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研究課題 

幼稚園教育要領を踏まえ，幼児の自立心とともに，自己発揮と自己抑制の調和

のとれた自律性を育て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（幼稚園教育要領の領域「健康」内容の取扱い（５），領域「人間

関係」内容の取扱い（４）（５）関係） 

幼稚園 E

ふ り が な

A（園児数） 
こくりつだいがくほうじんひょうごきょういくだいがくふぞくようちえん  

国立大学法人兵庫教育大学附属幼稚園 （118 名） 
所在地（電話番号） 兵庫県加東市山国 2013-4（ 0795-40-2227） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.hyogo-u.ac.jp/kinder/ 

研究のキーワード 

「協同性の育ちと道徳性・規範意識の芽生えの関連性」 

「道徳性・規範意識の芽生えにつながる育ちの姿」 

「道徳性・規範意識の芽生えに必要な経験」 

研究成果のポイント 

○ 幼児の姿から、人とのかかわりの中で道徳性・規範意識の芽生えにつながる姿を収集し，次

の３点について分析、整理した。 
① 人とのかかわりの中で道徳性・規範意識の芽生えにつながる幼児の姿を捉える視点 

「教師とかかわる」「異年齢児とかかわる」「友達とかかわる」という「人とのかかわり」

に重きのある側面と「心が揺れ動く」「自分と向き合う」という「道徳性・規範意識の芽生

え」に重きのある側面の 5 つの視点から捉えた。 
② 人とのかかわりの中で道徳性・規範意識の芽生えにつながる育ちの姿 
③ ②の育ちに必要な経験 

「考える」「想像する」「調える」「知る」「受け入れる」「感じる」「伝える」という 
7 つの視点から学年ごとに具体的な経験の内容を考えた。 

○「人とかかわる力」と「道徳性・規範意識の芽生え」は関連し合っていること，「道徳性・規

範意識の芽生え」は，「人とかかわる力」が土台になっていることが明らかになった。 

 
１ 研究主題等 

（１）研究主題 

協同性を育て道徳性・規範意識の芽生えを培う指導の在り方 

 

（２）研究主題設定の理由 

近年，子供の道徳性・規範意識や自己調整力が十分に育っていないことが問題とされている。

幼稚園教育においては，このような育ちの基盤づくりを行い，幼児期の育ちを小学校以降の教育

につなげていくことが求められており，本園においても，取り組むべき重要な課題のひとつであ

ると考える。 
 幼児は主体的な遊びを通して，友達とのかかわりを深め，互いに思いを主張し，相手と折り合

いを付けながら遊ぶ経験を重ねていく。このような経験から、自分の気持ちを調整することの必

要性を自然と感じ取り周囲とのかかわりを続けていくようになると考えられる。また，遊びの中

で，ルールを守って楽しく遊ぼうとする気持ちや，共通の目的に向かって遊んでいる仲間で合意

をしながらルールをつくり出そうとする活動も生まれてくる。遊びの中でのこうした体験の積み

重ねが道徳性や規範意識の芽生えを培っていき，学級での活動や他の様々な生活場面にもつなが

りをもってくると考えられる。そこで，幼児の発達の姿を見通し，協同性を育て，道徳性や規範



意識の芽生えを培う遊びの環境の構成や場面に応じた援助を検討していくことが重要な課題と

なってくる。 
以上のことから，本研究においては，本園 3 年保育の中で，小学校教育につながる協同性の育

ちと道徳性や規範意識の芽生えに関する発達の道筋を明らかにするとともに，幼児の発達に沿っ

た指導の在り方を確立していくことを目的とする。 
 

（３）研究体制 

・研究主任を中心として全教員が参加する園内の研究体制で実施する。 
・兵庫教育大学幼年教育コース教員の保育参観・研修の協力を得ながら研究を進める。 
 
（４）2 年間の主な取組 

平

成

25

年

度 

・研究主題「協同性」と「道徳性・規範意識の芽生え」の関連性や研究方法等についての共

通理解 

・実践記録の集積と分析 

・人とのかかわりの中で，道徳性・規範意識の芽生えにつながる幼児の姿の把握 

平

成

26

年

度 

・協同性の育ちの姿の明確化 

・人とのかかわりの中で道徳性・規範意識の芽生えにつながる幼児の姿の把握と 3 学年・発

達の期ごとの整理 

・道徳性・規範意識の芽生えにつながる育ちの姿の導出 

・指導の在り方を探るために，道徳性・規範意識の芽生えに必要な経験の導出 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
・抽出児を中心に幼児の日々の遊びや生活の姿から、協同性の育ちと思われる姿を収集し、発

達の期ごとに整理する。 
・協同性の育ちに含まれる道徳性・規範意識の芽生えと思われる姿を捉える視点をもつ。 
・道徳性・規範意識の芽生えと捉えた姿から、発達の期ごとに具体的な育ちの姿を捉える。 
・その育ちを支える必要な経験を捉える。 
・発達に必要な経験ができるような指導の在り方（環境の構成、教師の援助等）を考える。 

