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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。

2021 年冬

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

　私達が身近に感じる「表現」は、急速な ICT の進化によって捉え方が少し
ずつ変化しているのかもしれません。SNS や Web を漂う個々の「表現」は、
泡
ほう

沫
まつ

のようにゆっくりと、人々によって注目を集めながら新たな価値が付与さ
れていきます。
　このようなネットワークの世界と現実が交錯する社会において、嫋

たお

やかに生
きていく力は、「STEAM 教育」という領域を横断する教育理念・方法として
模索されています。「STEAM 教育」の「A」は Art（または Liberal Arts）を
意味しており、創造的活動は時代を切り開く力を育成するものとして期待され
ているのです。
　保育における表現活動は、養護と教育が一体となって行われることを基盤と
しつつ、この Art としての側面も持っています。「美しいものを美しいと感じ
る豊かな心」を育むという視点です。乳幼児期の遊びは、表現の原動力になる
興味や関心を刺激し、探索・探求する主体性を育んでいきます。表現活動によっ
て育まれる情動は、生き方に彩りを与え、明るい未来の社会を形成することへ
と繋がっていきます。
　子どもの何気ない表現行為には、言葉を超える無数のメッセージや無限の可
能性が埋没しているのです。さあ、あなたも心の窓を大きく開いて、多彩で楽
しい表現の世界を子どもと一緒に味わってみませんか？
　
2021 年２月

編者　淺野卓司
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本書はモデルカリキュラムに準じて、第１部は「領域に関する専門
的事項」、第２部が「保育内容の指導法」となっています。
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●はじめのＱ
次のエピソード（1）を読んで、あなたはどのようなことを感じますか？　

「イメージ」「表現」などをキーワードに考えてみましょう（考える時間の目
安：３分）。

●本章の学びのめあて
この章では「イメージ」と「表現」について学びます。人が表現をしたく

なるのは、どんな時でしょう。イメージが表現へとつながるプロセスを意識
すると、表現とは何かという本質が見えてきます。表現にはたくさんの方法
があります。音楽、描画、身体表現……。同じ題材でも、表現方法が変われ
ば、伝わることも変化します。様々な表現に触れてみましょう。

　昨日は園の合同音楽会でした。年長クラスは「山のワルツ」を歌と色々
な楽器で演奏しました。４歳児クラスのケイちゃんはその曲の最後の部分
を「ロンリムリム・ロンラムラム・ロンリムリムロ～ン」※と口ずさんで
います。ショウタくんは鉄琴のキラキラした音やピカピカの輝きにすっか
り魅了されて、鉄琴の絵を描きだしました。

※香山美子作詞・湯山昭作曲「山のワルツ」より

エピソード（1）　鉄琴キラキラ（４歳児クラス／10月）
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第１節　イメージとは何か？

　みなさんは「イメージ」という言葉を、
どのような場面で使いますか。例えば美
容院で美容師さんに写真を見せ、「この
ようなイメージにしてください」と言っ
たり、部屋の模様替えを「北欧風のイメー
ジ」にしてみようと考えたりします。通
信販売等で購入した商品が「イメージと
全く違った」という使い方をすることも
あるでしょう。こうしてみると、人はイ
メージに基づいて行動を起こしたり、行
為から具体的な「イメージ」を思い描く
ことがあるといえます。
　イメージとは、「心の中に思い浮かべる像。全体的な印象。心象」１）のこ
とです。北白川幼稚園長であり、西洋古典文学の研究家である山下太郎は、
イメージの語源を次のように示しています。「imageの語源はラテン語の
imago（イマーゴー）である。『実物に似た姿、面影』という意味を持って
おり、『模倣する』という意味のラテン語 imitor（イミトル）とつながりを持っ
ている。『実物に似た姿』（imago）を心の中に生み出すこと―つまり『心に
描くこと』―を英語では imagine（イマジン＝想像する）という。その名詞
形が imagination（想像力）である」２）。
では、どのようにイメージは生成されていくのでしょうか。

