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『保育内容 言葉』の 3 点の特徴は，今回の編集に当たっても踏襲をしている。
それは第 1 に初めて学ぶ人たちに保育の基本として知ってもらいたい基礎知識
を大事にし，子どもを理解し援助するうえで必要な，子どもの言葉の習得や発
達に関わる理解ができるようにすることである。また，第 2 にどの章でも事例

との背景に，日々の生活の連続性や経験の積み重ねがあることが伝わるように
つくることである。そして第 3 には，子どもだけではなく，子どもの言葉を育
てる保育者の役割や専門性が見えるテキストにすることである。
これら 3 点の特徴をおさえ，専門学校，短期大学，大学において幼稚園教諭
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や保育教諭，保育士をめざす学生の皆さんが手に取ってわかりやすく，コアと
なる内容を意識して作成した。また，これからの時代に見合ったテキストをめ
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ざした。様々な制度改革のなかでも，保育の魅力，子どもの可能性をこのテキ
ストから感じ，将来どのような保育者や社会人をめざすのか，そして急激な変
化のなかでも変わらず大切にしていきたいことを学び，考え，子どもの言葉に
出会うと同時に，保育者の言葉についてもまた考えてほしい。
本書の出版にあたっては，光生館の皆さんには編集の過程で大変お世話に
なった。心より感謝申し上げる。
2018 年 2 月
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章

乳幼児の豊かな言葉が
育つための領域

1 乳幼児期にふさわしい「生活」の保障
遊びを中心とする生活
子どもたちは家族や仲間とともに，社会や文化のなかで育っていく。生活の
なかで文化の様々な活動に参加し，知識や技能を習得し，そして自分なりに関
わり，新たな文化をつくり出す人へと育っていく。保育所や幼稚園，認定こど
も園等は，子どもが最も活動的である日中の時間の大半を，仲間や保育の専門
家である保育者と過ごす生活の場である。つまり，家族以外の他者と初めて集
団で過ごす場が園となる。そこで，どのような質の経験を乳幼児期の子どもた
ちが行うことができるのかが，子どもの心身の健やかな発達のあり方を方向づ
けていく。
乳幼児期は，子どもの発達の個人差や家庭での生活経験も大きい時期であ
る。運動機能や知的機能が伸び，対人関係も広がる。それは，人が人らしくあ

1
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る証ともいえる，言葉の獲得も急速に進む。言葉の獲得は，子ども自らが，自

子どもの心はワクワクと動き始めることを，この子どもの言葉は表していると

分の周りの環境である人やものに主体的にはたらきかけ，周りもそれに応えて

いえないだろうか。

やりとりをすることによって伝え合い，心を通わせるなかで行われる。自分が

もちろん，子どもたちの行動のなかにはおとなや子どもに導かれて始まるこ

もっている力や経験を生かし，また新たなことをそのやりとりからまねたりし

とも多い。つまり，子どもが自発的に自分で最初から考え出して何でも行って

ながら，取り入れて学び，自分でも繰り返し使ってみることで，身につけ，発

いるわけではない。自発的でなかったとしても，しだいにその活動に向かうこ

達していく。したがって，子どもが自ら能動性を発揮でき，主体的に取り組む

とで，その子なりにやりとげようとする思いが生まれることも多い。その子な

ことのできる活動としての「遊び」を中心とする生活を，園での経験として保

りの思いや取り組みたい活動や課題が，そこにはある。一方，手をつけてみて

障することが求められる。

も，すぐにあきてしまうこともある。このようなときには，必ずしも主体的に

遊びというと現在では，スマートフォンなどの電子情報機器や DVD などの

深く関わっているということはできない。子どもなりの次の一歩への期待がで

映像機器，あるいはアニメキャラクター玩具などの，子ども用商品が街にあふ

きていない。この意味で，自発性と主体性はときには重なり，ときには異なっ

れ，子どもたちもそれらを容易に手にするようになっている。子どもたちの家

ている。重要なのは，主体としての子どもにとって意味のある活動か，そして

庭生活では，家族の多忙化や地域での安全に向けての危機管理などもあり，室

その活動が他者やものと対話し深い関わりや学びを保障する活動になっている

内での活動で子どもの生活時間が乳幼児期から区切られることが主になってい

かどうかということである。

る。しかし，乳幼児にふさわしい生活とは，子どもたちが知的好奇心や興味関
心をもって，心身を十分に動かしながら自分のもてる力を発揮し，戸外や室内
において仲間と楽しめる生活である。そしてそのなかで学び，また仲間と工夫

