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 言語活動 言語能力 協同性 思考力 評価 幼小接続 

研究結果のポイント 

○ 幼児が友達と協同しながら遊びや生活を進めるために不可欠な，相互性のある「言語活動」

についての発達の道筋を一覧にまとめた。 

○ 幼児期にふさわしい評価の在り方及び手立てを探り，言語能力の発達の評価を行うための 
評価表（試案）を作成した。 

 
１ 研究主題等 

（１） 研究主題 

「学びの基礎力」と「学びの芽」を育成する教育課程の編成 
〜思考力を支える「言語活動」に着目して〜 

 

（２）研究主題設定の理由 

 本園舎では，同地区の附属小学校・中学校との 11年間の学びの連続性を目指し，３校園の教育 

目標でもある「主体性」を軸にした連携カリキュラムを創成してきた。このうち，幼小接続期を含 

む幼小連携カリキュラムでは，小学校以降の教科における学びと幼稚園教育における総合的な遊び 

の中での学びの芽生え（本園では「学びの芽」と表記）との連続性を示している。また，教科横断 
的な「学びの基礎力」として，「自発性」「自律性」「協同性」の三つの側面を示しており，これら 
は，生活や活動（遊びや学習等）を進める上で必要な力として相互に関連しながら発揮されると捉 
えている。 
 幼児が協同性を発揮しながら遊びや生活を進めるには，相互性のある「言語活動」が不可欠であ 

ると考える。そこで，幼児一人一人が考えたことを友達と伝え合い，更に友達と一緒に新しい考え 
を生み出すなど，思考力を支える「言葉」に着目し，幼稚園修了までに育つことが期待される言語 

能力（話す，聞く，対話する，相談するなど）の育ちの道筋を明らかにする。小学校教育への学び 

の連続性を保障した教育課程及び指導計画のうち，言語の発達の側面について幼児の育ちを適切に 

評価しカリキュラムの見直し改善を進めるため，幼児期にふさわしい評価の在り方を考え，評価の 

手立ての試案を作成することを目指し，主題を設定した。 

 



 

（３） 研究体制 

 
 
 
 
 
（４）２年間の主な取組 

平

成

27

年

度 

◯研究主題・研究方法の共通理解 

◯実践記録の集積と分析・考察 

◯東京学芸大学幼児教育分野の教員及び外部講師による園内研究会の実施 

◯公開研究会の開催 

◯研究報告と成果の検証 

◯教育課程及び指導計画の改善 

◯次年度の研究の方向性についての検討 

平 

成

28

年

度 

◯実践記録の集積と分析・考察 

○先行研究の調査 

◯東京学芸大学幼児教育分野の教員及び外部講師による園内研究会の実施 

◯公開研究会の開催 

◯研究報告と成果の検証 

◯教育課程及び指導計画の見直し・改善 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
 ◯協同的な遊びや生活の場面の事例を集積し，幼児が思考し，考えたことを伝え合うなど相互性

のある言語活動を視点として考察し，入園から修了までの二年間の言語能力の育ちを導き出す。 
 ◯幼児が友達と一緒に考え合い，伝え合いながら活動に取り組む姿を期ごとに振り返り，そこか 

ら導き出された育ちの道筋に照らして，言語能力の評価の在り方及び手立てを明らかにする。 
 ○一人一人の幼児の，言語能力の育ちを支える援助を導き出すために活用できる評価表の試案を 
  作成し，検証をする。 
 
（２）具体的な研究活動 

①「言語能力」の発達の道筋を明らかにする。（一年次） 

 カリキュラムのねらいから言語能力を仮説として設定し，対象児の記録を基に検証する。 

②期ごとの振り返りから，具体的な言語能力の育ちの姿を明らかにする。（一年次・二年次） 

a)一人一人の幼児について，期ごとのねらいに照らして育ちを振り返る。その際，具体的な姿を 

端的に書き，「◎とってもいい感じ」「○いい感じ」「△もうひといき」のマークを付ける。 

b)a)で出された幼児の姿から，マークごとに共通点を洗い出し分類する。 

c）「○」を「この期に目指す姿」とし，それを中心に「△」を「この期に目指す姿に向かってい 

る姿」，「◎」を「次の期の目指す姿に向かいつつある姿」と置き換える。（表２）研究二年次 

＜竹早地区連携研究組織＞ 

□幼小中研究推進委員会 

 ・幼小接続分科会 

□幼小研究部 

 ・活動研（保育・授業実践検討） 

 

＜附属幼稚園竹早園舎研究組織＞ 

□研究推進委員会 

□園内研究会 

□研究保育及び保育検討会 

 

