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幼児教育における「子ども中心主義」の理念に潜在する問題

－なぜ「りんごの木｣｢かえで幼稚園」の実践は幼児の育ちに結び付いているのか－

中坪史典

1．はじめに

1-1．幼児教育における｢子ども中心主義｣の具現化とその背景

日本の幼児教育において、「子ども中心主義」の理念が具体的にナショナル・カリキュラム

に反映されたのは、1989年に改訂された『幼稚園教育要領』(文部省1989)であると言えよう

(e.g.玉置・大谷・芝田2010)｡1964年以来25年ぶりに改訂された、この年の『幼稚園教育

要領』では、それまでの保育者による意図的で積極的な指導に基づく実践から、幼児の個性

や自発性を尊重し、一人一人の特性に応じた実践へと変革が求められた。浜口(2014)によ

れば、この改訂の背景には、幼児を取り巻く状況に対する次のような危機感があったという。

(1)幼児の生活が画一化、管理化され、集団保育施設における一斉的傾向が強く、個性が軽視

されていたこと。(2)生活が室内にこもりがちになり、早期教育に駆り立てられる傾向が著し

く、遊びが十分に経験されなくなっていたこと。(3)「わかる」「できる」ということが、体験

や現実感覚とは無関係に重視される価値観が支配的になってきたこと。(4)幼児の存在を次の

発達段階への準備や過渡期として捉える傾向が強くなり、未成熟・未発達な幼児という考え

に傾いてきたこと。

1-2.｢子ども中心主義｣がもたらした実践現場の混乱

しかしながら、この改訂は、従来の幼児教育とは異なる「コペルニクス的転回」であった

ことから、実践現場では、例えば、次のような混乱が生じた。

第一に、幼児の自発性の尊重をめぐる混乱である。1964年の『幼稚園教育要領』(文部省

1964）では、知識や技能の習得を目指した指導が行われることが多く、その結果、幼児の自

発性や心の動きが無視されるなど、幼児期にふさわしいとは言い難い実践が見受けられた

(森元・川上2008)。その反省に基づき、1989年の『幼稚園教育要領』では、幼児が自ら環境

とかかわって活動することを重視するなど､自発性の尊重が中心に据えられた。ところが、

その場合の幼児の活動は、保育者の予想と必ずしも一致しないため、保育者は幼児の活動に

適切に対応することができず、結果として、幼児の活動を傍観するような実践が散見される

こととなった。

第二に、保育者の役割をめく､る混乱である。1964年の『幼稚園教育要領」では、保育者の

指導が前面に出てしまうことが多く、その結果、保育者主導型と呼ばれる画一的な実践が見

(なかっぽ・ふみのり広島大学大学院）
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受けられた（森元・川上2008)。その反省に基づき、1989年の『幼稚園教育要領』では、幼児

