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１．はじめに
「確かな学力」の定着をはかるために「わかる

リア保育」と、オランダのピラミッドメソッドの
中のプロジェクト保育について探っていくことか
ら、保幼小連携について考えていきたい。

授業」の工夫が求められている。文部科学省より
提示されている「確かな学力」とは知識・技能に
加えて主体的に判断する力、思考力、問題解決す

２．
「わかる」とは

る資質や能力、学ぶ意欲等である。これらの学力

子どもにとって「わかる」とはどういうことを

は主に体験的な学習をもって身に付けられてい

意味するのか。乳幼児の子どもたちの「わかる」

く。このことから、わかる授業に大切なことは意

と小学校以降の子どもたちにとっての「わかる」

欲・自主性であり、実はそれは幼児期の教育で行

というのとでは、感覚的に違いがあるのかと考え

われていることと通じている。幼児期にいかに多

ると、おそらく違いはないだろう。佐伯氏が「わ

くの経験・体験ができ、何を感じたかがその後の

かる」ということについて「すでに「わかってい

「学び」
、「わかる」
、
「できた」につながってくる

たこと」が「やっぱりそうなんだ」ということが

ため、幼児期の教育は土台として大切である。そ

わかること、あるいは、「結局、同じことだった

して、その後に続く就学以降の教育においても継

んだ」ということがわかること」（１）と述べてい

続して子ども主体の経験・体験を積み重ねていく

るように、これまでの経験や得た知識からつなげ

よう工夫していくことが最も重要であろう。「わ

て考えられたり、再確認できることが「わかった」

かる授業」を求めて探っていくことは、保育所幼

ということになる。このことを「わかり直し」（２）

稚園と小学校とのスムーズな接続となるための一

と佐伯氏は言っているが、この「わかり直し」こ

つの手立てとなるのではないだろうか。

そが「わかる」なのである。これまでの知ってい

そこで、本研究では「わかる」ということがど

ることや、経験から入ると安心感があり、次の未

ういうことなのかを述べた上で、子どもの意欲、

知に向かって進もうとする意欲が出てくる。私た

自主性を重視した保育の方法であるプロジェクト

ち大人もわかっているつもりになっているだけ

保育の先駆となったイタリアの「レッジョ・エミ

で、真のわかったには至っていないことの方が実
際は多いようである。子どもが興味・関心、好奇
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心があってそのものに対して挑戦していこうと