しかし，子どもをただ自由に遊ばせていればよいというわけではない。子ど

しながら事物に挑戦して関わり，深く触れ合い，そこに没頭できていく経験で

もは周りの事物にはたらきかけ，その環境がはたらきかけに応えてくれること

ある。この意味で，保育の基本は，遊びを中心とする，乳幼児にふさわしい生

によって，そこから様々なことを学んでいく。環境によって，自分の好きなよ

活を保障していくことにある。

うに，場やものを構成したり，組み合わせてつくったりする。また，言葉を交

その際，子ども一人一人が能動的に環境にはたらきかけるという主体性が発

わしあってイメージを共有し，想像によってその役になりきって，ごっこの世

揮されるように，子どもにとってくつろぎ，心の安定した居場所をつくること，

界を広げることのできる環境もあれば，自然物や自然現象のように，人の力で

すべての子どもがいまここを最もよく生きられる場に園生活がなっていくこと

は変えることのできない事物に出会い，知的好奇心をかき立てられ，不思議さ

が求められる。それが，乳幼児期の子どもの人権と最善の利益を保障していく

や驚きに目をみはり，じっと受けとめたり待つことが求められる経験ができる

ことにつながっていく。

環境もある。また，土を耕したり，暑いなかでも汗水ながして農作物つくり出

ある園で，保育者が新しい遊びを説明しクラスみんなでできるように紹介し

すことで達成感が得られる環境もある。様々な時期に様々な内容の環境が準備

ている。1 人の子どもがその活動を終えると「先生，もう僕たち遊んできてい

され，その環境に子どもが出会うことが求められる。環境が，どのような内容

い？」という言葉を発した。新しい遊びが保育者や仲間から伝承されることで，

と質の経験を，いつの時期にどのように保障しているかが，問われるのである。

遊びの幅が広がっていくことや，みんなでそれを共有できることもとても大切

専門家である保育者が，保育や教育の意図をこめて，環境を計画的に準備する

である。しかし一方で，主体的に自分で選択してやりたい遊びをするときに，

ことが必要である。そして状況に応じて，その環境を子どもとともに再構成し

2
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ていくことが求められる。
子どもにとって意味ある環境となるには，身近にあり日常の暮らしのなかで

