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札幌市 研究課題番号・校種名 １ 幼稚園 

研究課題 

幼稚園教育要領第２章に示す領域のねらいの実現状況及び課題等を把握し，その

趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研

究 

幼稚園 E

ふ り が な

A（園児数） 
AE札幌 E

さっぽろ

AAE市立 E

し り つ

Aきくすいもとまち AE幼稚園 E

よ う ち え ん

A（85人） 

所在地（電話番号） 
北海道札幌市白石区菊水元町 6条 1丁目 5－1 

電話（011）873－2285 FAX（011）873－0681 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http.//wwwkikusuimotomachi-k.sapporo-c.ed.jp 

研究のキーワード 

・遊びを通して ・伝える力 ・聞く力 ・個と集団の育ちを読み取る ・教師の援助 

研究成果のポイント 

視点１より：個と集団の育ちを読み取る 

・伝え合いの基盤としてまず大切にしたいことは，幼児が安心感をもち，本来もっているその子ら

しさを出しながら，教師や友達と関わることができるようにすることである。 

・個の育ちを捉えるために，一人一人の幼児の言葉にならない思いも含め，心情面の揺れ動き，幼

児の興味や関心，その変容の過程を読み取る。 

・集団の育ちを捉えるために，幼児が触れ合う相手や仲間との関わりの過程を個の育ちとの関連か

ら読み取る。 

視点２より：教師の援助を探る 

・幼児一人一人の思いを自分から出せるように受容的な態度で接する。 

・教師は幼児の言葉に潜む心情を受け止めながら丁寧に聞き取り，幼児の思いが相手に伝えられる

ように補ったり，状況に応じて幼児自身の力で思いを相手に伝えられるように見守り見届けたり

する。 

・幼児の言葉が生まれるような遊びへのこだわりや友達との関係を支える。様々な場面で，幼児の

思いや考えを伝え合う場をつくる。 

 
１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「遊びを通して伝える力，聞く力を育てるためには」 

 

（２）研究主題設定の理由 

 本園の幼児は，明るく活発で人に対して親しみの態度を表せる幼児が多い。一方，人と関わ

る際に必要な言葉が出ない，相手の状況に構わず話をする，人の話を聞くことが苦手などの課

題が見られる。 

幼児は，やりたい遊びを実現したり，周りの人たちと関わって遊んだりする経験を通して，

内言語が豊かになり，思いを言葉で表すようになる。幼児期にふさわしい生活の中，教師の適

切な援助の基で，遊びを通して幼児は言葉を駆使するようになり，その積み重ねが伝える力，

聞く力の育ちにつながっていくのではないかと考え，本主題を設定した。 

幼児のエピソード記録から教育要領の各領域のねらい及び本園の教育課程のねらいの実現

状況を読み取り，本園の研究主題について個の育ちと集団の育ちという観点から究明すべく教

師の援助を探ることにした。 



（３）研究体制 

・園内研究日を月２回設け，園長，主任，３歳児担任，４歳児担任，５歳児担任，養護教諭が

事例研究を行う。 
  ・学識経験者に保育及び研究推進への指導を受ける。 

（札幌国際大学教授 武井昭也氏） 
  ・研究協力校（札幌市立米里小学校，札幌市立菊水小学校）と研究交流をする。 
 
（４）１年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

＜4 月～7月＞ 

・教育課程の見直しの方針を確認する。 

・5,6,7 月エピソード記録を検討し，分析を行う。 

・6 月 2日 園内事前研究会を行う。 

＊札幌市教育委員会 工藤ゆかり指導主事を迎えて助言をいただく。 

・6 月 12日 札幌国際大学にて，武井教授との打合せ 

・7 月 3，４日 園内事前研究会を行う。 

＊札幌国際大学 武井教授を迎えて助言をいただく。 

・7 月 9日 札幌市立菊水小学校研究授業参観（園長,他教諭３名） 

＜8 月～12月＞ 

・8,9月エピソード記録を検討し，分析を行う。 

・9 月 1日園内事前研究会を行う。 

  ＊札幌国際大学 武井教授を迎えて助言をいただく。 

・10月 3日 札幌市私立幼稚園教育研究大会 

＊地域公開研究会及び教育課程指定校事業中間報告会を兼ねる。 

・研究協議会資料を作成し，検討をする。 

＜1 月～3月：予定＞ 

・1 月 21日 津金視学官本園視察 

・1，2月 エピソード記録を検討し，分析を行う。 

・2 月 5日 研究協議会にて研究発表を行う。 

・3 月下旬 本園ホームページにて研究成果を掲載する。 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
  研究１年次の昨年度は，幼児の「自己表出や言葉に関わる姿」からエピソード記録を基に望ま

