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（１）本稿の目的
　一般的に、描画の発達段階は、腕の軌跡であるス
クリブル（１～３歳前後）から始まり、閉じた円を「お
しゃかな」と名付ける象徴期（２～３歳前後）を経て、
頭足人などの「前図式期」（３～４歳前後）、記号的
表現の「図式期」（５～８歳前後）へと緩やかに移
行する。さらに小学校の中・高学年では、多視点描
法の「前写実期」を経て、中学生の「写実期」、高
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校生の「芸術的表現」へと上昇する１。本稿の目的は、
「見たものではなく知っているものを描く」という幼
児の描画を研究対象として、その象徴的、図式的描
画の詳細を明らかにすることである。具体的には、
2016年～2018年の３回に渡る調査結果（描画の様
子のVTR、記憶表象群）を投影的、象徴的な側面、
写実的な表現への移行を想定した描画の発達段階
の側面、経年変化の３側面から調査・分析を行う。
　筆者は、これまで記憶スケッチにおいて「見ない
で描く」と「見て描く」ことを対比させる指導が、
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形態の貯蔵庫ともいえる形状ストック化を促し、児
童の描画に関する感受や認識の能力を高める教育的
効果を明らかにした２。これらの実践から「見ないで
描く」画には、描き手の描画意識が強く現れること
がわかった。そこで、本調査においても、「見ないで
描く」活動を設定する。
　本研究において、描画意識は「その年代の心身（認
知機能、運動機能、感情や感性）の発達を反映した
対象の捉え方」と定義する。調査に当たっては、幼
児の描画は、様々な認識が混然としていて未分化で
あるということを踏まえ、読み聞かせの場を盛り上
げることによって、幼児の描きたい気持ちを喚起で
きる場づくりに留意した。

（２）幼児の描画意識に関する先行研究
　子どもの描画に関する研究は、数多ある。その中
で、表現性、発達段階、子どもの絵の見方に関する
以下の先行研究に着目する。
１）G.H.リュケ３引用画像から
　リュケは、「子どもの絵−児童画研究の源流−」に
おいて、７歳の娘が地域の祭りの伝説の巨人「ゲヤ
ン夫人」を、祭りの10日後に記憶に頼って描いた描
画７点を、型の分化、直接的な状況が動機となる例
として取り上げている。（図１）リュケの問題意識は、
大人の絵の視覚的写実性に対する子どもの絵の

「知っているものを描く」という知的写実性にあり、

記憶に関する描画はリュケの文脈では、知的概念に
内包されている。「この絵を引用したのは、この絵が
一度見たものを、記憶に頼って次々と続けざまに描
き上げていったものだからである。ここには、型の
成長の過程がはっきりと看守される」と記している。
これらの引用は、子どもの対象への認識が必ずしも
最初に表出されるものではなく、型を得て深まって
いくプロセスがあるというリュケの鋭い洞察を示し
ている。
２）�寺川志奈子「幼児の描画における表現性の発達
－描画意図の視点からの検討－」（1992）４

　寺川は写実的側面（リュケら）と象徴性の側面
（ハーバード・プロジェクト・ゼロ）における描画意
図について詳細に検討し、幼児の描画意図を分析す
る視点について考察している。幼児の描画過程にお
ける意図は、状況により多様に変化し、その多用性
の中には、創造性の萌芽としての「その子らしい表現」
も含まれ、自己に固有な表現の体系としての象徴性
あるは意外性として捉えられている。分析の視点と
しては、描画結果だけでなく、プロトコル、身振り、
表情等も含めた描画過程、及び前後の子どもの経験
までも考慮することの必要性を示している。幼児期
においても、芸術的な兆候への感受性としての隠喩
的な表現を意図して描く場合があることの示唆は、
描画意識とも関連が深い。
３）�東山明・東山直美「子どもの絵は何を語るか－
発達科学の視点から－」（1999）５

