
− 183 −

１．はじめに

（１）絵本で育まれるもの
　幼児は絵本という豊かな視聴覚教材を通して様々
なものを育んでいく。例えば、描かれている絵や物
語を楽しんだり、自身が体験したことのある事柄に
親しみを感じたり、海中の出来事など体験したこと
のない事柄を疑似体験したりと、幼児は想像を膨ら
ませながら絵本の世界を楽しんでいく。また絵や写
真を見て興味を持ったり、調べたい事を科学絵本で
調べたりと、絵本を活用しながら知的好奇心を高め
ていく。さらに、絵本を大人や友達と一緒に見るこ
とによりコミュニケーションを図り社会性を高め、言

葉のやり取りの中で言語発達もしていく。
　同じ絵本でも幼児一人一人の感性や活用の仕方
で絵本の楽しみ方や味わう世界観は異なり、身近な
教材である絵本との出会いを通してその世界に浸っ
ていく。

（２）絵本に触れる体験
　ブックスタートとは、英国で1992年から始まった
赤ちゃんと保護者を対象にした活動であり、日本で
も実施している自治体では、保護者が赤ちゃんと一
緒に絵本を開き楽しむ体験を実際にしてもらい、絵
本を手渡している。（NPOブックファースト、2010）
　また絵本に触れることの出来る場所は今や図書館
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だけに限らず、幼稚園や保育所の集団生活の場や地
域の子育て広場や病院など、幼児は絵本に触れる場
所が多くある。
　『幼稚園教育要領』や『保育所保育指針』、『幼保
連携型認定こども園教育・保育要領』の言葉に関す
る領域には、「絵本や物語などに親しみ、興味をもっ
て聞き、想像をする楽しさを味わう。」（幼稚園教育
要領、2017、p.20）（保育所保育指針、2017、p.28）（幼
保連携型認定こども園教育・保育要領、2017、p.30）
と示されている。また各解説でも触れられている通
り、集団生活の場で読む絵本は、家庭ではなかなか
選ばれない、家庭にはない内容の絵本にも触れる貴
重な機会となっている。家庭では子ども自身の興味
や子どもにこれを読んでもらいたいという家族の願
いから絵本が選ばれることが多いが、家庭よりも幅
の広い内容の絵本に出会うことにもなるであろう。
　横山他（2007）は、幼稚園で毎月購入している月
刊絵本を家庭に持ち帰った後は家庭の中でも読まれ
ることが多くなる、と述べているが、それを鑑みると、
幼稚園や保育所などの集団生活の場で出会う絵本は
重要と言える。

（３）問題の所在と課題の設定
　絵本に関する先行研究を概観すると多岐にわた
る。例えば谷川（2012）は、子どもの心理発達の面
から、子どもが絵本と出会う環境に注目し論じており、
佐藤（2004）は、絵本の挿絵の効果や子どもが絵本
を読む際の特徴等について論じている。横山（2006、
2007）は、３歳児や４歳児の幼稚園や家庭での絵本
体験の特徴や関連を論じ、佐藤他（2007）は保育者
が読み聞かせにおいて使用する絵本を選択する理由
を経験年数と関連付けて論じている。保育者の読み
聞かせに関する研究では、横山・水野（2008）は、
保育者が保育の中で集団に向けて実践する絵本の読
み聞かせの意義を論じ、環境の面から山田（2012）
は、幼稚園の３～５歳児クラスの絵本の読み方及び
絵本コーナーの絵本や家具の場所との関係を論じて
いる。このように絵本に関する研究は、その研究目

的により幅の広い研究が行われてきた。
　また平成29年度に松蔭大学が文部科学省委託に
より行った調査「絵本を通した計画的環境による
教育内容の深化・充実について～多様な対話が育
む幼児期のコンピテンスとその評価～」（松蔭大学、
2018）でも、絵本の読み聞かせの効果や絵本を活用
した環境の在り方について報告されている。
　倉橋（2015、p.152）は「自己選択は読書の満足
の一根本要件」と述べているが、倉橋の考えを基に、
幼児がある絵本を選ぶ時にどのような要因が影響を
及ぼしているかという疑問を持ったことが研究を始
めるきっかけであった。絵本選びに着目することは、
幼児理解を深めることに繋がると考えることから、
研究の意義があると考える。
　先行研究の中で富田・浜田（2017）は、絵本を自
発的に選ぶ幼児の特徴を明らかにしているが、その
対象は２、３歳児であった。そのため、本研究では
４歳児を対象とし、絵本コーナーでの絵本を選ぶ様
子に着目し、考察することとした。
　４歳児を選択した理由は、他児との関わりの中で
葛藤体験も多くなる年齢であり、無藤他（2019、p.96）
が述べているように、「さらに、５歳ごろから、言葉
によって自分で行動を抑制したり保留したりといっ
た自己統制ができるようになってくる」年齢である。
そのため、絵本コーナーでの友達との関わりや自己
統制を発揮する姿も含め、絵本を選択するまでの行
動に着目することは、幼児が絵本を選択する際の要
因を明らかにすることに繋がると考えた。

