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Thematicアプローチによる就学前教育における環境教育の教材開発と実践
―英国の事例を基にした食育と数に関する事例研究―
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Kyozai Kenkyu and its implementation of environmental education for preschool education from the perspective of the 
thematic approach in Japan: A case study concerning food and mathematics based on environmental education in England
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要　旨
本稿は領域横断的な学習の視点から、就学前教育における環境教育の教材開発と実践について
着目する。その目的は食育と数の視点からその教材開発と実践を実施し、幼児の遊びの様子につ
いて記述することである。教材開発の視点として STEM教育の教科・領域の統合の度合いに着目
した Thematicアプローチを採用して、英国の就学前教育段階の環境教育に関する教材を参考にし、
サバンナ、動物、食べ物について扱う中で、食育や数についての学びを企図した。こども園にお
いて年長児 16名を対象として行った環境教育の実践において、目的、活動内容を設定し、保育者
と幼児の発話記録から、幼児の学びを記述した。その結果、環境教育における対話の中で食育や
数に関して幼児が考え答える場面や、集団における学びを通して幼児らが考えを深めていく場面
が同定された。環境に関する学びと共に、2領域に関連する学びが確認され、開発した教材の有
効性が示された。
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1．はじめに

地球温暖化をはじめ様々な環境問題が深刻化す
る中で、環境教育の重要性が高まっている。1994

年に閣議決定された環境基本計画においては、環
境教育は幼児から高齢者までの幅広い年齢層に対
して推進されるべきものとされ、幼児期に行うべき
教育であると捉えることができる。近年では第 5次
環境基本計画においても、環境教育の重要性が指
摘されている（環境省ホームページ、2019）。
日本の就学前幼児を対象とした環境教育の問題
点について興梠（2019）は、日本の幼児期の環境
教育は、その範囲が限定され、社会や経済に関わ

る「持続可能性」概念の視点に欠けると指摘して
いる。さらに、身近な環境問題以外の課題でも幼
児が関心を持ち、理解し、解決に向けた態度を持
つことが可能であると述べ、領域横断的な環境観
に基づく実践を幼児期の環境教育で構築する必要
があるとしている。同様に、石崎（2009）も就学
前において環境教育の重要性が指摘されながらも、
正当に扱われてこなかったことを指摘し、教育目標
を明確にし、計画的に教育実践に取り組むべきと
いう意見に賛成している。このことから本稿では領
域横断的な視点、特に、食育と数に関する領域に
注目して教材研究、実施を行い、就学前教育にお
ける環境教育の教材の開発と実践について検討す
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る。食は、人間の生活や生き方に直接的に関わる
重要事項で、グローバルな現代において考えるべ
き課題は多い。数は合理的・論理的に考える人材
を育成する算数教育の基礎概念で、両者ともに就
学前教育において重要な学習内容である。
環境教育には様々な定義がある。鈴木（2003）

は「環境やそれにかかわる諸問題に気づき、関心
を持つとともに、現在の問題の解決と新しい問題
の未然防止に向けて、個人的、 集団的に活動する上
で必要な知識、技能、態度、意欲、実行力を身に
つけた人々を世界中で育てること 」（ベオグラー
ド憲章）、「人間と環境のかかわりについて理解と認
識を深め、責任ある行動がとれるよう人々の学習
を推進すること」（環境庁）の定義を紹介している
（鈴木、2003、 p. 460）。問題への気づき、知識の獲
得、環境に関する問題の解決、能力、実行力を身
につけるものとして様々な側面が定義に含まれて
いる。これより本稿の環境教育の定義は、推進さ
れる SDGsの目標を倣い、幼児を取り巻く身近な環
境を含む地域的な課題だけではなくグローバルな課
題も包括した広い視野から、環境に関する問題を
解決するための話し合い・意見交換を行い、幼児
が様々な経験をし、知識を身につける教育とする。
本稿においては領域横断的な学習という視点か

ら、就学前教育における教材開発と実践を実施す
る。日本の就学前教育とは性質が異なる英国の就
学前教育段階の環境に関する教材を参考にして、
特に食育と数の視点から環境教育の教材開発と実
践を実施し、幼児の遊びの様子について記述する。
リサーチ・クエッションは（1）環境教育における
教材開発の可能性としてどのようなものが計画・
実施できるか、 （2）食育と算数を視点とした環境教
育の実践においてどのような学習活動が展開され、
幼児がどのように対話をしており、それらがどのよ
うに各領域に関連づけられるのかの 2点である。

2．本研究の枠組みと先行研究

⑴　領域横断型のカリキュラム開発
松原・高阪（2017）は STEM教育における教科

横断的な視点を持つ学習の重要性を指摘し、STEM

教育における各領域の統合の度合いとして 4つの
アプローチを紹介している。最も分化的な段階は、
各教科で個別に概念とスキルを学習する「Disci-

plinaryアプローチ」である。次に、共通の主題や
テーマに関して行うが、各教科で個別に概念とス
キルを学習する「Thematicアプローチ」または
「Multidisciplinaryアプローチ」、さらに知識とスキ
ルを深めるために 2つ以上の教科から深く結びつ
いた概念とスキルを学習する「Interdisciplinaryア
プローチ」がある（Vasquez, Sneider & Comer, 2013, 

p. 59）。この領域の統合に関する視点は、 就学前教
育において複数の教科・領域的な視点－本稿では
特に環境教育における食育と数－で学習指導内容
を統合させるにあたり、参考になる。
日本の就学前教育の性質を考えたときに、幼児が
学ぶテーマがあり、その学習内容に教科内容が織り
込まれるという流れが自然であるため、 Thematicア
プローチを採用する。Thematicアプローチでは元々
の領域等が前提となり、テーマにおいて各領域の
内容が関連づけられる。本稿では先に環境教育と
いうテーマがあり、そこに食育と数の内容が織込ま
れるため、Thematicアプローチの通常の順序とは
逆であることを申し添える。このThematicアプロー
チを採用して、食育と数に関する教材開発を実施
する。

