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乳幼児保育・幼児教育の研究の動向と実践の課題
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本稿では、乳幼児保育・幼児教育の研究の動向を展望するとともに、その実践現場や行政

の変化に対応すべき問題のあり方について整理する。とはいえ、その研究は学会誌・紀要・

単行本・学会発表などを含めると、膨大な数に登る。何より保育者養成校の数は專門学校・

短大・四大にわたり多々あり、また主要な学会である「日本保育学会」は教育系の学会とし

ては最大手の規模の会員数となっている。

とはいえ、その養成に密着した特徴は、一方で実践と研究の近しい関係となっているが、

他方で、学問的に水準の低い研究や報告の氾濫をもたらしている。そこで、執筆と紙幅の制

約を考え、次のようなやり方で動向を展望することとした。学界の主要な学会誌2誌（｢保

育学研究」（年に2冊刊行）と「乳幼児教育学研究」（年に1冊刊行）を過去10年間総覧し、

そこでの論文をいくつかのジャンルに分けて整理する。その研究の内容を瞥見するために、

著者の判断で興味深いものと思われるものの要旨を紹介する。

この方式だと学界というレベルの動きはある程度理解出来る。また、実践現場の問題を

どちらの雑誌も把握しようと努めているので、その様子もとらえられる。なお、補足として、

無藤（2003）および佐々木（2004）の研究動向の概観を参照してほしい。それらの概観には、

この分野をリードする研究者の主要著作についても紹介してあるので、特に理論的にはそれ

を読むことを勧めたい。

以下、始めに全体の概要を簡潔にまとめ、いくつかの主要動向を取り出す。次に、各ジャ

ンル毎に研究の要点を紹介する。

保育の研究および問題の動向の概要

3つの相互に関連する軸で整理出来る。一つは、実践現場の様子の解明であり、またそこ

からの実践的示唆の導出である。第二は、理論的な分析であり、歴史研究や心理学的基礎研

究等が該当する。第三は、その折々の時事的な話題とそこから派生する問題の解説と対応策

の提案である。

それらが緊密につながるところに保育研究の特徴がある。特に、常に実践的示唆を取り出

そうとすると共に、理論や分析を抽象論に終わらさせずに具体的な資料に基づかせることで

ある。研究方法としても、理論的分析やエッセイ的なもの以上に、断片であれ保育場面の例

(むとう・たかし白梅学園大学）．（つかさき・きようこ白梅学園短期大学）
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を用いたものとか、保育者への質問・面接によるもの、自らの実践を反省したもの、歴史を

