同和保育 の実際
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私な りに,同 和保育実践 の基 礎 となる考 え方 を,か つて明 らかにした。 その とき残 された課題の
一つ として,保 育実践 の具体的展開の問題 を挙 げておいた伊 ここでは保育 の具体的展開を行 う前段階
の拠 りどころを示 してみたい と思 う。
同和保育 は,通 常 の保育 と何 ら異なった特別 の保 育 ではない。通常 の保育 の 中 に,機 能 として同
和保育の目標 を明確 にすることで足 りる。ただ し,実 践 にあたっては,子 供 たちの望 ましい発達 を
想定 し,そ れが現実に保 障 され るよう,保 育者 による保育行為 が組 み立て られて い なければな らな
いことはもちろんで ある。後述のように,「 もう一 つの,あ るい はただ一つの明確 な同和保育 のめあ
て」 を設定 し,そ の「めあて」達成のために,保 育活動 が進 め られていかねばな らな い。

1

同和 保 育 実 践 の 基 礎

(1)三 つの対象 と一 つの条件
同和保育 が対 象 とするものは,単 に子供たちのみ とは言 い きれない。 とい うよ り,子 供 たちの発
達 を保障するためには,子 供 たちの 自助努力 ,力 量形成 へ の 自発的努力 を支 える環境 の十分 な形成
と条件整備 が不可欠 となる。 この意味で,当 面直接的 には子供 たちを対象 とするが,そ の他 に,保
育者 の問題や保護者 の問題 ,保 育・ 生育環境の整備 が,対 象 となると言わねばな らない。

① 子供たち
究極 の 目標 として,子 供 たちが小学校入学 までに,一 応備 えてお くべ き力量 を身につ けさせてお
くとい う ことが挙 げられる。進路保障の出発点 として,重 要 な意 味 を持 つ この時期 の保育 は,小 学
校入学後の学力保 障 の土 台 となるか らである。 ここでは,子 供 たちの今 の姿 を全体像 としてあ りの
ままに把握する ことと,そ の今 の姿が,ど のような社会的,歴 史的条件 に規定 されての結果 か を把
握する こととの,二 つの子供理解の柱が前提 となる。
子供たちの現実の姿 や生活 の 中か ら保育課題 を抽出 し,こ の時期の成熟 をいかに十分 な ものにし
てい くかが,課 題 となる。その意味では,乳 幼児期 の発達課題 についての理解 は不可欠であるし
,

発達課題達成 を阻害す る社会的要因の把握 と除去 も,同 時 に重 要な課題 となる。発達阻害要因 の把
握 と除去 は,子 供 たちの生活や学習 に直接かかわ る保 育者 ,保 護者 を必然的に対象 とせ ざるを得 な
いことになる。
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② 保育者
同和保育 の実践者 としての保育者 に課 せ られ る ことは,ま ず同和問題の認識である。 これは,単
に一般論 でな く,発 達保 障 とのかかわ りでの認識 である。 この認識 に基づいた実践 が子供たちの発
達を保障す る保 育 となるか らである。
ここでは,保 育者 自 らの学習努力 として,発 達観 (人 間観 )の 確立 と発達課題 に関す る理解が必
要 となる。発達課題 とい ういわば目標的 な もの と現実 の発達 レベル とのずれ を,保 育実践 を通 して
どう埋 めてい くかが,問 われて くるか らである。
③ 保護者
保育所 ,幼 稚園 とい う施設内にお いて,保 育者 のみの努力 で発達 は保 障 され るわ けではない。 と
もに子供 たちを思 い,子 供たちの望 ましい成熟 を願 っている保護者 との連 携 がなければ,せ っか く
の効果 は出 てこない。わが子の将来 を展望 し,将 来 の社会 で働 き,闘 うわが子の姿 を想定する こと
で,親 たちは,現 在 とい う土台の時期 に何 が必 要 かを考 え,必 要 となろう働 きかけを切望 して い る
か らである。 この点で,親 たちの願 い を保育の中に取 りこんでい くことが,同 和保育実践 では不可
欠の こととなるのである。
④ 保育環境 ,生 育環境 の整備
保育者 ,保 護者 の連 携 によって保育 を行 うに して も,発 達 を保障す るには,単 に大人の側の心 と
具体的な働 きかけのみで は不足である。子供 たちの生 きて い る,ま た生 きて い く場 (環 境 )が,発
達を促進す る条件 を満 た して いなければならない。施設内 においては,発 達 を促進す る保育環境が
詳細 に点検 され ,必 要 かつ十分 な条件 が満 たされて い るかが,問 われねばな らな い。遊 び場 にして も
道具 にして も, またそれ らの活用にして も,同 和保育 (発 達保障)の ね らいに即 した形で設定 され
活用 されていなければな らない。
同様 に,家 庭 を中心 とした地域での生育環境 へ も視野 を広 げ,こ こでの環境改善 に まで,保 育 の
,

対象を広 げなければなるまい。

(2)発 達保障 の捉 え方
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発達保 障実現 へ の捉 え方
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発達保障 を実 際的な もの とするために,図 1の ように必要 な条件 の関係 を想定 してお こ う。
子供たち自身の努力 は,最 も自発的な学習 を展 開す る乳幼児期 の特徴 で ある。 この努力 に対 し

,

具体的で十分 な援助 を用意すれば,同 和保育 (発 達保障)の 実効 が見 えて こよ う。
発達 に関す る理解 と適切 な援助 を持 った保育者の子供たちへの配慮 が,同 和保育計画 を適切 な も
の とする。子供 たちの生 活 とその姿 の 中 に,発 達阻害 (疎 外 )の 要因 と社会的条件 を見極 めるとこ
ろに,同 和保育計画のね らいが見 えて くる。同時 に,現 実に設定すべ き「めあて」や, とるべ き具
体的な活動の形態が浮かび上が って こよ う。 そのために,必 要 となる全般的な環境条件 の整備のあ
るべ き姿や改善点 が,そ して保護者の願 いが,子 供 たちへの働 きかけの方向 と実体 を明 らかに して
くれるだろう。
保育計画立案上の要点 については後述するが,計 画 自体 が具体的めあてを持 ち,そ のめあてに即
した活動等の形態 を合 み,活 動 に際 して配慮が十分 になされて いることが不可欠の こととなる。
「健康で しなやかな身体 をつ くる」 目標 を設定 した とき,こ の 目標 に到達 す るために,年 齢 や発
達 に適 した活動 が選 ばれることとなろ う。そ して,そ の活動 に参加 した子供 たちは,経 験後 ある具
体的な力量形成 の軌道 の上 に乗 ることだろ う。例 えば,ボ ール を地面 にころが し,そ のボー ル を避
けて動 きまわ る変形 ドッジボールで, 4歳 ではボール を 2個 にするとか, 5歳 で は 3個 にするとか
すれば,成 熟 に応 じて反射的移動力や調整力の形成 に,よ り積極的な条件整備 となろう。

(3)同 和保育 の内容
① 内容 (課 題 )
便宜的に二つに分 けて言 えば,同 和保育の内容 は,進 路保障の基礎 づ くりと人権問題学 習 の開始
ということに なる。 いずれ もその後 に引 き続 く小学校以降 の同和教育の出発点 (基 礎 )と なるもの
である。
人間 として生 きる上での生 活能力の育成 と,人 間関係の中での人権意識 (感 覚 )の 醸成 とい う二
つの保育の目標や内容 は, もちろん別個 に切 り離す ことはで きない。子供たちの 日常の生活の中で
両者 は関連 しなが ら具体的な場面 として一つの問題状況 をつ くる。子供 たちが この問題状況 を体験
的 に くぐり抜 ける道程 に,同 和保育 は存在 しているので ある。
② 人権
人権 を「社会的な いの ち (人 間である ことを示す証 としての)」 と,私 は捉 えて い る。 この「 いの
ち」を大切 に し,生 き生 きと躍動 させ ることがで きた とき,人 権 の保障が言える②と私 は捉 えて い る。
同和保育 は,子 供 たちの「 いのち」 を大切 に育 て,ま た子供 たち相互で育 ちあえる営 み として
把握する ことが必要である。差別 を「 いのち」 の軽視 ,ま た攻撃す る行為 と捉 えるな らば,積 極的
,

に も消極 的 に も,「 いのち」の躍動 の姿を私たちは,一 つの規準 として設定 しておかねばな らな い と
言える。 こうして,同 和保育 の基本的実践課題 は,「 いの ちを育 てる」ことにある とい うことがで き
る。 この命題 を達成するために,「 めざす子 供像」が想定 で きるのだし,保 育 にお ける基 本原則 とし
て「保育者の姿勢」 が問われるのである。 さらに,子 供 たちの力量形成 への積極的援助 ,具 体的活
動 の選択 ,そ して条件設定や配慮の切 り込み日 として,「 同和保育の視点」が必要 になって くるので
ある。
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(4)乳 幼児 の特性
子供たちの成熟 は,身 体的側面 の成長 とそれ以外 の側面 の発達 とが,車 の両輪 の ように同時進行
する形で行われて い く。そ こには,身 体的成長 に伴 って知 的,社 会的,道 徳的な発達 へ の欲求 が
自発的 に行動化 へ と向 かわせ る, とい う条件 を忘れてはな らない。 こうした子供 たちの自発的学習
,

の特性 を,基 本的 に理 解す ることを通 して,成 熟 へ の働 きかけを行 ってい くべ きである。
①

学習特性

乳幼児の学習特性 としては,直 接経験 ,繰 り返 し,自 発性 ,模 倣 が主 となる。 と同時 に,学 習 の
場の社会的条件 づ けも問題 となる。従 って これ らの価値 を重視する ことが求 め られ る。
ア 直接経験 は,子 供 たちが実体 とのふれあいを通 して,換 言すれ ば 自己 の感覚器官 を通 して
はじめて受容 を納得す るとい う特性 に基づ く。多様 で多量 の経験 を,事 物 との直接的なふれ あ
い を通 して積 ませ る機会設定 へ の配慮 と,経 (体 )験 の場の提供が,こ こで は最 も大切 な こと
,

とな る。体験 する中で受 けとめた教訓が,知 識 とな り知恵 となってい くか らである。
イ 繰 り返 しは,子 供 たちの記憶時間 の短 さを補 い,た び重なる同種 の体験 によって,記 憶時間
の切 れ間を埋 めてい くことで ある。繰 り返 しによって,脳 やか らだに体験 の意 味 が残留する時
間が増 える。
子供 たちはか らだで覚 えてい く。 それ には,練 習 が何 よ りも大切 になる。繰 り返 され る体験
が,そ れぞれの子供の判断や行為のある種 のパ ター ンを形 づ くって い く。 そのパ ター ンに よっ
て,知 識 や知恵や技能の習得 ,上 達が行われて い く。
繰 り返 しは,子 供 たちに体験 の意 味 を根 づかせてい く。根 づかせ た ところに力量 が 見 えて く
ウ

るのである。
自発性 の承認 は,子 供たちの学習意欲や学習 の必要性 を,自 分 の もの として意識 させ るとこ
ろにある。「や らせ」は,子 供たちの身 につかない。条件反射的な定着 の させ方 は考 えられ ると
して も,子 供 な りの「なぜそ うす るのか」 の納得 は,そ こにはない。 それが ,子 供 たちの行為

を人間 としての ものか ら,遠 くに引 き離す ことになる。
自分 の意思 によって判断 し,行 為 して い るとの意 識 は,彼 らにとって,学 習 の促進以外 の何
もので もな い。学習結果 の定着 は,早 くしか も確実である ことは否定 で きな い。
工 模倣 の価値 の重視 は,こ とに 2歳 半 ころか ら後の学習 を飛躍的 に進 展 させ る。 自 らの意思で
モデル を選 び,そ れを同一視す る ことで,よ り容易 に多種多様 な判断や行為 のパ ター ンを,学
習 して い くことが可能 となる。
ただ しこの時期 の模倣 が,モ デル としての権威者 の意 に添 う形で行われ る こと, しか も,そ
のモ デル の言動 を形式的 また無批判的に受容 して い くこと,と い う条件 を忘 れてはな らない。
ここで学習 されるモ デルの言動 は,す でにモデルが身 につけてきた価値的 な判 断基準 や人間
観 の 内容 に裏 づ けられた ものである。 それ故 に,保 育 にあたる親や保育者 の言動 は, ときに差
別者 としての論理 を体現 して いるとい うこわ さがある。
オ 学習 の場 の社会的条件 づけは,幼 児期 までは「与 えられた学習環境条件 の下 で 学習 が行われ
る」 ことを意味す る。子供 たちは,生 活環境 の中で親 たちによって用意 された学習内容 を学 ぶ
と言 い換 えて もよい。 自 らの力で,生 活や学習 に必 要 な資源 を探 し,学 習 の条件 を整 える力量
は,幼 児期 までの子供 は持 っていな い。 すべ て生活 (学 習)内 容 は,子 供 たちの外か ら与 えら
れる。 その与 えられた学習内容が,必 要最低限 の社会的 ,文 化的条件 を充足 して いれ ばよい。
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もし,内 容 に偏 りや不足があるな らば,発 達 は,十 分 な条件 の下 で保障されて い るとは言 えな
くなる。
②

