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(2) 幼稚園教育要領に定めるねらいの実現 

   状況の把握に関する調査研究 

 

≪研究主題≫ 

 

 

          

【研究の要点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 学校・地域の特色及び実態 

○下町の風情漂う佃・月島地区に位置し、園

児の多くは高層マンションに居住する。 

 ○園児は明るく素直であるが入園前の家庭で

は体を動かし遊ぶ経験が少ない。運動の場

をプールや体操教室に求める家庭も多い。 

 ○食に関する家庭の関心は高いが、食べられ

る食品が広がらない、口中の食べ物がなか

幼児の主体性と遊びの充実 

―幼児理解を深め、発達を捉える― 

研究の重点 

① 幼児の観察記録をもとに分析考察を通して幼児理解

を深めること、 

② 記録の分析考察から発達を捉え日々の指導を工夫す

ること 

幼稚園教育要領のねらいの実現状況 

領域「健康」 

○興味の幅を広げ、遊びに積極的に取り組み、やり遂げ

る満足感を感じるようになった。 

○教師や学級、学年の友達と積極的に体を動かす心地よ

さを味わうようになった。 

○生活の流れや時間に関心をもち、見通しをもって進め

るようになった。 

領域「人間関係」 

○遊びの状況や周りの友達の状況から、自分の興味関心

を広げ、自分の力で行動できるようになった。 

○学級、学年、年中組の幼児などと積極的にかかわって

充実感を深めるようになった。 

○みんなと一緒に気持ちよく生活しようとする意識が身

に付いた。 

領域「環境」 

○自然環境の変化に気付き、友達と話し合ったり関心を 

広げたりするようになった。 

○環境に積極的にかかわり、自分のイメージの実現に向

けて工夫する力が身に付いた。 

○数量に気付き関心をもち、かかわり、遊びや生活に取

り入れるようになった。 

領域「言葉」 

○遊びや生活場面で、いろいろな人と言葉で表現する楽

しさを感じるようになった。 

○相手の話などをよく聞き、自分の考えを話し伝え合う

喜びを味わうようになった。 

○日常生活に必要な言葉が分かり、場に応じた言葉を使

うことができるようになった。 

領域「表現」 

○いろいろな物の美しさなどに対し、興味や関心を深め

るようになった。 

○様々な感情体験をしながら表現するうれしさや心地よ

さを感じるようになった。 

○教師や友達とイメージを共有し合い、様々な表現を楽

しむようになった。 

 

成果と課題 

＜成果＞ 

○教師に幼児を捉える視点が明確になり、情報交換等で

日常の中に生かされている。 

＜課題＞ 

○上記の成果を３年保育教育課程・指導計画に広げ、よ

り主体的な幼児の育成を図る。 

 

 



なか飲み込めない等の幼児もいる。 

 ○家庭内では言葉により自己表現しなくても

以心伝心で伝わる環境にある。 

○家庭と地域社会とのつながりは希薄で、幼

稚園が、園児と地域、家庭と地域がつなが

る場となっている。 

 

２ 幼稚園の概要 

           （平成22年4月5日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 混合 計 

学級数  ３  ２  ２  ０   ７

園 

児 

数 

男 ３４ ３６ ２６  ０ ９６

女 ３３ ２６ １８  ０ ７７

計 ６７ ６２ ４４  ０ １７３

                         教員数 ９名 

 

Ⅱ 研究の内容及び成果等 

１ 平成 22 年度までの調査研究の要点 

（1）平成 20 年度 

 ・調査方法、記録の取り方、分析方法等の共

通理解を行い、定められた観点に基づき分

析し幼児理解を図った。 

 ・幼稚園教育要領についての理解を深めた。 

 ・指導力向上のための研究保育を行い、 対象

児についての具体的な援助について講師よ

り指導を受けた。 

（2）平成 21 年度 

  ・幼児の姿と幼稚園教育要領の内容を結び付

けながら記録を分析し、ねらいや内容の実

現状況を把握し、幼児理解を深めた。 

  ・幼稚園教育要領の改訂の要点を踏まえて、

本園の指導計画を改善した。 

（3）平成 22 年度 

 ・幼稚園教育要領の改訂の要点を踏まえて改

善作成した年間指導計画に基づいて保育実

践し、本園の課題、内容、環境と教師の援

助を視点に評価・修正を行った。 

 ・発達を捉える視点を明確にし、各学年の発

達に応じた遊びや環境、教師の援助につい

て学び、工夫した。 

 

２ 幼稚園教育要領の実現状況について 

 (1) 幼稚園教育要領のねらいの実現状況 

  領域「健康」 

 ＜調査結果に基づいた考察＞ 

 ○自分の興味のある遊びに友達と目的をもっ

て継続的に取り組み、自分の思いを十分に

出し伸び伸びと行動している。問題が起き

たときは自分たちで解決しようとしたり自

分の思うようにならなくても気持ちを切り

替え楽しんだりしている。 

   学級のみんなでする活動にも期待をもっ

て意欲的に取り組み、自分の役割を意識し

友達と一緒に積極的に活動を進め、充実感

を味わっている。自信をもっていることは

学級の中でも自分の力を発揮し友達から認

められる喜びを味わっている。 

○戸外の運動遊びに進んで取り組む。勝敗の

ある運動遊びを好み、積極的に体を動かし

て遊ぶことを繰り返し楽しんでいる。走る、

投げる、身をかわす、相手に対応して動く

等の多様な体の動きや素早い身のこなしが

でき、技能も自然と身に付いている。 

   教師や学級、学年の友達とのかかわりを

楽しみ様々な運動遊びに期待をもち、積極

的に体を動かし、体を動かす心地よさを味

わっている。自信をもって動き、友達の動

きから動き方のコツやヒントを得て自分の

動きに取り入れたり、友達の動きに応じて

素早く判断して動いたりする姿も見られ

た。 

 ○生活の中で自分たちのすることがわかり、

片付け、衣服の着脱、提出物に関すること

を自ら進んで行い、基本的生活習慣を身に

付けている。生活の流れや時間に関心をも

ち、生活に見通しをもって行動し自分で生

活を進めていこうとする力を付けてきてい

る。しかし、遊びに夢中になるとやり忘れ



ている幼児もいた。 

 ○自分の体に興味をもち成長したことを喜ん

でいた。また、望ましい食習慣が身に付い

ており、友達と食べることを楽しんだり好

き嫌いをなくそうと努力したりする姿が見

られた。伝統行事（節分）への話から様々

な食べ物や心や体の成長に関心を示した。 

＜指導の工夫改善＞ 

○幼児の興味や能力に合い、体を動かしたくな

る環境を整え、楽しさや体を動かす心地よさ

を十分味わえるようにした。 

○いろいろな動きを経験したり全身を使った

りすることができるように鬼ごっこやボー

ル遊びなど様々な活動を取り入れた。 

○学級対抗やグループ対抗により幼児の活動

意欲が、より高められるようにした。 

○基本的生活習慣は幼児が必要感をもち進ん

で行えるよう繰り返し援助した。できるよう

になった満足感や自信をもてるようにした。 

○園での取り組みや生活習慣の大切さを家庭

に伝え共有化を図り連携を図った。 

＜実現状況＞ 

○体を伸びやかに動かし、今までの経験を取り

入れて動くことを楽しむようになった。 

○友達に刺激を受けながら自分なりの課題を

もち、繰り返し挑戦するようになった。 

○自分の力を発揮しチームの仲間と協力し合

って遊びを進めるようになった。 

○栽培物の日々の変化や生長に気付き友達と

伝え合い共感していた。収穫物を調理して食

べ、苦手な野菜も食べられるようになった。 

○自分の体に関心をもち食べ物の栄養が必要な

ことが分かり、健康のためにいろいろな食べ

物を食べようとするようになった。 

 

