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要　旨

　本論では、保育者を目指す学生に製作活動の教材研究を課し、その成果の記述について準備物を中心

に分析を試みた。その結果、材料と道具の具別が曖昧であることが分かった。また、準備物と製作工程

の記述に矛盾も認められた。これは、体験したことを記述に再現することができないということであり、

指導案立案に大きな課題があることを示している。言い換えれば、教材研究が意味を成していないのであ

る。これらを踏まえると、子どもの造形表現活動の十分な環境構成を整える能力を習得させ且つ、指導展

開を適切に構想させるためにも、教材研究の意義を改めて認識させることが必要であるといえる。
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１．はじめに

　保育者を目指す多くの学生は、幼稚園や保育所で
の実習前になると、指導案立案が難しいと言う。実
習期間中の子ども達との生活や保育者としての行動
への不安や難しさの声よりもはるかに、指導案への
不安を口にする者が多い。また、多くの実習園から
も「実習生が指導案を書けない」といった意見が聞
かれる。このことからも、学生にとって、指導案立
案は大きな課題であると言える。指導案が学生に難
しさを感じさせる要因は、子どもの姿の予想、教材
選択、指導・配慮のあり方などが予測される。その
予測に基づき、養成校では、指導案立案の理念から

具体的記述方法まで、複数科目で指導が繰り返され
ている。
　しかしながら、多くの実習園から「実習生が指導
案を書けない」といった意見は聞かれる。このよう
な実習園の意見も、その真意が近年は変わりつつあ
るように感じられる。それは、実習生の書いた指導
案が修正することが可能な段階から、修正に至る以
前の立案指導に変わってきているという点である。
このように実習園からは養成校に対して、実習生指
導案の修正が多いことから実習以前にしっかり練習
して欲しいという方向性の要望が出される段階から、
指導案がまったく書けないといった諦めを伝達され
る段階に変わってきているのである。このような意
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見を踏まえて、養成校の指導案立案についての指導
も、より具体化し丁寧な指導に深められているが、
実習園からの実習生の実情が改善の方向へ進んでい
るといった見解は見られない。
　以上のような実情を踏まえると、学生が口にする

「指導案の難しさ」は、学習の過程にある学生が、
主に経験不足を理由として感じる「難しさ」ではなく、
また理解不足によるものでもないのではないかと考
えられる。そこで、今一度、学生の活動についての
理解を測ることとした。研究の第１段階としては、
保育者を目指す学生の活動理解と活動の分化につい
てまとめた１）。まず、学生に製作活動について教材
研究をさせ、それをもとにして活動を細分化して記
述させた。次に、それらの記述を製作工程に関する
記述内容を中心として分析した。その結果、活動そ
のものの捉え方に問題があることが示唆された。具
体的には、活動を分化し再構成する力と、分化した
活動を的確に分類して考える力が不足していること
が分かった。
　幼児教育は、環境を通して行われるものであること
は、周知の事実である。したがって、保育者を目指す
学生は、保育者として環境を構成できる能力が必要で
ある。本論では、上に挙げた学生の教材研究結果の
記述の中でも、準備物を中心に分析していく。造形
活動に焦点を当てることで、学生の造形環境を整える
能力について調査、考察をしていく。これにより、造
形表現活動に導く環境構成への視点の在り方を明ら
かにしたい。

２．表現活動と環境構成

　一般的に、「環境構成」というと、子どもが１日を
生活する場である保育室や園庭等に遊びの展開を促
す材料をどのように調えておくのかといった、生活
環境を整備するという大きな捉え方がなされる。し
かし、設定保育の限られた時間だけを切り取って考
えてみると、環境構成は、活動の準備と考えること
もできる。このように「環境構成」は、広義では生
活全般の環境を調えることであり、狭義では活動の

