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Ⅰ はじめに
本学における保育者養成カリキュラムの特徴の

一つとして、「実践を重視した教育内容」があげ
られる。保育現場で活かせるよう子どもを理解す
るための保育の基礎理論とともに、子どもと楽し
むための運動遊びや歌・ピアノ・造形表現などの
基礎技術を修得し、さらには隣接する附属幼稚園
で子どもの様子を観察し一緒に遊ぶことにより、
子どもや保育職について理解を深めることとして
いる。今後は、より幼稚園教諭の養成課程カリ
キュラムや保育士養成課程科目の見直しが進み、
学生の保育内容の理解と指導法の修得が一層重視
されると思われる。

本学幼児教育学科の造形表現に関する科目のう
ち、筆者が担当する「子どもと美術」（1年生通
年・卒業必修科目）および「子どもの絵と制作（指
導法）」（2年生前期・保育士選択必修科目）では、
学生の基礎技術と保育実践力を磨くため、「絵本」
を手立てとして学生の教材制作や子どもとの造形
活動を実施してきたが、それらの実践が実習でど
のように活かされ、学生の保育の知識・技術の習
得と向上につながったか確認し、今後の授業計画
に反映させることが課題であった。本稿では学生
による創作絵本「自己紹介絵本」を実習で発表し
た学生に聞き取り調査を行った結果から、授業の
成果と課題・展望について考察することとする。

Ⅱ 絵本に着目する理由
幼児教育は領域ごとに活動を組んで指導するも

のではなく、遊びを通した総合的な活動の中で可
能になっていくものである。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（いわゆる3法令）には、乳幼児期に経験
してほしい事柄が5つの領域で整理されている。
平成30年4月施行の3法令では、幼児教育の修了
時をイメージした子どもの姿として新たに『幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿』10項目（10の
姿）が示された。図1は10の姿を5つの領域に大
まかに分類したものであるⅰ。子どもの学び・育
ちを10の姿や5領域と照らし合わせてみると、例
えば造形表現の場面は、領域「表現」に、10の姿
では「豊かな感性と表現」に該当するが、活動の
過程では様々な素材との出会いがあり（領域「環
境」）、言葉を用いて意思を伝え合ったり（領域「言
葉」）、友達と協力して進めたり（領域「人間関係」）、
体を動かしたりする（領域「健康」）等といった
各領域との関わりがある。保育者養成における造
形表現の学習においても、学生が、10の姿を大切
にし、複数の領域や領域に関する専門的事項と保
育内容の指導法の両方の内容を含めた複合的な視
点から、保育を計画し省察する大切さを学生に伝
えていく必要があるⅱ。

その中で「絵本」を手段とする理由は、絵本が
領域の枠を超えて自由に表現され、日常的に保育
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現場で取り扱われている教材であり、様々な表現
を駆使しながら子どもたちの心の動きや成長を促
す・感じとるツールでもあると考えるためである。
絵本はそもそも教育現場で用いる教材として作ら
れたものではないが、教育的内容を含むと考えら
れることから、今日の教育・保育環境に欠かせな
いものとして位置づけられている。絵本による子
どもの学び・育ちを領域ごとに見ると、例えば領
域「言葉」では、保育者から語られる言葉を絵本
の情景や物語と結びつけて意味を感じとり、身に
つけていく姿がある。「表現」では、心動かすス
トーリーや色彩・形との出会いの場にもなり、豊
かな感性を養うことにもつながる。そのほか、自
然環境の大切さや生き物の暮らし等を学ぶ点では
「環境」、絵本に出てきたことを友達と伝え合っ
たり、後で真似たりして関係を広げる姿からは「人
間関係」、絵本に集中することで心のしなやかさ
を養う点は「健康」というように、保育において
「絵本」は各領域で取り扱われ、計画的に保育環
境に取り入れられている。学生の創作絵本の発表
は、造形的な技術やコミュニケーション力はもち
ろん、子どもの育ちやその過程での学びを見取る

ことへの課題意識を高める機会にもなりうると考
える。

もう一つの理由として、学生がモチベーション
を維持しやすいという利点があげられる。造形表
現の視点から絵本を捉えると、絵本を「読む」以
外にも「つくる」活動への展開も考えられるが、
いずれの場合であっても多様な表現の楽しさや喜
び、子どもや保育への思いを沸き立たせながらの
学習となり、また目前に迫った実習や就職現場で
活かせるということで、たとえ造形表現が苦手と
いう学生であっても、取り組むことの必要性を感
じられる題材となる。このことは、本学紀要平成
26年度ⅲおよび平成28年度ⅳ掲載分にまとめてい
る。

Ⅲ 実習時の「自己紹介絵本」発表の事例分
析－平成26年度入学生の実践から
表1は平成26年度入学生の「子どもと美術」「子

どもの絵と製作（指導法）」の到達目標と概要、
開講時期および実習時期を示したものである。

授業の内容と時期については、2年次に本格化
する現場実習で活用できるよう考慮し設定してい

図1 『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』10項目と5つの領域
（引用：無藤 隆著「3法令 すぐわかる すぐできる おたすけガイド」ひかりのくに株式会社、p．17、2018年）
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る。
授業に初めて「自己紹介絵本」を取り入れたの

