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環境を通して行う教育が基本の保育・幼児教育

において、環境についての研究は、子ども理解と

併せて最も基本にして重要な分野である。このこ

とからも、保育者は目の前の子どもの姿から「何

を楽しんでいるのか」「何を面白いと感じている

のか」を理解し、子どものよりよい育ちに繋がる

環境を構成していかなければならない。 

しかし、本学の保育・幼児教育を学ぶ学生が、

実習時に作成した保育指導案の環境構成の記述

には、保育室の遊具・用具や準備物等の配置を列

挙することに留まり、子どもが主体的に活動する

ための保育者の意図や、見通しをもった計画的な

環境の構成を考慮した記述が十分とは言えない。 

そこで、本研究では保育室内での環境に着目し、

学生の「遊びの環境」についての意識を探ること

により、子どもが主体的に遊びに取り組むための

環境構成の在り方について学生に再認識させて

いきたい。 

1 はじめに 

 201 8 年幼稚園教育要領等 註 1) の 3 法令が同時改

訂となり新たに「３歳から同じ教育」の機能があ

ることや「子ども主体の学びが重要」であること、

「幼児期の終わりまでに育ってほし い 10 の姿」

等が示されている。さらに、これまでと同様、保

育・教育において、環境を通して行うことが強調

されている。 

幼児教育における環境の捉え方として、幼稚園

教育要領解説には「教育的な配慮の下に幼児が友

達と関わって活動を展開するのに必要な用具、素

材…（中略）幼児が生活の中で触れ合うことがで

きる様々な環境」1）とし、「このような環境の下で、

直接的・具体的な体験を通して一人一人の幼児の

発達を促していくことが重要」2）とある。これら

を総合して「遊びの環境」とは、子どもが身近な

環境に日常的に出会い、関わりながら様々な遊び

や体験をし、興味や関心を広げたり学びを深めた

りするものであると考える。 
1 ) *

 姫路日ノ本短期大学 教授
2 ) * * 湊川短期大学 特任教授
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Ⅱ 目的 