発達課題
ア 発達課題 は,人 間 として成熟 してい くプ ロセスの 中 で,発 達段階に即 して,あ る時期 に十分
体 (経 )験 を通 して学習 し,自 己の力量 として身 につけてお くべ き発達 の段階 目標 であ る。換
言すれば特定の時期 に学習 してお くことが,最 も効果的,能 率的 である成熟上 の課題 と言 う こ
とができる。 それ は同時 に,次 の レベル の発達 の上 台 をとな り,次 の レベル での発達 をよ り容
易 に,よ り確実 にする成熟上の課題で もある。
イ 何 よ りも生活能力の発達が まず挙 げ られ る。生活能力 は抽象的,包 括的な表現 だが,具 体 的
には多様 な領域 とレベル を含 む ものである。
言語 ,生 活 リズム,生 活習慣,運 動能力 ,表 現力等が,こ の 中 に合 まれる。 これが領域 的に
は進 路保 障 の問題 となる。
ウ 次 いで 自我意識 の発達の問題がある。 これ は領域的には人権問題 学習 となる。 生 活能力 が ど
ちらか とい うと,個 別 の能力や力量 である とい うな らば,こ れは他者 とのかかわ りにおける力
量 と言 える。
自我意識 の確立 は,他 者 を識別 し,弁 別 し,一 般化する土台である。他者 を識別 し得 る と
そこには,自 己 と他者 との関係認識 ,そ の関係調整能力の向上が課題 として浮 かび上が って く
,

る。 この関係 の部分 に人権の具体的な姿 の表現が あ り,い のちの認識 とその尊重 へ の態度や行
動力が培われてい く。
自我意識 は,成 熟 までに三度の異なった側面 をベ ースに して芽生 え,完 成 して い く。 一 回め
の 自我意識 は,身 体 的自我 とも言 うべ きもので,排 泄 の しつけの終了時前後 に位置す る。 二 回
めは,小 学校 中学年 ころの もので,社 会的 自我 の意識化である。他者 の姿 に 自分 を映す ことで
他者 の中 の 自分 を,社 会的に確認す るものである。三 回めは,精 神的な自我の意識化 で,成 人
としての 自己 を確立す るものである。 この三 度 の 自我意識の確立があって,ま た総 合 されて
,

完全 な意 味 での社会的 自立 となってい く。
③

発達 の個人差

発達 は個人 の生 得的な気質 と,個 人が生後援触 す る文化・ 環境条件 との相互作用の もとで行 われ
てい く。 どの ような環境条件 の下 で生育歴 を重ね るかが,発 達の遅速 と変異 を生 じさせ る。 この時
期 の子供 の場 合 ,人 間 としての有機体 を構成 する諸要素が,平 均的に発達するとい うよ り,個 人 の
特徴 として,発 達の速 い領域や分野 を先頭に,他 はそれに雁行する形 で発達 は進行 して い く。 それ
故 に,僅 かな進歩 も暦年齢 に比 して格段 の もの と見 える ことが多 く,従 って発達 の遅速 は,正 規 の
年齢 よ り前後満一 年程度 の幅 (計 二年程度 )ま で広が っているもの とみてよい。

2

め ざす 子 供 像

(1)子 供像
① 基礎 となる考え方
同和保育の実践にあたっては,保 育の結果 として,将 来に形成されるべ き力量を明確 にした子供

後藤誠也 :同 和保育 の実際

像を想定 してお くことが重 要 である。 この子供像 は,か な り抽象的 な表現 となるが各項 目に含 まれ
る具体的な力量 の 内容 は,小 学校入学後 の学力 の上台 とな り,ま た学力 の伸 びに直接影響 を与 える
ものでなければな らない。
進路保 障 の出発点 としての意味 の他 に,人 間関係理解 とその処理能力 の基 礎 づ くりの上 で,こ の
「社会的 いのち」として捉 える立場 は別 に挙 げた ここでは
子供像 は想定 され ることとなる。人権 を
「
いのちの二 層構造 に当 てはめて,め ざす子供像 を図 2の ように
,

構造化 して お こ う。

②

子供像の内容 ⑭
ア lAl いのち (健 康 )を 大切 にする
生物的 いのちは,人 間が生 きてい る証 としての,か けが
えのない ものである。 その現実的,具 体的姿 は,生 きて い
る姿その ものであ り,そ の状態 を支 えるものは,健 康 であ
る。心身 ともに健康 であることが,生 きてい る ことを充実

図2

め ざす子供像 の構 造

させ,向 上 させ る。
自分 の いの ちを守 り,大 切 にす ることので きる力量 欲日

識 ,態 度 ,技 能 ,習 慣 )が ,他 者 の それを大切 にす ることの出発点 となる。 また,健 康 であ る
ことが,学 習 の場や機会 を広 げ,創 り出 し,場 や機会 を活用 しての学習 (体 験 )が ,人 間 とし
て生 きる知恵の源泉 となる。 と同時 に,人 間 であることの証 としての社会的 いの ちを支 える核
となる。
イ

(Bl)差

別 を識 り,差 別 を見逃 さない
社会的 いのちの「その 1」 である。他者 との関係 の 中 で,何 が差別 で あ り,何 が許 されない行

為なのか を識別 し,弁 別 で きる力量 を具 えさせ る ことが ,ま ず必要 となる。 日常生活の中 で多様
に見 られ る人間 関係 の トラブル等 に対 し,そ の本質 と背景 を見極 める力 を培 うため に,幼 児期 か
ら,単 にその場 限 りの解決 に終わ らせない配慮 の下での経験 を,積 ませてお くことが必要 となる。
不合理 な こと,不 可思議 な ことなどを感 じとり,そ れ を他者 (保 育者 ,親 ,友 達 )に 伝 える (訴
える)こ とがで きる力 を養 うことが 目標 となる。
ウ (B2)
豊 かな心 を持 ち,事 実 。事象 を踏 まえて行動で きる
固別 に要求 される生活能力 に含 まれ
社会的 いのちの「 その 2」 である。人間 として生 きる上 でイ
る。言語 の数 や使用能力 を高める ことで,言 語 を手段 として論理的思考 を可能 とす る。数 量概念
の操作能力 の基礎 も,将 来 の論理的思考 を可能 とす る有力 な手段である。 と同時 に,こ れは,科
学的 な認 識力 を培 ってい く基礎で もある。 もちろん、感性の陶冶 も忘れ てはな らない。総 じて
,

生 きる上で必要 となる,自 己実現,自 己充実の基礎 となるものである。 その意 味 で,特 に不 可欠
の力量形式 が 目標 となるところである。
工 (B3)
自分 の生活 を大切 にで き,働 くことの大切 さを体得 して い る
いの
ち「
その 3」 である。生活 は人間形成 の場 であ り,機 会 である。 この 自分 の生活 を
社会的
主体的に創造 して い けるような力量の形成が求 め られ る。
基本的生活習慣の確立 は,生 活 してい く上 で必 要 かつ大事 な基礎である。 自立 の上台である と
ともに,自 我意識 の芽生 えと確立 を支 える土台だか らである。
子供の生活 が,「 親 の生活 の範囲の中で構成 され る」ことを考 えれば,経 済的,社 会的,文 化的
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に低位 の状況 にある親 たちの生活 の中で用意 され ている生 活内容 (学 習内容 )を 吟味 し,そ れを
保育施設 において拡大 し,多 様化 させてい くことが必要 となる。生活内容 の保 障が,子 供 たちの
,

発達 の保障 につなが るか らである。
オ (B4)
友達 と協同で き,友 達たちとともに自分 の力 を伸 ば してい ける
社会的 いの ちの「その 4」 である。人間の生活 はただ一人で構成 しうるものではな い。 ともに
生 きて い く仲間 があって,支 え,支 えあっては じめて,人 間 らしい生 き方 となる。人間関係 の調
整能力の確立が,人 権 を,人 間を大切 にしあ う力量 へ とつながってい く。
多 くの社会的問題 の解決 が,一 人 よ り多数 の力 の結集 によってよ り可能 となることを,原 初的
な,し か も具体的な場面 やケースで体験 してお くことが,成 人 となってか らの生 き方 (社 会観
,

人生観 ,人 間観等 )を 左右する。その意 味 で,子 供 たち相互 が, ともに成長・ 発達 しうる場や機
会 の設定 に,保 育者 は留意 しなければならない ことになる。

(2)同 和保育実践 における基本原則
ここでの問題 は,保 育 にあたっての保育者 の姿勢 に関す るものである。めざされた子供像 へ,す
べ ての子 供 たちを近づ けて い くためには,保 育者 の心や実践のあ り方が,子 供たちの現状 に根 ざし
ていなければな らない。出発点 としての個々 の子供 の姿 は,め ざす子供像 か らは程遠 いで あ ろう。
(出 発点)の 確認 は,日 標達成 の筋道 を形成 して い く上で不可欠である。以下述 べ ることは,

現在

原点 と到達点 をに らんで筋道 を構想 した ときの ,ま た保 育実践上 のめあて という観点 か らの もの と
す る。

① 生物的いのちに関連して
ア

いの ちを大切 にす る

前述 のように,自 分 のいのちをよ り良好 な状態 で維持 し,充 実 させてい くことが,何 よ りも
中核的な課題 である。健康 を保 つ ことはその具体的場面 である。心身 に障害 を負 っている とし
て も,こ の課題 は同様 の意味 と価値 を持 つ。現状 を上台 として,い かに充実 させ,発 達 させて
い くかが問われ るか らである。
病気やケガに対する知識 や態度 ,対 応 で きる技能 のみな らず,自 分 の いのちを危 険 に道遇 さ
せず,ま た危 瞼 に直面 しても,そ の危機 を自 らの力で防 ぎ,回 避で きるだけの力量 を培 って い
くことが必要 となって くる。何が危瞼であ り,そ れをどう回避す るかは,日 常 の生 活場面 での
習練 による。保育者 のほんの僅 かな配慮 ,手 当 てが,保 育計画 の 中 に位置 づ けられておれば
,

子供 たちの活動の形態,種 類 ,条 件 づ くりが変わ って くる。 ことに,練 習,繰 り返 しを必 要 と
する事項 なので, この点 への配慮 はことのほか重 要な こととなる。
イ 身体諸器官 ,諸 機能 の発達 を促す
健康 を保 ち,生 き生 きと生活 してい くためには,子 供たちの身体諸器官の働 きを十分 に伸 ば
してや らなければな らない。身体各部位 の発育 が保障 され るためには,栄 養 に関す る問題 が点
検 されねばな らな い し,身 体諸機能 の発達 には,多 様 な身体 の動 か し方を体験 させておかねば
ならない。運動能力の向上 は,生 活 の場 を広 げ,経 験 を多様化 させ る。中で も,こ の時期 に育
てておかねばな らな いこ とは,身 体調整力 である。
子供たちの学習は自発的であるし,学 習結果 の定着 は繰 り返 しによって急速 に行われ る。調
整力 は,単 に転 ばない という出発点 か ら,速 く,こ まやかに身体各部位 を動か し移動 させて
,
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なお転 倒 しな いでい られ るとい う力である。 この力が,ど れだけいの ちへの危 険 を回避 させ る
かは,論 をまたない。
社会的 いの ちを背負 う主体 ,社 会的 いの ちを保管す る器 として,生 物的 いのちを充実 ,維 持
させ ることは,人 間である ことを保障す る原点 である。
②

社会的 いの ちに関連 して
ア 言語 の発達 を保 障,促 進する
言語 は自分の意思 を抽象的,概 念的 に表現 し,伝 えるための道具 というだけではない。他者
の意思 をも理解す ることで,自 他 の関係 調整 の重 要な役割 を果 た して くれ る道具で もある。 ま
た,記 号化 され,符 号化 された概念 としての言語 は,思 考 のための道具 で もある。成人 となる
につれて,複 雑 な社会構造の中で生活する ことになる。 ここでは常 に言語 が媒介 となって,外
界の刺激が投入 されて くる。その理解の枠組 み としての言語 は,生 活上 の必需品 で もある。
言語 は,経 験 (聞 きとり)と い う学習によって取 り入れ られてい く。子供 たちの周辺 で,こ
のような言語 (語 彙 ,用 法等)が 用意 されて い るかが,子 供たちの言語学習 の結果 を左右 して
い く。
さらに言 えば,言 語 の習得 とそれによる意思 疎通 (表 現 と伝達)の 背景 となる言語環境 は

,

豊 かな感性 とともに,子 供 たちの学習 (発 達 へ の努力 )を 支えるHidden Curriculum(潜 在的
な拘束力 )と なる。換言すれば,言 語 の学習 を通 して,生 き方の確認 と創造 の枠組 みを,自 己
規制 の もとで個性的な もの とすることとなる。言語 を学習する ことは,学 習者 の社会環境 のみ
な らず,文 化環境 を自分 の もの とし,そ の範囲 の 中 で 自己 の生活 を構成するようになるか らで
ある。
イ 事実 や事象 に即 しての経験 をさせ る
乳幼児の学習 は前述 のように,具 体的事物 を感 覚器官 を通 して受容す るとい う形で行われ て
い く。言語や概念のように抽象化 された記号等 を材料 にして理解で きる レベルに は,子 供 たち
は,ま だ到達 して い ない。 目で とらえられ る事物や事象 をその まま取 り入れ ることで,彼 らは
記号化 ,概 念化 の初歩 を学び とろうとしている。乳幼児期 における直接経験 の重 要 さはここに
ある。 よ り多 く多様 な事物 や事象 に接触す ることで,彼 らは,知 恵の原材料 を受容 し,蓄 積 し
てい く。 この ことが,知 識 の集積 につなが り,判 断や行動力 を決定する枠組 みの基本型 となる。
それ故,事 物 ,事 象 に即 して経験 を積 ませ ることが ,知 的側面のみな らず社会的,道 徳的側面
の発達 をも強力 に促 して い くことになるのである。
ウ 豊 かな感性 を育 てる
外界 か らの刺激 は,多 様 な形態 とレベル で私 たちの心に入 って くる。 その刺激 か ら何 か を感
じ,そ の感 じを表現 で きる力が,人 間 としての生 き方に潤 い を与 えて くれる。のみな らず,感
じその ものが,あ る尺度 と枠組 みに従 って組 み替 え られると,生 きる知恵の中に入 って くる。
心その ものが閉 ざされて いれば,外 界 か らの刺激 は入 りこまな い。心 が外 に開 かれて いれば
,

