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幼児の「マルチ能力」の発見と育成を志向した
幼児教育実践

－幼稚園におけるプロジェクト・スペクトラムの導入一
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1．はじめに

平成元年の教育要領改定以降、幼児教育における個の重視が叫ばれるようになり、幼児の

個性の尊重が主張されている。例えば、平成10年に告示された『幼稚園教育要領』の第’

章総則には、「幼児一人一人の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行うようにすること」

｢幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき、計画的に環境を構成しなければならないこと」

が示されている（文部省1998)。

教育現場においても、指導要録などを通して、教師が幼児の個性を発見し、評価すること

が求められている。しかし実際には、多くの困難があるように思われる。例えば、幼稚園

の指導要録を見ると、教育要領に掲げられる5領域（健康・人間関係．環境・言葉．表現）

に即して、各領域にそれぞれ3項目（計15項目）の評価基準が設けられており、幼児の達

成度が十分であると判断された場合には、該当欄に丸印を付けることになっている。そこで

示される評価基準とは、「環境」の領域を例に取るならば、①身近な環境に親しみ、自然と

触れ合う中で様々な事象に興味や関心を持つ、②身近な環境に自分から関わり、発見を楽し

んだり、考えたりし、それを生活に取り入れようとする、③身近な事象を見たり、考えたり、

扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにするなど、多様な評価

が可能な抽象的表現が並んでいる。また、教師が所見を記入する「指導上参考となる事項の

記録」の欄においても、実際の記入例を見ると、「入園当初から物怖じしなかった」「最初は

人見知りをしていたが徐々に他の幼児との関わりが見られるようになった」「気に入らない

ことがあるとすく翻我を通そうとする」「好奇心旺盛だが落ち着きに欠けるところがある」など、

どちらかというと幼児の表面的特徴を羅列したものであり、幼児の個性を具体的に記すまで

には至っていない。さらにこのような評価は、教師にとっても、保育経験の蓄積に伴って生

み出される数種類のパターン化された記述様式を、現在受け持つ幼児に当てはめてしまうよ

うな危険性を有してはいないだろうか。僅か15項目の抽象的評価基準と、幼児の表面的特
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徴を列挙する所見をもって、幼児の個性の尊重が図られているとはとても思い難い。