振り返るものなどが用いられる。

制度的行政的また時代的な保育・教育のあり方の変化は保育研究と切り離せない。主に、

幼稚園・保育所（また少数は子育て支援）を扱っている以上、その存在の法的行政的規制が

変化すれば、それはすぐに研究に反映される。特に、心理学など普遍主義的な傾向の強いも

のもあるが、それもまた多くは現実の保育場面とのつながりで分析されることが多い。

｜，園環境の分析

我が国の保育の特徴は、園の環境に事物を配置し、そこに子どもが関わることを保育者が

援助することにより、成長を促すという形を取る点にある。そこで、一つは保育環境の記述

と分析が決定的に重要となる。人的環境（同輩や保育者）と物的環境（遊具や自然）が扱わ

れる。単にどんなものがあるかということから、その対象と子どもの関わりの活動の記述、

さらにそこからどのように子どもが活動に熟達していくかに関心が発展している。

1.人的環境

棚橋(1998)は、身近な自然環境に関する幼児の自発的質問を分析し考察を行っている。

幼児に対する教師の対応は、3歳児は、できるだけ丁寧に一人ひとりに情緒的に対応し、安

定した環境の中で、様々な事物や事象に自ら探索し関わりをもてるように援助すること等、

保育内容「環境」の指導・援助の手がかりを得ている。また、加藤・鈴木(1998)は、保

育現場で一般的な「みんなと一緒に歌う」という一斉活動についての保育者の意識調査を行

っている。保育者は歌の一斉活動について多くの悩みをもっているが、その内容は、うまく

できない、さわぐ、まとまらない等、理論だけで解決できる問題ではない。この活動のもつ

多様な価値を活かすための保育者の配慮や方法が提示されている。さらに、吉村・吉岡・柴

崎(2001)は、「保育者の援助としての環境構成とは、子どもの行為の選択をめぐる可能性

の集合（選択前提）を、いつも、すべて構成することなのだろうか」という筆者の問いを追

及した研究を行っている。保育者は環境構成によって、子どもの可能性選択の可能性をいつ

も、すべて構成しきることを目指すよりも、子どもの選択について時間軸を往復しながら、

かつ空間軸を伸ばしながら推察的思考を繰り返し働かせることが大切であり、園生活では、

子どもの自由意志による可能性選択と、保育者が環境に変換し提示した可能性選択のつき合

わせを経て、子どもは自らの行為選択を行っているとしている。

高田（2003）は、自然を復元する“ビオトープ”活動や植物環境づくりなどの自然と触

れ合う環境づくりにおける様々な活動や具体的な実践のあり方を概観し、環境づくりの要因

を整理した。保育者が様々な自然との触れ合い活動に、動的・対応的にかかわっていくこと

の大切さを示唆している。立浪（2004）は、4歳児のごっご遊びに注目し、保育者の解釈

と指導方法の分析を通して保育者のあり方を検討した。保育者は「見通し」を常に持ち、幼

児が何をどこまで理解しているかを瞬時に見て取り、その理解に基づいて幼児に的確な働き

かけをすることが求められるとしている。親に勝るとも劣らない人的環境として子どもの傍

らに寄り添う保育者の専門家としての今日的姿勢を追及している。

2．物的環境
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阿部ほか(1996)は、「阪神淡路大震災後の保育についての調査一子どもの心のケアにつ