　東山は、子どもは「ものをどう見ているか」「立体
や空間をどう認識しているか」について、例えば水
を入れたコップを見て描く描画調査を３歳から小学
６年生まで約2500名を対象に実施し、その表現過
程について貴重な見解を示している。主な傾向とし
て、３歳児ではコップの表現は閉じられた円形で表
す「存在」表現と側面からの平面表現が全体を二分
するという。そして、小学１年より現れはじめた「側
面→斜め」の過渡的な表現は、小学校３年生でピー
クをむかえる。この表現はは側面的表現から、コッ
プの口の曲線が付加され、その後徐々に底の表現が図１：リュケ引用「ゲヤン」画像（左上１枚目→右下）
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水平線から楕円の表現へと視覚的な写実的表現へ
の志向を示している。その後、小学４、５年では、
全体として矛盾のない視点の統一された三次元的表
現が半数を占めるという。（図２）
　コップを手にもって上から見ると、丸く見える。
真横から水を見ると四角に見える。真上からの形で
ある円と真横からの形である四角の組み合わせは、
視点が時間と共に移行して捉えた多視点描法であ
る。体感的な水平、垂直の線だけだったものから、
次第に奥行きを表す「描画意識」を獲得することが
わかる。

４）�北村眞佐美「子どもの絵の見方のルーブリック
の開発－幼児の絵を読み解く力の向上を目指す
試み－」（2018）７

　北村は保育者が子どもの絵について不安や疑問を
抱えている現状の一方策として、子どもの絵を見る
ことに活用できるルーブリックを設定する。その評
価指標は６観点あり、「知識や理解」２観点、「思考
や判断」３観点、「姿勢態度」１観点に大別できる。
評価尺度レベルは、「１：理解できない」「２：部分
的に理解できる」「３：概ね理解できる」「４：理解
できる」である。観点と具体的なレベル１の内容は、
順に①子どもの絵の発達に関する知識（絵から子ど
ものおよその年齢がわからない）、②子どもの絵の背
景や生活等のつながりに関する理解（絵と子どもの
生活のつながりが分からない）、③子どもの思考や
判断について考える（描き始めや描いた順番がわか
らない）、④子どもの主題や工夫について考える（全
体と部分を分けて見ることができない）⑤子どもの
絵と指導の関係について考える（絵からどのような
指導が行われたかわからない）、⑥子どもの絵を見
る姿勢や態度（作品を見ることを楽しめない）である。

役職者、経験年数の異なる保育者（３年、10年の区
切り）、大学生を対象に調査、分析を行い、合わせ
て絵の見方のグループディスカッションを実施し、
絵の見方に必要な指標を基に、保育者の質的向上の
方策を示している。
　本稿で検討する描画意識は、指標①の描画の発
達段階の基礎知識、及び指標④の子どもの主題や
工夫と深く関わる要素と捉える。

（３）問題の所在
　絵本の場面を「見ないで描く」ことを中心とした
３−５歳児の描画群について、具体的な問題の所在
を、以下のように設定する。
・ 　投影的、象徴的な表象の観点からどのような特

徴があるか。
・ 　写実的な表現を想定した発達段階の見取りから

どのような描画意識の傾向が見られるか。
・ 　同一幼児の経年変化において、どのような描画

意識の移行が見られるか。

２．本調査の基礎概念と概要について

（１）描画意識について
　東山は、子どもの絵の表現の発達は、一般的な心
身の発達と深い関係があるとして、諸能力を①「認
知機能の発達」、②「運動機能の発達」、③「感性
や感情の発達」に分けて想定する。そして、それら
は生活体験の充実や世界観の拡充によって相互に影
響し合い発達を促す８。本稿の「描画意識」は、こ
れらの発達の総体である子どものフィルターといっ
てよいだろう。
　例えば図２は、本学の学園祭のワークショップ会
場にて観察された、年長児の描画である。コースター
への自由画を描くに当たって、傍らにあった「絵の
えほん」の気に入った頁を開き、自ら参照すること
を選択している９。椰子の並木道とこちらに向かって
来る赤い車が描かれているイラストを、園児は、道
路と車は鳥の目線で真上から、椰子の木は真横から
目線で側面を描いて構成しており、多視点描法の典

