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要　旨

　本研究は、幼稚園・保育所等の保育の場で毎年行われている行事「運動会」に着目し、昭和・平成の

時代の中でどのようにとらえられてきたのか、その変遷を『保育要領』や『幼稚園教育要領』、『保育用語

辞典』、文献等を用いて探究したものである。いつの時代も、行事は生活に変化や潤いを与えるものであり、

“子ども主体”で行われるべきものである、という考え方が根底にはあるものの、過度な負担にならないよ

うにする必要性が明記され続けており、行事の在り方にはむずかしさが存在するはずだが、公な議論に発

展することなく今日に至っていることが明確になった。小学校での行事「運動会」の在り方や『小学校学

習指導要領解説』にも目を向け、保育の場で、今まで大事にすべきだとされてきたものを再確認し、また、

現代の課題にしっかり向き合っていく必要性を示唆したものである。
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１．はじめに

　東京都A区立B小学校の学校だより（2017年９月
１日発行）の一部、タイトル「自ら考え行動する（運
動会編　ふたたび）」から考えてみたい。

　「自ら考え行動する」昨年度からの重点テー
マです。授業・日常の学校生活・行事を通して、
子供たちの主体性を高めていく取り組みです。
行事では、昨年の運動会がそのスタートでした。
６年生がリーダーとして、大活躍をしたことは

記憶に新しいのではないでしょうか。運動会の
計画・運営では、今年も、６年生が運動会プロ
ジェクトを立ち上げ、役割分担をするところか
ら開始しました。先生たちは助言者に徹し、辛
抱強く見守っていきます。教師主導の方が、効
率的で見栄えもよいのですが、子供たちの主体
性は損なわれるでしょう。子供たちのための運
動会ですので、この二つは後回しにいたします。
当日、運営に走り回る５・６年生の姿をぜひご
覧ください。各学年の種目練習も児童主体で行
うように工夫していきます。練習をさせられて
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いるのではなく、進んで練習をしていくのだと
いう気持ちで取り組めるようにし、達成感をも
たせます。10月１日を楽しみにお待ちください。」１）

　　
　上記小学校は、筆者の子どもたちが通っている小
学校であり、昨年度は、本取り組みの１年目であり、
当時、筆者の子どもたちは６年生と１年生に在籍し
ていたため、最年長学年と最年少学年の保護者とし
て大変興味深く、取り組みを見ていた。当時、第一
子は６年生として、積極的に運動会の計画や準備、
運営にかかわり、さまざまなパートで話し合いを行
い、また、各パートで子どもたちが自発的に朝練を
設定し、自ら参加をし、当日まで、頑張りぬいていた。
運動会は、９月25日。準備期間は２学期が始まって
からの、１か月足らずの期間であった。
　今年度も、冒頭の学校だよりが２学期初めに配ら
れ、また、２年生になった第二子の姿からは、恥ず
かしがりながらも、昨年度、上級生に教えてもらっ
た踊りを下級生に教えてあげる立場となり、２学年
合同で競技の練習をする姿など、“児童主体”の考
えが伝わり、保護者としても小学校の運動会を通し
て、“行事”について考えさせられている日々である。
ちなみに、今年度の運動会は、10月１日。９月の第
二週まではプール指導があり、本格的に運動会の練
習などがスタートするのは９月11日からであるから、
今年度も、約３週の準備期間を経ての運動会となる。

さて、ここで、小学校学習指導要領における“行事”
に関する記述を確認しておくこととする。

小学校学習指導要領　第６章　特別活動
　第２　各活動・学校行事の目標及び内容　

［学校行事］
　１　目標
　学校行事を通して、望ましい人間関係を形成
し、集団への所属感や連帯感を深め、公共の精
神を養い、協力してよりよい学校生活を築こう
とする自主的、実践的な態度を育てる。

２　内容
　全校又は学年を単位として、学校生活に秩序
と変化を与え、学校生活の充実と発展に資する
体験的な活動を行うこと。
＜　中　略　＞

（３）健康安全・体育的行事
　心身の健全な発達や健康の保持増進などに
ついての関心を高め、安全な行事や規律ある集
団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任
感の涵養、体力の向上などに資するような活動
を行うこと。
＜　後　略　＞２）

　小学校学習指導要領の中に記載されている学校
行事とは、（１）儀式的行事（２）文化的行事（３）
健康安全・体育的行事（４）旅行・集団宿泊的行事

（５）勤労生産・奉仕的行事、と５つに分類されてい
る。そこで、『小学校学習指導要領解説　特別活動
編』における（３）健康安全・体育的行事の“運動会”
に触れられている部分を確認する。
　

イ　実施上の留意点
（ウ）運動会などについては、実施に至るまでの
指導の過程を大切にするとともに、体育科の学
習内容と関連を図るなど時間の配当にも留意す
ることが大切である。また、活発な身体活動を
ともなう行事の実施に当たっては、児童の健康
や安全には特に留意し、教師間の協力体制を万
全にし、事故防止に努める必要がある。

（エ）運動会においては、学校の特色や伝統を
生かすことも大切である。ただし、児童以外の
参加種目を設ける場合は、運動会の教育的意義
を損なわない範囲にとどめるよう配慮する。ま
た、児童会などの組織を生かした運営を考慮し、
児童自身のものとして実施することが大切であ
る。その場合、児童に過度の負担を与えたり、
過大な責任を負わせたりすることのないように
配慮する。

