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北海道大学大学院教脊学研究科
紀要第 93号 2004年 6月

保育における劇遊び導入の発達的意義

北大幼児関 4，5藤児異年齢混合保育の実践記録をもとに一一

藤野友紀* 成 田 美 貴 叫

世古由美** 宮串向江**

What Develops Through a Collective Drama Play in Infancy? 

Yuki FUJINO Miki N ARIT A 

Yurni SEKO Naoe MIYAKUSHI 

{要旨}劇遊ぴは想像力や創造性の発達と問時に人格発達とも関わる表現活動である。本研

究は 4， 5歳児異年齢混合保育における保育実践記録をとおして，保育への劇遊び導入

によって侭がどのように発達したのか検討した。まず一年間の保育を表現活動を中心に概

観し，劇遊びの位置づけを明らかにした。続いでごっこ遊びから劇遊び、へと至る実践過程

を詳細に記述した。劇遊ぴの展開にともなって，年長 5歳児は作品としてE討を意識しその

成功に鏑値を置くようになり，年少4歳児はストーリーややりとりの約束を守って役を演

じることを意識するようになった。このように，年長児と年少児にとっての活動対象が異

なりながら劇遊ぴは進行し，それが相互に影響を及ぽしていることが示唆された。また，

実践過程において保育者は複数の機能を持ち，そのバランスの調節が子どもの活動の動機

や意欲を育てる一効となっていることが示された。今後は，劇遊びにおけるアーティファ

クトの利用に関する検討や，ご、っこ遊ぴとの連続性および非連続性の検討が諜題となる o

[キーワード}劇遊ぴ，表現，ごっこ遊び，保育，集問

1 .はじめに

1.1 保育における慮g遊びの独自性と意義
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離遊びは，就学前児の保育における重要な活動の一つである。幼稚園教育要領1や保育所保育

指針2では r表現」領域として分類された項に，劇遊びに該当する保育内容が記載されている。

*北海道大学大学院教脊学研究科附属乳幼児発達競床センタ一助手

村北大幼児関 2003(王子成 15)年度職員

1 平成 12年4月から施行されている幼稚函教育委領の「ねらい及び内容」は健康Jr人間関係Jr環境J I言葉」

「表現Jの5領域から構成されている。各領域に示されたねらいは相互に関連を持ちながら達成されるものであ

ると考えられている。「表現」とは感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して，皇室かな感

性や表現するカを養い，創造性を設かにする」領域である。その「ねらい」は I(l)いろいろなものの美しさな

どに対する皇室かな感性をもっ， (2)感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ， (羽生活の中でイメー

ジを豊かにし，様々な表現を楽しむ」であり I内若手」の一つに「自分のイメージを動きや言葉などで表現した

り，演じて遊んだりする楽しさを味わう J と記載されている。

2 隠じく王子成 12年4月から施行されている保育所保育指針では 5歳児の保育内容の「表現」の項に「自分の想、

像したものを身体の動きやことばなどで表現したり，興味を持った話や出来事を演じたりして楽しむ」と記載

されている。また， 4歳児では議官苦や絵本をとおしてイメージを広げたり，身近な生活経験をごっこ遊びに取

り入れること 6歳児では創造的に表現することが重重視されている。
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保育実践における麟遊びの捉えられ方にはいくつかの特徴がある。まず第一に， 1l制作品として

の完成度追求が最大目的なのではなしそれに至るまでの劇遊び自体が重視される。そこには

麟遊ぴの取り組みをとおして子どもの発達を期待する眼差しがある(蒸)11，2004;高浜ら，

2003)。第二に，劇遊びは単一の活動ではなく，地の多様な活動と融合した活動であると見なさ

れている。たとえば高浜ら (2003) は，劇遊び、の基礎には，ごっこ遊び，自由な身体動作，自

然からの学び，豊かな』きぶり表現，文学の経験，話しことばがあるという。第三に，劇遊び、は

仲間づくりや人格発達に影響を与える活動であると考えられている九このように保育実践にお

ける劇遊びは，想像力や創造性のみならず人格とも関連する融合的活動として位置づいている。

では発達的には劇遊び、はどのよっな活動なのだろっか。ここでは関連する先行研究を参照し

ながら麟遊びの特徴をまとめていこう。第一に，劇遊びとごっこ遊び、には共通性がある G 子ど

もの役割遊びについて膨大な研究を残したエリコニン (El'konin，D. B)は，劇遊びをごっこ遊

ぴの発展形態と見なしている。エリコニン (1944/1978，2002) によるごっこ遊びの諸段階は，

(1)事物を扱うもて遊ぴ， (2)ふり遊び:人間的行為のモデルイ七(第一の象徴化)， (3)役割遊び:社

会的関係のモデル化(第二の象徴化)， (4)劇遊ぴ，のように概ね整理できる。まず， もて遊びか

らふり遊び、への移行において，子どもは「一般化・短縮化した遊び、行為」を獲得し，代用物を

利用するようになるという。たとえば，長細い棒を口に近づけてパクッと口を閉じることが食

事をしたことを表す。このとき，長細い棒は「木の棒」であると同時に「スプーン」でもあり，

「棒を近づけて口を閉じるJ行為は「食事した」ことを意味する。このようにふり遊びで本質的

なことは，モノからの語の分離にもとづいた遊ぴ行為の遂行である。次に，ふり遊び「から役割

遊び、への移行においては，子どもは意味や役割をあらかじめ約束したり出来事の順次性を守る

ようになり，ルールが顕在化してくる。たとえば rお母さんJはお母さんらしく「子どもJに

ご飯を食べさせて寝かせ r子ども」はお母さんに世話される子どもとして振る舞う。また rお

庖麗さんJは商品を並べてお}苫を開き rお客さん」はお}古を訪れ商品を買ってお金を渡す。す

なわち役割遊ぴでは，行為が遂行される役割j設定への着目が本費的な要件となる。このように，

発展したごっこ遊びでは，子どもは代用のモノや行為に新たな意味を付与し，役割を引き受け，

役割問の関係に規定された一連のやりとりを行う。これは麟遊ぴにも見られる特徴である。

しかし，劇遊ぴはごっこ遊びの単なる一形態ではない。劇遊びの第二の特徴は，ごっこ遊び

との相違に由来する。エリコニンによれば，劇遊びは「遊びにとどまってはいるが，遊ぴに国

有な動機づけをますます失いつつある」遊びであるという。前述のふり遊び、と役割遊ぴは，そ

れぞれ象徴化の対象は異なるが，両者とも活動の動機が過程自体であるという点では共通して

いる。たとえば，木の棒を使って食べるふりをしている子どもは，そのように行為することそ

のものを楽しんでいるし，お鹿屋さん役の子どもは，お鹿屋さんらしくふるまってお客さんと

やりとりすることそのものを楽しんでいる。だが，劇遊びではふり行為や役割上のやりとりを

楽しむと同時に，プロットの遵守や劇としての出来映えにも意識が向けられるようになる。つ

まり，麟遊びの活動の動機は，過程自体を動機とするそれまでのこ、っこ遊びとは異なり，産物

としての作品を しながら現在の過程に協同的に取り組むことへと移行する。このように，

3 たとえばどの予も自己表現ができる主義留に一一身振り表現から劇づくりへJ (大岩根美保子，季初保育問題
研究 199号， 2003年)， r安心して自分の患いを出しお互い認め合える仲間づくりをめざして 『そんごくう』
の腿づくりを過してJ(北口登志子， I湾194号， 2002年)， r子ども集団をかえ，高めていった劇づくり(秋山
E主義，向上)， rへんなのって言われない関係づくりの中で一一遊びから劇づくりへJ(桑野明美，肉 188号， 2001
年)などの保育実践報告がある。



保育における郷遊び導入の発達的意義 55 

ごっこ遊び、から劇遊び、への移行は，活動システムの変化を含むと考えられる。

さて，文化歴史的アフ。ローチから遊ぴ活動を検討しているブロンストロム (1992，1999)は，

遊び、活動の発展形態としてドラマゲーム (dramagame)を提起しているo ドラマゲームは，

子どもと教師が言語や創造的描闘をもちいて一緒に計画することから始まる。そして，その計

画はモデルの機能を持ち，子ども自身の活動に対する意識や自己評価を発達させる。ドラマゲー

ムは組織化された目的的活動であり，動機は遊び活動の結果へと移行していくという。ブロン

ストロムのデータでは， 5 -9歳児を対象とした「街づくり」プロジェクトの中で，工場，レ

ストラン，銀行，映商館，商庖などを設定して，数週間にわたって生産や流通や売り買いをし

て遊んだ例が述べられているo このようにドラマゲームは，エリコニンの役割遊びが組織犯さ

れて発展したものであると言える。 ドラマゲームと劇遊びは同賓の活動ではないが， ともに役

割遊びの何らかの発展形態であることから，両者を比較することによって劇遊びの特徴が見え

てくるだろう o

劇遊び、の第三の特徴は，大人が介在して比較的長期にわたる協同的活動が展開されることで

ある。ごっこ遊ぴの多くは，その日その時間に自発的に参加していた子どもにより即興的に始

まり展開し消滅する。しかし劇遊び、では，大人と子どもが協同で活動を展開していく。劇の完

成に向けてストーリーを創造したり，台詞を考えたり，道具を作ったり，役を決めて練習する。

すなわち，今日の活動が明日の活動の準備段階としての意味も持つようになり，活動に子ども

河土の協同が必要とされる。

，~遊び?の第四の特徴は，言語や象徴化がモデルの働きをすることである o たとえば，劇遊び

の契機としてもちいられた絵本は，物語世界のイメージの共有を助け，役決めや道具制作の際

に再び活用される。また，協同で創作した台本は，劇の練習をとおして繰り返し参照され， と

きには修正もされる。これらの第二，三，四の特徴はドラマゲームにも該当するものであり，

役割遊ぴの発展形態としての共通の特性を表しているo

最後に， 'U遊ぴの第五の特徴は， ドラマゲームとは異なる劇遊びの独自性に由来する。それ

は，最終的に麟遊びを作品として眺める観客の存在である。ここでいう観客とは，発表会など

における実在の観客のみを意味しているのではない。たとえ発表会や実在の観客がなかったと

しても，劇遊びには機能的な意味での観客が存在する。子どもたちは，麟遊びをとおして，自

分たちの展開するやりとりを第三者の視点から「見られる」ものとして意識する。つまり，自

分たちの活動を他者の視点から眺めて意識化するようになる。そして，観客に見せる「出来映

えJ を目標として活動が進められる。そのために自分たちの現在の活動を反省的に振り返り，

未来の目標に向けて協同して現在の活動をつくっていく。必然的に新しい自己評価が生まれ，

個人の心理発達だけでなく協同形態にも新しい質が出現する。

近年，文化塵史的アプローチや活動理論の立場から，就学前施設と学校の接続や，遊び、と

習の移行過程が広〈問題にされているo北欧を中心にした研究グループは r過渡的活動システ

ム(Transitory-Activity“System)Jという概念をもちいてこれらの問題に迫ろうとしている (at

session Scandinavian Perspectives on the Transition to Formal Education: Transitoryω 