は、平成26年度入学生の「子どもの絵と制作（指
導法）」であり、教育実習（1回目）前の時期に
おいてであった。そこで学生が実習前に子どもへ
のかかわりや保育の展開について具体的な課題意
識を持てることが確かめられたため、それ以来実
施時期を変更しつつ、継続的に取り組んでいる。

実際に実習先で「自己紹介絵本」を発表したと
いう学生からは、「子どもが喜んでくれた」との
報告を筆者もたびたび受けてきた。また実習先か
らの評価を見ても、そうした教材をすすんで用意
し発表した学生には現場の指導者もよい印象を持
ちやすく、積極性や計画性等の面で評価すること
が多いようである。
「自己紹介絵本」が学生の意識を高める上で有

効であることはこれまで確認しているが、今回、
学生の保育の知識・技術向上に具体的にどのよう
に役立ったかについて明らかにするため、平成26

年度本学幼児教育学科入学生のうち、独創性が高
く、かつ実習先で発表することのできた4作品に
ついて、園での発表を再現した時の録画ビデオ分
析、および実習での発表の感想についてインタ
ビューを行い、養成校内での発表やシラバス分析
からは読み取れない学生の学びの実態を考察する。

4作品それぞれから仕掛けおよび発表に特徴あ
る場面を抜粋し、実習での発表の感想とあわせて
まとめたものが表2である。

＜発表の共通事項＞
スケッチブックに学生の名前のヒントが隠され

ており、話が展開するにつれ次第に名前が明らか
になる（文字探しゲーム形式）。始まりと終わり
の台詞は概ね以下のようなものである。

始まり：（笑顔とはきはきした声で）「皆に先
生のことをよく知ってもらうために、
先生は絵本をつくってきました。先生
のお名前をこの絵本の中に隠していま
す。一緒に探してみましょう。」

表1 平成26年度入学生の「子どもと美術」と
「子どもの絵と制作（指導法）」の到達目標および概要と実習時期

「子どもと美術」（卒業必修・幼稚園教諭・保育士選択必修科目）到達目標
1．表現の出発点としての発見や感動、表現活動の過程の重要性を再確認・理解する
2．保育者として逞しい表現力を養い、材料、空間に対して柔軟な対応ができる
3．様々な素材、表現の理解、道具の使い方が理解できる

「子どもの絵と制作（指導法）」（選択科目）到達目標
1．様々な素材・技法・用具を用いた活動をとおし、造形表現の喜び・楽しさを体感し豊かな表現力を養う
2．素材、技法、用具の扱い方や保育現場での指導法を検討し、より実践的な能力を身につける
3．自己の作品を大切にし、社会、家庭生活の中に感性、創造性を生かす

授業概要と実習時期
1年次前期 2年次前期

「子どもと美術」
○絵本鑑賞と造形技法体験
○色彩・画面構成の基本知識
○絵画模写・鑑賞

「子どもの絵と制作（指導法）」
○幼児造形表現の発達
○「自己紹介絵本（おなまええほん）」制作

＜教育実習（1回目：6月中旬）＞
○手作りおもちゃ制作
○本学附属幼稚園での出前保育（手作りおもちゃの

制作）
＜保育実習（保育所）Ⅰ：8月中旬～下旬＞
＜保育実習（保育所）Ⅱ：9月初旬～中旬＞

1年次後期 2年次後期
「子どもと美術」

○保育における造形教材・用具の理解
○立体造形（飛び出すカード）
○グループ活動による仕掛け絵本制作

＜保育実習（施設）＞

＜教育実習（2回目：9月下旬）＞
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終わり：（出てきた名前のヒントをすべて見せ
ながら）「先生のお名前は、○○○で
す。これから皆さん、よろしくお願い