図２：コップと水の表現過程６（東山、1999）
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型を示す。
　この事例で興味深いのは、この園児のフィルター
を通して変換された表象である。「上空と側面から２
視点で捉えて組み合わせた捉え方」は、この園児の
描画意識であるといえる。
　この描画から上記の３観点の発達段階を推測する
と、①認知機能：車だけといった一要素でなく、道、
木、車という３要素から空間を捉えており、全て側
面からの描写で記号化して描く図式期から、前写実
期の認識にある。②運動機能：画面に余白なく大き
く描いていることから、視覚と連動した手指の運動
機能は高い。③感性や感情：参照頁と同様の色を選
択し、違う頁も含め３作品を次々と仕上げる造形感
覚を備えていたことから、年長児の中でも高い発達
レベルといえるだろう。母親が熱心に制作する傍ら
で、同様に嬉しそうに取り組む様子から、安定した
前向きの感情を確認した。

（２）形状ストックについて
　形状ストックは、文字通り「形態の貯蔵」を意味し、
形をたくさん知っている、覚えている知覚量と共に、
情報を取り出して活用できる能力を指す10。形状ス
トックは、自転車の乗り方を体が覚えているのと同
様な身体性を伴う潜在記憶であるため、筆者は、描
画の発達においてこの概念を重視する。
　しかしながら、この指標は、写実的な表現の獲得
を想定したものであるため、描画に関して未分化な

幼児に対しては違和感がある。その萌芽を確認する
指標として用いるが、この観点のみの分析に終始す
ることがないよう配慮する。投影的、象徴的な表象
としての見方も進め、幼児の描画意識を検討する。

（３）各調査の概要
①2016年の調査について

日時：2016年７月21日10：00～10：40
場所：福島県いわき市Ｔ保育園
参加園児数：年長児９名、年中児10名
参照絵本： MAYAMAXX作「らっこちゃん」

（2013年、福音館書店）11

　年長児と年中児の合同クラスにて、40分程かけて
筆者が実践を行った。
１） 画像提示：小学校では美術作品を学年の発達段

階に合わせて用いたが、保育園では、比較的単
純な造形で感情移入しやすい絵本から場面絵を
選んで提示した。最終的にMAYAMAXX作

「らっこちゃん」のラッコが貝をもって石で割る
場面絵「らっこちゃんかつかつ」を選択した。

２） 手慣らしの線描：記憶画を描く前に、四切の画
用紙の大きさとクレヨンに慣れることをねらっ
て、直線、ギザギザ線、波線を描くプログラム
を設けた。カタツムリのペープサートを登場さ
せて、動かしながら、ゆっくり描くよう促した。

３） 描画：「見ないで描く」に引き続き「見て描く」
を行えるよう、隣にもう一頭描く流れを設定した。

②2017年の調査について

日時：2017年５月１日10：30～11：10
場所：福島県いわき市Ｔ保育園
参加園児数：年長児10名　年長児８名
参照絵本：エゴン・マチーセン作12

 「あおい目のこねこ」（1965、福音館書店）

１） 提示画像：年長児は昨年「らっこちゃん」の「見
ないで描く」画を体験しているため、前回同様に、
比較的単純な造形で感情移入しやすい絵本や物

図２：年長児の本を参照しコースターに描いた描画例
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語を検討した。最終的にエゴン・マチーセン作「あ
おい目のこねこ」「むかし青い目のげんきなこね
こがおりました」で始まるねずみの国を見つけ
に旅をする子猫の物語を選択した。前回の検証
に比べ、文章量の多い本の挿絵を場面絵として
提示するため、挿絵の拡大コピーを紙芝居のよ
うに提示した。

