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Ⅰ．問題と目的

１．動機及び目的
　『絵本の力』（岩波書店、2001）という本の、「は
じめに」にあたる部分で、河合隼雄は「絵本という
のは実に不思議なものである。０歳から百歳までが
楽しめる。小さい、あるいは薄い本でも、そこに込
められている内容は極めて広く深い。一度目にする
と、それがいつまでもいつまでも残っていたり、ふ
としたはずみに思い出されて、気持ちがゆすぶられ

る。それに、文化の異なるところでも、抵抗なく受
けいれられる共通性をもつ。数えたてると切りがな
いが、それだけに絵本というものは、相当な可能性
を内在していると思われる。」と述べている。ここで
いう、子どもにとっての“いつまでもいつまでも残っ
ていたり、ふとしたはずみに思い出されて、気持ち
がゆすぶられる”絵本とは、どのような絵本なのだろ
うか。
　また、同書の後半部分の、河合隼雄・松居　直・
柳田邦男による対談の中で、長年絵本の編集に携
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わった松居直は「私の編集方針というのは、ひとつは、
絵本は子供に読ませる本ではない、大人が子供に読
んでやる本だということと、もうひとつは、役に立つ
ためになる本はつくらないということがはっきりと当
初からありました。じゃあ、どうして科学の本をつく
るのかとよく言われるのですが、科学の本も知識と
情報を伝えるためのものではなくて、子供がびっく
りすればいいんだ、子供が驚いたり感心したり、へ
えーッと新発見したりすればいい、ということなん
です。子供の気持ちが動かないのでは絵本の意味は
ないと思うんです。」と話している。大人と子どもが
共にゆったり絵本を楽しむ情景、また、親子で共に
感動したり、感心したり、面白がる情景が浮かぶよ
うである。それが、多くの人の、絵本の記憶として
残る風景であるのかも知れない。
　一方で、子どもたちは家庭でのみ絵本に出会うわ
けではない。就学前教育が行われている幼稚園・保
育園・認定こども園に通う幼児の割合は、５歳児に
おいては、100％に近いと言っても過言ではない（【図
―１】を参照）。これは、保育の場、すなわち、集団
の場でも、子どもたちは絵本に出会うことを意味す
ると言える。

　そこで、保育現場に目を向けることにする。
　保育所保育指針や幼稚園教育要領、幼保連携型
認定こども園教育・保育要領にも「絵本」について
は言及されており、実際に絵本が置かれてない保育
現場はないといえるだろう。そのため、幼稚園・保

育園（所）・こども園に通っている子どもたちにとっ
ても絵本はとても身近に存在するモノであるはずで
ある。1986年に刊行された『幼児教育法　保育の
絵本研究』（三晃書房、1986）には、以下のように
記されている。
　　　 　保育所では、『児童福祉施設最低基準』第

50条の７において、
　　　 　保育室又は遊戯室には、楽器、黒板、机、

椅子、及び絵本を備えること。
　　　と絵本の常置を基準づけている。
　　　 　幼稚園では、『幼稚園設置基準』第10条に、

「幼稚園には、次の園具及び教具を備えなけ
ればならない」として、

　　　　３ ．積木、玩具、紙しばい用具、絵本その
他の図書

　　　と、絵本の常置を基準づけている。
　ここからは、かつては認可された保育の場には絵
本が常置されることが基準となっていたことが読み
取れる。これらに該当する、現在の『児童福祉施設
設備及び運営に関する基準』と『幼稚園設置基準』
には、「絵本」という単語が記されていない。しかし、
現在に至るまでの間に表記は消えたとしても、今現
在、園に常設されていないところは、おそらくない
と思われる。その一方で、園の方針、子どもの年齢、
保育者の思い等によって、保育の場での絵本とのか
かわり方はさまざまである。集団で仲間と共に保育
者に読んでもらう、一対一でじっくり保育者に読ん
でもらう、好きな時に好きなように自分で手に取っ
て読む、決められた時間に各自で読むことを促され
て読む等、園生活の中での絵本とのかかわり方は、
さまざまであると考えられる。そこで、本研究では、
各保育室に絵本コーナーがあり、登園降園時にも親
子で絵本を楽しむことができるコーナーを乳児フロ
ア、幼児フロアのそれぞれに設けている保育園で子
どもたちにインタビュー調査を行い、子どもたちは、
どのような絵本が、なぜ、好きなのか、どのような
記憶が“好きな絵本”というキーワードと共に思い起
こされるか、について研究を行うこととする。