領域「人間関係」 

＜調査結果に基づいた考察＞ 

〇悔しさ悲しさを友達と共感し、負けても練習し

教え合い次に目的をもつようになった。 

〇自分の興味のある遊びをはじめ、友達との遊び

や学級、学年みんなでする活動に夢中で楽しむ

ようになっている。 

＜指導の工夫改善＞ 

〇進級時に学級担任が替わる。担任は、一人ひと

りとの信頼関係を築けるように個々の思いや

ありのままの表現を受け止めるようにした。 

〇グループ活動ではいろいろな友達とのかかわ

り、喜びや葛藤、思いの伝え合い等を経験でき

るようにグループ構成を工夫した。 

〇幼児同士でのかかわりを広げ深めるために、教

師が仲間になって動く等の環境としての教師

の言動を工夫した。 

〇「ありがとう」「うれしかったね」「悔しいね」

等に教師も言葉にし友達の感情や思いに気付

けるようにした。 

＜実現状況＞ 

〇遊びの中で友達に対して自分の思いを主張し、

問題を自分たちで解決していこうとする構え

が身に付いた。 

〇活動の目的が分かり、自分たちでやり遂げよう

とする力が身に付き、自分の思いや考えを出し

行動する積極性が出てきた。 

〇自分から進んで教師や友達にかかわり、一緒に

遊んだり楽しさに共感したりする関係や、自分

の思いを伝えたり、友達の思いを聞いたりしな

がら遊びを進める力が付いた。 

〇学級や学年の友達のよさを生かしながら作戦

を考え一緒に活動する楽しさを味わい、チーム

意識の高まりが見られた。目的を達成すると友

達と喜びを共感し、つながりを深めていた。 

〇みんなで気持ちよく生活しようとする意

識が育ち、決まりの大切さが分かって行動

したり、年下の幼児への思いやりを表した

りしている。 

〇大切なこと（片付けの時間）を友達にも知

らせる関係性が育ってきている。 

〇当番活動の意味が分かっており、進んでグ

ループの友達と一緒にしようとする協力



体制が育ってきている。 
領域「環境」 

＜調査結果に基づいた考察＞ 

〇保育室のいろいろな環境を生活に取り入れ、使

った材料や素材の性質が分かり、自信をもって

活動に取り組むことができている。 

〇数えることの便利さや必要性が身に付き、生活

の中で椅子の数が揃っていないことに気付い

たときに同じ数ずつ重ね直す姿も見られた。 

＜指導の工夫改善＞ 

〇活動内容や時期に応じて、幼児が目的に応じ材

料の部屋から、自分で材料を探し、用途に応じ

て選び出すことができるようにした。 

〇毎日の当番活動（欠席者の人数調べ）、ドッジ

ボールでの人数を数える、グループの人数を数

え椅子を並べる等数量に親しんだり扱ったり

する活動を生活に意図的に取り入れた。 

＜実現状況＞ 

〇環境の変化に気付き、自分なりの考えや取り組

みをしていた。園内の場や環境を用途に応じて

工夫して使おうとする力が付いてきた。 

〇自分のイメージの実現に向けて身近な遊具や

用具を自分で選んで使い、試行錯誤したり場や

方法を考えたりする等の力が付いてきている。 

〇生活の中で文字や数字に関心をもち、生活の中

に取り入れながら感覚を豊かにしていた。 

〇自分の目的に合わせて材料、道具、遊具を使っ

たり、分からない時には友達や教師からヒント

を得て使ったりする応用力が付いてきている。 

〇学級のみんなとする活動を楽しみながら文字

や数、物の数え方、興味や関心を広げている。 

〇遊びの中で数量や展開図に興味をもち生活や

遊びの場面で取り入れる力が付いてきている。 

〇数え方を考えたり友達の数え方をまねたりし

ながらいろいろな数え方があることに気付き、

自分なりの数え方で足したり減らしたりして

数える考える力が付いてきている。時計、カレ

ンダー、予定表の数字や文字を意識して見て、

生活の中に取り入れている。 

領域「言葉」 

＜調査結果に基づいた考察＞ 

○友達が分かってくれるまで繰り返し伝える。友

達関係が育っているので気持ちや考えを言っ

たり聞き合えたりしている。 
○集中して話を聞き、他の幼児と教師の会話を自

分に当てはめて考え行動している。 
○教師による絵本の読み聞かせの時間やストー

リー展開に期待をもち楽しんでいる。 
＜指導の工夫改善＞ 

○自分の気持ちが伝わる喜びを感じられるよう

に、自分の言葉で伝えられないときには思いを

汲み取り、代弁したり自分の言葉で言えるよう

に促したりしてきた。 
○話を聞く意識を高めるように言葉を掛けたり

個別に知らせたりした。話を聞いていなかった

ことで幼児自身が困った経験や、話をしっかり

聞いたことで成功した経験を通して、「聞く」

ことの大切さを感じられるようにした。 
○聞く力が育ってきている段階で毎日継続して

童話を読むことで、ストーリーの展開に期待を

もったりイメージをより膨らませたりして、物

語に親しみをもつことにつなげるようにした。 

＜実現状況＞ 

○新しい環境に気付き、自分が知っていることを

言葉で伝える等、言葉による表現が広がった。 

○相手に伝えたいが言葉で表現しにくいときは、

動作を添えても伝えきる熱意が出てきた。 

○相手の話を聞いて理解し思いが分かる、相手に

分かるように自分の考えや思い・経験したこと

を話す、相手が分かるまで繰り返し伝える等、

友達との会話を楽しむ力が付いてきた。 

○相手が伝えようとしている内容を真剣に注意

して聞く等、聞く態度が身に付いてきた。 

○皆の前でも自信をもってはっきりと話し、話

題について自分なりに考えたことを伝える表

現力が付いてきた。しかし、友達の話してい

る内容が分からない時に、そのまま話を進め

ていることもある。 



○日常生活に必要な言葉が分かり、場に応じた

言葉遣いが身に付いた。また、言葉の楽しさ

や美しさに気付き遊びに取り入れて楽しんだ

り、絵本に親しみ、教師や友達に感動を伝え

たりしている。 

 

領域「表現」 

＜調査結果に基づいた考察＞ 

○難しい手遊びでも学級のほとんどの幼児が相

手とタイミングを合わせリズムに乗った動き

ができる。 

○歌詞のイメージを体や動きで表現して楽しん

でいる。前奏を聞いただけで曲名が分かった

りダンスの振りをよく覚えていてうれしそう

に踊ったりしている。 
○遊びの中で体を動かしながら自分なりのイメ

ージで表現することを楽しんでいる。 
○教師の説明を聞いて製作の手順が分かり、自分

から取り組んでいる。また、製作過程では先行

経験を生かして取り組んでいる。隣の幼児の様

子、教師の他の幼児へのアドバイス、本物を見

る等、周囲の刺激を柔軟に取り入れている。 
＜指導の工夫改善＞ 

○幼児が思いのままに歌ったり簡単なリズム打

ちをしたりする経験ができるよう、友達と楽し

めるような教材や環境を工夫し、意図的に取り

入れてきた。 
○日常的に教師が幼児の姿を肯定的に受け止め、

その姿に共感し、個々の幼児が満足感を味わえ

るような援助を積み重ねてきた。 
○家庭から材料を持ってくることで製作活動に

より期待をもたせ、より深く興味関心をもつこ

とができるようにした。 
○発達の時期に合った経験ができるような教材

を意図的に取り入れ、必要な経験が積み重ね

られるようにした。 
○本物を飾る、他の幼児の表現に気付くような声

を掛けるなど、幼児の表現が広がるような環境

や援助の工夫をした。 

＜実現状況＞ 

○偶然できたものや友達の作品の美しさに気付

き、心を動かすようになった。自然現象への感

動を教師や友達と共有したり、手触りやおもし

ろさ、不思議さを感じて様々に表現したり遊び

に取り入れたりして楽しむようになった。 

○色を楽しみ、工夫しながら遊びに取り入れる等、

色彩感覚が豊かになってきている。 

○自分の作りたいものを作ったり自分で見立てた

りするなど自由に表現する力が付いてきた。 

○自分の作りたいイメージを、先行経験から適切

な材料を選び、試したり工夫したりしながら実

現していこうとする力が付いてきている。 

○皆の前で歌を楽しく自信をもって歌ったり、感

じたことや考えたことをいろいろな遊びや場

面、方法で表現したりする力が付いてきた。 

○自分のイメージを言葉や動きで表現したり、役

になりきって動いたり、友達と役のイメージを

互いに分かって、なりきって動きややりとりを

する等の表現の幅が広がった。 

○友達とイメージを共有し合い、イメージに合わ

せて色や形にこだわり、方法や材料を工夫した

り色や形の変化や組み合わせを楽しんだりする

力が身に付いた。 

 