スムーズな学びの接続についての考察

133

し、その中で失敗や葛藤も味わいながら自分なり

かに教師が子どもと同じ気持ちになって探求心・

に全力を尽くし納得のいく満足感を得た時に「わ

好奇心を持って学ぼうとするかという気持ちがあ

かった」「できた」となる。このように考えると、

り、そのための最善の環境設定を工夫していくこ

授業の中で単に与えられた内容について学習をす

とがわかる授業につながると考える。

ることは真の「わかる」までには至っていないと
いうことになる。
「わかった」という感動がある
はずだからである。そして教師は子どもと一緒に

３．レッジョ・エミリア保育

その「わかった」感動を味わえる人でなければな

イタリアのレッジョ・エミリア保育における保

らない。それには子ども一人ひとりについて把握

育者の姿勢の特徴として、「子どもたちには多大

するのとはもちろん、これまでの経験も含めて一

な可能性をもっている」（４）と考えていることが

人ひとりの人間性を見極める力もなければならな

あげられる。保育者たちは、その可能性を自分た

い。佐伯氏が、「「先生」というのは「どう教える

ちが引き出す役割をもっていると考え保育にあ

か」のみに関心のある人ではなく、
「いったい、

たっている。徹底的に子どもの主体性を重視した

ものごとはどうなんだろう」という好奇心と探求

保育を行っているのがレッジョ・エミリア保育で

心をもって、文化に参加している人でなければな

ある。レッジョ・エミリア保育の基本概念は、「共

らない。（先生自身が、教えるべきことのおもし

同性」
「記録文書」
「プロジェクト」である。「共

ろさ、重要さ、便利さ、などを味わい、より深く

同性」とは保育者同士の共同を基本単位とし、子

（３）

探求している人であるべきなのです。）
」 といっ

どもと共同で小あるいは中グループでの共同で学

ているように、子どもが「わかった」
「できた」

びを行っていく。グループでの学びには考え方の

を感じるためには、教師も一緒になって知ろう、

交流（葛藤等も含む）が重要であるとしている。
「記

こんな面白いものがある、なぜそうなのかと関心

録文書」というのは、子どもたちの作業中の写真

を寄せることが大事なのである。教え方の方法よ

や会話、様子などをパネルに展示し、子どもたち

りも教師の積極性が子どもの心を掻き立てる。大

が歩んできたプロセスを展示することでコミュニ

人が「わかろうとする心」を持つことで子どもた

ケーションを生み出し、情報交換の手立てとなっ

ちにも同じ「わかろう」という思いに誘うことが

たりするものとして重要な役割を果たす。3 つ目

できる。活動において子どもが活動に没頭するこ

の「プロジェクト」は、レッジョ・エミリアでは

とがまず最優先であり、教師はその時の子どもの

他とは違う特徴を持っており、プロジェクトの大

内面を汲み取りここでの学びを予測して環境設定

部分が前もって決められていない。そのプロジェ

を行い子どもの育ちの援助をする。この環境設定

クトがどのくらい続くのか、どのような方向に進

が教師の役割の中で重要なのである。このことか

んでいくのか、どんな活動を行うのかなどあらか

ら、子どもの内面理解を重視し、環境による教育

じめ決まっていないのである。保育者と子どもは

を行っている幼児期の教育の在り方がやはり教育

プロジェクトの全てを共同で行っていく。保育者

の基本となるといえる。現在の日本の小学校以降

側からの一方的なものはない。大人と子どもがお

の全ての教科の中では難しいが、小学校低学年の

互いに学びあうという基本的な姿勢があるので、

生活科の科目では可能であろう。木村氏がいうよ

学びは保育者と子どもの相互・共同で形づくられ

うに、生活科の教科では子ども主体の教育が幼児

ていく。活動の中心は「対話」である。保育者は

教育から継続して可能である。やはり幼児期を終

子どもたち同士どんなことにもディスカッション

えた後の教育においても全人的理解に基づく教育

を重ねて活動に広がりが持てるように援助を行う

をしていかなければならない。

のである。保育者の役割は、子どもたちが自分の

わかる授業の工夫を模索していく前提には、い

思いを話せるように、また考えを深められるよう
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【表１】1 年間のプロジェクトプログラム（オランダの一例）
出所：ジェフ・フォン カルク著 辻井正監修『ピラミッドメソッド保育カリキュラム全集ピラミッド
ブック基礎編』 子どもと育ち研究所、2011 年、140 頁より抜粋

に適切な質問を行いながらディスカッションの手

る。長期にわたって行われるものは、１年を通し

助けを行うことである。子どもたちのアイディア

て毎月の保育テーマを設定しそのテーマに合わせ

を中心に行えるようにディスカッションの記録を

た保育を行う。毎月のプロジェクトは全ての年齢

とり、検討する。そこから子どもたちが知りたい

で同じテーマで行い、年齢が上がるにつれて難し

ことは何か、子どもたちの考え、疑問などを検討

さが増すように内容を設定している。例えば、プ

する。保育者は子どもたちが自分たちで疑問を解

ロジェクトテーマが「水」の時、年少クラスでは

決したり、仮説を確かめたりできるよう援助をす

テーマが「水と遊ぶ」で、年中クラスのテーマは

るのである。プロジェクトを行うためには子ども

「家の中の水」で、年長クラスのテーマが「家の

たちの様子を細かく観察することが大事であり、

外の水」となっている。（表１）年齢発達に合わ

それを記録する。子どもたちのつぶやきや会話を

せて子どもたちの身近な所、経験していること、

大切にし、そこからプロジェクトを導いていくと

知っていることから始まり、徐々に子ども（自分）

いうのがレッジョ・エミリア保育である。このよ

から離れたものへと変化（抽象化）していくよう

うに、レッジョ・エミリア保育は、保育者の徹底

に援助を行っていく。保育園の中の環境もテーマ

した援助の姿勢、子どもとともに学び合おうとす

一色に設定され、子どもたちの興味関心を引くよ

る姿勢が、子ども主体へと導いているといえる。

うに装飾される。一回ごとのプロジェクトは「方
向づけ」
「見本を見せる」「理解を広げる」「理解

４．オランダの幼児教育 “ ピラミッドメソッド ”

を深める」という４つの段階に分かれておりテー
マを掘り下げながら探索できるように構成されて

ここでは、オランダの幼児教育である「ピラミッ

いる。
「方向づけ」はテーマの最初の段階で、子

ドメソッド」の中のプロジェクト保育について述

どもたちの気分を盛り上げることに重点を置いた

べていくこととする。

段階である。生活と馴染みのある要素やこれまで

ピラミッドメソッドのプロジェクト保育は、長

の経験とつながりのある要素を探し出し、子ども

期的に継続していくものと、短期的なものとがあ

たちがすでに知っていることへ結び付ける。子ど
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もたちにとって全く新しいことを取り上げるよ