いて－」を被災地周辺の23園の保育施設と園児の保護者及び保育者を対象に実施した。本

研究では、保護者編として、被災時における子どもの受けた衝撃、被災状況の実態を把握す

ること、及び親をはじめとする家族が子どもの心のケアに果たした役割について認識するこ

とを目的としている。また、保育者編としては、保育再開後保育現場において、心のケアが

必要であると思われる子どもたちに対して、直接的及び親を通して間接的に、如何なる関わ

りや工夫をなし、どのように緊急事態を乗り切ったかについて、聞き取り調査を通して把握

することを目的として、それぞれの調査結果を報告している。浦添ほか(1997)は、幼児

の生活空間を建築空間の視点からとらえて、事例の分析をとおして安全について、特に園舎

内の事故についてその要因と対策をまとめている。さらに、福田ほか（2000）は、園舎内

の様々な場所とその場における子どもたちの活動の様子を観察することによって，幼稚園環

境と子どもたちの活動の関わり方を検討した。その結果をふまえて園舎の改善が行われ、変

化に富んだ動きやすいものにした結果、保育者の労力は幾分軽減されたが、子どもの動きが

より活発になったことを報告している。物理的な環境の設定を変えたことにより子どものあ

そびが変容していく様子が多く観察されたが、その背景には保育者による生きた場所の使い

方や方向づけが働いていることを示している。

塩見・立石（2002）は、すでに園庭に固定されている遊具を現代の変化にあわせて交換

することは難しいが、環境の変化を考慮した望ましい環境づくりは必要であるとし、幼稚園、

保育園における遊びの実態、遊具の配置、動線の関係を考察して、配盧すべき12の事項を

明らかにしている。また、丸山ほか（2002）は、対象園の近くの用水路に生息しているメ

ダカを幼児に捕獲させて、飼育させたことにより、子どもたちが、野生メダカの飼育経験を

通して人の便利な生活が他の生物の生存に与える影響を考えたり、地域環境に目を向けたり

するようになったことを報告している。地域で捕獲した野生メダカが教材としての大きな価

値を持つようになったとしている。

||，保育者の成長

ベテランの保育者の智恵に学ぶという意味で、その経験年数の比較とか、研修のあり方と

か、保育者の学び方などに注目する。次第に研究が増加しつつあり、保育の本当に難しい微

妙な要点に近づきつつある。

秋田ほか(1995)は、保育研究会で話し合われた内容が保育者の創意工夫によって保育

のあり方や環境にもたらす変化に注目し、保育研究者を交えての保育研究会のあり方・可能

性．問題等について、「コンサルテーション」という概念を中心に検討を行っている。その

結果、以下の4点を一般的示唆として取り上げている。①システム的な視点は研究者が示す

ことのできる新たな視点である。②助言は、新たに別の問題を生む可能性があるという葛藤、

ディレンマを含んでいる。③外部助言者は全保育を時間の流れにそってみているわけではな

いので、一般論としては妥当でも適切な助言になっていない場合がある。④園長や熟練保育

者が橋渡しとまとめの役割を担う者として改善への重要な鍵を握っている。また、田中ほか

(1996)は、それぞれの日々の保育に関する問題意識を提示して話し合ってきた現場の立場
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から、また、カンファレンスを共に行ってきた研究者の立場から、保育カンファレンスの検

討を行っている。保育カンファレンスが本当の意味で保育者の成長に寄与し、より良い保育

をめざす場となるためには、全員が実質的に対等な立場で参加できる場であること、それぞ

れが自分の考えを出しながらも、相手の立場に立って考える努力をし、その中で、自分自身

を客観的に捉えられる力を養っていかれる場であることが必要であるとしている。

高濱(1997)は、保育者の保育経験に注目して調査を行っている。保育者は経験によっ

て指導の難しさを感じる幼児のタイプに違いがあり、それは、経験による関心の違いから生

み出されていることや、経験者は複数の視点から、初心者は単一の視点から幼児をとらえて

いて、経験によって、幼児を理解した方法に違いがあったこと、また、保育者は、経験とと

もに幼児の個人差への関心を広げていくが、その関心の変化が、幼児をとらえる視点や保育

行動に違いを生み出すことが示唆された。また、堀(1997)は、具体的な多くの事例への

対応を質問する半構造化面接によって幼稚園教師の指導方法の形成過程について分析を行

い、典型的な「指導方法」や、経験年数によって異なる「指導方法」を見出している。経験

年数の長い教師ほど10分、1時間、あるいは2，3日間へと時間的展望が長くなるように

変化していることを明らかにし、その背景には、日々の園生活がダイナミックに動く原則に

気づいているからではないかと考察している。岩立ほか(1998)は、保育者の評価に基づ

いて作成した「3歳未満児用保育の尺度案1997」を使って、特に、保母の年齢差の違いや

公立保育園と私立保育園の違い、また、地域の差が保育にもたらす影響を検討している。保

育者同士の関係は、私立は公立よりも良好であり、20歳から25歳の保育者は、26歳から

30歳と41歳から61歳の保育者よりも遊戯室の意味と使用について関心度が高いことなど

を明らかにしている。

吉村・田中（2003）は、保育者の具体的な語りの事例を通して、保育者の幼児理解の仕

方を考察した。保育者は、課題意識をもって保育にあたり、保育における出来事を整理し、

文脈化することが必要であることを指摘している。さらに、その課題意識および形成する文

脈を、様々な手がかりや他分野の専門家との連携で修正しつつ維持することが出来てこそ保

育者の幼児理解が専門性として子どもの現実に生きると論じている。

ll1.保育の中のやりとりの分析

実際に保育の現場を観察し、そこで、子ども・保育者が対象に対していかに関わるかの詳

細な過程を分析する。保育者がどのような言葉を掛けて働きかけるとか、子ども自身がいか

にまわりの子どもや保育者に関与しようとするかなどである。さらに、その中の保育者の微

妙な内的感覚や、子ども・保育者の身体的動きにまで微細な分析を進め始めてもいる。単に

分析が細部に渡るというより、幼児期を対象との身体的な関わりの時期であるととらえ、観

察資料でその様子を把握しようとしている。

1．人間関係

布施(1995)は、子どもの相互交渉を促す保育者と0歳児･l歳児の12名の乳児を対象

に、遊びの実践例を観察・記録、整理している。一人一人の子どもに応じた保育者の共感的

な対応から、0歳児後半頃までには、保育者の働きかけを期待する心が育ち、1歳代では自
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ら保育者や他者と共感し合う楽しさを作り出そうとするようになるという発達的変化を確認

