
はばたくなら①・②

～誰か手伝って！～

４歳児 １１月頃

取組について

本園では、研究テーマを「子どもが夢中になって遊ぶた

めの環境構成・援助の在り方」とし、幼児期の終わりまで

に育ってほしい１０の姿の「思考力の芽生え」に視点を置

き、研究を進めている。

幼児一人一人が遊びの中で何に心を動かし、気付き・考

え・試しているのかを公開保育で職員が撮影した動画をも

とに話し合いを行い、幼児が夢中になって遊ぶための環境

構成・援助の在り方を探っている。

今回更に『振り返りシート』も活用し、保育を振り返る

ことで、“幼児の発達の実情を把握し、一人一人の個性や

発達課題を捉えられるのではないか”また“幼児の行動や

心の動きが生み出される背景にある教師の関わり方を見直

すことで、保育改善につなげていけるのではないか”と考

え、研修を進めていくことにする。

実践事例

（研修前）

幼児の活動

教師の関わり

教師の援助・願い

考えられること

～J児の姿～
J児は困ったことや

嫌なことがあると、呟
くことはあるが、自分
から誰かに言いに行く
ことは少なく、周りか
ら声を掛けられること
を待つことが多い。

製作遊びが好きで、
ハンバーガー屋ではポ
テトをたくさん作り、
「これはちょっと辛い
味。」「いっぱい・
ちょっと・ふつうが選
べるねん。」などと、
考えたことを教師に知
らせにくることはある
が、友達に声を掛けた
り、やりとりをしたり
することは少ない。

J児・Y児：袋におもちゃを入れたり、「もっと大きい袋がいるな。」と話したりしながら、一緒に遊び始める。 

 

＜１１月２８日（木）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育後、I教諭から「J児はカラーポリを手にしていたので、本物のハッピーセットのようにビニール袋をイメージしていたのではないか。」と報告を受ける。 

＜１１月２９日（金）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～遊びの後の話し合い～ 

 

 

 

 

＜１２月２日（月）＞ 

J児はハンバーガー屋さんの準備を始めるが、一緒に遊ぶ人数が集まらないため、準備ができずに困っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J児：「ハッピーセットの袋を作りました！」と袋を見せながら友達の前で話すことができた。 