Activity-Systems (T AS)， AERA 2004 Annual Meeting)。彼らは，レオンチェフ(1981)の

導的活動(Ieadingactivity) Jの概念に依拠した上で，幼見期の遊ぴと学主主期の学習という二つの

異なる活動システム関の移行と転換の過程こそを分析の対象にしている(狂akkarainen，2000， 

2002; Bronstrom， 2004) 0 上記で述べたような特徴をもっ劇遊びは，幼児期の遊び活動から
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輩期の美的生産的活動への移行形態として位置づけられ (El'konin，1989)， r過渡的活動システ

ム」の精織化につながる研究対象で、あるといえる。その分析をとおして，就学前の幼児の発達と

保育の特性の理論北，および遊び活動を切り口にした学びの再検討が可能になると期待される。

1.2 本稿の目的

本稿では，劇遊びの保育実践記録をとおして，保育への劇遊び導入によって怖がどのように

発達したのかについて検討する。検討の擦の第ーの留意点は，子ども個人の発達に液定せず，

参加する子どもたち全員の発達や劇遊び活動の発達も分析対象とすることである。そして，劇

遊びを想像力や創造性の発達と同時に人格発達とも関わる活動として捉える。前節で述べたよ

うに，劇遊ぴは想像力や創造性と人格発達が融合した活動であるため，分析の際にいずれか一

方のみを切り取って検討の組上にあげたのでは，劇遊びの融合的特性を分析の出発点から失う

ことになるだろう o

第二の穏意点は，劇遊び活動が行われた文脈を重視することである。保育者にとっては劇遊

び、をすること自体が目的なのではない。保脊者に一貫して通麗しているのは，劇遊びという活

動をとおして子どもたちに何らかのよい経験がもたらされてほしいという「期待」や「顧しり

である。劇遊ぴが組織される際も，はじめに麟遊びありきなのではなしそれまでの保脊活動

や子どもたちの状況を省察し，また保育者自身が抱いている子どもたちの育ちに対する願いや

実践的予期に蒸づいて劇遊びが導入されるのである。したがって，本稿のように離遊ぴという

活動を取り上げて検討する場合にも，保育という持続的で全体的な活動の中に劇遊びが埋め込

まれていることを留意しておかなければならない。具体的には，劇遊びが埋め込まれている

期的な保育実践の経過，劇遊び、以外の多様な保育活動と麟遊び導入との関連，保育者の「期待」

や「願いJ の内容を分析に織り込んでいくことが求められる。

第三の留意点は，.1郭遊び活動における子どもと保育者の関係を分析視点に含めることである。

劇遊び活動の時々で保育者が子どもにとってどのような存夜として立ち現れているのか，劇遊

び、活動の過程で保育者はどのような機能を来たしているのかを見る必要がある。加用(1982)

は，保育の中の遊ぴには「二重の二震性J，すなわち，遊びの人間関係のニ重性い虚構上の人

間関係としての交わりグと、実生活上の人間関係としての交わりつと実生活上の大人と子ども

の関係の二重性い対等な関係グと、上下関係つが存在すると指摘する。この二重性のバラン

ス如何によって遊ぴにおける大人と子どもの交わり方はいくつかのタイプに分類されるとい

うO 加用は，保育の中にさまざまなタイプの遊びがあるのは当然で、あり，重要なのはこれらの

タイプに優劣をつけることではなしさまざまなタイプを含めて遊びに「指導J を貫くことで

あると主張している。本稿では，加尽の指摘を受けて，多様な大人と子どもの関係を含めた遊

びの展開を了察に追うことによって r指導」と「発達」の関係を見ていく。以上の留意点は「保

育の中の発達J を記述し理論化することにつながる。

1.3 方法

「保育の中の発達J を記述し理論化するためには，研究の方法も考慮きれなければならない。

劇遊ぴの保育実践記録をとおして問題に迫ろうとする本稿の試みは，その一つの方法であろう o

「保育の中の発達」を理論化するためには，文脈や状況を無視しないシステム的分析が不可欠

である (Bronfenbrenner，1979; Cole，抗.， 1995) 0 その重要な条件は，記述者が対象者と同じ
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場面に参加し豊かな経験を持つことにより，対象者の多くの意味を理解することである (Bron-

fenbrenner， 1979; Emerson et al， 1995)。では I保育の中の発達」を記述する場合の「記述

者J I対象者」とはいったい誰を指すのだろうか。通常想定されているのは I記述者:研究者」

「対象者=子どもと保育者」で、あろう。だが，保育英践を創造する保育者と子どもの活動に内在

的に機能している理論 (theoryin practice)を研究対象とし，実践の中に生じる発達を見つめ

る視点を保持するならば，このように単純に「記述者J I対象者」をニ分してよいのかという疑

問が生じる (Schon，1983 ;佐藤， 1998)。実践内の活動や知は，保育者が自らの行為や実践を

省察し霞語化すること，すなわち「対象者」であると向時に「記述者」にもなることをとおし

て捉えられるのではないか。

ただし，保育者が「記述者」になればそれでいいということではない。そこにはもう一つの

条件である記述者間の協働が必要となる。実践者が自分の実践を後に言語化するということは，

実践における自分の行為や活動の対象北を意味する。それは時間的なズレを伴う。また，当該

の実践に関わっている各人の参加の立場や視点は多様なので，当然ながら空関的なズレが存在

する。このような二重のズレは，決して問題調されるべきことではなしむしろ多扇的に文脈

を織り込んでいく契機であると捉えられる o 実践者が自らの行為や実践を省察し雷語化する過

程で，この二重のズレによる複践的な視点を持つことは，自らの視点の独自性と根拠を理解す

るうえで不可欠で、ある(石黒， 1996)。

本稿は協働的に創られた保育実践記録にもとづいている。ここで本稿のフィ…ルドである北

大幼克闘を概観しながら，協働性の内容を述べておこう。北大幼児閣は，北海道大学大学院教

育学研究科附属乳幼児発達臨床センター内の「実験保育室」である。就学前 2年間に該当する

4， 5歳見を対象に，異年齢混合の形態で保育を行っている。職員は保育担当者2名，事務視

さ当兼保育補助者 1名，副関長 1名(センター助手兼任)，園長 1名(センター長兼任)の計5名

である。 2003年度の在留見は 2003年 12月時点で年長5歳児 12名目歳8か月 -6歳 7か月，

男児6名，女児6名)，年少4歳児8名 (4歳 8か月 -5歳 7か月，男兇2名，女克6名)の計

20名であった。保育時聞は月・火・木が8時 45分から 11時 30分，水・金は 8時 45分から 14

時までである。日常の保育における記録システムは I週案J (1週間単位の保育計画案)， I月

案J (1か丹単位の保育計商案)， I保育日誌」から成っている。「逓案J，I月案j は保育担当者

が作成し，職員全員でその内容を確認し共有する。「保育日誌、」は毎gの保育終了後に保育担当

者が一日交替で記入し，他の職員も参照可能なように職員室の共用ファイルに保管されている。

また，こうした記録物の他にも，保育終了後の口頭の打ち合わせや雑談の中で子どもたちの様

子や保育活動についての重要なa情報が語られ，それが後の実践に反映される。

本稿で取り上げる劇遊び活動は， 2003年 11月13Bから 12月12日までの 1か月間にわたっ

て取り組まれ， 12月13Bのクリスマスお楽しみ会において溺児の保護者の前で発表された。劇

遊び活動の過程は，前述した日常の保育における記録システムの他に，本稿の執筆者の 1人が

テγ タ/レビデオカメラで撮影した。劇遊び活動終了後，保育担当者2名が保育日誌を参照しな

がら麟遊び導入までの実践概要と劇遊び活動の過程をまとめ，本稿執筆者4人による検討が行

われた。また，それは潤外カンファレンスでも報告された七本稿執筆者の 1人による劇遊ぴ活

4 文部省科学研究費基盤研究B'発達・学習支援ネットワークのデザインに関する総合的研究J(平成 15年度一)，

札幌地区「幼児・児童量期の子ども遠の保育支援ネットワークの形成に関する研究」第 1回ミーティング (2003
年 12月 19臼)。
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動への参与観察をもとにした研究報告(藤野， 2004) も他の執筆者に共有された。保育指当者