 

３ 指導や評価の方法に関する研究成果     

研究２年次には、幼稚園教育要領の改訂

の要点を踏まえるとともに、１年次の実践

を加えて、本園の年間指導計画を見直し修

正し改善した。 

これまでの「ねらい」「内容」「環境構

成と教師の援助」の記載について見直し、

加筆修正を行った。 

研究３年次には、本園の幼児の課題との

関連をその都度話し合い評価し、達成のた

めの日常の指導について捉えながら修正し

進めている。 

 



例：指導計画＜年長５歳児Ⅱ期＞から 

 

 

 

 

 

 

本園の幼児の課題 

ア、 運動遊びの経験の増 

イ、 食習慣の見直し  

ウ、 自己発揮とコミュニケーション能力

の育成 

エ、 生活場面に応じた自制心や規範意識

の育成 

オ、豊かな人間関係の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果の普及と今後の展望 

 ○本研究の成果を、3 年保育教育課程・指導

計画に広げていく。また、研究の成果を冊

子にまとめ、他園に普及していく。 

 ○今後も幼児の観察・記録・分析・考察を通

して幼児理解を深め、発達を捉えて毎日の

指導を工夫し、本園の課題達成に務める。 

幼稚園教育要領の改訂の要点 

○発達や学びの連続性を踏まえた幼児教

育の充実・学びの連続性・食育・体験や言

葉の重視○家庭や地域との連続性を踏ま

えた幼児教育の充実○子育て支援の充実 

＜指導計画の改善＞ 

＊既存の指導計画を   削除   加筆 

 ア～オ…関連する課題の番号 

年長５歳児 Ⅱ期（５月中旬～７月中旬） 

＜教育要領改訂にかかわる指導の内容＞ 

○進んで戸外での運動遊びに取り組み、共

通のルールの中で友達の動きに応じて動

く楽しさを味わう。･･･ア・オ 

○友達と共通のルールに沿って遊びなが

ら、自分の力を出したり友達に対応して

動いたりする楽しさを感じる。･･･エ・オ

○個々の考えや思いを出し合って、友達と

協力して思いを出したり友達の考えを受

け止めたりして遊びを進めていく楽しさ

を味わう。･･･ウ・オ 

○年少児・年中児とのかかわりの中で、気

持ちに沿って動いたり自分たちができる

ことを考えたり喜んでもらえたうれしさ

を感じたりする。･･･オ 

○収穫を喜び自分たちが育てた野菜を調理

し、みんなで味わうことを楽しむ。･･･イ

＜指導計画に基づいた保育実践から＞ 

対象児 A児（７月上旬 砂遊び） 

 シャベル、ヒューム管などを使って、一

緒に遊ぶことの多い数名の友達と同じ場で

穴を掘ったり水を流したりしている。本児

から友達を誘ったり一緒に作っていこうと

声を掛けたりする姿は見られず、友達の動

きや使っている物から、友達が何を作りた

いのかを感じ取りながら動いている。 

＜分析・評価＞ 

・友達と一緒に過ごすことを楽しんでいるが

友達に提案を快く受け入れてもらう経験が

少なく一緒に進めようとする言葉がない。

→友達と言葉でやりとりをしながら遊びを進

めていく楽しさを感じてほしい。コミュニ

ケーションの力に課題を感じる。 

＜指導計画の修正・実践＞ 

遊びの中で思ったことや考えたことを互

いに出したり受け入れたりしながらイメ

ージが共通になっていく楽しさを味わえ

るような環境構成・援助をより意識して指

導にあたる。 

＜指導のポイント＞ 

・友達と同じ場での成功体験が必要である。

完成した場面などを捉え、教師が「○ちゃ

んと A ちゃんが創ったんだね」と喜びに共

感していく。また、どのように作ったのか

を訊ね、A児に話してもらうなどして、A児

の実感につなげる。 



 

平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫ 
 

学校名 神戸
こ う べ

市立
し り つ

神戸
こ う べ

幼稚園
ようちえん

 

園 長 名：野口 啓子  

所 在 地：兵庫県神戸市中央区北長狭通 4丁目９－17 

電話番号：078-331-4469 

 
 

 

Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 園・地域の特色及び実態 

創立 123 年の歴史をもつ。神戸市の中心，官公

庁街に位置し,周辺には南京町，ショッピング街，

博物館などがある。地域で自然を身近に感じる場

所が少ないため「自然に親しむ体験を豊かに」と

の願いから，園内には四季折々に花の咲く木，実

の成る木，ザリガニの生息する池等がある。保護

者の多くは教育熱心で幼稚園に協力的である。ほ

とんどの家庭が核家族で，中・高層住宅に住んで

いる。幼稚園を「地域のオアシス」と呼ぶ保護者

もおり，安心・安全に遊べる幼稚園で，伸び伸び

と遊ばせたいとの思いが強い。 

 

２ 園の概要  （平成22年 5月 1日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

学級数 ０ ２ ２ ４

園 

児 

数 

男 ０ １９ ２６ ４５

女 ０ １８ ２３ ４１

計 ０ ３７ ４９ ８６

教員数 10名（通級指導教室教員も含む） 

 

Ⅱ 研究の内容及び成果等 

１ 平成 22年度までの調査研究の要点 

（1） 平成20年度 

  日々の記録をとるときに，エピソードに加えて幼

児の育ちにつながる姿を『読み取り』として入れる

ことで，その姿が教育要領のねらいのどこにつなが

っていくのか，明確になるようにする。 

（2） 平成21年度 

  幼児が一人で行動していることの意味や内面に

ついて，より深く考察することを心がける。平成

20 年度は自然と関わる部分での捉えが少なかった

ので，教育要領の５領域のねらいを意識し，幼児の

姿を多面的に捉えるようにする。 

（3） 平成22年度 

  抽出児の周辺から，広く学級全体を見渡しなが

ら，学級の育ちを捉えていく。 

  

２ 幼稚園教育要領の実現状況について 

  幼稚園教育要領に則った，教育課程を編成し，教

育目標を実現するために指導や援助の方向性を共

通理解するとともに，短期指導計画の見直しを行

い，幼児の姿と教師の指導の両面からＰＤＣＡサイ

クルで短期指導計画の評価を行っており，各領域の

ねらいを意識した指導ができるようになった。 

(1) 幼稚園教育要領のねらいの実現状況 

①領域「健康」 ＜ねらい 内 容 内容の取り扱い＞ 

○幼稚園での片付けのルールが身に付き，うがいや

手洗いなど，健康な生活のための約束がきちんと

守れたことを喜ぶ姿が見られる。又，発育測定や

保健指導，避難訓練などを通して自分の体を知り，

大切に思う気持ちをもてるようになっている。園

外保育では，適切な事前指導や経験の積み重ねに

よって，信号を守って横断歩道を渡ろうとしたり，

通行人の妨げにならないように歩道の端を歩こ

うとしたりして，交通ルールや歩くマナーを守ろ

うとする姿が見られる。これらによって健康，安

全な生活に必要な習慣や態度が身に付いてきて

いると思われる。又，活動の場所によって必要な

ものを友達同士で知らせ合う姿などにより，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もって行動するよう

