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問題と目的
現代社会における子どもの人間関係
人は生まれながらにして社会的動物であり、支

え合いの中で生きていく。子どもは誕生の後、そ
の親に対して愛着を形成し、人間関係の基盤を築
く。そしてその基盤の上に生涯にわたる人間関係
を構築していくのである。これがすなわち“揺り
かごから墓場までの愛着”である（Bowlby、1969）。
乳幼児期に家庭の中で育てられる子どもは、同

時に幼稚園や保育園、認定こども園といった、親
から離れた環境で生活をすることになる。当然、
それまでの環境の中で「保護者―子ども」という
二者関係しか知らない子どもは、戸惑いや不安を
感じつつも、保育者という新たな信頼対象を得て、
他児と交流しつつ新たな人間関係を形成していく
（永野、2007）。この乳幼児期における「人との
かかわり」は非常に重要な要因であり（横山、2008）、
今まで形成してきた親子関係、すなわち「タテの
関係」から、友人関係としての「ヨコの関係」の
形成へと移行していく（岡野、1996）。この「ヨ
コの関係」の形成は、園内における他児との関係
性だけでなく、地域の異年齢児童とのかかわりに
よっても大きく影響を受けると言えるだろう。
しかし、現代においては保護者の子育て不安の

増加や核家族化、そしてインターネットの普及（ス
マートフォン等の情報機器の普及）が地域の関係

性の希薄化に拍車をかけ、近所に住む見慣れた顔
であっても、家庭どうしのつながりが薄くなって
いる。すなわち子どもが人間関係を形成するため
の直接経験が失われつつある（榊原、2012）。そ
ういった現状の中で、保育園や幼稚園、認定こど
も園における子どもの人間関係力の形成は喫緊の
課題であり、保育者養成課程を有する高等教育機
関は、上述した時代背景を加味したカリキュラム
作成が必要となるであろう。

本研究の目的
以上のことから、本研究では保育者養成課程に
在籍する学生の子どもの人間関係に対するとらえ
方、ならびに領域「人間関係」の内容13項目への
とらえ方を調査し、その調査結果を科目としての
“保育内容「人間関係」”の内容改善にどういっ
た形で生かすことが可能か考察することを目的と
する。

方 法
調査対象者：Ａ短期大学の二年生100名（保育実
習、教育実習済）
調査時期：2017年12月
調査方法：大学での講義時に質問紙を配布し、回
答を求めた。調査対象者には質問紙に回答する際
はひとりで行い、他人と相談しないよう教示した。
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表1 子どもに必要な人間関係力の分類
分類内容 数値 分類内容 数値

思いやり 50 規範意識 8
伝達・表現力 50 お礼と謝罪 8
協調性 39 観察力 5
共感性 35 性格特性 5
コミュニケーション力 27 楽しさを味わう 4
聞く力 15 感情・思考制御 4
問題解決能力 14 挨拶 2
主体性 13

質問紙構成：用いた質問紙の内容を以下に示す。
項目①：幼稚園実習で子どもに関わった際に、学
生が子どもに対してどのような人間関係力（対人
関係力）を身につけて欲しいと思ったかを三点ま
で記述する。
本項目は、子どもに身につけて欲しい人間関係

力について質問するものである。キーワード（単
語）でも文章でも構わないという教示を与え、そ
の人間関係力を選んだ理由を記述する必要性はな
いことを補足した。
項目②：幼稚園教育要領における領域「人間関
係」の内容13項目のうち、子どもの人間関係の育
ちにとって必要な項目だと考えるものから順に五
つ記入する。
本項目は、幼稚園教育要領の領域「人間関係」

における内容13項目から、対象者が重要と認識し
ている項目について優先順位をつけてその項目を
記入させるものである。

結 果
子どもに必要な人間関係力の分類について

表1ならびに図1から、最も学生からの意見が
多かった『思いやり』は、「相手を思いやる力」、
「友人や他人への思いやり」「思いやりの気持ち
を相手に対して持つこと」など、子ども同士もし
くは子どもから他者へ思いやる気持ちの有無を分
類基準とした。
同じ数値を示した『伝達・表現力』は「自分の