多 くの刺激 を受入れ られる。むしろ受容で きる刺激 の量や質 の問題 よ りも,心 が 開放 されてい
ることの方が, もっと大事であるか もしれな い。
心が開放 されていることは,安 心感,安 定感 に支 えられている。そ して安定感 は,学 習 に専
念 させ,生 き生 きといのちを躍動 させ ることになる。
感 じた ことを素直 に受 けとめ,そ れへ の対応 を何 らかの形で表現すれば,そ れが他者 へ の コ
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ミュニ ケー ション となる。 コ ミュニ ケー シ ョンは,こ とばをはじめ として,身 振 り手振 り,描
画,造 形等の表現方法 を介 して も行 い得 る。 これ らの多様 な方法 を使 う ことで,意 思疎通 は
,

他者 に対 し一層解 りやす い形 で行 う ことがで きる。
感性 は,一 方 では論理性の固 くるしさを和 らげて くれ る。 と同時 に多面的 な受容 と理解 を助
けて くれ る。論理 よ りもむ しろ生物 としての人 間 の混 沌 さを,あ りの ままに武器 として外界 を
掴 み とることを可能 に して くれ る。 この意味で豊かな心 を構成するもう一 つの領域 と言 うこと
がで きよう。
工 自主性 ,主 体 ′
性を育 てる
確 かに,乳 幼児 の段階 では明確な定義 での 自主性 ,主 体性 は論 じ得ないで あろう。 ようや く
母子 が分離 し,身 体的 レベルで 自我 を確認 したばか りだか らである。判断 も行動 もまだ大人の
基準に従属 して い るか らである。だが,行 為 を見 る限 りでは,興 味・ 関心や必要性 (自 分 のつ
もり)に 応 じ,創 造性 をも加味 して,自 ら進んで判断 し行為 して い るように見 える。
大人が満足す る主体性 ,自 主性 を性急 に子供 たちに求める ことは不可能 であることか ら,こ
の年齢段階 で は,今 自ら行為 してい るとい う努力の姿 を評価 し,そ の努力 を維持 で きるよう保
護 し,援 助 してや る ことが大事 なこととなる。
命令 や指示 ,評 価 や原 因追求 のみの管理下 にあっては,せ っか くの子供 たちの自発的行為 は
圧殺 され,し ばんで い くにちが いない。 自主性 ,主 体性 を身近かで もあ り,ま た彼方 に見 える
到達点 で もある と捉 えて,子 供 たちの努力 を承認 し,受 容 し,積 極的 に援助 してや ることが必
要 となる。
オ 発達 を促進する生活の場や機会 を創造 し,そ のための条件 を整備する
「習 うよ り慣れ させ る」 ことが,生 活 を構成 させ創造 させ る上 で大事 な こととなる。それ で
な くて も子供 たちは,大 人 (親 ,保 育者 )が 構成 し子供 に用意す る生 活環境 と生活条件 の範囲
で,自 らの生活 を成立 させてい る。 それ故 ,子 供たちの生活 の広が りと内容 は,保 育 にあたる
者 の考 え方によって どうにで も変 えられて しまう。
保育施設 は,限 られた空間ではあるが,で きるだけ この中 に,子 供 たちの発達 を促進 し得 る
場や機会の設定 を試 み るべ きである。子供たちの学びは,多 少 とも偶発性 と不時遭遇で刺激 さ
れる。安全 と慣れ に支配 された生活の場や条件 の設定 は,学 びの質 を狭 く低 くし,学 びの量 も
限定 して しまう。繰 り返 しの効果 は期待 で きて も,そ こか らの飛躍 のバ ネは見 いだせない。 こ
れ までの経験 よ り,ほ んの少 しの違 いが あるか らこそ,子 供 たちは,自 らの意 欲 でその問題場
面 に挑戦 しようとす るのである。
保育条件や場の設定の僅 かな変更 が,思 いが けない発達 を子供 たちの姿 に見 せ る ことが よ く
ある ことを銘記す べ きである。 とい うことは,子 供 たちが見 せ る発達の姿 の半歩前で,学 習 の
ための場 づ くりや機会 づ くり,そ して条件 づ くりやその整備が,な され るべ きである というこ
とである。

(3)育 てる力量
保育 にあたっての原則 が,い わば保育 における具体的 目標 であ り,そ れ故 に保育者 の姿勢 の中 に
きちん と位置 づけられていなければな らない こととす るな らば,こ こで述 べ る ことは,子 供 たちに
きちん と育 て られてお くべ き,基 本的な力量 と言 ってよい。
以下 に挙 げる諸項 目は,小 学校段階 の基礎学力 の上台 をなす ものであ り,人 権 問題学習 を充実深
化 させてい く出発点 となる力量 である。
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れる,気 づ く,識 る
最 も基本的で基礎 的な力量 は「見 る,ふ れ る,気 づ く,識 る」 である。
「見 るJは ,目 で あ りの ままに受 けとめ,受 け入れる力量である。形態 ,色 彩 ,大 小等 を識別 し

① 見る

(視 る,診 る,看 る,観 る),ふ

弁別す ることで,事 物 の受容 の基 本的出発点 となる。
「ふれ る」 は,手 指等 の皮膚感覚で形状 ,感 触等 を確かめる ことで,こ れ も事物 の識別 の基本的
出発点 となる。
見 て,ふ れて,そ こか ら何かに気 づいて くる。気 づ くことは,繰 り返 し見 て,ふ れ ることで,何
かが次第 に新 しい ものに感 じられて,知 的側面の発達 を刺激することにつ ながって い く。 この こと
が,識 ることへ と発展する。「識 る」は「それが何 であるかが解 る」ことと定義 してお く。同一 ,類
似 ,相 異 ,比 較 ,関 係等の認識の基礎 となるものである。
「見 る」 ことは, これか ら後 ,年 齢 の上昇 に対応 して,「 視 る (注 意深 く詳細 に見 る)」 「診 る (ふ
れて様子 を調 べ る)」 「看 る (側 に寄 って見守 る)」 「観 る (事 実 ,事 象等 の背後 にある真実 の姿 を見
とる)」 等 のカ ヘ と連続 して発展 し,抽 象的,論 理的思考の基礎的な力 を構成す るもの となる。
②

聞 く,話 す

言語学習 の出発点 となるもので ある。言語 は耳 (聴 覚 )を 通 して覚 える ことか ら学習 が始 まる。
形,変 化 ,用 法 は,耳 で とらえた ものをその まま受 け入れ,反 復 して使用 し,記 憶す ることで基礎
を得る。覚 えた ものを使用す ることが「話す」力 である。声 に出 して言 う ことで, ことばの形や用
法 が次第 に確認 され,定 着 してい く。
「聞 くJこ とは,何 よ りも言語 学習 の第一歩 であ り,聞 きとる努力 ,聞 き分 ける努力が ,そ の後
のすべ ての学習 の 出発点 となる。 それ故,注 意深 く,集 中 して,必 要な ことを聞 きとり,聞 き分 け
る力 が,す べ ての子供 たちに要求 される。
「話す」 ことは,こ とばの数 を増や し,用 法 の習熟 の大事 な訓練 ,学 習力 だが, この力 が後 に
「伝 える」「訴 える」 とい う積極的な意思表現技能 へ と高 まってい く土台 となる。

,

③

疑問 を持 つ,訴 える

聞 き,話 す力が習熟 して い くにつれて,自 分 と外界 との接触 を通 して学習すべ き課題 や内容 を決
定で きるようになる。 この中 で,日 常的 でない ことや納得 で きな いことに出会 う と,「 なぜ,ど うし
て,お か しい な」 とい う気持 ちが生 じて くる。 2歳 を過 ぎれば,言 語学習 の結 果 と社会 的経験 の積
み重ねによって,子 供 たちか ら
「なぜ ?」 「 どうして ?J等 の問 いが発 せ られ る。 この問 いに対 して

,

しっか りと答 えてお くことが,問 い を出す ことの大切 さを意 識 させ る。
「伝 えるJこ とは,ジ ェスチ ュア,感 情 の爆発等 によって も可能だが,そ れだけではすべ ての こ
とが らをカバ ー しきれない。 どうして も,こ とばによって伝 える ことが必要 となる場面 が生 じ,ま
た要求 されるようにもなる。 で きる限 り子供たちの意思等 を ことば を通 して引 き出 し, ことば を使
用 して表現 させ る努力 をさせ ることが必要な働 きか けとなる。積極的に伝 える努力 を行 う ことが

,

次第 に不合理や矛盾等について他者 に「訴 える」 ことを可能 に し,そ れ らについての理解や問題点
を仲間 すべ てに広 げて い くことを可能 にするか らである。 ことばによる表現 に苦 しみなが らも挑戦
させ ることが,考 える力 ,表 現する力 をさらに仲 ば して い くことになるか らである。
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表現する

感性の陶冶 に関 しては,子 供たちに心の 中 の動 きや感 じとった ことを,様 々な方 法 で表現 させ る
ことが必要である。
心の表現法 は,言 語 , リズム (ダ ンス),描 画 ,彩 色 ,造 形等の スタイル をとる。喜怒哀楽等の感
情表現 に とどまらず,創 造性の陶冶にして も表現 (心 の 中 にある「 つ もり」 を様々 な形 で心の外 に
引 き出す)法 の多様 な開花 が基礎 となる。 それ故 ,画 一 的 でない,し か も受容的な指導で,子 供 た
ちの心 を外 に向 かって広げさせ ることに,努 力す ることが保育者 に要求 され る。
芸術性の観点か らの指導でな く,「 ,い の開放」が留意 され るべ きなのである。心 が外 に向かって解
き放 されていると,外 界か らの刺激 はよ り素直 に受 け入れ られる。学習の態度 を培 い,自 発性 を育
ててい くため に も,表 現力向上 への援助 は課題 となる。
⑤

動 く (歩 く,走 る,バ ランスを保 つ)
乳幼児の学習 は,直 接 に 自分 の感覚器官 を通 して確 かめ られなが ら行われてい く。 その確 かめの

量の増加や質の高 まりは,子 供たちの身体 の動 きと動 きまわ る場の広が りに比 例 す る。動 きまわる
ことが少 ないか ,十 分でない ときは,子 供 たちの感覚器官 を通 るものの質や量 は,限 られて くる。
豊富な体験 ,経 験 を得 させ るためには,子 供 たちの動 きが ,よ り大 きなものに,よ り広が った もの
になっていか なければならない。
運動能力の向上 は, この意味で重要な課題 として求め られて くる。「歩 く」とい うゆっ くりとした
身体の移動か ら「走 る」 とい う速 い移動 まで, また発進や制動が急速であって も,そ れ に対応 で き
る「 バ ランスを保 つ」力 も含 めて,自 由に自分の身体 を コン トロールで きる力が , どうして も必要
となる。 この身体 の 自己統制力 と調整力 は, これ まで述 べ て きた諸力量 を支 える土台 となるもので
ある。
で きる限 り身体各部位,こ とに手足の末端が,脳 か らの指令 に従 って十分 に,か つスムーズに動
くこともまた要求 される力量である。幼児 の時代 か ら,人 間 として生 きる上 で常時活用 され る用具
等 の扱 いに,慣 熟 してお くことが,上 述の ことに関連 して課題 の一つ となる。器用 さは,小 学校入
学後 によ り十分 な レベル まで向上 してい くが,幼 児期 は,そ の出発点 としての意味 あ い は大 きい。
ことに,手 指 の技能 の訓練 は,脳 の働 きに活力 を与 え,知 的能力の向上 へ望 ましい刺激 となるか ら
で ある。

3

同和 保 育 実 践 上 の 視 点

(1)視 点の意味
ここで述 べ る視点 は,同 和保育 を計画 し実践 する際 に,拠 りどころとなるもの を意味す る。乳幼
児 の保育 は,小 学校以降 の教育のように,教 科 とい う枠組 みに即 して行われるもので はない。 む し
ろ,多 様 な領域・ 分野 に含 まれる要素 が,一 つの活動 として生活の中に融合的 に取 りこまれて進行
してい く。
原則的,便 宜的に,言 語 ,社 会,自 然 ,健 康 ,音 楽 リズム,絵 画製作の 6領 域 が示 されて い る。
が,ど の領域 を取 りあげるにせ よ,そ れは主領域 とい う位置づ けに過 ぎず,必 ず同時 的 に副領域 が
考慮 されて,活 動や場面設定が行われる。 この ような保育活動 の現実を踏 まえなが ら,領 域 を超 え
て育 てるべ き力量 を基 準 に,再 編成 してみようとい うのが もう一 つの意味である。
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①