の活動は保育者が行わせるのではなく、幼児自ら生み出すものであることが示された。とこ

ろが、保育者の指導が前面に出てはいけない、幼児の活動を保育者が行わせてはいけないこ

とから、保育者の対応が消極的になり、結果として、幼児をただ遊ばせているだけのような

実践が散見されることとなった（森元・川上2008）

1989年の改定以降､「幼稚園教育要領』は10年ごとに見直されているものの（文部科学省

1998,2008）これらはいずれもマイナーな改訂であり、幼児期にふさわしい生活、幼児の自

発的な活動としての遊び、幼児一人一人の発達特性に応じた指導など「子ども中心主義」の

理念は、現行の『幼稚園教育要領』(文部科学省2008)でも受け継がれている。また、1989年

の改訂当初は、混乱をもたらした幼児の自発性の尊重や保育者の役割についても、今日では

実践現場の試行錯誤が繰り返され、経験の蓄積を通した再構築が進んでいる。

とは言え、幼児教育における「子ども中心主義」の具現化は、決して順風満帆ではない。

1989年の改定から四半世紀以上が経過した今でも、例えば、幼児を保護することが保育者

の過度な介入をもたらしたり、他方で、幼児の自発性を尊重することが保育者の傍観や非介

入をもたらしたりすることの困難は、払拭されるわけではない。また、幼児のために提案・

導入された実践が十分に省察することなしに進められてしまい、結果として、幼児の育ちに

結び付いていないことも考えられる。これらを踏まえるとき、私たちは、幼児教育における

｢子ども中心主義」の理念に潜在する問題について検討する必要がある。

1-3.｢子ども中心主義｣の理念に潜在する問題へのアプローチ

それでは一体､「子ども中心主義」の理念に潜在する問題に対して私たちは、どのようにア

ブ°ローチすることができるのだろうか。この点について本研究では、「子ども中心主義」の理

念が幼児の育ちに結び付いていると考えられる実践を手がかりにする。

例えば、浜口(2014)は、十文字幼稚園における堀合文子(1921～2011)の実践を通して

次の問題を指摘する。保育者(堀合）は、登園する幼児を出迎え、靴箱から上履を出してそ

ろえて置いてやったり、脱いだ靴を靴箱に入れてやったり、幼児の身から帽子と鞄をとって

ロッカーに桂ﾄけてやったりする。こうした堀合文子の実践は、一見すると幼児に構い過ぎて

おり、彼(女）らの自発性を奪っているかのようである。しかしながら、内田（1998）の考察

を引用する浜口（2014）によれば、このような保育者(堀合）のかかわりは、幼児の発達を見

通した絶妙なタイミングの援助であるという。堀合文子によれば、幼児が保育者にやっても

らうことは、必ずしも受動的なことではなく、それを幼児が見ているならば、むしろ能動

的と捉え、いつか自分からやりたいと思うことを見越しているというのである（浜口2014)。

堀合文子の実践を通して、浜口（2014）は、やってあげるという保育者の介入が今日におい

ては、ともすると、保育者主導型の画一的な実践と捉えられてしまい、その背景を十分に吟

味することなく、機械的に忌避される傾向があることを指摘する。この指摘は、「子ども中

心主義」の理念に潜在する問題（ここでは保育者が幼児に構うことへの機械的忌避）が、幼

児の育ちに対する非省察的な態度をもたらし、幼児からの遊離を孕んでいることを示してい

るといえる。
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このように、幼児の育ちに結び付いていると考えられる実践を手がかりにすることで､「子