します。」
また、平成26年度入学生については、作中に既

成のキャラクターを使用することを許可している。

表2 平成26年度入学生Ａ～Ｄの「自己紹介」作品と発表の特徴
学生Ａさんの作品

絵本の内容と台詞 仕掛け・発表の特徴

先生の好きな虫は、クワガタムシです。

＜仕掛けの特徴＞
・マジックテープで虫を取り外せる

ようにする。
＜発表の特徴＞
・虫採りをしてみせる。折り紙の虫

をつかんで聞き手にしっかり見せ
る。

先生の好きな色は黄色です。黄色い色のキリンさんが好きです。

＜仕掛けの特徴＞
・連想ゲーム形式で、色紙の色から

連想させる動物を示す。

先生の好きな食べ物は、ラーメンです！
フーフー、とってもおいしいです。

＜仕掛けの特徴＞
・色画用紙をＺ折りし、絵の長さを

変化させる。
＜発表の特徴＞
・色画用紙の麺を巻きつけた割り箸

を持って、麺を伸ばして食べるし
ぐさをする。

先生が好きなキャラクターは、この扉の中にいます。
それは…ドラえもんです。

＜仕掛けの特徴＞
・ページ全体をドアに見立てる。
＜発表の特徴＞
・ページをめくって、ドアの向こう

からキャラクターが登場するよう
にみせる。

先生が気に入っているお菓子があります。それは、桃カステラです！な
ぜかというとこれに先生のお名前が入っているからです。

＜仕掛けの特徴＞
・ページに3か所切り込みを入れて

暖簾状にする。
・次のページに文字を書き、暖簾を

めくるとあらわれるようにする。
＜発表の特徴＞
・暖簾を一つずつめくり、あらわれ

た文字をゆっくり読み上げながら
見せる。
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先生のお名前が全部そろいました。先生のお名前は（学生の氏名）先生
です。10日間皆さん、よろしくお願いします。

＜仕掛けの特徴＞
・うなずきやおじぎの動作ができる

人形をつくる。見開き片ページで
顔、もう片方で胴体をつくり、顔
の周りの余白は切り取る。

＜発表の特徴＞
・自身の分身におじぎの動作をさせ

ながら、自分も一緒に子どもたち
に向けて挨拶する。

＜実習での発表の感想＞
絵に変化のある絵本なので3歳児でも皆集中してみてくれました。5歳児では、ラーメンがのびるところや、

どこでもドアからドラえもんが出てくるところで盛り上がりました。この絵本で子どもたちとの距離が縮まっ
て、作ってよかったと思いました。

学生Ｂさんの作品
絵本の内容と台詞 仕掛け・発表の特徴

先生のお名前、この絵本の中に、かくれんぼしちゃったみたい。だから
皆見つけたら、見つけた！って言ってね。「はーい」※

（※以下、「」内は子ども役の言葉）

＜仕掛けの特徴＞
・最初のページで絵本に隠れている

名前の文字数分の○を見せ、文字
数を印象づける。

＜発表の特徴＞
・聞き手の子どもたちに、お話への

参加を促す言葉がけをする。

先生の好きなものは…何でしょう！ジャン！
「焼きそば！」ピンポーン！
おいしい！食べたい？「食べたい！」後で一緒に食べようね。

＜仕掛けの特徴＞
・毛糸とフェルトを焼きそばに見立

て、割り箸と一緒に画面に貼る。
＜発表の特徴＞
・効果音をつけてページをめくる。
・割り箸で毛糸の焼きそばを食べる

しぐさをする。
・子どもたちに問いかけ、対話を楽

しむ。

先生の好きな動物さんは何でしょう？チラッ。
「リスさん」ピンポーン！リスさんです。どんぐり持っているね。

＜発表の特徴＞
・子どもたちに問いかけ、対話を楽

しむ。
・素早くページをめくり、クイズの

ヒントを出す。
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先生が住みたいところは、南の島です。
「あった！」名前のヒントがありましたね。
あっ、このヤシの実食べれるよ。

＜仕掛けの特徴＞
・マジックテープでパーツが取り外

せるようにする。
＜発表の特徴＞
・子どもたちに問いかけ、対話を楽

しむ。
・ヤシの実をとり、おいしそうに食

べるしぐさをする。

先生の好きなものは…ジャン！風船です。何かあるね？シュ～…「ふ！」
そう。先生の名前の5個目かな。

＜仕掛けの特徴＞
・色画用紙の風船に切り込みを入れ

てつくったポケットの中に、名前
のヒントを糸で留めて挟む。

＜発表の特徴＞
・風船が空に舞うような音と動作を

つけ、風船に入れた切込みに挟ん
でいた名前のヒントを出してみせ
る。

先生の得意なことは…「あ、ミッキーだ！」本当だね。これなんでしょ
う。「折り紙！」そう、先生の得意なことは折り紙です。名前のヒント
も隠れていたよ。折り紙の、「み」！

＜仕掛けの特徴＞
・紙に切込みを入れ、黒画用紙を挟

んで文字を隠しておく。
・材料を折り紙で統一する。
＜発表の特徴＞
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・子どもの反応を見てタイミングよ

く黒画用紙をはずす。

最後に…先生、10日間皆と、笑顔で楽しく遊びたいと思います！
笑顔の「え」。先生のお名前が全部見つかったね。

＜仕掛けの特徴＞
・最後の名前のヒントには自分の分

身を登場させ、子どもたちへの
メッセージでしめくくる。

＜実習での発表の感想＞
この自己紹介絵本を3歳児・4歳児・5歳児すべての年齢で行いました。

好きな食べ物や動物とか、好きな色等問いかけすることが多く、子どもたちと会話をして、自分のもあてても
らいながら、子どもたちの好きな色とか食べ物とかも聞くことが出来て、最初からたくさんコミュニケーショ
ンをとることができ、先生からもよかったと褒められました。

