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I. はじめに   

1. 「学びの芽生え」とは 

 「学びの芽生え」とは、2010年 11月の文

部科学省「幼児期の教育と小学校教育の円

滑な接続のあり方に関する調査研究協力者

会議」の幼児期の教育と小学校教育の円滑

な接続の在り方についての報告書で挙げら

れた言葉で、ここでは、「学びの芽生え」と

は、「学ぶということを意識しているわけで

はないが、楽しいことや好きなことに集中

することを通じて、様々なことを学んでい

くことであり、幼児期における遊びの中で

の学びがこれに当たる」と記されている。ま

た、無藤（2011）は学びの芽生えについて、

「遊びの中で、楽しみ、試し、工夫し、見通

しをもつというふうに、子ども自身が遊び

を発展させていくこと」と述べ、具体的には

「興味の広がり」「自己調整する力」「気づ

き」であると述べている。重ねて、「興味の

広がり」は、遊びの中でいろいろなものに興

味をもち、面白さを感じること。「自己調整

する力」は、集中したり、根気強く取り組ん

だり、工夫したり、時には我慢して先を見通

しながら自分をコントロールし、今の遊び

をつくっていく力であり、「気づき」は、思

考力の芽生えと言い換えている。すなわち、

興味・関心の広がりから、目の前のあそびを

より楽しみ、その中で何が面白いのか発見

していくことが「学びの芽生え」である。 

 D.ワイカートらが、2010年に発表したペ

リー就学前計画の研究から、J.ヘックマン

（2015）は「5歳までのしつけや環境が、人

生を決める」と述べたように、幼児教育・保

育の重要性が認識されるようになった。

2015 年の OECD レポートでは、忍耐力や自

己制御、自尊心といった社会情動的スキル

や非認知的能力を幼児期に身につけること

で、大人になってからの生活に大きな差が

生じると記されている。 

 幼児教育において育みたい資質・能力に

ついて、平成 30年同時施行された「保育所

保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認

定こども園教育・保育要領」において、「知

識や技能の基礎」「思考力・判断力・表現力

の基礎」「学びに向かう力、人間性等」の三

つの柱に整理された。こうした資質能力は、

子ども達の自発的な活動である遊びや生活

の中で一体的に育んでいくことが必要であ
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る。また、社会保障審議会児童部会保育専門