になっていると考える。 

○幼稚園で保護者の手作り弁当の中身を見たり，食

べたりすることは，幼児にとって大きな楽しみで

あり，家庭や家族とのつながりを感じることがで

きる場である。又，５歳児にとって弁当の時間は，

ほっとできる時間であり，友達とおしゃべりをし

ながら一緒に食べる楽しさを感じている。 

(2)幼稚園教育要領に定めるねらいの実現状

況の把握に関する調査研究 



 

○弁当の当番活動について，自分が当番になること

を喜んだり，友達が当番であることに気付いたり

しながら楽しんでいる。又，園庭やベランダで食

べる機会をもつなど教師の配慮もあり，和やかな

雰囲気の中で教師や友達と一緒に食べる喜びや

楽しさを味わっている。 

○保健面での指導の繰り返しにより，いろいろな

食べ物があり，好き嫌いなく食べることが自分

の体にとって大切なことに気付き，それぞれ違

った硬さがありよく噛むことが体に及ぼす影響

について理解しようとしている。保育室の手洗

い場の正面に食物と栄養についての掲示物があ

り，家庭でも約束表を付けるなど偏食をしない

よう意識している。食べながら指を折って楽し

そうに噛む回数を数える場面も見られた。 

○野菜の栽培をし，嫌いなピーマンが食べられる

ようになったり，ブロッコリーの成長の様子に

興味をもち収穫への期待が高まったりした。自

分で栽培することにより愛着が湧き大切に思っ

ている。収穫後ブロッコリーが弁当に入ってい

て喜んで食べたり，ミニニンジンが「甘かった」

と味の違いに気付いたりしている。園庭のキン

カンを皮ごと口の中に入れることに抵抗を感じ

た場面でも，掛け声を発しながら和やかな雰囲

気の中で食べてみようとしていた。 
様々な食べ物への興味や関心をもつようになっ

ている。又，食育を通じた望ましい食習慣の形

成に向かっていると思われる。 

○一人一人が目的をもって登園し，遊びに向かお

うとしている。園庭には鉄棒や総合遊具，ジャ

ングルジムなどの固定遊具があり，自転車や一

輪車，縄，フープなど様々な運動用具が使いや

すいように整備してある。さらにそれを使って

遊ぶ友達や見守る教師の存在，年少児との触れ

合いがあり，思わず体を動かしできないことに

も挑戦する姿が見られる。大勢の友達と遊ぶ楽

しさや友達の動きを高い所から見渡しながら遊

ぶダイナミックさなどの開放感は幼稚園でなけ

れば味わえない活動である。又，教師や友達が

励ましたり認めたりする環境があり，安心感や

信頼感を基盤にして，遊びに目的をもって意欲

的になっている。これらは運動に関する育ちだ

けでなく，体と心の動きを通して身近な人と親

しみ，互いにかかわりを深め，協同して遊ぶこ

との土壌となっている。さらに，友達との関わ

りや信頼関係が深まると，共通のイメージをも

つことでより意欲的に体を動かしている。十分

に体を動かす気持ちよさを体験し，自ら体を動

かそうとする意欲が育ってきている。 

○３学期の劇遊びに向けての取組の中では，お話

のストーリーを自分のイメージとしてもちなが

ら，その役柄にふさわしい身体の動きをしてい

る。又，それらをお互いに口に出して言わなく

ても了解し合っている姿も見られ，役割分担し

て遊ぶ楽しさを感じ，みんなで劇をつくり上げ

ようとする気持ちが感じられた。 

自己の存在感や充実感を味わい，しなやかな心

と体が調和した姿が見られるようになっている。 
○いろいろな場面で時計の針を見ながら，見通し

をもって活動するようになっている。就学を意

識するようになる頃には，保護者も意識して登

園時刻に遅れないよう登園させようとしていた。 

これらにより，日々の生活の中で基本的な生

活習慣の自立が徐々にできていると思われる。  

以上のことから自分の体を十分に動かし，進ん

で運動しようとする意欲が育っている。健康な

生活に必要な習慣や態度を身に付けるとともに，

明るく伸び伸びと行動し，充実感を味わうよう

になってきていると思われる。 

 

②領域「人間関係」 

  ○自分に起きた大ニュースを園内のいろいろな教

師に次々と伝え共感を得ようとしている。気付い

たことを積極的に教師や友達に知らせ喜んでい

る。一緒に喜び，驚き，共感してほしいと思って

いる。又，年少児にも知らせたい，認められたい

と感じるようになっている。先生や友達と共に過 



 

ごすことの喜びを味わうことができている。又， 

自分の思ったことを相手に伝え，相手の思ってい 

ることに気付くようになっている。教師や友達の 

していることに関心をもち，気持ちを読み取った 

り表情から思いを察したりして受け止めたり寄

り添ったりしながら楽しさを共有しようとする

ようになっている。友達の行動を予測して先に遊

び始めて待ったり，友達の得意なことやよさを理

解して仲間として活動したりしている。又，欠席

している友達を思いやる気持ちも育っている。 

○思ってもいないことを年少児から指摘されたこ

とで，分かるように伝えなければならないことに

気付いた経験が，次の関わりに生かされ，信頼関

係が深まっていく場面もあった。 

友達のよさに気付き，一緒に活動する楽しさを味

わうようになっており，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ようになって

いると思われる。これらのことから，身近な人と

親しみ，かかわりを深め，愛情や信頼感をもつこ

とができていると考える。 

○家族団らんの楽しい食事の様子や節分の行事を

家庭でもしてうれしかったことを伝えようとす

る。弟に泥ダンゴを壊されない方法を考えてうま

くいったことを教師に話すなど，家族との関わり

を教師や友達に聞いてもらおうとする姿から，家

族の愛情に気付き，家族を大切にしようとする

気持ちが育ってきていることが窺われる。 

○当初は自分のしたい遊びに熱中していたが，友

達との関わりが深まるにつれて，楽しい遊びが

他の幼児やグループに広がったり，友達と一緒

に参加したりするようになっている。 

○劇遊びでは，友達とイメージを共有しながら遊

ぶ楽しさを感じている。又，昨年の経験から家

族や年少児，観客に見てもらうことに喜びを感

じている。又，遊びに使う物を自分たちでつく

ったり，同じものを身に付けて一緒に活動した

りすることで仲間意識が高まり充実感を味わう

姿が見られる。劇をつくりあげていく過程で協

同性が育まれている。 

○教師の適切な仲間づくりの指導により，強いリ

ーダー性をもっている幼児も他の幼児の考えや

指示を受け入れながら遊ぶ姿が見られるように

なるが，リーダー的な存在の幼児への憧れを強

く感じるあまり，同調したり時には遠慮したり

する場面が見られた。 

○友達や教師のつぶやきがきっかけになって気付

いたり考えたりし，それを友達と伝え合ってい

る。会話や合図がなくてもタイミングがピッタ

リ合った瞬時の動きを楽しむ場面も見られる。

共通のイメージをもって楽しんでいる。 

○体の動きで表現しているのを見て，周りの友達

がイメージを汲み取り，自分のイメージを重ね

ながら言葉で支えることで，その場にいるみん

なのイメージが広がり，表現している幼児も受

け入れられた満足感を味わっている。これらの

ことから，幼児が自己を発揮し，教師や他の幼

児に認められる体験を通して自信をもって行動

できるようになっており，友達と楽しく活動す

る中で，共通の目的を見いだし，工夫や協力を

するようになっている。又，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

が育っていることが読み取れる。 

○物事を決めるときにジャンケンでない方法もあ

ることに気付いている。 

○道徳性や規範意識について，幼児は教師との信

頼関係を基盤として教師が言うことを素直に受

け入れて守ろうとする。教師に褒められること

をしようとするところから，友達の姿を良いモ

デルとしたり，自分で判断をしたときにタイミ

ングよくしっかり褒めたり，アニミズム的な心

情による共感性にうったえたりなどの教師の援

助や指導があり，それらの指導を通して自分で

判断したり自分からよいことをしようとしたり

する主体的な気持ちが育っている。しかし，時

にはしなければならないことは分かっているが，

自分の思いと「決まり」の存在に葛藤し，折り

合いをつけながら行動している。又，遊びに夢

中になると危険性の予知ができなかったり，状



 

