと
いうぐらいノリノリです。ゾウのことしか話題にならなくなってしまったので、遠足に
連れていってあげたいと思うのですが、遠足の予定は決まっていて、それ以外のところ
に行ってはいけないと言われたそうです。仕方がないので先生は日曜日に１人で行って
ゾウの写真をたくさん撮ってきたそうで、それが子どもたちに大受けでした。
　その保育園は東京の港区にあって、周りに大使館がたくさんあるのですが、すぐ近く
の大使館のモニュメントがゾウだったので、お迎えに来たお母さんに「ママ、ゾウ、大
きいね」と言うのです。でも、親たちは何を言っているのか分かりません。すると、先
生はすごくて、「１歳児クラスではみんなでゾウの研究をしています」と言いました。
こんなに親たちがファンになる公立保育園は他に知りません。ここの公立保育園は夜に
保護者向けの講演会を開くのですが、ものすごく人が集まります。こうして「遊びが学
び」だということを親たちに説得力を持って伝えられている保育者は、親たちをファン
にさせるのだということに驚きました。
　「遊びが学び」であること、それを親たちに伝え、親たちを巻き込んでいくことが大
切です。今回の保育指針の中でも、特に親たちとの関係が重要です。親たちをサービス
の受け手にさせないで、いかにこちら側に巻き込むかです。そのためにはこちら側から
の発信が不可欠です。これで園の保育に明らかな差が出ます。
　ある株式会社の小さな保育園は、園庭もほとんどない園だったので、いい保育ができ
ないのではないかと思いきや、２歳児では犬ブームが起こっていて、先生が飼ってい
る犬の話題で盛り上がっていました。子どもたちが「先生の犬を見たい」と言ったの
で、担任の先生は写真を持ってきました。写真を園に飾っておいたら、みんなで取り合
うように夢中になったそうです。そこで園の先生たちに声を掛けて、「犬を飼っている
人は写真をください」と言ったら、たくさん集まったそうです。ここからは犬ブームで
す。だから、先生の拾い方一つで、１歳や２歳でもブームが起こります。
　質の高い園の特徴が、私たちの研究から分かっています。国の会議でも資料を出した
のですが、子ども主体の活動や遊びを大事にしていることがまず一つです。しかし、大
事なのは、保育の質を高めている園は、先生たちが子どものことをよく語っている園で
す。多くの園では、時間がなくても保育時間中やちょっとした時間に話していました。
子どものことをエピソードで話せるのは、子どものことをよく見ているからです。話し
ているかどうかによって大きく違います。
　それから、そういう園は、先生たちの人間関係がいいです。保育の質は先生たちの人
間関係にもよります。人間関係がいい園は、若手が元気です。若手が元気なのは、中堅
やベテランが偉いからです。中堅やベテランが若手を否定しません。むしろ若手に肯定
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的な言葉をたくさん掛けています。ただ子どもにどう関わるかだけではありません。若
手が元気になるようなことができているので、若手が辞めないという特徴があります。
　私たちが行った調査でさらに驚きました。先生たちが子どものことをよく語る園は、
先生たち同士で語るだけでなく、親たちにも語っていました。10か所のヒアリング調査
によると、ほとんどの園で親たちや協力者がファンになっていました。先ほどの園のよ
うに写真で発信したり、親たちが参加する会を増やしたり、先生たちがいつも子どもの
話題をしていたりというのは、明らかな違いです。親たちを巻き込めている園と、サー
ビスの受け手にしかならない園とは大きな違いがあることが私たちの調査で見えてきま
した。
　そういう園に変えるには、園長・主任が鍵となります。皆さん「すぐに変われなかっ
た」と言っています。子ども主体の保育をしたり、先生たちが語ったり、大人同士の人
間関係を良くしたり、親たちに発信するような保育をしたり、最初からしていたわけで
はありません。５年ぐらいかけて変えてきたと言っています。そうすると、大事なのは
園長・主任だけではありません。中堅がよく働いています。中堅が若手によく声を掛け
ています。東大の研究で分かっていますが、中堅がその役割をきちんとしている園は質
が高くなっています。

６．協同的な学びの保育
　特に４～５歳は、遊びを通してブームが起こります。それをわれわれは協同的な学び
と呼んでいます。これからは小学校との接続が重要です。４～５歳はどこの園もこうい
うことが起こる保育を目指すことが、今回の指針・要領の重要なポイントです。
　神奈川県にある保育園では、園庭がないので外に出ます。これからの保育は、外にい