育 てる力量 の重 点 を示すポイ ン トとして

視点 は,保 育計画 の立 案や保育実践 において,育 て るべ き力量のポイ ン トを見定 め る拠 りど ころ
としての意味 を持 つ。何 のためにこの保育活動 を行 うのか,こ の保育活動 によって子 供 たちに どの
ような力 が育 って くる ことを期待するのか, この点 が ここでの意味 の核 となる。 それ らは,各 年齢
段階 ごとの一般的な目標 と相関する。 この一 般的な目標 を次で述 べ る 4視 点項 目の もとに分割 し
,

重点的に育 てる力量 を想定 した活動内容や必要 となる条件設定 を,各 年齢段階 ごとに考 えようとす
るものである。
何 をして も保育 になる。 だが,発 達 を促進す る とい う観点か らは,到 達点 としての 目標 と出発点
としての現在 とをつなげようとするとき,最 も適切 な活動形態 を選び とることが要請 され る。 この
観点 か ら,「 視点」 は,次 項で取 りあげる保育 の流れの設定 とともに,活 動形態 を吟 味・精選 し,活
動 を効果的 にす る条件設定 を吟味す る拠 りどころ となる。
保育 の流れの明確化 のポイン ト
次 には,保 育 の流れ を構成するときの重点 (切 り込 み口)を 明 らかにする拠 りど ころ としての意
味 を持 つ。

②

ここは,具 体 的な保育 のめあて,活 動内容 ,場 面設定の基本的枠組 みに即 して,現 実的 に保育実
践 につなげる部分 である。 どのように導入 し,ど の ように展開 して い くか,そ の ときの重 点的な配
慮事項 は何 か,を 明 らかにす るところである。
活動 は,め あ て,場 面 ,内 容が決め られれば,あ とはそのプ ログラムに従 っていけばよい という
ことでは,許 されない ものである。最 も効果 を挙 げ,め ざされためあてによ り近 づ けるための工夫
や配慮が不可欠 で ある。
視点 は,単 位時間 について特 に配慮するポイン トをきちん と把握する際 に有効 となる。子供 たち
の活動 に軌道修 正 を力日えた り,積 極的な助言 を与 えた りす る際 に役立 つ。子供たちは,異 なった領
域や レベルでの助言 ,援 助 は,ま とまりのある もの として受 けとめる ことは困難 である。 そ こで
,

視点 を明確 にしてお けば,よ り集中的 に,よ り重点的 に,特 定 の領域や レベルでの助言 ,援 助 を与
えることがで きる。

(2)同 和保育 の 目標 と視点
①

年齢別 目標

発達 の最終 日標 は人 間 としての 自立である。 この 自立 の過程 はかな り長期間 にわた る。乳幼児期
は,節 目 として第 一 回の 自立期 を含 む。 この点 を重 視 して,最 終 の 自立 へ向けての基 礎 づ くりを担
当する。何 よ りも身体 的 自立 を達成 させ る ことが課題 となっている。そ こで, 1歳 では「 か らだづ
くり」 が, 3歳 では「生 活 の 自立」 が, 5歳 で は「 集団 の中での自立」 が,当 面 の 目標 とな ろう。
②

視点

年齢別 目標 を横断す るように,視 点は提示 で きる。視点 は,「 生命・健康 J「 生活・ 遊 び」「イ
中間 。
労働」「知性・ 感性」 の 4項 目で提示 してお く。

表

1

同和保 育 の 年齢 別 目標 と視 点
年

齢

年齢別
目標

1

3

歳

健康 に留意 し、生 き生 き と遊 ぶ
ことので きる、健 やか なか らだ と
豊 かな心 を育 て る

基本 的生活習慣 の確立 を図 る と
ともに、仲 間 を知 り、遊 びや豊 か
な生活経験 を通 して、生活 の 自立
を促 す

5

歳

多 くの友達 とともに生活 す る こ
とで、互 い の良 さを知 り、支 えあ
いの心 を育 て、進 んで友達 と協力
で きる力 を培 うな ど、 集団 の 中 で
の 自立 を促 す

生

生

仲

命 ・ 健

活 ・ 遊

間

,労

び

健康 に必 要 な習慣 を身 につ け、
楽 し く、生 き生 き と遊 びなが ら、
か らだ を健 やか に し、体力 や い ろ
い ろな運動能力 を伸 ばす

自分 か ら進 んで遊 び、豊 か な生
活経験 を持 つ な ど、基本 的生活 習
慣 の確立 へ む けての基礎 づ くりを
行う

基本 的生活 習慣 の確立 を図 る と
ともに、友達 と楽 し く遊 び、 その
遊 びを通 して、良 い こ と、悪 い こ
とを知 り、 また 、危険 な物 や場所
を知 り、安全 の きま りがわか る

生活 の リズ ムや きま りを知 り、
善悪 の 区別 が で きるな どの力 を、
友達 との集 団生活 や遊 び を通 して
学 び、遊 びに入 れ な い友達 を誘 う

友達 といっ しょに、喜 んで遊 ぶ
こ とが で きるようにす る

進 んで友達 との遊 びの 中 に加 わ
り、遊 びの 中 で友達 の こ とを考 え
た り、協力 した りしなが ら、 集 団
生活 の きま りを知 る。
身 の まわ りでた くさんの人 が働
いてい る ことを矢日る

集 団生活 の きま りを守 り、友達
と協力 して行動 す る こ とがで き、
仲 間 はずれ をさせ な い な ど、集 団
の 中 で互 いに高 めあ う こ とがで き
る力 を養 い、 また、 自分 の役害」を
受 け持 って仕事 をす るな ど、働 く
こ との大切 さを知 る

絶 えず話 しか ける こ とな どで、
言葉 の発達 を促 し、 また、か らだ
全体 で 自分 の気持 ちを表現 で きる
ようにす る

日常生活 に必 要 な言葉 をた くさ
ん覚 え、 自分 の気持 ちな どを、言
葉 で表現 で きた り、先生 や友達 と
話 を した り、 ごっ こ遊 び を した り
す る ことが で きる

言語 の使 用能 力 を高 め、形、数
や量 な どに関心 を深 め、美 しい も
の、楽 しい こ とに感動 し、 また、
自分 の気持 ちを上手 に表 現 で きる
力 を高 めるな ど、生活や 自立 に必
要 な知恵や情操 を育 て る

働

性

らに伸 ばす

な ど、支 えあ う こ とがで きるよ う
にす る

︵
毬路︶

矢日 性 ・ 感

康

健康 に必要 な習慣 や態 度 を身 に
つ ける とともに、友達 といっ しょ
に、生 き生 きと遊 ぶ こ とが で きる
か らだ と心 を育 て 、運動能力 をさ

健康維持 や清潔保持 の生活 に慣
れさせ、離乳 を終 え、歩行 を確か
にし、生 き生 きと遊 べ るよう、か
らだ全体 の器官や機能の発達 を促
す

ド帥
加聟＞報鰈珊報襲卓沸韓吟 蝉琳摯咄 鴻 ∞
ｏ餅 拙 ﹈

同和 保 育 の視 点

歳
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￨
￨

ア

「生 命・ 健康」 は,子 供 たちのすべ ての発達 を支 える土台である。
。いのちを大切 にす る 一― ヤ出
のちの あるものに気 づかせ る。
いの ちあるものへ の対応 の しかたを体得 させ る。
自分 のいのちへの関心 を持たせ る。

・ 健康 の大切 さを解 らせ る 一― 危険 を識 り,回 避 で きる力 を持たせ る。

￨

清潔等,健 康保持 に必要な知識 ,態 度 ,技 能 を育 てる。
。しなやかな身体 をつ くる 一一 運動す ることに興味 を持たせ る
。
運動 の技能 を高 める。
イ 「生活・ 遊 び」 は,直 接経験 を多様 な形で用意 し,生 き生 きと活動 で きるようにさせ る。
・ 遊 びを通 して具体的な知恵 を持たせ る 一一 遊 びに興味 を持たせ る。
自分 で遊 びを創 りだ させ る。
・ 集団 での遊 びに参加 させ る 一― 集団遊 びを通 して多様 な知恵 を学 び とらせ る。
・ 生活 習慣 の 自立 を図 る 一一 基本的生活 習償 の 自立 を図 る。
生活の リズ ムや きま りを解 らせ,体 得 させてい く。
ウ 「仲間・ 労働」 は,人 間関係のあ り方,関 係調整能力 を高めさせ,集 団 の 中 での役割 を自覚
させ,積 極 的 に行動で きることをね らう。
・ 友達 に関心 を持 たせ る 一一 友達 とともに過 ごす時間 を多 くす る。
友達 との遊 びを通 して人間関係 の基 本的調整能力 を高める。
・ 集団生活 を多様 に体験 させ る 一― 集団生活 の きま りを解 らせ る。
友達 との協力 を体験 させ る。
・ 働 くことに関心 を持たせ る 一― 働 いて い る人 たちに気 づかせてい く。
自分 か ら進 んで働 くことに関心 を持たせ る。
工 「知性・ 感性」 は,生 活 の 内容 を豊かな ものにさせ ることをね らう。
。ことばを学 ばせ る 一一 聞 く力,話 す力 を ばす
伸
た くさんの ことばを覚 える
。数量概念操作の基礎 的能力 を高める 一一 形 ,数 ,量 等 に
関心 を持たせ る。
・知 恵 を確 かな ものにさせ る 一一 生活や自立 に必要 な知恵 をた くさん吸収 させ る。
・ 感動する心 とそれを表現 できる技能 を高めさせ る。

4

保 育 の実 際 場 面 で

(1)日 常 の保育 をふ りかえる
① なぜ, これが
実際の保育 は,そ れぞれ明確 なね らいの もとに取 り組 まれ る。 しか し,そ れが 同和保育実践 とし
て適切であるか否か は,あ まり問題 とされな い場合 が あるように思 う。一種 の「 同和保育」 として
実践するのだ とい う思 いこみによって,今 していることが,同 和保育 なのだ とい う確信 (錯 覚 )に
支 えられ るか らである。
もう一度「なぜ, これが 同和保育 (発 達保障)な のかJを 問 いぜ してみよう。 そ うすれば,当 然
「今 していること, して きた こと, しようとしていること」 に対 し,発 達保障の考 え方 に合致 して
い るのか否 かに答 えざるを得 ない。保育者 自身 が学 んで きた同和保育 ,発 達保 障 の理論 に裏 づ けら
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れた,目 標設定 ,活 動型 の選択 ,活 動 の場や条件 の整備 が,そ こにあるか否 か を問 い直 さざるを得
ないことになるか らである。
「なぜ ?」 と保育者 自身 が 自分 に問 いか け,自 身 で答 えてい くところに見直 しは始 まる。
ね らいの点検
何 のために, この活動 を子供たちに用意 してや るのか,そ こには答 えとして明確 なね らいが 出 て
こよ う。子供 たちの発達 にどんな援助 が可能 となるのか。それは,子 供 たちに どんな力 をつ けてや

②

ろうとしているのかを問 い,自 らで答 える ことを意味す る。
ここで前述 の視点 の意味が大 きく浮 かび上がって くる。視点 は,ね らいの点検 の尺度 になるか ら
で ある。ね らい を現実化するためには,最 も適切 な活動型 の選択 が不可避 となる。 この意味 か ら
取 りあげようとす る活動型 に対 し,「 なぜ,こ れでなければならないのかJと 問 いか ける とよい。子
,

供たちの姿の中 か ら自然 に,こ の問 いの答 えが見 えて こよ う。そ こか らもう一度 ,ね らい を点検 す
ることになるはずである。
③

もう一 つの,た だ一つのめあてを
これ までの保育実践 をぶ りかえって,ど う手入れ を し,同 和保育 として適切 な もの としてい くか

が,次 に問われ る。
どんな「め あて (ね らい)」 を付加 した ら,ま た どんなめあて と置 き換 えた ら,同 和保育 の実践 と
して成立す るのかが,厳 しく問われ る。 これ はまた,保 育者 の心の中で,発 達保 障 の意味 を聞 い直
す ことで もある。
新 しい「め あて」が加われば,ま た新 しい「 めあて」 に置 き換 えられれば,当 然活動型 も配慮事
項 も,場 の設定や条件整備 も,新 たな ものにな らざるを得ない。すべての子供 たちの姿 の把握か ら
変容 の評価 まで,さ らには現実の子供たちの姿 の裏側 に潜 む生活背景 を見抜 くことか ら,こ の「め
あてJに 関す る考 え方が新 しく始 まる。保育者 (大 人 )と しての感覚 で処理せず ,あ くまで子供 た
ちの発達 を願 うとい う点か らの「めあて」 の明確 化 が要請 され るのである。
鬱)保 育経営案 の作成 と実践記録
ン
① ′保育経営案 の作成
同和保育 をよ り適切 な ものにす る基礎 は,保 育者 によって作成 された保育 経営案 にある。年間を
見通 し,子 供 たちの年齢 (発 達状況)に 合 わせ,保 育 のあ り方 を基本的に決定す る ものだか らであ
る。 この経営案 には,次 の事項 が含 まれていることが望 まれる。 これ らの事項 は,多 様 かつ多量 の
記入 を要す るものである。従 って,そ れに耐 え得 るように累加可能 のノー トを利用す る とよい。
経営案 は,文 字通 り「案」 で ある。 それ故 4か 月 ごと程度 の期間を置 いて点検 や 変更 を加 える こ
とが必要 となる。それ は,子 供 たちの成熟 が大 き く変わ ることもあ り得 るし, また保育者 自身 の学
習 の結果 によって変更 を必要 とす ることがあ り得 るか らである。
ア 保育観 ,同 和保育観
これは,保 育 の仕事 をどのように理解 し,ど のように実践 してい くかにつ いて,保 育者 自身
の頭 と腹 に存在す るものである。 それ故保育者個々の特性 ,持 ち味 がにじみ 出 た 固有 の もので
なければな らない。保育 とい う営みを「 どの ような もの として実践 して い きた いか」 とい う問
いに対 する答 えである。従 ってここには,保 育者 自身 の同和問題認識 ,発 達保 障理解が ,色 濃
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く反映 して い ることは確 かである。
イ 子供観 (発 達課題の確認 と発達特徴 の熟知 )
根本 は,保 育者 自身 の人 間観 に依拠す る。人間 のいのち,人 間 である こ との価 値等 に関 し
どのような理 解 と実践 の構 えを持 って い るかが反映 して くる。