保育における行事「運動会」のとらえ方の変遷と課題に関する一考察
金　　瑛珠

− 44 −



（オ）各種の競技会などの実施に当たっては、
いたずらに勝負にこだわることなく、また、一
部の児童の活動にならないように配慮すること
が必要である。３）　　　（＊下線は筆者による）

続いて、現行の幼稚園教育要領解説の表記も確認し
ておくこととする。

　行事は、幼児の自然な生活の流れに変化や潤
いを与えるものであり、幼児は、行事に参加し、
それを楽しみ、いつもの幼稚園生活とは異なる
体験をすることができる。
　また、幼児は、行事に至るまでに様々な体験
をするが、その体験が幼児の活動意欲を高めた
り、幼児同士の交流を広げたり、深めたりする
とともに、幼児が自分や友達が思わぬ力を発揮
することに気づいたり、遊びや生活に新たな展
開が生まれたりする。
　それゆえ行事を選択するにあたっては、長期
の指導計画を念頭に置いて、幼児の生活に即
して必要な体験が得られるように、また遊びや
生活がさらに意欲的になるよう、行事が終わっ
た後の幼稚園生活をも考慮することが大切であ
る。
　また、その指導に当たっては、幼児が行事に
期待感をもち、主体的に取り組んで、喜びや感
動、さらには、達成感を味わうことができるよ
うに配慮する必要がある。
　なお、幼稚園生活に行事を過度に取り入れた
り、結果やできばえに過重な期待をしたりする
ことは、幼児の負担になるばかりでなく、とき
には幼稚園生活の楽しさが失われることにも配
慮し、幼児の発達の過程や生活の流れから見て
適切なものに精選することが大切である。また、
家庭や地域社会で行われる行事があることにも
留意し、地域社会や家庭との連携の下で、幼児
の生活を変化と潤いのあるものとすることが大
切である。４）　　　　　（＊下線は筆者による）

　これらの、小学校学習指導要領解説と幼稚園教育
要領解説からは、いずれにおいても、子どもが主体
となって行うことを大切にすべきであること、過度
な期待は負担になるので子どもにとって過度なもの
にならないよう教師が内容を吟味することが大切で
ある、という点が明記されている。
　一方で、筆者は年間を通して、幼稚園や保育所、
こども園に訪れることが多いが、例年、９月10月に
は運動会の練習風景を見る機会が多く、その風景か
らは、“主体的な存在としての子どもの姿”が見えに
くく、過度な練習を強いられている様に感じてしま
うことが多々ある。練習風景においては、子どもか
らも、保育者からも“ねばならない”雰囲気が漂って
いることも多いと感じている。
　そこで、本研究では、保育において、行事「運動
会」はどのようにとらえられてきたのか、その言葉
の使われ方の変遷に着目し、保育における行事の在
り方について考察を行うこととする。（なお、本研究
では、保育における行事を、幼稚園教育要領に記さ
れている文言に限定して取り上げ、保育所保育指針
については取り上げなかったが、広く、保育のおけ
る行事の在り方、としてとらえることとしたい。）

２．言葉の使われ方の変遷を辿る

（１）『保育要領』から『幼稚園教育要領（平成29
年告示）』に至るまでの記述の変化から読み解く

　昭和23（1948）年に発行された『保育要領―幼
児教育の手引き―』は、幼児期の発達特質、幼児の
生活指導、幼児の生活環境、幼児の一日の生活、幼
児の保育内容～楽しい幼児の経験～、家庭と幼稚園、
という章立てで構成されており、幼児の一日の生活
に関する章では、幼稚園、保育所、家庭の一日に書
き分けられていて、幼稚園保育の実際の手引書とい
う性格のみならず、保育所保育や家庭での育児の参
考になることを願って編集・刊行されたものである。
その後、昭和31年の『幼稚園教育要領』のまえがき
において、以下のように記されている。
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　文部省はさる昭和22年「保育要領」を作成
して、幼稚園の保育内容の基準を示した。
　今回教材等調査研究会幼稚園小委員会の審
議を経て「保育要領」を改訂し、これを「幼稚
園教育要領」として示すことにした。このたび
の改訂の要点は次のとおりである。
１．幼稚園の保育内容について、小学校との一

貫性を持たせるようにした。
２．幼稚園教育の目標を具体化し、指導計画の

作成の上に役だつようにした。
３．幼稚園教育における指導上の留意点を明ら

かに示した。
　なお、幼稚園教育関係者は、この幼稚園教育

要領に基いて、実情に即した指導計画を作成
し、今回の改訂の趣旨達成に努力されたい。５）

　上記の記述より、『保育要領』から幼稚園教育に
特化した基準として書かれたものが『幼稚園教育要
領』であることがわかり、現在の学校教育法施行規
則において、「幼稚園の教育課程その他の保育内容
については、この章に定めるもののほか、教育課程
その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に
公示する幼稚園教育要領によるものとする。」６）と明
記されるに至る経緯として読み取れる。その後、改
訂を重ね、最新の『幼稚園教育要領』が平成29年
に告示されているが、ここでは、『保育要領』から『幼
稚園教育要領』における表記に着目し、“行事”はど
のように記されてきたか、【資料１】【資料２】から
確認することとする。