 ⑵　環境教育
日本の就学前教育における環境教育は実践され
てきたものの、他国・他地域に比べて遅れている
（井上、 2014；2009、今村、2007）。日本においても
グローバル化の影響もあり、他国・地域のことを考
え、地球市民として振る舞うことが社会においても
求められ（鈴木、2003）、SDGsの推進も環境教育
全般に関わる。前述のように就学前教育段階にお
ける環境教育の実践がまだ十分ではないことから、
幼児の状況に合う形で実践を積み上げる必要があ
る（石崎、 2009；井上、 2009）。
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⑶　食育
栄養や食生活について厚生労働省は、生命を維
持し、子どもたちが健やかに成長し、また人々が
健康で幸福な生活を送るために欠くことのできない
営みであるとしている（厚生労働省ホームページ）。
近年、社会環境の変化によるライフスタイルの変
様で欠食やこ食、食の外部化などの問題が持ち上
がっている。そのような中で、2005年の食育基本
法成立時に、食育は生きる上での基本で、知育・
徳育・体育の基礎となるものであると位置づけら
れている。
基本的生活習慣の 1つである食事として、食べ

物の知識や栄養バランスを身につけるだけでなく、
食べることへの関心や食事のリズムやマナーなど
の食べ方も含めた食習慣づくりを目的とした食育の
実践は多く行われている。2000年の幼稚園・保育
園を対象とした調査（木林、2000）では食育は
25％の実施率であったが、2016年の幼稚園教諭へ
の調査（金田・子安・春木、2016）では、30～50

代 112名（68.7％）、20代は 215名（55.1％）が実
施していることが明らかになり、近年の食育への関
心の高まりがうかがえる。
食育の内容には食に関する絵本の読み聞かせ

（吉田他、2000）、調理（吉田他、2000；河﨑、
2019；冨永他、2019）などがある。また、教科とい
う枠組みで見れば、栽培および調理の実践（吉田
他、2000; 地下・冨永・井上、2018）は、道徳教育
や理科教育、家庭科教育の内容とも読み取れる。
さらに、食育的内容に算数的要素を折り込んだ実
践研究もみられる（下郡・平井、2012）。このよう
に食育は、幼児にとって身近で親しみやすく、そ
れ自体が教育の目的にもなり、素材としても活用で
きる内容であるといえる。

⑷　算数　
就学前教育における算数教育についてこれまで

にいくつかの研究が確認できる。例えば、第二著
者が参加する松尾七重氏の就学前算数教育におけ
るプロジェクトにおいて、これまでに数々の算数的

な活動や遊びを実施し、幼児の実態や保育者の専
門的職能成長について調査している。例えば、お
芋の分配活動から幼児の論理的な説明や数学教育
に関する価値観を明らかにする研究（Nakawa、
2019）や、年間の算数的な活動の実践を通した児
童の算数的能力の伸びや認知的様相を把握した研
究（Nakawa、 Watanabe、 Matsuo、 2019）、保育者の
職能成長を支援するための教材研究や研修の実施
等（松尾・並木、 2017）が挙げられる。上記プロ
ジェクトにおいては算数的な活動を重視している
が、5領域の特に言葉・表現・環境における目標や
内容を扱ってきており、環境教育について扱ったも
のはこれまでにない。数学教育的視点で環境教育
について考えたとき、批判的数学教育においては、
環境に関する日常生活に関わる課題を、国際バカロ
レアの数学では身の回りの環境問題を扱っており、
環境教育は数学教育とも親和性があると言えよう。

⑸ 食育と数の領域横断的な学習の可能性
食育は全ての領域固有の内容との親和性が高く、
他領域の学習内容と関わり合いが持つことができ
る幅広いテーマを有する。活動の構想には様々な
方法が考えられる。ここでは Thematicアプローチ
という視点から食育と算数の領域横断的な学習を
構想するため、今後、就学前教育の環境教育のカ
リキュラム開発において、より体系的な活動の考案
を行うことが可能になる。
食育と数に関わる就学前教育について下郡・平

井（2012）が就学前教育を対象とした内容を想定
している。食育と数について領域横断的に述べて
ある論考は国内においてはこれ以外に見られない。
下郡・平井（2012）が述べるように、幼児が食生
活に関する断片的な知識を単に身に付けていくの
ではなく、食についての知識、経験が論理的思考
の育成に結びつくことが重要である。算数教育で
は、5領域において健康の部分を補うことが難しい。
このことから食育と数を領域横断的に考えることは
両者の視点から意義を見出すことができる。
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3．教材開発

