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Ⅰ．はじめに

否定 肯定

もにとってなぜ遊びが大切なのかをつかん

遊びが持続出来ないこどもが増えてきた

でいきたい。

と感じている。子ども同士、遊ぶことは自
然なことだと捉えていたので、友だち同士

Ⅱ．研究の目的

の遊びを深く追求をしたことはなかった。

・友だち同士の遊びを通して、子どもが遊

具体的に課題をもって保育士がしかけてい

びを持続出来ないのは何故か、何が起きて

く遊び、設定保育の中では、反省や評価を

いるのか原因を探り、子どもにとってどん

しながら保育を振り返ってきたが、子ども

な保育が必要なのか、本事例を通して明確

同士の自由遊びについては振り返りをあま

にしていきたい。

りしてこなかったように思う。何かトラブ
ルがあるとその都度保育士が中に入って、

Ⅲ．研究の方法

解決に導くなど少々場当たり的なところも

・平成 25 年 9 月～平成 27 年１月までの研

あった。根本的な解決には、つながってい

究

ないと感じながらその場を何となく凌いで

・対象年齢 １歳児と５歳児

いた。

・資料 連絡ノート、保育日誌、保育計

しかし、自由遊びにこそ子どもの姿がよ

画、指導会議録

く見えてくる。ごっこ遊びや、工作、かく
れんぼなど様々な遊びが展開される中で、

Ⅳ．事例と考察

すぐふくれる、怒る、威張る、せっかく仲

【事例１】
(Ｃちゃん１歳６か月)

良く遊んでいるのに強引に入ってきて壊す

＜エピソード１＞

など、遊びが持続できない、遊びを持続さ

月齢の高いＣちゃんは１つ上のクラスの
友達と一緒に遊んでいる。
Ｍ：「Ｃちゃんお医者さんしよう！」
Ｃ：「いいよ！お腹が痛いんです！」
服をめくってお腹を見せる。
Ｍ：「薬をだしますね」
Ｃ：「あ！お熱もあります」
Ｍ：「体温計で測りましょう！」
とてもスムーズな流れでお医者さんごっこ

せない子どもがいる。また、混合保育のた
め、いつも遊んでいる友だちと所属が違う
ことに納得いかない事例など、日々の忙し
さに振り回され、自分の保育が出来ないと
いう悩みを抱えながら、自分はどんな保育
がしたいのか、どんな保育を目指している
のか、失敗と反省を繰り返しながら、子ど
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を楽しみ周りにいるお友達にも声を掛けて
楽しんでいる。

【考察１】
いつも２歳児と一緒に遊んでいるのに何で
自分だけが違うクラス（こうさぎ組）で
発表会の練習なのか全く納得がいかない
Ｃちゃん。練習をしていても、じーっと保
育士を見て目で訴えてくる事が多く踊ろう
とはしなかった。普段一緒に遊んでいる２
歳児の子どもが自分にとっての仲間だと思
っていたようである。
【考察２】
そこでＣちゃんの所属を言葉ではっきりさ
せた方が良いのではないかと感じた。
所属を明確にしなければ進級の時にＣちゃ
んが１つ上のクラスの子ども達と一緒に進
級できないという悲しい思いをしてしまう
のではないかという懸念があったからであ
る。その為今まで製作やお絵かきはうさぎ
組（２歳児）で行っていたものをこうさぎ
組（１歳児）で行うように今後統一し自分
の所属をはっきりさせていこうと思った。

Ｍ：
「今日は○ちゃんのお誕生日！」
Ｃ：
「みんなでごちそう作ろうか～！！」
テーブルの上にお皿を並べて食べ物をのせ
る。
Ｃ：
「ハッピーバースデートゥーユー♪」
ごちそうを並べ終えると陽気に歌いだす
Ｃちゃんと２歳児の子ども達。
お誕生さんの名前を色々変えてみんなで
何度も誕生日の歌を歌いごちそうを食べて
盛り上がる。

＜エピソード３：心境の変化＞
お絵かきや製作をする時は、こうさぎ組で
一緒に行うようにした。発表会練習も始ま
って、こうさぎ組のお友達と過ごす事が多
くなる。発表会練習ではうさぎ組の踊りが
好きだったが、こうさぎ組の衣装を見せる
と、
Ｃ：「うわぁ！Ｃちゃんこれ着るの！！」
そう言いながら自分の衣装を大事に抱え込
んでいた。家庭でも喜んでいた様子があり、
Ｃ：「ふーわふわのスカートはくんだよ！」
と母親に伝えていて家庭でも喜んでいた。
Ｃちゃんも一緒に踊るようになった。