ども中心主義」の理念に潜在する問題にアプローチすることができると考える。

1-4.本研究の目的

以上に基づき、本研究では、(1)神奈川県横浜市の就学前幼児保育施設「りんごの木｣(認可

外幼稚園)、(2)広島県廿日市市の「かえで幼稚園」の実践を取り上げる。これらはいずれも、

幼児期にふさわしい生活、幼児の自発的な活動としての遊び、幼児一人一人の発達特性に

応じた指導など「子ども中心主義」の理念を重視する。また、著書やDⅥ）などを通して実

践が広く紹介されており(e.9.柴田・青山2011;柴田2014a,2014b;中丸2005)、研究者に

よって幼児の育ちに結び付いていることが指摘されている（後述)(e.9.大豆生田2014;秋田

2014)。

本研究は、刊行される著書、DⅥ)、筆者のインタビュー・データなどを中心に、両園の

実践を検討することで、私たちが｢子ども中心主義」の理念を十分に省察することなく、機

械的に捉えてしまっている問題に光を当てることを目的とする。

2．幼児の内面理解の重視という理念に潜在する問題

2-1.｢子ども中心主義｣の理念としての幼児の内面理解の菫視

幼児期にふさわしい教育を行う際、保育者にとって大切なことの一つは、幼児理解を深め

ることである。幼児は、保育者や他の幼児と集団生活をともにし、周囲の環境とかかわりな

がら、発達に必要な経験を自ら得ていく。その中で保育者は、幼児が今、何に興味をもって

いるのか、何を実現しようとしているのか、何を感じているのかなどを捉えることが求めら

れる（文部科学省2010)。

渡辺(2000)によれば、幼児理解は単に、幼児の言動を現象面だけで捉える（～している）

のではなく、次の視点を重視しながら内面を理解することが重要であるという。(1)こんな

思いがあって（～している）のだろうと質的に理解すること。(2)日々の職員同士の会話等に

おいて、担任以外の第三者の理解にも柔軟に耳を傾け、自分の理解に返すこと（平岩1985)。

(3)幼児の一側面ばかりに固執するのではなく、多面的に理解すること。(4)担任だけでなく職

員集団の中で、幼児の見方や課題に対する持続的な省察を行うこと。

以上のように、幼児期にふさわしい生活、幼児の自発的な活動としての遊び、幼児一人一

人の発達特|生に応じた指導を行うためには、保育者が幼児の内面を理解することが重要であ

り、これは1989年の改訂以降、今日まで主張され続けている。

このような幼児の内面理解の重視は、どれほど幼児の育ちに結び付いているのだろうか。

私たちは、幼児の内面理解の重視という主張を十分に省察することなく、理念として機械的

に捉えてしまっていることはないだろうか。以下では、「りんごの木」で行われるミーティン

グの実践を手がかりに、幼児の内面理解の重視という理念に潜在する問題に光を当てる。
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2-2.｢りんごの木｣の幼児教育