ろいろなことを求めていくことが大事です。園の中だけで保育しないことはとても重要
だといわれています。特に５歳は関心が高いので、まちなかへ行くとインドカレー屋の
前で立ち止まったりします。「これって私たちが食べるカレーと違うの？」という話題
になります。店の前でそのことをずっと議論しています。こういうことが話題になるク
ラスは明らかに違います。先生も立ち止まってこれに付き合います。
　すると、中からインド人が出てきました。「君たち、インドカレーに興味があるの？
　ちょうど作っているところだから中に入って見なよ」と言うのです。中に入って見せ
てもらうと、みんなくぎ付けです。子どもたちは聞きました。「インドカレーって僕た
ちも作れますか」。インド人はこう言いました。「君たち、ガラムマサラを知ってるか
い？　インドカレーを作るには香辛料をたっぷり入れて炒めるんだ。野菜も入れて煮込
めばインドカレーになるから」。子どもたちは「作りたい」と言って目をキラキラさせ
ました。
　そして、子どもと先生で園長先生を説得して、みんなでインドカレーを見よう見まね
で作ってみることになりました。しかし、激まずカレーでした。先生は分かっていたは
ずですが、教えないのはさすがだと思いました。そこからインド人のところに何回も
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通ってチャレンジを繰り返し、やっとおいしいカレーに出会いました。何度もインド人
のところに通ったので、子どもたちはインドのことがすっかり大好きになりました。ヒ
ンディー語でインド人とおしゃべりしてみたり、女性が着るサリーを作ってみたりしま
した。生活発表会のときには、インドカレーのお店を出したり、インドの踊りを披露し
たりしました。
　こういうのが協同的な学びの保育です。つまり、一つのブームが起こり、遊びが発展
していくようなものです。そういうことを行事でやって、運動会の競技を話し合ってみ
たり、生活発表会の劇などを話し合ってみるのもいいと思います。世界で幼児教育とい
えば、こういうものを指します。プロジェクトアプローチともいわれます。こうした幼
児教育を多くの園でだんだん保障するようになっていきたいと思います。
　一斉保育をしている園でもチャレンジし始めています。ある園で、４月に年長さんが
おたまじゃくしを持ってきました。普段なら飼うのが面倒なので返してしまいます。と
ころが今年は、子どもたちに「どうする？」と聞いてみました。子どもは「飼いたい」
と言いました。でも、飼うのは簡単ではありません。自分たちで考えようということで、
おたまじゃくし研究所を作ったのです。でも、なかなかうまくいかないこともあったの
で、この子たちは「お父さんに聞けば分かるよ」と言いました。この園は親が全く参加
していない園だったのですが、親たちに「おたまじゃくし研究所に入りませんか」と呼
び掛けました。すると、「待ってました」とばかりに何人も入ってきて、結果的に１か
月続きました。おたまじゃくしは成長して、最後に逃がすところまで活動しました。こ
れで子どもたちはものすごく変わりました。これほどワクワク夢中になって何かをした
のは初めてだったのです。
　誰が得をしたかというと、まず子どもたちが変わりました。次に、先生です。中堅の
先生だったのですが、「今までの保育はさせることばかりだったけど、本当はこういう
保育をしてみたかった。こんなに毎日が楽しくなると思わなかった。子どもたちと自由
につくっていく保育は難しいと思っていたけど、こんなに楽しいのだということがよく
分かった」と言っていました。それから、親たちが変わりました。文句を言う人はいま
したが、今まで全然参加しなかった親たちが関わるようになり、理解人になっていきま
した。それから、小学校の先生がほれ込みだしました。「今までは遊びが大事と言って
もよく分からなかったけど、こういうことが大事なのだ」と言っています。
　これはどこの園でもできます。横浜ではもっと大々的に私たちのチームで始めていて、
100人以上のキャリアアップ研修を行っています。最後は２月に全員がポスター発表を
します。去年も行いましたが、ほとんどの園がこれに近いことやそれ以上のことをして
いました。だから、どこの園でもできます。子どもが幸せになり、先生たちが楽しくな
り、親たちも協力者になり、小学校にも伝わっていく、これがこれからの重要な方向性
になっていきます。
　最初にお話ししたように、先生たちが毎日している保育はとても大事です。どうぞお
体に気を付けて、これからも子どもたちを見てあげてください。
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