 本学における学生の「遊びの環境」の捉え方 

の傾向を明らかにし、今後の授業の在り方を探る。 

Ⅲ 方法 

⒈ 筆者が担当する科目「保育内容総論」(2 年次

・前期・幼免必修) において、学生の考える「遊

びの環境」を基に分析し、その捉え方の傾向を

探る。

⒉ ⒈の結果より、「遊びの環境」について理解を

深めるための授業の在り方を考察する。

Ⅳ 内容 

⒈ 先行文献による「遊びの環境」の捉え

幼稚園教育要領解説によると、「幼児の主体的

な活動を通しての発達は、教師が、幼児の周りに 

ある様々なものの教育的価値を考慮しながら、

綿密に配慮し、構成した環境の下で促される」3）

と示され「環境を構成するということは物的、人

的、自然的、社会的など、様々な環境条件を相互

に関連させながら、幼児が主体的に活動を行い、

発達に必要な経験を積んでいくことができるよ

うな状況をつくり出すことなのである」4）とまと

められている。鳴門教育大学附属幼稚園の研究

によると、「幼児が主体的に遊びや生活に向かわ

しめ、豊かな学びや意味を生む根源となるのは、

一見すると幼児が環境に働き掛けているのか、

あるいは環境のもつ魅力が幼児たちを誘い入れ

ているのか判断しかねるような、スリリングで

複雑な相互性のある状況の構造と特性である」5）

とし、無藤らは、「園環境は、①様々な形で区切

られ、集中が可能でありながら、お互いの空間の

交錯と交流が可能である②空間の中にさまざま

な形で驚きがあり、空間要素そのものが発展し

子どもの遊びを刺激する③様々な環境要素その

ものを子どもたちが作り出し様々な形で後に残

るように子どもたちが作り出すことができるよ

うな環境が望ましい」6）と述べている。 

これらのことから、子どもの生活に即した 

  環境の中で、子どもが遊びの楽しさを感じて 

いる状況を受け止めなくてはならないこと

が分かる。 

また、遊びの空間に着目した仙田は、幼い

頃の経験から、子どもの能力（身体性、社会

性、感性、創造性）を開発していくための遊

び空間として六つの原空間（自然・オープン・

道・アナーキー・アジト・遊具スペース）を

採り上げ、これらのうち複数のスペースを常

にもっていることが必要だとしている。 こ

のことは、保育における遊び空間においても

十分活かすことができると考える。 

⒉ 本学の「環境」についての学び

『保育内容演習「環境」』（1 年次・前期）

⑴ 到達目標

・子どもがいつも生き生きとできるように

必要な「環境」について理解する。

・子どもを取り巻く環境の変化について理

解する。

・保育者自身が大切な環境であることを自

覚し、自身の感性を高める。

⑵ 授業の概要

「環境」という言葉をキーワードに、様々

な視点から保育者に必要な基礎知識を学

習する。また、自ら体験し調べ、考える中

で五感を研ぎ澄まし感性を養っていく。 

⒊ 本授業に関する指導内容と経過

⑴ 実習の経験

① 教育実習Ⅰ(1年次)46 名

付属幼稚園における観察実習 5日間

1班 2020年 8月 31日～9月 4日

2班 2020年 9月 14日～9月 18日

② 保育実習Ⅰ(1年次) 46名

2020年 11月 24日～12 月 4日(9日間)
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③ 保育実習Ⅱ(2年次) 46名  

  2021年 6月 14日～6 月 25日(10日間) 

 

⑵ 課題作成のための手順 

① 授業で用いるテキスト註⒉）の項目「環境 

を通して行う保育」について、オンライン 

により受講する。 

〇開講時期と授業日：2 年次前期第 6講義 

2021 年 5 月 12 日（水） 

〇受講対象学生：2 年次 49 名（長期生 6 

名含む） 

〇テキストによる指導内容 

・なぜ、「環境を通して行う」保育なのか 

・保育の内容としての環境及び環境の種類 

・計画的な環境の構成とは 

・幼稚園教育要領の「環境」のねらい及      

び内容を確認する 

・アクティブ･ラーニング 

「実際に事例から環境の構成を考えてみ

よう！」 

 

② 課題の作成 

・オンラインの講義で「保育の環境」につ 

いて学んだあと、課題を「子どもが主体

的に楽しむ保育室内の『遊びの環境』」と

し、保育室内の遊びの環境図を作成する。 

・作成方法は、図と説明を加えてＡ4 判 1 

枚にまとめる。イラスト、略図、カラー 

ペン等を使用してもよい。 

・環境の捉え方として、既成の遊具・用具 

のみではなく、手作り教材・用具などを 

活用したり、イラストや図には説明文も 

加えたりすることを伝える。 

・環境図を描く用紙には、構成しやすい 

ようにあらかじめ保育室の枠を入れて  

おく。 

 

 

Ⅴ 結果 

⒈ 学生の「遊びの環境」の捉え方の傾向 

⑴ 分析の結果 

   講義を終え、課題として取り組んだ「遊び  

の環境図」40事例（資料 1）から、学生が考え 

る子どもが主体的に楽しむ保育室内の「遊び

の環境」について分類・整理した結果（資料 2）、

次の 7点の傾向が挙がった。 

① 遊びのコーナーを設置 

子どもが環境に関わって遊ぶ姿を予想して、 

遊具や用具をコーナーごとに設置している。

それに加えて、ままごとは「畳に触れることで

生活感が味わえるようにする」、積み木は「フ

ローリングの上で遊ぶことで積み木が安定し、

木の音が味わえるようにする」「積み木はいろ

いろな大きさのものを用意しておく」、絵本は

「リラックスして読めるようにカーペットを

敷いておく」、また、絵を描いたり製作したり

する場所は「机を配置しておく」等、保育者が

意図的に場の工夫をし、子どもが遊びに没頭

できる配慮をしていることが分かる。しかし、 

学生は、事前に保育者が準備した遊具・用具か 

ら子どもが興味ある遊びを選択し、より意欲

的に遊べるようにしたいと考えている。 

② 場の設置 

絵本コーナーは「窓際の明るい場所が適     

している」ことや、ままごとは「子どもた   

ちの目に留まりやすい出入り口に近い位置に

設置することで誰でも遊びに参加できる」等 

遊びのコーナーごとに子どもが参加しやすい  

場所の設定をしている。さらに、遊びの動線の 

妨げにならないよう、また安全に遊べるよう

に帽子掛け等の生活に必要なものを置く場所

を考慮している。 

③ 使いやすい高さや収納の工夫 

必要なものが自由に使えるように遊びのコ

ーナーごとに用具や素材の分類・整理の仕方を

工夫している。例えば、「玩具の収納かごには
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写真を貼って幼児が片付けやすいようにする」