それでは一体、幼児の個性を発見し、育成し、評価することを、実際の教育現場でどのよ

うに具現化すればよいのだろうか。この疑問に対する一つの指標として、私たちは、プロジ

ェクト・スペクトラム(PrOjectSpectrum)の理論と実践に注目し、幼稚園での運用に取

り組んでいる。本研究では、プロジェクト・スペクトラムの理論について概観するとともに、

私たちの教育実践を提示する。

2．プロジェクト・スペクトラムの理論とそれに基づく実践研究の動向

プロジェクト・スペクトラムの理論

プロジェクト・スペクトラムとは、1984年から1993年の9年間に渡って、ハーバード

大学のハワード・ガードナー(HowardGardner)率いる研究グループと、タフツ大学のデ

ビット・フェルドマン(DavidFeldman)率いる研究グループが行った、幼児期から児童

期前半の子どもを対象とした教育カリキュラム開発プロジェクトであり、以下の二つの基礎

理論に依拠している。一つは、フェルドマンの「非普遍化理論(Non-universalTheory)」

である。これは、従来の発達心理学が一つの発達的認知構造モデルを普遍化し、「精神診断

テスト」や「標準テスト」による能力評価を一般的能力として扱おうとすることに反対の立

場に立つものであり、「人間の活動における多くの知能領域は発達的で、すべての子どもや

グループに共通した知能領域はない」という視点に基づいている(Feldmanl998)。もう

一つは、ガードナーの「マルチ能力理論(MultiplelntelligenceTheoly)」である(｣)。これ

は、精神測定学に基づく従来のIQ概念の能力は、言語や論理数学のみであり、それを一般

的能力として扱おうとすることに反対の立場に立つものである。彼は、標準検査では測定不

可能な能力として、8つの能力（言語、論理一数学、音感、身体一運動、空間、人間関係形

成、自己観察・管理、自然との共生）を提示するとともに、「すべての人間は、どれか一つ

以上の能力に卓越しており、同時に複数の能力が複合的な機能連携を果たしている」「これ

らの能力は、確かに遺伝的側面を有するが、個別の経験や特殊な教育によって異なる展開を

示す」と主張する(Gardnerl983,1999)。これらの基礎理論に依拠して開始されたプロ

ジェクト・スペクトラムは、実践研究の過程において、幼児期から児童期前半の子どもの認

知活動に即した8つの領域（機械と構成、科学、運動、音楽、数学、社会理解、言語、美術）

を提起するとともに、「すべての子どもは、一つまたは複数の分野において発達すべき潜在

能力を有しており、それらを開花させることが教師や教育機関の責務である」という理念を

掲げている(Feldmanl998)。

プロジェクト・スペクトラムの理論に基づく実践研究の動向

既述したプロジェクト・スペクトラムの理論に基づく実践は，米国において盛んに展開さ

れている。例えば、マサチューセッツ州サモービル(Somerville)の地域では、学習達成度

が低く、落第の危機に瀕した子ども達に対してこの実践を取り入れたところ、落ち着きが無

く、無知と捉えられていたボブ（男児）が、機械と構成の領域の活動において、複雑なオイ
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ルポンプを組み立てたり、さらに様々な工具の使用方法を他の幼児に教えるという潜在能力

を発揮した。また，無口で消極的と捉えられていたクリスタル（女児）が、社会理解の領域

の活動において、人形劇に解説を加えたり、ロールプレイの際に自らドレスアップして人前

に立つという潜在能力を発揮した，などの事例が報告されている(Chen,J.,Krechevsky,

M.andViens,J.1998)。以上の実践を踏まえるとき、幼児の個性とは、決して僅か15項

目の抽象的評価基準と、幼児の表面的特徴から捉えられるのではなく，むしろ日々の幼稚園

生活の中で発揮される様々な潜在能力であると捉えられよう。これらのことから、プロジェ

クト・スペクトラムの理論と実践は、教師に対して、子どもの個性を発見し、評価する機会

を促すとともに、子どもに対して、自らの興味・関心に即した活動を展開することで、自己

の潜在能力を認識し、セルフ・エスティーム(selfesteem)の形成を可能にすることが考

えられる。

ところで、日本におけるプロジェクト・スペクトラムの理論に基づく実践研究は、具体的

にどのように展開されているのだろうか。例えば、山内・真宮(2002a,2002b)は、「マル

チ能力理論」及び、プロジェクト・スペクトラムの理論について解説するとともに、それに

基づく実践は、従来、可視化されてこなかった子どもの様々な潜在能力を説明する言語とな

る可能性を秘めていることを指摘する。野尻(2001)は、プロジェクト・スペクトラムが

依拠する「マルチ能力理論」に注目するとともに、そこで示される人間関係形成や、自己観

察・管理能力を育む環境作りが幼稚園教育において重要であることを指摘する。また、必

ずしもプロジェクト・スペクトラムの理論について言及しているわけではないが、その基礎

理論の一つである「マルチ能力理論」に関する研究について、いくつかの知見が報告されて

いる。例えば、池内（2000）は、芸術教育に関する研究の中で、「マルチ能力理論」を基に、

芸術という知能は独立したものではなく、数学や言語など、他の知能と関わりを持っている

ことを述べるとともに、学校教育における芸術教育の重要性を指摘する。そこで、彼は「マ

ルチ能力理論」に基づいたプロジェクト・スペクトラムの米国における成果についても言及

している。齊藤･遠藤（2002）は、「総合的な学習の時間」の中で「マルチ能力理論」を取

り入れることの重要性を指摘するとともに、そこでは､学習の分野（一次元)、内容（二次元)、

方法（三次元）を組み合わせた三次元カリキュラムが必要であることを提示する。そして、

学習の分野（一次元）においては、従来の教科ではなく、知能を多面的に捉えた「マルチ能

力理論」を位置づけるけることを主張する。永岡(1998)は、公教育における芸術的活動

(特に音楽教育）の後退を批判し、「マルチ能力理論」を用いて、幼児の音楽活動の発達過程

を説明するとともに、早急なリテラシーの教育が決して望ましいものではないことを主張す

る。子安(2001)は、共通一次試験や学校5日制など、近年の教育改革を批判した上で「マ

ルチ能力理論」を紹介するとともに、これからの教育は、画一的観点や方法を排し、子ども

一人一人の個性を尊重しなければならないと指摘する。しかしながら、プロジェクト・スペ

クトラムの理論に基づく実践を日本で具体的に実施したという知見は、今のところ殆ど見る

ことができない。そこで私たちは、実際に、このプロジェクト・スペクトラムの実践を試行

し、その成果や課題を検討することを本研究の意義としたい。
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3．プロジェクト・スペクトラムを用いた幼児教育実践