J児：材料棚の前で幼児の扱いやすい大きさに切ったカラーポリを手にし、袋を開けるような仕草をしながら、「開かないなぁ…」と繰り返す。 

「何に使うの？」 

J 児：「ハッピーセット（おもちゃ）を入れるねん。」 

「これでいいかな？」と紙袋を見せる。 

J 児：「うん、これでいい！」と、早速紙袋におもちゃを入れる。 

「ハッピーセットの袋ってこんな方がよかったの？」とカラーポリを見せる。 

J児：「うん！緑がいい！」「でも、袋じゃないねん。」 

「じゃあ、これで袋を作ろうか？」「こうやったら袋になるかな？」と二つ折りにして見せる。 

J 児：「袋になる！」「ここをテープで貼ったらいいねん！前にお母さんと

したことある！」とテープを取りに行き、教師と一緒に袋を作り始める。 

Y 児：J児と教師の様子を見ている。

「Y 君、J 君ね、素敵な物を作っているんだよ。」 

J 児：「ハッピーセットの袋やねん！」と得意げに話す。 

A 児：「本当のハッピーセットみたい！」

J 児：「誰か、ハンバーガー屋さんを手伝って～！」と中庭で遊んでいる友達に向かって声を掛けるが、声が届かない。 

A 児・O児・K 児：「分かった～！」「行くわ～！」 

「ハンバーガー屋さんの人がいないの？」「先生も一緒に言うわ！」 

J 児：１回目より大きな声で言うことができた。 

J 児：「袋が欲しい。」と担任に言いに来る。 

J児の様子を見ていたI教諭：「先生に言ってみたら？」 

J児：友達と一緒にお店の準備を終え、お店の人になって注文を受け、料理やハッピーセットを渡すことを楽しむ。 

「大きな声で言えたから、みんな、気付いてくれたね。」「嬉しいね。」 

J児：「うん！嬉しい。」 

困っていることを自分から言い出せずに

いたが、I教諭の声掛けのタイミングが

良く、J児が動き出すことができた。 

自分がイメージしていた袋とは違っ

たが“おもちゃを入れることができ

る”“早く遊びたい”と思い、受け

取ったのだろう。 

J 児の思いを早く叶えてあげたいと

いう気持ちがあり、持ち帰り用の袋

だと考え、紙袋を渡す。 

昨日、自分では実現できなかっ

た思いが形になることに期待が

高まり、自分から思いを口にし

たり、一緒に作ろうとしたりし

たのだろう。 

J 児の嬉しい気持ちや楽しい気持ち
を周りの友達とも共有してほしい。 

自分で考えた通りに作ることができたことや、友達に褒

めてもらったことが嬉しく、友達の前でも話すことがで
きたのだろう。 

Y 児：ハッピーセットや！！ 

前日の経験から、困っていることを自分か
ら周りに知らせようとしたのだろう。 

J児の変化が嬉しい。 

J児の願いを実現させてあげたい。 

J児の頑張りを認めると共に、“言

って良かった！嬉しい！”という思

いに共感したい。 

“友達に来てほしい！”という思いが強

く、より大きな声で知らせようと思ったの

だろう。また、教師が一緒に言うことで、
少し安心したのではないだろうか。 

「J君、皆にお知らせがあるんだよね。」と声を掛ける。 自分の思いが実現した

り、友達から認められた

りする経験から、自分の

思いを人に伝え、受け止

めてもらう嬉しさを感じ

てほしい。 

 

J児の思いを取り違えていた

ことを反省し、きちんと叶え

てあげたいと思い、確認する

ことにした。 

園名 田原本町立田原本幼稚園
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・J児の育ちと内面理解について

自分なりの思いをもってはいるが、自分から言
い出すことはできにくいというJ児の育ちを教師が
捉えたうえで、J児が自分の思いを言い出せるよう
な状況を作り、試みた。そのことで、J児が満足感
を感じ、自信をもつ姿につながった。

・教材研修の必要性について

４歳児が扱いやすい素材や大きさで環境を準備
していたつもりであったが、これまでの経験を把
握して、それを生かして遊んだり工夫したりでき
る環境構成が必要だ。幼児自身がたくさんの素材
に触れて、自分なりに試す中で、性質の理解を深
められるような経験を取り入れる大切さを感じた。

・シートを活用し保育を振り返り、教師自身が自
分の願いや育ちの捉えについて明確にし、１つの
場面において、幼児の心の動きや育ちを職員全員
で読み取る中で、保育に対するいろいろな考えを
学ぶ機会となった。また、幼児の育ちについて捉
える中で、三年間の経験を積み重ねていく大切さ
に気付き、長期的な視点をもった教育課程の見直
しにもつなげることができた。

・園内研修の場のみで『保育振り返りシート』を
活用しているが、幼児の姿を日々記録することで
より幼児の思いや行動の変化等が見えてくるので
はないかと感じた。今後も限りある研修時間の中
で、多面的な幼児の内面理解の方法を探っていき
たい。

実践事例

（研修後）

J 児・Y児：袋におもちゃを入れたり、「もっと大きい袋がいるな。」と話したりしながら、一緒に遊び始める。 

 

＜１１月２８日（木）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育後、I 教諭から「J児はカラーポリを手にしていたので、本物のハッピーセットのようにビニール袋をイメージしていたのではないか。」と報告を受ける。 

＜１１月２９日（金）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～遊びの後の話し合い～ 

 

 

 

 

＜１２月２日（月）＞ 

J 児はハンバーガー屋さんの準備を始めるが、一緒に遊ぶ人数が集まらないため、準備ができずに困っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J児：「ハッピーセットの袋を作りました！」と袋を見せながら友達の前で話すことができた。 