資料１・２からは、以下のことがいえる。
＜１＞下線（１）の“保育に変化と潤いを与え”とい
う表記は、昭和31年にはいったん消えているが、昭
和39年には“幼児の生活に変化やうるおいをあた
え”という表現で再び記され、平成元年以降は“幼
稚園生活の自然な流れの中で生活に変化や潤いを与
え”という表現で一貫して記されている。下線（２）
の“教育上有意義”という表記も、昭和31年にはいっ
たん消えているが、昭和39年には“地域的な行事や
全国的な行事などについては、その教育的価値を
じゅうぶん検討し、適切なものを精選すること。”と
いう表現にかわって記されており、平成元年以降は
“それぞれの行事についてはその教育的価値を十分
検討し、適切なものを精選し、幼児の負担にならな
いようにすること”（平成元年のみ句読点の位置が
異なるが、文面は同様である）という表現で一貫し
て記されている。

六　幼児の保育内容―楽しい幼児の経験―
　12　年中行事
　幼児の情操を養い、保育に変化と潤いを与え（１）、
郷土的な気分を作ってやる上から、年中行事はで
きるだけ保育に取り入れることが必要である。
　元来、わが国古来から行われている年中行事、

ことに祭などは、子供が参加し、楽しむ行事になっ
ている。たとえば、三月のひな祭り、五月の端午
の節句、七月のたなばたなどは子供を中心にして
いる。これをそのまま保育に取り入れて、ともに
楽しみ合う気持ちを養うことができる。
　年中行事には自然物がきわめて巧みに取り入れ
られている。たとえば、ももの節句、しょうぶの
節句、月見の秋の七草、クリスマスツリーなど、
生活を自然に結びつけさせる味があり、また人間
の美しい気持を表現しているもの、または慈悲・
博愛・感謝・報恩の人間的な美しい精神や社会
的生活の楽しさを表しているものが多い。たとえ
ば母の日、彼岸会、国の記念日、祝祭日等、みな
それである。
　これらの日にふさわしい催しをすることは、教
育上有意義（２）である。
　園の行事としては、創立記念日、園児や先生の
誕生日の会などを開くのもよい。
　この機会をとらえて幼児の集団の作法を正しく
教えたい。　　　　　　　（＊下線・筆者による）

【資料１：保育要領～幼児教育の手引き～の“行事”
に関する記述】
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＜２＞昭和31年のみ、幼稚園の行事の一部が具体
的に列挙されており、その中に“運動会”という単語
が記されている。単語として、“運動会”が明記され
ているのは、昭和31年版の１回のみである。
＜３＞昭和31年には、「幼稚園や家庭や近隣で行わ
れる行事に、興味や関心を持つ。」、「遠足・運動会・
発表会・誕生会・ひな祭りなど、幼稚園の行事に喜
んで参加する。」という記述が、昭和39年には「幼
稚園の行事に喜んで参加する。」という記述がある
が、平成以降、領域の部分においてはそのような記
述がみられない。しかし、平成元年以降の第三章　
指導計画作成上の留意事項部分、および、平成29
年第一章総則部分に、「幼児が主体的に楽しく活動
できるようにすること。」と記されており、子ども自
身が興味・関心をもち、主体的に参加・活動するこ
とに一貫して重きを置いていることが読み取れる。

（２）保育用語辞典の記述の変化から読み解く
　次に、保育用語辞典では、“運動会”“行事”“行事
保育”という言葉が、時代と共に、どのような説明
へと変化してきたか、【資料３】から確認することと
する。
　資料３からは、以下のことがいえる。
＜１＞運動会に関しては、1989年のものには、“戸
外で行う体育的な保育活動を中心にした園行事”と
説明されているが、のちに、“屋外で身体を動かし、
友だちといっしょに楽しむ行事”という表現になり、
現在では“屋内外を問わず体を動かし友達と一緒に
楽しむ行事”という表記に至っている。かつては、自
園の園庭もしくはグラウンドを借りて行うことが当た
り前であったが、少子化に伴い、参観に来る家族の
数が増えたこと（祖父母の参観が一般化したこと）
や、両親が働く家庭が増え、雨天延期を避けるため
に天候に左右されない室内で行う、もしくは雨天時
は室内に変更する傾向が強くなるなど、時代の流れ
も関連していると言える。そのため、体育館や遊戯
室（ホール）で行う等、多様な場所で行われるよう
になり、実態に合わせて表記が変化したと読み取る

ことができる。
＜２＞1989年のものには保護者に関する記述が見当
たらないが、2000年版以降、保護者に事前に子ども
の様子を伝えることの大切さ、保護者同士のかかわ
りや園と家庭との関係をつなぐ機会であることが書
かれるようになり、子どもと保育者が園生活の中で
つくっていく行事ではあるが、保護者の存在も明記
されるようになったことは興味深い。
＜３＞“行事”“行事保育”に関しては、“節目”という
言葉が一貫して用いられていることが興味深い。“園
生活のリズムの中に節目を”“子どもたちの成長の節
目”などの表記である。そして、節目となるよう、保
育者が１日１日の生活を子どもたちと工夫してつくっ
ていくことや、主体は子どもであることを念頭に置
きながら適切な内容を精選していく、という内容が、
表現としては多少異なるものの、一貫しているとい
える。言い換えれば、この記述はいつの時代も確認
しておくことが必要な事項である、という言い方も
できるのではないだろうか。