⑴　英国の環境教育のテキスト
環境教育の実践を構想するにあたり、英国の環
境についてのテキスト（Linfield、 2009）を参考にし
た。ここでいう「環境」は環境教育と同義で使わ
れているわけではないが、目標や内容から日本の
環境教育を構想する上で、本書は地球上の様々な
環境や気候について扱っており、本シリーズにお
いて扱われている 6つの主題のうちの 1つとして
位置づけられる。他の主題では、幼児の言葉、買
い物とクリスマス、空間、食べ物、環境、海と言う
テーマが設定され、本書は環境について扱うもの
である。本書においては、環境を包括的に学ぶた
め、年間カリキュラムにおける長期・中期計画、毎
日の学習指導計画の重要性が述べられている。各
活動の目標は 2009年の Statutory Framefork for the 

early years foundation stage （Department for Educa-

tion、 2017）に基づき、6つの学習目標、個人的、
社会的・感情的発達、コミュニケーション・言語・
リテラシー、問題解決、推論とニューメラシー、世
界に対する知識と理解、身体的発達と創造的な発
達にも関連している 1。6つの学習目標について列
記されたは重要な点を以下に整理する。数量につ
いての目標は推論とニューメラシーの下 12つあり、
数詞、数える、1-9までの数の認識、問題解決のた
めの数の使用、実際の文脈において話し言葉より
加減を用いる、「～より多い、少ない」、 「～より大
きい、小さい、重い」という語彙を用いる、パター
ン・形の認識、場所を記述する語彙に対し知識や
技能の獲得が示される。食や生活に関する目標は
「身体的発達」の下、身体の健康について、「世界
に対する知識と理解」の下、人生で起きる出来事、
居住場所、身の回りの自然や環境について考える
ことなどが述べられている。本書では環境教育の
教材として各週の学習指導内容が表 1のように示
される。
表 1より、 様々な気候・環境に生きる動物につい

て学び、厳しい環境環境下での住居や環境保全に

表 1　英国の環境教育のテキスト内容
週 テーマ名 活動内容

1 私の周りの
環境

（1）環境に関する語彙を練習する 
（2）リズム・歌

2 環境を
ケアする

（1）手形で木を作る 
（2）環境の様々な音を知る

3 掃除週間
（1） ホワイトボードをきれいにするサイコロゲーム

を行う
（2） 掃除機の使い方を学び、掃除機のデザインと

作成を行う

4 様々な環境：
熱帯雨林

（1） 歌・指を用いたバナナの数に関するゲームを行
う（簡単な加減法）

（2）熱帯雨林の蛇のぬいぐるみを靴下で作る

5 様々な環境：
暑い砂漠

（1）砂漠を体験する 
（2） ラクダの特性を話し砂漠を歩けるひざあての

材料を考える

6 様々な環境：
寒い地域

（1）ペンギンの数ゲームを行う 
（2）北極・南極で着る服について話し合う

—
環境に関する
パッチワーク
デーの開催

環境教育プロジェクトの集大成として身の回りにあ
る自然のものを使ってパッチワークを作成する、環
境教育に関わりのある食事を持参して皆で食べる

出典：Linfield （2009）を基に筆者作成

ついて考えさせる構成になっている。各テーマにお
いて 6つの学習目標に対応したねらいと合わせて、
活動や創作の例が示されている他、環境について
学ぶため展示方法についても提案されている。身
の回りのことを知ることに加えて、住む場所以外の
環境、動物や人々について理解させ世界を広げる
という見方がある。これはグローバル市民の育成と
も繋がる視点である。

⑵　歌・指を用いたバナナの数ゲーム
参照する活動案は表 1の第 4週目（1）「歌・指

を用いたバナナの数に関するゲームを行う（簡単
な加減法）」である。表 2の活動が提案されている。
さらに本事例における 6つの発達の目標は表 3

のように整理できる。
表 3より熱帯雨林のことを知る目的の下、様々な
活動が提案されていることがわかる。これらの活
動は今村（2007）が述べるように、自然に触れ合
うことが幼児にとって最も大切なことかもしれな
い。しかし未知の国や地域のことについて学ぶ場
合は、ロールプレイを通して学ぶことで、幼児の想
像力をかきたてることができる。
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4．調査

⑴　調査について
熊本県熊本市の私立こども園において 2019年 8

月 21日に調査を行った。本園では「見守る保育
（藤森、2018）」を重視し、日頃の保育で幼児が考
えて行動することを大切にしている。筆者 2名と
副園長・保育士（女性、保育歴 16年）による教材
に関する事前協議を経て、筆者 2名と副園長が調
査に同席した。年長児（5-6歳児）16名が調査に
参加した。

⑵ 教材の改変の視点と目標との対応
教材の改変を次の視点から行った。第一に、 日本

の就学前教育では遊びを通した学びが意図されて
いるため、幼児の自由な発話や柔軟な見方、考え
方を尊重する内容を構想した。具体的には発表さ
せたり、自由に発言させたり、幼児のみで話し合う

機会を与えた。第二に、構成主義的立場ではなく、
社会文化的視点（Radford、 2015）から活動を捉え
た。言い換えると、集団での対話や共同作業によ
り見出されたり生み出されたりする知があるという
立場を取る（Radford、 2015）。この立場では、実践
に関与する保育者さえも幼児から新しく学ぶ知が
あるとされる。環境教育の実践が対象園では初め
てのため、保育者が幼児の反応から学び取ること
があるだろう。このように集団での学びの過程を重
視するため、個々の幼児が身につけた食育や数に
関する知識や技能を明らかにするという立場を
取っていない。このような立場からは学びの過程を
読み取るようなトランスクリプトを用いる質的な会
話分析（例えば Delamont、2012）が合致している。