 

東京学芸大学 

幼児教育分野教員 

 

 



も同様の取り組みを行い，各学年 30名の幼児の振り返りを基に文言の整理を行った。 

③言語能力の発達の道筋を，発達を支える環境と共に一覧にまとめる。（二年次） 

 幼児の言語能力の育ちを促す環境を，本園の指導計画の言語に関わる事柄や対象児の記録などか

ら導き出し，「環境」の欄に記載する。 

【表１ 「言語能力の発達の道筋及び環境」（検討版：一部抜粋）】 
 

参照：全附連幼稚園部会 平成 21 年度「協同して遊ぶことに関する指導の在り方」 
                 東京学芸大学附属竹早地区学校園 幼小連携カリキュラム・小中連携カリキュラム 
④言語能力の育ちの区切りごとに，評価表（試案）を作成する。（二年次）   

 表１に示した言語能力の発達の道筋と，②（前ページ）で分類した言語能力の育ちの姿を併せて， 
評価表（試案）を作成し，検証及び文言の精選に取り組む。 

【表２ 「評価表（試案）Ⅲ期」（検討版：一部抜粋）】       注：丸数字は◎○△間の関連している姿を示す 

ステップ２-ab（５歳児 10 月中旬〜3月：接続期） 【共通の目的を持って言葉でやりとりする】 

人と関わる体験 〜人間関係が深まり学び合いが可能となる時期 〜 

言語能力の 
発達の道筋 

①試行錯誤しながら，遊びを進めようと自分の考えを伝えていく 
②相手に分かるように、具体的に説明する 
③相手の良さを言葉に表し認めたり，相手に伝えたりする 
④相手の話しや考えを受け止め，共感したり，自分の考えを深めたりする 
⑤言葉の意味に興味を持ち，言葉で表現する面白さを感じる 

 表 す  話 す  聞 く  対話する  話し合う 

◎ 
次の期の目指

す姿に向かい

つつある姿 

①④相手の考えを聞いてまた考え，自分の考えを言い直す（「それもいいね」「そうか，ぼくは〜と思うよ」） 
②④相手の反応を確かめながら話す（表情，身振り） 
②③相手の気持ちや状況に気付いて判断し，友達のしていたことを話す（「〜ちゃんは〜だったよ」） 
 

○ 
この期に目指

す姿 

①②相手に伝えようという思いをもち，分かるように具体的に話す 
①④友達の提案に耳を傾けながら，自分もやってみようとする（「じゃあ，してみる」「面白い！そうしよう」） 
③友達の頑張っていることや工夫していることに気付いて，それを言葉に表してみる（「○ちゃん，何度もやってい

たね」「○くんが気付いてくれたんだ」） 
 

⑤分からないことを知ろうと尋ねたり,言葉の意味を想像したりする 

幼小連携

カリキュラム 
ステップ１-ab 

（4 歳児 4 月〜7 月） 

ステップ１-cd 

(4 歳児 9 月〜2 月中旬) 

ステップ１-ef 

(4 歳児 2 月下旬〜5 歳児 10 月上旬) 

人と 
関わる 
体験 

 

Ⅰ期【（3 歳児〜）4 歳児前半】 
初めての集団生活の中で 

様々な環境と出会う時期 

 
Ⅱ期【4 歳児前半〜5 歳児前半】 
遊びが充実し自己を発揮する時期 

 

   

言語 
能力の 
発達の 
道筋 

 

【言葉や動きで表す】 【言葉を介して人とやりとりをする】 【言葉を介して自分と他者の思いを調整する】 
□動きや表情，言葉で親しみを表す 
□動きや言葉で「やりたい」ということ

や思いを表す 
□動きや言葉で一緒に過ごす楽しさを表

す 
□相手のしていることや言動に興味を持

つ 
□教師の話を，興味を持って聞く 
 （教師の読む紙芝居や絵本を含む） 
 

□相手に伝わることを感じながら，経験した

ことを話す 
□していることや自分の思いを具体的に話す

（説明する） 
□関わりに必要な言葉を使い，友達とやりと

りする 
□相手の話していることを理解する（分かる

が受け入れられない） 
□つながりの楽しさ，声を合わせる楽しさを 
 感じる 

□思いやイメージを言葉で表し，相手に伝える 
□自分の知っている言葉を使って，相手に説明し 
 ようとする 
□相手を意識した話し方，相手に合わせた言い方 
 をする 
□友達の話を聞いて理解し応じたり，再考したり 
 する 
□意味がわからない言葉を知ろうとする 