神奈川県横浜市にある「りんごの木」は、2～3歳児の混合1クラス、4～5歳児の混合2ク

ラス、各クラスの幼児数30～40名、担任2～3名で構成される保育施設である。同園は、「子

どもが主役｣｢子どもの心により添う」ことを基本姿勢にしており、園長によれば、幼児が何

をしたいのかを保育者がよく見ることを重視し、よほど危険だったり迷惑がかかったりしな

い限りは、やりたいことを保証するという（柴田2014a)。同園は、大人が「どういう子に育

てたいか」ではなく、幼児一人一人が「どう育とうとしているのか」を重視しており、「子ど

も中心主義」の理念に基づいた実践を展開していると捉えることができる。

2-3.｢りんごの木｣のミーティング

「りんごの木」では、4～5歳児の2混合クラス（各クラス35名程度）を対象に、ミーティ

ングと呼ばれる実践が展開される。柴田・青山(2011)によれば、幼児が自由に遊び込んだ

後の11時過ぎから、30～60分の時間をかけ、車座に椅子を並べて座る形で話し合いが行わ

れ、保育者も輪の中に入るという。そこでは遊びのこと、喧嘩のこと、友だちとのこと、家

族のこと、その日あったこと、ふしぎに思っていることなどの出来事をテーマに、保育者と

幼児がワイワイガヤガヤ、相互に言葉を介して話し合うことで、お腹をかかえて笑い合った

り、大激論になったりする。必ずしも結論がすぐ、に出るわけではないけれども、幼児が自分

の言葉で語り、心のモヤモヤを出し、そして考える。

この実践について、大豆生田(2014)は、幼児にとって、聞く（聴く）こと、話すこと、考

えること、他の幼児と情報を共有すること、次の具体的なアクションを生み出すことなどの

経験に繋がっていると述べており、「子ども中心主義」の理念が幼児の育ちに結び付いている

事例として捉えることができる。

2-4.ミーティングの概要

2012年4月7日に発行された「新幼児と保育」(小学館）の付録DVDに収められたドキュ

メンタリー映画｢輪になって！－りんごの木のミーティングー」(筒井勝彦監督）では、幼児が

自分の気持ちを言葉で表現する様子が克明に記録されている。以下、映像の概略を紹介する。

午前中、数名の幼児がステージで出し物を演じて遊んでいた。保育者は、ステージ上で演

じていた幼児に対して、なぜ自分の出し物を見せようと思ったのかを尋ねることでミーティ

ングが開始されたのだが、それとは無関係に、カナメ（女児）がマユチン（女児）に対して不

満を語り始めた。

カナメ：「(私がステージでピアノを弾いたら）お客さんにピアノ間違っていると思われ

ているよってマユチンに言われて嫌な気持ちになった……」（中略）

マユチン：「(突然泣き叫びながら）なんで今、それを言わなきゃだめなの？みんなの前

では言って欲しくなかった」

園長：「でもマユチンが言った言葉で、カナメが嫌な気持ちになったんだから仕方ない
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じゃない」

マユチン：「(泣きながら）そんなこと簡単に口出ししてほしくない！」

カナメ：「(叫びながら）だからって出さなきゃスッキリしないんだから、言ったってい

いじゃないかよ！バカ！」

マユチン：「(泣きながら）そんな口出ししてほしくない」

カナメ：「(泣きながら）出したくなるんだよ！バカ！」

保育者：「カナメは言わなきゃスッキリしないんだよね。マユチンは言ってほしくなか

ったんだよね」（中略）

その後、2人の気持ちは収まらず、その一方で、他の幼児は退屈し始めたため、園長と保

育者は、畳の部屋に行って2人で話し合うように促す。しばらくして、カナメとマユチンは

仲直りし、スッキリした表情で畳の部屋から出てくる。みんなが拍手する。

2-5.ミーティングから考える｢子ども中心主義｣の理念に潜在する問題

［なぜ保育者は言葉での表現を幼児に求めるのか？］：「りんごの木」のミーティングで交わ

される幼児の言葉のやりとりは、「自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう」「自分の

経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう」など、現行の『幼稚園教育要領』

の「領域言葉｣(文部科学省2008)が示すような、楽しさや喜びといったポジティブなもの

ばかりでは必ずしもない。それどころか、既述したように、ネガティブな感情が言葉で表現

されることも少なくない。実際に、筆者がこの映像を一部の保育関係者に視聴してもらった

ところ、クラス全員が集う場で一部の幼児がネガティブな感情を言葉でぶつけ合うことへの

疑問も示された。言葉で表現することを幼児に求めるよりも、むしろ保育者が幼児の内面を

理解し、彼（女）らの気持ちを捉えることが大切ではないかという懸念である。

それでは一体、同園の保育者は、なぜ言葉での表現を幼児に求めるのだろうか。以下では、

柴田・青山(2011)に基づきながら、言葉で表現する理由や背景に迫ることで、幼児の内面

理解の重視という理念に潜在する問題を浮き彫りにする。

［保育者にとって内面理解が容易ではない存在としての幼児］：以下では、ミーティングは

どこから生まれたのかという話題に関する園長の語りを紹介しよう。

園長：「4～5歳になってくると、その子の思っていること、考えていることは読み取れ

ない。読み取れないときに、言葉を投げかけてみると、言葉になって出てくるという

ことに気づいたの（中略）子どもって言葉で、考えや思いを表現する能力が育ってい

ることに気づいたわけ」（柴田・青山2011:120頁）

園長によれば、4～5歳児の場合、保育者がその子の内面（思っていることや考えている

こと）を理解することは、決して容易でないという。思考力の発達が進む4～5歳児は、3歳

児のように気持ちや要求を素直に表すわけではなく、従って、たとえ保育者がこんな思いが

あって（～している）のだろうと理解しようとしても、実際には、内面理解に至らないこと
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もあるというのである。その一方で､4～5歳児の場合､「これどう思う？」「これどんな感じ？」

