
保護者がカブトムシを持ってきてくれたので、飼育ケースに入れ、

子どもたちがいつでも見ることができるような場所に置いた。

カブトムシを見た子どもたちは、「ムシ」と指を差し、飼育ケース

をのぞき込んだ。保育者に抱っこしてもらい恐る恐る見たり、戸惑い

を見せながらも、保育者が手に持つカブトムシの背中にそっと触れた

りする子どももいた。

カブトムシに興味をもった子どもは、登所してくると、保育者と一

緒にカブトムシの所へ行き、｢ムシさん。」「ご飯食べてるね。」

「登ってるね。」など保育者とやりとりをしながら、カブトムシの様

子を見、カブトムシの背中に触れるなどして喜んだ。また、カブトム

シの手足の動きを真似る姿も見られた。「カブトムシみたいやな

あ。」と保育者も一緒にカブトムシになって遊んだ。

事例Ａ－２

自尊感情（豊かな感性と表現等）

１歳児 「カブトムシにさわったよ」

○子どもの姿

・保育者と一緒にカブトムシを見たり、保育者が世話をする様子を見た

りする中で、カブトムシに興味をもった子どもたちが数人いた。

この事例を通して自尊感情（豊かな感性と表現等）の育ち
を考えましょう

○初めてカブトムシを見た時の子ど
もの表情やしぐさから、内面を読み
取ってみましょう。

○子どもが安心して自分の気持ち
を出せるようにするためには、ど
のようなことを心掛けていますか。

○保育者の関わりの意図

・子どもが見たい時にいつでも見ることができるように飼育ケースを低

い場所に置いた。

・保育者がカブトムシの世話をしたり、親しんだりする様子を子どもた

ちに見せることにより、子どもたちが興味をもち、昆虫などを身近に感

じるようになってほしい。

・見たことや感じたことを、自分なりに言葉や表情、態度で表現してほ

しい。

○子どもの興味や思いに寄り添っ
た言葉がけや関わりを考えてみま
しょう。

○自尊感情の育ちにつながる姿
を考えてみましょう。

－２－



～奈良県版就学前教育プログラム～における援助の重点

日頃の保育から「自尊感情」の育ちを評価してみましょう

（１）乳児期に大人から
肯定的に受容され、自分
は愛されているという安
心感がもてるようにする

（２）大人との信頼関係を
基に、一緒に遊んだり、や
りとりを楽しんだりして、
人と関わる楽しさを味わえ
るようにする

（３）子どもの「やってみた
い」という意欲を尊重し、大
人の支えにより、「自分でで
きた」という喜びを味わい自
信がもてるようにする

○自尊感情を育むためには、どのような保育
者の関わりが大切かを考えてみましょう。

○子どもの遊びの一場面を養護と教育の両面か
ら捉え、保育者の関わりを話し合ってみましょ
う。

○この時期に大切にしておきたいこと

・安全面に配慮しながら、初めての虫との出会

いの場を大切にしていく。

・保育者が子どものつぶやきや表情、態度など

から子どもの要求や思いを丁寧に受け止め、共

感したり、表現したりすることが、安心して自

己を発揮することにつながり、初めての環境に

も関わろうとする姿につながる。

人との関わり

もの・こととの関わり

例：子どもの甘えを受け止めていく

保育者に見守られながら、身の回り
の簡単なことを自分でしようとして
いる

保育者や友達と一緒に体を動かして
遊んでいる

保育者や友達と一緒に、歌や手遊び、
ふれあい遊びを楽しんでいる

自分の思いを、簡単な言葉
や表情、しぐさで伝えよう
としている

自分なりにイメージをもち
ながら、見立てて遊ぶこと
や、保育者や友達と一緒に
ごっこ遊びを楽しんでいる

保育者や友達の真似をした
り、やりとりを楽しんだり
している

養護の関わり

数値化しよう
（３が上位）

一人一人の生活のリズムを大切に
しながら、健康で安全に過ごせる
ようにする

一人一人の子どもが、自分の気持
ちを安心して表すことができるよ
うにする

１歳児～２歳児
子どもたちの自尊感情（豊かな感性と表
現等）の育ちを捉えましょう

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

・保育者に見守られながら安心して
自分がやりたい遊びを楽しむ

おさえておきたいポイント

評価（子どもの姿から捉えましょう）

評価項目

評価項目評価項目

評価

評価評価

援助の重点