　　【図－１】就学前教育・保育の構成割合
　　　　　　　　　　（平成21年度）注１
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２．保育の場での「絵本」の取り上げられ方
（１） 保育所保育指針、幼保連携型認定こども園保育・

教育要領、幼稚園教育要領における記述の確
認

　保育所保育指針には、「絵本」という単語が、10
か所に記述されている。
　まず、第1章総則の「幼児教育を行う施設として
共有すべき事項」の「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」には以下のように記されており、言葉に
よる伝え合いを楽しむようになるためにも絵本や物
語に触れることが大切にされていることがわかる。

ケ　言葉による伝え合い
　保育士等や友達と心を通わせる中で、絵本や
物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を
身に付け、経験したことや考えたことなどを言
葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、
言葉による伝え合いを楽しむようになる。

（注：罫線・文字強調は、筆者による。以下同様）

　集団生活の場であるからこそ、絵本に親しみなが
ら「保育士等や友達」と「豊かな言葉や表現を身に
付け」て、「言葉による伝え合いを楽しむ」ようになっ
てほしいという願いが記されていると言えるだろう。
第２章においては、「乳児保育に関わるねらい及び内
容」の「身近な人と気持ちが通じ合う」内容として、

「①身近な生活用具、玩具や絵本などが用意された
中で、身の回りのものに対する興味や好奇心をもつ。
②保育士等と一緒に様々な色彩や形のものや絵本な
どを見る。」と記されており、子どもの身近にあるモ
ノ、身近な人と共に楽しむモノ、として明記されて
いる。また、「１歳以上３歳未満児」「３歳以上児」
の保育に関するねらい及び内容の領域「環境」や「言
葉」の箇所においては、玩具や絵本に興味関心をも
ちながら、また、絵本や物語、紙芝居に親しんだり、
楽しみながら、子ども自身のイメージが広がったり、
言葉が豊かになることを願っている表記がみられる。

　幼保連携型認定こども園保育・教育要領において
は全箇所、同一表記であり、幼稚園教育要領におい
ては、「乳児保育」「１歳以上３歳未満児」部分は対
象年齢でないため記載がないが、それ以外の部分
は同一表記であり、就学前にどこの集団で育っても、
絵本とかかわりながら子どもたちが育っていくこと
は自明の理である。注２

（２） 保育の場における絵本の読み聞かせ活動に関
する研究

　絵本に、“興味をもつ” “親しむ”とはどのようなこ
とか。横山（2004）は、文字を十分に読むことがで
きない幼児が「絵本と親しむ」ためには、保育者に
絵本を読んでもらう必要がある、と述べている。し
かし、実際の保育場面においては、子どもが一人で、
もしくは、子どもたちで絵本を見ている姿も多くみ
られ、場面によって、様々な楽しさ、異なる楽しさ
を経験していることが考えられる。また、横山は「保
育における集団での読み聞かせ活動においては『絵
本を読む』過程だけではなく、幼児を集め絵本に気
持ちを向かわせる『場面作り』や『導入』の過程が
重要であること」を研究の結果として述べている。“絵
本”を中心に置きながら、一対一場面ではないから
こそ配慮すべき要素について言及していると言える。
集団の場で絵本を読むときに、読み手として意識す
べきことがある一方で、集団の場であっても絵本の
本来の位置づけに変わりはないことに言及している
のが、古屋（2008）の「絵本は子どもの発達を促す
ための単なる道具ではない。絵本を介して、子ども
と大人、子どもと子どもがつながりあうなかで、結
果として子どもの育ちが後押しされるものだと私は
思う。」という主張である。
　また、大沢（2008）は『「教材学」現状と展望』の「幼
児教育の教材とは」という章の中で以下のように述
べている。