幼稚園では、折り紙を貼ったページで「折り紙が得意」と言ったとき、担任の先生が、「私が苦手だから、
折り紙を一緒にしてあげて」と言われ、3日間子どもたちと折り紙をしました。子どもたちにも先生方にも自
分のことを知ってもらえました。
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学生Ｃさんの作品
絵本の内容と台詞 仕掛け・発表の特徴

先生の好きな動物は「しまうま」「さる」「キリン」
首が長い…「え～短い」
首が長～い…「あ！長くなった！」キリンさんです。

＜仕掛けの特徴＞
・色画用紙をＺ折りし、絵の長さを

変化させる。
＜発表の特徴＞
・子どもたちの反応に応じながら折

り畳んだ画用紙をめくる。

先生の好きな食べ物は…「カレー！」「クッキー！」「ドーナツ！」「ケー
キ！」「チョコレート！」「プリン！」「甘いものばかりだ」「先生昨日
ドーナツ食べた」そう、おいしかったね。
先生の嫌いな食べ物はありません。皆も好き嫌いしないでたくさん食べ
ようね。「はーい」

＜仕掛けの特徴＞
・画面に画用紙を貼ってポケットを

つくる。
・ポケットのなかに糸でつながった

パーツを隠しておく。糸の先はポ
ケットに留める。

＜発表の特徴＞
・菓子瓶（ポケット）のなかから糸

を引っ張ってパーツを取り出して
みせる。

・子どもの声に合わせて一つずつ
パーツを引き出す。

・子どもたちの反応に応じながら話
を進める。

先生の好きな季節は…「あ、ちょうちょ」
ちょうちょがお花にとまったよ。くるっ。「は」「る」
先生の好きな季節は春です。「じゃあ、はる先生？」どうかな～。

＜仕掛けの特徴＞
・季節を感じられるモチーフ（ちょ

うちょ）の裏に名前のヒントを描く。
・画面にマジックテープをつけ、モ

チーフを貼りつけられるようにする。
・花紙で花の立体感を出す。
＜発表の特徴＞
・ちょうちょの絵をひらひらと動か

して登場させながら、画面にとま
らせる。

先生は、いろいろなところにお出かけするのが大好きです。汽車に乗っ
たことある？「ある」
「先生はどこに行ったことあるの？」いろいろなところがあるよ。長崎
とか。きれいな景色がいっぱい見れます。

＜仕掛けの特徴＞
・原色のフェルトで乗り物の立体感

と元気な雰囲気を出す。
＜発表の特徴＞
・子どもたちにこれまでの体験を尋

ね、思いを共有する。
・子どもたちからの質問に応じなが

ら話を進める。
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先生の好きなことは…じゃん。「カエルが好きなの？」
カエルも好きだけど、歌うことが大好きです。「本当だ、ゲコゲコ言っ
てる」皆がさっき言ってくれた、カエルの…「か」！

＜仕掛けの特徴＞
・二つ折りした色画用紙に切り込み

を入れ、上下を折り曲げる。折れ
線にそって形を整え、口が動く仕
掛けをつくる。

＜発表の特徴＞
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・話の展開に合わせて画面を少し開

閉させ、カエルの口が動くように
してみせる。

＜実習での発表の感想＞
発表は幼稚園の4歳児クラスで行いました。
キリンの絵だけでもすごく反応がありましたが、首が伸びたらさらに盛り上がりました。好きな食べ物が出

てくるページも、いっぱい出てくるので、それに一つずつ、「僕も食べたい」とかいろんな反応があって面白
かったです。汽車の登場のシーンでは「あ、ぼくも好き」とか、男の子が結構反応がよくて、皆楽しんで見て
くれました。カエルのところも、カエル自体にすごく興味があったみたいで、盛り上がって見てくれました。

学生Ｄさんの作品
絵本の内容と台詞 仕掛け・発表の特徴

先生の好きなお友達から紹介します。皆知っているかな？くまのジャッ
キーです。かわいいでしょう。「かわいい」
とってもかわいいから、ジャッキーが大好きです。

＜仕掛けの特徴＞
・モチーフをフェルトでつくり、立
体感と触ったときの感触を楽しめる
ようにする。
＜発表の特徴＞
・子どもたちとの対話を楽しむ。

先生の好きなものは、お花です。パンジーとか、千日紅、すみれとかキ
キョウとか、お花に入れて飾るのも大好きです。「きれい」
このお花の色、何色かわかるかな？「紫！」そう、先生のお名前のヒン
トは、紫のむ、です。