２．研究方法

（１）調査方法
　幼稚園４歳児クラスの絵本活動の時間をビデオ撮
影し参与観察を２回行った。調査日時は、令和元年
７月18日（金）9：25 ～ 13：30、７月16日（火）9：
25 ～ 10：00である。
　絵本コーナーを中心にビデオ撮影を行ったが、幼
児の行動を妨げないよう、幼児の行動に応じて場所
を移動しながら撮影を行った。
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　絵本コーナーは部屋の隅に設定されていた。絵本
棚は机上に設置され、幼児が自由に絵本を選びやす
い環境に工夫されていた。そして棚に入りきらなかっ
た絵本は棚と壁の間に所蔵してあり（写真１）、その
合計は115冊に及んだ。絵本の種類は、幼稚園で毎
月購入している月刊絵本『おはなしひかりのくに』（ひ
かりのくに株式会社）シリーズが最も多く、2012年
から2019年まで所蔵されていた。その意図を学級担
任に質問したところ、幼稚園の方針で自然に触れる
経験を大切にしているため、自然が多く描かれてい
る月刊絵本を所蔵していると語った。その他にも、『こ
ぐまちゃんのみずあそび』（1971．わかやまけん．こ
ぐま社）などの季節に応じたものや昔話の絵本など
が所蔵されていた。

（２）対象
　都内の私立幼稚園を対象とした。４歳児クラスの
在籍数は28名（男児15名、女児13名）、学級担任
１名であった。
　園の選定理由は、ほぼ毎日、保育活動の中に絵本
の時間を取り入れており、幼児が絵本に触れる体験
や時間を大切にしている園であったため、絵本を見
たり読んだりすることが日常的な４歳児の絵本を選
ぶ様子を捉えることができると考えたからである。
　絵本の時間は、午前中１回または午前午後と２回
設けられ、子どもたちは絵本コーナーから絵本を選
び自分の椅子に座り、絵本を見たり読んだりしてい
た。学級担任はその間、子どもたちの様子を見守り
ながら、連絡ノートの確認や子どもの視診、次の活

写真１　絵本コーナー及び所蔵されている絵本

動の準備を行っていた。

（３）分析方法
　ビデオ撮影したデータの中から本研究の目的に関
連する事例を抽出し文字化した。そしてトライアン
ギュレーション（佐藤、2007）を行い、映像では他
児と重なり見えにくかった部分や幼児の声がどの幼
児の声なのかなど不明確であった部分の確認を学級
担任と行った。このトライアンギュレーションの効
果を柴坂（1999、p.879）は、「一種の裏付けを取る
作業ともいえる。複数のデータが同じ方向を向いて
いれば、それだけ確実なことがいえるし、ずれが生
じればそれはどうしてなのかと問う新しい視点も開
ける」と述べている。本研究も筆者が不明確であっ
た部分を学級担任と確認することにより、「ローデー
タの質」（柴坂 1999、p.878）をより良いものとした。

（４）倫理的配慮
　園長及び学級担任に、研究目的及び内容、個人は
特定されることのないことを説明し同意を得た。ま
た園児の保護者には園長から書面にて研究目的や内
容、撮影日についての説明が行われ同意を得た。

３．事例分析の結果と考察

　ビデオ撮影し参与観察を行ったデータの中から事
例を活用し考察を加えた。
　武藤（1999、pp.544-545）は、「事例研究法の一番
大きな特色は、一つあるいは少数の事例を、『人』や『も
の』と相互にかかわり合う具体的な生活状況と切り
離さずに、しかも時間を追って丹念に記述、検討し、
得られた見解、生じた結果は、常に状況との関係に
おいて多面的、総合的に把握していこうという姿勢
であろう。したがって、事例研究法は『普遍性』を
定量的に求めていこうとする態度ではなく、『個別性』
を徹底的に検討することを通して普遍性を追求する
というアプローチにその本質がある」と述べている。
　本研究でも事例を取り上げ、武藤の述べる「個別
性」を追求することを試みた。
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　以下が各事例の詳細である。