準備といえる。
　表現活動と環境構成に着目し、先行研究をみると、
保育現場での実践を分析しているものが多い。堀
内秀雄・杉本亜鈴（2005）は、子どもは経験のない
素材に対して表現欲求は生じにくいものとして、新
しい素材を体験させることで、その素材から生じる
表現欲求の高まりを検証している２）。また、平野真
紀（2017）の研究では、子どもの造形活動は素材を
体験することであり、さらに体験した素材に対して
イメージを広げていくことが遊びの生成につながる
こと、造形活動と遊びと幼児の育ちに循環性がある
ことを指摘している３）。どちらの研究でも、子どもの
造形体験の重要性が述べられているのだが、そこに
は、子どもが新たな素材と出会うことの重要性も読
み取れる。また、子どもの用具の体験については、
丁子かおる（2012）の研究において、幼稚園や保育
所の保育者を対象として保育現場での用具や材料の
導入時期を調査し、幼小接続の観点から相互の理解
について述べられている。この研究の調査結果を見
ると、幼児期には、道具は使用時の危険が少ないと
判断できるものほど導入が早い時期になされている
ことが分かる。さらに、材料では、描画材料は筆圧
が小さくても使用可能なものほど早い。また、新聞
紙や段ボール、自然素材などの素材は、いずれも２
歳ごろから導入されていて、十分な素材体験をさせ
たいという保育者の願いが表れていると言える。
　これらの研究からも、子どもの造形表現活動が子
どもの生活にとって果たす役割は大きいと言える。
さらに、造形表現活動が子どもの主体性をもって行
われるためには、保育者が明確な意図をもって環境
構成していくことが求められるのである。

３．研究の方法

　幼稚園や保育所などの指導場面を想定した製作
活動について、教材研究を設定し、その教材研究の
結果を記述させ、それらを分析する。

（１）対象
　東京都内私立大学３年生　102人
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（２）実施日
　平成28年11月22日～ 11月24日

（３）手続き
　幼稚園や保育所での製作活動の指導場面を想定
し、教材研究を設定した。設定した教材については、
材料、基本的な製作方法と遊び方を提示した。
　教材研究は３人を１組として90分間行い、相談す
ることを可能としたが、各々が教材研究成果をまと
める形とした。成果のまとめについては、図１に示
す書式を設けた。また、教材研究のために必要な材
料や道具は、表１に示すものを各グループに用意し
た。材料の量については、基本構造に必要な紙コッ
プや割り箸、輪ゴム、新聞紙は必要最少量に予備を
含めて用意すると共に、失敗や不足するなどして必
要が生じた場合には足せるよう準備した。さらに製
作活動において表現の広がりを検討させることをね
らい、貼れる物として画用紙を用意した。各材料は、

教材研究 ・ 活動の構成を考える
活動名 飛ぶロケット

必要な材料（１人分に必要な最少単位）

用意する道具

手順（作り方）　 活動の区別 ○具体的内容  ・バリエーション  ◆諸注意や作業の仕方など幼児 教師

発
射
台
を
作
る

新聞で棒を作る。

割り箸の使い方を決める。

新聞の棒に輪ゴムをつける。　

ロ
ケ
ッ
ト
を
作
る

ロケットの土台を作る。

羽を考える。

装飾の仕方を考える。

絵を描く。

ロケットを組み立てる。

遊
ぶ 遊ぶ。

工夫のポイント
（飛距離を出すための素材の工夫や飛ばし方の工夫）

発展について（題材の広がりや遊びの展開など）

※記入欄の一部を削除している
図1　教材研究に用いたワークシート

表1 教材研究の材料及び道具

紙コップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６個
割り箸 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４膳
輪ゴム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16本
新聞紙 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 朝刊１日分
画用紙 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２枚
カッターナイフ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １本
カッティングマット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １枚
はさみ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １丁
セロハンテープ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １巻
テープ台 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １台
マジックセット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １セット
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すべてを使用する必要がないこと、不足した場合な
どは必要に応じて予備を準備していることを伝え、
十分な教材研究が行われるよう配慮した。

（４）設定した教材について
　教材研究の対象となる教材は、「飛ぶロケット」
に指定した。「飛ぶロケット」とは、図２に示すよう
な新聞と紙コップを主な材料とする手作りおもちゃ
である。製作の方法を、以下にまとめる。

図2　飛ぶロケットの原型
　まず、新聞は丸めて棒状にする。新聞の棒の一方
の端に輪ゴムを巻きつけて留め、その巻きつけた輪
ゴムに数本をつなげた輪ゴムを結び付ける。さらに、
つなげた輪ゴムの先端に割り箸を固定する。これが
ロケットの発射台に見立てられる。また、紙コップ
は底を切り取り筒状にし、図３のように装飾してロ
ケットに見立てる。
　遊び方は、新聞の棒に筒状の紙コップを差すよう
に通し、割り箸を持ってゴムを下に引き延ばす。こ
れが、ロケットが発射台にセットされた状態になる。
その後、割り箸から手を放すと、輪ゴムの弾性力に
よって紙コップが、新聞の棒の先端が向いている方
向へ飛んでいく。この紙コップが飛ぶ様子を、発射
台からロケットが飛び立つと見立て「飛ぶロケット」
と呼んでいる。