＜エピソード２＞
発表会も近くなり保育士が（以下、保）
保：
「発表会の遊戯練習するよー
Ｃちゃんはこうさぎさん（１歳）で練
習しようね！」
Ｃ：
「Ｃちゃんは、うさぎさん（２歳）だよ」
保：
「Ｃちゃんは遊ぶ時はうさぎさんだけど
本当はこうさぎさんなんだよ」
Ｃ：
「Ｃちゃん何でうさぎじゃないの？」
【資料１】
クラス
人数
状況
こうさぎ組
４名がうさぎ組と
（１歳児）
１７名
一緒に保育
（Ｃちゃん含む）
うさぎ組１２名＋
うさぎ組
１２名
こうさぎ組４名の
（２歳児）
計１６名で一緒に
過ごす

【考察３】
こうさぎ組が自分の興味のある事をやって
いる時は、こうさぎ組である事を喜ぶよう
になった。発表会はうさぎ組よりも豪華で
可愛い衣装になるように工夫した。少しず
つ心境の変化が見られるようになった。家
庭でもこうさぎ組のお友達の名前が出るよ
うになったと保護者から言われ、Ｃちゃん
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がうさぎ組だけではなくこうさぎ組との関
わりも増えてきたように感じた。こうさぎ
組の保育士にも甘えたりおしゃべりする事
が多くなり「自分はこうさぎ組」と手ごた
えを感じた。

プになってくれた。４人の複数担任のうち
新人２人、パート１人を抱えながらクラス
運営をしなければならない状況のもと、新
入児が多かったのでクラスが落ち着かず、
月齢が低くまだ歩けない子どもや、活動的
な子ども、泣いているこどもに手がいって
しまい目が行き届いていなかった。月齢が
高くしっかりした子に、遊びを保障してあ
げたくて、うさぎ組へ移動させた結果、本
来の自分のクラスがわからなくなり、不安
感を与えてしまった。また、Ｃちゃんと十
分に遊んであげられなかった事ですぐにＣ
ちゃんの思いに気づいてあげられなかった。
これを機会にこうさぎ組１７名全員が自分
のクラスに戻ってきた。気づいた事として、
４月はクラスが落ち着かず子ども達の話し
を聞いてあげられる環境ではなかった。発
表会練習が始まった１１月頃にはクラスが
落ち着き自分の気持ちを話せる環境であっ
た為、Ｃちゃんも自分の思いを話すことが
でき、私自身も声を拾い上げることができ
たのではないだろうか。小さい子どもなが
らに状況を感じ、自分の話しを聞いてほし
いと思う時は、保育士が十分に受容し共感
と余裕がある環境が大切だと感じた。

＜エピソード４
１歳児と２歳児をつなぐＣちゃん＞
１歳児はお世話する赤ちゃん。２歳児は一
緒に遊ぶ仲間。こうさぎ組と一緒に遊ぶ時
間が増えた事によって遊ぶ友達も幅広いも
のになっていった。Ｃちゃんと２歳児で一
緒に絵本を読んでいる時、
Ｃ：
「さぁ絵本読みますよー
トントントンアンパンマン・・」
手遊びを始めるＣちゃん。２歳児と１歳児
が加わり、一緒に「だるまさん」の絵本を
読んで動きを真似して楽しんでいた。Ｃち
ゃんの意識の変化でこうさぎ組と関わる事
が増え、そこからうさぎ組と自然な流れで
一緒に遊ぶ事が多くなってきた。以前は保
育士が仲立ちしながら、こうさぎ組とうさ
ぎ組で一緒にごっこ遊びをする事が多かっ
たが、
「ごはん作るよー」という掛け声で始
まるＣちゃんの遊びに１歳児も２歳児も加
わって遊ぶようになった。

【事例２】
５歳児クラス
男児１１名 女児１１名 計２２名
（Ｔ君：４歳９ヵ月 Ｆ君：５歳１ヵ月）

＜エピソード１ オレが！！＞
Ｆ君：
「にじのへやで鬼ごっこしよ～」
Ｔ君：
「オレもいれて～」
Ｆ君：
「いいよ。じゃあ～鬼決めじゃんけん
しょう。」

【考察４】
仲間意識が芽生えてきたところで発表会練
習が始まった。２歳児の仲間とは別々にな
り納得がいかなかったＣちゃんだったが、
こうさぎ組である事を受け入れた事によっ
て、結果的にＣちゃんがクラスをまとめて
いき、こうさぎ組とうさぎ組をつなぐパイ