況に応じた行動が取れなかったり，早く目的地

に行きたいと思うあまり順番に並ぶルールを忘

れ，自分の気持ちを抑えることが難しいことも

あり，援助や指導が必要である。 
○ゆったりとした時間の中では，４歳児と目を合

わせながら優しい口調で決まりを教えようとし

たり，友達に対して強い口調で話す友達に４歳

児の代弁をしてかばおうとしたりできる。この

ことは，友達と楽しく生活する中で決まりの大

切さに気付き，守ろうとする姿の現れであると

読み取れる。しかしゆとりがない場面になると，

厳しい言葉で４歳児を責めてしまうことがある。

仲間から指摘されると，それを受け入れ表現の

方法を変えている。これらのことから，幼児が

互いに思いを主張し，折り合いを付ける体験を

し，きまりの必要性などに気付き，自分の気持

ちを調整する力が育っていると思われ，幼稚園

生活を楽しみ，自分の力で行動することの充実

感を味わい，身近な人と親しみ，かかわりを深

め，愛情や信頼感をもち，社会生活における望

ましい習慣や態度を身に付ける方向に向かって

いると思われる。 

 

③領域「環境」 

○友達が工夫しているのを見て，刺激を受けて何

でも真似たり，さらに工夫しようとしたりして

いたが，自分が必要と思ったものを自分が選ん

だ素材でつくって満足するようになっている。 

○自分でつくったものを大切にするだけでなく，

友達が工夫しているところや大切にしているも

のがよく分かり，大切に扱おうとしていること

から，身近な物を大切にすることができるよう

になっていると思われる。 

○栽培の場面では，クラス全体では畑に興味がある

ように見られるが，友達と一緒にいることの方を

優先し，自分から見ようという積極性がない幼児

もおり，身近な自然への興味・関心には個人差が

大きいと感じた。一人一鉢栽培へと環境を工夫し

たところ，自分の物として関心が高まり大切にで

きるようになった。又，世話をすることによって

友達と共通の話題となり，一人では気付かなかっ

た変化や成長に気付いたり，その後の関心が高ま

ったりする姿が見られるようになっている。教師

が環境にかかわる姿がよいモデルとなっている。 

○園庭の自然物が最も美しいときに，タイミング

をはずさず遊びに取り入れる姿が見られる。足

下や目の前にあるという距離や位置，目に付く

美しい色や形，いい香りなどの条件は，幼児が

自分から心を動かしやすい環境であるといえる。 

○なかなか氷ができなかった経験から温度でなく

時間が足りないと思う傾向があった。答えをす

ぐに教えるのでなく，引き続き試行錯誤できる

環境が必要である。 

○観察期間外ではあるが，雲の形や月，木々を揺ら

す風のそよぎなどに気付き，友達と話し合ったり

教師に知らせに来たりする場面があった。これら

のことから，自然などの身近な事象に関心をも

ち，取り入れて遊ぶことができるようになって

おり，身近な環境に親しみ，自然と触れ合う中

で様々な事象に興味や関心をもつことができる

ようになっていると思われる。 

○芯が短く紐が巻けないこまを，教師が調整して

いるのを見ていて，違う場面で友達の前で試す

姿が見られる。鉄芯の上下のバランスがこまの

回転に関係があることに気付き始めている。 

○最初は広告の紙ならどれでも手にとって使って

いたが，紙の質が様々であることに気付き，目

的に沿った紙の質を選ぶようになっている。し

かし，幼児によっては氷作りに紙箱を選ぶ場面

もあった。氷を作るという目的より友達と行動

することが優先されると，じっくり考えられな

いこともあった。 

○幼児が諸感覚を通して「何だろう」と不思議に

思ったり，探求したりする姿をいろいろな場面

で捉えることができる。それらをタイミングよ

くキャッチし深く感じたり考えたりできるよう 

に支えていくことが，思考力の芽生えにつながる。 

○観察期間外でも，園庭の築山・落ち葉の吹き溜



 

まりの中・石垣や園内の通路・廊下など，様々

な場所で，遊びに必要な物をつくったり，気の

合う友達とやりとりをしたりしながら遊ぶこと

を楽しむようになっている。いろいろな遊具，

用具，場所に遊びのイメージを重ねることで，

友達とより楽しく遊ぼうとする姿が見られる。 

他の幼児の考えに触れ，新しい考えを生み出す

喜びや楽しさを味わい，自ら考えようとする気

持ちが育っていると考えられる。  

これらにより，身近な環境に自分からかかわ

り，発見を楽しんだり，考えたりし，それを生

活に取り入れようとすること，身近な事象を見

たり，考えたり，扱ったりする中で，物の性質

に対する感覚を豊かにすることにつながってい

ると考える。 

 

④領域「言葉」 

 ○教師との信頼関係を基盤にし，支えを受けなが

ら，素直に自分の思いを伝えようとしている。

友達との信頼関係が深まってくると，自分から

学級の友達に伝えよう，話そうと思うようにな

っている。友達の話をよく聞き，助言したりそ

れを受け入れたりしている。言葉の意味が分か

り，それを友達と分かり合おうとしている。又，

相手が真剣に伝えようとするときに真剣さが伝

わり真剣に聞こうとする態度も付いてきている。 

○その場にふさわしい言葉や相手に受け入れられ

る言い方を，相手に受け入れられたり，反発や

拒否をされたり，教師や友達に認められたりす

るなどの経験の中で感じ取っている。友達を誘

う，肯定する，励ます，慰める，共感する，遊

びのアイデアを提案するなど，様々な場面に応

じて，よい関係を結べる言葉を自分なりに考え

ようとしている。 

○自分が読んで楽しかった絵本の内容を話したく

なったり，教師や保護者に絵本を読んでもらう

時間や「絵本のおうち」で絵本を選んで借りる

ことが大きな楽しみとなったりしている。 

○年少児との気持ちの行き違いを経験しながら，

思いを言葉で伝える必要性を感じている。思い

が伝わらないときに違う言い方で伝えようとし

ている。 

これらのことにより，教師や他の幼児の話を

興味をもって注意して聞くことを通して次第に

話を理解するようになっており，言葉による伝

え合いができるようになり，したり，見たり，

感じたり，考えたりしたことを自分なりに言葉

で表現していると思われる。又，絵本貸し出し

や生活発表会の劇遊びの取り組みを通して，絵

本や物語に親しみ，教師や友達と心を通わせる

ことができていると思われる。 

○何気ない場面で言葉のリズムや響きを友達と一

緒に楽しむ姿が見られる。又，「しりとり」や「な

ぞなぞ」などの言葉遊びを，先生や友達と一緒

に楽しむ中で言葉の楽しさに気付いている。 

○友達との言葉のやりとりを楽しみながら関わり

が深まっていることが感じられる。又，分から

ないことがあると尋ねて理解しようとしており，

したこと，してほしいことを言葉で表現したり，

分からないことを尋ねたりしている。 

以上のことから自分の気持ちを言葉で表現する

楽しさを味わうとともに，人の言葉や話などを

よく聞き，自分の経験したことや考えたことを

話し，伝え合う喜びを味わっていると思われる。 

 