２） 手慣らしの線描：今回は、四切画用紙を半分に
折り、八切大２面を使用して、「直線、ギザギ
ザ線、さらにクロスして重なるギザギザ線」「同
心円上に波紋のように描く円の広がり」に挑戦
した。（図）イメージを補うために熊谷守一作「水
滴」画像を紹介した。

３） 描画：痩せた子猫（見ないで描く）と太った子
猫（見て描く）の対比とする流れを設定した。

③2018年の調査について

日時：2018年７月19日
　　　10：00～10：40（年長クラス）
　　　10：45～11：25（年少・年中クラス）
場所：いわき市Ｔ保育園
参加園児数：年長児10名
　　　　　　　年中児８名　
　　　　　　　年少児６名　計24名
参照絵本： MAYAMAX作「らっこちゃん」

（2013年、福音館書店）

　クラス編成の実態から年長クラス10名と年中年少
クラス11名と分けて実施し、年少児の描画の様子も
観察した。プログラムの流れは、２年前と同様、手

習し、読み聞かせ後に、「見ないで描く」描画を実
施した。通常の保育題材と異なり、四切画用紙に幾
何学的な模様をゆっくり描く手慣らしは、運動性と
量的な満足を保障し「描画と手先の一体感」を感じ
られるよう留意した。絵本の面白さをきっかけに「見
ないで描く」体験的な場を設定した。

３．描画分析①：投影的、象徴的な表象

　２～３歳児の子どもは、なぐりがき（スクリブル）
から次第に立ち現れた形を指さし、意味付けし、名
前で呼ぶという飛躍的成長を見せる。そのため、描
画の発達の道筋において、２歳半から４歳頃は「命
名期」或いは「象徴期」とも呼ばれる。この章では、
投影的、シンボリックな表象という観点で、まず、
年少クラスの描画から検討する。
（１）年少クラスの描画（2018）から
　図４−１から図４−６までの縦に並んだ年少クラ
スの６点の描画は上から順に２歳７ヶ月、２歳８ヶ月、

図３：年中（右側3×3名）・年少（左側2×3名）合同ク
ラス描画の様子�　　　　　　　　　

図４－１～図４－６
年少クラス描画群

図５－１～図５－６
年中クラス描画群
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２歳９ヶ月、２歳９ヶ月、２歳９ヶ月、３歳３ヶ月の
月齢の描画である。月齢が高くなるほど、再現性が
高く、図４−５と図４−６は、らっこの顔を円を重ね
て描き、その後、体を下方に描いている。どちらも、
頭足人の様相であるが、図４−６児は足の間に尻尾
を認識して線で捉えている。顔の表情の表象は目鼻
立ちの特徴を捉えて抜きん出ている。図４−５児は
絵本の言葉「らっこちゃんかつかつ」に呼応した石
と貝、そして手も認識している。
　筆者が最も象徴的であると感じたのは図４−３で
ある。この男児は、クレヨンを親指、人差し指、中
指３点でつまむように持ち、画面の左上から短めの
直線をゆっくり重ねながら描き、線が右側の端まで
行き着くと「できた」と呟いた。四切画用紙の大画
面に描くことは、大きな挑戦だったに違いない。最
初に描いた裏面の直線、ギザギザ線、ゆらゆら線の
途切れた描画から、スクリブル期であることが伺え
た。彼が示したのは、身体が細長く横に伸びる正に
らっこの存在であろう。その後、先生の助言もあり、
オレンジ色で友達を描き加えている。
（２）年中クラスの描画（2018）から
　図５の６点は年中児の描画で、月齢は上から順に
３歳６ヶ月、３歳６ヶ月、３歳11 ヶ月、３歳11 ヶ月、
４歳、４歳２ヶ月、４歳３ヵ月である。（紙面の制約
から図４−１のように楕円で存在を捉えている描画
と図４−４のようなスクリブル的な描画２点は割愛し
た。）
　この描画群で興味深いのは、起筆の対象が異なる
ことである。図５−１の男児は、まずらっこの胴体を
描いてから頭を乗せており、図５−３の男児は実に
左側の足先と尻尾から描いている。図５−４の女児
は、胴体と頭の区別なく、中央の細長いシルエット
をまず描き、それから赤い目と足と尻尾を付け加え
ている。図５−５の男児と図５−６の女児は、同様に
一筆描きのように、体と足、尻尾を繋げて描いている。
この描き方は、図式期の特徴であり、図５−２や５
−４の手足の存在と方向は示せるが、虫のような表
象から一段上の描画意識と捉えてよいだろう。