委員会（2016）の「保育所保育指針の改定に

関する中間とりまとめ」によると、「特に乳

児期から子どもは、生活や遊びの様々な場

面で、主体的に周囲の人やものに興味をも

ち、直接関わっていこうとする」ことを「学

びの芽生え」と述べている。乳児から２歳児

までの時期は、発達が飛躍的に進み様々な

成長の段階の姿が見られる。このことから、

乳児期の子どもの発達課程に応じた学びの

芽生えを育む学びへの支援が、生活や遊び

の場面で、適時・適切に行われることが重要

である。 

２、「学びの芽生え」を育む環境とは 

 平成 30 年度より施行された保育所保育

指針と幼保連携型認定こども園教育・保育

要領では、「第２章 保育の内容」に、乳児

（0歳代）と１歳以上３歳未満児の保育にか

かわるねらい及び内容の記述が加えられて

いる。３、４、５歳児の５領域を通した保育

をそのまま当てはめるのではなく、乳児保

育、１歳以上３歳未満児の保育について書

かれている。 

 乳児保育に関しては、「健やかに伸び伸び

と育つ」「身近な人と気持ちが通じ合う」「身

近なものと関わり感性が育つ」といった３

つの視点で保育を評価することが示されて

いる。また、１歳以上児の保育は５領域に分

化しているが、０歳児から小学校就学まで

を見通して育てていくことを示している。

そのためには「乳児期から子どもが主体的

に周囲の人や物にかかわる姿を大切にする」

ことが重要である。すなわち、乳児期の子ど

もが、自ら心が動いて関わっていくような

魅力ある人的環境、物的環境を構成してい

かなければならない。 

 また、秋田（2011）は、学びの芽生えを促

す援助のポイントとして、保育者が子ども

に「周囲から認められている」という実感を

もたせること、子どもの目の前の遊びを「広

げる」「深める」という視点をもつこと、保

育者が「遊びの見通し」をもつことを挙げて

いる。言い換えれば、一緒にいる友達や保育

者から認められている眼差しがあることと、

保育者がどのようにあそびを発展していく

のか、予想立てて援助していくことで、学び

の芽生えを促すことができる。このように、

保育者が意識して子どものしていることへ

の観察力を深め、そして自らの行動に移し

ていく必要がある。 

 今回の研究では、３歳未満児の子どもを

中心に、保育者の子どもの観察する姿、環境

構成を行う姿、子どもにかかわる姿に着目

し、調査を行った。 

II. 研究方法 

１、研究協力者 

 姫路市の認定こども園 T 学園の０歳児ク

ラス 5名、１歳児 12名クラス、２歳児クラ

ス 27 名と、３歳未満児の担当保育者 12 名

に協力をいただいた。 

２、こども園の特徴 

 姫路市南部の中心地的役割をもつ飾磨に

位置する。小学校の規模では、子どもの多い

地域の１つで、平成 11年に開所した。３歳

未満児の保育については、「安全な環境のな

かで、子どもの様々な要求を適切に満たし、

信頼できる保育者のもとで基本的生活習慣

を身につける」「人との関わりのなかで、人

に対する愛情と信頼する心と豊かな心を育

てる」「生活のなかで、豊かな言葉を聞いた

り、話したり、模倣遊び、ごっこ遊びを友達

と楽しむ」ことを目指している。 
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３、研究期間と方法 

 2017年 6月から 2018年 2月の 9ヶ月間、

基本的に週 1回、9時から 11時に、３歳未

満児が遊ぶ様子を参与観察した。観察中は、

話しかけられた時のみ反応するようにし、

子どもの遊びを妨げないように、メモと写

真・ビデオで記録を行なった。保育者のかか

わりや子どものまわりの環境を、その日の

うちに観察記録としてまとめた。ノンコン

タクトタイムには、保育者へ聞き取りを行

ったり、筆者が観察を行なった日以外の子

どもの様子を担任保育者から聞き取りや保

育日誌などから、子どもの遊びの流れを把

握し補った。 

４、分析の方法 

 保育実践の事例を目の前の「子どもの様

子」、それに対する「保育者の意識と対応」、

それに伴った結果として「子どもの変化と

保育者の思い」として実践のまま書き出し

た。事例に関しては、保育者が子どもの学び

の芽生えを育む環境要因として考えられる

ものを抜き出し、考察する。 

Ⅲ．研究事例 

 いくつかの事例のうち特に、子どもの興

味・関心が広がり、あそびが繋がっていった

事例を取り上げた。また、あそびの展開とし

て繋がっているものは、同じ事例の中にま

とめている。 

 

事例①：はじめての「氷」体験（０歳児） 

とても慎重な H児（１歳２か月）が、はじめてじっくりと見る「氷」に、少しずつ

自分からかかわろうとする姿を追った事例である。 

子どもの様子 

 気温が高くなった午後、K保育者は製氷皿の氷を誤食防止のためビニール袋に入

れて、一人一人に手渡しました。興味津々の表情で氷の入った袋を触りはじめた子

どもたち。袋の上から感じるひんやりとした冷たさに目を丸くしたり、「あっ」と

声を出したりして、喜んでいます。 

 その様子を遠くから眺める H ちゃん。慎重な H ちゃんは、はじめてじっくりと

見る氷に警戒心を抱いて近づこうとしません。でも、何をしているのかは気になる

ようで、ほかの子が氷を触って楽しそうに声を上げるたびにちらちらと見ていま

した。 

保育者の意識と対応 

 そんな H ちゃんの様子を捉えた K 保育者は「こっちに来て一緒に楽しめればい

いのに」と思いましたが、Hちゃんがお気に入りのポットン落としであそんでいた

ので、自分からやってくるのを待つことにしました。 

 次の日、前日にあそんだサイズより、少し大きな氷をたらいの中に出してみまし

た。子どもたちはすぐに氷を触りはじめ、たらいの中で滑るように動く様子を楽し

んでいます。氷を触って冷たくなった手を自分のあごの下に当てて、その冷たさに

驚きながらも喜ぶ子どもたち。Hちゃんも前日よりは近づいて見ています。でも、

やはり触ることはしません。K保育者は、そんな Hちゃんの姿を目の端で捉えなが
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ら、あえて声はかけずに見守ります。 