図3　ロケットのイメージ

４．結果及び考察
　対象となった102人（100％）から、記述データの
回収ができた。以下、項目ごとに分析する。

（１）基本的材料について
　「飛ぶロケット」の基本的な材料は、発射台のた
めの新聞紙、輪ゴム、割り箸となる。また、丸めた
新聞紙を棒状に固定したり、新聞の棒に巻きつけた
輪ゴムがずれないように留めたり、また輪ゴムと割
り箸を固定するためにセロハンテープを用いる必要
がある。これらの材料を記述した物は、表２に示す
人数となった。

表2　材料の記述人数　（%）
新聞紙 99（97.06）

輪ゴム 101（99.02）

割り箸 95（93.14）

紙コップ 98（96.08）

セロハンテープ 96（94.12）

　いずれの材料も「飛ぶロケット」の現物を見て、
はっきりと認識できる材料であるにも関わらず、
いずれの材料も100％の者に記述されることはな
い。後述の材料と道具の認識にも関連するが、子
どもの造形表現活動を設定していく上では、必要
な材料が十分に用意されていることは絶対条件で
あるといえる。このように記述が不足している点
は、活動の環境構成が整えられないことを推測さ
せる結果となった。
　さらに、これらの材料について、材料または道
具のいずれとして認識しているかの区別をみると、
表３に示す結果となった。新聞紙、輪ゴム、割り
箸、紙コップ、セロハンテープは、すべて材料とし
て認識されるべき材料であるが、新聞紙では１人

（0.98％）、輪ゴムは４人（3.92％）、割り箸は人（0.98％）
が道具として記述していて、材料としては記述して
いない。さらに材料と道具のどちらにも記述した者
は、新聞紙18人（17.65％）、輪ゴム17人（16.67%）、
割り箸12人（11.76%）、紙コップ16人（15.68％）が
みられた。製作活動において材料は、その活動が終
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了した後、つまり製作物が完成した後は別の姿に変
わる物で、その製作活動で消費されるものであると
もいえる。材料と道具の具別が曖昧であることは、
製作活動の準備が適切に行えないのではないかと疑
問が生じる。また将来的に、保育者としては予算と
いう制限がある中で許される限りの充実した製作環
境を整えていかなくてはならないが、消費されるも
のの区別ができないことは、その予算運営にも不安
を持たざるを得ない。
　また、セロハンテープについては、78人（76.47人）
が道具として記述し、13人（12.75%）が材料と道具
の両方に記述した。セロハンテープは１回の活動で
1巻すべてを消費することが稀であることから、消費
されるものである材料との認識がなされないのだろ
う。あるいは、セロハンテープは道具であるカッター
台にセットして使われることが多いため、それらが
一体として認識され道具として記述されたとも考え
られる。ここでもまた、材料は消費されるものであ
るとの認識は弱いのではないかということが推察さ
れる。　

（２）はさみとカッターナイフについて
　はさみを準備物として記述したものは、89人

（87.25％）だった。表４に示すように89人のうち１
人は材料として記述し、３人は道具と材料の両方に
記述していた。はさみは道具として認識されなけれ
ばならない物であるが、適切に区別して記述されて
いない。ごく少数ではあるが、この４人（3.92%）は、「材
料」や「道具」を区別せず、単なる準備物として認
識しているのだろう。消費される物と繰り返し使用

できる物を区別して考えていないことは、消費され
る物への配慮が不足することを予測させる。
　また、はさみを記述した89人のうち、44人（43.14％）
が、紙コップの底を切り抜く作業を子どもの作業と
する記述をしている。紙コップのような立体物の底
面のみを切り抜く作業は、本来、カッターナイフを
用いて行うべき作業であると考えられるが、はさみ
を用いて子どもが行うといった想定をしている。教
材研究を行い、実際に自らもカッターナイフを用い
て切り抜く作業を経験しているはずであるが、それ
を子どもが行うことができる作業であると想定して
いたり、カッターナイフを子どもが使う想定はして
いないまでも、はさみで行う作業としていたりする。
ここには教材研究で体験したことと、記述している
内容に相違が見られる。言い換えれば、教材研究の
意味を成していないのである。
　また、カッターナイフの準備についてみてみると、
表５のようになる。このうち、カッターナイフを子ど
もが使用することが予想される記述をしているもの
は、24人（23.53％）だった。幼児期にカッターナイ
フを使用させることは、危険への配慮を行ったとし
ても適切であるとは考えにくい。ここでもまた、教
材研究を行った意味が見出せない。教材研究は、教
材、材料の適正や活用の仕方、指導上の配慮点など、
実際に行ってみることで具体化するものであるが、
単に製作するという体験にとどまっていることが推
察される。