⑤領域「表現」 

○教師のちょっとした投げ掛けにより，身近な音，

自然の色などに目をとめ関心をもてるようにな

る。近隣散歩など，日頃と違う環境の中で敏感

に気付き感じることができる。手触りで紙の硬

さや厚さなどの質に気付き，遊びに必要なもの

を選んで取り入れている。心弾む活動の中で友

達の声やピアノの音，リズムを心地よいと感じ，

思わず体が動いている。友達と一緒におもしろ

いと感じたり，イメージを広げたりすることで

一層楽しさを感じている。これらのことから，

生活の中で出会う音や色，手触りに気付いたり，

感じたりして，十分に楽しんでいると思われる。 



 

○色や形，輝きをもったものを美しいと感じ，憧

れの気持ちをもっている。又，身近にある草花

や木などの変化の中で美しさや不思議さに自ら

気付いたり感じたりするようになっている。 

○メロディの美しさや歌詞のイメージが分かり，

自分たちの生活に取り入れようとしている。 

 このような姿から，生活の中で心を動かす出来

事に触れ，イメージを豊かにしており，いろい

ろなものの美しさなどに対する豊かな感性が育

っていると考える。 

 ○感動することに出会ったとき，思わず伝えよう

とし，伝えたことに対して，共感や驚き，喜び

などで応えてくれる相手がいることで，伝えた

いと思う気持ちが高まっている。感動したこと

を伝え合う楽しさを味わっていると思われる。 

○当初はかいたりつくったりすることに自信がな

く，友達を頼る姿が見られた幼児も，自信をも

って表現できるようになっている。友達や教師

に刺激を受けながら，新たな気付きがあり楽し

くなっている。一人の幼児の発想が，他の幼児

の発想の基になっている。かいたりつくったり

するうえでの必要なイメージや技術を，友達と

一緒に楽しむ中で獲得している。その喜びが次

の意欲につながっている。身近に様々な素材が

あることで，好きなときにかいたりつくったり

できている。イメージを分かってくれたり，共

有したりできる友達の存在があり，表現の楽し

さや喜びを感じている。自分のイメージでかい

たり，つくったりすることを楽しみ，遊びに使

ったり，飾ったり大切にしたりする気持ちが育

ってきている。 

○３学期の劇遊びに向けての取組の中では，お話

の登場人物の心情が分かり声にも表情が出てく

るなど，役柄にふさわしい表現をしようとする

姿や口に出していわなくても了解し合っている

姿も見られた。相手のイメージが理解でき共感

することで楽しくなっている。真剣に取り組む

姿に応じようと真剣に返す姿が見られた。これ

はまさに協同性の育みであり，改めて劇的な活

動に大きな教育的意義を感じた。幼児同士のイ

メージが共通のものとなり，お互いに分かり合

うようになり遊びが楽しくなっている。自分の

イメージを動きや言葉などで表現したり，演じ

て遊んだりすることに喜びを感じている。 

これらにより，感じたことや考えたことを自分

なりに表現して楽しむことや，生活の中でイメ

ージを豊かにし，様々な表現を楽しむことがで

きていると思われる。 

表現が豊かになるには，生活の中での自らの

自信と学級での良好な人間関係が必要である。

幼児たちが自分を十分出して関わり合い，学び

合うよう援助する教師の役割が決め手になる。 
 

３ 指導や評価の方法に関する研究成果 

○保育記録の集積・分析から，幼児理解が深まった。

幼児の行動と各領域のつながり，幼児が一人で行

動していることにも大きな意味があることにも

気付くことができた。 

○幼児の興味や関心，行動には，身近にいる友達や

信頼できる教師のかかわりが常に大きく影響を

与えていることから，幼児の充実した生活には教

師の指導が非常に重要であることを再確認した。 

○教師が常に一人一人に共感的理解をしながら，ね

らいや方向性を明確にもつことで，援助が具体的

かつ適切になっていく。それらを踏まえ，短期指

導計画を作成する際に，発達の連続性を意識して

評価を幼児の姿と教師の援助の両面から捉えた。

次の短期指導計画とＰＤＣＡサイクルでつなげ

ていくことができ，園内全体で取り組めた。 

 

４ 成果の普及と今後の展望 

○幼児の内面理解と共に教師の指導力向上を図る。 

○指導計画を立案・検討する際には，教育要領の５

つの領域のねらいや内容を意識し，その理念を実

践につなげていく。 

○多角的に記録の集積・分析をしている本事業の内

容を，質の高い幼児教育に向けての取組の一端と

して広く社会に知らせる方策があればよい。 



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫
 

学校名  私立大和郷幼稚園 

 園 長 名：向山 陽子 

 所 在 地：東京都文京区本駒込６－９－７ 

 電話番号： 03-3941-3620   

(2) 幼稚園教育要領に定めるねらいの実現 

   状況の把握に関する調査研究 

 

≪研究主題≫ 

・幼稚園教育における「学力」とは何か？ 
・幼稚園教育は、遊びを通しての指導を中心と
しねらいが総合的に達成されるので、教師には
ねらいの実現状況を具体的な子どもの姿で語
ることが要求される。この研究に取り組むこと
で、教師が子ども達の姿からその育ちを語る力
をつける。 

 

【研究の要点】 

１、 研究指定校の概要         

「次代を担う人を育てる」ことを掲げて昭和４年に創立。地

域が作った幼稚園として８２年の歴史を持つ。平成７年学校

法人認可。荒木田土の園庭・大きな欅や実のなる木・チャボ

の放し飼い・焚き火・田んぼ・畑など、地域の理解の下、遊

びを中心とした子ども主体の保育と幼児期にふさわしい生

活を送るための環境造りに力を入れている。 

平成２３年度の課題 ○保育記録の常態化と書き方の研

究○保育内容・教材・環境構成の研究○子ども理解と指導に

関する園内研修の日常化○教育課程と指導計画の研究○入

園前の体験不足からくる母子の育ちそびれへの支援 ○特

別支援が必要な親子への支援に関わる専門機関との連携○

安全・安心とりわけ地震と放射能に関して、保護者の安心を

得られる環境整備を目指す。平成22年４月5日現在、園児数2

55名教員数本務22名 

２、研究の重点 

・改築後の新環境の下での「教育課程」に反映させるため、

年長児の育ちの現状・教師の保育力の実態を把握する。教師

たちが、新教育要領のねらいの実現状況を具体的な子どもの姿で

語る力をつける。 

３、幼稚園教育要領のねらいの実現状況 

【健康】年長保育室が2階になる事、必要なものを創って遊

ぶ活動が盛んになるなどから、外遊びが停滞する傾向にあっ

たが、ドッヂボールやサッカーなどルールのある集団ゲームや

、室内遊びと外遊びを繋げることで盛んになる。食することへの

興味、過程、栽培する体験の共有・共感から、共に食する

仲間意識が高くなる。心と体づくりに「歩く」園外保育の

効果も大きい。 

【人間関係】年長らしいクラス集団を育てる子ども同士の教

育力（五感で感じ真似る力・情報収集する力・他を認める

力・協同する力・会話する力）を活かす教師の指導力が課

題であったが、向上し、三学期には子ども達が協働する姿

が見られる。様々な遊びや活動を通して道徳性・規範意識

も芽生え、気持ちの良い集団生活が送れるようになる。 

【環境】年長後半、様々なごっこ遊び（回転寿司屋の多様な

寿司作り、パン屋の多様なパン作り、鉄道博物館ごっこな

ど）が展開されていく過程で、素材選びや店のしつらえ、

表示作り、売り買いなど、“身近な事象を見たり、考えた

り、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対す

る感覚”が育ち、新たな発見や課題が知的好奇心で繋がり

、影響しあい、学年全体で幼児期にふさわしい思考力が育

ち合っている。田畑や池や 叢
くさむら

での生き物・小動物、果実

を採集しての料理などへの興味・関心も高い。 

【言語】意味を持つ「言葉」を連鎖させ、考えながら遊びを

楽しみ、気持ちを言葉で表現する楽しさは、一部の子を除

き育っている。よく聞き、話し、伝え合う喜び、日常生活

に必要な言葉も概ね育っている。心を響かせ合うような言

葉遊びに似た快感を共有している。 

【表現】 生活発表会に向けて、イメージを豊かにして仲

間と共有し、話し合い、様々な小道具、大道具を、自分た

ちのイメージで創りながら、音や動きに関しても意見を出

して考え合い工夫し、観せるための舞台を、イメージを合

わせて作り上げた。新たな美しさや変化の不思議さ・面白さ

に気付き、その気付きを共有し合い影響し合っている。 

４、成果と課題 

・負担であった。が、担当した３教師が、「幼児の言動への

理解が深まり、時間さえあればもっと追究したい。」と言う

。教師の会話の質が上がり、保育の質も向上した。 

・幼児教育は、“人生を通じての生きる力”を培うことと確

信できた。 

 