思いをしっかり口で伝える力」、「強い言葉ではな
く、表現の仕方を考える」、「自分で表現し、相手
に伝える力」、「自分の意見を伝えることができる
能力」など、子ども自身の気持ちや意思を他者に

伝達・表現可能である点を分類基準とした。
次に多かった『協調性』は「友達と同じ目的を
持ち、協力する力」、「何事にも協力し合えること」、
「協調性」など、子どもが他者とともに協力し合
いながら目的や目標に向かって行動できる点を分
類基準とした。
次に『共感性』は、「相手の感情を理解し受け

止める」、「相手の気持ちを理解しようとする力」、
「自分の気持ちも相手の気持ちも大切にする力」
など、他者の感情や気持ちに焦点を当て、またそ
れを理解しようとする点を分類基準とした。
『コミュニケーション力』は、単語として「コ
ミュニケーション力」と記述してあるものが非常
に多く見られたため、そのまま分類名として採用
してある。
『聞く力』は、「相手の思ったことを聞く力」、

「相手の話を聞こうとする力」、「先生の話を聞く
力」など、他者の話や思いを聞こうとする、もし
くは聞き取ろうとする点を分類基準とした。
『問題解決能力』は、「トラブルを自分たちで

解決しようとする力」、「自分たちで解決する力」
「トラブルになった時に自分たちで話し合って解
決しようとする力」など、問題発生時に子ども達
それぞれが力を出し合い、問題を解決していこう
とする点を分類基準とした。なお、本分類は、主
語が複数形になっていることが特徴的であった。

図1 子どもに必要な人間関係力の分類
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『主体性』は、「積極的に人と関わる力」、「積
極性」、「積極的に行動する力」など、自ら他者や
物事に関わろう、取り組もうとする行動を分類基
準とした。
『規範意識』は、「決まりやルールを守る」、「物
事の善し悪しを知る」、「嘘をつかない」など、家
庭や園、人間関係の中で定められた規律を守ろう
とする力を分類基準とした。
『お礼と謝罪』は、「ありがとうやごめんねが

言えること」、「ありがとうやごめんねを素直に言
える力」、「ありがとうとごめんねをきちんと伝え
る」など、他者に対して感謝や謝罪の意を示すこ
とを分類基準とした。
『観察力』は、「周りを見て気づく力」、「周り

を見ながら行動する力」など、他児や周囲の環境
を見て気づきを得たり、行動することができる点
を分類基準とした。
『性格特性』は、「友人や他人への思いやりや

モノに対しての優しさ」、「誰にでも優しい心をも
つ」など、他者や物に対して優しさをもって関わ
ることを分類基準とした。
『楽しさを味わう』は、「楽しんで生活する力」
「友達と関わる楽しさを味わう」など、周囲との
関わりに対して楽しいという感情を抱くことがで
きる点を分類基準とした。
『感情・思考制御』は、「じぶんの間違えを素
直に受け止める力」、「自己抑制」など、自分自身
の感情や意思をコントロールできる点を分類基準

とした。
『挨拶』は、「挨拶を元気良くできる」など、
他者に対して日常的な挨拶ができる点を分類基準
とした。

子どもの人間関係力の育ちに必要な「内容」
子どもの人間関係の育ちにおいて学生が重要だ
と認識している領域「人間関係」の内容は、表2
ならびに図2の通りとなった。本調査では、各内
容に優先順位をつけるよう教示したため、その結
果は図3に示した。
総合的に学生が重要だと感じている領域「人間
関係」の内容は、表2の通りだが、優先順に示さ