３．浅見（1999）の論文７）に見る昭和時代の運動
会に対する考え方の変遷と現代の運動会の課題

　浅見は、平成元年の幼稚園教育要領において、一
斉保育形態から自由保育の形態に大きく変わった
際、幼児の主体的な活動を確保することを幼児の活
動をそのまま放置するといった誤解が生じたことな
どを踏まえ、論文の中で様々な問題提起をしている。
浅見は、「子ども主体という観点から行事に関しての
否定的な見方も生まれており、研修会、書籍などを
見ても園行事に関してのものは殆どないといっても
過言ではない。しかしながら、我が国の保育の現状
を見ると、我が国の幼稚園の大多数を占める私立幼
稚園の中で教育要領が変わったからといって全て自
由保育の幼稚園になってしまったということはなく、
むしろかなりの部分で保育内容は教育要領改訂前と
変わらない保育をしているという認識が正しいと言
えよう。どこの園でも行事は脈々と行われているの
である。行事はその園の精神であり、文化であると
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昭和31年告示 昭和39年告示 平成元年告示

幼
稚
園
教
育
要
領

第Ⅰ章　幼稚園教育の目標
第３章　指導および指導計画作成上の留意
事項
１指導上の一般的留意事項

第３章　指導計画作成上の留意事項
２特に留意する事

幼稚園の幼児は、次に述べるような具体的な
目標を達成するように指導されなければなら
ない。１．健康で安全な生活ができるように
する。（省略）２．幼稚園内外における身近
な集団生活に適応できるようになる。（省略）
〇幼稚園の行事、家庭や身近な社会の意義
ある行事などに興味をもつようになる。（以下
省略）

（11）幼稚園における行事の指導にあたって
は、幼児の生活に変化やうるおいを与え、そ
の充実に役だたせるように指導すること。な
お、地域的な行事や全国的な行事などについ
ては、その教育的価値をじゅうぶん検討し、
適切なものを精選すること。また、国民の祝
日などについては、幼児の心身の発達の程度
に応じて、その意義を理解させ、それに親し
みをもたせるようにすること。

（６）行事の指導に当たっては、幼稚園生活
の自然な流れの中で生活に変化や潤いを与
え、幼児が主体的に楽しく活動できるように
すること。なお、それぞれの行事については
その教育的価値を十分検討し適切なものを
精選し幼児の負担にならないようにすること。

第Ⅲ章　指導計画の作成とその運営
１．経験を組織する場合の着眼点

第３章　指導および指導計画作成上の留意
事項
２指導計画作成上の留意事項

６．季節とか、幼稚園や地域社会の行事を考
慮して計画を立案すること。

　幼稚園の指導計画としての経験の組織は、
いわば、幼児の全体的な生活指導の組織で
ある。幼児の生活は、季節の変化とか幼稚
園や地域社会の行事によって、大きく影響さ
れる。それゆえ幼稚園の教育効果を高めるた
めには、これら季節や行事をじゅうぶん考慮
において指導計画を立案する必要がある。
９．指導計画に、豊かな弾力性をもたせるこ
と。

　どのような学校の指導計画でも、臨機応
変の措置ができるような弾力性が必要である
が、特に幼稚園の指導計画については、この
ことがいっそう強調されなければならない。
それは幼児の心は、青少年のそれに比べて
いっそう変りやすく、心身の抵抗力も弱いか
らである。したがってたとえ一応の計画はで
きていても、天候や行事などの外的条件はも
とより、その活動の様子によって賢明に判断
し、適切に計画に調整を加えるような弾力性
が用意されなければならない。

（４）季節、天候あるいは地域的な行事など
の幼児に及ぼす影響をじゅうぶん考慮して、
適切な指導を行なうようにすること。

第Ⅱ章　幼稚園教育の内容
２．社会
（２）望ましい経験

第２章　内容
社会
３身近な社会の事象に興味や関心をもつ

第２章　ねらい及び内容
環境
２　内容

８．幼稚園や家庭や近隣で行われる行事に、
興味や関心をもつ。
○遠足・運動会・発表会・誕生会・ひな祭り
など、幼稚園の行事に喜んで参加する。
○近くの小学校で催される運動会などの行事
を見に行ったり、参加したりする。

（６）幼稚園の行事に喜んで参加する。
（７）幼稚園内外の行事において国旗に親し
む。

（10）幼稚園内外の行事において国旗に親し
む。

＊“行事”という表記がある部分の全抜粋である。下線は“行事”という言葉を強調するために筆者が引いたものである。　　
＊記述内容の変化を確認することを目的として表を作成したため、章の順番は前後している部分がある（内容の変化を基準に並べ替えてある）

【資料２：幼稚園教育要領の“行事”に関する記述の変遷】
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平成10年告示 平成20年告示 平成29年告示