表 2　バナナの数のリズムの活動例

活動 バナナの数のリズム

学習機会 数のリズムで数えたり、足したり引いたりする

学習到達 問題解決、推測とニューメラシー。幼児が日常にある
ものの数を 10まで数える。実践的な活動と話し合い
ではたし算とひき算を含めた語彙を使い始める。

教材 本物のバナナかバナナの木の写真や絵

キーとなる語彙 10までの数、いくつ、バナナ

活動形態 大きなグループ

活動内容 1）幼児に「熱帯雨林を歩きます」ということを想像
させる。暑く、湿気のある環境でどのように感じ
るかについて話す。

2）昼ごはんに何が食べたくなるのかを聞いてみる。
その時に、熱帯雨林を見上げると、バナナの木に
バナナが沢山なっていることに気づく。この時に
本物のバナナか、バナナの木の写真を見せる。

3）幼児の手がバナナだと連想させる。数のリズムを
繰り返し言い、歩く真似をしてバナナを探し、最
後に「10個取ろう！」と言う。（この時指をバナナ
に見立てて、示すといい）様々な 10までの数を
言って、同じようにリズムを言う。この時に、例
えば、違う 2つの数の合計が同じ数になる（例え
ば 3本と 4本の指、5本と 2本の指が 7本になる）

4）歌「熱帯雨林を歩きます、何が見える？ バナナ
の木にバナナがなってるね。沢山のバナナがある
ね。ご飯に何本取ろうかな？（1-10までの数が入
る）本取りましょう」

 　上記の歌に幼児が慣れてきたら、次のように最
後の歌詞を変えてアレンジしてもいい。

 （1-10までの数が入る）本バナナがなってるね。
 （1-10までの数が入る）本バナナをとってみよう。
 このアレンジでは、何本のバナナが残っているの
かを幼児が考えて答える。

（Linfield、2009、p. 15より筆者翻訳）

表 3：バナナの数のリズムの発達目標
（ i ）個人的、社会的・感情的発達

・ 幼児に熱帯雨林は何かを説明する。写真を見せる。部屋の一角に熱帯雨
林を幼児が想像できるような展示をしておく。
・熱帯雨林で着る服について考えさせる。

（ⅱ）コミュニケーション・言語・リテラシー

・ 熱帯雨林についてのノンフィクションの本、絵 や事実から幼児に伝える
べきことを取り出す。その後 A4サイズの紙を幼児に渡し、絵を書かせ
たり、印象に残っていることを言葉で書かせたりする。幼児が書いた紙
を集めて、本のようにまとめ、熱帯雨林に住んでいる動物や植物につい
て整理する。
・ RAINや RAINFORESTの単語に含まれるアルファベットを 1つずつ挙
げ、それぞれのアルファベットから始まる熱帯雨林や環境に関する単語
を挙げていく。
・ 熱帯雨林について書いてある本のシリーズを用意し、その中から幼児た
ちがどの本が好きかを  選んで好きな理由を共有する。

（ⅲ）問題解決・推論とニューメラシー

・バナナの数え歌を楽しんで歌う
・ A3のサイズの花や蝶を厚紙で作成し、三角形、長方形、正方形、円な
どのカラフルな様々な色の紙で幼児がそれらを飾る。幼児にそれぞれ
作ったエキゾ チックでカラフルな熱帯雨林の蝶や花について、形や大き
さに関する語彙を用いて説明させる。

（ⅳ）世界に対する知識と理解

・熱帯雨林の植物の写真を見せる。アナナスと言う花をプラスチックで作る。 
・ 大きなパイナップルに水を注ぎ、パイナップルの葉が水を吸収するのを
見せる。パイナップルの先を実から 2cmほどで切り離し、数日乾燥させ、
土に埋めてどのように葉が変化するのかを観察する。
・ 熱帯雨林の植物の写真やツルツルした葉っぱの植物の写真を見せる。水
が 入った入れ物の中で、色々な葉っぱがある植物を入れて、どの葉っぱ
が水を弾くのかを観察する。

（v）身体的発達

・ 幼児に様々な動物になりきり、熱帯雨林の中をどのように動くか試して
みる。
・ 木を登ったり、木々を移動するさるになりきり、登山の道具を使ってみ
る。

（ⅵ） 創造的な発達

・靴下を使って蛇のぬいぐるみを作る。
・ 指で絵を書いたり、キラキラした小さな紙片を使って熱帯雨林の蝶を飾
る。
・フェルトやカードを使って熱帯雨林の果物を作り、それらを吊るす。

（Linfield、2009、 p. 15 より筆者翻訳）
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第三に、 6つの学習目標を参考にし、就学前教育の
5領域に本活動の目標や内容を関連づけた。特に
環境領域においては、日本の環境教育における問
題点を克服することを意図して設定した。また、実
践を⑴ -４に区切り、以下のように目標と対応づけ
た。