子どもの変化と保育者の思い 

 ３日目は、食紅を入れた色水の氷を出してみました。今までとは違う氷の色に子

どもたちは興味津々です。袋の上から氷を触るうちに、どんどん溶けてきたので、

K保育者が光に当ててみました。色水がきらきらと輝く様子に、子どもたちは不思

議そうです。じっと見つめたり、袋をぎゅっと握ったりして確かめていました。 

 そんな楽しそうな様子にひかれるように、Hちゃんが K保育者の側に寄ってきま

した。溶けた氷をじっと見つめています。「きれいだねー」と言いながら、H ちゃ

んの目の高さに袋を持ち上げ、溶けた氷を見せてみました。Hちゃんはにこにこ笑

いながらもふれることはなく、すぐに移動してしまいました。 

 ４日目、K保育者は水の中に花を入れて凍らせた氷を出してみました。紙パック

を使ったので、大きな長方形の氷です。子どもたちは何度も触って、中の花を取ろ

うとしますが、取れません。氷を持ってみようともしますが、子どもの力では重く

てうまく持ち上げられません。そうして、触っているうちに表面が溶けて滑らかに

なり、少しの力で滑るように動くことがわかってきました。 

 友達が声を上げて楽しむ様子を遠くから眺めていた Hちゃんが、ようやく自分

から氷に近づいてきました。そして、おそるおそる人差し指で氷を触り、冷たさに

驚いてすぐに指を引っ込めます。Ｋ保育者が「触れたねー」と声をかけると、にこ

りと笑い、また氷を触ったり、たらいの中で滑らせたりして、ほかの子と一緒に楽

しむ姿を見ることができました。 

 

 うだるような暑さの中、少しでも快適に

過ごせるように、室内ではクーラーや扇風

機を稼働させ、風鈴や風車など聴覚や視覚

でも涼しさを感じられるように様々な工夫

が見られる。この保育者は「氷」をあそびの

素材として使うことを計画した。まずは安

全面を考え、はじめて触れる可能性がある

ので、誤飲誤食を防ぐためにビニール袋に

入れて、氷を提供した。このビニール袋に入

れる些細な援助ではあるが、子どもたちが

「安心して触ってみようかなと思える」環

境を作ったと言える。 

 次に、最初の段階で氷に触れようとしな

かった H児について、K保育者は「待つ」と

いう援助を行った。H児自身があそぶかどう

かを選べるように、「待つ」という援助をし

ている。 

 さらに、そっとやって来た H 児の見てい

るところを察知し、「きれいだねー」と心の

代弁を行なっている。K保育者は、H児に対

して、丁寧に「応答的なかかわり」を行なっ

ていた。 

 応答的なかかわりの中で H 児は安心し、

嬉しく思い、また K 保育者も H 児がやって

きたことを嬉しく感じている。このように

少しずつ積極的に人や物にかかわる力が身

についていくのではないかと思われる。 
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事例②：即興トンネルあそび（１歳児） 

お気に入りの汽車のおもちゃであそんでいた T児（１歳８か月）に、０歳児クラ

スで担任だった H保育者が作ったトンネルからあそびが広がった事例である。 

子どもの様子 

 昼食前のひととき、T ちゃんはレールをつなげて、汽車を走らせていました。

そこへ、昨年度の担任だった H 保育者が、Tちゃんのいる１歳児の保育室をのぞ

きました。すかさず、H保育者の姿を見つけた Tちゃん。走らせていた汽車のお

もちゃを１つ手に持ったまま、H 保育者の所にやってきてそばに座り、何も言わ

ずに汽車を走らせました。 

保育者の意識と対応  

 H 保育者は T ちゃんが近くに来てあそぶ様子を見て、T ちゃんの願いを感じま

した。そして、とっさに汽車が通れるトンネルを手で作り、「トンネルだよ」と声

をかけました。Tちゃんは H保育者が作った手のトンネルに汽車を通して、にっ

こり。そんなＴちゃんの様子に応えて、その後も、Ｔちゃんが汽車を走らせる少

し先に手のトンネルを作ってやり取りを楽しみました。 

子どもの変化と保育者の思い  

 最初は無言であそんでいた Tちゃんでしたが、次第に「トンネル〜」と言いな

がら電車を通してあそぶ姿に誘われるように、友達も集まってきました。手のト

ンネルではだんだん間に合わなくなってきたＨ保育者が、体育座りのように膝を

立てて座って足のトンネルを作り、自ら汽車を通してあそぶと、さっそく子ども

たちもまねっこです。あちらこちらで足のトンネルを楽しむ姿が見られました。 

 T ちゃんの様子を担任保育者が保護者に伝えると、翌日の連絡帳には帰ってか

らも同じようにあそび続けた姿が書かれていました。また、T ちゃん自身が汽車

になりきり、お母さんの足のトンネルを「ポッポ〜」と通過していった様子も書

かれていました。 

 そこで、園でも同じようにかかわってみると、さっそく Tちゃんの汽車ごっこ

が始まりました。友達も興味をもったようで、汽車になりきってあそぶ汽車ブー

ムが広がりました。 

 