ことや、「棚は圧迫感を与えないように低くす

る」等の工夫をすることで保育者が室内全体の

子どもの様子を把握することができる。 

④ 静と動の活動で空間を仕切る 

子どもがそれぞれの遊びに落ち着いて取り

組めるように、棚や机の配置の仕方を考えたり

収納スペースを設置したりしている。特に、絵

本を見たり絵を描いたりする静的な活動と、ま

まごとやブロック・積み木等の動的な活動との

配置に配慮している。 

⑤ 広い空間を確保 

保育室内には子どもが自由にのびのびと体

を動かして遊べるように、ある程度の広い空間

を確保することが必要だと考えている。この空

間は、できるだけ保育室の中央に確保すること

が相応しいと図示されている。 

⑥ 様々なイメージで遊ぶことができる素材を 

準備する 

段ボール箱を家や車に見立てたり新聞紙を

丸めて球にしたりして、様々な素材を設置して

おくことで自由な発想で遊びが広がったり深

まったりすることを予想している。 

⑦ 自然物を取り入れる 

棚や机を利用して季節を感じられるように、

植物を展示したり自然物に触れたりできるよ

うにしている。またそれに関連した図鑑や絵本

を置いて、見たり観察したりする体験もできる

ようにしている。このように子どもたちの身近

なところに自然との関わりができるようにす

ることが大切だと考えている。 

 

⑵ 学生の捉え方についての課題 

  本研究では、学生のそれぞれの「遊びの環境 

 図」から、「遊びの環境」に対する捉え方の傾向 

   を述べてきた。そこから見えてきた課題として 

次の 2点が挙がった。 

① 多くの学生が、事前に様々な遊具や材料等 

を整えておくことで、子どもが自由に遊具 

を手に取ったりその場所で落ち着いて遊ん 

だりすることを予想している。学生の環境

図の一例として、保育室内の空間を棚やボ

ードで仕切り、遊びのコーナーを設置する

ことにより、それぞれの遊びが落ち着いて

楽しめるように考えている。しかし、幼稚園

教育要領には「環境を通して行う教育は遊

具や用具、素材だけを配置して、あとは幼児

の動くままに任せるといったものとは本質

的に異なるものである」7）と明記されてい

る。子どもの興味や意欲がわくように保育

者が望ましいと考えた環境を予め整える配

慮があるとしても、子どもの主体的な活動

への志向は事前の遊びのコーナー設置だけ

では発展しないと思われる。 

② 学生は、子どもが自由に遊ぶことができ 

る広い空間が必要だと考え、保育室の中央

にその空間をとっている環境図が多かった。

学生の環境図に挙がっているままごと、ブ

ロック等の遊びの場は、保育室内の周囲の

壁面に設置され、中央は広く空けている。そ

して玩具等を収納する棚は、移動式を用い

たり収納箱は子どもの手で運べるサイズの

物にしたりして、遊びの展開によっては部

屋の中央にも広げられるよう柔軟な対応が

できるように考えていることが理解できる。 

   しかし、実際、子どもの気持ちからすれば何も

仕切りのない室内中央の空間は遊びを展開す

るために相応しいとは言いがたい。 

 

⒉ 改善の方向性 

   以上の傾向と課題を踏まえ、「遊びの環境」

について理解を深めるための今後の授業の在

り方の方向性について考察する。 

⑴ 学びの形態の工夫 

今回は学生が単独で課題に取り組んだ。そ 

のため、これをグループワークとして、「環境 
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の構成をどのようにしたいのか」「次の日の

保育室の遊びの環境をどのように考えるの

か」等、多面的な考え方から、環境について

理解できるようにする。 

⑵ 画像視聴の活用 

計画的な環境の構成だけではなく、子ども 

の実態に沿って環境を見直し再構成の必要 

がある。そのため実際の遊びの様子を（遊具・ 

素材の整理の仕方・置く位置・遊びコーナー 

の配置・空間の取り方・それに関わって遊ぶ 

姿等）画像視聴を通してより具体的な理解に 

繋げる。 

 