している。倉持・柴坂(1996)は、途中で転入し、卒園までの間に遊び方や人との関わり

方が大きく変容したという印象を受けた男児を取り上げて、その変容過程についての考察を

行っている。幼稚園の場の特徴である、周りに友だちがいるという開かれた状況と、友だち

との相互交渉に十分時間をとることができる自由保育という保育形態が対象児に自信を持た

せ気持ちを安定させることを見出している。

大森・友定（2000）は、保育者の保育記録をもとに、子どもたちが保育者との関わりを

通して変化していく姿を追求している。子どもの人間関係は予想以上に複雑で、思うように

は変化しない。矛盾を抱えた人間関係であっても、子どもたちにとっては意味をもつもので

あり、その中で成長していくことを保育者は支えなくてはならず、子どもたちの人間関係の

全体を捉えた上での、保育者の粘り強い働きかけが重要であることを示唆している。

三宅･田中(2001)は､幼稚園における幼児のコミュニケーション生成生活の改善を目的に、

保育者の誘因的な“ことばかけ”をとりあげている。その結果、できるだけ幅広い解釈がで

きるように配慮することや、“ことばかけ”の内容が幼児の実態や経験、生活などに接近し

たものであること、また、その幼児に適した‘‘ことばかけ”をゆったりと余裕をもって行う

こと、などをよい保育者の“ことばかけ”の条件として見出した。

水内ほか(2001)は、時代の流れと共に増加傾向にある「気になる子ども」について、

保育者の子どもに対する見方を視野に入れながら、その変容について子どもと保育者との関

係論的な視点から記述している。「ちょっと気になる子ども」は保育者にとって自分の日常

の保育を捉え直す機会を与え、通常の保育で自明の前提とされてきた子ども理解を再考する

上で有意義な題材であることを示唆している。

松井(2001)は、幼児が仲間との相互作用のきっかけをどのようにつかんでいるのかを、

事例をもとに具体的に検討した。仲間との相互作用のきっかけを生む働きかけを捉える上で、

年齢的変化と同時に、使用方略の転換や一貫性といった個人差を今盧する必要性と、方略に

はさまざまな文脈に適用可能な柔軟性があり、幼児は次第に複雑かつ双方向的な相互作用が

可能になることを示唆している。

2．身体の働き

無藤(1996)は、保育を、子どもに対して対象に見合った動き（対象と子ども主体との

動的な身体関係）の多様性を保証するものとして理論化した。遊びは必ずしも一貫した明瞭

な枠組みや筋書きを持つものではなく、その場やその周辺にある物・人と対応した新たな動

きを持ち込むことと、その動きが喚起する過去の思い出での動きの再現などから、絶えず揺

れつつ進行することなどを示唆している。また､森(1999)は､幼児の遊びの中で生じる「か

らだ」での共振性に関した事例を通して対人関係的自己の存在を明らかにしている。子ども

たちのからだの動きは、従来の単なる身体的な活動としてだけではなく、社会的な相互作用

を通して得られる環境（他者）との行為可能性の情報を知覚するための環境と接触している

存在であり、自己をあらわしていると考察している。このことにより、からだの動きには人

間の認識の発達において重要な意味があることを示唆している。

砂上（2000）は、子どもが他者と同じ動きをするという現象における基本的な身体のあ
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り方を「共鳴・共振する身体」「まとまりとしての身体」として捉え，このような見方を一