　年中児は横長の体勢をどの子も捉えていた。年少
児の７割程の捉えに比較すると、人間の頭の下に体
があるという概念画によらない強い感受があったと
いえる。
　象徴的な、　より感覚的にフィット感のある図５−
１において、中央の「見ないで描く」画にかけた時
間はおよそ１分30秒ほどであった。図５−６も同様
に短時間で表出が行われ、後半の絵本を示した「見
て描く」画では、らっこの毛の観察が加えられ、手
にもつ貝か石は赤くぬられている。両児とも、「見な
いで描く」画の方が線質は際立ってよい。幼児にとっ
て、「見ないで描く」画の方が、よりスムーズに表象
が結ばれる傾向がある。

４．�描画分析②：写実的な表現を想定した
発達段階の見取り

（１）「らっこちゃん」の描画より（2016年）
　調査を実施した年中、年長クラスの18作品の形
状ストック要素分析を月齢順に一覧にまとめた（表
１）。（No.13は支援員の協力を得た創作のため扱わ
ない）３歳５ヵ月～５歳３ヵ月まで幅があり、それぞ
れの園児が描画のどこに関心をもちどのような描画
意識をもっているか推測できる。
　形状ストックの要素としては、形象レベルとして、

「頭の形」、「目」、「鼻」、「ひげ」、「耳」、「足」、「尻尾」、
「前足」、「体の傾き」、「胴と前足の重なり」、「貝」、「石」
の12項目を設定した。感性レベルとしては、「バラ
ンス」、「ラッコの印象」、「愛らしさ」の３項目を設
定した。表象として確認できたものには、「〇」印、
確認できなかったものには、「／」を印した。また描
いた二頭のうち、どちらかに確認できれば認識して
いると判断した。
　「No.１」児は最年少月齢ながらも、「前足」「胴と
前足の重なり」、「石」以外を除く要素を認識している。
特に尾にかけてラッコの特徴をよくとらえており、そ
の体勢の捉えと鱗のような毛皮の質感の描写は群を
抜いている。また、隣の女児が顔の円から描いてい
るのに対し尾から描いており、細部まで強い関心を
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もって描いていたことがわかる。
　「No. ２」児は、各パーツを大胆にとらえており、
広げた手にはたくさんの石をもつ。特に、体と頭の
交わっていないつなげ方に特徴がある。積み木を重
ねるように四角形という基本形で形をとらえる描画
意識である。
　また、「No. ４」児の頭部と体、No.６児の頭部と耳、

「No.10」児の足と尻尾と体は隔てる線がなく、一筆

でつながっている。頭足人が頭部と体が未分化で、
頭部が意味的には人間を丸ごと表しているのと同
様、体と足や尻尾をひとまとまりとして認識して描
いている。
　「No. ８」児と「No.12」児は体の傾きを垂直にと
らえて、人間のように表象している。この調査では、
この「ラッコの体の傾き」の認識を「胴と前足の重
なり」の認識と共に特に着目したい。描いている児