以下では、私たちが取り組むプロジェクト・スペクトラムを用いた幼児教育実践について

紹介する。本実践の目的は、幼稚園の保育室に既述した8つの領域に対応する活動スペー

スを設置し、自由遊びの時間を用いて、幼児が自らの興味・関心に基づいた活動を展開する

ことで、幼児の「マルチ能力」を発見することである(2)。

実践の概要

①実践対象：沖縄県･D幼稚園5歳児クラス。

②実践期間：2003年6月～2004年2月の毎週2回。

③実践時間：自由遊びの時間（8:30～10:00)｡

④実践記録：観察メモ、ビデオカメラ、テープレコーダーを使用。

⑤活動内容：8つの領域に対応する22の活動を準備した（以下参照)。

以上の概要について、次の点を補足しておきたい。第一に、実践期間について、2004年

1月現在、計19回の実践を行っており、本論の内容及び考察は、その時点で収集したデー

タに依拠している。また、園行事の都合によって、実施する回数を変更することもある。第

二に、活動内容について、保育室のスペースや、活動記録を収集する際の都合上、1回の実

践で8つの活動スペースを同時に設置することは難しいと判断し、領域を4つずつに区分

した。第三に、実践記録について、設置された4つの活動スペースには、それぞれテープ

レコーダーを配置するとともに、筆者の1人が観察メモを記録した。また、数名の親に協

力を要請し、交代でビデオカメラの録画を担当してもらった。親に協力を要請した目的は、

本実践を親の教育参加の通路とすることで、幼稚園と家庭の連携を図ること、教師が幼児の

個性を発見するためには、親の存在が不可欠であると捉えることなどに起因する。尚、本実

践の実施にあたっては､事前事後を含めて､教師と筆者が話し合う機会を設定することで（月

2回程度)、実践者と研究者の連携を重視した。

実践の内容

本実践の実施に当たって、私たちは「学習センター・アプローチ」と呼ばれる教育形態を

採用した。これは、教室の中に既述した8つの領域に対応する活動スペースを設定し、子

どもが自らの興味・関心に即していずれかの活動に取り組むことで、自己の能力を発揮し、

新たな才能を生み出すとともに、そうした子どもの個性を教師が発見し、評価する機会を提

供するものである（松村2001)。それぞれの活動の具体的内容は、以下の通りである。

①機械と構成の領域では、次の3つの活動を準備した。l)壊れた時計の解体：壊れた時

計を解体することで、内部の構造を知る。2）解体された鉛筆削り器の組み立て：ある物を

もとの形に復元することで、パーツの繋がりや構造を知る。3）粘土を用いた作品作り：粘

土で幼児の思い描くものを作成する。

②科学の領域では、次の3つの活動を準備した。l)水滴：和紙、画用紙、普通紙に色の
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付いた水滴を垂らし、模様や染み込み方の違いを観察する。2）磁石：磁石の付いた釣竿を