,

子供 も人間の一員である。 ことに これか ら人間 として成熟 して いこうと努力 す る彼 らを,保
育者 として また一人の大人 として,ど う把握 し, どう成熟 を援助 してやる必要 があ るのか,の
問 いに答 えるものである。 そのためには,子 供 たちの発達課題 を理解す ることが まず必要 とな
る。次 いで その実現 へ の援助 の方法 を考案す ることである。 と同時 に,そ れぞれの年齢 におけ
る発達 の特徴 を知 ることも要求 される。 これ は,子 供 たちの学習の特性 を知 る ことで あ り,発
達の援助の手段 を発見する ことで もあるか らである。
ウ 保育 目標 ,同 和保育 目標
ここに は,基 本 としてまた大枠 として,園 全体 が取 り組 む「めざす子供像」 といつた保育 目

)が ある。 これ を基礎 に,担 当す る年齢 の子供 たちを特 に視野 に置 いて,保
が
に
育者 自身 独 自 設定する具体的 目標 を示す部分 で ある。 これは,年 間 の保育実践 において
標

(同 和保育 目標

,

常 に原点 となるものだ し,ま た保 育 の評価 の際 の尺度 ともなるので ある。
工 保育 の重 点 ,保 育上 の配慮事項
何 をす ることが同和保育 なのか。 この問 いに対す る答 えを,子 供たちを前面 に置 いて出 して
い く部分 である。当然,子 供たち個 々の姿 を出発点 にせねばならない。 この子 たちに,今 年最
も重点的に働 きかけ,援 助 してやることは何 か,ま た働 きかけや援助の際 に,保 育者 として ど
んな配慮 を して い くか,を 明 らかにしてお く部分 である。
オ ー人 ひ とりの子供の状況
保育 の重 点 ,配 慮事項等を補完 し,ま た個 々 に対 する具体的な働 きかけや援助 の手 だてを明
らかに して い くために,一 人ひ とりのカルテが必要 となる。
個 々の子供の今の姿 (家 族や友達関係 ,成 熟の経過 ,見 せる力量,性 格・ 行動上 の特徴等)
や,そ の 中 に見 えて くる問題状況,保 育者 としての対応 の姿勢や配慮事項等 が, ここでの 内容
となる。 これ らは,年 間の成熟の姿 をとどめるために,累 加式の様式 として用意 す ることが大
切である。
力 実践記録記入欄
個 々の子供 の保育上 の課題 については,個 々のカルテで記録 されるが,集 団 としての子供 た
ちの発達 環境 に対 しては,別 に注 目 してお く必要がある。それは,個 々の子供 たちの発達 に日々
の保育 が, どう直接 にまた積極的 にかかわ り得た かを,実 際 に保育の流れ に沿 って記録 してお
くことで ある。具体的には,ね らい,活 動型 ,配 慮事項 ,場 や条件 の設定等 に対 し,保 育者 自
らが,自 らの活動 に評価 を加 えることである。保育者 が変わ らない と,子 供 は変 わ らな い と言
われ る。保育者 自身が,自 身 を変 えてい く拠 りどころ となる重要な資料 を得て い く欄 と言 うこ
とがで きる。
毎 日の記録
で きる限 り上述 の実践記録記入欄 を活用 して,日 々の記録 を残 してお くのが よい。 ここでは,大
二つ
の内容が 考 えられる。
別
②

ア

自分 の した こと
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保育者 が ,そ の 日実際 に行 った保育活動の メモが基 本 となる。 それに加 えて,ど んな配慮 を
したか,自 分 の言動 や子供たちの様子 について,ど んな ことに気 づか されたか,反 省点 はどん
な ことか,な どが含 まれる。 さらには,翌 日以降の保育 に役立 ちそうな感想 も加 えるとよい。
イ 子供たち に見 えた こと
今 日の保育 の 中で,子 供 たちの姿の中に見 えて きた変化 ,動 き,誰 かが見 せて くれた思 いが
けない様子等 ,を 書 きとめてお こう。 これが翌 日以降の保育 に生か され ることになるか らであ
る。 と同時 に翌 日以降 に予定 していた活動 に,ち ょっ とした場の設定の変化や条件 の改善 が行
えるか もしれな いのだか ら。
保育計画 の立 案 と実際
① 保育計画 の立 案
具体的な保育計画 は,年 間保育計画 の作成 か ら始 まる。 さらに月ごと,週 ごとに,そ して毎 日の
計画 と具体化 の程度 を増 して い く。
(働

何 よ りも年間 にわた り必要 となる,具 体的 目標 の選択 と排列 が基本 となる。子供 たちの姿に合わ
せて,ど の 目標 をよ り重視 すべ きか,ど のようなウエ イ トで各 目標 を排列するか,相 互 の関連 をど
う図るか,な どへ の配慮が必要 となる。
特定 された目標 については,ど の視点 か ら子供 たちの活動 を組 みたてるか を,決 定せねばな らな
い。 どんな力量 を育 てるかは,日 標 と視点 か ら決定 され る。計画 においては,日 標 や視点の選定 は
容易 に行 えるだ ろうが,こ の 目標 の実現や視点 か らみて,適 切 な活動型の選択 は慎 重 に行われなけ
ればな らない。 一 つの 目標 を実現するためには,多 様 な活動 の組 み合 わせ と連続 で補完 しあわねば
ならないか ら,多 様 な活動型 を創造 してい くことが, ここでは,よ り重要な こととなる。活動 型 は
場 の設定の しかたや条件 の変異等 で,同 じ活動型 で も変化 が 出 て くる。 一つの条件 を加 えた り,置
き換 えた りしただけで も,子 供たちの動 きは変わ って くる。 この点 か ら,配 慮事項 や条件 づ くり
,

場 の設定 の しかたが重視 され るのである。
要 は,子 供 たちの成熟 にプラスの援助 となればよい。子供 たちが身 につけなければな らない知識
や態度 ,技 能 は多種多様 である。 どれを目標 の 中に取 りこむか,そ のために最適な活動型 は何か
,

それをどの ように体験 させ るのか,ど んな場面 を設定 しず どんな材料 や用具 を用意す るか,ど んな
教材等 を準備 した らよいのか,活 動 に際 して どんな配慮 が求 め られるのか,こ のような諸項 目につ
いて,年 間計画 か ら日案 と具体化 させるにつれて,詳 細 な記載が求め られるのである。
②

実際
ここでは,一 日の生活 を舞台 にして問題点 を指摘する こととしよ う。
一 日の中で も,子 供 たちの生活時間は多様 に区切 られて い くだろう。 自由遊 びの時間か ら設定保

育 へ と変化 もす るだろう。給食や年睡の時間 も加わ るだ ろう。
ア 保育 の形態 に関連 して
自由遊 びは個 々の子供 の 自由な活動の時間である。 それ故 ,保 育者 はむ しろ配慮や場の設定
等 に気 をつか うことになる。一人ひ とりが どのように遊ぶか,何 をして い るか,何 をしたが っ
ているか,等 の把握に応 じて,個 々の子供 に遊 びを創造 させる刺激 や生 き生 きと遊 べ るための
刺激 を加 える ことが要求 される。年長 になれば集団化 が問題 となろう。集団 か ら外 れそうにな
る子供 を見逃 さな いこと,集 団内で起 きる トラブル をどう適切 に解決 して い くか等 が,特 に留
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意 を要することとなる。 と同時 に,コ ミュニ ケー シ ョン (伝 えあい)を 大切 にで きるよう,十
分な留意 も求 め られて くる。
イ 設定保育 に関連 して
設定保育 では,特 に明確 で具体的な目標 が用 意 されねばな らない。要すれ ば,保 育実践案 の
作成 が望 まれ る。
まず,本 時 目標 として,最 終 のね らい となる力量 の明示が,次 いで本時 において特 にめざす
力量 を想定 した目標 が示 される必要がある。 これは,具 体 的 で しか も少数の ものである。一 日
の内の定 め られた時間内では,抽 象的な目標設定 では弱す ぎるか らである。明確 で具体的な目
標 が,一 つ

(も し必 要な らば二つ まで)示 され る ことで ある。
本時 目標 の設定 には,何 のために,な ぜ,こ れ を取 りあげるのかの裏づけが必要 となる。 と
同時 に,近 い 日に行われる活動 との間のめあての関連性 も配慮 されていることが必 要 である。

保育実践案では,日 標 に適切 な活動型 と子供 たちの動 きの流れを見極 めた,特 定 の視点 の も
との活動予想 が含 まれていなければならない。 そ して, どのよ うな場面設定の もとで,ど んな
条件 を置 いて活動 させ るのかの記載,さ らには準備 すべ き教材 。用具等 と実践上 の配慮点の記
載 が,不 可欠の要件 となる。
ウ 保育の領域 との関連
通常 の保育 にあっては,幼 稚園教育要領等 に従 って 6領 域の いずれかで計画が組み立て られ
る。同和保育 は原則 として,す べ ての領域 で扱 う ことが要請 されている。 それぞれの領域 での
保育実践 で発達保 障 の機能 が果 たされてい くことが期待 されてい るか らである。
ただ,子 供 たちの発達 を考慮 し,め ざす子供像 を想定するとき,主 領域 と副領域 とい う考 え
方を導入 して くる必要がある。単一の領域 のね らいのみでは,子 供たちの生 活実態 にそ ぐわな
い点 が生 ず るか らである。そ こで,ね らいや場面設定 ,活 動型 の選択 に応 じて いずれかの領域
を主 とし,そ れに副領域 を組 みあわせてい くことが考 えられ る。
この点 か らは, 3歳 以降では,健 康 ,社 会 ,言 語 の 3領 域 が,多 くの場合主領域 とな り,自 然

,

音楽 リズム,絵 画製作の 3領 域 が副領域 とな っての組 み合 わせが出て くるのではないか。 もち
ろん,こ れ らの関係 は,ね らい等 によって入れ替 えを行わなければな らない。
は)具 体的活動 において
以下 健康 ,社 会 ,言 語 に限って,具 体的活動 における問題点 と留意点 を述 べ てみよう。
① 健康 ―― か らだ育 て
身体 は,生 物的 いの ちを象徴す る具体的形態 であ る。現在時点での個々の子供の姿は,そ の時点
までの生 きる営 みの 中で形成 された生命躍動 の現実態 である。 この現実態 は,個 々 による差異 が見
られる。親 か ら受 け継 いだ諸特性 と生後 の生活 によって形成 されてきた諸特徴 との合成体 である。
か らだ育 ては, ここを出発点 とする。
ア 発達課題 を明確 に
子供 たちの個 々の姿 の把握 を正確 に,あ りの ままに行 う ことが,ま ず求め られ る。 その上で
子供 たち個 々の成熟上の差異 に応 じて,発 達課題 を明確 に して い くことが。次 に求 め られ る。
身体 の状況や身体機能上の問題 は,特 に把握の上 で大切 な こととなる。
イ ロ標 ,視 点 に合 った具体的活動 を
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目標 に適切 な活動 が,過 不足 な く選 ばれて こなければな らない。薄着 の生 活 ,乾 布 マサツ
日光浴,外 気浴 ,散 歩 ,戸 外 での遊 び等 は,す べ ての年齢 で一 日の生活の基本 となる。食事 は
,

栄養面 だけでな く,摂 取 の しかた (技 能 )も 問題 となる。清潔 (手 洗 い,歯 みが き,う がい等
を含 めて)の 習慣 は,病 気 に対す る予防,い のちを守 る行為 にとって不可欠の もの となる。動
物や植物 の飼育・ 栽培 は,い のちを実感 させ ることになる。
身体機能 の 向上 は,上 述の ことを基礎 に して,そ の上 に積み上 げ られて い く。
ウ か らだ育 て6)
身体 の成長 ,体 力 の 向上 は,か らだ育 ての 出発点 である。 その上 に,身 体機能
応動作,器 用 さ,運 動能力等 )の 充実・ 向上 が芽生 えて くる。