「幼児教育の教材を論ずる場合には、「教材」という
概念そのものをあらためて整理する必要もある。な
ぜなら幼児教育の現場にあっては、教材、教具、園具、
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玩具、遊具、保育教材、保育材といったように、教
育の材料・素材が様々に呼称されており、現場の園・
所ごとに、また個々の幼児教育者によって、言葉の
使用のされ方がまちまちであるからである。各人が
めいめいにある種のものを「教材」と呼び、場合に
よれば、まったく「教材」という言葉を使わないケー
スも見られるのは興味深いことである。
　例えば、ある幼稚園においてはクレヨンや粘土、
色紙は、教材と呼ばれている。園庭に設置されたブ
ランコや滑り台、砂場は固定遊具と呼ばれ、運動会
などの競技で使用する大玉、スライドボード、跳び箱、
マット等は教具と呼ばれている。絵本はなぜか教材
の中に入れられていない。察するに、絵本は、教師
が一方的に与えるものではなく、個々の子どもが主
体的に親しむものであるから、教える材料・素材と
しての教材の範疇には入らないという見方をするし
ているのであろう。（＊原文ママ）」
　絵本は、近接領域から見たとき、幼児教育の中で
は教材としてとらえられていない、不思議な位置づ
けであり、しかし一方で、かつては、『幼稚園設置基準』
において、教具の一つとして記されていた、という
曖昧なモノとしての歴史が垣間見れる。

Ⅱ．研究方法

１．対象と方法
日時：2018年３月16日（金）
対象：東京都Ｃ区立Ｘ保育園　年長児20名
質問者： 筆者および保育者を目指している大学３年

生３人、計４人
質問項目：以下の項目について、子どもとの会話の
中で聞き取りを行う。
①タイトル：保育園でたくさんの絵本を読んだり、
読んでもらったりしたと思います。保育園で読んだ
り読んでもらった絵本の中で一番好きな絵本は何で
すか？教えて下さい。
②理由：どうしてその絵本が一番好きなのか、教え
て下さい。
③付随する記憶：その絵本を、どこで読んだか（読

んでもらったか）、どんな時、誰が読んでくれたか、
読んだ時（読んでもらった時）、誰と一緒だったか、
とか、その絵本と一緒に思い出す人や場所、どんな
時間だったのか、等を教えて下さい。（言葉にできず
に困ってしまった場合、質問者がやりとりの中から
話を引き出す。たとえば、「それは、遅番の時？」「み
んなで聞いたの？」など具体的に聞く。）
　なお、子どもたちが質問にこたえやすいよう、前日、
担任保育者から、翌日、お姉さんたちが保育園に遊
びに来ること、一緒に遊んだ時、一番好きな絵本に
ついて聞かせてほしいと言っているので考えておい
てほしいことを事前に伝えている。
当日の流れ：質問者と打ち解けた中でこたえてほし
いというねらいから、まず一時間半ほど、子どもた
ちと保育室で一緒に遊ぶ時間を設けていただき、そ
の後、順次、４人ずつ、ホールへ移動してもらい、
インタビューを行った。インタビューの際は、区およ
び園長の承諾を得て、スマートフォンのボイスメモ
アプリで録音をし、簡単なメモをとりながら行った。

２．倫理的配慮
　本研究については、研究協力園園長およびＣ区担
当部局に研究計画書を提出し、許可を得た。また、
研究に先立ち、園長および担任に文面および口頭に
て、再度、研究目的、方法、個人情報の取り扱いに
関する説明などを行い、署名をもって同意を確認し
ている。