用いて、色々な材料で作成された魚を釣る。磁石に付く材料、付かない材料の違いを見極め

る。3）影と光：太陽や懐中電灯を用いて、壁や床に影を映し出す。太陽の光と影の繋がり

を見たり、影の動きを見たりする。

③運動の領域では、次の3つの活動を準備した。l)真似しよう：相手の動きやポーズを

真似る。相手の身体の使い方やコツを掴む。2）障害物競走：バット、フラフープ、飛び縄

などの障害物を用いたレース。身体感覚を駆使して障害をクリアする。3)どんな動き？:色々

な音楽に合わせて、イメージされる動きや、音楽の雰囲気を表現する。

④音楽の領域では､次の2つの活動を準備した。l)音の隠れん坊:仕切りの両側に笛を置き、

互いに相手が出した音を当てる。相手の出した音と同じ音を見つけて出す｡2)コップの木琴：

コップに水を入れて、木琴のように叩いて音を出す。水を入れたコップを叩いて音の変化や

音色を知る。

⑤数学の領域では、次の2つの活動を準備した。l)物真似ブロック：仕切りを境に1人

の幼児が9マスのボードの上に9つの数字をランダムに並べる。もう1人は質問を繰り返し、

相手のヒントを頼りにどの順番で数字が並んでいるかを当てる。2）背比べ：自分の背丈や

友達の背丈を計る。何センチという単位ではなく、紐の長さの違いで互いの背の高さを認識

する。

⑥社会理解の領域では、次の3つの活動を準備した。l)手形観察：紙の上に自分の手形

を押して、虫眼鏡で観察する。自分の手形を細かく観察したり、人の手形と比較したりする

ことで、自分の手を客観的に捉える。2）糸電話：糸電話を用いて離れた相手と会話をする。

自分の話したいことを言葉にして伝える。3）指人形：紙袋で作成した人形と自由にお喋り

する。人形を他人や自分自身に見立て、話しかけたり、相談をしたりする。

⑦言語の領域では、次の3つの活動を準備した。l)ストーリー・ボード：ランダムに並

べた絵を基に、順にオリジナルの物語を作成する。ランダムに与えられた情報を一つのまと

まりあるストーリーに仕上げる。2）読み聞かせ：好きな本や紙芝居を友達同士で読み合う。

相手に対して分かり易い言葉や口調で内容を伝達する。3）メール・ボックス：クラスの友

達や家族に手紙でメッセージを伝える。自分の思いを文字にする。

⑧美術の領域では、次の3つの活動を準備した。I)モデル画：人やモノをモデルにして

絵を描く。それぞれの見える方向や角度によって、描き出される絵の違いを感じる。2）自

然画：草花などの自然物を触ったり、近くで見たりして絵を描く。離れて見える図ではなく、

接近して見えるものや、他の感覚を通して見えるものを描く。3）手触り記録：身の回りに

ある様々な手触りのモノを集める。ザラザラやツルツルなど、すべてのモノに異なる感触が

あることを知る。

以上の活動は、Chen,Isberg&Krechevsky(I998)の著書"PrOjectSpectrum:Early

LearningActivitie3'を参照した。但し、必ずしも記載通りの活動を展開するのではなく、

私たちで独自の活動を創作したり、私たちの意図とは異なる活動を幼児が行ったとしても、

それを奨励したりするなど、柔軟な対応を心掛けた。
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発見された幼児の「マルチ能力」の兆候