の実践記録は執筆者全員によるミーティングにおいて検討され，ヱド稿の考察部分は執筆者会員

の議論に慕づいて構成されている。したがって，本稿の内容は執筆者全員の協議と費任に負う

ものである。

本稿の構成は以下のとおりである。まず次の 2.では，-表現活動」という軸を立てて 2003年

度の幼児園における保育活動を概観していく。それによって，全体の保育活動における劇遊び

活動の位龍づけが明確になり，保育者が何を重視して保育を行ってきたかが浮き彫りになると

思われる。続いて 3.では，劇遊ぴ導入前の状況から導入後の詳細な過程までが，具体的なエピ

ソードとともに時間経過に沿って描き出される。そこには，子どもの様子だけではなしその

ときどきの保育者の実践的思考や省察も記述される。そして最後の 4.では，問題設定とこれら

の保育実践記録を受けて総合的な考察を行っていく。

なお，ここで本稿を著す文体について注記しておいた方がよいだろう。本稿では，l.と 4.は

常体， 2.と3.は敬体を用いている。これは 2.と3.が保育者による保育英践記録であることに

由来する。もちろん敬体を常体に機械的に変更することは可能で、ある。だが，保育者による保

育英践記録の語り口が敬体であったという事実の背景には，単なる習慣の問題には留まらない，

実践との関わり方の特徴があるように思える。したがって本稿では，機械的に常体に統一する

のではなく，保育者の語り口を尊重するためにそのまま敬体を用いることにした。主題や紙幅

の関係上，この問題について本稿で論じることできないが，今後の考察を必要とする重要な論

点であると考えている。

2. 2003年度の北大幼児圏における表現活動

2.1 4丹の子どもたちの様子と保育のねらい

4月当初は，入国・進級による変化の大きな時期であり，また異年齢混合の保育形態の襲撃し

きも感じながら保育をしていました。集団生活が初めての新入閣児，遊び、を見つけられずに走

り回る進級見，それぞれが自分のしたい遊び、を見つけられるにはどうしたらいいか，また，み

んなでひとつのイメージを持って遊べない現状をどうしたらいいかについて， 日々模索し話し

合ってきました。友だちと一緒に遊ぶ、ことが楽しいと思える活動を一緒に経験していきたいと

いう患いでスタートしました。その中でまず，

(1) 自分たちで遊びをみつけよう。

(2) 恵まれた環境を生かして自然に親しもう。外遊ぴをたくさんして体を動かそう。

(3) 集団遊び、をしていこう。自分はもちろん友だちも大切に思える気持ちを育てよう。

をねらいに置いて保育していくことにしました。次節では，その中から 2003年度の北大幼児留

における表現活動を追いながら，子どもたちの姿を述べていきたいと思います。

2.2 表現活動

ここでは，表 1を参照しながら，表現活動をまとめていきます。表中の「種類」は r年齢別

保育講座~ (2003)を参考にしながら北大幼見盟の保育に照らし合わせて種類分けしたもの，-特

徴」とは~年齢期保育講座』の 4 歳児 5 歳児の姿を追いながら，北大幼児国の園児の姿のそ

れぞれの特徴を書いたものです。
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表 1 2003年度の北大幼児圏における表現活動

種類 特徴

膏楽・ 1<音楽〉

リズム・ l・ピアノ等の伴奏にあわせて歌う。曲

身体表現 iにのって体を動かし自分を表現する。

.みんなの気持ちが歌て。つながって一

つに集まり「仲間と歌って楽しいな」

「みんなと一緒にいるって楽しいな」と

いう仲間意識が歌を通して育つ。

〈リズム〉

・音楽に合わせて身体を動かすことが

好きになる。ただ動くだけでは満足せ

ず，より美しくしなやかな身のこなし

を自分自身に要求する。

.自分の身体をコントロールし，全身

運動と並行して細かい運動もできるよ

うになる。腕・足・背の筋肉が強くな

ることと同時にしなやかさも出てく

る。

〈身体表現〉

(体育活動・全身運動)

.遊びを中心とする 4歳児の活動か

ら 5歳児は遊びの要素を取り入れな

がらも，自主性や積極性の高まりに見

合った多様で、多面的な「動きづくり」

を盛り込み，質的に高い活動へと発援

する。

北大幼児鴎の活動における保育者の
働きかけと子どもの姿

Q歪盤整金金金主企ム丘ム宝之進L金金
歌を取り入れる。

-自由遊びの時間に，友達と一緒に歌い

ながら遊んだり，お散歩で予をつなぎ

ながら歌って歩く姿が見られるように

なった。

-秋頃には新しい歌を覚えるのも平くな

り，ピアノに合わせて自信満々に戸も

大きくなってきた。

0手遊び・わらべうたを豊かにする。保

育中の時間を使って，みんなで楽しめる

ものを取り入れていく。

-自由遊びやお散歩でも，子どもたちか

ら「やろう j と声が出て，友達と一緒

に楽しむようになった。

画面監三酉
{運動会に向けて}

…体操，お遊戯，フォークタツス

[お泊り会に向けて}

…フォークダンス

O リズム活動を取り入れる。

・春頃にはみんながする様子を見ていた

り，あまり気が進まなかったり，身体

が動かなかったが，後半は「リズムや

ろう J Iやりたい」と意欲的に身体を動

かし，生き生きと表現できるように

なった。

0お散歩や外遊ぴを豊かにする。どの子

も知っていでできる戸外遊びを積極的に

取り入れる(自然に毅しむ・四季折々の

変化に気づく・足腰を鍛える・遊ぴを豊

かにする)。
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.J1. 

・子どもが主体的に喜び、と自信を増幅

できるような活動を用意する。それま

でに蓄積された動きを一層磨き，歩走

行確立のための「動きづくり」として

展開する。

E量亙可了百El1事]
(1)静的動き， (2)歩き方や走り方， (3) 

飛ぴ方， (4)自分と他のものとの位

置関係，を学習する。

→これらは 4，5歳児に共通するが，

S歳児には発達と関わって正確さ

や安定性の高い動きを求める。

l'動きづくり」に対する保育者の視点|

(1)子どもの身体状況等をふまえる。

(2)身体を動かす楽しさを実感させ

る。

(3)創造的な活動にする。

.自分の意思で身体をコントロールす

る力を身につけるo 目や手足と意思を

協応させながら活動(なわとび，こま

など)を遂行する。興味を持ったこと

を継続し，失敗しても我慢強くやりと

げる。

4 

.こうした全身運動と手指の操作がさ

らに描画活動で展開される。

-王手少4歳児は，恩賜辺の探索から始め

た。歩くベースがぱらぱらで，見通し

をもつことも難しかったが，次第に目

的をもってお散歩に行けるようになっ

た。目的地でも友達と遊びを見つけ，

遊べるようになった。

0意欲を引き出し，頑張る気持ちが持続

するよう働きかける。

!運動会に向けた取り組みi
i年少4歳児}

歩く，走る，飛ぶ，ぽっくり

[年長 5歳児}

なわとび，鉄棒，戸板のぼり

-年長先はなわとびの秘密の練習が始ま

り，登閤後すぐ練習したり，家で練習

してきたり，継続して頑張るカを見せ

てくれた。その頑張りを見ながら年少

組がぽっくりを一生懸命練習してい

た。

・ひとつのことに取り組み，できる喜び、

(達成感)と，友達を応援し見守る力が

育ち，自信につながった。

iその他の取り組み|

鬼ごっこ，ハンカチおとし，組み立

て遊び(滑り台，飛び「箱，平均台)， 

なわとび，長なわ

|お正月遊ぴ大会|

カルタ，すごろしコマ，お手玉，

羽子板

|手指操作の活動i
[U'ゅんぴゅんゴマ}

-できるようになるとみんなの前で発表

し r名人」に登録される。 2学期初め

から 3月修了時まで続く。

[コマ回し]

・年長児による 3学期の取り組み。でき

るようになった子がまだできない子に

つきっきりで教える姿が見られた。 2

月米のお別れ会では，年長見全員がコ

マ回しを披露した。
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〈造形〉

.ごっこ遊びにより現実味を加え，そ

れに必要な用具も自分で再生させるよ

う麗関する。自由な表現活動から「つ

くる活動」が派生的に現れてくる。

〈摘商〉

.イメージを展開する力や，絵でお話

するカを育てる。それらは， (1)自由な

イメージ， (2)生活のイメ…ジ， (3)お話

のイメージを通して育つ。

-画面に繰り広げられている子どもの

活動，すなわち展開されているイメー

ジに自を向ける姿勢を大切にする。

0土，粘土，紙，ハサミによる活動を取

り入れる。

i具体的素材の一例l
{季節の糞材]...どんぐりコマ，まつ

ぽつくりのけん玉，落ち葉結り製作，

どんぐりリース

{他の素材]…折り紙，染め紙，吹き絵，

スチレン版木，段ボ…ル

• 2学期は，ものづくりを豊かにしよう

と「折り紙J rつくって遊ぼう」を週 1

回ペースで計画したが，行事が多く不

十分な面もあった。

0活動や行事の後に印象や思い出をほぼ

毎時絵にする。

・はじめは考えても考えても描けなかっ

たり，画用紙に小さくしか描けなかっ

た子どもも，次第に商用紙いっぱいに

表現できるようになってきた。

0保育者は子どもが描いた絵のお話を毎

回聞き，その絵の解説として著書きとる 0

・自分のイメージや，絵の世界をお話す

るのが上手になってきた。

文学 1<文学>

・絵本に表現されている言葉と絵か 10降園前のひととき，保育者が絵本の読

ら，子どもたちはお話の世界を心の中|み関かせをする。

に生き生きと感じ，彩り豊かにきめ細!

かくイメージを描いていく。子どもた 103学期からは，年少児と年長児に分か

ちの想像力を刺激し，感受性を豊かに iれて，それぞれの要求に合った絵本の読

していく。 Iみ聞かせをした。

.お話や絵本の内容を全体的につか

み，主人公と河佑しながら楽しみ，わ

かる o 空想の世界を無条件に楽しむ。

-ファンタジーの世界を描いた絵本

.ユーモアにあふれた絵本

-冒険心を刺激し，活動意欲を湧か

せるような絵本

i絵本選択の特徴i
{年少4歳見]

主に絵本の世界を楽しめるもの

{年長5歳児]

物語の澄界に入り込み，短い話では味

わえない感動を得るもの

O 「ぷれっぴい」の存在を導入する。

. 1年を通してみんなでお空想世界を楽し

んだ。(※)
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、士会

〕つ」迎主

び、

お当番活

動・グ

ループ活

動

〈ごっニ遊び〉

・ものごとの関係認識ができ，経験に

より蓄積されたイメ…ジが系列化され

る。

-役の行為を，個々の動きのおもしろ

さによってだけでなく，役の行為のつ

ながりを認識して演じる。

-役割遊びができ始める。雷語による

イメージの交流や操作が活発になる。

栢手の立場に関係づけて自分の役を捉

えたり，小集罰で見通しをもって遊び

を発濃させるようになる。

.'生活の主人公」として，仲間を思い

やり大切にする。互いに対等で、平等な

関係をイ乍り出す。

くお当番活動〉

.集団の中に自己を位襲づけて律す

る。みんなの中の自分の位置や役割が

自覚されてくる。

.13治能力の基礎となる他捧から自律

への力を獲得していく。

〈グループ活動〉

・自分たちの生活を自分たちで進めて

いけるような集間を徐々に目指す。

(1)集団生活におけるルールを，仲関と

の関わりや生活，遊びを通して，さ

らに広げ深める。ク、、/レーフoの中での

自分の役割を自覚する。

(2)グループの活動のなかで生じてきた

矛盾を，グループメンバ一同士で、考

えさせて解決の方向を探る。

(3)クラスの運営活動としての当番，係

活動，グループ。での当番活動，係活

動，遊ぴ活動を通して，年長を中心

にしてリーダーを育てていく。

O 2学期開始時の保育者のねらい

(1)手で作り出す活動を豊かにする。

(2)ごっこ遊びゃイメージを楽しむ。

(3)自分で考えて作り出し，グループ。で自

分の考えを言う。栢手の話を聞き，相

手の意見を認める。

• 2学期に年長女児2人で始まったケー

キづくりから，ケーキ麗「プリティショ

コラ」関届へ，そしてお岩屋さんこ、っ

こへと発展し，全員で、「ぷれっぴいマー

ケット」を賭鹿した。(※)