J児：材料棚の前で幼児の扱いやすい大きさに切ったカラーポリを手にし、袋を開けるような仕草をしながら、「開かないなぁ…」と繰り返す。 

「何に使うの？」 

J児：「ハッピーセット（おもちゃ）を入れるねん。」 

「これでいいかな？」と紙袋を見せる。 

J児：「うん、これでいい！」と、早速紙袋におもちゃを入れる。 

「ハッピーセットの袋ってこんな方がよかったの？」とカラーポリを見せる。 

J 児：「うん！緑がいい！」「でも、袋じゃないねん。」 

「じゃあ、これで袋を作ろうか？」「こうやったら袋になるかな？」と二つ折りにして見せる。 

J児：「袋になる！」「ここをテープで貼ったらいいねん！前にお母さんと

したことある！」とテープを取りに行き、教師と一緒に袋を作り始める。 

Y 児：J 児と教師の様子を見ている。

「Y 君、J 君ね、素敵な物を作っているんだよ。」 

J児：「ハッピーセットの袋やねん！」と得意げに話す。 

A 児：「本当のハッピーセットみたい！」

J児：「誰か、ハンバーガー屋さんを手伝って～！」と中庭で遊んでいる友達に向かって声を掛けるが、声が届かない。 

A 児・O児・K 児：「分かった～！」「行くわ～！」 

「ハンバーガー屋さんの人がいないの？」「先生も一緒に言うわ！」 

J児：１回目より大きな声で言うことができた。 

J 児：「袋が欲しい。」と担任に言いに来る。 

J児の様子を見ていたI教諭：「先生に言ってみたら？」 

J 児：友達と一緒にお店の準備を終え、お店の人になって注文を受け、料理やハッピーセットを渡すことを楽しむ。 

「大きな声で言えたから、みんな、気付いてくれたね。」「嬉しいね。」 

J児：「うん！嬉しい。」 

困っていることを自分から言い出せずに

いたが、I教諭の声掛けのタイミングが

良く、J児が動き出すことができた。 

自分がイメージしていた袋とは違っ

たが“おもちゃを入れることができ

る”“早く遊びたい”と思い、受け

取ったのだろう。 

J 児の思いを早く叶えてあげたいと

いう気持ちがあり、持ち帰り用の袋

だと考え、紙袋を渡す。 

昨日、自分では実現できなかっ

た思いが形になることに期待が

高まり、自分から思いを口にし

たり、一緒に作ろうとしたりし

たのだろう。 

J 児の嬉しい気持ちや楽しい気持ち
を周りの友達とも共有してほしい。 

自分で考えた通りに作ることができたことや、友達に褒

めてもらったことが嬉しく、友達の前でも話すことがで
きたのだろう。 

Y 児：ハッピーセットや！！ 

前日の経験から、困っていることを自分か
ら周りに知らせようとしたのだろう。 

J 児の変化が嬉しい。 

J 児の願いを実現させてあげたい。 

J児の頑張りを認めると共に、“言

って良かった！嬉しい！”という思

いに共感したい。 

“友達に来てほしい！”という思いが強

く、より大きな声で知らせようと思ったの

だろう。また、教師が一緒に言うことで、
少し安心したのではないだろうか。 

「J君、皆にお知らせがあるんだよね。」と声を掛ける。 自分の思いが実現した

り、友達から認められた

りする経験から、自分の

思いを人に伝え、受け止

めてもらう嬉しさを感じ

てほしい。 

 

J児の思いを取り違えていた

ことを反省し、きちんと叶え

てあげたいと思い、確認する

ことにした。 

一度解決したことをあえて教
師が翌日にもう一度J児に働
きかけたことが、J児が自分
の思いを伝えるきっかけに
なったよね。

↓
教師がJ児の育ちをどのよう
に捉え、どのように関ってい
こうと考えていたのかが大切
だよね。「自分の思いを伝え
たら実現できる！」という経
験をJ児にさせたいという教
師の願いが表れているね。

以前、年長のお祭りごっこに招待してもらった時に、年長児がマイクを使ってお店のオープン
やお客さんの呼び込みをしていた姿がJ児の印象に残っていたのかな？「自分の思いを言葉に
して伝えたら、誰かに伝わる。誰かが応えてくれる。」という思いがJ児の中にあったのかも
しれないね。

教師の声掛けで幼児の応答
の仕方に違いが出るよね。
「～だった？」ではなく、
「どんなのだった？」「こ
れかな？それとも、こっち
かな？」などといった聞き
方をした方が、幼児が自分
の思いを口に出せるように
なるのかな。

J児はどうして「カラーポ
リがいい。」と言えなかっ
たのかな？
・開かないカラーポリは袋
ではないと考えたのかな。
・「これを使いたい！」と
いう思いはあるけれど、自
分で素材の形を変える 経
験がなかったため、諦めて
しまったのかな。

↓
素材で遊ぶ体験を各学年の
年間計画に取り入れる必要
があるね。

前日には自分で袋を作るという
ことは思いつかず、カラーポリ
を使うことを諦めていたけれど、
教師の提案をきっかけに家庭で
の経験を思い出し、自ら作ろう
とする姿につながったのかな。

提示するものが一つではな
く、J児が選べる環境や声
掛けがあれば、カラーポリ
を選ぶことができたかもし
れないね。

↓
発達に応じた教材の選び方
や出し方を再度確認する必
要があるね。話し合ってみ
よう。

幼児の反応（J児の様
子）と本当の思いの違
いに気付くことの難し
さがあるよね。

園内研で他教諭の目があっ
たからこそ、気付くことが
できたJ児の姿だね。

↓
日頃より、一人一人の姿を
把握する大切さと難しさを
感じるね。J児と教師の間でのやりとりを他児にも知

らせたことで、「できた！」というJ児の
喜びがさらに増し、自信をもつことができ
たね。そのことが「自分の思いを言ってみ
よう！」「自分からやってみよう！」とい
うJ児の積極的な姿につながっているよね。

まとめ

（課題）

（成果）
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