本実践の開始当初は、保育室に目新しい教材が設置されたことで、幼児の注目を集めるこ

ととなり、そのため大盛況であった。そこでは、興味本位に一つの活動に触れては、また次

の活動に移行するなど、落ち着いていずれかの活動に取り組むわけではない様子も多分に見

られた。しかし、日に日に目新しさが薄れるにつれて、幼児は自分の興味・関心に即した活

動に従事する光景が、徐々に見られるようになった。もちろん、幼児によっては、自分の興

味の活動を見出すことに時間を要したり、相変わらず多くの活動に興味を移行させたり、場

合によっては、他の幼児に遠慮して自分の興味の活動に関わることができないなど様々であ

る。その中で今回、「マルチ能力」の兆候が見られた4名の幼児について紹介する。

H斗（男児）の事例：教師によるとH斗は、普段からおとなしく、目立たない存在である

ため、「ボーっとした子」とよく表現されていた。確かに筆者が話しかけても、それに対す

る反応は示すものの、会話が広がることは少なかった。そんなH斗が、機械と構成の領域に

興味を示し、壊れた時計の解体に熱心に取り組み出した。1回目の実践においてH斗は、成

功に至らなかったが（6月13日)、その後も粘り強く試行錯誤を続け、数回の実践を経てつ

いに、壊れた時計の解体と組み立てを真っ先にやってのけたのである（6月27日)。この

活動は、学習センター開設当初は人気があり、男女を問わず多くの幼児が関わる姿が見られ

た。しかしながら、その殆どが途中で飽きてしまったり、解体はしても、元に戻せないまま

他の活動に移行したりする傾向が見受けられた。そのような中、H斗は、一人黙々と作業を

続け、時に教師の手を借りるも、最後は自らの力で元の形に復元したのである。H斗は、ネ

ジを外す作業においても、ネジ穴の形状に即したドライバーを見極めたり、自分が力を入れ

やすいように短目のドライバーを選択したりしながら、解体と組み立てに励んでいた。以上

のことから、H斗は、機械を操る力、細部への注意力、持続力などに卓越しており、これら

が彼の「マルチ能力」を発揮するための鍵となるのではないだろうか。これらの活動は、そ

の後、次の変化をもたらした。第一に、H斗自身の変化である。機械と構成の領域において、

壊れた時計の解体と組み立てに成功したH斗は、他の幼児が同様の活動に挑戦しようとする

とき、隣で「ここはこうすればいいよ」「そこは難しいよ。手伝おうか？」など、積極的な

姿勢を見せるようになった。第二に、教師自身の変化である。この活動を通して教師は、H

斗に対するイメージが大きく変わるとともに、従来の教材観にも変化が出たという。教師に

とって、廃品同様の壊れた時計の中に、教材としての可能性が含まれていたことは考えもし

なかったようである。以上は、本実践が契機となって生み出されたものであるといえる。

S菜（女児）の事例：教師によるとS菜は、これまで内気で他の幼児と関わることは殆

どなく、一人遊びに没頭する幼児であった。本実践においてもS菜は、美術の領域に向か

い、一人で絵を描くことが多かった（6月頃)。そのS菜がある日、音楽の領域に興味を示し、

笛を吹きながら作曲したり、ハーモニカを吹きながら撮影されるビデオカメラの前で自分を

アピールしたりするなど、従来の教師のイメージを覆す行為を見せたのである（7月4日)。

これら活動は、特に女児に人気があり、普段から多くの幼児が互いに演奏し合い、時にはそ

の順番をめぐって言い争いになることもあった。しかしながら、彼女たちの多くは、ビデオ

カメラを向けられると、恥ずかしがって演奏を止めてしまい、ましてや自らアピールする光
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景は見られなかった。そのような中、消極的な幼児として捉えられていたS菜の行動は、教