表 4　教材開発の目的と 5 領域との関連

（筆者作成）

⑶　調査方法
活動の様子は全てビデオ録画して、後日発話を

トランスクリプトにした。

5．幼児の活動の様子

幼児の活動の様子を 4つの場面に分けて示す。
後述の考察のために、食育、数、 環境教育に関わる
重要だと判断した発話に着目して、トランスクリプ
ト内の小さな意味のまとまり全体に点線を施し、番
号を付した。トランスクリプト内のアルファベット

の話者について Tは保育者、Rは第二著者、Cは
幼児 2、CCは複数の幼児を指している。また、表
4の設定目標［K1］-［HK4］と活動の対応づけを
括弧内に示した。

⑴　 世界地図と動画によるサバンナの環境の理解
（目標［K1］、 ［K2］、 ［K5］、［N2］、 ［L3］、 ［H1］に
対応）
世界地図を用意して、幼児らに見せ、日本とア

フリカ、ケニアの位置を確認して、感じていること
を共有した。

T： アフリカは、これをアフリカと言います（地図
を指差す）

C：え？
C：え？
C：大きい！
T： でもね、この中でも、R先生が行ったところは、
ケニアっていう国。聞いたことある？

C：うん。
C：アフリカのケニアでしょ？［1］

T： そうそう。よくね、オリンピックとかでケニア
の選手が走るのが速くて、出てくるんだけど、
ケニアはねここ（地図を指差す）このピンク色
のところがね、ケニアっていう国。みんなが住
んでるのが、日本っていう国。ね。

C：うん。［2］

T： ここにも国があるんだね。（地図上でケニアを
指差す）アフリカの中に、ケニアがある。こん
なに離れてるねー。どうやって行ったんだろう
ね？

C：飛行機！
C：飛行機！
T：聞いてみたら？ どうやって行ったか？
CC：どうやって行きましたか？
R：飛行機で行きました。
C：ほらね～。
T： どれくらいかかって行ったんだろうね～。だい
ぶ遠いよねー。
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C：10分くらい？［3］

T：10分くらいかなあ？ フフフフフ
C：どのくらいかかりましたか？
R：1日くらい。1日かかった！
T：じゃあ、ケニアはどんな国なんだろう。
C：1日だって！
T：1日。1日？ 1日って何時間でしょう？
C：24時間。
T： おおー、24時間 .そうです。時計の針が、短い
針が

C： ぐるぐるぐるぐる（針が時計の中を回る仕草を
する）

T： 2回、回って、やっとつく。だいぶ時間かかる
ね。

C：うん。［4］

T： じゃあそのケニア、どんなところかねえ、ビデ
オを撮ってきてくださったので、見てみようか
なと思います。ちょっと電気消すね。もう早速、
見てる人たちもいたみたいだけど。（スクリーン
に写真を写す）なんて書いてあるでしょう？

CC： アフリカのキリマンジャロ
T： アフリカのキリマンジャロ。キリマンジャロっ
ていうのは、山が見えるのがわかる？

CC：うん。
T： 遠いところに山。あれがキリマンジャロってい
う山なんだって。で、あれは 6000メートル？
どれぐらいだろうねー。金峰山とか、どれくら
いですか？ 知ってますか？ どれくらいだろ
う。どれぐらいだろうね。すごく高い山。キリ
マンジャロって有名な山です。コーヒーとかで
有名だよ。それで今ね、季節はなんだと思う？

C：夏―！
T：夏かな？
C：秋？［5］

T： 秋かな？ 正解は？ 冬。冬で、寒い時期。（動
画を見せる）で、乾期って言ってとても寒い時
なんだって。なので、山の上にはね、白いのが
見えるでしょ？ てっぺん。あれは雪なの。す
ごいね、アフリカってあったかいイメージだよ

ねでも、寒い時もあるんだって。これはケニア
のキリマンジャロの道路をね、車でね通ってる
ところだよね。で、あのこの白い棒とか何だろ
うね？ 今、棒があったのわかる？

C：なんか、キリンみたいな。
T：ほらほらほら、日本にもあるよね。
C：電線？
T： そう、電線。皆が住んでる所にもある、電線。
電信柱もあって、電気も通っている。さあこれ、
なあんだ。［6］ 

C：（映像の中にある字を読む）サバンナのさばく。
T：サバンナって聞いたことがある？
C：シマウマ！
C：シマウマの鳴き声ね、ワンワンだよ！［7］

T： きれいだねえ、光が。夕焼けかな？ と思った
ら、これは朝陽なんだって。朝。これ、野生の
シマウマ。あ、今、出てきた！

C：シカ？
C：シカじゃない！ ウシ？

　次にパワーポイントのスライドでケニアの野生動
物（シマウマ、キリン、サル）の動画スライド 6枚
を幼児に見せ、異なる環境の様子を共有して幼児
が感じたことを共有した。その後、幼児がサバン
ナについての質問を発表した。例えば「他にはい
ろんな動物いましたか？」「虎はいましたか？」「ダ
チョウを見ましたか？」「鳥はなんていう鳥でした
か？」という質問が出された。

⑵　 指をバナナに見立てた数のクイズの出し合い
（目標［K4］［N1］─［N4］、［L1］─［L3］［H1］─［H2］に
対応）
　次に保育者が動画の最後に見せた猿とバナナを
関連づけて誘導した。バナナを指に見立てて、幼
児が知っている「クイズ、クイズ、何のクイズ？」
という声がけから、たし算とひき算のクイズを幼児
らが自発的に発表した。最初に保育者が例を出し、
次々と幼児が前で以下のように発表した。
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T：（歌） バナナの数あてクイズ
Ci：（歌） バナナの数あてクイズ
CC&T：（歌） それなあに？
Ci： バナナがここに 10本あります。それで、おさ
るさんが 2本食べました。何本でしょう？