などと保育者が問いかけると、驚くほど自分の言葉で表現するという。同園の保育者にとっ

て幼児は、大人と同じように「人間は考える葦」(柴田・青山2011:121頁）なのであり、保育

者が容易に内面を理解できるほど未分化な存在ではないのである。

［言葉での表現がもたらす幼児同士の関係性の形成］：以下では、ミーティングで本音の思

いを伝えることに関する園長と保育者の語りを紹介しよう。

保育者：「コバちゃん（幼児）がハナちゃん（幼児）に対して言いたいことがある。で

も言えないわけです、一対一の関係では。そこで、ミーティングで、コバちゃん（幼

児）に話をふってみたら、ちゃんと本音が出てきた（後略)」

園長：「そうね。ミーティングを繰り返している間に子どもたちが、ここで言ったこと

は後腐れがない、とわかる。いわゆる公明正大な場で、ここで言っても後でいじわる

や面倒くさいことにならない、という経験が繰り返されているから言えるのよれ（後

略)」（柴田・青山2011:146頁）

同園の保育者によれば、幼児の心の中にわだかまりがあるときは、それを保育者が開放し

てあげることが重要であり、その意味においてミーティングは、クラス全員が参加する公の

場であることから、当事者同士でやりとりするよりも本音が表出されやすいという。保育者

が企図する方向に幼児を誘導し、適切な行動ができるように促すことよりも、幼児の中に湧

き出る気持ちを大切にする幼児教育においては（中坪2014)、心の中で思っていることがあ

るとき、たとえそれがネガティブな感情であっても、あきらめたり、はくゞらかしたりするの

ではなく、ありのままを相手に伝えることが重要である。そうした本音を伝え合ってこそ幼

児は、互いをよく知り合い、友だちとの関係を築くことができる(NHK｢こども」プロジェ

クト2003;柴田2014b)｡|司園の保育者が幼児に求める言葉での表現は、ネガティブな感情

も含めて相互の関係性を形成するための要素となる。

3．幼児の成功体験の重視という理念に潜在する問題

3-1.｢子ども中心主義｣の理念としての幼児の成功体験の重視

近年、様々な国際比較調査において、諸外国と比べて日本人の自己肯定感の低さが明らか

になっている（金子・北野2010)。こうした背景のもと、現行の『幼稚園教育要領』(文部科

学省2008)では、「自己を十分に発揮することにより、発達に必要な体験を得ていく」ことや、

｢集団生活の中で幼児が自己を発揮し、自信を持って行動できるようになること」など、幼

児の自己肯定感を育むことの重要性が指摘されている。

そのような中、幼児の自己肯定感を育む機会としての成功体験が注目されている。例えば、

何かに挑んで達成する、成功するなどの体験を得ることで幼児は、自信を持って行動できる

ようになる。逆に、こうした体験が稀薄な場合、幼児期に他者に認めてもらったり、褒めて

もらったりする経験も少なくなるため、ともすると、自分はだめだと思い込んでしまい、十
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分に自己を発揮できなくなるというのである。つまり、成功体験を通して幼児は、自己肯定