0今年震は，保育者が子どもたちの現実

に合わせながら，どんなお当番をどのよ

うにするのか模索しながら取り組んだ。

(※) 

|お当番活動の例i
畑の水やり当番

朝の会での自己紹介など

O自分の考えを持つ，相手に伝える，お

友達の話を聞く，考えるといったことか

ら始める。(※)
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以上が2003年度の幼克閣における主な表現活動です。次に， 4月の目標にそって行った活動

のうち，劇遊ぴにつながっていった 3つの大きな活動について述べます(該当する活動は表 1

に※印をイ寸した)。

(1) rぷれつぴい」との交流

お散歩で見つけた理学部横の古いレンガの廃屋を，子どもたちが、お化けの家汐と苦い親し

みをもっていたのをきっかけに，自由遊びでもおばけごっこをする姿が見られるようになりま

した。この時期に保育者は，共通のイメージの中で遊べるものや，意欲的に活動や生活をする

きっかけはないかと考えており，これが「ぷれっぴい」の登場へとつながっていきます。

一人の男の子がぷれっぴいの家に手裏剣を置いてくると，ぶれつひ。いからお礼の卵が届き，

それを材料にしてホットケーキパーティーをしたり，ぶれつひ。いの家がある"~れっびいの森グ

へお手紙を持って出かけたり 1年間を通してぷれっぴいとのやりとりで遊ぶことができまし

た。ぷれっぴいへの期待があるからこそ，みんなで共通の想、像力を広げ，その世界を共有し，

存分に楽しみ遊びこむ経験ができるきっかけになっていったのではないかと思います。このよ

うに，この 1年間は rぷれつひ。い」というみんなの中に存夜する共通の世界を一緒に楽しみ，

それを通して， 自的を持って長い距離を歩く力(ぷれっぴいの森探検)，みんなで一つのことに

取り組む力，グループで協力する力が育って欲しいと思って取り組んできました。

(2) r .)~れつぴいマーケット」の開鹿

2学期当初に女の子 2人で始まったケーキづくりからケーキ麗さん開届までの過程では，こ

の遊びを保醸し成功させてあげたい，満足感を味わわせてあげたいという思いから，まず物づ

くりの環境を整えていきました。そして，近所のケーキ展さん見学や前日の J)ハーサルを経て，

当日l土、売る人万、ウエイトレスグ、買う人グ、食べる人グと，にぎやかにみんなで楽しんで終了

しました。他の子どもたちも「次は自分が」と，お}古屋きんをすることへの期待をふくらませ，

お腐屋さんごっこに向けた活動に入っていきました。

まず，自分の作りたいおj苫麗きんを言って，、レストラング、アクセサリー屋グ、折り紙屋，、お

菓子屋グの 4J苫に決定しました。製作活動の後は作った物を毎回見せ合いみんなの前で発表す

ることをとおして，作った物を再認識して次回への見通しを持つことにつなげていきました。

この頃，みんなの前で自分たちの作った物を自信をもって見せて発表することによって，お1古

屋さんに向けての自信と見通し，みんなの前で発表したいといっ力が年少見にもつき始めまし

た。年長児には，中心になって進める役割をとおして経験を深めるよう配癒し，すべて自分た

ちで話し合って作り上げていく過程を大切にしました。

10月29日のお}古屋さんごっこ当臼は，各お1苫の年長児を中心lこ，年少児もれ売り手，、買い

手グを楽しみ，お鹿屋さんこ、っこの満足感、を味わったのでした。この「ぷれつひ。いマーケット J

の活動を通して，作り出す楽しき，みんなで一つのことに取り組む意欲と達成感，成功の喜び，

自分の考えをみんなに伝えるカ，友だちの話を聞いて認める力，みんなで一緒に考える力がつ

いたと考えています。

(3) おさ話番活動とグループ活動

一般的にはこれらの活動は集団づくりや労働に位寵づけられますが，今年度は，みんなの前



64 

で自分を発揮することを課題にしていこうと考えて，あえて表現活動に含むことにしました。

朝の会のお当番活動には，クリスマスお楽しみ会を見通してみんなの前に立って発表する機

会を作るという保育者の隠れた意図もありました。このお当番活動を通して，みんなの前で、立っ

て話をしたいという意欲が，年少児にも少しずつ見られるようになってきました。

グループ活動は，自分たちで一緒に考えて作っていくことを自覚して行動するような仲間意

識形成のきっかけになってほしいと考えて導入しました(グループ活動の概要は表2を参照の

こと)。

4， 5歳児の異年齢j昆合形態であるため，はじめは自分の考えを押し通そうとしたり，相手

の意見が認められず話し合いにならないなどの問題も経験しながら，最後には年長児を中心に

協力してまとめたり，グループ。集団として活動できるようになっていきました。

表 2 グループ活動の概要

グループ
取り組み名称 グループ活動の内容

替え)1僚序

1 
5月のお誕生会 -ぷれっぴいからの卵のプレゼントを使ってホットケーキを

作る。

収穫祭
-木の実と落ち葉を使って飾りつけを作る。

2 -カレーを作る。

秋のパス遠足 -グループ単位で行動するo

-お腐屋さんの品物や脂作りを準備する。

3 お}苫屋さんこ、っこ -当日はそれらのグループをベースに， り手と買い手に分

かれる。

11月のお誕生会 -くるみクッキーを作る。

4 雪中運動会 -グループ対抗で団体競技をする。

3月のお誕生会 -グループごとに出し物を考えて発表する。

2.3 まとめ

このように春から秋にかけて rぷれつひ。い」の存在をとおしてみんなで共通のイメージを

持って遊んだり，一つの課題を継続してみんなで共有することができるようになりました。ま

た rお1苫麗さんごっこ」では，作り出す楽しさや成功の喜ぴを味わい，みんなの前で発表する

力が育ち始めました。ここで、は，取り組むおもしろさと喜びをみんなで共有してきました。そ

して rお当番・クのループ。活動」ではさらに，みんなの前に立って発表する力や， 自分たちで考

えて進めていくカがつきはじめ，遊びゃ生活の意欲になっていったと考えています。これらの

活動や経験は単独で、存在するのではなしすべてが関連しながら麟遊び、活動へと移行していき

ます。

3 .ごっこ遊びから劇遊びへ

このように子どもたちは，ゆっくりと確実に力をつけてきました。そこで，クリスマスお楽

しみ会を総合的な表現活動の場と位置づけ， 11月から約 1か月にわたって劇遊ぴに取り組むこ
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とにしました。しかし，昨年のクリスマスお楽しみ会では麟遊びに取り組まなかったので，年

長児も経験がなく，それに加えて考慮しなければいけないことがいくつかありました。

表現活動は，前章で見たようにさまざまな形で、行ってきましたが，春からずっと持ち越して

いる諜題がありました。共通のイメージを持ち何かの役になって虚構の世界の中で遊ぶような

こ、っこ遊びがなかなか広がらず，全員で取り組んだおf在庫さんごっこでも，ごっこ遊ぴの楽し

さは副次的なものにとどまっていました。

子どもたち一人一人も弱さを抱えていて，年少 4歳児では，特有のはずかしさや照れなどか

ら表現できなくなる子，経験のないことには挑戦していけない子，みんなの活動に入っていけ

ない子などがいました。この子どもたちに対しては，ごっこ遊びから劇遊び、への活動を通じて，

表現することが楽しいと思えるよっに保育者が支え，仲間と共にこれらの弱さを克撮して自信

に変えていきたいと考えました。年長 5歳克は，お腐屋さんこ、っこで保育者の援助を受けて，

集団の一員として話し合いを進めたり計画を立て見通しをもった活動を行いましたが，まだ自

分たちで自覚的に取り紐むまでには査っていませんでした。この子どもたちに対しては，十分

に時間をかけて子どもたち一人一人の意見を引き出し，共通理解の上でイメージを共有し，

体的に劇づくりに取り組んでいきたいと思いました。

これらの現状を踏まえて，この劇遊ぴの取り組みでは，表現遊ぴ上の目標と人格発達や集団

発達上の目標を立てて実践していきました。その結果子どもたちがどのように変わっていった

のかについて，保育者の意関を明確にしながら書き進めたいと思います。

まず，今年度当初からのごっこ遊びと，約 1カかミ月関にわたつて取り級んだ

り組みを，その内容によって 4つの時期に分けました(表 3)。以下ではこの時期区分に沿って

実践を述べていきます。

表 3 ごっこ遊びから昼間遊びへの経過

第 1期 ごっこ遊ぴ 1， 2学期 子どもたちの自発的なごっこ遊び

第 2期 劇遊び 1 4回 ごっこを楽しみ「遊びきるJ

第 3期 (11月から約 1か月間， 5-8回 劇遊びへの移行

第 4期 計 14関の取り組み) 9-14副 舞台での練習

3.1 第 1期:発展していかない自発的なごっニ遊び

ごっこ遊ぴは，朝の自由遊ぴの時間などに見られていました。春には年長男児を中心に，テ

レどの影響から「ポケモンごっこJ で遊んでいました。しかし，テレビをよく見ている子ども

が遊びの中心になってポケモンのストー 1)ーをそのまま再現しようとする一方で，テレビをあ

まり見ていないためにイメージが乏しい子どもはそのストーリーについていけず，両者とも

やったやられたのトラブルに終始して遊びが続きませんでした。この「ポケモンごっこ」は，

年長先が適切な課題に出会ったり自分たちで遊びを組織できるようになるにつれて，自然に消

滅していきました。また，-家族ごっこ」は 1学期から続いていましたが，子どもたちは家を作

るまでを楽しむだけで，役割遊び、は展開せずに他の遊び、に移っていました。

保育者は，子どもたちのやりとりの中にごっこ遊びに発展するものやみんなの共通のイメー

ジになるようなものがあれば，そこから遊び、を盛り上げていこうと考えていました。しかし，
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そのような契機となるようなものはなし共通のイメージの中で自分ではない何かの役になっ