保：
「いいね～じゃんけんで決めるの～。誰
が鬼になるのか楽しみだね。」
Ｔ：「オレがきめてやるよ！！」
Ｆ：「じゃんけんで決めようよ。
」
Ｔ：「オレが決めるって！」
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＜エピソード２ 合体ロボット＞

保：
「じゃんけんで決めようってルール作っ
たんじゃないの？」

みんなで集まり廃材を利用したロボットづ

Ｔ：
「いいの～オレが鬼やるから～」

くりが始まった。ロボット作りはＴ君が提

保：
「Ｆ君良かったの？じゃんけんで決めな

案。いつもに増してＴ君が生き生きしてい

くて。
」

る。

Ｆ：
「いいの！いいの！Ｔくんいつもこうだ

Ｔ：
「ねぇ～ここに手をつけたらカッコよく

からね。いつまでもゲームはじまらな

なるんじゃない。」

いしね」

Ｍ：「うわぁ～本当だ！Ｔ君すごいね」

（そして次の鬼決め・・・）

Ｔ：「ねぇ～Ｈ君もロボット一緒に作ろう」

Ｆ：
「やった～Ｆくんが鬼だ～」

Ｈ：「何つくればいい？」

（それから何度か鬼決めじゃんけんが繰り

Ｔ：
「Ｈ君さぁ～絵を描くの上手だから目を

返され中々Ｔ君に鬼役がまわってこな

作ってよ。
」

い・・・）

Ｈ：「わかった！やってみる！！」

Ｔ：
「飽きた！！オレもうやめるわ。
」

それから毎日自由時間になるとロボットの

Ｆ：
「えっ？まだはじめたばかりだよ」

共同制作がはじまった。

Ｔ：
「だってもう飽きちゃった～次はサッカ

どんどん大きくカッコよくなっていくロボ

ーしようよ」

ットをみんな大切に思っていた。ある日ロ

Ｆ：
「オレは鬼ごっこがいいな・・・」

ボットの手がとれていた・・・

Ｔ：
「あっそ～オレはもうやんないから～じ

Ｔ：「誰だよ！！これやったの！！」

ゃあね～」

Ｍ：「ぼくたちじゃないよ・・・」

（そういってその場からいなくなってしま

Ｔ：
「じゃあ！だれがやったんだよ！！Ｍ君

た。
）

とＨ君でしょ！」

保：
「Ｔくん、今のはないんじゃない？Ｆく

Ｈ：「ぼくもやってないよ・・・。」

んじゃんけん決めも譲ってくれたんだ

保：「もう一回みんなで作ったら？？」

よね？ゲームは最後まで終わらせよう

Ｔ：
「もうやらない！Ｍ君とＨ君で作れよ！」

よ」

Ｍ：
「そういっているＴ君が壊したんじゃな

Ｔ：
「わかった～また今度ね～」

いの？」

こうしていつもＴくんのペースで遊びもが

Ｔ：「なんでオレなんだよ！！」

中断されてしまう。

保：
「犯人捜ししないでみんなで作り直そう
よ」
Ｔ：「もういい！オレもうやんない・・・」
Ｍ：「まただ・・・」
せっかくみんなで大切にしていたロボット
づくりもそこで終わってしまった。
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【考察５】
みんなで何かしなければならない時、お話