Ⅲ．結果

１．一番好きな絵本の分析
　一番好きな絵本に関するインタビュー調査であっ
たが、聞き取りの中で、どうしても一つに絞ること
ができずに複数の絵本を挙げた場合に関しては、そ
れぞれの理由などを聞き、それぞれをカウントして
いるため、対象児は20名であったが、回答数は26
タイトルとなった。結果は、【表−１】の通りである。
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　一番多く挙げられた『千と千尋の神隠し』（徳間
書店、2001）に関しては、園に常設されている絵本
ではない。この本は担任保育者の私物であり、２月頃、
子どもたちに読み聞かせるために園に持ってきて読
んだものであり、子どもたちが身近に手に取ってた
くさん見たもの、読んだものではなく、担任保育者
が子どもたちに一度のみ読み聞かせをした、子ども
にとって“特別”なものであった。ただし、とても長
い話であり、総ページ数は165ページにも及ぶため、
インタビューにおいて、子どもたちは「２週間ぐら
い、読んでくれた！」と語っている。この“特別感”も、
強く印象に残っている一因だと考えられる。
　２番目に多く名前が挙がった『ぴょこたんのなぞ
なぞ十二支あそび』は、好きな理由の語りの中で、
なぞなぞだけを楽しんだと語る子、迷路だけを楽し
んだと語る子、両方楽しかったと語る子など、“何が
楽しかったのか”が明確に語られ、一人ひとり、異
なる楽しみ方をしていたことが予想でき、また、一
人ででも友達とでも楽しめる本であったという意見
や、みんなで一緒に読んでいて楽しかった、友達に
教えてもらって好きになった絵本である、など、楽
しみ方や他者の存在について多く言及される絵本で
あった。

２．絵本に付随する語りからの分析
　絵本に付随する記憶として多く語られたものは、
年長組の保育室前の廊下や保育室のベンチ、テーブ
ルなどの場やモノであった。中でも廊下に関しては、
午睡前に防災頭巾を敷いて座り、みんなで聞いた、
等と詳細な状況をしっかり語ってくれる子どもが複
数人いた。
　人に関する記憶としては、保育園で一人で読むこ
とを楽しんだと語ってくれるケース、友達と読んだ
り一人で読んだりする（双方の）楽しさを語るケー
ス、友達と読むことを楽しんだり、友達と順番に見
ることを楽しんだことを語るケース（人気の本であ
るが故に順番に見るのだと詳細の状況を語ってくれ
たケースを含む）、〇〇先生に読んでもらった、と読
み聞かせ場面の状況を語るケース等があった（【図
−２】を参照）。さらに、男児が好む傾向のあった図
鑑に関しては、「△△君と一緒にみた！」という簡潔
ながらに具体的な記憶や、「庭で虫捕りをした後で
図鑑を□□くんと見た！」というとても具体的な記
憶などが語られる傾向があり、誰と読んだのかは明
確な記憶として想起されることが明らかになった。
　中には、園で読んでもらったことで気に入り、そ
れを家庭でも購入してもらい、より身近な絵本になっ
たことを嬉しそうに語る子どももいた。
　【図−２】の、「先生が読んでくれた」ことを語っ
てくれた子どもたちが挙げた絵本は『千と千尋の神
隠し』や『こまったさんシリーズ』『ももいろのきり
ん』『エルマーのぼうけん』であり、ストーリー性の
あるもの、じっくり聞きながらイメージを楽しめるも
のであったと言えるだろう。また、「みんなで読んだ
り、一人で読んだりした」ことを語ってくれた子ど
もたちが挙げた絵本は、『ぴょこたんのなぞなぞ十二
支あそび』やプリンセス系であり、２度目以降、先
の展開がわかっていても楽しめるもの、また、さほ
ど長尺ではないもの、ページごとに楽しめるもの、
という特徴があると思われる。いずれにせよ、自分
で読むことができる、就学間際の子どもたちが、先
生が読んでくれたことや、みんなで読んだこと、特

【表－１：一番好きな絵本リスト※注３】

絵本のタイトル 回答数
千と千尋の神隠し ７
ぴょこたんのなぞなぞ十二支あそび ５
こまったさんシリーズ ３
　　　　　　サンドイッチ ＜２＞
　　　　　　ハンバーグ ＜１＞
うぐいすひめ ２
こんちゅう（図鑑） ２
いきもの（図鑑） １
ももいろのきりん １
エルマーのぼうけん １
もったいないばあさん １
塔の上のラプンツェル １
白い白鳥（＊正式名称、不明） １
食べ物の本（＊正式名称、不明） １
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定の誰かと一緒に読んだこと等、他者の存在を多く
語ってくれている。