＜仕掛けの特徴＞
・モチーフを色鉛筆で写実的に表現

する。
・モチーフを共通の色にする。
＜発表の特徴＞
・子どもたちに問いかけ、対話を楽

しむ。

先生の好きな食べ物、これ、な～んだ。「オムライス！」
オムライス好きな人！「はーい！」先生も大好きです。

＜仕掛けの特徴＞
・スポンジとフェルトをオムライス

に見立て、卵料理の立体感を出す。
＜発表＞
・手を挙げながら子どもたちに問い

かけ、反応を促す。

本学造形表現系科目からみる領域「表現」の学習成果（1）
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先生の苦手なものは…はっ！「ん？見えな～い」とってもちっちゃい虫
です。そして夏の虫…フゥ～ンと飛びます「蚊！」本当に蚊かな、虫眼
鏡で見てみようかな。ジャーン、虫眼鏡。「でっかくなった！」あたり、
蚊でした！先生の苦手な蚊だけれども、先生のお名前の二つ目のヒント
は、か、です。

＜仕掛けの特徴＞
・あえてモチーフを見づらくしてみ

せ、注目させる。
・小道具（片面に水色の画用紙を貼

り、もう片面に大きな蚊を描いた
虫眼鏡）をつくり、画面の変化を
楽しめるようにする。

＜発表の特徴＞
・蚊が飛ぶ音に合わせて、絵本を大

きくゆらゆらと動かす。
・効果音をつけて小道具を登場させ、

画面にすばやくあてる。
・子どもたちに問いかけ、対話を楽

しむ。

今度は…じゃじゃ～ん。「わあ！桜だ」そう、桜だね。お花見に行った
ことある人！「は～い！」桜が咲く季節は「春」と言います。だから、
ここのお名前のヒントは「は」「る」です。

＜仕掛けの特徴＞
・二つ折りした色画用紙を絵本の中

央に貼る（木の幹）。同じ長さで
帯状に切った厚紙を画面中央、右、
左に等間隔に貼りつけ、帯の上部
にのりしろをつくり、上から桃色
の雲状の色画用紙を貼りつける。
桜の木が立体的に飛び出す仕掛け
をつくる。

＜発表の特徴＞
・効果音をつけながらページをめく

る。
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・手を挙げながら子どもたちに問い

かけ、反応を促す。

じゃ～ん。これな～に？「うーん、真っ黒」
真っ黒だね。これ夏に見たことあるんじゃないかな。そして、これは音
がつきます。しゅるしゅるしゅる～ドーン！「花火！」
そう。花火大会いったことあるかな？「行ったことあるよ！」
先生も夏の花火が大好きです。

＜仕掛けの特徴＞
・夜空の雰囲気に合わせ、画面を黒

を黒一色にする。
・見開きページにさらにページを貼

りつけ、画面の長さを大きく変化
させる。

・「花火の玉」→「花火が打ちあが
る」→「夜空にきらめく」の段階
を3画面であらわす。

・モチーフの特徴（花火のきらめ
き）に合った素材（ホイル色紙）
を選択する。

・紋切遊びの要領できれいな対称形
の花火をつくる。

＜発表の特徴＞
・子どもの反応に応じながら、話の

展開に合わせてページを開く。
・打ちあがる効果音とともに絵本を

左右に小刻みに動かしてみせ、花
火がひらく音と同時に最後のペー
ジを広げる。

・子どもたちに問いかけ、対話を楽
しむ。
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創作絵本のストーリーは、簡単な起承転結で展
開する。見せ場を中心に置き、単純明快なものが
制作しやすいことや、創作絵本に登場させるモ
チーフは、子どもたちの身辺にあることを用いる
と共感を得られやすいことを、制作時に学生たち
にあらかじめ説明している。学生たちも、子ども
たちが経験していること、虫や動物の話、季節・
行事、簡単な文字等を登場させていた。これまで
子どもたちとほとんど触れ合ってこなかった学生
たちが、子どもの興味・関心ごとを想像しながら
制作・発表する姿からは、積極的に子どもの姿を
イメージしようとする姿がみてとれる。実践後の
感想からは、実習先の子どもたちにも分かりやす
く共感しやすい内容で、反応よく楽しんで聞いて
くれていたことが分かった〔表2下線部（太線）〕。

表2の発表の特徴や下線部（実線）から分かる
ように、学生Ｂ～Ｄの学生が子ども参加型の発表
形式であり、子どもに問いかけ発話を促す工夫が

なされていた。学生Ａについても、実際の保育現
場では子どもたちが集中したり盛り上がってくれ
たりしたので、嬉しくなり、子どもの反応に対し
表情や言葉で応じたという。どの学生も、子ども
が親しみを覚える表情や佇まい、分かりやすい言
葉選び、ボディーランゲージ等、子どもの表現を
引き出し、共感し、楽しさを共有できる保育者の
心と身体のあり方を、実習を通して意識できたよ
うである。

絵本発表がその後の子どもとのコミュニケー
ションの糸口にもなり、嬉しさややりがいにもつ
ながっていたことが分かった〔表2下線部（二重
線）〕。時にはそれが担当保育者からの発案や評価
からも生まれていたようである〔表2下線部（点
線）〕。

平成26年度入学生については、1年次の「子ど
もと美術」内で基礎技術として平面・造形制作に
十分に絵画模写や仕掛け絵本制作に時間をかけて

皆お誕生日には何を食べるだろう？「ケーキ！」
ジャッジャジゃ～ン。「うわぁーケーキだ！」これ、何クリームってい
うか知っている？生クリームっていうの。先生の名前の最後のヒントは、
生クリームの、な。