第３章　指導計画作成上の留意事項
２特に留意する事項

第３章　指導計画及び教育課程に係る教育時
間の終了後等に行う教育活動などの留意事項
第１　指導計画作成に当たっての留意事項２
特に留意する事項

第１章　総則
第４　指導計画の作成と幼児理解に基づいた
評価
３　指導計画の作成上の留意事項

（４）行事の指導に当たっては、幼稚園生活の
自然の流れの中で生活に変化や潤いを与え、
幼児が主体的に楽しく活動できるようにするこ
と。なお、それぞれの行事についてはその教
育的価値を十分検討し、適切なものを精選し、
幼児の負担にならないようにすること。

（４） 行事の指導に当たっては、幼稚園生活の
自然の流れの中で生活に変化や潤いを与え、
幼児が主体的に楽しく活動できるようにするこ
と。なお、それぞれの行事についてはその教
育的価値を十分検討し、適切なものを精選し、
幼児の負担にならないようにすること。

（５） 行事の指導に当たっては、幼稚園生活の
自然の流れの中で生活に変化や潤いを与え、
幼児が主体的に楽しく活動できるようにするこ
と。なお、それぞれの行事についてはその教
育的価値を十分検討し、適切なものを精選し、
幼児の負担にならないようにすること。

第３章　指導計画及び教育課程に係る教育時
間の終了後等に行う教育活動などの留意事項
第１　指導計画作成に当たっての留意事項
２一般的な留意事項

第１章　総則
第6　幼稚園運営上の留意事項

（８）幼児の生活は、家庭を基盤として地域社
会を通じて次第に広がりをもつものであるこ
とに留意し、家庭との連携を十分に図るなど、
幼稚園における生活が家庭や地域社会と連続
性を保ちつつ展開されるようにすること。その
際、地域の自然、人材、行事や公共施設など
の地域の資源を積極的に活用し、幼児が豊か
な生活体験を得られるように工夫すること。ま
た、家庭との連携に当たっては、保護者との
情報交換の機会を設けたり、保護者と幼児と
の活動の機会を設けたりなどすることを通じ
て、保護者の幼児期の教育に関する理解が深
まるよう配慮すること。

２　幼児の生活は、家庭を基盤として地域社
会を通じて次第に広がりをもつものであるこ
とに留意し、家庭との連携を十分に図るなど、
幼稚園における生活が家庭や地域社会と連続
性を保ちつつ展開されるようにするものとす
る。その際、地域の自然、高齢者や異年齢の
子供などを含む人材、行事や公共施設などの
地域の資源を積極的に活用し、幼児が豊かな
生活体験を得られるように工夫するものとす
る。また、家庭との連携に当たっては、保護
者との情報交換の機会を設けたり、保護者と
幼児との活動の機会を設けたりなどすること
を通じて、保護者の幼児期の教育に関する理
解が深まるよう配慮するものとする。

第２章　ねらい及び内容
環境
２　内容

第２章　ねらい及び内容
環境
２　内容

第２章　ねらい及び内容
環境
２　内容

（11） 幼稚園内外の行事において国旗に親し
む。

（11） 幼稚園内外の行事において国旗に親し
む。

（12） 幼稚園内外の行事において国旗に親し
む。

第２章　ねらい及び内容
環境
３　内容の取扱い

（４）文化や伝統に親しむ際には、正月や節句
など我が国の伝統的な行事、国歌、唱歌、わ
らべうたや我が国の伝統的な遊びに親しんだ
り、異なる文化に触れる活動に親しんだりす
ることを通じて、社会とのつながりの意識や国
際理解の意識の芽生えなどが養われるように
すること。

＊波線は【資料１】の下線に関連するものであり、筆者が引いたものである。
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【資料３：保育用語辞典の“運動会” “行事” “行事保育”に関する記述の変遷】

最新保育用語辞典（1989） 保育用語辞典　初版（2000）第２版（2002）第３版（2004）

運
動
会

運動会は戸外で行う体育的な保育活動を中心にした園
行事である。／幼稚園、保育所での運動会のねらいは、
一糸乱れず統一され訓練された集団活動や競技の勝敗
ではなく、日常保育活動において積み重ねてきたものを、
楽しみながら一人ひとりが自信をもって参加（表現）す
ることにある。運動会を一つの節目として、集団意識や
運動能力の育ちが期待できるが、あくまでも子どもを主
体とした無理のない時期、時間、内容を考えたい。／
小学校や他園の形式の模倣でなく、A園では「エルマー
の冒険」をテーマにした総合活動、B園では親子のふ
れあいを中心にした競技、C園では老人ホームと合同の
運動会など、子供とともに園独自のプログラムが望まれ
る。（松隈玲子）

運動会は屋外で身体を動かし、友だちといっしょに楽
しむ行事である。園の目的にあわせ天候や地域環境等
によって子どもに無理のないような時期、時間、内容を
考えていく。子どもたちが得意なことを取り入れた種目
や日常とは違うことを用意し楽しみたい。障害などで自
分の思うように身体が動かない、動かせない子どもも
いる。その時々の子どもの気持ちを受けとめ、その子に
応じた参加の仕方を工夫していく。遊ぶ中ではみんな
で揃った時の気持ちよさ、競争やルールがあるおもし
ろさなどの気づきが大切である。運動会後も続けて遊
びたい気持ちも大事にする。運動会前には保護者に子
どもたちのようすや参加へのお願いをたよりや懇談会
で伝えると、子どもの見方がやさしくなったり、待つ時
間が少なくスムーズな流れとなる。保護者といっしょに
楽しむことは保護者どうしの交わりや園と家庭との関係
をつなぐ機会ににもなる。（菅田栄子）