CC：（手を挙げて）はーい。
Ci：Cf。
Cf：8本。
Ci：正解。［8］

T： おー、拍手。他にやってみたい人？ 間違って
もいいんだよ。大丈夫だよ。もういない？ も
うやってみたい人いない？ おっ、手が挙がっ
た、さすが。

Ci：あなた、さっきやったから。
Ch：したいしたい。
Ch：（歌）クーイズクイズ
CC&T：（歌） なーんのクイズ
Cf：（歌） バナナの数あてクイズ
CC&T：（歌） それなあに？
Ch： バナナが 10本ありました。おさるさんが 5個

食べたら、バナナは何本でしょう？
CC：（手を挙げて）はーい。
Ch：Ciちゃん。
Cj：5本。
Ch：ピンポン。［9］

T：おお。最初何本あったの？
C：5本だって。
Cf：10本。
T：10本あって、おさるさん、何本食べたの？
CC：5本。
T： 5本食べたんだ。本当だ。残りは、じゃ5本。
正解。すごい。

CC：（拍手）

   このように幼児が自発的に出題した計算（例え
ば、［8］、 ［9］） の 内 容 は「10-5」「4-1」「10-8」
「10-5」「10+2」「11-3」「10-9」「10-7」「5 + 4」「9+ 

1」「12+5」であった。ここでは、保育者は 10より
大きい数を扱うことを想定しておらず、10までの

数を用いて最初の例では「10-1」を例として示し
た。しかし、幼児が問題を出題する場面では、扱
う数が次第に大きくなり、幼児は指を用いたり声を
出したりして、彼らなりの方法で答えを求めた。な
かなか終わらず保育者が中断した。

⑶　食の話とバナナの栄養についての話し合い
　（目標［N2］─［N4］、 ［H3］─［H4］、 ［HK1］に対応）
　栄養については園で使用している三色食品群の
図を用いて、バナナがどの色の食品群に当てはま
るのか以下のように話し合った。

T： じゃあ、皆が今、バナナを色々、ね、数で数え
ながら遊んだんだけど、バナナって、バナナっ
て、どんな栄養があるか知ってる？（食物の表
を見せる）

C：わかんなーい
T：これ。じゃーん。皆、こういうの見たことある？
CC：あるー。
C：あれにしたら？
T： そうね（ホワイトボードに貼る）じゃあ、これ
にしようか。で、バナナは何色だっけ？

CC：黄色！
C：でも、ちょっと違う。
T： バナナは黄色だけど（はりながら）あのー。体
を作るのなんでしょう？ の歌ですると、

C：緑だ！
T：何色だっけ？
CC：緑！
T：バナナ？
CC：緑
T：そうね、バナナは緑。緑色の仲間です。
C：イチゴ、イチゴのね、緑［10-1］

C：だって、みかんも緑。［10-2］

T： そう、他にもね、緑のものってたくさんあるん
だけどね、ここにバナナあるんだよ。

C：果物は全部、緑なの？
T： そう、漢字で書いてあるんだけど、いつも緑の
時は歌う時はなんて歌ってるかな？
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CC： （歌い出す）［11］体を作るのなんでしょう？
それは赤の食べ物よー。（中略）

T： さあ、バナナは緑の食べ物で調子を整えるもの。
体の調子。主に、体の調子を整えるもの、にな
る食品って、書いてあるよ。で、皆のね、体の
調子を整えてくれるのが、このバナナっていう
んだけど、あとね、いろんな国の人たちも、バ
ナナをね、食べるんだって。で、前に H先生が
ね、外国に行ってたこと知ってる？

CC：うん。

　次にバナナのエネルギーについて以下のように
考えた。

T： そうそう。ここにエネルギーって書いてあるけ
ど、皆の体を元気にするためのエネルギーの、
バナナ 1本とご飯、何杯分が一緒だと思う？

C：1、2、3

C：5

T： ちょっと難しいよね、なんて言ったらいいかな
あ。バナナを 1本食べるのと、ご飯を、お皿に、
お茶碗にね 1杯食べるのが一緒なのか、2杯食
べるのが一緒なのか、じゃあ、3杯食べるのが
一緒なのか、

CC：3杯。
CC：2杯。
T： 1、 1番は、ご飯のお茶碗 1杯分、2番、お茶碗
に 2杯分、これは大人用のではなくて子供用の
お茶碗だよ、じゃあ、3番は、ちょっと絵が下
手だけど、お茶碗に 3杯分。ここにご飯かいと
こう。じゃあ、1番だと思う人？

CC：しーん。
T：じゃあ 2だと思う人？
CC：しーん。
CC：はい。
T：じゃあ、3番だと思う人？
CC：はーい
T： じゃあ。このバナナの 1本と同じエネルギーが
入っているのは、正解は、

C：2

C：3

T： ジャカジャカジャカジャカ　これでした！（1杯
を囲む）

C：誰もいなかったじゃん
T： 誰もいなかったよねー　皆の、子供用のお皿の
ご飯、1杯分とバナナの 1本分。おんなじ力が
出るんだって。おんなじ、元気が出る。［12］