 

Ⅰ 研究指定校の概要 

１ 学校・地域の特色及び実態 

 マンションが増えたが、閑静な住宅街にある。岩崎久

弥が提唱し六義園の北と西一帯の地域に和合協力の目的

で設立した社団法人大和郷会の事業の一環として「次代

を担う人を育てる」ことを掲げて昭和４年に創立。地域

が作った幼稚園として８２年の歴史を持つ。平成７年学



校法人認可。荒木田土の園庭・大きな欅や実のなる木・

チャボの放し飼い・焚き火・田んぼ・畑など、地域の理

解の下、遊びを中心とした子ども主体の保育と幼児期に

ふさわしい生活を送るための環境造りに力を入れている。 

 バス・電車通園の家庭もある。週４日お弁当、保護者

の送り迎えが原則。教育熱心な家庭が多く、方針をよく

理解し協力的である。一方、小学校受験をさせる家庭が

多く、年中後半から子どもの健全な育ちに関する親への

指導が多様になる。近年は、入園前の親へのサポートの

重要性を痛感する。  

平成１７年、年長年中園舎・園庭を改築、年少園舎改

修。・異年齢異クラスの交流・自然の教育力の重視・さま

ざまな体験の保障・地域のセンターとしての役割をコン

セプトにした新環境での保育８年目を迎える。 

平成２３年度の本園の課題として、○保育記録の常態

化と書き方の研究 ○保育内容・教材・環境構成の研究

○子ども理解と指導に関する園内研修の日常化 ○教育

課程と指導計画の研究 ○親の育ちへの支援 ○入園前

の体験不足からくる母子の育ちそびれへの支援 ○特別

支援が必要な親子への支援プログラム作成に関わる専門

機関との連携 ○安全・安心とりわけ地震と放射能に関

して、保護者の安心を得て、「さあ、幼稚園で思い切り遊

んでらっしゃい！」と言ってもらえる、環境整備を目指

す。を挙げている。 

親が安定し、子どもと共に在ることに楽しさを見出し、

保育者集団が連携、協力ができ、教師と保護者が尊重し

合えれば、子ども達は一人ひとりがその子らしさを発揮

しながら、子ども集団の中でよく育ってくれる。 

 

２ 学校の概要 

（平成 22年 4月 5日現在） 

 ３歳児 ４歳児 ５歳児 混合 計 

学級数  ４  ３  ３  １０ 

園 

児 

数 

男 ５２ ３７ ４８  １３７ 

女 ４０ ３０ ４６  １１８ 

計 ９２ ６９ ９４  ２５５ 

                教員数 本務 ２２名  非常勤 ５名 

Ⅱ 研究の内容及び成果等 

１ 調査研究の要点 

（１）平成２０年度 

１）私立幼稚園であるため、教育方法を含め教育要領と

の関係で評価される機会が無い。本研究を通じて、評価

を試み、２０、２１、２２年度と保育内容の改善を図る。 

２）改築後の新環境の下での新教育要領を取り込んだ「教

育課程」に反映させるために、当調査で年長児の育ちの

現状・教師の保育力の実態を把握し、その向上に努める。 

３）当調査で現れる、年長らしいクラス集団を育てる子

ども同士の教育力（五感で感じ真似る力・情報収集する

力・他を認める力・協同する力・会話する力）を活かす

教師の指導力を導きだす。 

 

（２）平成２１年度 

・・・前年度の調査研究結果を踏まえて 

１）年長の保育室が２階、フロアー続きでリズム室があ

ること、作って遊ぶ様々なごっこが充実し盛り上がるた

めか、体を動かす外遊びが低迷する傾向への対策を講じ

る。 

２）「環境の構成」「素材・教具・楽器研究」に力を入れ、

さまざまな表現を可能にする対策を講じる。 

３）調査記録の視点が、「健康」「人間関係」領域に偏る

傾向があるので、評価の視点を「環境」「言葉」「表現」

へと広げると共に、我が園に合った視点を探る。 

４）子どもの、数・量・形への興味・関心・感覚を伸ば

すために、遊びと生活の中で分配・組み合わせ・計量・

測定・時間などに関して教師がさらに意識する。 

５）動植物以外の自然への興味・関心・感覚を伸ばすた

めに、光・風・温度・気象・氷・霜などを生活・遊びに

さらに取り入れる。 

６）各年齢にふさわしい「言葉への感覚」と「言葉での

表現」を育てる教師の力量の向上に努める。 

７）引き続き、一人ひとりを活かしあう子ども同士の教

育力に力点を置き、クラス集団を育てる。 

８）２７名の大きな教職員集団にとって、この調査研究

が、負担にならず、糧となる様、園長として努める。 

 

（３）平成22年度の保育の課題 

・・・前年度の調査研究結果を踏まえて 

１）実績があり、改築後の目標でもある、田畑での１年

を通じての土作り・栽培（飼育）・収穫（採取）・買い

物・調理・食する活動が、この調査に現れてこない。主

任主導の土作り・栽培（飼育）・収穫（採取）の活動を

担任を中心に据えて主任との連携を重視した活動へと

移行させ、生活に根ざした体験が、子ども一人一人にと

ってどのような力になりえているのかを担任が意識で



きる体制にする。 

２）伝統と、園長主導が多い大人との触れ合いの体験も

調査に表れにくい。（庭師・移動動物園の飼育係・農園

の人々・地域の八百屋、藍染店主・音楽会での演奏者達

・さかな君など、専門家達、又、読み聞かせ・球根植え

・大掃除・小物作り・保育の手伝いなどの保護者ボラン

テイア）を通して、何がどのように育っているのかを担

任が意識する。 

３）クラスで言葉の音や響きを共鳴し合い、心を響かせ

あう快感、“教える”といった、相手に合わせた言葉を

使う子どもの力を、担任がさらに意識する。 

４）感じたことや考えたことが自分なりに表現出来てい

る事が、子ども同士の間で、また、その子自身の表現に

おいてどう深まるのかを、担任が意識する。 

５）年長最後に見られる「協働する力の芽生え」「情報収

集と発信力」「クラス・学年集団で響き合う感性」を、こ

の調査に位置づけることを試みる。 

 