行
　
事

行事とはあらかじめ定められている、あるいは計画さ
れた日時に、特定の目標をもって特別の経験や活動を
組織して行うものである。／行事には年中行事と特別
行事という分け方があるが、保育との関連で考えると、
①園行事、②伝承行事、③社会行事（国の祝祭日を
含む）、④宗教行事に分けることができる。／園行事に
は、子どもの成長を祝う節目として行われるもの（入園
式、卒園式、祝誕会など）と、日常の保育活動のまと
めでありさらに次の活動への発展をめざして行われる
もの（生活発表会、作品展、運動会など）多様な経験
自然とのふれあいをめざして行われるもの（園外保育、
遠足、合宿など）、その他、保険や安全のうえから行わ
れる避難訓練、身体検査、家庭との連携を目標とする
参観、保護者会などがある。いずれも保育活動の大切
な節目となるように、主体を子どもに置いた適切な取捨
選択による年間の行事計画の作成と実践が望まれる。

（松隈玲子）

行事は保育の高まりとして、日常生活の延長線上にと
らえ、定められた日時に、特定の目標をもって行うもの
である。行事には、園行事、伝承行事、社会行事、宗
教行事等があり、行事の内容は、ねらいに基づき必要
とすることを取捨選択していく。昨年度の行事内容に
あてはめるだけではなく、なぜ、このことが必要なの
かを検討し実施したい。行事を行う意味には、子ども
の成長の節目を確認する、回を重ねることによって季
節を感じ、時の経過を知る、入園してはじめて経験し
た行事に参加した喜びや感動が、次年度への期待、予
測、工夫などを生みだすもとになっていく等があげられ
る。／子どもが胸をはずませ指折り数えて待つように、
それまでの、１日１日の楽しい経験を積み重ねることに
よって期待感を高め、待ち望む喜びをあじわうように準
備していく。練習を強要したり、必要以上に保育者が
手を加えたりすることのないようにしたい。（菅田栄子）

行
事
保
育

日常的な保育の中に、子どもにとって非日常的なハレの
経験、すなわち行事、を組織して行う保育を行事保育
と呼ぶ。具体的な園の行事としては、入園式、卒園式、
誕生会、運動会、作品展、遠足、その他季節的なもの
や宗教的なものなどさまざまである。行事の組織の仕
方によっては、年間の保育が行事の準備と参加に終始
してしまっている場合もあり、悪しき意味で「行事中
心保育」と呼ばれたりする。本来、行事保育の意義は、
園生活のリズムの中に節目を設けることによって、その
節目を機会に、子ども自身が課題意識をもち、その行
事を経験することで課題の乗り越えや自らの成長を自
覚できることにある。行事を子ども自身の節目にするこ
とが必要である。（戸田雅美）

行事は、首かざりに入れてある大きなキラキラと光る
珠のようなものである。子どもたちの生活のリズムや流
れをつくる時となる。１年間の保育の流れの中に、どの
ように入れることが大事なのか、子どもの成長にとって
何が、いつ必要なのかを検討し組織し実施する。行事
の目的として、子供たちや保育者が行事に追いかけら
れることのないよう、日頃の生活をふくらませる体験と
して組み入れる。園の行事としては、入園式、卒園式、
誕生会、運動会、造形展、遠足、その他季節のものや
クリスマス等さまざまであるが、たいていは、保護者も
参加するので成長をともに喜ぶ場としたい。また、子ど
もたちは、次の行事を楽しみに待つ、次の年度を子ど
もたち自身で見通して過ごしていくように、行事が子ど
もたちの成長の節目となるよう保育者が１日１日の生活
を子どもたちと工夫していかなければならない。

（菅田栄子）

＊文中の「／」は改行を意味する。
＊第４版以降は、変化があった部分のみ明記している。
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保育用語辞典　第４版（2008）第５版（2009） 保育用語辞典　第６版（2010）第７版（2014）第８版（2015）

運動会は屋内外を問わず身体を動かし、友だちと一緒
に楽しむ行事である。（中略）子どもたちが得意なこと
を取り入れた種目や保護者とともに日常とは違うことも
用意し楽しみたい。（中略）障害などで自分の思うよう
に（後略）
＊たより→便りへの変更あり（菅田栄子）

（前略）園の目的にあわせて合わせ、（中略）子どもたち
が得意なことを取り入れた種目や保護者とともに日常と
は違うことも用意し楽しみたい。楽しめる種目を用意し
たい。（中略）遊ぶ中では運動会ではみんなで揃った気
持ちよさ、競争やルールがあるおもしろさなどの気づき
が大切である。運動会の後、続けて遊びたい気持ちを
大切にしたい。／また、運動会前に保護者に子どもたち
のようすや参加へのお願いを伝えることも大事である。
子供の見方がやさしくなったり、運動会当日の協力につ
ながったりしていく。保護者と一緒に楽しむことは、（後
略）　（菅田栄子）