１

「ハマムマッハシを作ってください」
　このように頼まれて、あなたはすぐに「ハマムマッハシ」を作ることがで
きますか。おそらく多くの人が困ってしまうでしょう。人は、経験を通して
得た知識を体系化し、イメージを生成していきます。「ハマムマッハシ」とは、
鳩のお腹に米を詰めて作ったエジプトでは有名な蒸し鶏料理です。初めて聞
いた人でも、「香辛料が効いた蒸し鶏」という言葉を聞いたら、これまでに
食べたことがある料理からその味や様子を思い浮かべることができるかもし
れません。
　このように経験に基づくイメージにより、これまで体験したことがないこ
とも予測し想像ができたり、近いイメージを共有することも可能です。ここ

イメージは果てしなく拡がります

ハマムマッハシ…？
生き物？　食べ物？
大きい？　小さい？
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で重要な役割を果たすものの一つが経験を伝える豊かな言葉です。言葉は、
イメージを想起する手がかりとなります。「大空を鳥のように羽ばたくイメー
ジ」「宇宙の果てのようなイメージ」など、広がりや深さを表現する際に無
意識に「イメージ」という言葉を用いています。

２．イメージの生成と多様性

　多くの経験から、私たちのイメージは豊かなものに育っていきます。毎日
の生活で、聴いたり、見たり、触ったり、感じたりすることに意識を傾ける
と、イメージは一層広がっていきます。知識や技能の獲得には、子どもが生
活の中で実際に体験することが不可欠です。興味をもって好きなことを何度
も体験することで、イメージはより深く鮮明になります。興味や関心の方向
性や、そのプロセスの違いが、一人一人の個性になっていきます。
　このように生成されたイメージは、組み合わされ多様性をもつようになり
ます。ベートーヴェン（Ludwig van Beethoven）の曲を聴き涙を流して感
動する人もいれば、うるさいと感じる人もいます。セザンヌ（Paul Cezanne）
の描いた「リンゴとオレンジ」の絵を観て、すごいと称賛する人がいる一方
で、おいしそうと思う人もいるでしょう。イメージのもち方は人それぞれで
す。そこには、正解も不正解もありません。様々な捉え方から、その特徴や
よさに気付き、認め合うことで自らの新しい価値が育っていきます。

第２節　�聴いたり、感じたりすることから�
始まる表現

　気に入った音やリズム、音楽を聴く体験を通して、人はどのような気持ち
になるでしょうか。またその気持ちをどのように表現して伝えたらよいで
しょうか。

１．身近な音の存在とイメージの生成

　海洋生物学者のレイチェル・カーソン（Rachel L. Carson）は、感じるこ
との大切さを次のように示しています。「わたしは、子どもにとっても、ど
のようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、『知
る』ことは『感じる』ことの半分も重要ではないと固く信じています」３）。
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演習課題

①まとめの演習課題
　次のエピソードを読んで、あなたはどのようなことを感じますか？「イメージ」

「憧れ」「表現」などをキーワードとして考えてみましょう。

11月のある日。幼稚園の帰り道。園児
たちが木の下の落ち葉のたまり場にいます。
行進するように左右に足を動かしたり、
スーッと足を滑らせたりしています。落ち
葉を踏みしめたときの柔らかな感覚と足の
裏に伝わる滑らかな感触を楽しんでいます。
パチパチ、サーッといった音も魅力的なよ
う すうです。

             エピソード（2） 落ち葉の感触（３歳児クラス／11月）

②発展的な演習課題
　あなたは次のエピソードのような子どもの姿から、どんなことを考えますか。

また、あなたならその子にどのように言葉をかけてみますか。

　子どもが画用紙に白いクレヨンで一生懸
命に色を塗っています。何を描いているの
か聞いてみたところ、「雪」を描いている
のだそうです。シンシン、コンコンといい
ながら描いています。静かな音を奏でるよ
う 描 ますうに描いています。

エピソード（3） 雪を描いているの（４歳児クラス／２月）

【引用文献】
１）新村出編『広辞苑［第七版］』岩波書店 2018年　p.210
２）山下太郎「美術と絵画」（ウェブサイト「山下太郎のラテン語入門」）

https://www.kitashirakawa.jp/taro/?p=7983
３）Ｌ．カーソン（上遠恵子訳）『センス・オブ・ワンダー』新潮社 1996年 p.24
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