父親クラブの縁日にて・・・

を聞く時間になると決まって途中で腰を折

Ｔ：「ここ何のお店？」

ってしまうＴ君。みんなの前で注意される

他父：
「おう！Ｔくん！くじだぞ！やってく

事も多く、そうなれば素直に話を聞く事も

か？」

余計にできなくなり自分の中に閉じこもっ

Ｔ：
「いや！オレスーパーボールやるからい

てしまう。思い通りにならなければその場

いわ」

から立ち去ったり、投げやりになってしま

他父：「おぉ～Ｔくんいっぱい買ったな～」

たりふくれたりという行動にでてしまう。

Ｔ：「うん。欲しい物全部買えたんだ～」

そのたびにみんなから「まただ・・・」と

それから少し経ち・・・

あきれ顔で見られるＴ君。それが当たり前

他父：
「Ｔ！！何やってるんだ？！」

の日常となってしまった。本当は伝えたい

（売上金の入っている小銭の缶を自分の鞄

思いや聞いて欲しい！気づいて欲しい！と

にザァ～と入れている）

いう思いはあるはずなのに素直になれず最

他父：
「こら！どこもってくんだ！！」

終的にはふくれてしまう。

（反応を楽しみながら笑いながら逃走。そ
の騒ぎを聞きつけた父親）

＜エピソード３ バザー＞

父親：
「お前何してるんだ！！何したかわか

毎年秋に行われるバザーは、各クラスの食

てんのか？！」

べ物の屋台の出し物や父親クラブによる園

Ｔ：「いっぱいお金入ってたから・・・」

庭での子ども縁日、子どもの部屋というリ

父親：
「お財布にお金なかったのか？」

サイクルおもちゃ売り場と地域交流の場と

Ｔ：「いや、まだ入ってる・・・」

しても毎年にぎわっている。そして今日は

父親：
「自分が何したかわかっているのか？

バザー当日・・・

ダメだってわかってやってんだろ

保：
「楽しみにしていたバザーの日だね。欲

う？！」

しい玩具見つかるといいね。たくさん

Ｔ：「・・・・。
」

おいしい物も食べて楽しんでね。」

父親：
「あやまりにいってこい！！」

Ｔ：
「先生～オレ欲しいものあるんだ～」

Ｔ：「・・・ごめんなさい。」

保：
「もう見つけているんだね。買えるとい

（勝手にもってくなよ～。と笑いながら許

いね」

してくれた他父）

Ｒ：
「オレも～」

楽しんでいたはずのバザーも最後には父に

Ｔ：
「Ｒくんもしかして○○の剣？！」

怒られた事で暗い雰囲気のまま終わった。

Ｒ：
「そう！！Ｔくんも？」

少し経ち父母揃って保育士と父親クラブの

Ｔ：「オレはベルト！でも剣も欲しいな～」

父親たちに謝罪にきた。予想もしなかった

保：「２人とも欲しい物が買えるといいね。

Ｔくんの行動に両親も落ち込んでいた。

お財布落とさないようにね。楽しんで
くるんだよ」
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【考察６】
バザー当日を楽しんでいたにも関わらずや

【考察８】

ってしまうのは何故なのか？人懐っこいＴ

「保育の見直し」

君は行く先々で他父に話し掛けられる事も

家庭での話を聞き保育園でもＴ君と向き合

多かった。Ｔ君も他父と遊んだり、話した

い方を見直す。Ｔ君の行動をよく観察して

りするのが大好きだったからである。親し

みる事からはじめる。どういった状況の時

みやすいという事から遊び感覚で売上金を

にそうなってしまうのか、Ｔ君が伝えた

鞄に入れてしまった。叱られる事は承知の

い！聞いて欲しいというサインを見逃して

うえでおこなっている。両親がいると嬉し

しまっているのではないか。自由時間を利

さからなのかいつも以上に行動がエスカレ

用し何気ない会話をすることからはじめて

ートしてしまう。

みた。はじめは長い時間話が持たず、すぐ
にその場から立ち去ってしまったが根気よ

【考察７】

く話かける事で日に日に二人で話す時間も

「家庭との連携」

長くなってきた。友だち同士のトラブルの

（父との面談）

様子をみていても、気持ちを伝えられない

家庭での様子はどうなのか話を聞いてみる

ままでいる事が多いため仲立ちに入ったり

とふくれるという事は日常の事のよう。父

別室を設け二人で話し向き合う機会をつく

母も忙しい為、話を聞いてあげる事ができ

ったりしてみる事にした。保育を見直す事

ていない事を悩んでいた。このままではこ

によりＴ君に変化は見られないかをみてみ

の先どうなるかととても心配はしている。

る事にした。

Ｔ君は父に対して強い憧れを抱いている。

それから２週間・・・

保育の中でも父の職業を真似たごっこ遊び
をしていたり、父のように力強くかっこい
い男になりたいという思いが強い。そこで、
お迎えの時に父親に面談をお願いしてみた。
Ｔ君の話をじっくり聞いて欲しいという思
いから、父に一緒にお風呂に入ってもらい
話を聞く時間を作ってもらったり、野球が
共通して好きな事から一緒にキャッチボー
ルをしてもらったり、戦いごっこの相手役
を引きうけてもらい体をたくさん触れ合っ

＜エピソード４ 合体ロボット②＞

て遊んでもらえる様提案をしてみた。期間

Ｔ：
「Ｈ君このロボットもう一回作らない？」

を短期間にしぼった。Ｔ君の変化を見てみ

（思いがけないＴ君からの提案にビックリ

たいとの思いと、変化が見られなければす

した表情をみせるＨ君。
）

ぐに保育プランを変更していけるようにと

Ｈ：「でも、もう壊れちゃっているよ」

約二週間に限定してみる。

Ｔ：
「大丈夫！この手とこっちの手つなげて
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長くして～、こっちの手新しくしよう」