Ⅵ まとめ 

 以上、学生が「遊びの環境」について理解を深

めるための方法を探り、その方向性を見いだした。 

 その方法として遊びの環境の捉え方を講義で

学んだあとに、子どもが主体的に楽しむ保育室内

の「遊びの環境」を表した図から学生の意識を探

った。分析の結果、保育室内に置かれた遊具・素

材の配置や構成など、子どもが遊ぶ姿を予想して

描かれていたものが多かった。しかし、無藤が述

べているように、「遊びの環境」とは、「子どもが

ものと出会って、新たな活動を見いだし、発展さ

せるところを保育者が支援するもの」8）であり、

子どもに働き掛け誘い掛けながら、再構成してい

くことを再認識させていく必要がある。 

今回は、実習前の環境図に着目して子どもが主

体的に遊ぶ姿を予想したものだった。そのため、

その後の実習の中で自分が描いていた環境図を

活用したりさらに保育現場の保育室の環境を図

示して捉え方の相異を探ったりするところまで

には至らなかった。 

今後は、改善の方向性を踏まえ、さらに環境の

意味の捉え方についての指導を行い、事例検討、

指導計画作成等の演習と連動させ、保育の場にお

ける理論と実践が定着するよう検討を重ね、取り 

組んでいきたい。 

【註】 

1) 「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保 

連携型認定こども園教育・保育要領」に記さ

れている表記の一部はそれぞれ異なるため、

本稿では「幼稚園教育要領」を代表として取

り挙げている 

 2）本学で使用しているテキストは、開仁志

(2019)「保育内容総論‐マンガとアクティブ･

ラーニングで学ぶ‐」教育情報出版である 
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5）鳴門教育大学付属幼稚園研究紀要(2019)第 

 51 集『遊誘財から豊かな遊びを創り出すた 
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とってどのような意味を持つか』保育学研究

31. p113-122 

7）文部科学省(2018)『幼稚園教育要領解説』フ 
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【資料１】 

 図：学生が作成した保育室「遊びの環境図」 
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【資料 2】 表：保育室内における「遊びの環境」の配慮 

傾向 図の説明 

① 遊びのコーナーを

設置

・畳に触れることで生活感が味わえるようにする。

・積み木はフローリングの上で遊ぶことで積み木が安定し、木の音が味わえ

るようにする。

・積み木はいろいろな大きさのものを用意しておく。

・絵本はリラックスして読めるように、カーペットを敷いておく。

・絵を描いたり製作したりする場所は、机を設置しておく。

・押し入れの隠れた空間には、マットを敷いて静かに遊べる居場所をつくる。 

② 場の設置 ・絵本コーナーは窓際の明るい場所が適している。

・ままごとは、子どもたちの目に留まりやすい出入り口に近い位置に設置す

ることで誰でも遊びに参加できるようにする。

・遊びの動線の妨げにならないように、また安全に遊べるように、帽子掛け、

机や椅子等、生活に必要な用具の置く場所を考慮する。

③ 使いやすい高さや

収納の工夫

・必要なものが自由に使えるように遊びのコーナーごとに用具や素材の分

類・整理の仕方を工夫する。

・玩具の収納かごには写真を貼って、子どもが片付けやすいように表示する

・棚は、圧迫感を与えないように低くする。

・引き戸の棚にすることで、子どもたちに危険のないようにする。

④ 動と静の活動で空

間を仕切る

・子どもたちがゆったりできる空間を作っておく。

・遊んだり昼食を食べたりして活動する場所、寝たり着替えたり落ち着いて

生活する場を区切り、生活がしやすくなるように配慮する。

⑤ 広い空間を確保 ・子ども達が広々と自由に使って遊べる空間をつくる。

・移動式の棚を利用し、遊びによって広い空間が確保できるようにする。

・できるだけ室内を広く使えるようにいろいろな物は部屋の周りに置く。

⑥ 様々なイメージで

遊ぶことができる

素材を準備する

・段ボール箱を使ったダイナミックな遊び（家・基地・車等）ができるように

素材を置く。

・新聞紙や空き箱、空き容器等、分類して自由に使えるように置く。

・様々な素材を設置することで発想を豊かにし、自分のイメージを膨らませ

て楽しむことができる。

⑦ 自然物を取り入れ

る

・子どもが見付けた自然物を自由に見たり触れたりできるように、机や観察

ケース等の場を設置する。

・子どもの興味や季節に合った絵本・図鑑を置いて、見たり観察したり触れ

たりする体験ができるようにする。

・季節に合った壁面を考えることで子どもの感性を養うことができる。

学生が記した原文のままを掲載 
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