 前年度の担任が子どもの安心感を与える

ことはよく見られる。そのような子どもと

保育者の関係の中、あそびが発展していっ

た。H保育者の傍にやってきた T児は、さも

当たり前のように座り、汽車を片手にそれ

までと同じように遊んでいる。T児は直接何

も言っていないが、「一緒に遊びたい」とい

うような言葉にならない行動が出ている。H

保育者はその行動を丁寧に読み取り、その

場に居続けました。T児は言葉にしていない

が、その後の T 児の行動を見ると、その読

み取りが正しいことがわかる。 

 少し遊ぶうちに、H 保育者は T 児のした

いことがわかり、子どもの目線や行動を読
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み取り、アドリブで手のトンネルを作って

いく。T 児は少しずつ H 保育者のあそびの

援助のおかげでテンションが上がってきた

ようで、声を出しながら遊ぶようになって

きた。 

 その楽しそうな様子を見て汽車を持って

集まってきた子どもたちに対し、H保育者は

またまた即興で足のトンネルを作り出す。

やってきた子どもたちも、T児もとても充実

しているような表情を見せていた。この子

どもの様子をよく見ながら、即興的にあそ

びを変化させていく部分に、一人であそぶ、

保育者とあそぶ、友達と一緒にあそぶなど

の、あそびが深まっていく要素があるよう

に思える。 

 さらに、その様子を保護者に伝えたこと

がまたあそびがつながっていく。このよう

に保護者と一緒に子ども一人ひとりの興

味・関心、あそびの様子などを伝えたり、ま

た保護者から話を聞くことがとても重要で

ある。家では保護者だけ、保育所等では保育

者だけが、その子どもに関しての育ちをも

っているのではなく、保育者と保護者が丁

寧にコミュニケーションを図りながら、子

どもを育て合っていくことが重要である。

子どもにかかわるすべての「人」が子どもを

育んでいく。 

 

事例③：０歳児 お気に入りの１枚（０歳児） 

11月、近くの公園に落ち葉が舞い始めた時期の、落ち葉を拾う子どもたちに心を

寄せた保育者が、葉っぱを素材にした環境作りの事例である。 

子どもの姿 

 公園では、子どもたちが落ち葉拾いを楽しんでいます。落ち葉を踏みながら、

あちらで 1枚、こちらで 1枚と、拾うことを楽しむ子どもたち。帰る頃には、多

くの子が落ち葉とのあそびを堪能した様子を見せる中、お気に入りの 1枚を持っ

て帰ろうとする Rちゃん（１歳２か月）の姿がありました。 

保育者の意識と対応 

 W 保育者は、R ちゃんの持って帰りたいという思いに応えて、何かおもしろい

ことができないかと考えました。そして、持って帰った葉っぱを長く楽しめたら

と、その大切な１枚を使って、モビールを作ることにしました。 

 落ち葉を十分に乾かした後、ラミネート加工をした葉っぱに小さな穴を開け

て、テグスを通し、上から一枚ずつ吊るしました。つるす高さは、子どもたちの

手が「届くかな、どうかな」というギリギリの高さです。実は、この高さには、

座ってあそぶことが多い Kちゃん（１歳 1か月）が、興味を持って立ち上がって

くれたらいいなという W保育者の思いが込められていました。 

子どもの変化と保育者の思い 

窓から風が吹き抜けると落ち葉モビールがゆらゆらと揺れ、子どもたちも手を伸

ばして触れてみようとしたり、同じように体を揺らしたりして楽しんでいまし

た。 
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子どもの様子に応えて、保育者は「あそこに、あるねー」「◯○ちゃんの葉っぱだ

ね」といった言葉をかけました。最初は座って手を伸ばしていた Bちゃんも日が

経ち、立てるようになると近くの棚につかまりながら「あ、あ！」と声を出しな

がら、落ち葉に触れようとする姿がみられるようになりました。 

 また、散歩に出掛けると、「あ！」と落ち葉に気づき、お気に入りの１枚を選ん

で持ち帰る子が増えてきて、落ち葉モービルが少しずつ増えて、室内は秋一色に

なっていったのです。  

 