表５　カッターナイフについての記述人数（%）
カッターナイフを記述した者 53（52.00）

　カッティングマットの記述が無い者 31（30.39）

　カッティングマットを記述した者 22（21.57）

表３　材料・道具の区別と記述人数　（%）
材料として

記述
道具として

記述
材料・道具の
両方に記述

新聞紙 82（80.39） 1（0.98） 18（17.65）

輪ゴム 80（78.43） 4（3.92） 17（16.67）

割り箸 82（80.39） 1（0.98） 12（11.76）

紙コップ 82（80.39） 0（0.0） 16（15.68）

セロハン
テープ 5（4.90） 78（76.47） 13（12.75）

表４　はさみについての記述人数 （%）
はさみを記述した者 89（87.25）

　道具として記述した者 88（86.27）

　材料として記述した者 1（0.98）

　両方に記述した者 3（2.94）
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（３）ロケットらしさの装飾について
　紙コップをロケットらしくするためには、翼をつけ
たり、絵を描いたりすることが考えられる。翼をつ
けるためには、その材料が必要となる。その他にも
ロケットらしさを表現するために、発射したときをイ
メージして、ロケットから噴射される炎を表現する
ことも考えられる。このようなロケットらしさを表現
するための材料として準備するものは、表６に示す
ものが記述された。
　これらの材料について、どのような製作活動を思
い描いているのかを見ると、表７に示すような結果
となった。本論では、具体的な記述ではなく、記述
内容から装飾するための製作活動を行うと判断で
きるものをまとめて、「子どもが材料を使い装飾を
行うことが推察される記述」とした。子どもが何ら
かの材料を用いて、装飾を考えたり、作ったりする
ことを製作の過程として記述している者は、93人

（91.17%）だった。また、子どもが製作することを記
述しているにも関わらず、その材料について準備物
に記述していないものは44人（42.14%）だった。こ
れは、装飾することは考えられるが、そのために材
料が必要となる点が見落とされていることを示して
いる。また一方では、子どもが材料を用いて装飾す
ることを記述していない９人（8.82%）のうち、３人

（2.94%）は装飾材料となる材料の記述をしている。
この３人の全製作工程の記述には、その材料の活用
場面が記述されておらず、準備物と製作活動の展開
に矛盾が生じている。つまり、装飾物を製作する展
開をイメージしているにも関わらず、その材料準備
を記述していない者と、装飾物の製作は行わない展
開をイメージしているにも関わらず不要な準備物を
記述している者を合わせて、48人（47.06％）が活
動展開と準備物に矛盾がある記述をしていることに
なる。ここでもまた、教材研究で自らが装飾するた

表６　装飾材料について記述した人数　（%）
材料として記述した人数

素材 折り紙 ― 色紙 スズラン
テープ

ビニール
テープ シール ― ― ― ― 厚紙 装飾品

人数 ６
（5.88） ― ２

（1.96）
５

（4.90）
３

（2.94）
４

（3.92） ― ― ― ― ３
（1.96）

１
（0.98）

道具として記述した人数

素材 折り紙 画用紙 色紙 スズラン
テープ

ビニール
テープ シール セロハン マスキン

グテープ ビーズ クリア
ファイル ― 装飾品

人数 ６
（5.88）

33
（32.35）

２
（1.96）

７
（6.86）

14
（13.73）

４
（3.92）

２
（1.96）

１
（0.98）

２
（1.96）

１
（0.98） ― １

（0.98）

合計 12
（11.76）

33
（32.35）

４
（3.92）

８
（7.84）※１

16
（15.69）※2

８
（7.84）

２
（1.96）

１
（0.98）

２
（1.96）

１
（0.98）

２
（1.96）

２
（1.96）

※１　スズランテープを記述した者のうち４人が、材料と道具に重複して記述していたため合計数が単純合計ではない。
※２　ビニールテープを記述した者のうち１名が、材料と道具に重複して記述していたため単純合計ではない。