表１　形状ストック要素の分析（年中クラスNo.１～ 10、年長クラス児No.11 ～ 19）、2016．７．21
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童の頭と体の垂直の実感は自身の感覚であるため、
他の認識に比べて強いと思われる。その状況下で、
自分と切り離して体を横に描くことは、「指さし」と
同様確かな意識の分化であり、高次な認識といえる。
18名中16名（89％）が体の向きの形状ストックを獲
得していた。次に、最も年長児と年中児の認識の差
が出た要素は、前足と胴の重なりであった。年中児
は９名中１名（11％）、年長児は９名中５名（56％）
の意識化を確認した。そもそも、年中児は半数程が
前足の認識がなく、No. ９児の表象は、曲がった体
の胸の位置丸い石だけが描かれていて、微笑ましい。
これらのやや高次の「体の傾き」と「胴の部分の重
なり」の形状ストック化については、今後も観察を
継続する。
　全体を並べて特に顕著なのは、No.14児（月齢４
歳７か月）以降の園児が線描表現だけでなく、彩色
をしてかたまり感のある表現をしていることである。
日頃の描画の習慣の現れなのか、輪郭線だけでは満
足できない欲求があり、No.14児は、ラッコの体をピ
ンク色と赤色にぬりつぶしている。同様に、ピンク色、
茶色、黄色、紫の縞、黒等固有色にこだわらない色
の選択がなされている。
　全体を通して最も認識され、描かれていたのは、
ラッコの目（100％）であり、順に、顔の形（94％）、
耳（89％）、足、体の向き（83％）、尻尾（78％）、腕、
貝、石、（73％）胴と前足の重なり（33％）、ひげ（13％）
であった。ひげは場面絵では白色で描かれていて、
遠目に見ては、確認することが難しい。No.17児と
No.19児の認識、表現力が特に高いことを示してい
る。
　一方、感性レベルの指標については、「バランス」

「愛らしさ」が67％の表象化を示し、「ラッコの印象」
の表象については38.9％と健闘した。形象レベルに
比べて、年長児と年少児の大きな差は見られなかっ
たのが特徴である。全体的には、予想通り月齢が高
くなる程、認識と主張を盛り込んだ記憶画表象とな
ることを確認した。
　細かくは、一筆書きのようなまとめた表し方や細

かなパーツを組み合わせた表し方、また、ぬり込ん
でいくことでより主張する表し方に幼児の認識が表
象されていることを明らかにした。

（２）「青い目のこねこ」の描画より（2017年）
　本検証の形状ストック要素は、形象レベルとして、
①顔の形、②目、③青い目、④ひげ、⑤耳、⑥足、
⑦尻尾、⑧上向きの尾、⑨体の向き、⑩足の動きの
10項目を設定した。また、感性レベルとしてａバラ
ンス、ｂ猫の印象、ｃ痩せてから太った対比の３項
目を設定した。年長児の痩せた子猫と太った子猫の
画像と形状ストック要素分析結果をまとめて掲載し
た。（表２）
　年長児全体を通して最も認識され、描かれていた

表２　形状ストック要素の分析（年長・年中合クラ�
ス児No.１～10）月齢順、2017．５．
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のは、「顔の形」と「目」（100％）次いで、「青い目」、
「ひげ」、「耳」（90％）、「足」、「体の傾き」「猫の印象」
（80％）、「尻尾」、「バランス」、「痩せた猫と太った猫
の対比」（70％）、「上向きの尾」（60％）、「足の重なり」

（50％）と続いた。
　物語のタイトル、及びモノトーンの図版の中で目
だけが青く目立つためか、２番目の高い確率で「青
い目」を描き、描画の中で引き立っていた。「No.２」
児は輪郭よりも先に青い目を描き、描き始めが幼児
の最初の意識化された部分であることがわかる。ぴ
んと伸びだ尻尾は物語に何度も登場する子猫の元気
のバロメーターである。尻尾は70％、上に伸びた尻
尾は60％と、予想以上の形象化を確認した。
　形状ストック要素の「足の重なり」は、棒立ちで
はなく、前後に足を開いた歩く姿を指している。最
初に児童に描画を促す際も「道を歩いていく猫さん
を描いてみよう」と呼びかけた。旅をする猫の象徴
的な表象である。高い認識力を発揮したのは、「No.
６」児であり、「No.10」児も、足の動きへの関心が
高い。「No.７」児は、「No.６」児と並んで描いてい
たため、友だちの画像から学んだと推測できる。
　改めて、この課題は主題の伴ったネコを記憶し、
想起して描くために、その認識にプラスアルファが
乗り、描画の質を高める要因であることを確認した。