つの切り口として用いて具体的な事例の考察を行った。その結果、ごっこ遊びにおけるイメ

ージは、身体の動きと一体となっており、他者と同じ動きをすることは同じイメージを共有

することに重なること、また、ごっこ遊びにおいて他者と同じ動きをすることは、個々のイ

メージだけでなく、ごっこ遊びの設定自体の共有にも重なることを見出した。幼児期後期の

ごっこ遊びにおいても、言葉が動作に置き換わるわけではなく、動作という身体の動きは言

葉とともにイメージの表現や共有において重要な役割を維持し続けることを示唆している。

さらに、砂上・無藤（2002）は、場を共有するということにおける子どもの身体知が発揮

されるのは、場の部外者である子どもが場の参加者となるその過程であることに注目し、「遊

びのなかで他者が作った場に入る際に、場の使い方を教える／教えられる」という現象に焦

点を当て、子どもが他者と一緒に遊ぶことおよび場を共有するということにおける具体的な

事例の分析と論証を行っている。また、塚崎・無藤（2004）は、3歳児保育における保育

者のスキンシップの機能と有効性について観察記録から分析を行っている。その結果、3歳

未満児のみならず、3歳児保育においてもスキンシッフ°は頻繁にやり取りされており、子ど

もと保育者、子ども同士の関係を繋ぐ重要な機能を果たしていることを明らかにしている。

IV.発達的な視点に立った教育内容の分析

「遊び・学び」の面では、遊びを通していかに学びが成り立つかに注目がある。認知の発

達では最近、人間関係や自己の認知の問題が保育にとって意義あるものとなっている。道徳

性が幼児期にいかなるものとしてあり、その「芽生え」が小学校以降の道徳へといかに発展

するのかは重要な課題になりつつある。表現の領域では、音楽や造形などが単に小学校以上

の発達や指導のあり方を幼児期に降ろすのではなく、この時期の固有のあり方は何かという

問い掛けが増えてきた。以上、発達的な視点が幼児期の保育の指導と密接につながり、保育

場面という固有性の元で教育内容をとらえ直す思考が顕著である。

1．遊び・学び

西頭ほか(1998)は日本保育学会第1回大会から50回大会までの「遊び」研究の流れを

辿っている。研究の流れは、大きく3つの時期に区分される。1期は、1950年代まで、2

期は60年代から80年代まで、3期は90年代以降とされる。1期は、「遊び」の一般的特

性を概念的・理論的に把握しようとしていて、2期は、具体的・現実的な個々の遊びを取り

上げ、実証的・分析的に把握しようとしている。3期は2期と違い「遊び」を第3者の立場

から客観的に把握するのではなく、「遊びに参加する個々の人一ここでは子ども」の立場に

たって、「遊び」を解釈しようとしていると述べている。

増田･秋田（2002）は､『生き餌』として供する生きものの生命が絶たれる場面を示すことで、

幼児がどのように生命を捉えているか、種による生命判断の相違を検討している。子どもが

主体的に飼育活動に関わることは、飼育の手続きがうまく遂行できるだけではなく、対象の

『生命』に関する知識を獲得していくことになるとしている。また、湯澤・烏光（2004）は、

3歳児の学びのプロセスに注目し、観察記録の分析を行い、3歳児を含めた幼児を有能な学

習者とするためには、保育者が単に子どもの自発的遊びをともにする受動的役割にとどまら
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ず、学びの機会や仕掛けを主体的に提供していく必要性があることを指摘している。
2．認知