自尊感情は「自己の能力への自信」、つまり「やればできる」という自信です。

－３－



小麦粉粘土を、子どもの目の付く所に置いておく。

小麦粉粘土を見つけた子どもが、「これ何。」と興味を示し、

「ふわふわやなぁ。」「匂いする。」と保育者に話したり、笑

顔で感じたことを話したりしている。

「団子に丸めてみようか。それとも伸ばしてみようか。」と

誘いかけると、「パン屋」「クッキー屋」と発想豊かに楽しん

で作っている。

小麦粉粘土で楽しむ姿が見られたので、土曜参観で、「小麦

粉粘土で遊ぼう」と題して、親子で小麦粉粘土に魔法の粉（食

紅）を加え、小麦粉粘土をつくった。色の変化に興味をもって、

ハンバーグやミートボール、お子様ランチに見立てて、親子で

楽しむ姿が見られた。

後日、自発的な遊びの場で自由に小麦粉粘土が使えるように、

環境を整えた。

『からすのパンやさん』の絵本を読んだことにより、お店遊

びが始まった。様々な材料や用具を準備したことで、小麦粉粘

土で「アンパンマン作ろう。」「たけのこパンやで。」と興味

をもって遊ぶ姿が見られた。

事例Ａ－３

自尊感情（豊かな感性と表現等）

３歳児 「小麦粉粘土で遊ぼう」

○子どもの姿

・入園当初から、粘土、ブロック、ままごとコーナーで好きな遊びを見付けて遊ん

でいる。

・5月半ば、草花でペンダントや花束をつくったり、サーキット遊びをしたりして、

保育者と一緒に好きな遊びを楽しんだことで、友達と話す姿が見られるようになる。

○保育者の関わりの意図

・小麦粉粘土で遊んだ経験を生かし、ごっこ遊びにつながってほしい。

・素材の性質や色の変化を感じてイメージを膨らませ、表現する楽し

さを味わってほしい。

この事例を通して自尊感情（豊かな感性と表現等）の育ち
を考えましょう

○自発活動の場で、小麦粉粘土で遊ぶ環境を整えることで、子ども
はどのような遊びを展開するでしょうか。また、保育者の援助も併
せて考えてみましょう。

子どもの姿 保育者の援助等

○ここでの自尊感情の育ちはどのようなものですか。

○家庭との連携で、期待される効果を出してみましょう。

例：親子の会話が増える

－４－



評価項目（子どもの姿から捉えてみましょう） 評 価（反省・課題）

やりたい遊びを選び、自分なりに取り組もうと
している

３・２・１

自分の思いをもって、考えたり試したりして挑
戦しようとしている

３・２・１

友達と一緒に遊び方を工夫したり、ルールを決
めたりして、自分の力を発揮している ３・２・１

失敗や間違いをしても目的をもって取り組んで
いる

３・２・１

遊んだことや考えたことをみんなに伝え、周り
の人から認められ自分のよさを感じている

３・２・１

自分のやりたいことを最後までやり遂げたこと
に、達成感や満足感を味わっている

３・２・１

～奈良県版就学前教育プログラム～における援助の重点子どもたちの自尊感情（豊かな感性と表現
等）の育ちを捉えましょう

日頃の保育から「自尊感情」の育ちを評価してみましょう

援助の重点

（１）子ども自らが考
え選択したことを認め、
試したり行動したりす
る姿を支える

（２）子どもの発達段階を見極
め、次の段階に進めそうなとき
は、少しがんばれば乗り越えら
れそうな課題を提示する

（３）子どもが自分の力
でがんばったことと、そ
の結果成し遂げたことを
認識できるようにする

○自尊感情を育むための援助について話し合ってみ
ましょう。
・3歳児では、どのような援助を心掛けていますか。

例：一人一人の活動の過程を大切に捉え、認める

○自分の力が発揮できる保育者の関わりを考えてみ
ましょう。

数値化しよう
（３が上位）

○この時期に大切にしておきたいこと
・同じ遊びの場にいる友達に目を向けられるように
なり、一緒にいることや同じことをして遊ぶことを
楽しむ（平行遊び）時期である。
・乳幼児期には、楽しみながら手先を使う遊びが展
開できるよう、素材や遊びの展開を工夫することが
大切である。
・自分のしたい遊びを十分に楽しむことができるよ
うに、表現しやすい素材を用いることも大切である。

3歳児～5歳児

・子ども一人一人が、自分らしさを発揮しながら表現する
・最後まであきらめずに頑張ろうとする
・友達のよさに気付き、共に活動したり遊び方を工夫したりして充実感
を得ようとする