しい教師の援助を探ってきた。本年度は，幼児の思いや育ちを読み取る力をさらに高めること，

教師自身が言葉の表現をより豊かにして遊びの充実を図ることを目指したい。 
① 本年度は，各領域のねらいの実現状況を分析するための評価項目と評価指標について話し

合う。 
② ５歳児抽出児のエピソード記録を取り，本園が考える領域の評価項目・評価指標に照らし

分析するとともに，視点１，２を設け，本園の課題を明らかにして望ましい教師の援助を

探る。 
 
 
 
 
 



（２）具体的な研究活動 
エピソード記録１ ５歳児『サッカー』5月 8日（木）抽出児Ａ児・Ｂ児・Ｃ児・Ｄ児 

◆遊びに取り組む中で : a健康・安全な習慣 体を動かすことへの意欲  

b周囲の人々との関わり  d 言葉での表現 伝え合い  

＜本園教育課程の期のねらい＞ 

・気の合う友達と互いの考えを出し合いながら一緒に遊ぶことを楽しむ。 

≪教師の願い≫ ◎自分の思い（言いたいこと）を互いに伝え合ってほしい。 

◎互いの思いを知ることで，相手の気持ちに気付いてほしい。 

☆環境の構成 ≪幼児の姿≫ ※教師の援助 

☆ボールを蹴り

合っていた場

所にラインを

引くことで， 

シュートや 

チーム，ゴール

キーパーなど

のイメージが

もてるように

した。 

 

・５人で始めたサッカーであるが，途中でＡが泣いて抜
ける。ＢとＣが追い掛けるが，Ａは振り払い，畑の端
の方に行く。つまらなくなり，残りの幼児もサッカー
をやめる。泣いているＡに教師が声を掛け，思いを聞
いた後，他の二人にも思いを聞く。その上で教師が「お
互いルールを守らなかったって言っているけど何の 
ルールを守らなかったの？」と声を掛け，５人で集まり
話し合う。 

・Ｄ「ゴールキーパーなのに前に出てきてボールを投げ
たから怒ったんだ。」Ａ「キーパーが投げて１点入った
のに違うって言うんだ。」（教師がいることで，それぞ
れ思いをはっきりと伝えている） 
教師「そうだったんだね。お互いの思いがちょっと違っ
たね。どうする？」 

・Ａ「ゴールキーパーのルールを決める。」 
教師「なるほど，それどう？」 
「いいね，そうしよう。」という声があがり…。 

・Ａ（地面に絵を描きながらゴールキーパーの動きをＤ
に伝える）「こうやってさ，ここまでだよね。」 

Ｂ「ばあちゃんの家でサッカーやったことあるよ。」 
Ｄ「え，やったことあるの？」 
Ａ「どうやってやったの？」 
Ｂ「ゴールキーパーはさ，手を使っていいんだよ。」 