＜仕掛けの特徴＞
・誕生日ケーキが立体的に飛び出す

仕掛けをつくる。同じ長さで帯状
に切った厚紙を画面中央、右、左
の3か所に等間隔に貼りつけ、帯
の上部にのりしろをつくり、上か
ら丸い画用紙を貼りつける（ケー
キ上部）。円周の長さに合わせて
画用紙で紙帯をつくり、3か所に
貼った厚紙に固定する（ケーキの
側面）。

＜発表の特徴＞
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・子どもたちに問いかけ、対話を楽

しむ。
＜実習での発表の感想＞

「自己紹介絵本」は、子どもが見ていて注目を集めるような工夫がところどころに合ったらよいと思いまし
た。ただ絵を描くだけではなくて、フェルトの質感の違い等も、子どもはよく見ているので楽しめるし、私は
マグネットシートをつかってヒントを貼りつけるようにしましたが、子どもにクイズを出して、子どもとやり
とりができると、子どもも楽しめ、集中してみてくれました。

そして授業の課題で描いた写実的な絵もページに使ったのですが、それに対しては「本物みたい！」と反応
が返ってきてよかったです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰蚊を虫眼鏡で拡大する等、小物が出てくると子どももひきつけられていました。仕掛けは授業で習った飛び

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰出す仕掛けも生かせました。花火の仕掛けも迫力があって反応がよかったです。
一番反応がよかったのが、立体のケーキです。先生方の方が驚いていました。
授業で学習した内容で、おもしろいな・作ってみたいなと思うもの、自分も楽しんでできたものを使ったの

で、子どもにも届いたのではないかなと思いました。

本学造形表現系科目からみる領域「表現」の学習成果（1）
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取り組ませたため、学生Ｃや学生Ｄのように立体
的で動きのある仕掛けを使った作品が多く生まれ
た。表2下線部（波線）はそうした仕掛けによっ
て、子どもの関心を湧き立たせられたという感想
である。とくに学生Ｄは、動きや立体感以外に、
異素材を用いて質感の違いにも注目させるように
工夫している。表2下線部（

⌇ ⌇ ⌇

波線）のようにそれ
までの授業内容が活かせたという感想もあり、造
形の基礎技能に関する学習の集大成としての意味
合いも感じながらの制作となったようである。

また学生Ｄの表2下線部（点線・太）のように
写実的な作品を取り入れた作品に対しては、子ど
もから驚きや学生への関心等が得られたことから、
創作絵本では大きく、すっきりとした線と形、鮮
やかな色で伝わりやすさを心がける一方で、緻密
で写実的な表現を用いることについても、子ども
にとっては美的な体験や表現の多様さ、身近な他
者へ関心を持つことにつながると確かめられた。

自分のイメージを伝える力は造形的な評価のみ
ではなく、表情や音声、身体、言葉等、あらゆる
表現媒体を介した総合的なものである。創作絵本、
とくに自己紹介という設定は、学生にとって造形
の技術修得に終始せず、また写実・抽象の隔てな
く、楽しみながら造形表現の知識技能を獲得する
機会になったと考えられる。また、作品を通して

演じ手と受け手の共感が生まれることからも、初
対面の子どもの心の距離を近づける活動として、
価値も十分感じとれるものだったといえる。

Ⅳ 「自己紹介絵本」実施の時期と内容の検討
－平成29年度入学生の実践から
「自己紹介絵本」の実施時期については平成28

年度以降、資料・材料収集や試作等、教材研究の
時間が十分とれる1年次「子どもと美術」の後期
開講分にて取り組ませ、当初は、前期に学んでき
た造形技法とのつながりから、ルールとして必ず
技法を一つ以上用いて制作させることとしていた。
しかし絵コンテ作成の段階で、ストーリー展開、
モチーフの選択・配色、子どもに分かりやすい台
詞の選択等考えるべきことが多いなか、そこに技
法の選択と仕掛け制作も加わり、さらには作品完
成後の発表練習も行わなければならないため、内
容を盛り込みすぎた感があった。単科目内での実
施として整理する必要があり、加えて「子どもと
美術」において、描画・立体の発達段階と環境構
成、現場での実践事例等、その他に取り上げるべ
き指導内容とのバランスを考慮するため、平成29
年度入学生以降は各題材にかける授業時間数を見
直し、造形技法と自己紹介絵本については別箇に
扱い、それぞれのねらいを定めた。造形技法の学
習ではハガキ大の紙に技法を施し、できた形や模

表1 平成29年度入学生の「子どもと美術」の到達目標および概要
「子どもと美術」（卒業必修・幼稚園教諭・保育士選択必修科目）到達目標

1．創造する喜びや楽しさを感じながら様々な造形活動を行うことができる
2．幼児が造形表現を楽しむために必要な環境づくりや援助について理解する
3．創造する喜びや楽しさを他者と共感し評価し合うことができる
4．材料・用具・技法の扱い方を理解し、適切に用いることができる