（前略）待ち望む喜びを味わうように準備していく。ど
のように一人ひとりの子どもが感じているか保育者は検
討しながら取りくむ。（菅田栄子）

（前略）ねらいに基づき必要とすることを取捨選択して
いく盛り込んでいく。毎年実施していくからではなく、
なぜ、この行事が必要なのかを検討し実施したい。行
事を行う意味には、子どもの成長の節目を確認する、季
節を感じ時の経過を知る、参加した喜びや感動が次年
度への期待や予測、工夫などを生み出すもとになって
いく等があげられる。（注・「入園してはじめて経験した
行事に参加した喜びや感動」の表記、削除されている）
子どもが胸をはずませ指折り数えて待つように、それま
での１日１日の楽しい経験を積み重ねながら期待感を高
め、待ち望む喜びを味わうように準備していく。一人ひ
とりの子どもがどのように感じているか、保育者は確認
しながら取り組む。（菅田栄子）

（前略）その他季節のものやクリスマス等さまざまであ
る。保護者も参加する場合があるので成長を共に喜ぶ
場としたい。また、子どもたちは、次の行事を楽しみに
待つ、次の年度を子どもたち自身で見通して過ごしてい
くように、行事が子どもたちの成長の節目となるよう保
育者が１日１日の生活を子どもたちと工夫してつくって
いく。（菅田栄子）

首かざり→首飾り／子どもたちの生活のリズムや流れを
つくる時となる。→園生活のリズムや流れに変化をつく
る時ともなる。／検討し組織し実施する。→検討し立案・
実施する。／日頃の生活をふくらませる体験として組み
入れる。→日ごろの生活を豊かにする体験として組み入
れる。／遠足、その他季節のものやクリスマス等さまざ
まである。→遠足、その他季節の行事やクリスマス等
さまざまである。／また、子どもたちは、次の行事を楽
しみに待つ、次の年度を子どもたち自身で見通して過ご
していくように、行事が子どもたちの成長の節目となる
よう保育者が１日１日の生活を子どもたちと工夫してつ
くっていく。→また行事が子どもたちの成長の節目とな
るよう、保育者は１日１日の生活を子どもたちと工夫し
てつくっていきたい。（菅田栄子）
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さえ言われているのである。確かに行事が多すぎて、
行事をつないでいくと一年の保育が終わってしまう
といったような行事保育といわれるようなことはまず
いが、新しい教育要領のベールをかぶって、ベール
の下では前と大して変わらない保育が行われている
とすれば、行事などのどこの園でも行われている保
育内容について、公のところでの議論がなされずに
水面下で活発に展開されることについて危惧の念を
抱かざるを得ない。」８）と記している。筆者が保育
現場を見ていて感じる疑問として、昨今、小学校の
運動会で組体操が行われない方向性の中（注１）、幼
稚園・保育所の現場では、年長組の子どもたちの組
体操が未だに蔓延している。もちろん、小学校高学
年の児童が行う内容とは異なるものではあるが、学
校現場で議論がなされ、行わない方向に進んでいる
ものが、保育の場ではどのような議論がなされてい
るのか、一向に見えてこないまま、やっている内容
に変化が見られない現場も多いのが現在の実情であ
る。浅見の約20年前の指摘は、今こそ、考えるべき
ものではないかと痛感する。
　また、浅見は幼稚園における運動会の史的変遷に
ついても詳しく述べている。なかでも昭和２年の東
京女子師範学校附属幼稚園の運動会についての記
録は大変興味深い。当年、運動会は11月２日に「秋
季運動会」として行われたが、記録からは、９月の
第一週の金曜日より準備が始まり、それ以降繰り返
し「練習」という言葉が記されていることを指摘し
ている。９）

　一方で、昭和14年の『幼児の教育』では運動会
の特集が組まれたことを紹介し、以下のように述べ
ている。

　土川は幼稚園の運動会は、「幼児は決して運
動会そのものを要求するのではなく、その勝敗
によって楽しまんとするのではないことである。
幼児の欲求するところは、その模倣をしてただ
遊びたいのである。」とし、幼稚園では、１．遊
戯会と名付けて、徹頭徹尾「遊び」で終始した

いのである。２．主題は、幼児の生活に興味、
簡易、適切な物を選びたい。しかも幼児に優し
い言葉、わかり易い言葉でプロにしたい。３．
全時間は２時間位　４．幼児１人に少なくとも
３回以上出場させたい。５．唱歌、遊戯、律
動遊戯を団体的に行うことは２回位を加え、１
回は年少組年長組に分け１回は全体に行いた
い。・・・・・一斉に揃うと言うよりは、其一人
一人が真剣に楽しく行わせたい。
と記している。もうこの時代に幼稚園の運動会
のあり方について今の幼稚園の運動会の基礎と
なるべき考え方が出てきている様に思われる。
幼児の実態に合わせる保育の大切さを彼は説い
ている。戦時色の強い昭和14年にこのような考
えを公にすることは大変であったと思われると
同時に真実であると思われる。また、運動会は
もうすでに遊戯や、団体競技、徒競走の発表会
であったと言える。10）

　このように、既に昭和10年代においても、幼児の
実態に合わせる保育の大切が丁寧に述べられている
ことが大変興味深く、また、とても具体的に、運動
会の時間や一人の幼児の出場数にも言及している点
に着目すれば、幼児の実態に合わない時間や出場数
の運動会も多く点在していたため、あえて記された
のではないかと推測することができる。
　また、『保育要領』の刊行前年である昭和22年の