おさえておきたい
ポイント

自尊感情は「自己の能力への自信」、つまり「やればできる」という自信です。

－５－



前日に撮ったダンスの練習の動画をみんなで見た。友達の動きを見て、「腕が伸びて

いて、Ａくんかっこいい。」「Ｂくんもかっこいい。」と認め合っていた。

「みんなの動きがばらばらだった。」と気付く声が上がった。「どうしてだろ

う。」と問いかけると、「曲をちゃんと聞いていないからだ。」という意見が出た。

保育者も「なるほど。ちゃんと曲を聞けばみんな揃うかもしれないね。」と共感した。

自分の姿を見て気付いたことはあるか問いかけると、「手を伸ばすところで、足も

一緒にジャンプしてしまった。」「パンチする時、自分の手が伸びていなかった。」

と気付いたことを出し合った。「あっ、僕も。」「私も。」と新たな課題を見付けた。

「しっかり伸ばした方が絶対かっこいい。」と子どもから声が出た。「本当だね。

その気付きは大事なことだね。先生もそう思う。」と共感した。

「上手に踊れているところやもう少し練習した方がよいところをたくさん見付ける

ことができたね。」と子どもに共感したことから、「もう１回踊る。」「次は手を伸

ばすぞ。」と意欲的に取り組む姿が見られた。

事例Ａ－４

自尊感情（豊かな感性と表現等）

４歳児 「みんなでかっこよくダンスをしよう」

○保育者の関わりの意図

・自分のよいところや、もう少し工夫したらよいところに気付けるように、子どもがダ

ンスを踊っている姿を動画で撮り、視聴する機会をもつようにした。

・動画を見てみんなで楽しく振り返り、子どもの気付きを取り上げることで、頑張ろう

とする気持ちにつなげたい。

・自分たちのダンスを更によいものにしていくために、自ら課題をもって取り組んでい

こうとする意欲を育てたい。

○自尊感情の育ちはどの部分にみられますか。

○自発活動と設定保育の関連性をもつ指導計画を立ててみま
しょう。

この事例を通して自尊感情（豊かな感性と表現等）の
育ちを考えましょう

○自分の力を発揮していくための環境構成や保育者の援助を
考えてみましょう。

○子どもの姿

・日頃からダンスや体操などを好む子どもが多く、体を動かすことを楽

しんでいる。

・２学期になり運動会の練習が始まり、意欲的に取り組む姿がある。

自発活動 設定保育

－６－



評価項目（子どもの姿から捉えみましょう） 評 価（反省・課題）

やりたい遊びを選び、自分なりに取り組もうとし
てる

自分の思いをもって、考えたり試したりして挑戦
しようとしている

友達と一緒に遊び方を工夫したり、ルールを決め
たりして、自分の力を発揮している

失敗や間違いをしても、目的をもって取り組んで
いる

遊んだことや考えたことをみんなに伝え、周りの
人から認められ、自分のよさを感じている

自分のやりたいことを最後までやり遂げたことに、
達成感や満足感を味わっている

～奈良県版就学前教育プログラム～における援助の重点

自尊感情は「自己の能力への自信」、つまり「やればできる」という自信です。

○この時期に大切にしておきたいこと

・体を動かしてダンスをすることで、友達と一緒に表現する

楽しさを味わう。

・友達のダンスする姿が刺激となり、自分も繰り返し試して

みようとする気持ちにつながる。

・動画視聴から自ら課題を見付けることが意欲となる。また、

できた喜びを重ねる経験が大切である。

日頃の保育から「自尊感情」の育ちを評価してみましょう

（１）子ども自らが考
え選択したことを認め、
試したり行動したりす
る姿を支える

（２）子どもの発達段階を見極
め、次の段階に進めそうなとき
は、少しがんばれば乗り越えら
れそうな課題を提示する

（３）子どもが自分の力で
がんばったことと、その結
果成し遂げたことを認識で
きるようにする

①下記のような子どもの自尊感情を育んでいくため
には、どのような手立てをしますか。
・周囲の反応が気になり表現できない。
・予め、決められたことはできるが、自由に自分な
りの表現をすることに苦手意識をもっている。

②自尊感情を育んでいくための必要な保育者の援助
を考えてみましょう。

・子ども一人一人が、自分らしさを発揮しながら表現する
・最後まであきらめずに頑張ろうとする
・友達のよさに気付き、共に活動したり遊び方を工夫したりして充実感を
得ようとする

おさえておきたい
ポイント

数値化しよう
（３が上位）

例：ありのままの自分を出すことができるクラスの雰囲
気づくりをする

例：子どものできた喜びに共感し、新たな意欲に繋げる

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

3 ・ 2 ・ 1

子どもたちの自尊感情（豊かな感性と表現
等）の育ちを捉えましょう

3歳児～5歳児

援助の重点

－７－