師にとって驚くべきものであった。そこで教師は、同時期に行われた遠足の際に、幼児がセ

ミ取りに夢中になったことから、保育室の中に即興のステージを設置し、セミの歌を歌う活

動を音楽の領域に取り入れてみることにした。するとS菜は、他の女児と一緒にステージに

上がり、マイクを持って歌い始めたのである。それは、セミの歌にとどまらず、歌謡曲など

も含まれていた。そうしたS菜の様子は、堂々としており、音程やリズムも安定していた。

以上の活動から、私たちは、彼女に対するイメージを改めることとなった。S菜は、音楽の

表現力や、自己をアピールする力などに卓越しており、これらが彼女の「マルチ能力」を発

揮するための鍵となるのではないだろうか。後に、教師がこの日の出来事を彼女の母親に伝

えると、S菜は、元来音楽に興味があるのだという。これを機に教師は、従来の自分自身の

保育と、本実践との違いについて考えたり、幼児に関する情報を得るために、親と連携する

ことの重要性を実感したりする機会を得たという。

M由（女児）の事例:M由は、他の幼児と比べて、文字（平仮名など）もよく書け、数字

もスラスラと数えられるが、普段から他の幼児と関わるよりは、一人遊びをするか、もしく

は大人との関わりを好む方であった。教師によるとM由は、これまで祖母と一緒にいること

が多く、幼児との交流がなかなかうまくできないという。実際のところ、M由は、クラスで

竹馬やコマ回しが流行している時に、自分ができないからといって、他の幼児に助けを求め

るのではなく、黙って座り込んだり、教師や筆者の所へ来て、「できないよ～」と駄々をこ

れたりしていた。教師は、そんなM由に対して、「ほら、他の子にどうすればいいか聞いて

ごらん」と声をかけていた。しかしながら、M由は、あえて他の幼児と関わらせようとする

教師の意図を知ってか、その誘いに乗ることはせず、「いやだ」といって駄々をこれ続ける

のである。結局、教師はM由に対して、彼女の潜在能力を発見することに苦労していた。あ

る日のこと、機械と構成の領域において、帽子をかぶり、リュックや水筒を持って二本足で

立った象の置物を教師が提示したところ、数名の幼児の中で同じ象を粘土で作成しようとい

う試みが始まった(12月中頃)。しかしながら、その多くは、二本足で象を立たせることが

難しく、活動を諦めてしまう傾向が多かった。そのような中、筆者がM由に対して、一緒

に象を作ってみないかと持ちかけてみたところ(1月9日)、彼女は、筆者と一緒ならぱと、

その活動に取り組み始めた。これまでM由は、粘土の活動にさほど興味を示すことはなく、

最後まで作品を作り上げることもなかったが、この時ばかりは黙々と二本足の象を作り続け

たのである。M由の活動を注意深く観察してみると、彼女はモデルとなる象を仔細に観察し

ていた。M由は、象の帽子のシワや、リュックの開け口などを詳細に再現し、時に、筆者の

作る象に対して、「目はこんなに小さくないよ。もっと大きいよ」と、実際の象の置物と粘

土とを見比べながら、忠実に再現しようと試みていた。M由は、製作の途中に何度か象を倒

してしまうという失敗を繰り返しながらも、最後には二本足の象を見事に完成させたのであ

る(1月9日)。以上のことから、M由は、細部への注意力や3次元の物体の組み立て、バ

ランス感覚などに卓越しており、これらが、M由の「マルチ能力」を発揮するための鍵とな

るのではないだろうか。以上の活動に、最も感激したのは教師であった。教師は、「すごい

ね、先生はM由がこんなに最後までやり遂げたのは初めて見たよ」と彼女を賞賛し、その後
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の「集い」の時間において、彼女の作品を他の幼児に紹介して見せた。さらに、それぞれの

領域の中で一緒に活動した幼児とともに、その日の感想を紙に記すように教師が促すと、M

由は、粘土の活動に参加した他の幼児と積極的に関わるとともに、感想を書く際に文字に詰

まる幼児に対して、「こうして書くんだよ」と助ける様子が見られたのである。この日の活

動は、M由にとっても、教師にとっても、これまで見ることのなかった出来事であるといえ

よう。

Y樹（男児）の事例:Y樹は、普段から元気が良く、「集い」の時間も他の幼児とのお喋

りに夢中になることから、教師は彼のことを、「落ち着きのない子」「手のかかる子」と捉え

ている。そうしたY樹が特に熱中した姿を見せたのが、言語の領域におけるメール・ボック

スの活動である。これは、友人や家族に対して幼児が思い思いの手紙を綴るものであり、設

置当初は、多くの幼児の関わりが見られた活動の一つでもあった（7月頃)。しかしながら、

その殆どは、家族や友達に向けて一通りの手紙を書き終わると、すぐに飽きてしまい、他の

活動へ移行することが多かった。そのような中、Y樹は、一人黙々 と家族に対する手紙を文

字や絵を用いて何枚も書き続けていたのである。その集中力は、筆者にとって興味深いも

のであった。そうしたある日のこと、Y樹はいつものように「集い」の時間に座って話を

聞くことができず、教師の目を盗んで、R雄とともに保育室を出て絵本室へと入って行った

(12月17日)。それを見つけた筆者が後を追いかけてみると、彼らはそこで、棚に並べら

れた絵本をパズルのように入れ替えて遊んでいた。筆者がどうしたのと尋ねてみると、Y樹

は「叱られるかも知れないけど、ここで遊んでいる」と答えた。それは、自分の行いを理解

し、しかも教師がそれを望んでいないことも知っているかのような返答であった。しかしな

がら、その後の彼らは、教師に見つかってしまい、クラス全員の前で注意を受けることとな

った。その時、R雄がただうつむいているのに対して、Y樹は、「集い」の時間に席を外す

ことを問いただす教師に向かって、「あのね、きれいな石があったから隠していたの」と答

えたのである。事実、彼らは、「集い」の前の自由遊び時間では、絵本室や花壇の中に石を

隠して遊んでいたようではあるが、筆者が観察する限り、「集い」を抜け出したこの場面に

おいて､彼らが石を隠した様子は見ることができなかった。それにもかかわらず､Y樹は､｢集

い」を抜け出した理由を巧みに掲げ、他の幼児や教師をも自分の世界に引き込むことに成功

したのである。その結果、張り詰めた緊張が和み、教師もまた、「でも、きれいな石はお遊

びの時間に隠してね」と促すにとどまった。以上のことから、私たちは、Y樹に対して、周

囲の状況を冷静に判断し、その場に応じた有益な言葉を選ぶことに卓越しており、これらが

彼の「マルチ能力」を発揮するための鍵となるのではないかと捉えてみた。ところが、この

解釈は、教師の捉える解釈と必ずしも一致するものではなかった。教師によると、彼は、悪

いことをして大人の気を引いたり、悪知恵を働かせたりするのであり、それらは決して潜在

能力として評価すべきものではないという。とは言え、幼児の個性を自らの問題解決の際に

発揮する能力であるとするならば、この場面において彼が示した行為は、潜在能力の一つと

いえるのかもしれない。この事例は、筆者と教師との認識の違いを浮き彫りにした点で、先

の3つの事例とは異なるが、改めて個性や潜在能力の意味を問い直す契機となり得た。
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4．おわりに

