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監修のことば

　みなさんは、Society5.0 という言葉を聞いたことがあるでしょうか。人類は
狩猟社会（Society1.0）からはじまり、農耕社会（Society2.0）、工業社会

（Society3.0）を経て、現代の情報社会（Society4.0）へと進んできました。そ
して、この先にやってくる新たな社会を指す言葉が Society5.0 です。2016（平
成 28）年に第５期科学技術基本計画においてわが国が目指すべき未来の姿と
して初めて提唱されました。
　それは、「IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつながり、様々な
知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出す社会」とされてい
ます。わたしたちの暮らしは利便性を追い求めて日々進歩しています。しかし、
効率性の良さだけを追い求めていても、一人一人の子どもにとって良い保育・
教育をおこなうことはできません。
　人生の最初期である乳幼児期。この時期の最も活動的な時間を、多くの子ど
もたちは現在、保育所や幼稚園、認定こども園など、「園」という場で過ごす
ことが多くなっています。時代が大きく変化しようとしている今だからこそ、

「子どもたちが生きていくために、本質的に必要なものは何か」「求められる資
質・能力を育むための保育の場は、どうあれば良いか」をじっくり考えること
が必要です。
　「子どもは未来からきた存在である」という言葉があります。この言葉に象
徴されるように、今ここで未来の社会のあり方を示してくれるのは子どもです。
子どもは、れっきとした市民です。その姿や声、権利を私たちはどのように見
つめ、聴き取り、守っていくことができるでしょうか。そこに、保育者のあり
方が問われていると思います。
　本書には、三つの特徴があります。
　第一に、子どもの「姿」に寄り添うことをテキスト編成の理念と掲げている
こと。第二に、そのために各章のはじめに具体的な問いとエピソードの事例を
入れていること。そして第三に、各章扉頁のめあてと章最終頁に学びの振り返
りのために、まとめと発展にわけた演習課題を設けていることです。子どもの
具体的な姿をイメージできることは、子どもを見る目につながり、保育者に求
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められる必須の専門性です。
　この三つの特徴を込めた本シリーズが、やがて保育現場で活躍するみなさん
や、すでに保育の場におられるみなさん、保育者養成に携わるみなさんのお役
に立つことを心から願っております。

2020 年春

シリーズ企画監修者　秋田喜代美・三宅茂夫
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はじめに

　今回の「シリーズ知のゆりかご」のキーワードは、「子どもの姿からはじめる」
です。どんな優れた保育の環境や技術を揃えても、目の前の子どものためにな
らなければ意味がありません。したがって、ありのままの子どもの今の姿を知
るところからはじめようというのが、このシリーズに一貫して流れる考え方で
す。では、その知るというのはどういうことでしょう。子どもの姿を知って、
私たちはどうしたいのでしょうか。あなたの考えは次のどちらですか。子ども
について「説明したい」のか。それとも「理解したい」のか。
　一般に科学と言われる事柄の多くは前者です。様々な現象について探究し、
研究して明らかにしようとします。自然科学や人文科学の多くはそういう類の
学問です。それはそれで高度な学問体系を持っており、人類の進歩に役立って
きました。しかし、保育学とか教育学という学問は少々違います。生身の人間
を対象としており、それを育もう、そのためにはどうしたらよいか、というこ
とを追究する学問だからです。だから、子どもについて研究して結果を理論的
に「説明」することは、参考にはなってもそれだけでは十分ではありません。
子ども一人一人の思いや心の表現を「理解」して、保育という実践につなげて
いかなければならないのです。
　このシリーズは「子どもを大事にしよう」「子どものために考えよう」とい
うことを中心軸に持っています。この領域・環境のテキストも、子どもという
のはどんな存在で、どんなふうに環境に働きかけるのか、そして、どんな環境
を子どものために構成したらよいかなどを考察していきます。わかりやすいエ
ピソードを各執筆者が書いてくださったので、子どもの姿を思い浮かべながら
読んでみてください。
　「環境を通して行う教育」。これは保育の基本の基本として大事にされてきた
キーワードです。それは、「子どものために」行われるというのが大前提です。
故津守眞先生はある講演の中で、「保育とは子どもの夢を叶えることです」と
訴えました。私もその通りだと賛同します。このテキストから学ぶ学生が、子
どものために心を砕き、子どものために汗を流せる保育者になっていくことを
切に願います。