感を培い、自己を発揮できるようになるのであり、そうした過程を支える保育者の役割もま

た重要である。

ところで、こうした成功体験の重視とともに、他方で、失敗や敗北体験を回避しようとす

る立場から、今日の保育所や幼稚園では、運動会などで優劣が可視化されるような競技種目

を実施しない、実施したとしても順位や勝敗を決しないなどの配慮を行う園が散見される。

運動会における優劣の決定は、運動が苦手な幼児や勝負に敗れた幼児にとってネガティブな

経験となり、自己肯定感の育ちに繋がりにくいというのが理由である。

このような、運動会における幼児の成功体験の重視と失敗や敗北体験の回避は、どれほど

幼児の育ちに結び付いているのだろうか。幼児が運動会で敗れることは、本当に彼(女）ら

の育ちを阻害するのだろうか。以下では、「かえで幼稚園」の運動会で行われるクラス対抗競

技の実践を手がかりに、幼児の成功体験の重視という理念に滞在する問題に光を当てる。

3-2.｢かえで幼稚園｣の幼児教育

広島県廿日市市にある「かえで幼稚園」は、3歳児3クラス、4歳児、5歳児各2クラス（計

7クラス）で構成される私立幼稚園である。同園は、幼児の自発的な活動としての遊びを重

視しており、園長によれば、保育者としてすべきことや、すべきでないことは、遊びながら

大きくなっていく幼児から学ぶことができるという（中丸2005)。同園の幼児教育は、現行

の『幼稚園教育要領』を同園なりに具現化したものであり（園長談)、従って同園も「子ども

中心主義」の理念に基づいた実践を展開していると捉えることができる。

3-3.｢かえで幼稚園｣の運動会におけるクラス対抗競技

「かえで幼稚園」の運動会では毎年、5歳児の2クラス（｢あおぞら組｣「たいよう組｣）が勝

敗を競うクラス対抗競技が行われる。運動会当日までの約4週間にわたって、幼児がアイデ

ィアを出し合い、知恵を使い、身体を使い、仲間と協力しながら一つの目的に向かって取り

組む競技である。テーマは毎年異なっており、その時々の幼児の興味・関心を考慮しながら、

園長と2名の担任保育者で相談して決定される。運動会当Hまでに2～3回の練習試合が行

われ、当日の競技(本番）も含めて、その都度勝敗が決められる。

この実践について、秋田（2014）は、幼児同士が協力し合う経験を積む中で多様な次元で

の異なる気付きが生まれ、学びが深まっていると述べており、「子ども中心主義」の理念が幼

児の育ちに結び付いている事例として捉えることができる。

3-4.クラス対抗競技｢箱んでハイタワー｣の概要

2012年7月4日にOA(フジテレビ系列）されたドキュメンタリー番組「あそんでぼくらは

人間になる」（テレビ新広島製作）では、2011年度に行われたクラス対抗競技の様子が、運動

会までの約4週間の過程も含めて克明に記録されている。以下、｜映像の概略を紹介する。

この年のテーマは「箱を積み上げる｣。次のルールのもと「あおぞら組｣「たいよう組」がそ
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れぞれつくった箱を重ね、どちらが高く積み上げるかを競うものである。(1)使用可能な箱の