２ 幼稚園教育要領の実現状況について 

（１）幼稚園教育要領のねらいの実現状況 

健康 １年を通じて、独楽回し大会・ドッヂボール・

サッカーが持続し、身体を十分に動かし、進んで運動し

ようとするクラスの機運が盛り上がった。縄跳びでは、

(自分への)チャレンジカードを取り入れたことで、挑戦

する気持ちと達成感をクラス中が味わい、それぞれが励

まし合いのびのびと取り組んだ。また、ルールを相談し

て決めながらサッカーを楽しんだ（規範意識の芽生え）

。園外保育では、状況判断をして行動し、他を思いやり

ながら集団行動をする姿に育った。 

１年を通じての栽培（飼育）・収穫（採取）・買い物

・調理・食する活動を、担任主導の活動へと移行させ、

さつま芋づくり・もち米作りに取り組んだ。年長児だけ

で、自分たちが育てた餅米の籾を剥き、餅をつき、食し

た。年少児の時から積み重ねている栽培と食する活動の

実りが、「やったね！」という笑顔にみられた。 

食することへの興味、食するまでの過程、栽培する体

験の共有・共感から、共に食する仲間意識がより高くな

ってきた。 

人間関係 年長後半、仲間との生活の充実ぶりが見える

。縄跳びチャレンジカード導入では、良きライバル同士

の姿、子どもバザールに向けての日々では、同じお店屋

さんをしたい子どもをクラスを超えて仲間として迎え、

教え合い、目的に向かって意欲的に取り組む姿、また、

卒園制作タイル絵描きでは誘いあって取り組む姿など、

刺激し合い、それぞれの良さを評価し合い、思いやり、

居心地の良いクラス集団に育った。また、誰かがふざけ

ても許容範囲を体得しており、ユーモアに変容する周囲

の力もあり、道徳性・規範意識も備わってきている。 

大人との関わりは、庭師・移動動物園の飼育係・農園

の人々・音楽会での演奏者達の専門家達、読み聞かせ・

大掃除などの保護者ボランテイアと機会が多い。特に、

年長フロアーでの餅米籾剥きでは、ボランテイアの保護

者と一緒に、保育者とは異なる触れ合いを通して、未就

園児を含めたそれぞれの家族への親しみが温かく育っ

ている。 

環境 じっくりその対象（環境）に関わり試行錯誤す

る力が、例えばH児が自らの作ったアクセサリーに対し

て誇りや自信を持つことに繋がり、他児からの刺激があ

ることで、新しい発想に、又、より美しく・より素敵に

・よりかっこよくといった探求に繋がっている。 

縄跳びチャレンジカードにシールを貼る活動ではシール

の色、貼る場所から幾何学模様への関心も現れている。 

年長後半、様々なごっこ遊び（回転寿司屋の多様な寿

司作り、パン屋の多様なパン作り、鉄道博物館ごっこな

ど）が展開されていく過程で、素材選びや、店のしつら

え、表示作り、売り買い、など、“身近な事象を見たり

、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字

などに対する感覚”が育ち、新たな発見や課題が知的好

奇心で繋がり、影響しあい、学年全体で幼児期にふさわ

しい思考力が育ち合っている。 

言語 意味を持つ「言葉」を連鎖させ、思考しながら遊

びを楽しみ、気持ちを言葉で表現する楽しさは、一部の

子を除き、育っている。また、よく聞き、話し、伝え合

う喜び、日常生活に必要な言葉も概ね、育っている。さ

らに、音や響きを共鳴し合い、心を響かせ合うような言

葉遊びに似た快感を共有し合っている。 

クラスで言葉の音や響きを共鳴し合い、心を響かせあ

う快感を引き起こす力は、学年として、夏のキャンプフ

ァイヤーの歌声や、プーク人形劇場観劇での演者・監督

達を驚かせるほどの舞台との一体感に現われた。“教え

る”という相手の状況に合わせた言葉を使う力が、生活

発表会への取り組みの中で、対象児はもとより、クラス

内で様々な形で、クラスの一体感に繋がった。 

表現 生活発表会に向けて、イメージを豊かにして仲



間と共有し、話し合い、様々な小道具、大道具を、自分

たちのイメージで創りながら、音や動きに関しても意見

を出して考え合い工夫した。年少・年中・保護者に観せ

るための舞台を、一人一人のイメージを合わせて作り上

げた。又、子どもバザールに向けては、今まで遊んでき

たごっこ遊びや独楽回し、おむすび作り等を希望してお

店にし、年少児、年中児達、保護者を招いて楽しんでも

らう喜びを共有した。 

又、独楽回し、卒園記念タイルの制作、ごっこ遊びの

場面等で見られる様に、試行錯誤しながら取り組む過程

で、新たな美しさや変化の不思議さ・面白さに気付き、

その気付きを共有し合い、影響し合っている。 

 

 (2) その他    

・３年保育年長３学期、生活発表会、子どもバザールへ

の取り組みなどを経てより強くなる、「協働（協同ではな

く）する力の芽生え」「クラス・学年集団で響き合う感性

」「情報をキャッチする力・発信する力・調整して共有す

る力」など、６歳の春の力として位置づけたい。 

 

３ 指導や評価の方法に関する研究成果  

１）「教育課程は本園の教育目標の達成に務めるため、

幼児の発達を見通し、その発達が可能となるよう、それ

ぞれの時期に必要な教育内容を明らかにするものであ

り、指導計画を立案する際の骨格になるものである。こ

の教育課程を基に、現在の幼児の育ちを把握し、具体的

な活動を通して幼児が発達に必要な経験を得られるよう

にする短期の指導計画が必要になる。」この文言を理解

し、教育課程の作成に努めてきた。 

この研究成果を通して、指導計画のねらいや内容が適

切であったかどうか見直し、教員全員で教育課程の見直

しに取り組んだ。 

２）年長らしい子ども同士の教育力（五感で感じ真似る

力・情報収集する力・他を認める力）を活かしたクラス

集団を育てる課題は、「子ども同士の関係性を育てるこ

と」として、定着してきた。 

３）年長の活動の場が２階となり、体を動かす外遊びが

低迷することへの対応は、保育者集団が園庭でのサッカ

ー・ドッジボール・縄跳び・ドロケイを意識することで、

外遊びが増えた。田んぼや畑の栽培・柿、リンゴ、杏な

どの収穫や青虫探しや、採集から調理する活動が日常化

する事により、園庭と園内の活動が繋がった。園外保育

の目的を歩くことを意識化することにより、子ども達の

意識と体づくりが向上してきた。 

４）さまざまな表現が出来るように「環境の構成」と「素

材・教具・楽器研究」に力を入れる課題は、アート・音

遊び・身体で遊ぼう・さらに、22 年度からの伝承遊び

の講師陣との連携担当者を置いて連携や研修を強化す

る中で、教師達の興味関心が増してきた。 

５）この調査研究方法は正直負担であった。特に、２月

の調査は、卒園・年度末・年度始め・新年度にかかり、

担当教諭には申し訳ない気持ちが募った。が、担当した

教師が3人とも、「幼児の言動への理解が深まり時間さえ

あれば、もっと追究したい。」と言う。毎年、園長・学

年フリー・担任３名と調査担当員との５名で夏休み、春

休みを利用して研究会を積み重ねてきた。 

「大変そうだけれど、担当した教師は確実に力を得てい

る」ことは、周知の事実となり、教師の日常会話の子ど

もに、保育に関する内容の質が上がったことが嬉しい。

保育実践の子どもの観察の視点、育ちを捉える視点が教

師集団に育ってきた。関係した教師がこの調査研究で育

んだ力を、教師集団の中で発揮していることは間違いな

い。 

 

４ 成果の普及と今後の展望 

○ 成果の普及 

・５領域に見られる成果と課題を踏まえて、さらに実践

内容の充実、教師間のカンフェランスの充実を通して、

保育環境づくり・保育内容・子どもの育ちを通して成果

を現し伝えていきたい。 

・文京区私立幼稚園連合会、東京都私立幼稚園連合会教

育研究委員会、全日本私立幼稚園幼児教育研究機構幼児

教育実践学会において、実践報告を通して成果の普及に

努めたい。 

 

○ 今後の展望 

・本研究に関わった成果を基に、先に挙げた本年の課題

に取り組んでいきたい。 

・幼児教育は、“人生を通じての生きる力”を培うこと

と確信できた。 

・アート講師の記録には、様々な素材と関わる中でその

子のイメージが変容していく様、現れるまでの内側の動

きが記されている。教諭と講師との連携をさらに強め、

子どもの「表現」に関する力を蓄えた園を目指したい。 
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