授業概要
「子どもと美術」（前期開講分）

○色彩・画面構成・空間表現の基本知識
○造形技法体験
○技法集制作
○保育造形の材料や用具の基礎理解（現場での実践事例から）

「子どもと美術」（後期開講分）
○保育における造形教材・用具の理解
○紙の技－伝える・演じる（「自己紹介絵本」制作）
○子どもの描画・立体造形の発達
○自身の造形体験から保育を計画する
○造形活動の提示と誘導、展開と評価について

昆 正 子
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様に描き足す・切り貼りする等して自由に見立て、
技法集としてまとめさせた。「自己紹介絵本」づ
くりではルールを変更し、造形技法の使用は任意
とし、子どもの関心をひくような仕掛け（立体・
平面を問わない）やストーリー展開に注力させる
ようにした。また簡便化のために、絵本の土台を
スケッチブックからＢ4画用紙1枚からできるミ
ニ絵本（8ページ）での実践に変更した。表3は、
平成29年度入学生の「子どもと美術」の到達目標
および概要である。

平成29年度入学生の事例として、学生Ｅの作品
と実習体験を取り上げる。表3は、学生Ｅが授業

内（3コマ分）で完成させた「自己紹介絵本」の
ミニ絵本版の内容である。授業冒頭で表現の工夫
例として、表2に示したような平成26年度入学生
の発表を映像で紹介したところ、学生Ｅは、はっ
きりした色彩と形で誰もが見やすい紙面づくりに
こだわり、同じパーツが他のページで転用される
ことで、同じ形から発想が広がるおもしろさを表
現した。またＥはこの制作体験をもとに、過去の
先輩たちが製作していたようなスケッチブック版
の制作に課外時間を利用して自主的に取り組んで
おり、実際に保育現場で発表している。その作品
についても表3に併せて掲載する。

表3 平成29年度入学生Ｅの作品と発表の特徴
学生Ｅさんの作品の内容と台詞（ミニ絵本版） 仕掛け・発表の特徴

今からクイズを出していきます。先生のお名前なんだろな？先生のお名
前は4文字です。クイズの中に先生のお名前が隠れています。4問ある
よ。

＜仕掛けの特徴＞
・最初のページで絵本に隠れている

名前の文字数分の○を見せ、文字
数を印象づける。

・ページが袋状になっているところ
に名前のヒントを隠すパーツを入
れられるようにする。パーツを糸
で袋に留め紛失しないようにし、
持ち運びしやすくする。

＜発表の特徴＞
・聞き手の子どもたちにクイズを出

すと伝え、お話への参加を促す。
・ページをめくる前に、パーツを定

位置に貼る。

第1問。デデン。これ、どこかな。夏に行くところ「海！」「行ったこ
とあるよ」先生もあるよ。先生の最初の文字は「う」。

＜仕掛けの特徴＞
・名前のヒントをパーツ（太陽）で

隠す。
＜発表の特徴＞
・効果音をつけながらページをめく

る。
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・子どもの反応を見てタイミングよ

くパーツをはずす。

本学造形表現系科目からみる領域「表現」の学習成果（1）
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じゃあ次！デデン。これなんだろう？「きのこ」
2文字目が隠れていたよ。きのこの、「の」！
「食べたことある」先生もだよ。
おいしいけど毒があるやつもあるから気をつけないとね。

＜仕掛けの特徴＞
・前のページのパーツを転用し、名

前のヒントを隠すようにする。
＜発表の特徴＞
・効果音をつけながらページをめく

る。
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・子どもの反応を見てタイミングよ

くパーツをはずす。

学生Ｅさんの絵本の内容と台詞（スケッチブック版） 仕掛け・発表の特徴

これ先生です。「かわいい」ありがとう。先生のお名前4文字だから、
4つ問題を出していくよ。

＜仕掛けの特徴＞
・自身の分身の横にセロハンテープ

を貼っておく。

デデン。これ、なーんだ？「うさぎ！」
そう、正解！先生の最初の文字は、「う」でした。

うさぎさんです。「あ、うさぎさん出てきた！」

＜仕掛けの特徴＞
・シルエットクイズ形式
・シルエットのページを袋状にし、

なかにクイズの正解の絵人形を入
れておく。

＜発表の特徴＞
・効果音をつけながらページをめく

る。
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・ピョンピョンと弾むように絵本を

動かし、言葉以外にも正解のヒン
トを示す。

・子どもの反応を見てタイミングよ
く袋から絵人形を出す。

3文字目。デデン。「車！」ここに入る文字は何でしょう。「ま！」車の、
ま、だね。ブルル～ン。

＜発表の特徴＞
・効果音をつけながらページをめく

る。
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・車のスピード感をイメージし、す

ばやく袋から車の絵を出す。

昆 正 子
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この事例では、卒業生の作品や実習での発表時
の子どもの姿を受け、学生がさらなる工夫〔表3
下線部（実線）〕や新たな教材づくり〔表3下線
部（波線）〕へと自らを成長させていたことが分
かる。また実習時の担当保育者の助言により、保
育教材としての意義や効果を高めており〔表3下
線部（点線）〕造形の知識の面や見せ方・演じ方
の面でも、ステップアップにつながっていた。