古市（2002）は、幼児は母親の行動を母親自身の認知する言動と比較してどのように認

知する傾向にあるのかについての検討を行った。その結果、母親が子どもの要求を認めない

とき、母親は「なぜ」認めないかに注目するのに対し、幼児は「何を」認めないかに注目す

る等、母子の認知のズレが明らかにされ、幼児期における母親の言動に対する認知の傾向

が示された。また、佐久間（2002）は、幼児（5歳児）と小学校2年生、4年生を対象に、

他者（母親、仲の良い友達、先生）から見た自己における他者の視点に応じた抽出内容の差

異およびその発達差を検討している。その結果、母親から見た自己の抽出が、友人や先生か

ら見た自己の抽出よりも多く、抽出内容については、行動に関する抽出が最も多いことを明

らかにしている。発達差に関しては、行動と人格特性に関する抽出は5歳児よりも小学生の

方が多いという、従来と一致する結果を得たが、身体的・外的属性に関する抽出については、

5歳児の方が小学生よりも抽出が多いという結果は見られなかった。

3．道徳

大倉(1999)は乳幼児教育における道徳教育を発達心理学と乳幼児教育学の両面から検

討している。乳幼児の道徳的心情、道徳的判断、道徳的行動、道徳的態度、道徳的意欲は母

子関係や仲間関係、および道徳的雰囲気が関係しており、道徳的雰囲気とは、乳幼児が安心

して受け入れられ、尊重されていると感じられる場であるとしている。また、道徳的雰囲気

は、道徳教育の基本的な要素といえ、保育場面の観察記録の分析から、管理的な保育に対し

て、民主的な保育は道徳的雰囲気をもち、子どもたちは道徳的な行動を表出していることを

明らかにしている。白川（2000）は、附属幼稚園の実践研究を踏まえ、幼稚園における「人

とかかわる力」と「道徳性の芽生え」を支援する幼稚園教育のあり方を探っている。幼稚園

の道徳性のねらいは、自分の心と身体を大切にすること、共同生活のなかで他の幼児と関わ

り、自分と同じように、他の幼児の心と身体を尊重することを学ぶこと、幼稚園での共同生

活に必要な最小限の意味あるルールを守ることであると述べ、道徳性の芽生えは、究極的に

は「人とかかわる力」に行き着くとしている。

4．表現

岡本(1998)は、保育者と子どものやり取りを、音楽的視野でとらえようと試みている。

その時の「はなしことば」の持つ音楽的要素は、ことばのやり取りを通して子どもに伝わり、

やがて子どもたちがより組織立てて音楽表現を行う際の「直観的学習」の基礎となるべきも

のであると述べている。子どもの内から表れ出た音楽表現の姿を重視し、保育者が無意識に

行っていることばを通しての音楽的な働きかけや、その役割を担う保育者の存在や保育のあ

り方の重要性を指摘している。

斎藤(1999)は、幼児の空間表象・表現様式の課題によるその違いを調査した結果、描

画様式は単なる一般的心性の発達段階によって決まるのではなく、むしろ、課題状況に依存

している、つまり、その課題に対する既有知識やルールの影響の下に決定されるということ

を物語っているとしている。また、この事実から、保育者にとって重要なことは、「どのよ

うな経験を用意し、させているのか」を自覚することであり、それが、「幼児たちとむきあ
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った保育」であると述べている。