(目

と手 の協

子供たちに とっては,こ とに運動能力の習熟・ 向上が要請 されている。 が ここでは,競 争主
義や能力主義 で捉 えない ことが,保 育者 に要求 され る。
正 しい身体観 を持ち得 るような保育 が,何 よ りも必要になる。 いの ちにかかわ る大切 な問題
だか らである。 自分 の身体 を自分で コン トロールで き,自 分 の身体 (即 いの ち)を 自分 で守 る
ことがで きるためには,自 分 の身体 とそれが持 つ能力 (可 含〕陛 と到達点 )を ,十 分 に知 らせる
ことで ある。
もう一 つは,身 体 の成長 ,機 能 の 向上 と重ねて,心 の成熟,発 達がめざされね ばな らな い と
い うことで ある。身体やその機能が,個 々の子 供 によって 自覚 され るとき,そ こに心が支 えと
工

なっていることを忘れ てはな らないのである。
か らだ育 てを考 えるとき
か らだ育 てを考 えるとき,常 に全体 を想定 して いな くてはな らないが,各 部位 に も同様 レベ

ルの留意 を払 う必要 がある。各部位 は,そ れぞれの動 きと技能 を成立 させ ,相 互 に補完 しあう
ことで全体 としての動 きとその向上 を支 えるか らである。
新たな技能等 を習得 して い く際,そ れを受容 し練習す る構 えが,心 と関連 して,整 って いな
くてはな らない。受容すべ く心が外 に開 かれていることと同様 ,身 体 も新 たな問題場面 を受容
し,即 時 に対応 で きるよう全身の緊張 が解 かれていな くてはならない。
問題場面 に向 かい,心 を集中 して立 つ ことが,出 発点 となる。 これはまた,下 肢 の機能向上
の出発点 ともなる。首 は リラックスさせ ることで,バ ランスを保 つ根幹 と考 えよう。頭 部 は年
少 の子 ほど相対的 に重 い。 ここが リラックス して いな い と,身 体移動 の 障害 となる。
手指 は,多 くの仕事 を支 え,補 足 し, また完成 させ る最前線 である。身体 や生 命 を安全 に保
つ行為 のかな りの部分が,手 を使 って行われ る。それ故手指 の技能 の 向上 は,生 きて い く上で
最 も重要な課題 となろう。
以上の点か ら,健 康 の領域 においては,か らだ育 てに関する適切 な活動 を用意す べ きことと
なる。その際 それぞれの活動 が,身 体各部位 の どこにかかわるのかを,十 分配慮す ることが必
要 となる。
オ いのちを躍動 させ るために
身体 は,緊 張 と弛緩 の繰 り返 しの 中 にある。緊張 は身体 の動 きを阻害す る。 そこで,全 体 と
して リラックス感 覚 を体得 させ ることが望 まれ る。 これが身体 の柔軟 さを生 む基 本 である。
イメージは,心 との関連 を示す ものである。 そして身体 は,イ メージによって動 くとい うこ
とを忘れ てはな らない。子供たちの心 に何 か を想像 させ ることの大切 さは,格 別 の ものである。
幼児が,自 分 の「つ もりJで 自分 の生活場面 を設定 し,そ れに合わせて身体 を動 かす ことは多
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い。身近 の物 を何 かの「つ もり」 であるものに見立 て,そ れによって自分 の動 きを創造 す るこ
とは,日 常茶飯 に見 られ ることである。「 ごっ こ遊 び」 がその典型 で ある。
バ ランス能力 が,す べ ての運動能力 を育 てる母 だ と考 えることは大切である。何 かがで きる
とい う ことは,身 体全体 がバ ランスを保 っている とい うことで あ り,ま た特定 の部位 が最高度
に能力 を発揮す ることは,身 体全体 のバ ランス保持 の範囲内 にあることを示す。安定 した姿勢
が,確 実 にそれぞれの運動能力 を吸収 し,再 現 させ ,定 着 させ ることの母体 なのだ と考 えられ
るか らである。
リズ ム は,バ ランスの一変異型 とも言 える。すべ ての動 きは, リズ ム運動 だ と言 える。極端
な動 きはバ ランスを失わせ るが,再 度 バ ランスを とりもどす動 きが起 こる。 これが リズム を形
成す るものである。
② 社会
社会 の領域 では,基 本的生活 習慣 の確立 と社会性 (人 間関係処理能力)の 発達 がね らい となる。
ア 基本的生活習慣の確立 を
人間 として生 きて い く上で,基 本的 に必要 となる生活技能 の習慣化 した ものが これで ある。
ここに含 まれる最重要 の 内容 は,い のちを自分 の力 で守 ることの大切 さにかかわ る具体的行動
型 で ある。睡眠,栄 養摂取 (食 事 ),排 泄,衣 服 の着脱等,す べ ていのちを躍動 させ る源 として
大事 な ものである。 これ らの力 の充実 と高度化 が,他 の力 を育 て,向 上 させてい く土台 となる
ものである。
生活 リズ ムは,基 本的生活習慣 の確立 を基盤 に,徐 々に一人 ひとりの子 供 に合 つたように刻
まれてい く。身体 を動かす ことと休 めることとの繰 り返 しが,必 要 に応 じて適切 に行 われ るこ
とで,生 命 の安全 が保 たれて い く。 それ故 ,一 日の生活の節 目の確認 と節 目相互間 に リズ ム を
刻 ませ ることを,体 得 させ ることが大事 な課題 となる。生 きる営 みに変化 と充実 を与 える拠 り
どころとなるか らである。生 きることの最 も原型的な営みはどんな ものか,そ れ を一 日の時間
の流れに従 って, リズム的 に体得 させ ようとして い るか らである。
習慣 づ けは,繰 り返 しの行動で行われて い く。 で も単 に繰 り返 させ るのではな く,な ぜ必要
なのかを,保 育者 は知 って いな くてはな らな い。 なぜの答 えに従 って,子 供 たちへ の配慮が異
なって くるか らである。 ただ「させ るJの は,形 式的な習慣 づけの規律 に終 わ る。子供 たちが
形の上 で,似 た行為 をすればよいのではな い。最 も適切 な行為の しかたを悟 らせ る ことが必要
、
だか らである。
幼児 の段階 までは,黙 って いて も自発的,積 極的 に学習 しようとする意欲 を,子 供 たちすべ
てが持 っている。大人 の規制 による形成的な習慣 づ けは,子 供 たちの心か ら,理 論的 ではな く
とも必要性 を感 じとろうとす る心の動 きを封 じて しまう。
「何 のために,な ぜ ,こ の ことをせね
ばな らないのか」 の答 えを,身 体 を使 ってつ くらせ ることを阻害 して しまう。規制 は少 な いほ
ど良 く,必 要 な働 きかけは濃 密 であるほ ど良 い。形 ばか りでな く,形 の 中 の問題点 をよ く見極
め,適 切 な技能の伝達の裏 づ けが,ど うして も欲 しい。 これが 自分 か ら進 んで「や ろう」 とい
う意欲 を呼び起 こすか らである。
イ 生活規律 の考 え方
生活規 律 の中 に含 まれ る内容 は,健 康 の領域 に含 まれるか,あ るい は重 なる ものがほ とんど
である。 しか し,生 活規律 の体得 とそれに拠 っての行為 は,個 々の子供 の 自立 の基礎づ くりと
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なる。従 って,そ の後 に社会性 の発達 とい う,人 間関係処理能力 の向上 を約束す る出発点 とな
るものである。
まず,生 活規律 の 自覚 は,個 (自 我 )の 自覚 に基づいて現れ る。生活規律 は,子 供 たちの外
側 にあって子 供 たちを規制 す るものではな く,子 供 たちの内側 にあって 自己規制 の拠 りどころ
となるものであるか らだ。
睡眠 と食事 を核 とす る生活 リズ ムの体得 ,そ してその リズムに従 って何 をす ることが必要な
のか,ま た必 要 となる技能 は,等 の問題 が, まず 出 て くる。 これは,将 来一人前の人 間 として
生 きて い くとき,彼 らが依拠す る社会 や集団 が形 成 して い る社会生活 リズム と一 致 す ることに
なる。 かな り基礎的,基 本的,身 の まわ り的 に限定 され るが,幼 児 の場合 は, この小 さい社会
の中で リズムの原型 を体得 してお くべ きなのである。
衣服 へ の配慮 は,寒 暖への対応や抵抗力 を育 ててい くために欠かせな い。将来 ,社 会性 を発
達 させて い く上で一つの土台 となる身体 的 自立 (特 に健康管理能力)に つなが るか らである。
その他 ,皮 膚 を自然の外気にふれ させ ることも,薄 着習慣 も,寒 さや暑 さの体感 と対応 ,抵 抗
力 を育 てることにつ ながる。衣服 はまた,日 常活動 がスムーズにできるようにす ることに も関
係する。身体 を動かす ことは,運 動技能 の 向上 のみな らず,技 能 を上台にして社会関係 の成立
と社会関係 における行為の成立 を促す。 この点 か ら,衣 服 は社会的行為 のあ り方 の学習 に も
重要な意味 を持 って くる。
食事や衣服 の着脱 の 自立 は,社 会的行為 の一 つに数 えられ る。 また,健 康保持 のための習慣
,

技能 は,手 洗 い,う がい,鼻 かみ,便 の始末 ,歯 みが き等 がで きることを含 んで,人 間関係調
整能力 の向上 に直結す る。
以上 ,す べ て子供 たちの自立 につなが ることなので,社 会の領域の問題 として見 て きた。
自我意識 の確 立
幼児 の 自立 は,身 体的自立 を上台 とした生 活 の 自立 と言 ってよい。成熟 までの 3回 の 自立 の
最初の段階 として重要な意味 を持 つ。排泄 の訓練期間 の終期 になって,こ う門の括約筋の コン

ウ

トロール法 を実感 ,体 得 した とき,子 供 たちは,第 1回 めの 自我意識 を芽生 えさせ る。 この と
きが人間 としての誕生 と言 ってよい。
他 とは切 り離 されて独立 した個体 であることの意識 が,一 定の意識分化過程 を経 て,他 者 一
般 の認識 を確立 させ る。他者 一般 の認識 が 自 と他 との関係 を認識 させ,相 互の関係 の意 味 を納
得 させて い く。 ここに人間関係 が成立す る。
社会性発達 の主 要な出発点 は,自 我意識 の確立 によって完全 に確定 される。 そ こで子供 たち
には,十 分 な形で 自我意識 の確立 を図ってや ることが必要 となる。第一反抗期 と俗称 され る 3
歳前後 では,保 育者 を含 めて大人 へ の抵抗 の経験 を十分 に持 たせ ることがよい。大人 の社会生
活基準 に照 らせば,非 社会的,反 社会的 な言動 と見 られ ることが多 い。 が,こ の ような行動の
現れが,成 熟 (発 達 )を 保障 してい く上で,一 つの節 目になると思 い,大 切 に して い きた い。
工 社会性 の発達
自我意識 の確立 に始 まった自と他 との関係意識 ,関 係調整 へ の関心 と行為 は,社 会性 の発達
の出発点 となる。
他者 一 般 を認識で きるが故 に,他 者 に含 まれ る仲間 を認める ことがで きるのだ し,仲 間 との
関係 を調整 しようと努力で きるのである。遊 びを核 とする子供 たちの一 日の生活 は,関 係認識
と調整力 を洗練 させ る場 とな り,舞 台 となる。 それ故 ,多 くの仲間 との生活 に積極的 に参加 し
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ようとす る意 欲 をか きたててやる ことが求 め られて くる。お手伝 いや仕事 ,仲 間 との遊 び等 の
場 と機会 を,子 供 たちのために積極的 に用意 してや ることが大事 なこととなる。
保育者や仲間 との交渉 を通 して,そ の裏側 にあって支 えて くれている社会 を認識す る力 の基
礎 を形成 させて い くことが,次 の課題 と言 える。何 が正 義 で,何 が不合理 かを判定する客観 的
判断基準 は,権 威 ある他者 にまだ依存 せ ざるを得 な いが,社 会認識能力の基礎 としての「疑間
を持 つ」「他者 にそれ を伝 える」力 の必要性 は,彼 らに も実感で きる。 それが,権 威者 の評価や
判定 に支 え られて,一 歩ずつ客観的判断基準 に近づ き,社 会認識能力の骨格 を形成 して い く。
自分 の周囲 にある社会や集団,人 間 が解 って い くこと, しか も,ほ ん とうの ことが解 って い く
こと,こ れが社会認識能力だ と言える。 この意味 で も,仲 間関係 へ の対応 や関係調整の学習の
場や機会 の設定 が,発 達保障の重要 な課題 となってい く。
③