環

境 

教

師

の

関

わ

り 

1-a (４歳児４月〜５月) 
□一人一人の名前を呼んで関わったり,

温かい言葉を掛けたりする 
□幼児のしていることに寄り添ったり,

言葉に表し認めたりする 
□嫌な気持ちや困ったことを受け止めな

がら，言葉で伝えるうれしさに共感す

る 

1-c（４歳児９月〜10 月） 
□自分の思いを言葉で伝えようとする姿を認 
 る。相手に伝わるよう言葉で補い，思いが 
 伝わる嬉しさを感じられるようにする 
□いざこざの場面では解決を急がず，互いの 
 思いを受け止め、相手に伝えようとする気 
 持ちや折り合いをつけようとする気持ちを 
励ましていく 

1-e（４歳児２月下旬〜５歳児５月中旬） 
□一人一人が思いを話したり試したりしている 
 姿を受け止め，友達に伝わるうれしさに共感す   
 る 
□相手に分かるような伝え方や聞く態度に気付 
 くようにしていく 
 
1-f（５歳児５月下旬～10 月上旬） 

 協同する経験 

                     共同する生活の経験 

         協同の基盤となる経験 



△ 
この期の目指

す姿に向かっ

ている姿 

①②具体的なイメージやめあてがもてていないため，自分はどうしたいか具体的に話せない 
②④⑤自分の思いやイメージを伝える語彙が乏しく，相手に伝わらない 
③④自分の考えが受け入れてもらえないと，通そうと主張し続ける 
①②伝わらないと諦めてしまい，言うのを止めてしまったり，教師を頼ったりする 
③④相手の気持ちや状況に気付かないため，自分中心の言動になる 

⑤評価表（試案）を用いて幼児の育ちの評価を行う。（二年次） 

 a)指導計画の期の区切りで幼児の姿を振り返り，評価表の姿に照らし評価する。 

b)「この期に目指す姿」に向かっている幼児には，言語能力の育ちを促すためにどのような援助 

 が必要か，『言語能力の発達の道筋表及び環境』に記されていることを基に，個に応じた手立 

 てを導き出す。 

c)評価表（試案）を用いて幼児の育ちを評価してみた結果，新たに明らかになった事柄を整理し， 

『言語能力の発達の道筋表及び環境』や本園の指導計画に加筆修正を行う。 

⑥小学校以降へと続く言語能力の育ちの道筋と援助などを明らかにし，一覧に加える。（二年次） 
 小学校１年生との交流活動及び小学校教員の授業研究会の際の記録を基に，接続期の言語能力の

育ちを捉え分析する。幼稚園教育との連続性を踏まえ，教科としての国語に加えて，幼小の交流活

動などの場面での姿から捉える。 
                 
３ 研究の結果と今後の取組 

（１）研究の結果 

○非言語的な表出から，友達と協同して活動を進めるための言葉による伝え合いまで変容してい 

く姿を捉え，協同性の育ちとの対応を示しながら，言語能力の発達の道筋を一覧にまとめた。 

○幼児期にふさわしい評価の在り方については，以下のように考える。 

 ・各期の評価表（試案）は，これまでに行ってきた評価の意図と同様に，幼児の発達の過程を 

捉えて次の指導を考えるために活用する。 

 ・評価指標に幼児を当てはめるのではなく，その幼児が発達の道筋のどの部分にいるかを捉え 

ることで，見通しをもって指導することができる。 

 ・小学校進学以降の言語能力の育ちの道筋を知ることで，更に長期の見通しをもって幼児の発 

達を促す指導ができる。 

○以上の考え及び研究の取り組みをもって，幼児期にふさわしいと考える評価の在り方を明らか 

にし，評価の拠り所となる評価表（試案）を作成し，それらを活用する手立ても試行した。評 

価指標を活用して幼児の評価を行うことは，日々の指導及び環境の見直しにつながり，幼児の 

発達を保証するものになることが期待される。 

○小学校教育への具体的な見通しをもって言語能力の育ちを捉えることができたことは，本園の 

幼小接続の充実につながるものとなった。 

 

（２）今後の取組 

 『言語能力の発達の道筋表及び環境』と期ごとの評価表（試案）は，日頃の保育の振り返りに活

用し，更に文言の精選を進めていく。 

 研究の中で４歳児学年から二年間の言語能力の発達の姿を追っている記録対象児については，小

学校進学後もその育ちの姿を追い，上記の道筋表及び評価表（試案）の小学校以降の部分に加筆修

正を行っていく。また，研究を通して捉えた小学校への具体的な見通しなどを，教育課程や指導計

画に反映しカリキュラムマネジメントにつなげていく。 