 
（２）具体的な研究活動  

○収集した事例から、協同性の育ちに含まれる「道徳性・規範意識の芽生え」と思われる幼児の 

姿や発達の期に必要な経験を捉える。            

［事例の抜粋］ ５歳児Ａ児   「バトン渡したって」       （平成 26 年９月）            

                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

白チーム（女児）と色チーム（男児）に分かれてリレーが始まる。白チームは待っている幼児が

徐々に一列に並び始め、「バトン渡すの一番前やで」と先頭の友達にバトンを渡すようになってい

く。しかし、色チームの待っている幼児は走り終わった友達に「次、僕」「○○バトン頂戴」と言

いながら手を出していく。バトンをもらおうと人より前に出ようとしている。その中でバトンをも

らったＡ児は思いっきり走り、次の人へとバトンを渡していく。しかし、その後、手を出してもバ

トンのもらえないことが続くと、Ａ児は「なんで渡さへんねん」「もういいわ」と怒り、チームか

ら離れ座り込んでしまう。同じチームのＦ児がＡ児に近寄り「Ａ君するで」「はよおいで」と手を

引っ張り立たそうとするが、Ａ児は「もうええわ」と怒り、Ｆ児の手を払いのける。Ｆ児は何度か

Ａ児を振り返りながらリレーに戻っていく。Ａ児はそのまま座り続けている。 
しばらくして、➀走り終わったＦ児が、色チームの幼児の「次、俺」「Ｆ児バトン頂戴」と手を差

し出す間を走り抜け、Ａ児の場所まで走ってきた。「はいＡ児」とバトンを渡す。Ａ児はＦ児から

バトンを受け取ると、リレーのコースに戻り走り始めた。 
その後、Ｇ児が「僕バトンもらってない」と言い始める。Ｇ児はみんなより後ろで手を出してい

る。すると、②Ａ児が「Ｇ君に渡したって」とＧ児の手を持ち、前に差し出す。走ってきた友達は

Ｇ児にバトンを渡す。Ａ児は誰がバトンをもらっていないか考え始め、もらっていない幼児の手を

持ち「次○○」「○○に渡したりや」と言いながらリレーを続けていく。 



考察 

① Ａ児がＦ児からの関わりを受け入れる気持ちに変化したのは、座り込んでいる中で自分の気

持ちに向き合い自分なりに怒りを収めていこうとする心の揺れ動きがあったからではないか。 

② 自分で自分の気持ちを収めたことから、周りの幼児の気持ちも察することができたのだろう。 

このように幼児自身が公平性の大事さを納得して受け入れていくようになる過程で、遊びを面 

白くするためには約束やルールが必要なこと、共に遊ぶ友達同士でルールを確認し合うという経

験が必要になると考える。 

〈幼児の協同性の育ちに含まれる道徳性・規範意識の芽生えと思われる姿〉 

「友達と互いのイメージをつなげて遊ぶ」 「友達と思いや考えを出し合いながら遊ぶ」 

「遊びに夢中になる」 「人とかかわる中で様々な感情を感じる」 「友達の思いに気付く」 

「友達といざこざを解決しようとする」 「相手の立場に立って考えようとする」 

〈道徳性・規範意識の芽生えの育ちに必要な経験〉 

「今までの体験から友達の気持ちを察する」            想像する 

「納得いかないことに向き合い、乗り越える」           調える 

「集団の中で思い通りにならないことを知る」  経験を捉える視点 知る 

「他者の思いを受け入れる」                   受け入れる  

「友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じる」               感じる 

 

３ 研究の成果と課題 

（１）成果     

○事例や週案の記録等から導き出した，人とのかかわりの中で道徳性・規範意識の芽生えにつな

がる幼児の姿を，3 学年・発達の期ごとに整理した。そこから，「人とかかわる力」と「道徳性・

規範意識の芽生え」は関連し合っていること，「道徳性・規範意識の芽生え」は，「人とかかわる

力」が土台になっていることが明らかになった。 
 
・具体的な幼児の姿をまとめていくと、「教師とかかわる」「異年齢児とかかわる」「友達とかか

わる」という「人とのかかわり」に重きのある側面と「心が揺れ動く」「自分と向き合う」とい

う「道徳性・規範意識の芽生え」に重きのある側面の 5 つから捉えて、整理することができた。 
（一部抜粋） 
幼児の姿を捉える５視点 3 歳児Ⅰ期 4 歳児Ⅴ期 5 歳児Ⅸ期 
教師とかかわる ・自分の教師を知る 