表2 子どもの人間関係力の育ちに必要な「内容」（全体）
項目No 内容 数値
⑥ 自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く。 70
⑩ 友達との関わりを深め、思いやりをもつ。 55
⑤ 友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し合う。 52
① 先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。 50
⑨ よいことや悪いことがあることに気付き、考えながら行動する。 42
⑪ 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、守ろうとする。 40
⑧ 友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、協力したりなどする。 36
④ いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちをもつ。 33
② 自分で考え、自分で行動する。 31
⑦ 友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。 29
③ 自分でできることは自分でする。 27
⑫ 共同の遊具や用具を大切にし、皆で使う。 19
⑬ 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみをもつ。 16

図2 子どもの人間関係力の育ちに必要な「内容」
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れた結果では、「内容①」、「内容⑥」、「内容⑩」、
「内容⑤」、「内容②」、「内容⑧・⑨」、「内容③・
④・⑪」、「内容⑦」、「内容⑫」となり、「内容⑬」
を選択した学生はいなかった。

考 察
以上の結果から、保育者養成課程（短期大学）

に在籍する学生が、2年間の学びと実習経験を経
て、子どもの人間関係をどのようにとらえている
のか、その実態が明らかとなった。以下、その実
態を踏まえた考察である。

子どもに必要な人間関係力と「内容」の対比から
見える課題
子どもに必要な人間関係力で最も多かった分類
項目は、『思いやり』と『伝達・表現力』であっ
た。『思いやり』のように子どもの内面性や人間
関係における心構えに重点を置いている一方で、
『伝達・表現力』のように、自分の思いを言葉や
行動で表すことにも重点を置いていることが分か
る。この二項目を領域「人間関係」の内容と照合
すると、学生が最も重視している「自分の思った
ことを相手に伝え、相手の思っていることに気づ
く（伝達・表現力）」、次点の「友達とのかかわり
を深め、思いやりをもつ（思いやり）」に該当し
ており、領域「人間関係」の内容と子どもに求め
る人間関係力双方において、学生はその重要性を
感じているようである。特に、図3から分かるよ
うに、「自分の思ったことを相手に伝え、相手の
思っていることに気づく」に関しては、総数が最
も多かった上、優先順1から優先順5のいずれの
順位でも高い数値を示していることから、人間関
係にとって最も必要な力は伝達力であると学生は
とらえていると考えられる。
そのほか、共感性や規範意識など、集団で生活

表3 領域「人間関係」の内容と人間関係のとらえ方の対比
項目No 内容 該当する分類名① 該当する分類名② 該当する分類③

⑥ 自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っている
ことに気付く。 共感性 伝達・表現力 コミュニケーション力

⑩ 友達との関わりを深め、思いやりをもつ。 コミュニケーション力 思いやり

⑤ 友達と積極的に関わりながら喜びや悲しみを共感し
合う。 主体性 共感性 コミュニケーション力

① 先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。 協調性 楽しさを味わう

⑨ よいことや悪いことがあることに気付き、考えなが
ら行動する。 規範意識

⑪ 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き、
守ろうとする。 規範意識 コミュニケーション力

⑧ 友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、
工夫したり、協力したりなどする。 協調性 コミュニケーション力

④ いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げよう
とする気持ちをもつ。 楽しさを味わう 問題解決能力