Ⅳ．考察

　渡辺ら（2011）は、心に残った思い出の本の中
で、絵本を紹介した大学生の傾向として、「小さい
ころ好きだった絵本の物語とそれを読んでくれた人、
また自分が読み聞かせをした子どもたちとの思い出
とともに心に残っているようだ」と述べ、物語と人、
に着目している。しかし、本研究での対象であった
年長児は、質問②で物語、すなわち、ストーリーに
ついて語るよりも、質問③にて付随して思い出され
る情景について多く語ってくれていた。一例をあげ
ると、Ｈ（女児）は、好きな絵本として、『千と千尋
の神隠し』を挙げ、②の好きな理由を聞くと、「冒険
だから！お父さんとお母さんがブタになっちゃったか
ら！」と答えてくれた。ストーリー自体の面白さにつ
いては詳しく語られず、質問をしていくと、「大冒険
だから！頑張るところ、独りぼっちだけど、がんば
るところ（が面白い）。」と語り、やりとりの中で、断
片的にストーリーを話してくれたが、③については、

「Ｋ先生（担任）のおうちから持ってきてくれた本だ
から今は保育園にはないけど、廊下で、防災頭巾を
敷いて座ってみた。今は敷いてないけど、（先生が）
字を読んでくれて、途中で絵を見せてくれる。寝る
前に、廊下で読んでもらった！」と語った。下線部、

「今は敷いてないけど」とは、午睡に行く前に、防災
頭巾を敷いて廊下の片隅に座って読んでもらった情
景の記憶につながるもので、インタビューを行った

３月中旬は午睡をしなくなっていたため、今では防
災頭巾を敷いて読んでもらうことはなく、保育室の
机に座って読んでもらっている、と後ほど詳細に語
るなど、午睡に行く前の情景をしっかり思い浮かべ
ながら語っている姿が印象的であった。これは、就
学祝賀会（注・卒園式にあたるもの）を終えて、就学間近の時
期だからこそ、絵本の中身より、みんなで絵本を読
んだ時の情景が、子どもが語りたくなる記憶だった
のではないかと推測される。
　山本ら（2010）は、大学生を対象に、小さいころ
に読んでもらった、もしくは読んだ絵本の中で印象
に残っている絵本について質問をし、幼少期を６歳
以前のケースと10歳以上のケースに分けて分析を行
い、「６歳以下では“人”に関するエピソードが最も
多かったのに対して、10歳以上では、“場所”に関す
るエピソードが最も多かった。」と述べている。しか
し、本研究は保育園にてインタビューを行うことが
できたため、それは６歳以下の子どもたちの日常の
場でこたえることができていたことを意味し、“場所”
に関しても、具体的にこたえてくれることが可能で
あったと推測される。園の構造上、年長組のみは、
クラスを出てすぐにある隅のスペース（廊下の端）
にて、絵本を読んでもらうことができる“特別感”も、
就学を間近に控えた時期、それぞれの思い出、絵本
に関連する情景として語られたと考えられる。
　柳田（2001）は、「大人自身が絵本の中にどれだ
け入りきれているのか、絵本をどこまで読みこんで
いるのか、あるいは絵本に自分が本当に興味を感じ
たり、感動したり、いろんなものをわが身の問題と
して感じとっているのか。それなしに子どもにいく
ら語りかけてもほんとうは伝わらないんじゃないかと
いう気がするんです。」と述べている。今回の結果
からは、空間の“特別感”と、大好きな担任保育者が、
クラスの子どもたちに読み聞かせたいと願い、思い
を込めていたこと、私物の絵本を園に持ってきて読
み聞かせてくれた、という“特別感”も、子どもたちが、
好きな絵本の一冊として挙げた理由として考えられ
る。読み聞かせをする際の保育者の願いや思いは、