てクラス全体で、豊かに遊ぶことはできていませんでした。そこには，入国以前のごっこ遊びの

経験の少なき，絵本などからイメージを広げて想像あそびを楽しむ経験の少なき，圏内の小道

具の不足など，複合的な要民が考えられました。

設定保育の中では，クラス全体で想像遊びを広げられるように，保育者が創造した想像上の

存在である「ぷれっぴい」を活動の節目に登場させ，共通のイメージを持って遊ぶ経験を積み

重ねてきました。また 2学期当初に取り組み始めた「ものづくり j から発展したお庖屋さん

こ、っこでは r売り手」や「買い手」として，実生活とは異なるやりとりをする経験を楽しめま

した。しかし，お}古屋さんごっこの活動の中心はあくまで準傍段階の「ものづくり J であり，

自分ではない何かの役になることや，ストーリー展開に見られるような康構の世界のおもしろ

さを楽しむことは十分に保障できませんでした。

これらの現状から，子どもたちは自分たちが玉体となったごっこ遊びをまだ十分に展開でき

ていないことがわかります。保育者は，クリスマスお楽しみ会をこれまでの総合的な表現活動

の場と位置づけて，それに向けて「劇遊び・劇づくり」に取り組もうと考えていましたが，そ

の「虚構の世界」のおもしろさを味わうためには，まずこ、っこ遊びを豊かに展開する必要性が

あると強く感じました。

3.2 第 2期:ごっこを楽しみ r遊びきるJ

北大幼克園では，年度当初に関目標や年間保育計画を立てていません。そこで，クリスマス

お楽しみ会に向けての保育計画を立て，この取り組みの中で大切にしていきたいことを保育者

間で確認し合いました。

3.2.1 クリスマスお楽しみ会に向けての保育計画における確認事項

(1 ) 保育者のねらい

①劇遊びに入る前に，ごっこの世界を十分楽しみ，役で表現する楽しさを知る。

⑨ 自分たちで使うものを協力してっくり，共通理解を広げてイメージを共有する。

③ 観客に観られることを意識イちする過程で，仲間や自分自身を評価する話し合いを経験し，

一人一人が自覚的に劇づくりに取り組む。

(2) 保育者の配慮

保育者主導で劇の脚本，大道具，小道具などを用意して子どもたちにお仕完寄せのものを演じ

させるのではなく，子どもたちが主体的に取り組めるように，ごっこ遊びを子どもと共に楽し

み，イメージをふくらませるo その後の劇遊びに移行するために一つ一つの過程を大切にし，

子どもたちの声を引き出す話し合いを十分に確保しながら，子どもたちの思いを最大波に援助

していく。

(3) 題替選び

題材選び、の際には，①こ、っこ遊びを豊かに展開できる，②役割問の関係がはっきりしている，

③言葉のやりとりが特徴的で楽しい，④小道具や大道具が効果的である等の条件を考慮して，

何点か選出しておきました。今までの活動で不足してきた想像遊びを補うために絵本を題材と

して，具体的には「狼と 7ひきの子ヤギJ rおおきなかぶJ r 3びきのこぶたJ rグリーンマント

のピーマンマン」を候補に挙げておきました。また，もつ一方で、，お話づくりからこ、っこ遊び
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に広がってほしいという願いもあり，春から親しんでいる「ぷれつひ。い」を題材にする選択肢

も残しておきました。

3.2.2 ごっこ遊び r"，i~れつぴい王の大冒険J で遊んで‘みる (11 月 12 日)

春から親しんできたぷれつひ。い。子どもたちはホールいっぱいにダンボールでお家を作り，

それを「ぷれつひ。い屋敷」と名づけてお家ごっこのようにして遊んでいました。そこで保育者

は子どもたちの想像も広がっているだろうと予測して iぷれつひ。い王の大冒険」という設定で

ストーリーを語りながら子どもたちを誘い込み，こ、っこ遊びからお話づくりへと進めようと

えました。

朝の自由遊ぴのとき，ぷれっぴい屋敷で遊ぶ子どもたちに í~れつひ。いで遊んでみよう」と

誘い込むと i何なあに，侍するの?J と将人か集まってきたので iここはぷれっぴいのお域

です。ここにはぷれっぴい王が住んで、いました」と保育者がお話とせりふを語りながら嬰険ごつ

ことして遊んで、みました。子どもたちは冒険ごっこは楽しそつなのですが，具体的なイメージ

が持てないのか自分の発想が広がらず，やりとりの声も出てきませんでした。一向に話は発展

せず，子どもたちから「またやろう J の戸も上がらなかったので，この遊びはこのままストッ

プしてしまいました。

3.2.3 絵本からごっニ遊びへ(11月 13日)

「ぷれっぴい玉の大冒険」で、は具体的なイメージが持てず遊びが広がらなかったので，絵本の

世界からごっこ遊ぴを広げていこうと考えました。誰もが知っていて親しみやすいこと，ストー

リー性があってやりとりが楽しいことなどを考躍して i狼と 7ひきの子ヤギ」を題材の候補に

選びました。麟の具体的なイメージを知ってもらっために 10月下旬のお誕生会で保育者と親が

演じた「赤ずきんちゃん」の劇で、も，狼役は登場していました。また，ホールいっぱいに広がっ

た段ボールのぷれっぴい屋敷は，ヤギたちの家としてすぐに遊べる状況でした。このように，

f狼と 7ひきの子ヤギ」を題材にする際の環境も整っていると思われました。

11月訪日の自由遊びの時間，保育者が年長女児のAちゃん， Bちゃんと話しているとき， 1 

か丹後に迫ったクリスマスお楽しみ会の話題が飛ぴ出しました。「去年の年長さんはクリスマス

会で3びきのこぶ、たのベープサートをしたけど，今年は何するの?J と聞いてくるので¥保育

者自身がそのとき題材選び、に少し悩んでいたこともあり，保脊者から提案するのではなく年長

先の意見を聞いてみようと思って iニ人は何がしたいの?J と尋ねると iうーんと 7ひき

の子ヤギなんかいいんじゃない?Jと言つのです。ここ何日間か文庫の部屋で保育者が i7ひ

きの子ヤギの絵本ないんだけど見てない?J と何人もの子どもに聞きながら探していたので，

Aちゃんと Bちゃんにこのよ 7な考えが思い浮かんだのかもしれません。理由は控細なこと

だったのですが，子どもたちから声が上がったので，その日の設定保育で絵本を読み i狼と 7

ひきの子ヤギ」ごっこをすることにしました。

十分な経験のない子どもたちが，絵本を読み終えた後に，ストーリーの登場人物になって自

分から台詞を言ったり動いたりできるのだろうか。想イ象がつかなかったので， とりあえずこの

B はぶっつけ本番で、やってみることにしました。いつもの絵本の読み方ではなく，一つ一つの

台認をオーバーに，その役になったょっにして読み，場面の絵をしっかりと見せながらぐっと

お話の世界に引き込んでいきました。 i面白かった!J iやりたーいJ iあそび、たーい」といっ
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た意外に素誼な子どもたちの反応にび、っくりしながら rよし， しめた!J と思い rじゃあみ

んなで、やってみよう! 誰が出てきたっけ?J と問いかけると，子どもたちは口々に「おおか

みー!J r子ヤギー!Jと，出てきた登場人物を口々に叫んで、います。すぐにもやりたくて興奮

状態です。保育者は「今日はどの役でも好きなのをやっていいよ」と，子どもたちのホやって

みたい! なってみたいいという気持ちを大切にして自分で役を選ばせることにしました。

狼と子ヤギの印象が強かったのか，このお話を最初にリードするお母さん役になる子どもが

いなかったので，この日は保育者の I人がお母さん役を務めました。みんなが興奮している状

況を理解できず、怖いなあグ、やりたくないなあグという表a情をしていた年少女児3人に対して

は，別の保育者が「じゃあお母さん，今日は森へ子ヤギも 3人連れて行ってください」と，お

母さん役の保育者と手をつながせて， 自然に参加できるようにしていきました。年長児男女 4

人が狼役，その他の子どもたちともう 1人の保育者は子ヤギ役になりました。

お母さん役の保育者がお話をリードし，子ヤギ役と狼役の年長児はストーリーを理解して，

ホールいっぱいに広がったぷれっぴい盤敷のドア越しでやりとりをします。狼役の子どもたち

は，手袋や紺の上靴を手にはめたり，粉をつける場面以降は紺の上靴をひっくり返して岳地の

底を見せたり，この臼から役づくりを始めていました。このときの狼はまだ擬人化されたもの

ではなく，動物のイメージのまま四つ謹いで子ヤギの家にやってきて，白い手を見せると我慢

できずにどっと子ヤギの家になだれ込んで、いました。一応、予ヤギを食べるふりをしているよう

ですが，ぷれつひ。い屋敷の中を走り罰って，まるで、鬼ごっこの様相です。ホールの真ん中で大

いびきで寝たり，用意したダンボールの井戸に折り重なるように入り込んだり，井戸に落ちる

場蔀でも狼になりきって楽しむ姿が見られました。年長男児のCくんは，一番小さい子ヤギを

かつて出て，声色を変えて役になりきっていました。他方で，年少児はストー 1)ーを追うのが

精一杯で，何とか年長について行動しているといった状態でした。しかし r狼死んだ，狼死ん

だ」と飛び、上がって喜ぶ最後の場面は， とても開放感があるのか，全員がおもしろさを実感で

きる瞬間でした。

ごっこ遊びが終わった直後に，子どもたちから「また明日もやりたーいJ r楽しーい! もう

ー聞やりたーい!J といった声が上がりました。子どもたちにとってとても新鮮な経験だった

ようで，この日はクラス会体がごっこの世界でひとつになって遊ぴ，素直におもしろさを実感

することができました。

これ以降のごっこ遊びでは，役交代をしたり一つの役にこだわったりしながら，年長児を中

心にごっこの世界を楽しみました。この時期は，狼役の年長男児Dくんが時計に隠れた小さな

子ヤギを食べようとして他の子どもから指摘を受ける誌か，年少児の多くはストーリーを十分

に理解しているとは言えない状況でした。しかし，保育者はこの後も繰り返して遊ぶ、ことによっ

てストー 1)ーについての理解は深まると考ふ、自分ではないものになるかという楽しみを広げ

イメージを膨らませるために，その役らしく見えるための小道具づくりを提案しでごっこ遊び

が継続するように工夫していきました。

3.2.4 ごっこを遊びきる (11月2013) 