② 自分で考え、自分で行動する。 主体性

⑦ 友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わ
う。 観察力 楽しさを味わう

③ 自分でできることは自分でする。 主体性 問題解決能力

⑫ 共同の遊具や用具を大切にし、皆で使う。 規範意識 協調性

⑬ 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係
の深いいろいろな人に親しみをもつ。 ―

図3 子どもの人間関係力の育ちに必要な「内容」
（優先順）
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するために必要な「内容」や人間関係力が挙げら
れていた。しかし、本調査にて明らかになった大
きな課題は、領域「人間関係」の内容13、「高齢
者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の
深いいろいろな人に親しみをもつ」に関して、学
生らは軽視している傾向があるということである。
幼稚園教育要領の「内容の取扱い」に、「高齢者
をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深
いいろいろな人と触れ合い，自分の感情や意志を
表現しながら共に楽しみ，共感し合う体験を通し
て，これらの人々などに親しみをもち，人とかか
わることの楽しさや人の役に立つ喜びを味わうこ
とができるようにすること。また，生活を通して
親や祖父母などの家族の愛情に気付き，家族を大
切にしようとする気持ちが育つようにするこ
と。」とあるように、地域性や様々な人々とのか
かわり、そして家族への愛情を育むことを留意す
るよう示してある。この「内容の取扱い」の記述
を踏まえると、学生らの実習体験の中で、子ども
たちが地域の人々とかかわる機会を観察できな
かったこと、さらには学生自身も希薄化した地域
性の中で育ってきたことが「内容」13を重視して
いない理由と考えられる。これらの結果はまさし
く榊原（2012）が示した直接経験の喪失を示唆し
ているが、保育に携わろうとする学生が、在学中
に地域や家族へのかかわりを重視する意識を持つ
ことは、就職後、子どもたちへの保育を行う中で、
非常に重要な要素であると考えられる。

学生のとらえ方から考える保育内容「人間関係」
表4は現在の保育内容「人間関係」のシラバス

と、調査をもとに改善したシラバスを対比したも
のである。改善前は、第2回「社会・文化に生き
る子ども」や第9回「かけがえのない一人ひとり
の存在」、第12回「かかわりの育ちを「みる」」な
ど、それぞれの章の実態が見えないタイトルのも
のが多く、学生が“何を学ぶのか”不透明なであっ
た。更には、子どもと家族、そして子どもと地域
に焦点を当てた項目がほとんど存在しないという
現状があったため、改善後は、本調査で学生から
挙げられた人間関係力のキーワードを用い、領域

「人間関係」の「内容」に対応させつつ、授業の
第13回と第14回の二回を使って、子どもと家族・
地域のつながりの重要性に焦点を当てるよう改善
した。このシラバスにより、本調査において見え
てきた「子どもと地域のつながり」への学生らの
意識低下を防ぐことが可能ではないかと考えら
れる。

今後の研究課題
本研究では、領域「人間関係」と子どもの人間
関係力に対する学生らの意識調査を中心に考察を

現在の保育内容「人間関係」シラバス
授業数 授業内容
第1回 自己理解と自己概念
第2回 社会・文化に生きる子ども
第3回 領域「人間関係」がめざすもの
第4回 領域「人間関係」の基礎知識
第5回 乳児の保育所における人とのかかわり
第6回 保育者が居場所
第7回 自己主張と自己抑制
第8回 園生活の充実感を支えるもの
第9回 かけがえのない一人ひとりの存在
第10回 保護者とのかかわり
第11回 保育者同士のかかわり
第12回 かかわりの育ちを「みる」
第13回 親しい人との体験が生きる原動力になる
第14回 幼児教育の現代的課題と領域「人間関係」
第15回 保育内容「人間関係」のまとめ

改善後の保育内容「人間関係」シラバス
授業数 授業内容
第1回 保育内容「人間関係」について
第2回 自己表現と他者理解
第3回 向社会的行動と人間関係
第4回 子どもの共感性の育ち
第5回 他者との共生と喜びの共有
第6回 子どもの倫理観の育ち
第7回 規範意識とコミュニケーション
第8回 協調性を身に着けるために
第9回 人間関係の楽しさを感じるために保育者ができること
第10回 主体性獲得のための環境づくり
第11回 周りを見て行動する力
第12回 子どもの自立と自律
第13回 家族と子どものつながりを考える
第14回 地域と子どものつながりを考える
第15回 「人間関係」への総合考察
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行ったが、学生らが重要だと認識している人間関
係力や領域の「内容」に関する理由を明らかにす
ることができなかった。本研究を継続するにあた
り、上述した課題を解消することによって、より
質の高い授業改善に結び付けることが可能である
と考えられる。
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