 地面に落ちている葉っぱをしゃがんで拾

う子もいれば、保育者の押しているバギー

に乗ったまま葉を眺めている子もいる。個

人差があるが、保育者はバギーに乗ってい

る子どもたちにも、少し色の変わった葉っ

ぱを手渡したり、子どもが指差す葉っぱを

保育者が拾って手渡したりするなど、一人

ひとりの育ちに応じた配慮をしながら、満

足して楽しめるようにしている。 

 拾ってきた葉っぱを公園だけの出来事に

しないように、次の活動やあそびにつなが

るように保育者は楽しいアイデアを出し、

室内に大切な葉っぱを室内に飾る工夫をし

た。 

 それに対して子どもたちは、目で見て楽

しんだり、揺れているのを感じたり、葉っぱ

と同じように揺れていたり、直接手に取ろ

うと一生懸命背を伸ばしたりと、ただ葉っ

ぱを飾っているだけではあるが、子ども一

人ひとりの楽しみ方が違うように見えた。

物と関わろうとしている子どもを観察する

ことで、保育者が子ども一人ひとりへの理

解が深まっているように感じる。 

 

事例④：段ボールトンネルへの挑戦（１歳児） 

使い終わったティッシュペーパーの空き箱がきっかけとなって、段ボール箱のト

ンネルあそびに発展した事例です。子どもの気づきに着目した保育者のかかわ

りによって、あそびが大きく展開しました。 

子どもの様子  

 ティッシュペーパーを使い終わり、空き箱ができました。「ちょうだい」と手を

出す Aちゃん（１歳 10か月）に渡すと、確かめるように取り出し口をのぞきま

す。「ない！」と言う Aちゃんに、E保育者は、最初はティッシュペーパーがな

いことを指していると思い、「ないねー」と応えていました。でも、Aちゃんは

何度ものぞいては「ない！」と繰り返します。そんな姿に E 保育者が「見えな

いの？」と尋ねてみると、「うん」と返事が返ってきました。 

 そこで、E 保育者は箱の裏をハサミで切り落として渡しました。A ちゃんはさ

っそくのぞき込み、「あった！」と大喜びです。近くにいた Kちゃん（２歳）に

も見せ、２人で喜んでいます。しばらくこのあそびが続きました。 

保育者の意識と対応 
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子どもの姿から、箱に関心をもったのではないかと考えた E保育者は、ちょうど

身体が入るくらいの大きさの段ボール箱を用意してみました。子どもたちは、

ティッシュボックスのときと同じように向こうをのぞき込んでいます。でも、

中に入ろうとまでは考えていないようです。E 保育者は、箱の中に入ることに

不安を感じるのかもしれないと考え、様子を見ながらかかわることにしました。 

子どもの変化と保育者の思い 

 E 保育者は、子どもがのぞき込んでいる反対側に回り、同じようにのぞき込み

ました。手を振ると、手を振り返したり、隠れて、「ばあ！」と顔を出すと、同

じようにまねをしたりして、安心したような表情を見せています。 

 今度は、のぞき込んでいた Rちゃん（２歳）の名前を呼んでみました。すると、

E保育者を目ざして、段ボールトンネルの中をはいはいで入って来ました。Rち

ゃんが段ボールトンネルを完全に通過するまで待って、出てきた後に「すごい

ね」とだっこすると、様子を見ていたほかの子たちもあそびはじめました。繰

り返しあそぶ間に、E 保育者は少しずつ、段ボールトンネルの出口から距離を

取っていきます。E保育者が少し離れたことで、ためらう子もいましたが、次第

に向かいに見える友達を見ながらはいはいでくぐり、あそび続ける姿が見られ

ました。 

 次の日、Ｙ保育者が新たなアイデアを加えました。段ボールトンネルの内側に

ミラーシートをはったのです。今までとは違う様子に不思議そうにのぞき込む

子どもたち。はいはいでくぐる自分の顔が床に映って、「あれ？」とますます不

思議そうでした。 

 