高さは22cm(積み木と同じ高さ）まで。(2)使用可能な箱の横幅は制限なし。(3)競技の制限時

間は3分。この競技は「箱んでハイタワー」と命名された。

2011年9月（運動会の約4週間前)、「あおぞら組｣「たいよう組｣では、担任保育者からテー

マの発表とルールの説明を受けた幼児が、早速話し合いを開始した。「同じ大きさの箱をど

んどん載せて重ねていったらいい」｢箱の大きい順に下から重ねていく」など、制限時間の中

でできるだけ高く箱を積み上げるための様々なアイディアが提案される。

練習試合1回戦。制限時間が終了し笛が鳴ったときに風が吹いた。「たいよう組」が積み上

げた箱は見事に吹き飛ばされて全滅状態。一方の「あおぞら組｣が積み上げた箱は僅かに残

った。「あおぞら組」の勝利。この敗北を機に「たいよう組」は、風が吹いても倒れない丈夫

で安定感のある箱を積み上げなければ勝てないこと、そのためには横幅の大きな箱が鍵とな

ることに気づく。

練習試合2回戦｡「たいよう組」は、前回の反省に基づいて横幅の大きな箱をたくさんつく

って望んだ。一方の「あおぞら組」は箱の形がバラバラ。「たいよう組」の勝利。これで対戦

成績は1勝1敗。負けた「あおぞら組」は、すぐに修正に取り掛かった。制限時間の中ででき

るだけ高く箱を積み上げるためには、「積み上げる箱をまっすぐ、にする」｢支えをつくる」など

のアイディアが生み出される。

運動会当日の最終決戦。制限時間の中で幼児が積み上げた箱の高さは、どれも身長の2倍

以上に達していた。審判を務める数名の保育者が慎重に箱の高さを測定する。結果、3cm

という僅差であったものの、園長は「あおぞら組」の勝利を宣告した。

3-5クラス対抗競技から考える｢子ども中心主義｣の理念に潜在する問題

［なぜ保育者は勝敗を決したのか？］：既述したように、「あおぞら組」と「たいよう組｣が

積み上げた箱の高さの合計差は僅か3cmであり、測定誤差の範囲とも言えるようなもので

ある。従って、第三者から見ると、幼児は、約4週間に渡って試行錯誤を重ねてきたのだから

競技の勝敗や優劣を可視化するのではなく、引き分け判定でも良かったのではないかと思い

たくなる。実際に、筆者がこの映像を一部の保育関係者に視聴してもらったところ、明確に

勝敗を決し優劣を可視化することへの疑問も示された。敗北した幼児にとってネガティブな

経験となり、彼（女）らの育ちを阻害するのではないかという懸念である。

それでは一体、同園の保育者は、なぜ勝敗を決し優劣を可視化したのだろうか。筆者は、

2014年9月1日、同園の保育者(9名）を対象に、フォーカス・グループ・インタビューを実

施した。以下では、その時の保育者の語りに基づきながら、勝敗を決した理由や背景に迫る

ことで、幼児の成功体験の重視という理念に潜在する問題を浮き彫りにする。尚、筆者は、

同園の保育者からインタビュー調査への協力、インタビュー・データの分析、分析結果の論

文化と公開などについて同意を得ている。

［幼児の「消化不良感」の回避］：以下では、優劣の判断が難しい場面において、園長が「あ

おぞら組」の勝利を宣告した場面についての担任保育者の語りを紹介しよう。
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｢あおぞら組」担任保育者：「あの判定は凄くありがたかったというか……暖昧にされな