て考えておかなければならないとしている。また、

り、すでに知っていることを取り上げることで安

保育者はグループのレベルに合わせて活動内容を

心感や自信を持って学んでいこうという意欲が出

易しくするか、難しくするかを判断しながら行わ

て次の段階へとつながる。次の「見本を見せる」

なければならない。易しくする必要がある時には、

段階は、学びの第一段階で、テーマの基本的な概

前年のプロジェクトを簡略化した内容から始め、

念を学ぶ段階である。子どもたちの身近なものか

「見本を見せる」段階を多くし、「理解を深める」

ら始め、できるだけ多くの五感を使った感覚的な

という応用段階を短くするか省略するように工夫

体験を行い学びへと導いていく段階である。次の

したり、反対に少し難しくするには、「見本を見

「理解を広げる」段階は、
概念を広げる段階として、

せる」段階を少なくし、
「理解を広げる」段階と「理

子どもたちの経験を用いながら現在目の前にない

解を深める」段階を十分に行えるようにし語彙を

ものを思い起こさせたり、以前に起きたことを示

増やす活動を多くするなど、プロジェクトを見極

すなど具体から抽象化へと向かう段階である。先

めなければならない。

生は子どもたちが目の前の事柄からどんどん離れ

このように、プロジェクトを行う際には、必ず

ていくための手助け（「足場」
）を工夫するのであ

子どもたちの身近なところ、知っているところか

る。最後の「理解を深める」段階では、先の「見

ら始め、徐々に難しい方向へと導いていっている。

本を見せる」「理解を広げる」段階で学んだこと

子どもたちのすでに知っている事象から始めるこ

を新しい状況に応用する段階である。小さな問題

とは、子どもたちを「わかる」へ導くことへつな

が起きた時には、これまでの経験を応用し自分で

がる。そして、子どもたちの意欲が継続していく

解決するよう援助（「足場」
）をする。物事に対し

よう遊びを工夫していかなければならない。そこ

て柔軟性が増すように「感覚の切り替え、表現の

に、保育者の保育力、実践力が期待されるのであ

（５）

種類の切り替え」

を行えるようにする。
「想像

る。

から表現へ、描かれたものから実体へ、現在から
過去や未来へ、ここからどこか別の所へ」（６）と
いうように表現の種類を切り換えることを行う段
階である。具体から抽象へと向かうようにすべて
のプロジェクトが作られているのである。

５．プロジェクト型保育から保幼小連携へ
これまで見てきたレッジヨ・エミリア保育とピ
ラミッドメソッドのプロジェクト保育に共通して

プロジェクトで大事なことは、始めに興味を掻

いることは、子どもから発せられる言葉や思いを

き立てるように工夫することである。そして、先

大事にした子ども主体の保育を子どもたちと一緒

生は聞き上手になることであるという。子どもた

につくり上げているところである。子どもたちの

ちに常に選択の機会をいくつも与えて、子どもた

可能性を信じ、それを広げるための援助や環境構

ちが自律するように援助するのである。子どもた

成を行うことが大人の役目であることを理解した

ちから発せられる疑問、発見、不思議に耳を傾け

上で、子どもとともに学ぼうとする保育者の姿勢

そこからプロジェクトを構成していく。その中で

が子どもたちの意欲につながっている。角尾氏が

子どもに「自分はできる」というコンピテンスを

プロジェクト保育について「子どもの興味からス

もってもらえるように援助するのである。さらに、

タートすることが基本」（７）と述べているが、こ

良い環境づくりも大事である。視覚的に用意され

れまでの保育との違いがここにある。幼児教育、

た素材などはどの子からも見えるような場所に置

幼児期以降の教育問わず、子ども主体の教育とは

くこと、そのためには、子どもたちはどこから見

いうもののほとんどが保育者・教師（大人）から

るのかあらかじめ試してみるようにしておくこと

の思いが強いものとなっているのが現状である。

がいわれている。保育者の位置についても前もっ

子どもの興味・関心からスタートする保育・教育
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【図１】発達と経験を統合したウェブ（対象児：７歳児）
番号は経験の順序、線は関連する経験・活動を示す
出所：角尾和子編著『プロジェクト型保育の実践研究
北大路書房、2013 年、123 頁より抜粋