岡林（2000）は、1歳児の音楽的表現に注目して事例分析を行い、以下のことを明らか

にしている。言語習得期の子どもは、①微笑みや視線を交わす、或いは哺語を発するなどの

行為によって、母親や親近感を抱いている特定の人物とのコミュニケーションを保ちながら、

音楽的にバランスのとれた心地よい音響構成を作り出そうと、能動的な表現活動を試みてい

る。②言葉の意味を理解する以前から、言葉のもつ音響面に敏感に反応し、他者と呼吸を合

わせることやリズムを同期させて声を合わせることなどを、人との相互交渉を通じて直観的

に学んでいる。③音楽表現は、哺語表現や言語表現、即成曲の部分表現などと関わり合いな

がら発達している。また、細田・小野（2003）は、乳幼児がうたい始めるまでの様子を音

楽的表現の視点からとらえて、乳児の音への興味などについての考察を行っている。うたい

始める時期と、ことばを獲得する時期の関係についてその獲得の時間的順序についての考察

を行ったが歌が先であるとも、ことばが先とも言えない結果となった。

V・保育の今日的課題

「子育て支援」（｢預かり保育」を含む)、幼児教育と小学校教育の接続・連携、障害のある

子どもの統合保育、多文化・異文化の保育、幼稚園と保育所の合同・統合、等について、分

析や評価や提言が相次いでいる。これらは古くからの課題ではあるが、国・自治体の財政危

機の深刻化の中で保育への予算減を進めようとする動きが顕著になりつつあり、新たな焦点

となってきている。だが同時に、すべての子どもの最善の利益のために保育の改善を図って

きた多くの先達者と現在苦闘を余儀なくされている保育関係者の願いがよく現れているとこ

ろである。保育研究は、現場の問題と無縁ではなく、むしろ積極的に関わり、その改善に努

めるという責務を研究者は自らに引き受けている。

l.子育て支援

園田・無藤(2001)は､特定の地域での預かり保育の実施傾向の全体像を明かにし､さらに、

預かり保育を行っている複数の幼稚園を対象とした保育の質、子どもの発達の様子の調査を

行うことにより、子どもの発達的観点から見た預かり保育の検討を行っている。実施されて

いる預かり保育では、ある程度の質の高さが維持された保育が行われていること、また、子

どもの発達にとってもプラスとなる面が大きいことが示唆された。保育環境の質、保育者や

他の子どもとの相互作用など、子どもの発達を阻害する可能性は見当たらなかった。保育者

や養育者から見ても、子どもの発達を阻害するどころか、逆に子どもへのプラスの影響を強

調する結果となった。

榎田・諏訪（2002）は、自由記述の質問紙法を使用して、「子育て中の専業主婦のストレ

ス」を「育児ストレス」ととらえ、母親の主体的生き方の形成とつながる子育て支援の問題

を追及した。母親のライフサイクル全体を考慮して、母親の生き方や家族関係についての隠

されたストレスにどう対応していくかが、子育て支援のあり方を再検討する際の重要な視点

となることを示唆している。

2．幼小の教育的接続

高橋・木内（2000）は、幼稚園と小学校の教育的接続を高めることを目的として、自分
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と身近な自然・四季の変化・地域の生活との関わりを主題にした絵本と小学校生活科学習と

の関連性を考察している。その結果、自然との関わりに関する絵本は多いが、季節の変化や

地域の生活との関わりに関する概念形成を援助する絵本は少ないことがわかった。暮らしの

工夫に関しては、一般的に雪国の生活の工夫が注目されていて、その他の地域の工夫はあま

り意識されていないと考察している。また、山平ほか（2002）は、アメリカ・カルフオル

ニア州のキンダーガーデンに着目し、州のカリキュラムを取り上げて、その分析や考察と共

に、幼稚園から小学校へのスムーズな移行を可能にするカリキュラム開発への示唆を得てい

る。

3．統合保育

中坪・上田（2000）は、統合保育場面における障害児をめく、る人間関係を、特に、障害

が社会的不利となる文脈を捉えることにより考察している。その結果、保育所には、さまざ

まな規範・習慣､相互行為システムが存在し、それが発達遅滞の幼児の適応を困難にさせて

いることや、対象児への保育者の配盧がクラスの幼児の配慮の生成に役立っている反面、対

象児への好まない干渉や注意をも生じさせていること、そして、対象児は、同じクラスに参

加する重度の障害児に積極的に関わりを持とうとし、同時にクラスの中での自分の存在価値

を見出していることなどを明らかにしている。また、水内（2003）は、障害のある幼児に

対して「遊び」と「学習」の両方をどのように保障できるかを、どちらにも偏らず両方の利

点を取り入れたアメリカ合衆国における「自然主義的アプローチ」を検討することによって

考察している。宇田川（2004）は、自閉傾向のある男児（4歳児から5歳児）との2年間

の保育実践を分析している。他者が人としてではなく、物理的変化を起こす道具として「モ

ノ的世界」に参入することにより自閉症児とのつながりが結ばれたことから、統合保育にお

ける共生の可能性について明らかにした。

4．多文化・異文化

植田(1996)は、異文化で暮らす幼児は母親の異文化社会への適応、対人関係、親の心

的安定度に影響されることが大きいことを指摘している。また、親の適応過程は多様でその

規則化は困難であるが、米国における日本人母親には日本人コミュニティーが適応促進の役

割をはたしていることを示している。さらに、多文化教育を促進していく要素としては、学

校全体での多文化理解の態度、保育者のバイリンガル、多文化理解の肯定的理解、親の多文

化体験への理解を、また、保育内容としては個人的な関わりと集団活動とのバランスが良く

とれていることを挙げている（植田,1999)｡

宮内(1999)は、北海道のある私立幼稚園の一つの事例をもとにして、「縦割保育」と呼

ばれる保育・教育形態が、「ニューカマー」の子どもにとっては心理的に負担の少ない環境

である可能性を見出した。生まれた年度毎のクラス編成は、幼稚園内にすでに存在するく複

数の文化〉を隠蔽する働きをしているのではないかという問題点を考察し、「縦割保育」も

｢多文化教育」の一つとして位置づけて検討を行うことの可能性を指摘している。また、柴

山（2002）は、対象児の保育園への参加過程を“共同生活者との関係作りの過程”として

記述し、幼児の異文化適応の方向性と外国人幼児の発達支援のあり方を探っている。愛着対

象者をみつけその人との関係づくりをすることで、保育園で居心地良<過ごせることや、日
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本語の習得は、「どのくらい上手に話せるか」という技法が問題なのではなく、日本語を媒