ごっこ遊びも 4間目。強役にこだわるDくんが家でお面をつくって持って来てくれたので，

保育者と一緒に自分たちのアイテVアで小道具をつくることにしました。子ヤギ役は画用紙を

コ&に切って手作りのへアーバンドに貼り付け，お母さん役はエプロンと食べ物を用意しまし
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た。狼役はお面と衣装づくりです。子どもたちの当初からの要望に沿って，狼らしく見えるよ

うに茶色のビニール袋に穴を開けた全身茶色の衣装が完成しました。アイテVアを出し合って

自分たちでどんどん製作する姿には，秋以降の物づくりの経験が生かされています。この小道

具を使つてのごっこ遊びによって，一人一人がそれぞれのイメージの役にもっと近づき， とて

も楽しめるものとなりました。

最初のこ、っこ遊びでは，保育者も一緒に役割を引き受けて見せることによって，役になる楽

しみを伝えたり，消極的な子どもたちを支えてきました。しかし，この頃になると，保育者の

を借りなくても自分たちだけで能動的に遊べるようになってきました。その背景には，ごっ

こ遊びを何閣も繰り返し楽しんだことや，自分たちで小道具をつくった喜ぴがあったのだと思

います。このようにごっこ遊びが盛り上がりの頂点に達したとき，このままでは楽しさに変イち

がなく飽きが生じてくるのではないかとも予想できました。そこで，今なら劇遊びに移行しで

も自分たちのものとして主体的に一人一人が関われるだろうと判断し，劇づくりに向けての話

し合いをすることにしました。

3.3 第 3期:虜g遊びへの移行

この時期は，舞台や観客の存在を明確に意識化し，話し合いをしながら劇遊び、へと移行して

いきました。イメージを共有するために，台本づくりや大道具づくりにおける話し合いを重視

しました。

3.3.1 ごっこ遊びから撰遊びへの話し合い (11月間日)

子どもたちは全員で、ごっこの世界を十分に楽しみ，まだまだ荷度も繰り返し続けて遊んで、い

きたい様子でした。保育者としては，他の題材にも触れてほしいという思いがありましたが，

、この遊びが楽しい。という子どもたちの思いを受け止め，みんなの話し合いでクリスマスお楽

しみ会での出し物を『狼と 7ひきの子ヤギ』の劇に決めました。そして，この日初めてお客さ

んの存在を子どもたちに知らせ，自分たちが楽しんでいるごっこ遊ぴに対して，観客の視点を

意識させました。「舞台Jという キーワードに，子どもたちと共に話し合いを進めました。

保育者「みんなに考えてもらいたいことがあるんだけど， クリスマス会のときは，お父

さんやお母さん，見にくる人がたくさんだよね。今まではホールいっぱい使っ

て子ヤギの家や森や野原で遊んだけど，今のままでお客さん見るところあるか

なあ?J 

ども r? J 

保育者が何を うとしているのか， どの子どももわからない様子です。

保育者「クリスマス会のときは，ステージといって，あの舞台のよでやるんだより

子ども「ああ，知ってる知ってる。 3ぴきのこぶたとかしたよねoJ

はじめは保育者が何を雷っているのかわからないといった顔をしていた子どもたち弘、劇を

見てくれるお客さんはホールにいて，劇をする自分たちは舞台にいるグことを理解すると，こ
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の舞台で劇をするためにはどうしたらいいのかについて考え始めてくれました。

子ども「お母さんヤギが森で食べ物を探すとき，先生のお部屋に行けばいい。J

これは，舞台のすぐ横にある職員室を森に見立てて，お母さんヤギはそこに器、れるといいの

ではないかという意見です。「それがいいね-Jと，一緒にお母さんヤギをやった王子少児は大賛

成です。

保育者「いいねー。じゃあ食べられちゃった予ヤギはどうするの?J 

子ども「ダンボールをここ(舞台横)に置いて，その中に隠れればいい。」

子ども「井戸もぐちゃぐちゃだからつくろう。」

保育者「そうだねえ。じゃあ子ヤギの家は?J 

子ども「これ(ぶれっびい屋敷)持っていけばいいっしょ!J 

子ども r(舞台の)半分は家で，半分は野原がいい。」

(実際にこの意見による配置は本番でそのまま使われました。)

ども「ぷれつひ。いマーケットの時みたいに，子ヤギの家の看板も書こうよ。」

子ども「絵本の中には台所もあるし，家の中のものも考えよう。」

子ども「時計もね。」

森も木も野原も糸も針もはさみも…と次々に，今足りない物をつくろうという声が上がりま

す。また，

子ども「半分はお家だから，舞台の半分の所で狼が言って，半分の所で、ヤギが言ったら

いいよ。」

と，大道具や小道具に関することだけではなく，自分たちが演じる時を想像した上での発言も

ありました。

このように，前半は保育者の問いかけに子どもが応えるような話し合いでしたが，後半は保

育者が 1)ードしなくても子どもからどんどん声が上がってきました。しかし，年少克や何人か

の年長児は，その場にいても話し合いに入れず，途中で保育者が話を開くように促した時しか

参加できませんでした。この日の話し合いは，今までになくたくさんの子どもたちの声が聞け

て，その発言の一つ一つが劇づくりに進むための共通のイメージづくりへとつながるものでし

たが，発言できずにイメージを持ちきれなかった子どももいました。

3.3.2 みんなで台本づくり (11月初日)

e これまで絵本を何度か読み返したり，狼と子ヤギに分かれて、らしく見えるにはどうしたら

いいのかグを話し合うことをとおして，その役のイメージを膨らませてきましたが，それぞれ

の役の台詞を保育者が決めるようなことは敢えてしませんでした。何度もこ、っこ遊ぴを重ねる

うちに，年長児が 1)ーダー的存在になり，同じ役の子どもたちをまとめて，息を合わせて台詞

を言う姿が見られてきました。しかし，まだ年少児を含めたみんなのものにはなっていません
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でした。そこで，ご、っこで遊んだ、やりとりの台詞を一つ一つ確認し，どの子も台認を理解して

自信を持って言えるように台本づくりをすることにしました。

その際に保育者は仲立ちに留まり，あくまでも子ども自身が台本を創り出せるよう配醸しま

した。まず保育室の前閣の患に紙を貼り， に見えるように書いていくことにしました。た

とえば r先生みんなの台詞覚えてないから教えてほしいなあJと最初に声をかけ rそっかあ。

で，次は誰が言ったっけ?J と発言をつなぎ，意見が分かれた時には「どっちにするの?J と

尋ねるなど，保育者が子どもに教えてもらうというスタイルを多用して子どもたちの台詞を引

き出すように心がけました。そして，つくられた台本は，

ばらく張り出しておきました。

の認識になるようにホールにし

この台本づくりでは，単に絵本をなぞ、るのではなしごっこ遊び、を してきた年長児を中

心に，そこで楽しんだやりとりの台詞を台本にすることができました。台本の中には，ごっこ

遊びを豊かに広げるために取り入れた，絵本には描かれていない場面も挿入されました。その

一つが，お母さんヤギが登場する前の場面です。絵本では，跳びはねる子ヤギたちをお母さん

が見守る挿し絵になっていますが，ごっこ遊びでは，子ヤギ役の子どもたち全員が「かごめか

ごめJや「お茶をのみにきてください」のわらべうたで遊んでいました。このわらべうた遊び

が楽しくて子ヤギ役になろうとする子どももいるほど，お話の中の楽しい場聞として位置づい

ていましたので，台本にもしっかり加えられました。また，子どもたちの要望により，劇のは

じめにナレーションも入れることになりました。

年長児を中心にどんどん話し合いは進みましたが，年少児は 〈劇したい」と訴えたり，

いま対象となっている場面とは奥なる場腐を思い浮かべているようでした。年少見にとっては，

実際にこ、っこ遊びをしているときにはストーリーに沿って動けても，そこから離れて場面を考

えることは困難だったのだと患います。全体の共通理解をもっ一歩深めるために，年少児に役

の気持ちになって考える機会を確保するなどの工夫が必要で、したが，そこは取り組みきれな

かった部分でした。

3.3.3 自分たちのイメージで大道具づくり (12月1臼)

11月20日の話し合いのときに，子どもたちから大道具のイメージがたくさん出ていたので，

それを大切にして大道具づくりをすることにしました。ヤギの家の看板，時計，井戸，野原の

花などが挙がったので，っくりたいものを子どもたちに選んでもらいました。足りないものは

保育者にも用意してもらいますが，子どもたちは自分たちのイメージでどんどん作業していき

ます。

、らしく見えるグことにこだわって井戸を作ったチームは，白いチョークで井戸のレンガを一

つ一つ丁寧に描き上げたり，段ボールで汲み桶を作り上げるなど，自分たちのイメージそのま

まのものをつくるためにかなり工夫していました。このように，みんなで協力してつくってい

く楽しさを実感し，お話のイメ…ジを具体化することによって，本物に近い良いものをつくり

たいという患いが芽生えてきた大道具づくりでした。

3.4 第4期:舞台練習

3.4.1 初めて舞台を使ってみる

台本をみんなで話し合って決めた日，舞台の上で、やってみることにしました。舞台の上なの
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に，狼役の子どもたちは今までどおり四つ這いのまま登場し，ヌゲオーカ、、オーと自分たちの思い