今後の展望
今回、学生のインタビューにより、学生の「自

己紹介絵本」発表は造形の知識・技術やコミュニ
ケーション力を向上させる経験になっており、先
輩たちの体験談や子どもたちの反応が、自らの保
育にかける思いを強くさせ、さらなる教材研究と
保育実践への原動力になったことが確認できた。
今回の聞き取り調査で得られた結果については今
後の受講生に伝え、新たな表現の工夫や実習への

意欲へとつなげてほしいと考える。また、短時間
のミニ絵本制作であっても十分創意工夫ができる
ことが確かめられたため、今後とも授業で継続し
て計画していく予定である。また、発表後の省察
の際に、10の姿の視点から子どもの育ちを確認す
ることで、何が育っており、何をもっと伸ばした
いからといった根拠をもって活動を構成すること
ができると思われる。授業での模擬保育後に記入
させる省察シートについて、10の姿や5領域のね
らい及び内容から活動内容をふり返られるよう改
善したいと考える。丁寧に子どもの育ちや学びを
見取り、それを周囲に伝える、分かち合うことに
ついてもさらに意識づけていきたい。

学生が実習にて主活動を計画する際、絵本の読
み聞かせや紙芝居等は保育の展開を想定しやすく、
比較的取り組みやすい活動である。反対に最も困
難なのは、クラス別活動あるいは一斉指導と呼ば
れる実習であろう。そこではおもに造形活動や運

最後は難しいよ。ここからお湯が出てくるよ。
「お家にある」「やかん！」正解は…やかんでした！

＜発表の特徴＞
・効果音をつけながらページをめく

る。
・子どもたちの反応に応じながら話

を進める。
・お湯を出すように絵本を傾け、言

葉以外にも正解のヒントを示す。
・子どもの反応を見てタイミングよ

く袋からやかんの絵を出す。

＜実習での発表の感想＞
全学年がそろった集会で、大勢の前で演じました。大きくつくっているので、子どもたちも楽しめるという

か、反応がすごく帰ってきて、私も演じていて楽しかったです。シルエットを見せて、ただ答えを紹介してい
くだけじゃなくて、正解の後に本物のうさぎの絵を出していくので、2回の驚きもあって、結構反応がよかっ
たです。

うさぎとかきのことか、車とか、やかんとか、簡単なクイズでしているので、すぐに答えは返ってきたり、
わざと違う答えが返ってきたりして、子どもとの会話が楽しかったです。

この接着方法については、先輩方みたいに、普通だったらマグネットやマジックテープがあると思うんです
が、自分の思いとして、画面の邪魔にならない方がよかったんです。そこで透明なセロハンテープを選びまし
た。セロハンテープを絵本に貼って、そこに両面テープを裏面に貼ったパーツを乗せるだけで、パーツも結構
つくし、簡単につくれるしで、おすすめだと思います。

園の先生からは、最初のページを何度もめくって名前のヒントを貼っていくよりも、ボードに貼っていくク
イズだけをスケッチブックにつくる方が、名前の文字の記憶も残り続けるからよいとアドバイスを頂きました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰この絵本をつくるにあたっての土台になったのが、授業でつくった自己紹介絵本なんですが、つくりながら、

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰自分のなかでどんどんつくりたいものが固まっていったというのがあって、結構授業でやったことを、そのま

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰ま活かした形でスケッチブック版に取り組んだので、授業でつくるのは、自分のイメージづくりにもなるし、
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰実際にミニ版も十分使えるから、つくる価値はあると思います。そして、このシルエットクイズが好評だった

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰ので、実習期間中に新たにペープサートを手作りし、シルエットクイズ第2弾をしました。子どもたちも絵本

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰のクイズを覚えていて、そのペープサートも喜んでくれました。

本学造形表現系科目からみる領域「表現」の学習成果（1）
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動遊びのような、集団での「表現遊び」を中心と
した活動が行われるのが一般的である。本学の場
合「体験学習」（1年生通年科目）で観察の経験
はあるとはいえ、学生にとっては「適切な材料・
用具」や「子どもに伝わる言葉かけ」、「活動にか
かる時間」などのイメージが容易でないことから、
子どもの造形指導を不安に思う学生も少なくない。
そこで、1回目の教育実習を終えた学生を対象と
した「絵本を介した保育造形指導」の実践成果に
ついても、今後考察を加えていくこととする。
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〇文部科学省『幼稚園教育要領（平成29年告示）』、フレー

ベル館、2017年
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〇内閣府、文部科学省、厚生労働省『幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（平成29年告示）』フレーベル
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