【考察９】

Ｈ：
「なんか前より強くなったね！！」

（家庭から）

Ｈ：「じゃあ～こっちの手オレがつくる！」

母から連絡帳を通して二人の変化について

Ｔ：
「こっちの手長くしたのオレだからオレ

綴られていた。はじめは父事態も手探りの

がやる！！」

状態でＴ君もいつも以上に自分に熱心な父

Ｈ：
「まただ・・・」

に戸惑っていたという。話をする事が出来

（少し悩んだＴ君・・・）

るのかと心配していたが、父の熱心な働き

Ｔ：
「ねぇ、やっぱり一緒にここやろう！Ｈ

掛けがＴ君にも伝わっていき、日を増すご

君は絵も上手だからカッコよく色塗り

とにお風呂の時間がどんどん長くなってい

もしてよ。オレも手伝うよ」

ったという。お風呂を終えでてくるＴ君の

Ｈ：
「Ｔ君すごいね。壊れたからもう直らな

表情がどこかすっきりしていて、それと同

いかと思ったのに前よりカッコよくな

時に父もすっきりした表情を浮かべていた

ったね。
」

という。お風呂の中で話しをする事が二人

Ｔ：
「前のとは違うけど変身したみたいじゃ

には当たり前の事の様になっていったのだ

ない」

と母は嬉しそうに連絡帳に書いてあった。

Ｔ：
「どんどん変身させてってカッコいいロ

遊びの面でも父からはもちろんの事Ｔ君自

ボットにしよう。
」

身が父親という存在がより近いものに感じ

（前よりも大きく変化したロボットをみて

られたのか自分から体でぶつかっていき戦

みんなが一緒に遊びたいと言い出した。
）

いごっこをくり広げ二人でどんどん遊びが

Ｔ ：「 じ ゃ あ ～ み ん な で や ろ う ！ ！

発展していったのだという。父を通してＴ

Ｍ君はここを作ってくれる。Ｈ君は

君の奥底にある気持ちを母も知ることがで

顔作ってよ。
」

き、Ｔ君について父母が会話をする事も多

（Ｔ君の指示のもとロボットはどんどん変

くなったという。そして何より、Ｔ君が家

化していった。心なしがＴ君も生き生きと

庭で思いをぶつけるようになり気持ちが満

自信に満ち溢れている。
）

たされ落ち着いてきたように思える。
【考察１０】
（保育の中で）
みんなの前で叱るという行為をやめ、ふた
りでゆっくり話す時間をつくるようにした。
はじめはそれでも話を聞けなかったり、す
ぐにふくれていたが、繰り返し受け止め向
き合っていくことで徐々に自分の思いを話
すようになっていった。話をする事で情緒
が安定し、友だちとの接し方にも変化が見
られた。すぐふくれるＴ君が友だちの話を
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最後まで聞けるようになり、いつもなら「も

Ｔ君。何とかしてあげたい、何とかしなけ

ういい」と投げやりになるＴ君が話を聞け

れば、という思いから、保育の見直しと家

るようになった事で最後まで遊びが成立で

庭への働きかけを実践した。

きなかった問題も解決する事ができ、友だ

子どもの発達に応じた様々な遊びを促す

ちからみるＴ君の印象も変化してきた。本

ことは大事なことだが、ただ与えるだけで

来遊びをつくりだすのが得意なＴ君のまわ

はなく、周りから受け止めてくれる心地よ

りには自然と人が集まるようになっていっ

さを感じさせ、得意な部分を伸ばしていく

た。

ことが大切だと実感した。やがてそれが自
信となり遊びをどんどん発展させていける
のではないだろうか。こどもにとってどん

Ⅴ．まとめ

な保育が必要なのか、そのままのこどもの

自由遊びの時、こどもはよくトラブルを

姿を受け入れ、理解し、遊びの中で育って

起こす。トラブルの原因は様々であるが、

いるものを捉えて支えていきたい。自己肯

自由遊びの中のトラブルにこそ、子どもの

定感を育てていきたい。そのような保育を

抱えている問題がかくされていると感じた。

目指していきたいと感じている。

事例１は普段遊んでいる友だちとクラス
が違うことに納得できない内容である。私
たちは問題をよく起こす子どもに注目しが
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