 
・教師に受け止めてもらっ

たり、教師を介して思いを

出したりする 

・教師に考えたり試したり

する姿を支えてもらいなが

ら遊ぶ 
異年齢児とかかわる ・異年齢児と出会う ・年下と触れ合う ・異年齢児と出会う 
友達とかかわる ・周りの幼児を真似る 

 
・新しい友達と出会う ・友達と試したり考えたり

して遊ぶ 
心が揺れ動く ・教師に不安な気持ちを受け

止めてもらう 
 

・嫌なことを行動で表す ・友達と一緒に考えたり試

したりしていく楽しさを感

じる 
自分と向き合う ・自分で身のまわりのことを

しようとする 
・諦めないで取り組もうと

する 
・周りの人の様子から自分

を振り返ろうとする 
 
・「人とのかかわり」としての協同性の育ちの姿を，本園の教育課程などを基に 3 学年・発達の

期ごとに示した。 
（一部抜粋） 

3 歳児Ⅰ期 4 歳児Ⅴ期 5 歳児Ⅸ期 
教師と触れ合い,園生活に慣れる いろいろな遊びに興味をもち,好きな

友達と一緒に遊ぶ 
友達の良さに気付き,一緒に考えたり

工夫したりして遊ぶ 

 
・整理された幼児の姿に基づき，人とのかかわりの中で道徳性・規範意識の芽生えにつながる育

ちの姿を学年ごとに導き出した。 
（一部抜粋) 



3 歳児Ⅰ期の育ち 4 歳児Ⅴ期の育ち 5 歳児Ⅷ～Ⅸ期の育ち 
・教師の傍で安心する 
・同年齢児の存在を知る 
 
 

・年下や新しい友達を迎える嬉しさを

感じる 
・もどかしい気持ちに向き合い、自分

の思いや考えを表現しようとする方

法を考えようする  

・年下に頼られる嬉しさを感じる 
・友達と話し合ったり考え合ったりし

ながら、遊ぶ楽しさを感じる 
 

・育ちの姿から幼児にとって必要な経験を導き出す中で、その経験は「考える」「想像する」「調

える」「知る」「受け入れる」「感じる」「伝える」という 7 つの視点から捉えることができた。こ

の視点から学年ごとに具体的な経験の内容を考えた。 
（一部抜粋） 
育ちに必要な経験

を捉える７視点 
3 歳児 4 歳児 5 歳児 

考える ・周りの幼児を意識する 
・周りの幼児を真似る 等  

 

・教師を介して自分のことを振

り返る  
・教師を介して友達のことを考

える 等 

・相手の思いや気持ちを考える  
・年長児としての在り方を考え

る 等 

想像する ・教師や友達を真似る  
・身の周りのものを見立てて

遊ぶ 等 
         

・教師を介して友達の気持ちを

考える  
・イメージしたことを自分なり

に表現する 等 

・今までの体験から友達の気持

ちを想像する 
・互いの思いや考えを分かり合

うため、繰り返し話し合う 

等 
調える ・安心して生活する  

・教師に気持ちを受け止めて

もらう等 

・納得いかないことに向き合い、

乗り越える 等 
・自分で考えて行動する 
・その場にふさわしい行動でふ

るまう 等 
知る ・他者の存在を知る  

・教師や友達を真似る 等 
・自他の思いや考え、感情の違

いを知る等 
・集団の中で思い通りにならな

いことを知る 等 

・その場にふさわしい行動を知

る 
・自分らしさに気付く 等 

受け入れる ・教師や友達の話を聞く 
・教師や友達の存在を知る等 

・自分の思いとは違う友達の話

を聞く 
・友達の話に納得する 等  

・他者の思いを受け入れる 
・友達と共通の目的をもって遊

ぶ 等 
感じる ・教師や友達と楽しく過ごす 

・様々な感情を身体で感じる

等 

・友達と一緒に遊ぶ楽しさを感

じる 
・数人の友達と思いが伝わり合

う嬉しさを感じる等 

・自分らしさを発揮しながら友

達と生活する楽しさを感じ

る 等 

伝える ・身体で思いを表現する 等 
 

・自分のしたいことや思いを友

達に話す 等 
・自分の思いや考えを友達に分

かるように話す 等 
 
○「道徳性・規範意識」は、それだけを取り出して指導できるものではなく、協同性の発達の過

程を見通し、目の前にいる幼児がどのように人との関係性をつくろうとしているのか、友達の姿

を通してどのように自分と向き合い、葛藤したり折り合いを付けたりしているのか丁寧に読み取

り指導していくことが大切だということがわかった。 
 
○「人とのかかわりの中で、道徳性・規範意識の芽生えにつながる育ちの姿」「育ちにつながる

必要な経験」の整理を基に幼児の姿を見直したことで、幼児一人一人の発達の道筋や発達に必要

な経験から次の指導の手がかりを見極め、個に応じた指導を考えることできるようになった。 
 
（２）課題 

導き出した「育ちの姿」や「必要な経験」を通して、幼児の発達への理解を深め、教師の指導

の改善に生かしていきたい。実践を積み重ねる中で「育ちの姿」や「必要な経験」をさらに検証

し、幼児の発達の姿をより深く理解する視点（評価の指標）としたい。 
 
（３）指定期間終了後の取組 

引き続き、より分かりやすい発達の過程の視覚化を試み、道徳性・規範意識の芽生えという見

えにくい育ちの評価や小学校教育を見通した指導について検討していく。また，基本的な生活習

慣の自立等、家庭との連携が不可欠な道徳性や規範意識の芽生えについて保護者にもわかりやす

く啓発し，幼児期の教育への理解が深められるように発信する。 