言語
ここでは,単 に言語 のみならず,数 量概念操作能力 ,感 性 ,表 現力 まで,言 語 と密接 な関連 を持

つ とみて,広 く把握 してい くことにする。
ア 社会認識能力 の基礎 として
自分 の周囲 にある自然や社会 (人 間)の ほん とうの こと (姿 )が 解 ることが,社 会認識能力
と言 えば,そ の基 礎 となるものが言語 と言 って よい。 自分 の外 にある世界やそ こでの事象等 を
理解 して,自 分 の 内 に蓄 えようとすれば, どうして も抽象化や概念化 が必 要 となる。 この作業
の手段 となるものが言語なのである。
言語 は,外 界 を自分の内に取 りこむための手段 だけの ものではな い。形 の見 えな い抽象的 な
ものの理解 ,概 念化 された ものの受容の手 段 で もある。 また自分の心の動 きを他者 に伝 えて い
く媒体 で もある。 こ うしてみると,言 語 は,人 間関係 の理 解や関係調整能力の向上 に も手段 と
なる ことが解 る。言語が「伝 えあい」 の手段 として しっか りと役割 を果 たす ことがで きるよ う
に,子 供たちを訓練す ることが大事 となる。伝 えあ いは,聞 く力 と話す力 とが基礎 になる。大
人の世界 で使用 され る言語 をできる限 り多量 に吸収 させ,ま た言語 の用法 ,文 章化 (文 法 に則
して聞 き分 け,理 解 し,話 す)の 方法 を伝授 しなければな らない。
遊 びや仕事 を遂行 するために必要 な知 的力量 を子供 たちに伝 えよう。知識 と技能 を含 め,身
のまわ りの物 や事象等 に関連 した知 恵 を伝授 して い こ う。 ここに人間 としての 自立 の基 礎 が見
えて くる。
イ 語 の数 と用法について
言語 に関す る学習 は,さ せ過 ぎる ことが な い。 で きるだけ多量 の語彙 を多様 な用法で聞か せ
てお くことが よい。子供 たちは,言 語 を耳 か ら聞 いて覚 える。子供たちの耳に繰 り返 し語 りか
け,覚 えさせて い くことが,言 語領域 での第 一 の課題 となる。保育活動 では,多 様 な場 面 と機
会 が存在す るので,意 図的 に言語学習へ の刺汲 を与 える ことが可能 となる。保育者 による語 り
かけ,保 育者や仲間 との対話 ,お 話 の読 み聞かせ ,絵 本 を見てお話 をつ くらせ る,で きごとな
どを話 させ る等の機会 が活用 で きよう。
この とき保育者 の感性豊 かなことばかけが望 まれ る。指示 と評価 ,原 因追求 と禁止 を重点 と
した保育者 の ことばか けは,子 供 たちの言語学習 の阻害 となる。管理主義的なき まり文句 は

,

子供 たちの行動 を規制 し,斉 一性 を保 つにはよか ろう。だが,積 極的な学習への意 欲 と態度 の
形成 は,損 なわれ ることになる。

鳥取大学教育学部研究報告

教育科学

第

30巻

第

1号 (1988)

189

何 よ りも言語学習 を行わせ るときに必要な ことは,保 育者 の語 りかける ことばの中 に,形 容
詞 と副詞 を多用 しようとする努力 である。形容詞 と副詞 は, もの ごとと動 きに精密 さを与 え
,

感性陶冶 の働 きを持 つか らである。豊 かな感性 を培 うための一 つの手段 は,言 語 の学習の 中 に
見出す ことがで きるのである。形容詞の つか な い名詞 は,物 やで きごとの骨格 となる概念 のみ
で,そ こに感性 の入 りこむ余地 はない。形容詞 が適切 につけられて,形 状 に潤 い と美 が浮 き出
て くるか らである。
同様 の ことは,副 詞 について も言 える。動 きをよ り精密 に,一 つの流れ を持たせて理解 させ
るためには,動 きを描 写 する語 をつ けて補足 しなければな らない。副詞 の働 きは ここに発揮 さ
れて くる。
もう一 つの配慮点 は,助 詞 の正確 な用法である。助詞 は,そ れぞれの名詞 と動詞 を的確 につ
なぎ,物 やで きご と,そ れ らの動 きや状態 な どを,理 解 しやすいように正確 に伝 えるカギにな
るものである。 いわ ば,論 理性 を確立す る働 きを,助 詞 は持 っているとい う ことで ある。表現
したい心やその動 きを,正 確 に他者 に伝 えるためには不可欠の語 である。1歳 か ら 3歳 へ と
文法の原型 を習得す る時期 にあたって, ことに助詞 の問題 は重 要 となる。将来 ,論 理的思考 を
,

高度 なものにす る出発点 となるか らである。
ウ 表現力 の向上 を
心や心の動 きを表現する場合,言 語 による場合 が最 も多 い。 しか し,表 現方法 はその他 にも
ある。 ことばの補完 として身体表現 (身 振 り手振 り), リズム (身 体 の動 き),線 や色や形や立
体 (造 形 )を 通 しての場合 がある。 とはいえ,そ れ らは幼 児 の場合,こ とばによる表現の変異
型 または代理 の意味 を持 っていることが多 い。幼児 の表現活動 が行われ るとき,つ ぶや きなど
の ことばによる表現が,並 行 してい る事実 か ら言 えるのである。 こうした「 つぶや きJを 感性
を育 ててい くときに,大 事 にしていきたいと思 う。
感 じ方の基礎の上 に表現力 は成立する と言 える。感 じ方 も一度 はことば とい う媒体 を通 して
取 りこまれ るとみてよい。それが再度外 に出 されるとき,こ とば以外 の形態 をとると思われる
か らである。前述 した形 容詞,副 詞 の学習 の裏 づ けがあってはじめて,感 じ方 は洗練 され,表
現力の向上 につなが るとい う点 か らも,言 語 の学習 は重要なもの と言 えるのである。

5

具 体 的 事 例 に 即 して

留意点や配 慮事項 を述 べ る中ですでにふれてきた部分 が多 い。 だが,こ こで改 めて発達保障の視
点 に合 わせ,具 体的活動 や場面 を取 りあげ,補 足的 に述 べ てお くこととす る。
①

ジョギング

多 くの保育施設で,か らだづ くりの一環 として,ジ ョギングや マ ラソンに類す る活動 を取 り入れ
ている。なぜ これが同和保育 となるのか。 この点 へ の吟味 を行 ってみよう。
ジョギングによって育 て られてい く力 は,持 久力 ,耐 久力 で ある。幼児 に とって,育 て られ るべ
き力 のなかで,持 久力 はどれほどの重みのあるものだろうか。 しなやかな身体 をつ くるとい う目標
とどこで接点 を持 ち,あ るい はどこまで整合す るものか。幼児のか らだづ くりで最 も重要 な課題 と
なるものは,身 体調整力 だ と前述 した。 ジョギングが調整力 を育てる ことと,ど うかかわ るのか。
このように否定的 にみるのでな く,積 極的にかかわ らせて い くとすれ ば,現 実 において どの ような
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配慮 を加 えればよいか。 ここには,明 確 な答 えは出て こないと私 は思 う。
ただ,走 らせ ることよ り歩 かせ ることの方が よいのではな いか,と い う ことだけは言 えそ うであ
る。同 じ走 らせ るな らば,速 く走 ることと急制動 をかけて止 まることとの繰 り返 しのある,遊 びの
方が よいので は と思われ る。
調整力 の貧困化 ,土 ふ まずの消失 (形 成 されに くい こと),足 の拇指や子指の内反等 ,子 供 たちの
成長・ 発達 に好 ましくない事態 が見 られ る現状 か ら,活 動型 の点検 と吟味 が必 要 な ことは論 をまた
ないで あろう。
ボール遊 び
定型化 したボール遊 びへ の吟味 をしてお こ う。 ボールを使 った遊 びが,多 様 に構成 され実施 され
￨ド
ている。 ッジボール風 ,サ ッカー風 ,ボ ール運 び,ボ ールの手渡 しリレー等 である。 ボール とい

②

う用具 を活用す るとき,子 供 たちは,身 体 の細 かな動 きをバ ランスよ く行 う ことを要求 され る。 こ
の点か ら,調 整力育成 には適切 な活動型 である。
ボール遊 びを行 うについて,ど んなめあてを置 くべ きかが,ま ず問われ る。用具等 を利用 して
身体 を細 か く動 か し,そ れによってバ ランスカ の向上 を図 る。 この あた りが妥当なめあて となるだ
,

ろう。
さて,年 齢 (発 達段階)に よって も異 なるが,よ り調整力 を向上 させ ようとする とき,ど んな配
慮 と条件設定 が必 要 となろうか。 まず,ボ ール の大 きさを変 えた らどんな動 きが,子 供 たちによっ
て創 り出 されるだ ろうか。 また遊 びにどんな変化 が生 じるか。予想 はたてやす い。 ボー ル の大小 に
よって身体 や手指 の使 い方 は異 なって くる。異 なる身体の使 い方が動 きを変 える。 とすれ ば,ど の
程度 の大 きさのボー ル を用意することが より必要 な ことになるのか。
次 に,一 個 のボー ル を使 うことが定型 であろう。 ここで,ボ ールの数 を増 や し 2個 に した ら,さ
らには, 5〜 6個 を使用 した らどうなるか。転 が って くるボール,飛 んで くるボール を受 ける,ま
たは避 けるとい うルールで遊 ぶ とき, 1個 な らば子 供 たちは休み時間 (動 かな くて もよい時間)は
多 くなる。 1個 のボー ル に注 目 しておればよいも 2個 ならば注意の焦点が増 え,ボ ール との接触 の
時間が増 える。 この ときの運動量 もバ ランスを保 つ機会 も,確 実 に増 えて い くことになる。短時間
の うちに,興 味 や関心が逃 げない うちに,確 実 にめあてに近 づ く動 きを,子 供 たちは行 うはずで あ
る。 とすれば,活 動型 のみでな く,条 件 まで考慮 に入れて,よ りめあてに近 づ ける方策 を考案す る
ことは,保 育者 の務 め と言 えそうである。
③

水遊 び
夏の暑 い 日,子 供 たちは水遊 びが嬉 しい。暑 さをしの ぐことと,水 とい う子供 たちに とって大好

きなもの と遊 べ ることとで,こ とのほか楽 しくなる遊 びである。
遊 びなが ら泳 ぐことを覚 えさせ るとい う活動のめあては,「 いの ちを大切 にす る」とい う同和保育
の大 きな 目標 と合致す る。 ここでは,泳 がせ るのでな く「なぜ,遊 びなのかJの 意味 をしっか りつ
かんでお くことが,ど うして も必要 になる。幼児 の水の事故 は多 い。 これへ の対応 も考慮す る必要
がある。 自分 で 自分 のいのちを守 る,水 の事故 にあわない,緊 急の事態 を自力 で 回避 ,克 服 す るな
どの力が,幼 児 の身 についておれば,か な りの程度悲 しい事態 は消失する。 この ような ことを前提
に水遊 びを吟味 してみることも必要だろう。
水の中にあって も「浮 くことがで きるJ力 を持たせ ることが,水 による事故 を防 ぐ第 一の手段 で
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ある。泳 ぐ力 よ り前 に浮 く力 をつけてや る ことが,め あて としては,よ り重要 となる。 それ も,顔
を上向けにした背面浮 きである。顔 を水 につけて水の 中 に入 って も, くるっとひっ くり返 り,顔 を
水面上 に出す ことがで きる ことで ある。 これが,肺 に空気 を取 りこむ唯―の方法 であ り,生 命 を維
持 で きる唯―の方法 である。
背泳 ぎ,横 泳 ぎは別 にして,小 学校以上ではク ロールが まず覚 えさせ られる。顔 を水 につけての
泳 ぎ方である。 これ はまず呼吸法 をマス ター しなければな らない。水泳 シーズンの 頃,小 学校低学
年 の子 で水泳 をいやが る者が出て くる。顔 を水 につけることが こわいのである。指導 の方法が,泳
ぐことを目標 に して い るため,ま たクロール をまず指導 しようとするため,顔 を水の中 に入れ させ
る。浮 くことを当面 の 目標 にして いない。 こ うして恐怖 の水泳 の時間 となる。
これに準 じた方法 を とっている保育施設 はな いか。水遊 びのね らいは,水 に慣れ させ る こと,水
を こわが らせな い ことである。 いつで も背面浮 きがで き,少 しず つ顔 を水の中に入れ る ことを練習
す ることである。
水泳 につなげる水遊 びは,「 いの ちを守 る」こととのか らみで計画 されねばな らな い。水死事故 に
つなが る危険 は,子 供 たちの周 囲 に絶 えずある。危険防止 は,危 険箇所 の点検 と事故 回避・ 克服技
能 の習得 が,両 輪 となって充足 され るもの と言 う ことがで きる。 こうして,水 遊 び も,そ の活動 が
ね らう具体的で近 い 目標 と,そ れがつながる最終 の 目標

(こ

こでは「いのちを守 るJ)と をにらんで

設定 され るところに,同 和保育 として評価で きる基盤が成立するのである。
粘 土遊び
絵画製作 の領域 で,感 性 を育 てる活動 としてよ く計画 され る。子供たちも喜 ぶ活動 である。 この
遊 びは何 を最終 目標 としてね らうのか。 ここでは二 つの ものが考 えられ る。一 つ は感性 の陶冶 (表