のままに動き間り，一人一人ノ〈ラパラにヤギの家にやってきます。ヤギの家の玄関扉には，ヤ

ギと狼が団子のように群がってやりとりをしています。子どもたちは押し合いへし合いの大混

雑で，ここが狭い舞台の上だということを考えていません。舞台を使っても，ごっこ遊びのま

まで満足しているようでした。

けれども，終了後に年長男児のCくんが，自分から書いたいことがあると口火を切り i狼の

戸が小さいし，ナレーターをみんな言えていないJ と発言したのです。すると，何人かの年長

児が続けていくつか指摘してくれました。「狼が井戸に落ちるところは，本当にダンボールの中

に入るのではなくて，落ちるふりをすればいいJ という意見が出ると，すぐに子どもたちによ

る演技指導も始まりました。落ちるふりが上手だった子どもには，他の子どもから拍手喝采が

送られました。

この何人かの年長児は，役を演じて遊ぶと開時に，客観的に自分や友だちを見ることもでき

ているのです。先の言葉は，子どもたちの中に生まれた「よりよいものをつくりたい」という

思いから出てきたのだと思います。ここに遊びの費の転換が感じられました。

けれども他方で，年少児やDくんは，これらの発言を聞いても， iOOの役をやって楽しかっ

たjと自分の役についての感想、を苦うだけでした。自己表現ができた楽しさは感じられますが，

それはまだ主観的な見方のようでした。

3.4.2 劇を見てもらう (12月 3日)

前田の初めての舞台練溜はまだまだごっこ遊び、の延長だ司ったので， cくんたちが言ってくれ

たことを思い出しながら i劇らしく」するにはどうしたらよいか話し合ってもらいました。同

じ役のメンバーが集まって話し合うのですが，なかなか話が進みません。特に年少児は，客観

的に劇を見る視点がまだ育っていません。そこでこの日は，初めて他の先生にも見てもらって，

お容さんの存在を意識し，お客さんの感想を聞くことにしました。それをとおして，自分の役

はもちろん，やりとりをする相手や一緒に遊んでいるみんなにも自を向けていけるよ 7にと

えました。

お容さんとして先生方を紹介し，この日義けたばかりの幕を51いて，いざ始まり始まり! 緊

張気味の子どもたちゃ年少児は，今まではただ楽しければよかったこの遊ぴを先生たちに見ら

れて戸惑っています。他方で年長児は，見られているからこそいいところを見せようと躍り切っ

ています。

一通り E揺が終わり iみんなとっても上手で、ぴっくりした!Jとちょっとオーバーに褒めても

らってから iお客さんにお尻を向けているJ i初めのところで子ヤギたちが何をして遊んでい

るのかわからないJ i声が小さいJなど具体的な感想を言ってもらいました。子どもたちは，一

人一人の先生の話を神妙な顔で聞いていました。そして，この後にもう一度やってみると，年

長児は言われたところを何とかしようとして，大きな戸で台詞を言ったり，年少児に「こっち

だよ竿く早く」と舞台袷で指示するなど，自分で考えて行動する姿が見られました。

3.4.3 r子ヤギ役のEて手すJ

年少児のEくんは，閣を休みがちで人や物とじっくり関われず，みんなが楽しそうなことを

していても入れなかったり，朝の会で座って話を聞けなかったり，ホールの隅でゴロゴロする
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姿がよく見られていました。今回の劇遊びの取り組みでは，最初の自に欠席したため 2回目

からの参加になりました。

登園した日の朝に，保育者はまずEくんにこ、っこ遊び、のことを話したり，本を一緒に見たり

しましたが，実擦に遊んで、みないと楽しさは実感できないと思い，年少児や保育者とともにE

くんに予ヤギを体験してもらいました。このときは「楽しかった!J と実感できなかったのか，

その後は自分から参加することなしホールの偶に座り込んだりフラフラと歩いていました。

しかし，決してすべてを拒否しているわけではなしみんなが小道具づくりをしているときに，

rEは野原をつくるじと自分で折り紙を折ったり，大道具づくりのときにも自分で野涼をつく

り始めていました。それは，みんなと遊び、たいけれど入りきれないでいる姿のように見えまし

た。このようなEくんに対して，保育者は無理強いはせずに，でも縦続的に声はかけながら見

守っていました。すると， 12月3臼に変化が見られたのです。

この日は，舞台を使った 2毘自の日でした。それまでのごっこ遊び、から観客を意識した劇遊

び、へと変わってきており，子どもたちはみんな自分の役をがんばろうと張り切っていました。

特に年長児は自分と間じ役の子どもたちをまとめていこうとしていたので，保育者はEくんの

ことを受け止めてもらえるのではないかと思いました。そこで， rE はお客さんになるJと見学

しようとしたEくんを誘って， rEくんも入れてねじと子ヤギが遊ぶ場聞に入ってもらいまし

た。

劇冒頭のわらべうたがEくんの遊び慣れた「かごめかごめ」へと変更されたことが影響した

のか，それとも初めて麟遊び?の楽しさを実感したのか， E くんはこのとき初めて最初から最後

までとおして参加することができました。そして，この日の二度目の続習では，子ヤギ役の他

の子どもたちに支えられ， 自分で関頭場面から参加することができたのです。さらに，この二

度目の糠習終了後の役紹介では，それまでのような照れやはにかみもなし堂々と「子ヤギ役

のEで、す」と言えました。この日を境に， E くんは保育者の予を借りることなく参加し，当日

も生き生きと子ヤギ役をやり遂げました。

このEくんのエピソードは，なかなか取り組みに参加できない子どもに対して，その時々の

状態や育ち，心の動きなどを見ながら柔軟な働きかけをすることが大切だと感じさせるもので

した。劇をよりよいものにしようという意欲を持ち始めた年長児，その思いに応えようと自覚

的に動き始めた年少見。その中で居場所を見つけ，楽しかった経験をきっかけに一緒に動き出

すことができたEくん。これらの相互作用は集団での取り組みだからこそ起こり得たものであ

り，個々人の意識の変化が相倹って集団の賓が変化していきました。

3.4.4 劇を見てもらい r何か盟ったニとはないですか?J (12月 g日)

舞台での劇遊ぴを始めてから，子どもたちからも「ここが良かった」と友だちの良かったと

ころを認める声が聞こえ始めました。そして rこうしたらいい」という友だちの指摘を取り入

れられずにいた子どもたちに，その指摘を自分のこととして受け止める姿が見られ始めました。

劇遊び、開始当初から狼役にこだわっていた年長児のDくんは，狼役になることがとても楽し

し相手のことを意識せずにいつも前へ前へ進み，自分のベースで台詞を言って満足していま

した。けれどもこの日，舞台上で場面ごとに区切って練習した際に r狼がバラバラにドアに来

てる! ドア押さないで、離れて寄ってほしいj などと，狼に対する注文がたくさん出されたの

です。これを契機にDくんは，自分を律して周りを見ながら怠を合わせて台詞を言うようになっ
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てきました。

また，お母さんヤギ役の年少女見は熱演のあまり，舞台上で役から離れて自分に戻り，-そこ

違うよ! こっちだよ! うるさいよ!J と言ってしまっていましたが，そこを指摘されてか

らは， ぐっと我慢して周りを見るようになりました。客観的なもう一つの視点、から自分を見ら

れるようになったのです。

特に年長児は，周囲にいる大人に積極的に自分たちの劇を見てもらい，-何か国ったことはな

いですかじと意見を求めるなど，劇成功のために余念がありません。そして，自分たちも劇

に対してどんどん意見を言うようになりました。

このように，一人一人の規点の変化によって，劇がどんどん変わっていきました。そうして

迎えた総練習では，子どもたちは自分の役割を十分理解し，何より一人一人が自信を持ってそ

の役を演じていました。

3.4.5 喜びを共有 rおおかみと子ヤギの劇がんばるぞJ (12丹12日)