『幼児の教育』に東京女高師幼稚園（東京女子高等
師範学校附属幼稚園）の岡崎修子が「運動會」をテー
マに書いたものが紹介されており、大変興味深い。

岡崎によれば運動会は身体諸機能の調和的発達
をはかるなどといった難しいことをいうのでは
なく、「普通の日とちがった気分のうちに自分も
たのしみつつ、人をもたのしませる愉快な一日
であってほしいのです。・・・する時が来たから
しなくてはならぬ等と機械的に考えず、子供も、
親も、先生もともにたのしむために運動會をい
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たしましょう。」と書いている。時期がやってき
たからするという受身的な行事への考えでなく
積極的に取り組むことの大切さを説いている。
また行事の非日常性についても触れ、だからこ
そ楽しいのであり、園と家庭とともに楽しむこと
を呼びかけている。更にこの非日常な、「楽しい
特別」に意義があるのであるから「普段のまま
を見てもらう」ということではいけない。特別を
楽しむことが良いとしている。そして、種目に
ついては特別だからといって、何をするのか子
供がわからずに、その場でするといったもので
はなくて、共に楽しむためには「或程度形が整っ
ており、安心してのびのびできるもの」でなく
てはならないとしている。事前の練習も必要で
あるということをいっているのである。11）

　子どもも保育者も受身的でなく、積極的に取り組
みたいものであり、自分も他者も楽しめる一日にな
ること、そして、非日常の楽しい“特別”であること
を踏まえ、練習はするが、安心してやれるように、
見て楽しんでもらうための練習であってほしい、と
いう願いも書かれている、といえるだろう。行事と
して運動会が取り入れられ、普及しつつあった当時
だからこそ、様々な具体的に配慮すべき事柄が書き
記されていたようにも感じられ、そこからは、さまざ
まなことを検討し、時間的な配慮や内容的な配慮が
じゅうぶんなされていたことが読み取れる。その後、
見せる運動会、親たちに成果を見せつけるような運
動会が増え、子どもの実態にそぐわない運動会が多
く行われるようになったことが示唆され、以下のよう
に記されている。

昭和31年の幼稚園教育要領での行事に対する
文言が一人歩きし、いや戦後の行事に対する幼
稚園の取り組みがここに来てさまざまな問題を
抱えてきたのだということが言えるのではない
だろうか。また、幼稚園の数も急激に増加し、
その中での園児獲得に躍起になる幼稚園の姿で

もあったのではないだろうか。12）

　一部の私立園で見受けられる園児獲得のための見
せる運動会、子どもの興味関心とはかけ離れた、幼
児の園生活の延長上のものとは思えない運動会が、
現在でも蔓延しているとはいえないだろうか。改め
て読み解く運動会の史的資料は大変興味深く、何を
原点とすべきか、一考の価値があると思われる。
　運動会をどのような一日ととらえるか、園として、
保育者として、その意識によって、園行事としての
運動会は、大きく形を変えると思われる。
子どもにどんな経験をさせたい“行事”なのか、一人
一人の保育者が考え、園としての考えも明確にし、
保護者と共有していくことこそが、過度の期待や負
担をかけずに、子どもと保育者と保護者にとって楽
しい一日となるために必要不可欠なことだと考えら
れる。

４．おわりに

　浅見は約20年前に、以下のように記している。

　昭和27年に出版された『子どもの生活する運
動会』では、小学校が中心になっての運動会の
ことについて述べられているが、「学校行事運
営の伝統から抜け出すことは必要であるがなか
なか努力の要ることである。・・・・運動会が教
育的に一歩進めるためには、児童の参加をいっ
そう積極的なものにし、むしろ児童を中心に企
画し運営するほどの心構えになることが必要に
なるだろう。」としていることからすると、この
ことは長年考えられてはいるものの課題として
常にある問題であるということが言えよう。13）

　昭和27年から65年経った今、冒頭で述べたよう
に、小学校では組体操の問題などとも関連し、確実
に運動会のその在り方が変化しつつあるが、保育の
場はどうだろうか。待機児童が社会問題となり、小
規模保育施設を含め、保育の場は多様化している。
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多様な価値観の保育現場が増えてきている昨今、行
事「運動会」の在り方が公に議論されることや共有
されることなく、各園の創意工夫に任される形で置
き去りにされている様に思えてならない。改めて、
行事の在り方、子どもにとっての運動会の在り方を
しっかり考えていくことが必要であるといえる。もち
ろん、子どもの主体性を大切にしている園では、毎年、
試行錯誤しながら、創意工夫をし、その結果、子ど
もたちと共に素敵な運動会を作り上げている実践を
知っている。しかし、このような実践が、保育現場
の“当たり前”になっていかないジレンマも同時に感
じているため、本稿ではとらえ方の変遷に着目をし、
課題を明確にした。

（注１）
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2016/
pr160324a.html#besshi1
全国各地で、組体操の危険性や安全対策上の問題
が指摘され、大きな社会問題に発展し、各学校の判
断や教育委員会の判断に基づき、行わない学校が増
えてきている。上記リンクは、東京都における「組
み体操」等への対応方針についてのHPであるので、
参照されたい。
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