【図－２：誰と読んだ絵本か、の語り分析】
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子どもに、何らかしらのメッセージとして伝わって
いるのだろう。松居（2001）の、「私は絵本の編集
者になって、絵本は子どもに読ませる本ではないと
いう編集方針を第一番に打ち出しました。じゃ、な
んですかといわれたとき、大人が子どもに読んでや
る本ですと。いまでもその考え方は変えていません。
絵本は子どもに読ませる本ではない。大人が子ども
に読んでやる本です。たとえ小学生、中学生であろ
うと、私は大学生にもよく読みましたが、大学生で
あろうと絵本は自分で読むときと読んでもらうときと
では非常に違う印象をもつようです。」という考えは、
一見、保育の場での絵本との付き合い方としては難
しさもあると思われるが、やはり、子どもの心に残
る一冊としてピックアップされた絵本は、保育者の
存在が大きく投影されていて、また、その場の状況
が子どもから詳細に物語られたのはとても興味深い。
また、松居は「自分では字が読めないし、毎日は読
んでもらえないので、枕元に本を積み上げて、自分
の好きなところを探しながら、一人で絵を見るわけ
です。そのときは挿絵をなめるように見た。隅から
隅まで。耳から聞いているときはうっかり見過ごし
ていたようなディテールがいっぱいある。あっこん
なところにネズミがいたとか、どうしてこんなところ
にこんなものが描いてあるのだろうとか、というよう
に絵をなめるように見ていました。まさに絵を読ん
でいたんです。絵を読んでいろんなことを想像して
いました。好きな童謡の場合は、その童謡の世界を
自分なりに絵を頼りにして、そしてディテール、細
部を頼りにしてよみひろげていったわけです。」と自
身の幼少期について語っている。『千と千尋の神隠
し』は、宮崎駿監督のジブリ作品として有名であり、
年長児である子どもたちはどこかで映像を見て、ス
トーリーを知っていた可能性もある。（インタビュー
を行う１年１か月前にテレビで放映されている。ま
た、きょうだいがいる場合、ＤＶＤ等で見ることも
考えられる。）しかしながら、今回のインタビューの
結果からは、保育者に読んでもらった本、みんなで、
防災頭巾を敷いて廊下に座って一緒にみた本、とし

て強い印象を持ったことが明らかになった。子ども
たちにとって、『千と千尋の神隠し』は、おそらく、
映像よりも、保育者の声、廊下の風景と共に記憶さ
れていくことになるだろう。そして、冒頭の河合の
言葉、「いつまでもいつまでも残っていたり、ふとし
たはずみに思い出されて、気持ちがゆさぶられる」
絵本として、経験として、子どもたちの中に残って
いくと考えられる。

Ⅴ．おわりに

　子どもたちは園生活の中で、絵本に触れ、絵本を
通してたくさんの経験をしていく。また、一人ひとり
が様々な理由でそれぞれに好きな絵本を見つけ、自
分の中の記憶に残していくが、絵本のストーリー以
上に、子どもたちの記憶に残り、絵本のタイトルと
共に語られる人、モノ、場があることこそ、園生活
の中での絵本、集団の場で他者と共に生活をしなが
ら身近に絵本があるという特性を物語っているので
はないだろうか。今後も、園生活における絵本、子
どもたちにとっての絵本の意味について研究を進め
ていくこととする。
　
注
注１）内閣府、平成27年版　子供・若者白書（全

体 版 ）　https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/
h27honpen/b1_03_01.html　【最終閲覧日　2019.9.13】

注２）保育所保育指針の「保育士等」という表現が幼保
連携型認定こども園保育・教育要領においては「保育
教諭等」に、幼稚園教育要領においては「先生」になっ
ているが、内容は同じである。

注３）好きな絵本の中に図鑑が含まれているが、多くの
園では絵本コーナーに図鑑が置かれているため、本研
究では、子どもが図鑑を挙げてくれた場合、対象外と
せず、絵本としてとらえることとした。
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