2020 年 2 月

編者　東義也
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●エピソード（事例）について
　�本書に登場するエピソード（事例）は、実際の例をもとに再構成したフィクションです。登場する人
物もすべて仮名です。

わたしたちと一緒に
がんばりましょう！

巻末にはメモを書きこめる
シールも用意しました。

だるまのナナひよこのピー
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４歳児のミユちゃんは、４月に２年保育で
入園してきました。初めての幼稚園での生活
に馴

な

染
じ

めずに泣き出すことが多く、自分の保
育室に入ろうとしませんでした。そのため入
園当初は、副担任のサエコ先生と遊戯室で絵
本を見たり、おやつを食べたりして過ごして
いました。
　不安定なミユちゃんでしたが、１週間が過ぎた頃には泣き出すこともな
くなり、自分の保育室前のテラスで遊ぶようになりました。テラス近くに
はウサギ小屋があり、登園するとすぐサエコ先生と手をつなぎ、園庭に生
えているオオバコの葉をウサギに食べさせていました。
　そんなミユちゃんの様子を見守っていた主担任のトモコ先生は、今日は
思いきって絵本の時間に思いきって絵本の時間に「保育室の中でお友達と 緒に見よう保育室の中でお友達と一緒に見よう」」と誘ってと誘って
みました。しかし、ミユちゃんは「テラスがいい」と言い、サエコ先生と
一緒にテラスから絵本を見ていました。

エピソード（1）　「テラスがいい」（４歳児クラス／４月）

●はじめのＱ
次のエピソード（1）を読んで、このような子どもの姿をどうとらえたら

よいと思いますか？　また、保育者はどのような関わりを持てばよいかを考
えてみましょう（考える時間の目安：３分）。

●本章の学びのめあて
ミユちゃんのように、家庭生活から幼稚園などに入園し、集団生活の環境

に馴染めない子どもをよく見かけます。それまでの家庭生活とは大きく異
なっていますので無理もありません。本章では、エピソードなどを通して子
どもの視点から領域「環境」を理解し、子どもの発達にふさわしく、子ども
の好奇心や探究心に応える魅力的な保育環境とは何かを考えてみましょう。
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第１節　保育における環境について

　はじめに、保育における環境とは何かについて学びましょう。
　豊かな保育環境を構成するためには、環境を構成する要素と環境自体が持
つ性質を理解することが大切です。また、子どもが意欲を持ち活動に取り組
むためには、環境と子どもとの意味ある関係が形成されなければなりません。
そこで、保育を質的に高め、子どもと環境との意味ある関係を確かなものと
するための保育者の関わりについて、エピソードなどを通して考察してみま
しょう。

１．保育環境とは

（１）保育環境の要素
　みなさんは「環境」という言葉を聞いて何をイメージしますか。
　豊かな自然環境、地球温暖化などの環境問題、家庭環境、環境政策など、様々
な言葉が浮かんでくることでしょう。また、人間が生きていくためには、き
れいな水や空気などの大切な環境もあります。「環境」とは、辞書（『広辞苑』
第七版）によれば、「人間または生物をとりまき、それと相互作用をおよぼ
しあうものとしてみた外界。自然的環境と社会的環境とがある」とあります。
　一般に保育環境とは、教材・教具や固定遊具などの物的環境、子どもや保
育者、保護者などの人的環境、雰囲気、時間、空間などをさします。文化や
伝統、作り出される状況、人間関係なども重要です。また、温かい陽光やす
がすがしい朝の空気などの自然環境は、人間らしい感情を沸き上がらせる力
を持っています。人間が人間らしく陶