的環境が組み合わさることによって，子どもにとって意味ある環境となるので

繰り返し出会うことができることが大事である。保育者は準備したつもりで

ある。話し言葉を考えれば，豊かな言葉を与えてくれ，また自分で言葉を使っ

も，子どもにとって，何も注意や興味関心が生まれず，出会ったりふれあった

て，遊びや生活のなかで伝え合う相手である，保育者や友だちこそが，最も重

りができない事物であれば，それは子どもにとっての環境とはなっていない。

要な人的環境といえるだろう。

たとえ草花や絵本が園庭や保育室に準備されたとしても，それらが子どもに
とって目の届かない場所，気がつかないものであれば，子どもにとっての環境

発達と生活の連続性を保障する

にはならない。そこでこの環境に，子どもの目が向くように場を考えたり，保

乳幼児は，自分がすでにもっている知識や技能などを生かすことができると

育者自身がその場にいることで，子どもの関心をいざなったりというようにし

きに，有能であり，主体的になることができる。子どもは家庭や地域でも様々

て，子どもがその環境とやりとりできるようにすることが必要なのである。環

な経験をしてきている。したがって，その家庭での経験や地域での経験が生か

境を準備した保育ではなく，環境を通して保育するという言葉に表れるよう

せるように，園の中での経験との「生活の連続性」を保障することが大切であ

に，子どもがその環境とふれて「通じあう」ことが必要である。特別な行事や

る。園であった楽しい出来事を保護者にも伝えることで，子どもはそれをさら

環境も子どもたちにとって，とてもよい思い出となる。しかし，日々のふりつ

に家庭でもやってみるかもしれない。また，家庭で経験したことを園にもって

もるような経験，繰り返し出会える環境に行きかうなかで子どもが育つ部分が

くることで，園でのみんなの活動が広がることもあるだろう。このような連続

大きい。なぜなら，特別な環境ほどおとな側が準備し，取り決めることが多く

性を保障することが大切である。家庭と園のつながりを意識して，園で元気に

なるからである。子どもが自分で選ぶことで自分なりのやり方で参加する余地

活動できるように，家庭での生活リズムを考えてもらうように，園が家庭には

ができる。そのことで，子ども自身が環境に交わり，身体全体でわかり，通じ

たらきかけることも，幼児期にふさわしい経験を園で子どもたちができるため

ていくことができるのである。

に必要である。

学校教育法 22 条で「幼稚園は，義務教育及びその後の教育の基礎を培うも

また，子どもたちは乳児期から幼児期へ，3 歳児クラスから 4 歳，5 歳へ，

のとして，幼児を保育し，幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて，

そして小学校へと経験を積み重ねていく。過去の経験が今の活動を豊かにし，

その心身の発達を助長することを目的とする」（下線筆者）とある。一義的に保

そしてまた今の経験を十分に生きられることでさらに次の経験へとつながって

育者側がこれなら適切と判断して与えるのではなく，子ども側に選択の余地が

いけるような，時間を保障できることが必要である。そのためには，保育者が

あることが「適当な環境」となるのである。ふさわしいものを準備するが，そ

一人一人の発達の道筋をとらえて関わると同時に，園全体として 3 年間や 6 年

れが様々な子どもの，様々なときに，ちょうどあうよう選べることの適当さな

間といったように，入園から修了までを長期的に見通して，計画的に環境や活

のである。環境は最初に準備され，与えられるだけのものではない。時々刻々

動を組織していくことが必要になる。保育はその場かぎりのものではない。長

と動くなかで，そのときにふさわしい環境，適当な環境となっていることが必

い目で子どもの育ちをとらえる専門家の知識によって，計画的に組織されるこ

要である。そこで，子どもとともに環境をつくりながら，再構成していくこと

とが必要になる。そこで園では，教育課程や全体的な計画，そして年間指導計

が，いつも適当な環境となっていくために大事なのである。

画，月案や週案をたて，ねらいをもって日々の保育を行っている。それらの計

ここでの環境とは，物的環境だけを指すのではない。保育者も仲間の子ども

4

光生館.indb

たちも，その子どもから見ると，とても大事な人的環境である。物的環境と人

4-5

第1部

序

章

乳幼児の豊かな言葉が育つための領域

画によって，子どもたちの園での生活に応じた期に沿って，活動や環境を組織

1

乳幼児期にふさわしい「生活」の保障

5

2018/02/28

14:57:42

していくことで，園生活のなかで繰り返し活動をしながら，先行の経験を生か

域で構成されている。子どもがその時期にふさわしい経験を保障していくため

して，年ごとに経験を深めていくことができるのである。そして，そのように

に示されている保育・教育の内容である。領域は，小学校以上の教科とは異な

長い見通しのなかで培われていく経験だからこそ，メッキのようにはげおちる

り，領域別に時間で区切ったり，場所を変えて，活動を組織するわけではない。

ことなく，子どもたちの心身に深く刻み込まれ，小学校以後の経験へとつなが

「内容は，幼児が環境に関わって展開する具体的な活動を通して総合的に指導

り，また保育所や幼稚園と小学校の段差を乗り越えて新たな環境にまた自ら関

されるものであることに留意しなければならない」（「幼稚園教育要領」第 2 章 1

わっていく学びに向かう力を生み出していくのである。

節ねらい及び内容の考え方と領域の編成）にあるように，遊びという総合的な活

保育においては，この長い目で子どもの過去の経験が生きるように育ちをみ

動のなかで行われる。お誕生会でみんなでお祝いすることは，その子に健やか

ていくことのできる見通しと，今ここでの子どもの声を聴きとり，行おうとし

な成長の喜びを感じさせるとともに，学級の仲間との関係を深める。そこでお

ている思いをくみ取り，瞬時にそれにふさわしい判断をすることが求められ

祝いの気持ちを伝えることで，うれしい気持ちを伝える言葉を学ぶかもしれな

る。その判断によって子どもの意欲をのばし，関わりを深めることができるの

いし，お誕生日プレゼントをみんなでつくる活動があったり，年齢を数字で示

である。

すことも行われるかもしれない。そこには，領域の様々な内容が含まれている

2 領域 ｢言葉｣
「領域」という考え方

のである。領域は，食事の栄養素のようなものである。料理人は健康のために
は栄養素についての知識をもち，その栄養素がその食事にどのように入ってい
るかを知っている必要がある。しかし，料理としては，栄養素別のサプリメン
トを飲むのではなく，子どもにとっておいしい料理を準備することが大事であ
り，子どもとともに，一緒にその食事をおいしく味わえることが求められる。

子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を育成していくために

栄養素の解説や何に将来役立つかを説明しながら，食べることではない。その

は，子どもが初めから好きと思っていることを好きなだけやっているだけでよ

料理にはその家庭ならではの味や文化があるように，園ではその園ならではの

いとは必ずしもいえない。それでは偏りができる。初めはためらいながらで

味つけが求められるのである。

あっても，乳幼児期に体験しておくことで，その後，抵抗感がなくなったりす

また，園では小学校以上のように，時間割で活動が区切られているわけでは

ることも多い。虫や土，砂などとの出会い，バランス感覚などの運動経験など

ない。生活と遊びが行われる。たとえば，オムツをかえながら，保育者が「き

もその一つかもしれない。様々な経験をしていくことが，生涯生活者として生

もちいいねえ」と子どもにまなざしをむけて声をかけ，そこで子どもがほほえ

きていくための生きる力を培うのである。

み返すようなやりとりは，コミュニケーションの基礎にもなっている。この意

そこで，様々な内容の経験を，在園中に積み重ねていくことができるように

味で養護と教育もまた切り離すことができない。これは乳児期においても，幼

考えていくことが不可欠である。このために，保育所保育指針，幼稚園教育要

児期においても，同様である。つまり，養護と教育が一体的に展開するなかで，

領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領では「領域」を設け，そのねらい

様々な経験が保障されていく。これが，小学校以上の教育とは異なる，保育の

及び内容とその内容の取扱いを示している。ねらいは，育みたい資質・能力を

基本であるといえるだろう。

幼児の生活する姿からとらえたものであり，内容はねらいを達成するために指
導する事項である。内容は「健康」
「人間関係」
「環境」
「言葉」
「表現」の 5 領
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