C：バナナ 1本でも、朝ごはん、いいってこと？
T： ああ、そうねえ。これ、と、まあもうちょっと
何か食べたらもっといいのかもしれない。

C：ヨーグルトとか。［13-1］

T：うん、そうねえ。そうかもしれない。
C：ヨーグルトと、バナナ混ぜたり。
T：うん、美味しいし、いいかもしれない。
C：あと、ジャムとかヨーグルトとか。［13-2］

T：ああ、いいねえ。
C： きなこをねえ、入れたらねえ、美味しくなさそ
うだった。［13-3］

⑷ バナナを食べる場面とその分配
（目標［N2］─［N4］、［L3］、［H1］、［H4］、［HK4］に
対応）
幼児らがバナナを食べることを想定したが、16

名の幼児に対して 15本しかバナナがなかった。幼
児はこれまでに様々な具体物や半具体物を話し合
いによって分割・分配する活動を行っており、対
話による問題解決ができることから、本数が足りな
いバナナをどのように分割するのか話し合って決
めるよう指示した。16名の幼児らは円になって話
し合った。「6歳の子達が食べる」、「食べない」と
いうことを聞き合った。そして「一人が抜けないと
いけない」、 「誰か？」ということを相談した。「バナ
ナを最近食べている人はどれくらいいるか」という
ことも聞きあった。結論が出ず「自分が食べたい」
と主張した幼児がいた。

T： ええっ！ ここにねえ、どうしよう。H先生が
いっぱい買ってきてくれたんだけどねえ
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C：食べたい！
C：食べたい！
C：食べたい！［14］

T： 全部で、これ、全部で何本だ？（バナナを取り
出す）

C：えっと、全員で 16人。
T :  全部で何人いるんだっけ？
C：16人！
T：16人（数える）おお、16人だ。
C：先生、一緒にやりたい。
T： でもね、ここにはね、15本しかないんだけど、
どうしよう。

C：1本足りない。［15］

T： 1本足りないね。どうしよっか。これ、食べて
いいんだって。

C：やったー食べたい！
T：どうしよう。
C：みんなと一緒に食べたい。［16］

C：（食べなくて）いいと？（いいの？ の意味）
Cf：うん
（中略）

C：じゃあ、Cf抜けて。
Cf：（立ち上がる）
CC：ありがとう、ありがとう！
C： （Cfに対して）おったほうがいいよ。［17］（居た
方がいいよの意味）

C：でも、Cfが抜けてくれる。
C：抜けたいなら、抜けていいよ。
C：じゃあ、バナナ嫌いな人
C：しーん。
C：しーん。
C：え？ なんで？ お腹いっぱいなの？
Cf：うん。［18］

CC：（笑い）
C：なら、抜けて。
CC：抜けて、抜けて。バイバーイ
（トランスクリプトは中和（2020）より抜粋） 

男児が抜けたため、バナナを一人 1本受け取り、

食べた後に活動を終了した。

6. 考察

⑴　食育に注目した場面の対話を通した学び合い
バナナの栄養に関する場面 5（3）では、バナナ

がイチゴやみかんと同じ果物の仲間であると幼児
が気づき（［10-1］、［10-2］）、保育士が「いつも緑
のときはなんて歌ってたかな」と促すことによって、
幼児が自然に栄養の歌を歌い出す場面があった
（［11］）。次に、栄養に関する保育者の発話（［12］）
に促され、バナナと何を合わせて食べるとよいか
について「ヨーグルトと」など具体的な提案が見ら
れた（［13-1］、［13-2］、［13-3］）。献立作りとまで
は言えないが、食品の組み合わせにより栄養価が
上がることを考えることができたと言える。

5（4）での実食に向けての話し合いでは、保育
士が介在しない中、幼児同士が最近バナナを食べ
たか否かを答えあい、 各自の食生活を振り返った。
また、食べたいことを意思表明する幼児らも見られ
（［14］）、食べる意欲を確認できた。さらに、「皆と
一緒に食べたい」（［16］）という共食意欲も確認で
きた。

⑵　数に注目した場面の対話を通した学び合い　　　
数に関して対話に幾つかの数に関わる話題が出

てきた。第一に、サバンナや彼らの食生活につい
て話す中で数に関する話題が関連づけられていた。
例えば、「1日は何時間か？」という問い［3］や
「飛行機で何時間かかるか」という時間に関する問
い［4］を保育者が幼児らにたずねた。［3］ではあ
る幼児が「10分」と答え、［4］では「24時間」と
答えた幼児の後に別の幼児が指を用いて、時計の
針がグルグル回る様子をジェスチャーで示した。
そのほか山の高さや季節の順番に関わること（［5］）
など、生活に関連する数に関わる会話が見られた。
ほかにも、5（3）のバナナのエネルギーの話題に
おいて算数的な内容、これは特に割合的な見方が
関わり、保育者がなるべくわかりやすい表現を用い
て考えさせたり、クイズ形式で答えさせたりする工
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夫がみられた（［12］）。第二に、指を用いたバナナ
の数のたし算・ひき算の場面 5（2）においては、
保育者の予想以上に幼児が出題を行うことに対し
て意欲的であったこと、数が次第に大きくなり、計
算の難易度が自然と上がっていっており、対話を
通して数に関わる学びが深まっていっていることが
明らかになった。第三に、 5（4）のバナナの分配に
おいても 16名の幼児がおり、15本のバナナがある
という時点で［15］のように「1本足りない」とい
う発言が出ており、異なる対象を 1対 1対応で結
び付けて比較することができており、日常生活にお
いて算数的な考えを応用することができていること
がわかる。