④

現力の向上),も う一つは知 的能力向上促進である。通常取 りあげられる日標 は前者 であ ろう。感性
は,製 作過程 における思 い入れの状態 とで きばえの喜 びに支 えられ る。次項で も述 べ るように,こ
こでは作品づ くりに子 供 たちの心が,ど う開かれ ているかが問題 となる。 この問題 のほ うが,よ り
重要な目標だ と言 ってよい。
粘 土 (他 の素材 で もよいが)を 使 って何 か を作 る。 これには次 いで製作技能 が問題 となる。結果
としての作品 の よしあ しを判定するのな ら,こ の活動 の価値 は半減 する。指先の技能 , 日 と指先 の
協応動作 の慣れ や熟練度の違 い しか, ここでは問題 とな らないか らである。で きばえの よしあ しは
二 の次 として,製 作過程 の中で,作 品 に子供 たちの思 いが どのように入 りこんでいるかが ,ま ず理
解 され,把 握 され る ことが,よ り重要な課題 なのではなか ろうか。
もう一 つ考慮 した い ことは,指 先 を使わせ る ことの意味 をしっか り理解する ことであ る。器用 さ
旨先 と脳 との
を育 てることへ の配慮 は,単 に作品ので きばえをよ りよい ものにするだけではない。す
協応動作 の レベル を高 めることが,脳 の働 きを刺激 す ることを忘れてはな らないか らで ある。多様
な機会 を設定 して,粘 上 をはじめ とする多様 な,素 材 を活用 し,子 供 たちの指先の器用 さを育 て る活
動 は,常 に行われ るべ きである。 それが,知 的能力向上の 器 と な る脳 の 活 動 を高 め るか らであ
る。
こ うみ て くる と粘 土遊 び は,製 作物 を評価 す る こ とだ け に終 わ らず,心 の解放 とい う感 性 陶 冶 の
基 礎 づ くりが可能 とな り,指 先 の器 用 さを育 て る こ とで用 具 の使 い 方の技能 を上 達 させ る こ と も可
能 とな り,さ らには,知 的能力 の 向上 まで直 接 ・ 間接 にね らう こ とも可能 とな る。 当然 ,感 性 面 に
ね らいの重 点 を置 くか ,知 性面 にね らいの重 点 を置 くか に よって,素 材選択 ,評 価 観 点 ,そ して配
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慮事項 を変えねばならな くなって くる。
⑤ 絵画製作
絵画 は,自 分 の心の 中 にあるものを,線,色 ,形 等 で表現す る ものである。 この活動 もよ く行わ
れるが, もう一度何 をね らって行 うべ きなのかの吟 味 を必要 とす る。 ただ,描 かせれ ばよいのでは
な くて,明 確 なその活動時間におけるめあて と,そ のめあてが最終 の同和保育 目標 の どれ につなが
るものかを判然 としておかねばならない。作品 ので きばえのみをね らうのか,製 作過程 の子 供 の心
の状態 を問題 にす るのか,器 用 さを育 てるのか,表 現力 を養 うのか,集 中力 を育 てるのか, こ うし
た活動時間のめあてが明確であれば,結 果 としての作 品 の見方 も変わってこよう。多 くの場合 ,こ
とば以外の表現形態 を とらせ るとき,結 果 として作品等 が残 る。 どうしても作品 の よしあ し,そ れ
も大人感覚で捉 えた形 ,色,バ ランス,等 で評価 して しまう。子供 たちが,ど んな思 い を こめて線
を描 いたか,ど んなつ もりで この色 を選んだか,な ぜ特定部分 を実物以上 に誇張 して表現 したか

,

それ らが子供たちの心の状態 を示す。
作品 ので きばえ以外 の他 の観点 に従 って,作 品 あるいは製作過程 を捉 えるならば, どんなめ あて
として保育者 は明示すべ きなのか。幼児 の場合 ,発 達 を見分 ける場 ,機 会 として絵画製作 を取 りあ
げることが 可能 である。 その意味 で,作 品評価の観点 は,う ま く描 く 。作 るよりは,ど の ように心
を開 かせ得 たか,子 供 の心 (つ もり)を どの ように受容 し,理 解す ることが今後 の発達 をよ り促す
ことになるか,の 二 点 に重 点 を置 くほうが よい。子供 たちの絵画製作 は,子 供 たちの思 い どお りに
や らせたほ うが よい。 なまじ保育者 の思 いや手入れ を して しまうと,真 の絵画製作活動 の意味 が薄
れてしまう。奔放 な表現形態 をとる子供たちの絵 のほうが,子 供 たちの心のあ りようが表現 されて
いる。形 や線や色 の使 い方 よ り,指 先 の使 い方 に もっ と配慮 を加 えるほうがよい。繰 り返 しが ,技
能 の向上 を支 えて くれ るのだか ら。
絵画製作の領域の指導で,も う一つ忘れ てな らな い ことは,子 供たちの使用す る用具の吟 味 であ
る。 よ りよい ものを描かせ,作 らせるためには,良 い道具 を使わせ るに限 る。切れないハ サ ミやナ
イフ等は,作 品ので きばえを損なう とともに,子 供 たちの思い (イ メージ)を も損 な う。 同 じ技能
レベル で も道具の良否で子供の気持ちは変わって くる。描 く,作 るよ りも道具の使 い方 に心が奪わ
れ,積 極的 に取 り組 む意欲 を失わせてい く。 せ っか くの思 い もイメージ も消えて しまう。子供 だか
ら子供 の手 に合 つた道具 を,と い う発想 をやめ,子 供 の手 に余 る大人用の道具 を使 わせた らと考 え
よう。 ときには,重 く,大 きい道具 で もよい。 それ を使 い こな した とき,子 供 の心 は,そ の道 具 の
使用を介 して,さ らにイメージを大 きく広げて い くはずだか ら。
⑥ 行事等 へ の参加
保育施設では年間何 回かの行事が行われる。誕生会 ,ク リスマス, とんど,餅 つ き,芋 ほ り,運
動会 ,遠 足等 ,季 節 ごとの節 目を画す意 味 で重 要 な もの と言える。 さて,こ れ らの行事 に参加 させ
ることの意義 とね らい はどこに置かれているのか。確 かにそれぞれには,明 確 な目標 が掲 げ られて
い る。
新聞や TVで こ うした行事の一端が紹介 され る。 カメラの前 で何 の ことや ら分 か らな い顔 を並 べ
ている子供 たちに,き まって「子供 たちは喜 んでい ました。Jと か「楽 しそうに……。」 とか,定 型
的なナ レー ションが重ね られてい る。こうしたケースは例外 だ として も,施 設内で行われ る行事 も
,

この実1青 に近 い ことはないだろうか。
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何 のためにこの行事 を行 うのか,な ぜ こうす るのか,子 供 たちは理屈では理解 しかね る。保育者
たちの計画の もとで動か され,画 一 的なセ リフを言 う ことで,行 事 は終わ るのではなかろうか。 も
ちろん,子 供 たちの興 味・ 関心 をひき,熱 中 させ る行事 はあろう。
行事 に参加す ることで,あ るい は参力日させ ることで,何 を教 え, どんな力量 を育 てようとしてい
るのか,行 事 まで には,準 備や練習の期間が必要であろう。使用する小道具等の製作 は,行 事 の事
前 に活動 として計画 され よう。 それぞれについては,そ れぞれな りに具体的な目標 を設定するのは
容易 で あろう。 だが,そ れぞれの活動 を総合的に組 み立てた行事 となると,ど うもタテマエ 的な目
標 が掲 げられやす い。 それは,行 事 を行事 として ソツな く終わ らせ ることと,形 を整 えて い くこと
とが,保 育者 の思 いの 中で先行す るか らだろう。
感性面 (楽 しさ,喜 び,感 動等)を 重視するのか,社 会性 (協 同,規 律,仲 間等 )を 重視 するの
かは,そ れぞれの行事 で異な ろうが,い ずれかに重点 を置 くことで,行 事 その ものの持ち方を変 え
る試 みが必要 となる。
もう一 つ,参 加 させ る形が問題 となる。子供 たちの自主性 にまかせ ることはで きない。計画 も実
行 (運 営)も ,保 育者 の手 に委ね ざるを得ない。 が,保 育者 の思 い,イ メージに子供 たちの動 きを
適応 させ ようとすることだけは止 めた い。場合 によっては,八 方破れの進行 で あって もよいので は
ないか。行事 の 中 には保護者等 へ の観覧・ 参加 に供するもの もある。 この場合 は特 に,保 育者 の指
導力 を疑われ まい と,保 育者 の手 をしっか り入れ こむ ことが 多 くなる。 このよ うな場合の行事や活
動 は,大 人か ら見れ ば整然 と行われた と評価 で きようが,子 供 たちの心 には何 も残 されない もの と
なる。子供たちが最 も喜ぶのは偶然性 に支 えられた変化・ 変異 である。思 いが けないハ プニ ングに
かえつて興味 を示 し,積 極的な取 り組 みが始 まる。 この とき子供 たちによる学習 (感 動 ,喜 び,行
動等)は ,子 供 た ちの成熟 へ の起動力 となる。 これ を許容す ることを前提 に,子 供たちの動 きに合
わせて,保 育者 の最初 のイメ声 ジ,計 画 を変更 して い く勇気 と決断が行事実施 に とって必要 な こと
となろう。
⑦ 給食・ 食事
子供たちの食事 について多 くの問題が提示 されてい る。好 き嫌 い とい う古 くて新 しい問題 だけで
な く,食 事 の技能 の低下 ,食 事時間 の延長 ,小 食 ,一 方食 い等,以 前 では想像 で きなかった問題状
況が現れて いる。
基本的生活習慣 の一 つの重要な項 目なのだが, ここに も配慮が より多 く必要 だ と思われ てな らな
い。給食の意義 は もう言 い古 されているので, ここではふれない。
給食 とい う機会 を活用 して,ど んな力 を育て ようとしているのだろうか。給食 とい うと,ま ずメ
ニ ューが問題 となるが,こ こで は専 門 の栄養士が献 立 し,調 理士が調理するので栄養等 のバ ランス
については問題 はない。問題 となるのは,栄 養価 や食品 のバ ランスが とれているので,何 として も
食 べ させ ようとす ることである。「ぜんぶ食 べ なければな らな い」「好 き嫌 い をな くそう」 とい う発
想 が,給 食指導 として絶 えず ついて まわることである。甘 やか しという批判 を受 けることを覚悟 し
て,な お言 わな くてはな らないこ とは,好 き嫌 い をな くす ことは,絶 対 目標 なのか とい うことで あ
る。 もし必要 な目標 とした ら,ど んな手段 が とられ るべ きか,嫌 いだか らと残 して いた もの をどう
して も食 べ させ ようと強引 に国の中 に押 しこまれ,吐 きそ うになるのを堪 えて い る子供 に対 して
,

「よ くがんば りました」 と賞賛する ことの意義 は, どこにあるのだ ろうか。
好 き嫌 いの存在 は認 め られない ものなのか。確 かに好 き嫌 いはないほ うが よい。食 べ残す子供 を
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認 めていたので は,他 の子供 までマ ネをす るので,例 外 は許 されない とす る発想 は, ことによると
子供たちの自主性 の発達の阻害 にな りはしないか。画 一化 の発想 とともに,好 き嫌 いの問題 ,強 制
的 に食 べ させることの問題 は, もう一度根本 か ら検討 し直す ことに値す る ことで ある。
次 に気 づ くことは,食 器 にあまり留意 されていない とい うことで ある。食 べ方の悪 さは食器 (ハ
シ,ス プー ンを含 めて)の 悪 さに比例す ると言 える。食器 もハ シ も道具の一種 である。食器 に盛 ら
れた料理の熱 さが ,食 器 を通 して直接子供 の手 に伝 わ るような ものは,問 題 である。熱 くなければ
食器 は手 に持 てる。食器 を手 に持 てれば食 べやす くなる。食事のマ ナー向上 にも役 立 つ。 どう食 べ
させ るかは,食 器の吟味 か ら始 まると言 う ことがで きるのである。

お

わ

り

に

毎年,夏 期 に行われ る鳥取県同和保育研修会 で保育者 に接 し,同 和保育の実際場面 を構成する際
の留意点 を挙 げさせて もらってきた。実践 の形態 についてはそれな りに把握 されて い るようだが
同和保育実践 としての価値判断を してみると,は た して これで十分 の もの と認 めることがで きるだ
ろうか,と い う疑間 を持たせ る実践発表 が続 いていた。 もちろん,私 自身 に実践の累積 があるわけ
,

ではない。 その後 ろめた さを自覚 しなが ら,そ れで もなお,私 な りの考 え方 をまとめておかねば と
い う思 いが強 くなって いた。以上 に述 べ てきた ことは,研 修会 で保育者 の方 に批判 を受 けなが ら聞
いて もらった内容 を核 としている。
同和保育 は,特 別 の保育実践 ではない と言われ て きた伊 日常の保育 のあ り方 を再検討 し,保 育 の根
幹 にかかわ る哲学 を,抽 象的 には同和問題 に,具 体的 には子供たちの発達保障 に,そ れぞれ視点 を
定めて見直 しなが ら確立 して い くところに,同 和保育 が成立 して くると私 は考 えるのである。
ときには,特 別 の保育 ではない という一 点 に引 きず られて,こ れ まで行 ってきた保育 を,そ の ま
まに,同 和保育 の形式 的なね らいを付加す るのみで,同 和保育 の実践 と言 う場合 が多 かった。
この論 では,ね らい を明確 にするだけでな く,そ の具体化 としての活動 や,そ の活動 をよりめあ
てに近づ けてい く条件設定 や,さ らには実施上の配慮点 まで取 りあげて,吟 味 し直す必要性 を論 じ
てきた。 そうす ることが ,同 和保育 と言 い得 る実践 を組 み立 てることがで きるのだ と捉 え,理 論的
土台の部分 を,私 は見続 けて きたつ もりである。
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