とう
冶
や
されるために、必要なすべてが保育

環境の要素と言えるでしょう。

（２）環境自体が持つ性質
　子どもたちがつい手に取り、関わりたくなる環境にはどのようなものがあ
るでしょうか。
　たとえば、雨上がりの園庭に水たまりができていたらどうでしょう。多く
の子どもは、ついその中に入って遊んでみたくなります。また、たくさん遊
んで疲れている時に椅子やソファーが置いてあったらきっと腰かけて休みた
くなりますね。この「つい○○したくなる感覚」をアメリカの知覚心理学者
ジェームズ・ギブソン（James. J. Gibson）は、「アフォーダンス」という用
語で説明しています。
　「アフォーダンス」は、英語の動詞アフォード（afford：〜する余裕がある、
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〜を与える）を名詞化したギブソンの造語です。「アフォーダンス」は物に
備わる性質であると同時に、物と動物との関係の仕方、つまり物に触れる動
物の行動によってはじめてあらわれてくる性質でもあります。つまり「ア
フォーダンス」とは、「環境が動物に与え提供している意味や価値」である

（佐々木，2018）１）といえます。
　この性質を保育の場に照らして、考えてみましょう。
　たとえば、シャボン玉の液が水道の近くにあると、子どもたちはつい容器

の中に水を入れたくなります。するとシャボン玉の液は薄まりあっという間

に膨らまなくなり、飛ばして遊ぶシャボン玉遊びが、水遊びへと転換してい

くこととなります。また、園庭にライン引きでくねくねの道を描いておくと、
子どもはその上を走りだします。そのため、両方から走っていくことやじゃ
んけんで相手と対戦する等のルールを伝えれば、「へびじゃんけん」（図１－
１）等の遊びに発展します。これは、よくもわるくも環境自体が持つ性質に
子どもが「つい○○したくなる感覚」から取り組んでいる姿です。

図１－１　へびじゃんけん

【へびじゃんけんの遊び方】
①�１本の線（S字、くねくね、自由に）を引き、両端に子どもが入れるスペースの陣地を作る。
②２チームに別れて、それぞれの陣地で一列に並ぶ。
③「よーいどん！」で、両側からそれぞれ１人ずつ線の上を相手の陣地に向かって走る。
④相手チームの友達と鉢合わせしたら、両手でタッチして「ドーン！」と言い、じゃんけんをする。
⑤�勝った人は、そのまま走り続け、相手の陣地へ向かう。負けた人は、線の上から外れ、自分の陣地に戻
り列の後ろにつく。負けたチームは、すぐに次の人が線の上をたどり、相手の陣地へ走って向かう。

　上記のことからもわかるように、様々なアフォーダンスは、発見されるこ
とを環境の中で「待って」いるといえます（佐々木，2018）２）。このことか
ら、保育者は保育環境を構成する際には、環境自体が持つ性質と、子どもの
発達や興味・関心による行動の性質をよく理解する必要があるでしょう。
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２．保育に必要な環境

（１）環境と子どもの相互的な関わり
　保育の現場においては、室内の物の配置や明るさ、教材・教具の取扱いな
ど、有形無形の要素が子どもたちの行動に影響を与えています。環境と子ど
もの相互的な関わりについて、下記のエピソード（2）から考えてみましょう。

　かつて筆者が幼稚園に勤務し、３歳児の担任だった時のことです。保育
室には、４か所の出入り口（Ａ～Ｄ）がありました。出入り口は、正方形
の保育室の４面に一つずつあり、３か所（Ａ～Ｃ）は廊下への出入り口で、
１か所（Ｄ）は隣のクラスの子どもと共用しているトイレへの出入り口で
した（図１－２）。
　４か所の出入り口からは、友達や保育者などの人や物が出入りするたび
に風が入り、保育室の中には空気の流れが起こりました。すると、その空
気の流れに乗るように子ども達が渦を巻いて走り出しました。いつか納ま
るだろうと様子を見ていましたが、その傾向は数か月続き、７月の３歳児
の保育室では、ままごとやお絵かきなどの室内遊びが落ち着いてできなく
なっていました。さらに、クラス全体の生活も落ち着きに欠け、遊びの中
で形成されるはずの物や人との関係性も絶えず不安定なため途切れてし
まったのです。