・その後，女児も加わり，チームに分かれて,しばらく 
サッカーを楽しんだ。 

※まずはＡの思いを

しっかりと受け止

め，それを相手に伝

えることができる

よう援助した。 

※他のメンバーの思

いもしっかりと聞

き，受け止めるよう

にした。 

※互いの話に耳を傾

けながら思いを伝

え合うことで，互い

の思い違いが分か

り，解決方法を見い

出すことができる

よう言葉を添えて

援助した。 

※話題がそれないよ

う単語や簡単な言

葉で支えた。 

考 

察 

≪Ａ児:個の育ち≫ 

・仲間と話す場を教師がつくったことで，思いを素直に伝え，相手の思いにも耳を傾けるな

ど，話合いに積極的な姿が見られた。 

≪抽出児を含む集団の育ち≫ 

・周りの友達が状況の説明をすることで，客観的にその時のことを考える姿が見られた。 

・言葉で説明する力のある幼児，状況の把握が的確な幼児など，それぞれの得意なことを生

かして話し合い，最後は共通のルールを決めて遊ぶ姿が見られた。 

教
師
間
で
話
し
合
っ
た
こ
と 

＊Ａの地面に絵を描きながら「ここまでだよね。」とＤに説明する姿から，ゴールキーパーが

出てもよい場所を何とか伝えたかったのではないか。 

＊Ｂが祖母の話を始めたとき，教師は関係のない話だと捉えたが，サッカーの話につなげる

ために必要な話だったのではないか。 

＊ゴールキーパーが手を使ってもいいことは，ＡもＤも知っていたことを考えるとＢの 

「ゴールキーパーはさ，手を使っていいんだよ。」の言葉で仲直りできたのは，ルールを決

めたかったというよりは，仲間ともう一度一緒に遊ぶきっかけがほしかったのかもしれな

い。 

＊『話題がそれないよう単語や簡単な言葉で支えた』という援助が必要だったのだろうか。

年長には，幼児同士の会話を整理しすぎない援助も大切なのではないか。 

 
 



３ 研究の成果と課題 

（１）成果 

視点１「個と集団の育ちを読み取る」 

  ・幼児が安心感をもち，教師や友達と関わる姿を大切にすることが伝え合いの基盤となる。た

とえ「やりたくない」「貸したくない」など一見マイナスと捉えられがちな思いであっても，

まずは，幼児が本来の自分らしさを表せることが大切である。 

  ・幼児の心の中に，楽しいことや面白いこと，発見し気付いたことなどが湧き上がってくると

教師や友達に伝えたい思いをもつ。幼児一人一人の心の揺れ動きに向き合い，言葉にならな

い部分も含め心情を深く読み取ることが大切である。 

  ・幼児は，聞きながら物に触れるなど五感を通して確かめたり，知ろうとしたりすることがあ

る。幼児がその体験を通して何を学んでいるのか探るために，興味や関心，その変容の過程

を読み取ることが大切である。 

  ・言葉による伝え合いにおいては，相手の話を聞くことが重要となる。話したい相手との心の

つながりが次の言葉をつないでいく。話す相手や仲間との関係の深まりの過程を読み取るこ

とが大切である。 

   

視点２「教師の援助を探る」 

  ・幼児一人一人が思いを自分から出せるようにするには，教師が幼児の思いに寄り添い，受容

的な態度で接することが大切である。 

  ・教師は，幼児の言葉に潜む心情を受け止めながら丁寧に聞き取り，相手に伝わるように言葉

を補う。また，友達の思いや考えに共感したり，イメージを広げたりできるように他の幼児

との仲立ちをしたりする。状況に応じて，自分自身の力で思いを相手に伝えられるように，

見守りつつ見届けることも援助の一つである。 

  ・友達と一緒に遊ぶ心地よさを感じ，みんなで楽しみたい，仲間がいるからこそ楽しいという

気持ちがもてるように，遊びへのこだわりや友達との関係を支えることが大切である。 

  ・様々な場面で，幼児が存分に思いや考えを伝え合う場をつくることが大切である。 

 
（２）課題 

・幼児の姿を的確に読み取るために，一人の教師の目だけではなく，研究日や保育打ち合わせ

など教師間で交流し，多角的に読み取る力を付けていくこと。 
・幼児が相手の言葉を聞いて，相手の気持ちを理解することができるように，幼児の育ちを見

極め，幼児が自分で思いを言えるように見守ったり，幼児が相手の話を聞き取れるようにし

たりするなど，適切な援助をする力を向上させていくこと。 
・友達との思いのずれに幼児自身が気付き，それを受け止め，幼児同士が折り合いを付けられ

るように，実態に応じた援助をしていくこと。 
・今年度見直しを行ってきた本園の３年間の教育課程を再度検証し，より本園幼児の実態に応

じたものとなるように改善していく。 
 

 
（３）指定期間終了後の取組 

  今年度の研究の成果及び課題を次年度の教育課程や指導計画の改善に生かすとともに，今後の

研究の重点に反映させる。また，本園のホームページにて公開し，本園の保護者や地域の小学校，

保育所，私立幼稚園へも発信し，幼児期の教育への理解が深まるようにする。 
  

 