表７　装飾材料の準備と活動の記述　（%）
子どもが材料を使い装飾を行うことが

推察される記述をしている者
子どもが材料を使い装飾を行うことを

記述していない者

93（91.17） ９（8.82）

装飾材料を準備物とし
てを記述している者

装飾材料となる準備物
の記述がない者

装飾材料を準備物とし
てを記述している者

装飾材料となる準備物
の記述がない者

49（48.04） 44（43.14） ３（2.94） ６（5.88）

製作活動における活動の理解と分化に関する研究Ⅱ
木内菜保子

− 40 −



め材料に触れていても、その経験が活かされること
はなく、経験と思考が連動していないことが分かる。
表８には、描画材料を記述した人数を示した。およ
そ２割の者が、複数の描画材料の準備を記述してい
る。複数の描画材料を用意し、それを選択性にする
という設定は、子どもの表現活動を充実させようと
いう観点の結果であるとも考えられる。しかしなが
ら、この「飛ぶロケット」の製作活動では、自分だ
けのおもちゃを製作することが主の目的となる。手
作りおもちゃの製作活動において、その工程の１つ
である描画場面で、描画材料を選択性にすることは、
活動の目的が不明瞭になる原因ではないだろうか。
さらに、具体的描画材料とそれを記述した人数をま
とめたものが表９である。ここでも、材料と道具の
区別が曖昧であることが見て取れる。子どもの製作
活動で十分な表現をさせようと意図する場合、製作
の材料や画材などが子どもにとって十分に扱いやす
いものであることが必要である。しかし、色鉛筆や
クーピーなどは、紙コップを使った製作活動で曲面
に描くことやその画材の芯の硬さを踏まえると、活
動の中で子どもが扱いやすい描画材料であるとは言
い難い。これらの点を考え合わせると、学生にとって、
教材とねらい、環境構成の関係を理解していくこと
は難しいことであると分かる。

　絵を描く工程を記述している者は、93人（91.17%）
だった。このうち82人（80.39%）は描画材料を準備
物として記述しているが、11人（10.78%）は記述し
ていなかった。また、絵を描く工程を記述していな
い者は９人（8.82%）いたが、すべての者が描画材
料を準備物として記述していた。この比較において
も、およそ２割の者に準備する材料と製作の工程の
記述に矛盾が見られる。
　指導案を立案するなど、製作活動を想定していく
場合、準備する材料は、はじめに考えた準備物に加
え、製作工程を順番に想像していきながら過不足を
修正することが必要である。先にも述べたが、表７
に示す装飾材料とその活用では、およそ半数の者の
記述に矛盾が見られ、表10でも２割の者の記述に矛
盾が見られる。このことから、製作工程を順番に想
像できていないことが推察される。つまり、教材研
究として、実際に体験したにも関わらず、その記憶
をもとにして製作工程を記述に再現できないのであ
る。このことは、体験していないことは、体験した
こと以上に記述に再現できないことを予測させるも
のである。

表９　描画材料とそれを記述した人数　（%）
材料として

記述
道具として

記述
材料・道具の
両方に記述

マジック ４（3.92） 73（71.57） 11（10.78）

色鉛筆 ０（0.00） ０（0.00） ２（1.96）

クレヨン ０（0.00） ８（7.84） ０（0.00）

クーピー ０（0.00） ４（3.92） ０（0.00）

表８　描画材料について記述した人数　（%)

描画材料を記述したもの 91（89.22）

　1種類を記述した者 70（68.63）

　複数を記述した者 21（20.59）

表10　材料準備と絵を描く工程の記述　（%）
絵を描く工程を記述しているもの 絵を描く工程を記述していないもの

93（91.17） ９（8.82）

装飾材料を準備物とし
てを記述している者

装飾材料となる準備物
の記述がない者

装飾材料を準備物とし
てを記述している者

装飾材料となる準備物
の記述がない者

82（80.39） 11（10.78） ９（8.82） ０（0.00）
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５．総括と課題

　本論では、保育者を目指す学生に製作活動の教材
研究を課し、その成果の記述について、準備物を中
心に分析を試みた。その結果、材料と道具の具別が
曖昧であることが分かった。製作活動を展開してい
く上で消費される材料と継続して使用できる道具の
区別が曖昧であることは、将来の保育者として、予
算という制限がある中で許される限りの充実した製
作環境を整えていくことができないのではないかと
不安を持たざるを得ない。また、準備物と製作工程
の記述に矛盾も認められた。教材研究を行った上で、
準備物から製作工程までの活動展開のすべてを記述
するものであったが、そこに矛盾が生じていること
は、体験したことをその記憶を基にして記述に再現
することができないということである。これはつまり、
指導案立案に大きな課題があることを示すものであ
る。言い換えれば、教材研究が意味を成していない
のである。これらことから、学生は教材研究の意義
を正しく理解できていないともいえるだろう。
　以上の結果を踏まえると、子どもの造形表現活動
の十分な環境構成を整える能力を習得させ且つ、指
導展開を適切に構想させるためにも、教材研究の意
義を改めて認識させることが必要であるといえる。
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