 初めに、子どものしている行動をしっか

りと観察し、A児の思いを探って、A児の伝

えたかった「見えない」ことをしっかりと返

答している。最初のきっかけで、その後のあ

そびの展開は大きく変わってくることがあ

るので、保育者が子どもの考えたこと、イメ

ージしたことをその子の立場になることが

大切だといえる。 

 次に、その箱から次への活動を創り出し

た E保育者は、準備を行い、子どもたちが

あそびだすのを待っている。子どもが「やっ

てみようかな」「やめとこうかな」という心

の揺らぎに気づいたのだろう。 

 そして、その心の揺らぎを受け止めるよ

うに行動した E 保育者に、子どもが気持ち

を寄せていく。はじめての体験には、信頼で

きる大人の存在が必要不可欠だとわかる。 

 この日の活動を側で見ていた若手の Y 保

育者も、この活動をより楽しいものにした

いとアイデアを加えている。この保育者間

の阿吽の呼吸のような連携が、子どもたち

の活動をより楽しいものへと導いている。 

Ⅳ．まとめと考察 

 今回の幼児期の学びの芽生えを育む環境

について考察すると、どの事例においても、

まず子どもにとって安全であることを根底

に、保育者の関わり方による安心がベース

にあることがわかる。そのような基本的な
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安全・安心な環境の上に、一人ひとりにあっ

た働きかけであったり、寄り添う姿が見ら

れた。 

 その物的環境、人的環境が揃っている中

で、子ども達が活動をするか・しないかを選

んだり、何をするのか選んだりしている。そ

して、その様子をしっかりと待ち続けたり、

観察したりしている。その観察から、遊びの

展開を予想し、わくわくするような計画を

立て、環境を再構成している。 

 そこで子どもの心がまた揺らぎを見せる。

「やってみようかな」「もう１回やりたいな」

といった様子を見せると、すかさず丁寧な

言葉がけをしたり、応答的なかかわりを繰

り返している。そうすることで、子どもが自

ら主体的に環境に触れている。 

 そして、そのあそびはそれで終わりとい

うわけではない。より豊かな環境を作り出

そうと、保育者間での連携を図って新たな

活動に向かったり、保護者とも話をしなが

ら家庭での様子も柔軟に取り入れたりして

いた。 

 子ども達は、安全な環境のなかで、自分で

したいことを見つけて行動している。保育

者は、子どもの様々な要求を適切に満たす。

子どもは、信頼できる保育者のもとで充分

にあそび込み、保育者と友達と、人との関わ

りのなかで、楽しむ姿を見せている。保育者

が子どもとかかわる中での当たり前のこと

ではあるが、丁寧に繰り返すことで、子ども

が自ら環境にかかわる力を身につけている

と言える。 

Ⅴ．おわりに 

 学びの芽生えを育む環境作りのために大

切なことは、大きく 2 つある。一つは、保

育者が子ども一人ひとりの人格を尊重にす

ることである。これが環境作りの前提とな

ると考えられる。なぜなら、子どもが興味の

ある人やものにかかわっていくためには、

子ども自身が大切にされているという安心

感を抱くことが必要不可欠だからである。 

 もう一つは、保育者だけではなく園の職

員間で、保育や子どもの話をしながら、豊か

なあそびや生活を作りだしていくことであ

る。子どもは、乳児期から主体的に周囲の人

やものに興味をもち、かかわっていく。人的

環境、物的環境を豊かなものにすることで、

子どもたちは、よりその環境にかかわって

いこうと意欲を見せている。その姿が「学び

の芽生え」であると言える。 

 今回の取り上げた４つの事例では、保育

者は子どもの様子を観察し、子どもの行動

や言葉をきっかけに、環境の工夫を繰り返

し行っている。その環境に関わっていくこ

とで、事例にあるように、子どもがいろいろ

なものに興味をもち、おもしろさを感じて

いくことや、あそびに集中し、熱中して夢中

になっていき、それが学びの芽生えになっ

ている。 

 保育者が当たり前と思っていることが、

子どもにとっては大発見であったり、反対

に子どもの気づきに保育者が驚かされたり

することもある。そうしたやり取りを通し

て、子どもが気づいたことを大切に、広がる

知的好奇心をくすぐり続ける環境構成を行

っていくことが重要である。 

 保育者は、環境構成を繰り返しているだ

けではなく、子ども一人ひとりの姿を観察

し、言葉がけの工夫、手を出さずに見守って

いるなどの一人ひとりにあった援助の方法

を考え、自分から環境に触れる機会を作っ

ている。用意された環境であそんだり、生活
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したりしているのではなく、子ども達が主

体的に「〜したい」と思い行動する姿があっ

た。この、子どもが主体的に行動できるよう

に環境構成を行ったり、援助の方法を考え

たりしていること、そして保育者間での連

携を取ることが、乳児期の学びの芽生えを

育む環境づくりである。 

 そして、これが保育者として子どもとか

かわる楽しさの一因である。 
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