協同的学びを実現するために』

を行うには、保育者・教師は日頃からの子どもの

クトを行う目的や教育的価値を明確にしたうえで

遊び、会話、関わりに関する深い観察力が必要で

行わなければ子どもたちの学びにはつながらな

あり、的確な子どもたちの心情の理解やどの程度

い。そして、角尾氏が述べているように、プロジェ

の力があるのかなどの把握、適切な環境設定、そ

クト保育を展開していくには、具体的に計画する

して何より子どもたち以上に様々なものに関心を

必要があるが、プロジェクトの広がりや深まりを

示しそれを探求していこうとする積極性がなけれ

あらかじめ予測するために子どもたちの質問、ア

ば成立しない。角尾氏はまた「トピックがたとえ

イディア、経験、知りたいことなどを「ウェブ」

子どもの興味に応じてはいても、発達のレベルに

としてまとめると、これからの展開を計画しやす

即したものでなければ子どもの有能感は高まらな

いようである。（図１）これは後の評価の材料と

いであろうし、保育者が結果的に活動を引っ張っ

して有効にも用いられるという。また、活動が展

ていくことにもなりかねない。心理学者ヴィゴツ

開していく中で、学んだことを表現できるように

キー（Vygotsky,L.S.）の発達最近接領域の理論

環境を用意したり、様々な表現ができるような

に基づき、子どもたちが今どの程度自力でできて

コーナーを設置したり、最後にはプロジェクトを

いるのか、保育者の教育的なはたらきかけによっ

通して学んだことを伝えられるよう活動の様子や

てどの程度のことが可能なのかを見きわめる必要

子どもたちが表現したものを展示したり、イベン

（８）

といっているように、子どもたちの

トを計画したりするところもプロジェクト型保育

興味に基づいて行うものであるが、そのプロジェ

の特徴としてあげられる。このようにプロジェク

がある」
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ト型保育というのは、子どもたちの興味から始ま

いる子どもの興味関心から始まり、子ども主体の

る保育の展開が子ども主体の体制を保ちつつ教育

保育、子どもたちを観察する眼、活動の教育的価

的意味をもち学びへつながるように導く保育者の

値を考えた保育の展開等の考え方は、幼児教育で

力量が問われるものといえる。

終えることなく、それ以降の教育においても同じ

保幼小連携を考えると、プロジェクト型保育の

く大切にしなければならないことである。子ども

ありようは、小学校の生活科や総合的な学習の時

主体の教育とは単に、子どもの興味・関心のある

間につながる子どもの自主性を重視した保育形態

テーマを取り上げればよいというものではなく、

であるといえる。なぜなら、学習指導要領による

日々の子どもたちの生活、様子、疑問に思ってい

と生活科の基本方針は「直接的な体験を重視した

ることは何かなど子どもを観察し子どもたちの実

学習活動を行うこと、気付きの質を高め活動や体

態を把握したうえで、教師もテーマに対する探求

（９）

験を充実するための学習内容を重視すること」

心を持ち、子どもと一緒にわかろうとする意欲を

となっており、総合的な学習の時間は「自ら課題

持ちながら内容展開を予測し、活動から学びへと

を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、

つながるような計画をしてこそ子どもの自主性を

よりよく問題を解決する資質や能力を育成すると

尊重した教育となる。学びの連続性からスムーズ

ともに、問題の解決や探求活動に主体的、創造的、

な接続となるためにはプロジェクト型保育と生活

協同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考

科・総合的な学習の時間の授業のつながりが重要

（10）

えることができるようにする」

とあるように、

であり、つながりをもっと深く意識して考えてい

生活科・総合的な学習の時間は子どもの気付きを

く必要があると考える。そして、「わかった」「で

重視した授業内容とすることが求められ「生きる

きた」経験を増やし、子どもたちの意欲と自信へ

力」の育成のための中核となる教科なのである。

と導いていくことが大切だと考える。

生活科・総合的な学習の時間はまさに子どもたち
の意欲・関心に基づいた子ども主体の授業を行い、
自分たちの可能性を広げ自信へとつなげていくこ
とができる幼児教育と教科学習との中間的役割を
担っているのである。生活科・総合的な学習の時
間が幼児教育とそれ以降の教育との接続の要とな
りスムーズな移行へとつながっていくためには、
教師の的確な子ども理解や環境設定が欠かせない
ものとなる。

６．おわりに
これまで見てきたように、保育所、幼稚園、小
学校のスムーズな接続には、単に子どもたち同士
の交流の機会を多くするだけでなく、幼児教育に
携わる保育者と小学校以降の教師との間でお互い
の教育の仕方の違いの理解がなければならないこ
とはもちろんだが、共通して大人の真の子ども理
解がなされていることが前提となる。プロジェク
ト型保育を取り入れているところで大事にされて
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