かったことでスッキリした気がする」

｢たいよう組」担任保育者：「たぶん、やっている子どもたちの方が、引き分けだと嬉し

くない。勝ったと言ったら、子どもたちは単純に嬉しいけど、引き分けは勝ちじゃな

いですよね。だから結局スタート地点に立ったままのような、そんな気持ちになる」

両クラスの担任保育者によれば、約4週間に渡って幼児は競技に没頭して取りくんでおり、

考え、悩み、葛藤しながら、クラスの勝利をめざして力を合わせてきたのだという。確かに、

第三者から見ると、引き分けでも良いのではないかと思いたくなる場面であるが、もし引き

分けで終わってしまい、勝敗の決定が暖昧にされてしまうと、幼児は消化不良に陥ってしま

い、「もやもや感｣｢報われない感｣｢虚無感」などが残ってしまうというのである。同園の保

育者にとって勝敗の決定や優劣の可視化は、決して幼児にとってネガティブな経験ではなく、

むしろ幼児の「消化不良感」を回避し、ケリを付けるために必要なのである。

［幼児の真正の挑みに対する敬意］：以下では、僅差であっても優劣を判断した理由につい

て、園長の語りを紹介しよう。

園長；「負けさせたら可哀想……と、大人はつい思ってしまいますよね。だから負けを

つくらないように配慮した運動会もあるのでしょうけれど、それはちょっと、逆に子

どもたちの能力をみくびっているのではないかと思います。せっかく子どもたちがい

ろいろと学んでいるのに、大人が可哀想というのは余計な配慮かなと思います。かけ

っこでも何でもそうですけどね」

園長によれば、失敗や敗北体験の回避という考え方は、むしろ大人の過干渉であり、幼児

の能力に対する信頼感の欠如であるという。徒競走であれ、クラス対抗競技であれ、幼児は

勝利をめざして挑んでいるのであり、運動会における幼児の失敗や敗北体験の回避は、そう

した彼(女）らの真正の挑みを阻害することになるというのである。クラス対抗競技におい

て幼児は、勝てば嬉しいし、負けると悔しい。特に練習試合で負けたクラスは、次は勝ちた

いという気持ちが湧き起こることから、それが原動力となって、より一層のアイディアを出

し合い、試行錯誤し、仲間と協力しようとする。同園の保育者は、失敗や敗北体験の重要性

を認識しており、同園にとって勝敗の決定や優劣の可視化は、幼児の真正の挑みに対する敬

意の表れである。

4．おわりに

4-1.｢子ども中心主義｣の理念に対する省察的態度の必要性

本研究では、浜口（2014）の指摘に依拠することで、「りんごの木」のミーティング、「かえ

で幼稚園」のクラス対抗競技を手がかりに、「子ども中心主義」の理念に潜在する問題を浮き

彫りにすることを試みた。その結果、次の点が明らかになった。
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第一に、「りんごの木」のミーティングにおいて、ネガティブな感情も含めて、言葉で表現

することを幼児に求める保育者の対応は、ともすると今日では、幼児の内面理解を軽視した

実践として捉えられかねない。しかしながら、同園の保育者にとって幼児（ここでは4～5

歳児）は、容易に内面を理解できるほど未分化な存在ではなく、むしろ大人と同じように自

律的に考え、言葉で表現できる存在であった。また、同園の保育者にとって幼児が言葉で表

現することは、互いを知り合い、友だちとの関係を築くための要素でもあった。この点を踏

まえるとき、幼児の内面理解の重視という「子ども中心主義」の理念には、時に幼児を過小

評価したり、幼児同士の関係性形成に関する育ちを妨げたりする問題が潜在する。私たちは、

幼児の内面理解の重視という理念に対する省察的な態度が必要である。

第二に、「かえで幼稚園」のクラス対抗競技において、たとえ2つのクラスが積み上げた

箱の高さの合計差が僅か3cmであっても、勝敗を決定し優劣を可視化した保育者の対応は、

ともすると今日では、幼児の成功体験を軽視した実践として捉えられかねない。しかしなが

ら、同園の保育者にとって失敗や敗北体験の回避は、クラスの勝利をめざして取り組んでき

た幼児に対して「消化不良感」を与えてしまうものであった。また、同園の保育者にとって

勝敗の決定や優劣の可視化は、幼児の真正の挑みに対する敬意の表れでもあった。この点を

踏まえるとき、幼児の成功体験の重視という「子ども中心主義」の理念には、時に幼児が満

足感や充実感を得ることができなかったり、幼児の能力を保育者が侮ったりする問題が潜在

する。私たちは、幼児の成功体験の重視という理念に対しても省察的な態度が必要である。

4-2.幼児のイメージを問い直す契機としての｢子ども中心主義｣のパラドックス

本研究が取り上げた「りんごの木」のミーティング、「かえで幼稚園」のクラス対抗競技の

実践は、幼児を大人と同じように考えることのできる存在、クラスの勝利のために真正に挑

んでいる存在として捉えていたからこそ、「子ども中心主義」の理念が幼児の育ちに結び付い

ているのではないだろうか。換言すれば、幼児の内面理解の重視、成功体験の重視といった

聞こえの良い理念を無批判に受け入れることは、幼児の能力に対する過小評価や信頼感の欠

如をもたらし､結果として､幼児からの遊離を孕む可能性がある。1989年の「幼稚園教育要領』

とともに具現化された日本の幼児教育における「子ども中心主義」の理念は、四半世紀以上

が経過した今でも、決して順風満帆ではないのである。

幼児のために提案・導入した実践は、どれほど幼児の育ちに結び付いているのだろうか。

幼児を保護することや、幼児の自発性を尊重することが、ともすると幼児からの遊離を孕ん

でいることはないだろうか。私たちは本当に、幼児の能力を正当に捉えているのだろうか。

｢子ども中心主義」のパラドックスを検討することは、日常の実践の中で自明視し、等閑視

されてきた幼児のイメージを問い直す機会となる。
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