　事例１【人気の絵本を我先に探すＡ君、Ｂ君】
　Ａ君は絵本コーナーの前に行き、台にお腹を付け、
身を乗り出しながら、絵本の背表紙を左側から右側
へと眺める。Ｂ君はＡ君の様子を見ながら急いでシー
ル帳をカバンにしまう。そしてシール帳をしまい終
えると急いで絵本コーナーに行き、挨拶するかのよ
うにＡ君の腰を軽く叩き、Ａ君の隣に行く。Ｂ君は
絵本棚から１冊取り出すが、表紙を見てすぐに棚に
戻す。Ａ君は１冊の絵本を取り出そうとするが取り
出せない。それを見ていたＢ君が手伝おうとするが、
Ａ君はそれを右手で払いのけ、再び取り出そうと試
みる。Ｃ君が絵本コーナーに来る。Ｂ君が１冊取り
出し表紙を確認している最中にＡ君は１冊を勢いよ
く取り出す。Ａ君は「いえーい。」と絵本を高く持ち
上げ、走って席に座る。Ｃ君も１冊取り出す。Ａ君
の姿を見てＢ君は「うわっ、いいなぁ。」と崩れた絵
本を戻しながら言う。Ｄ君はＡ君の様子を見て、「ど
こにあった？ちからたろう。ぼくにもあとでかーしー
て。」と伝える。Ｂ君は崩れた絵本を棚にしまいな
がらも後ろを向き、Ｄ君とＡ君の会話を聞く。しま
い終えるとＢ君はＤ君の所へ行き、「ねー、Ｄー、ち
からたろうだったらさー、（自分を指さす）。」と、『ち
からたろう』（文　もとしたいづみ）（以下、『ちから
たろう』）を見る順番は自分が先だと訴える。Ｄ君は

「だってちからたろうは僕がさきだもん。ちからたろ
うはー、（Ａ君を指さす）、Ｄー（自分の胸に手を当
てる）、Ｂー。」と順番を確認する。
　この事例では、人気の絵本がいち早く見たいため、
その絵本を急いで探す様子を捉えることができた。
　特にＡ君は、幼稚園が月刊購入している、ひかり
のくに株式会社の『おはなしひかりのくに11月号』
に掲載されている『ちからたろう』の絵本が見たい
気持ちが強く、絵本棚の前で背表紙を注意深く確認
しながら探していた。そしてＢ君も同じ絵本を探し
ていることに気が付くと、その絵本を先に取られな
いように必死に探す様子が見られた。

　ビデオ撮影後に学級担任に、『ちからたろう』が
人気の理由を伺ったところ、学級担任が読み聞かせ
でこの絵本を読んだことがあり、それから特に男児
に人気になったと語った。絵が荒々しいため怖いと
感じる子どももいるが、男児はその荒々しい絵がお
気に入りとなったと語る。このように、お気に入りに
なった動機は、学級担任による読み聞かせがきっか
けであった。
　以上のことから、Ａ君の絵本を選ぶ要因は、学級
担任の読み聞かせにより物語の内容を知り、その後
も自身のお気に入りの絵本となったこと、男児に人
気の絵本のため、友達よりも先に絵本を探したいと
いう気持ちが強いことが推測される。
　また、Ａ君が『ちからたろう』の絵本を見つけ、
手に取る姿を見たＢ君とＤ君は、次にＡ君から借り
る順番を決めていた。これはまさに、葛藤をしつつ
も絵本を見たいが順番を決めて待つという自己統制
する力を発揮している姿であった。