クリスマスお楽しみ会の前日に行われた最後の練習は，翌日の本番を意識した緊張のためか

元気がありませんでした。一度だけのつもりで始めた練習でしたが，子どもたちはみんな納得

できなかった様子で，-もう一回やりたい!Jと保育者に替ってきます。その意気込みに押され

て， もう一度だけ，今度は本当に最後の練習をやることになりました。このときの子どもたち

の集中力はものすごし一人も欠けることなく堂々と演じきり，自信に満ちていました。二度

目の練習が終ってからも，何とも雷えない達成感と満足感に溢れ，みんなが一つになれたとお

互いに感じられ，-ゃった! ゃった! ゃった!Jと子どもたちも保育者もいつまでも飛び、跳

ねたのでした。「明日がんばるぞ、!J ，-お一!J。この熱気は翌日の本番へとつながりました。

クリスマス会当日は会場がたくさんのお客さんで埋め尽くされ，いつもと違う雰商気の中で

の発表となりましたが，子どもたちは「おおかみと子ヤギの劇がんばる!J と気持ちを一つに

して臨み，臆することなく自信に満ちた顔で舞台に立つことができました。秋におきち番活動が

始まった当初は友だちの前で自分の名前すら替えなかった子どもたちが，仲間に支えられなが

ら生き生きと自分を表現することができたのです。観客の誌かい拍手に包まれて，子どもたち

の楽しかった「狼と子ヤギj の発表は終わりました。

3.5 まとめ

「みんなで共通のイメージを持って遊び、たい」という思いから始まった春からの保育におい

て，保育者は，-4， 5歳ならこれくらいできるよね」という概念は捨てて，ゆっくり丁寧に子

どもたちの発達を見極めながら進めてきました。

今年度は読み聞かせの時間をなかなか確保できず，絵本やお話の世界を に広げられな

かったので，共通のイメージの世界で遊ぶ経験はお腐屋さんごっこが初めてでした。自然発生

的にごっこ遊び、が広がらなかった要臨には，それまでの子どもたちの経験不足と閣の環境設定

の不十分さがあるように思えました。子どもたちの中からごっこ遊ぴが始まればそれを丁寧に

掬おうと思っていましたが，なかなかその兆しも見られなかったので，今回は絵本を契機にし

て保育者と共にごっこ遊びを楽しみ，離遊び、に移行していきました。

第 2期に展開されたごっこ遊ぴでは，保育者は常に子どもたちと悶じ位置にあり，ごっこを

心から楽しむように心がけました。そして，子どもたちがイメージを共有して楽しさを実感で



保育における劇j遊ぴ導入の発達的意、議事 75 

きるように援助しました。この笑践過程をとおして，ごっこ遊びの経験が乏しい子どもたちで

も，共通のイメージを持ってごっこの楽しさを実感する機会を保育者が保育の中で作り出せれ

ば，主体的に意欲を持って役割を認識して遊べることがわかりました。

この過程を丁寧に踏むことなし保育者主導で出来合の台詞を覚え込ませ，いきなり劇をつ

くろうとしても，子どもたち一人一人の伸びやかで、生き生きとした自己表現は実現しなかった

でしょう。今聞のごっこ遊び、から劇遊ぴに至る実践では，子どもたちの意欲を引き出すこと，

つまり遊びの主体者が子ども自身となるように，まずごっこの世界を豊かに広げ，そのごっこ

の世界を遊び、さることが何より大切だと学び、ました。

麟遊び、に移行してからは rよりよいものをつくりたい」という思いに基づいて，多くの年長

児が客観的に劇を批判し評価するようになりました。その一つ一つが他児に影響を与え，良い

評価を得たときには相手に認められたと感じて自信が深まっていきました。愚闇の大人たちの

温かい言葉もさらなるやる気を引き出し，ホお容さんの立場グカミらの先生方の言葉は子どもたち

の視点を変えていきました。 D君や年少見のように自分の思いだけで行動していた子どもたち

も，相手の視点に立って自分を捧しながら演じられるようになり，年長児は劇の成功をめざす

1)ーダーとしての視点を持つよつになりました。このような二者の意識の変化が，保育者が予

を施きなくても自分たちで劇をやり遂げる力，集団の推進力となっていきました。

このような相互作用が生まれるのも， Eくんのような個人の育ちを支えていけるのも，複数

の子どもが集まった取り組みだからこそであり，集団保育の大きな意義はここにあると思いま

す。今回の劇遊びの取り組みでは，話し合いを了察に保醸することによってイメージが共有さ

れて共通理解が進み，子どもたちは仲間や大人の言葉をくぐって自己を調整していきました。

保育者が薩接的に働きかけなくても，子どもたちの視点、が変化し，集団の質が高まっていくの

がわかりました。どの子どもも自信を持って生き生きと活動できたこの劇遊び、の取り組みで

った力は 3学期のグループ活動でも発揮され，卒留に向かう年長児と進級に向かう年少児

の活動に深〈織り込まれていきました。

4. おわりに

4.1 ，g遊び実践では何が程二っていたのか

上記の保育実践記録は， 2003年度の北大幼児閣における表現活動と麟遊ぴ実践について，そ

の詳細な過桂と実践者によって捉えられた意味を豊かに提示している。ここではこれらの実践

記録をもとに，保育への麟遊び、導入によって伺がどのように発達したのかを検討していきたい。

だが，それに先だ司って，保育者の「期待」や「願しりの内容を繋理しておく必要があろう。

なぜなら劇遊び導入の発達的意義を検討するためには，それが行われた文脈の理解が不可欠

だからである。上記の保育実践記錨でも繰り返し述べられているように， 2003年度の北大幼児

園の保育実践に通底する保育者の「願しりは次の二つの言葉によって特徴づけられる。それは

「自分たちで」と「集団の中で」である。「自分たちで、J には，自律性への期待と同時に，子ど

もが達成感や自信を得る前提として保育者が意欲性や能動伎を重視していることが色濃く表れ

ている。また r集団の中で、」は，集罰に特有な活動の楽しさを経験することや，保育者による

直接的援助を超えた子ども関士の多様な関係による桔互援助が生まれることへの期待を意味し

ている。つまり，保育者が「集団の中で、J と語るとき，集団生活への単なる適応ではなく，イ
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メージの共有によって遊びを楽しむことがめざされているのだ。今留の麟遊び実践はこうした

文脈において保育に導入された。

では，この劇遊び実践ではいったい何が起こり，子どもたちは何を経験したのだろうか。そ

れは各時期における子どもたちの活動の対象から明らかになるだろう。

まず，ごっこを楽しむことに主眼を置いた第 2期を見てみよう o 年長児は自分の役にふさわ

しい声色やふり行為を工夫して，狼らしさや子ヤギらしさを表現することを楽しんでいた。ま

た，狼役のD見を、注意したエピソードに表れているように rストー 1)ーを逸脱しない」という

jレールを意識していることがわかる。他方で年少児やD児は，狼や子ヤギらしいふり行為を行っ

ているものの，それが必ずしも他の登場人物とのやりとりに制約されてはいないため，時には

ストーリー逸脱が生じることとなった。すなわち，年長児にとっては、ストーリーに埋め込ま

れたその役らしいふり行為を行うことグが活動の対象であったが，年少児やD児の活動の対象

i土、単にその役らしいふり行為を行うことグであったといえる。

第3期は，舞台や観客の存在を意識化させ，話し合いをしながら劇遊び、へと移行していった

時期である。この時期には，台本づくりに代表されるように，それまでのごっこ遊びを対象化

して想起するような活動が中心になってくる。年長児は自分が演じてきたごっこ遊びのストー

リーを説明したり，舞台上での動きを想像しながら，そのような活動に積極的に参加していた。

他方で年少児は，台本をつくるということの意味自体がよく理解できていないようだった。こ

のように，第 3期の活動をとおして，年長児は，それまでのこ、っこ遊びを鳥撒図的に見て

で対話するという経験をした。しかし，年少児にとってはこれらが活動の対象とはならなかっ

た。

舞台練習に移行した第 4期になると，年長児にとっての活動の対象は劇の完成度をあげるこ

とへと変北した。作品として劇全体を意識するようになり，作品の向上におもしろさや楽しさ

を感じているようだ、った。他方で年少児は rストー 1)ーを逸脱しない」というルールを次第に

意識するようになってきたが，作品として麟全体を見るという視点はまだ見られなかった。

このように劇遊ぴ実践の各時期において，年長見と年少児では活動の対象が異なっていた。

年長児は第 4期に移行するにつれて，作品としての劇を意識し，劇の成功に価値を求めるよう

になった。そのような年長児による，息を合わせて台詞を雷ったり適切なふり行為を考えると

いった試みが，年少児にストーリー遵守のルールを意識させる契機となったのではないだろう

か。今回の劇遊ぴ実践は，年長児と年少児のそれぞれにとっておもしろさの質が異なっていた。

つまり，活動の対象が異なった複数の小集団を含みながら劇遊びは進行していた。このような

ズレが両者の発達に持つ意味はたいへん興味深い問題で、あるが，それについては今後のさらな

る実践データの積み重ねと詳細な分析が必要であろう。

4.2 劇遊び実践における保育者の機能

今回の麟遊び実践の過程には，保育者の多様な機能が介在している。

まず，ごっこ遊び、を楽しむことに主眼を置いた第 2期には，保育者は自らお母さんヤギや子

ヤギの役を引き受けて，子どもと一緒にごっこ遊び、をしていた。子どもと対等の立場で楽しそ

うに役を演じることを擾先し，子どもの行為に対して「このようにするんだよJ と遊ぴの外か

ら指導することはなし、対等な遊び手としての保育者グの色合いが強かった。しかし，保育者

は子どもと完全に対等に遊んでいたわけではない。そこには，大きな戸でわかりやすく台詞を
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いながらストーリーを展開する、語り手としての保育者ヘ「子ヤギさんはお母さんヤギと一

緒にお買い物に行こうかな」とさりげなく年少 4歳児を参加させる、誘導役としての保育者グ

もいた。また，ごっこ遊び、が終わった後に，対等の立場にある遊び予として「楽しかったー」

と雰囲気を盛り上げながら，それに続けて「やってみてどうだ、った?J と子どもたちに遊ぴを

振り返る省察の機会をつくっていた。

つまり，保育者は子どもと対等の立場の遊び手になることによって子どもを活動に引き入れ，

遊びで、喚起された情動を共に味わうと同時に，大人である保育者の視点から，劇遊び活動の未

来を志向した働きかけも行っている。そして，ごっこ遊びの国数が重なるに従って保育者は徐々

に役から離れていき，遊び、予としての機能は棺対的に弱くなっていった。

続く第 3期になると，保育者は舞台や観客の存在を意識化させ，それまでのごっこ遊びを対

象化するような活動を導入した。このような活動の設定自体は保育者主導で行われたが，活動

の過程では保育者は意識的に、開き手グの立場を維持し，あたかも子ども主導で進行している

ようなインタラクションに努めていた。しかし，話題が加方向に逸脱しそうになると保育者は

ホ司会進行役'として活動の方向を修正していた。つまり，保育者は，一方で、教え導く者。と

なって子どもたちの活動に一定の方向性を示しつつ， もう一方でホ教えられる者かとなって子

どもたちの発言意欲を形成していたといえる。

舞台練習に移行した第 4期には，保育者は「お客さんから見てどうか」と観客の存在を意識

させるような発話を多用し，子どもたちに観客という媒介物を用いて麟全体を評価するよう働

きかけていた。すなわち，子どもたちの活動の対象を作品としての劇へと移行させるように支

援していた。しかし，このとき保育者自身が完全に観客的視点に立って劇を指導したわけでは

ない。観客的視点から劇を眺めて批評するのは，保育に関しては潤辺的立場にある偽の職員で

あった。保育者はそうした観客と演じ手である子どもたちの関の位置にあり，観客の批評を子

どもたちに解釈して伝える、演出家的役割'と，子どもたちに近い立場でー絡に批評を聞いて

発奮する、仲間的役割グを同時に果たしていた。

以上で見てきたように，保育者はそれぞれの時期において常に複数の機能を発揮しており，

それらのバランスを調節することによって子どもたちの活動の動機や意欲を育てていた。保育

者は，このような微細なバランスに基づいたインタラクションをとおして，子どもと活動との

出会いをデザインしているといえる。

4.3 今後の課題

今後われわれが保育における劇遊び実践を研究していくための課題をこつあげておこう。

一つは，アーティファクトの利用に関する検討である。今閣の劇遊び実践では，絵本，小道

具，大道具，台本などのアーティファクトが用いられた。また，この他にも描画や造形などを

取り入れることも可能だろう。これらのアーティファクトはイメージの喚起や共有に多大な影

響を及ぼすと考えられる。それらが子どもたちの行為やイメージやインタラクションとどのよ

うに相互に関連していくのかについて，詳細に観察し分析する必要があるだろう。

もう一つの課題は，ごっこ遊び?と劇遊び、の活動特徴を比較検討することである。本稿では，

劇遊び実践の中で、ごっこ遊び、から劇遊び、への移行を取り上げたが，それは厳密には通常の自然

発生的なごっこ遊びとは異なる。つまり，劇遊び、実践の中でのごっこ遊びは役とストーリーが

予め与えられているが，通常のごっこ遊ぴではそれらは遊びの過程で創出され変更されていく
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ものである。劇遊び、の独自性と意義を明らかにするためには，通常のごっこ遊びとの連続性と

非連続性を実践的に検討することが不可欠となるだろう。
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