         エピソード （2）　風と一緒に走る子どもたち（３歳児クラス／７月）

みなさんは、子ども
たちがなぜ落ち着き
に欠けていったと考
えますか？

図１－２　�出入り口が４か所あった３歳児（７月）の保育室
　　　　　（部屋の４面から景色が見えます）
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２．子どもの育つ力を育むために

　保育者の保育観は、保育の形態や指導法に大きく影響を与えます。倉橋惣
三は、「生活を、生活で、生活へ」という言葉で子どもたちの「さながらの
生活」を大切にすることの意義を述べました。倉橋は、子どもがはじめたこ
とを起点とする保育を「生活の教育化」とし、その一方で、あらかじめ計画
された保育内容を子どもたちが意欲を持って取り組めるよう導いていく保育
を「教育の生活化」としています 11）。
　保育者は、状況をとらえながら自己の保育観を基盤として、保育における
指導の方法を選択し、どのような環境が求められているのかを検討していき
ます。次のエピソード（4）は「生活の教育化」の保育事例です。

　タケルくんが日曜日に父親と近くの川で採ったザリ
ガニを園に持ってきました。①：子どもたちは喜んで
ザリガニを見ていましたが、割りばしでつついている
うちに動かなくなり死んでしまいました。すると、タ
ケルくんが「またとってくるからいいよね」と言い、
あまり残念そうではありませんでした。
　②：保育者は、この状況を子どもたちに理解してもらいたいと、ペープ
サートで人間に飼われたザリガニの親子のストーリーを創作しました。あ
らすじは、「親子のザリガニが人間に飼われ、ある日、ザリガニのお母さ
んが人間に割りばしで突つかれ大けがをし、子どものザリガニが悲しむ」
というストーリーでした。
　子どもたちは、演じられたペープサートを見て、「割りばしでつつく人
間は悪者で、そんなことはやめたほうがいい」と口々に言っていました。
その後、③：もう一度ザリガニの飼育をしましたが、もう割りばしでつつ
くことはなくなりました。

         エピソード （4）　「またとってくるからいいよね」（４歳児クラス／６月）

　このエピソードを、倉橋の「生活を生活で生活へ」という言葉に沿って読
み解いてみると、一例として、次のように分けることができます。
　①：生活を（ザリガニが死んでしまった）
　②：生活で（ザリガニの物語をペープサートを創作し、クラス全体で見る）
　③：生活へ（新たにザリガニの飼育に取り組む）
　このエピソードにある飼育のねらいは、「小動物に親しみをもって接し、
生命の尊さを様々な体験から知る」ことにあります。保育者は、「またとっ
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てくるからいいよね」という子どもの言葉を受けとめ、環境の再構成を図り
ました。子どもの育つ力を育むためには、そのプロセスで必要なことがあれ
ば、急がずに立ち止まり、子どもの姿と対話する必要があります。
　今回のエピソードにおいては、「生活の教育化」という保育が選択されま
した。必要によっては、「教育の生活化」が求められることもあるでしょう。
保育者は、子どもの育つ力を信頼し、保育に必要な環境を子どもと共に構成
していきます。そのためには、あなたの“センス・オブ・ワンダー”を磨き、
子どもとの対話を楽しみながら、保育の方向性を選択する際の基盤となる保
育観をよりよいものへと形成していきましょう。

教育は
共育！

子どもと共に育っていきましょう。

演習課題

①まとめの演習課題
　2017 年告示の幼稚園教育要領の改訂において、領域「環境」に新たに加えら

れた内容（6）「日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化や伝統に

親しむ」を保育の実践に活かすとすれば、どのような取り組みが考えられるでしょ

うか。５歳児の年間計画を想定し、４月から３月までの生活の中で我が国や地域

社会における様々な文化や伝統に親しむことのできる活動を考え、レポートにま

とめてみましょう。

②発展的な演習課題
　子どもの排泄の自立の時期が遅くなっています。本章の図１－４、図１－５よ

り 2005 年と 2015 年のデータを比較検討し、なぜ、子どもたちの排泄の自立は

遅れているのか、社会環境の変化をとらえ、その要因についてレポートにまとめ

てみましょう。
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