介にした遊びをすることで友達との人間関係や社会的スキルを育て、ことばをやりとりする

ことで他者との絆を強めたり深めたりする点で重要だとしている。

5．幼保問題

諏訪ほか（2004）は、幼保問題に取り組んだ経験のある東京都日野市と、日野市と条件

の似ている埼玉県狭山市とを対象に、保護者と保育者の「幼・保意識」に関する比較を行い、

幼保の課題の検討を行っている。その結果から、保護者には幼稚園・保育園ともに乳幼児が

遊びたわむれ、しつけも受けて育てられる場というイメージがあるが、保育者のイメージ

は「幼稚園は教育機関｣、「保育園は家庭に代わって養護する場」という制度的分断を色濃く

反映していることが明らかになった。また、保護者は幼保一体的施設に対して約半数が肯定

的であった。一方、山崎ほか（2004）は、幼稚園教諭及び保育所保育士と、保育者養成に

関わっている養成者・教員が幼保一元化にかかわる問題をどのように認識しているのか、さ

らに、保育に関する信念についての意識調査を行っている。その結果からは、幼稚園教諭は、

子ども中心主義をもつ教師の割合が多く、保育者保育士は、教師指導の信念タイプをもつ人

の割合が高いこと、また、幼稚園教諭は、幼保一元化すべきであると考える人の割合が高い

が、保育者保育士においては、一元化の賛否の割合に差がみられないことなどが明らかとな

っている。

6．保育の危機

日本保育学会共同研究委員会の、地域の実態研究委員会（2002）は、日本の乳幼児及び

保育が直面している危機をどうとらえ、それに対処するか、という研究課題に基づいて、秋

田地区・横浜地区・沖縄地区を対象に、共同研究に取り組んだ。この3つの地域はそれぞれ

の事情を抱えている。まず、秋田地区は、少子化・過疎化が急激に進み、保育施設の極端な

小規模化から小規模施設における保育の在り方が課題となっている。一方、横浜地区は、急

激な人口急増地帯をかかえ、保育施設に入れない“待機児”の数が全国で最高であるといわ

れており、全国唯一の国公立の幼稚園が皆無の都市となっている。また、沖縄地区では、ア

メリカの統治時代の制度の固着化があり、幼稚園はすべての小学校に併設されている5歳児

だけの1年保育であり、保育時間は4時間であるため、5歳児の午後の生活が問題となる

が、必ずしも適切な対策が講ぜられているとはいえない。これらの課題の異なる地域におい

て、アンケートやインタビュー、また、実地の観察などを取り入れて、実態研究を深めてい

る。また、同じく日本保育学会共同研究委員会の、保育基本問題検討委員会（2002）は、3

年間にわたり、乳幼児や保育の実態､また､保育の基本的な考え方などについて､各委員が様々

な資料をもとに検討を重ねてきた。今回の報告では、「保育の本質と保育施設の在り方の基

本を考える－現代の乳幼児の危機にあたって一｣、「今日の乳幼児の危機と保育の課題｣、「今、

子どもたちに育てたいものと保育施設の役割｣、「国及び地方自治体等で進行している保育施

設の具体的検討｣、「諸外国の保育に学ぶもの｣、といったテーマから、保育における基本問
題の検討を行っている。
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V|・保育の歴史研究

いつの時期にどのようなテーマの研究があるかを図に整理した。大正期が大きな焦点であ

ることは多くの保育研究者の認識するところであるが、それが次第に昭和期に入り、今後、

戦後期の分析へと進むであろう。歴史と比較文化研究が広がることにより、我が国の保育の

相対化と改めてその特徴の抽出が進むに違いない。既に欧米圏や東アジア圏との比較はそち

らの研究者との協同研究という形で進展しつつあり、数年の内に研究成果が出てきて、否応

なく我が国の保育のあり方に影響するだろう。そこでの大きな特徴は単に輸入紹介型を越え

て、我が国の保育の優れた点を取りだし、先方に参考にしてもらおうという姿勢である。今

後、アジア圏の保育から何を学び得るかという視点も求められよう。
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