⑶⑴⑵を包括した環境教育における学び合い
第一に、環境に関する場面における学びと、第
二に、包括的に 5（1）、 （2）で述べた食育と数も含
めた環境教育における学びに関する重要な場面に
を取り上げる。まず、環境に関する場面について
［1］─［7］の発話に注目する。壁にコンピュータ画
面を投影した動画・写真を見ながら、幼児らが自
由に発言し、保育者がより注目する部分や場所に
ついて質問して集団で対話した。自分の知らない
サバンナについて考えるというテーマにおいて、最
初に世界地図を見せて、［1］、［2］のように自分が
住む国と海外の国々の場所を確認した。［5］では
季節や気候が日本とは違うことを、既知の知識と
結び付けて確認した。同様に［6］、 ［7］のように保
育者は幼児が知っている電柱について興味を持た
せて、サバンナでも電気が通じていることを知らせ
たり、あるいは、テレビや動物園で直接・間接的に
見たり知ったりしている動物について自由に話すこ
とで、サバンナに生きている動物について興味を
持つ機会を与えた。これらを通して、最終的に自
由に質問する場面では主に動物についての質問が
多く見られた。幼児が、動物について考える際に
は、身の回りの動物と、動画や動物園で見ている
動物を関連づけながら話していた。これらのことか
ら、未知の対象に対して既知のもの、概念を使い

ながら対話することで、幼児なりに把握・表現でき
ることが明らかになった。
次に、食育と数の内容も含めた環境教育に対す

る幼児の学びに注目する。サバンナや動物、食べ
物がテーマとなり、学びや話し合いが進められた。
その学びや活動を食育・数の視点で捉えたときに
異なる評価を与えられた。加えて、環境教育的な
視点で活動を評価すると、新たな意義や視点を見
い出すことができる。例えば 5（4）のバナナの分
配において、5（1）のようにバナナの分配を話し合
う時点で「バナナを食べたい」という幼児の意欲
や表現を評価できた。同時に 5（2）では分配の仕
方について焦点が当てられた。環境教育的な視点
では、環境に関する問題を解決するための話し合
いを通して何らかの結論を導くことが重要であると
されるため、このバナナの分配の結果（1人だけが
食べないという選択をとること）よりむしろ、全員
で話し合い ［17］［18］、結論を導くというプロセス
に価値を見出すことができる 3。このような対話を
通して何かを決めることは保育者が誘導する場合
が多いが、就学前の幼児であっても彼ら自身で話
し合い解決法を見つけることができるということを
示した事例は環境教育において重要な意味を持つ。

⑷　 就学前教育における Thematic アプローチの
有効性と課題

本稿における就学前教育の Thematicアプローチ
では 1つのテーマのもと、複数の領域が関連しあっ
て学ばれる。この方法は、特に就学前の幼児らに
とっては違和感なく受け入れられた。5に示された
活動内容からは活動が環境・食育・数に分かれて
おり、 その間の小活動の関連性は大きく見られない
点が課題である。しかし、保育者がその関連性を、
具体物や概念と結び付けスムーズに実践が進行し
た。このことから、Thematicアプローチを実現す
るには、保育者の各活動を結び付け、 活動内容を
シームレスに進める力量が重要であることがわか
る。
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7．終わりに

本稿では環境教育の活動の考案と実践を行い、
幼児の発話に基づいて幼児の学びについて明らか
にしてきた。英国の環境に関する事例から、幅広
い視点から環境を捉えるという視点が重要である
ことを明らかにした。また環境教育の中に食育や
数の内容を入れ込んだ教材の開発はこれまでにほ
とんどなされていないことから、本事例研究には意
義がある。実践の様相から、幼児が環境について
考える機会を得たことに合わせて、食育・数・環
境という視点から学習された内容にそれぞれの教
育的意義が確認された。
今後の課題としては、食育と他の様々な教科や

領域における活動の考案と実践を行っていくこと、
Thematic アプローチを用いて 1度きりの実践では
なく、より体系的な環境教育のカリキュラム開発を
構想し、実証的にその効果を明らかにすること、
他のカリキュラム開発のアプローチを基にして教材
開発を実施することを指摘する。就学前教育では、
その集団の幼児の特性から柔軟な活動の構想が可
能であり、幼児はしばしば大人の想像を超えた発
言や行動を行うことが明らかになった。この予想を
超える素晴らしい行動をみとり記述していくことも
今後は重要なことである。

注
1．2020年現在、英国の就学前教育は Statutory framework 

for the early years foundation stage （Department for Edu-
cation、 2017）に基づき、7つの学習領域と言語、数学、
世界を理解すること、アートとデザインという 4つの
特定領域が示される。

2．見分けがつく場合には、例えば Cfのように小文字をつ
けて区別した。

3．1人にバナナを与えないという結論は教育的ではない
ため、後日バナナを食べられなかった男児については
保育者がケアを行った。
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グラムにおける『教材研究』場面の具体化－初任者に
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