（３）形状ストック要素の把握の比較分析
　次に全体の傾向をみるために、2016年と2018年
の写実的な表現を想定した発達達段階の見取りとし

て、「らっこちゃん」の形状ストック要素数について
比較した。（表３）
　要素１の顔の形については、2016年は94.7％の18
名の幼児が、2018年は、66.7％ 12名の幼児が認識
して描いている。一方要素６や７の尻尾や腕などの
把握は同程度の把握であった。2016年の調査方が、
各形状ストック要素のポイントは高く、貝や石等、
細部まで認識されていた。2018年は、目、足、尻尾
が72％と最もよく捉えられ、次いで顔の形、耳と続
いた。2018年のクラスの雰囲気は低調なものではな
く、むしろ活気があり、絵本を刺激として積極的に
創作表現を楽しんでいた。2016年は再現性に向かい、
2018年は探索的な再創造性に志向していたといえ
る。

（４）経年変化
　2017年の年中児と2018年の年長児は同一児のた
め、「あおい目のこねこ」を描いた年中クラス時の描
画と「らっこちゃん」を描いた年長クラス時の描画
を比較して、１年２か月後の経年変化をみることが
可能であった。（図６群）この年特に顕著であった再
創造性の傾向を検討するとともに、以下に特徴的な
描画意識の変化を示す。
　全体的に右図の年中時期は、単体の線の描写が
多く、スクリブル的である。「図６−１」児は、猫の
耳を一本の線で角のように描き、体や足も直線的で
ある。一方、左図のらっこの方は、一年を経て楕円
をしっかり結べるようになり、顔や体、手足のしっ
かりと繋がった像から動きの伴った描画意識を示し
ている。
　「図６−２」及び「図６−４」児は、前年は猫像が
存在としてのスクリブルであったが、顔の表情の描
写に飛躍的な進歩が見られ、形態だけでなく情感を
加味した描画意識を獲得している。「図６−４」児は、
最初に顔を描き、その後は顔の下に身体を描き、多
くの園児が身体は横向きに認識している中で、身体
の向きには関心がなかったことがわかる。既知の描
き方を踏襲して、立ち姿のインパクトのあるらっこ

表３　形状ストック要素の把握度（％）比較
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像の創造となった。
　「図６−３」児は物語をよく読み取って、ねずみを
たくさん食べた猫が走る姿を、波線で足を描くこと
で表現した。年長になり、やや弱めの筆圧で線質は
弱まったが、腕を伸ばしてトレーニングしていると
いう主題をもった描画に発展させている。このストー
リーを加味した再創造性の傾向は「図６−６」児の
にぎやかならっこの家族の描画にも象徴的に示され
ている。独自のストーリーを加えたこの再創造の方
向は、幼児の造形の一つの目指す姿でもある。１年
を経て部分や全体への細かな認識を示す等個々の描
画意識の伸長を確認した。

５．結論

・�　絵本の場面を「見ないで描く」３−５歳児の描
画群において、「存在」のみを示すなぐりがき的な
描画から、それぞれの着眼点を得て、対象の特徴

（体の向きや顔や手足のパーツ、持ち物など）を
象徴的に示そうとする描画意識を確認した。
・�　始めは一本線だけの描写のために、虫のように

見えがちな表象から、次第に輪郭線を得て、面と
して形をとらえる描画意識の伸長を確認した。
・�　2018年の年長児は、再現性よりも独自のストー

リーを加えた再創造の傾向を強く示し、それらの
表象から幼児の身近な表現主題を確認した。
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