プロジェクト・スペクトラムの理論と実践は、幼児の個性を発見し、それを具体的に記述

するための有益な指標となり得るのではないだろうか。本研究は、この点を中心的関心事と

して出発したものである。そして上記に記した通り、私たちは、その手応えを少しずつ感じ

始めている。以下に、本研究の成果と課題について掲げておきたい。

第一に、プロジェクト・スペクトラムの理論と実践は、これまで長期に渡って、米国の幼

児期から児童期前半の子どもを対象に、実践の中で練り上げられていることから、多様な活

動内容についても、教材や手順に関する具体的方法が示されており、私たちにとって親しみ

やすいものであった。他方で、これらの理論と実践は、必ずしも提示される具体的方法に準

拠することが求められているわけではなく、既存の保育の中に組み合わせたり、自らそれを

発展させたり、独自の活動を創作したりすることで、教師が従来の保育を振り返り、積極的

な姿勢を形成する機会にもなり得た。例えば、本実践において教師は、セミにメッセージを

綴る活動を言語の領域に取り入れたり、折り紙のセミがとまっている木を見て絵を描く活動

を美術の領域に加えたり、幼稚園の発表会では、本実践の活動内容を盛り込むなど、意欲的

に取り組む姿を見ることができた。以上の点から、プロジェクト・スペクトラムの理論と実

践は、日本の幼児教育現場においても、その試行が十分可能であるように思われる。第二に、

既述した事例からも分かる通り、本実践では、幼児の「マルチ能力」の兆候を幾つか見るこ

とができた。それらの多くは、教師の有する幼児理解の範檮を超えた潜在的側面であるとと

もに、幼児自身にとっても、自らの興味・関心に即した活動に従事することで、教師や他の

幼児から認められ、セルフ・エスティーム(self-esteem)の形成に繋がる契機になり得た

と言えよう。

一方で、本研究では、幾つかの課題や限界も明示された。第一に、本実践では、親の教育

参加の重要性を掲げたものの、実際には、ビデオカメラの撮影に終始することが多く、教師

も含めて私たちと議論を交わすまでには至らなかった。その原因として、ビデオ記録者とし

ての親の参加が実現し、数名の幼児の親から情報を収集したことで、私たち自身が満足して

しまい、目的が達成されたとの錯覚が生じたことが挙げられよう。第二に、本論では、「マ

ルチ能力」の兆候が見られた事例として、4名の幼児を抽出したものの、これらはあくまで

も教師が驚かされた幼児の意外な側面や、継続的観察を通して私たちが注目した幼児に焦点

を当てたものであり、その判断は窓意性を免れることができない。また、抽出された4名

の幼児についても、彼.彼女らが興味を示した以外の領域の活動については、必ずしも十分

に検討することができなかった。今後は、クラスの中で幼児の「マルチ能力」を相対的に発

見するための工夫や、ある幼児を抽出する際に、複数の領域や他の幼児の活動と比較する

など、詳細な分析が必要となる。第三に、既述した4名の幼児の「マルチ能力」について、

それらが他の保育場面においてどのような影響を及ぼしているのか、そこで具体的にどのよ

うに応用されているのか、今後、それらをどのように発展させることができるのか、などの

点については、十分な知見を提示することができなかった。以上の課題を踏まえて、今後も、

プロジェクト・スペクトラムの実践に取り組んでいきたい。

qq
ジン



子ども社会研究10号

謝辞

沖縄県･D幼稚園の教師、幼児、保護者の皆様に深謝申し上げます。

注

(I)ハヮード･ガードナーのMultiplelntelligencesの訳語について、日本ではこれまで、「マルチ能力」

（例えば、Armstrong2000:吉田訳2002)の他に、「多重知能」「多元的知能」「多重知性」など

の用語が充てられている。本論では、「マルチ能力」と表現した。

(2)本実践は、自由遊びの時間を用いて、プロジェクト・スペクトラムの活動を実施したが、幼児に対

して、これらの活動に必ず取り組むよう指示したわけではなく、あくまでも幼児の興味・関心を尊

重した。
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