　事例２【好きな絵本を見つけたＥちゃん】
　絵本コーナーの前で３人が絵本の背表紙を見な
がら話していた。Ｅちゃんも絵本棚に近づく。「みん
な、ほんえらんでるー。（すっと絵本を上に引き抜く）
あっ、これこれ。おつかいー、この本大好きだからさ。」
と筆者に見せる。その後、歩いて席に座り絵本を見
始める。
　この事例では、Ａちゃんの絵本を選ぶ要因は、お
気に入りの絵本であることが推測される。Ａちゃん
は絵本棚の手前にあったお気に入りの絵本を見つ
け、すぐに手に取っていた。
　本児が手に取った絵本は深緑色の表紙の『はじめ
てのおつかい』（1977．筒井頼子．福音館書店）であっ
た。Ｅちゃんは表紙の絵を見なくとも、絵本の色や
大きさでそれだとわかったのだろう。見つけた瞬間
に絵本を上に取り出し、筆者にその絵本を見せた。
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事例３【お気に入りの場面があるＢ君】
　Ｂ君は絵本棚の絵本を端から１冊ずつ絵本の上を
人差し指で押し、半分引き出しながら表紙を１冊ず
つ確認する。次々と他児も絵本棚に絵本を取りにく
る。Ｂ君は他児の横を潜り抜け、１冊ずつ両手でず
らしながら表紙を確認し、絵本を探す。それは真剣
なまなざしであり、１冊ずつ探していた。他児が１
冊引き抜いた絵本の表紙を見るが、すぐにまた探し
始める。Ｂ君の手が止まり、１冊を取り出す。「あっ、
みつけたー。」と言い、ブタが口を開いているページ
を開き、ブタの絵を見ながら「いただきまーす。」と
言う。その後、ページを開きながら歩いて席に向かう。
　この事例のＢ君の絵本を選ぶ要因も、お気に入り
の場面がある絵本であることが推測される。１冊ず
つ表紙を確認する際のＢ君の表情が真剣であったこ
とが印象的であったが、その表情や集中して探す姿
からも、この絵本が見たいという意思の強さが推測
できる。もし複数の絵本を悩みながら探していた場
合、悩むことで手が止まり、間が出来たであろう。
　また見つけ出した際の「あっ見つけたー。」という
言葉からも、お気に入りの絵本を見つけ出した嬉し
さが表れていた。

４．まとめ

　本研究では、Ａ幼稚園における４歳児クラスの絵
本選びの様子に着目し、特定の絵本の選択要因とし
て何が想定されるのか、事例を通して検討を行った。
　本事例においては、学級担任が読み聞かせをした
ことのある絵本であること、友達よりも先に見たい
という気持ちがあること、自身のお気に入りの絵本
やお気に入りの場面がある絵本であることが挙げら
れた。
　対象園は日常的に絵本の時間を設けていた。全員
が絵本を見る時間が確保されており、絵本を見たり
読んだりすることが習慣化しているため、今日は何
を見よう、次は何を見ようという意思が強くなり明確
になると考えられる。これは前述した、倉橋（2015、
p.152）の「自己選択は読書の満足の一根本要件」

に通じ、何を見たいかという意思が明確で絵本を自
分で選ぶことが、絵本の時間を有意義なものにして
いくと考えられる。
　事例１のように、友達よりも我先に絵本を探す姿
や絵本を見たい気持ちを我慢して待つ姿、また子ど
も同士で次に見る順番を決めて待つ姿には、葛藤体
験や自己統制が身に付いてくる４歳児の特徴を垣間
見ることができた。
　また同事例のように、絵本選択の要因が学級担
任の読み聞かせがきっかけとなることもあった。谷
川（2012、p.47）は「幼児期の子どもは、いつも寄
り添ってくれる身近な大人に絵本を読んでもらうこ
とによって初めて、描かれている絵の面白さ、耳か
ら伝わる好きな人の声を通して語られる物語の楽し
さを学び知る」と述べている。事例１でも、本棚に
あってもその仰々しい絵柄から手に取らなかった『ち
からたろう』の絵本も、学級担任の読み聞かせによ
り物語の内容がわかり、親しみを持つことに繋がっ
ていた。このように信頼を寄せている先生が読んだ
絵本は、その後の幼児のお気に入りになる要因とな
り得る。そのため、保育者の読み聞かせ時の絵本選
びも重要であると言える。
　以上のことを踏まえ、幼児が何の絵本を見ている
か、絵本の何を楽しんでいるか、また絵本を通して
何を育んでいるかを捉えることだけでなく、絵本を
選択する際の要因にも着眼点を置くことで、幼児の
今の興味や関心を把握し、気持ちを理解し、他児と
の関係ややり取りを把握することに繋がると考えら
れる。また手に取る際の様子や選ぶ際の思いを知る
ことは、今後の絵本コーナーに所蔵する絵本選択の
参考にもなるであろう。
　本研究は、一斉活動の際に絵本の時間を設けて
いる幼稚園にて参与観察を行ったが、自由保育の中
で絵本の他にも選択できる遊びがあった場合はまた
違った子どもたちの姿があることが懸念される。そ
のため今後の課題は、自由遊び中の４歳児の絵本を
選択する際の要因を考察したり、保育所など保育時
間が異なる集団生活の場での様子に着目したりし、
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比較検討を進めていきたい。
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