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5歳児学級における遊び歌の実践と幼児の達成感

新延花菜子

1．遊び歌における幼児の達成感

遊び歌が保育の中に導入されたのは、森上史郎(1984)によれば、1917年に土川五郎が『律

動遊戯』を出版したことがきっかけとなったとされる。当時の唱歌中心の保育に対し、様々

な側面から批判していた士川は、「幼児が歌いたくなったり、踊りたくなるような音とリズ

ムを持っていて、しかも幼児の芸術的な感|生を損なわない高級な音楽によって行うこと」、

｢遊戯の意義からいっても楽しいものでなければならないのだから、音楽によって快感を得、

動作によって快感を得、動作とリズムの合致によって快感を得るようなものであること」、

｢児童には児童の世界があるので、表現や動作は幼児の自然な遊びや動作を基礎とし、それ

を美化したものであること」(')などの視点から律動遊戯を創作し、広めていった。当時創作

された遊び歌の中で、「いとまき｣｢出してひっこめて」は、現在の保育にも残っている。

「かごめかごめ｣｢みかんのはな」などの遊び歌は、子どもの遊びの様々な場面で扱われて

いる。また、「ひげじいさん｣｢はじまるよはじまるよ」などの遊び歌は、活動の前後に保育者

が意図的に取り入れている場面をよく目にする。遊び歌で遊んでいる時の幼児は、集中力が

高まり、活動を好んでいるような印象を筆者は強く受ける。現在の幼児教育は、遊びを通し

て総合的な指導をすることを基本としており、幼児の生活は、ほとんどが遊びで占められて

いる。『幼稚園教育要領』には、「自発的な活動としての遊びにおいて、幼児は心身全体を働か

せ、様々 な体験を通して心身の調和のとれた全体的な発達の基礎を築いていく」(2)と記載し

てある。保育における遊び歌は、保育者が主導になっているため、幼児による自然発生的な

遊びではない。しかし、一度保育者が遊び歌を始めると、幼児の姿は、自然発生的な遊びの

姿と同様に楽しんでいるように見える。

二階堂邦子ら(1995)は、幼児が好む遊び歌の特徴として、「①いろいろに創りかえること

ができ、発展性のあるもの、②日常生活の動作を模倣するもの、③感情表現のあるもの、④

ストーリー性のあるもの、⑤指づかいが楽しいもの、⑥テンポ、強弱の変化がつけられるも

の、⑦擬音、擬声語が入ったもの、歌詞の内容がおもしろく、言葉と動作、言葉と数があっ

たもの｣(3)を挙げている。この研究は、豊かな保育経験に基付いた結論であるが、さらに具

体的に、遊び歌が幼児を惹きつける要素を明確にしていくべきである。また、遠藤晶(1998）

は、幼児が遊び歌によって｢①手あそびの動きや歌の一部しかできてなくても動きや歌を楽

しむ、②手あそびに合わせて感情を豊かにあらわすようになる、③手あそびのリズムが正

確になる、④あそびを発展させ（リエーションを楽しむ｣'4)ことを獲得すると主張している。

(にいのべ・かなこ岡山大学大学院教育学研究科修士課程）
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幼児は、これらのことを獲得すると共に、遊び歌の活動を通して人格の形成においても重要

な経験をしていると筆者は考えている。

保育における遊び歌の活動を観察していると、「できる」｢できない」と言った言葉を頻繁に

耳にする。例えば、わらべ歌の「ちやつぼ｣は、幼児は何度も挑戦し＼できると嬉しそうに「で

きた」と言っている姿を頻繁に目にする。幼児は、遊び歌ができると喜び、できないと何度

も挑戦しようとする。このことから、遊び歌を通して幼児が達成感を得ていると指摘するこ

とができる。幼児期は、人格の形成において最も重要な時期である。そのため、様々な体験

をして、生活を豊かなものにする必要がある。達成感については､『幼稚園教育要領』の人間

関係の領域においても、「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｣(5)という項目に示されている。ホワイト（1963)は、「ひたすら効力感を求めることは、

知識や技能を獲得することになり、将来本能の危機がおとずれたとき、そしてとりわけ危険

な状況にさらされたときに非常に有効になってくる」(6)という遊びの効力説を提唱している。

森榊(1996)はホワイトの遊びの効力感について、「効力感は、何かを成し遂げた時に得られ

る達成感や成功感である。こうした感情は、自己充実感や自信を生み、さらに次のより高い

レベルの課題に取り組もうとする向上心や挑戦意欲を生み出す。こうして自分の能力の成果

としての効力感を追求していく間に、発達や学習がなされることになる｣(7)と言及している。

このことから達成感は、幼児期に限らず、様々な発達段階において重要な感情であることが

分かる。

そこで本論では、遊び歌の活動場面を取り上げ、幼児が達成感を得ているかどうか、達成

感を得ているならば、その遊び歌の要素は何か、また、遊び歌を通して達成感を得るための

保育実践について論考する。本論の執筆に際し、用語の統一をする。これまでの記述におい

て既に使用しているが、本論では｢遊び」を伴う「歌｣を「遊び歌」とする。その中には、手遊

び、指遊び、足遊び、1人で遊ぶものから集団で遊ぶもの、日本で伝承されてきたわらべ歌

も含むこととする。また、引用文献は原著刊行年を記載する。

2．保育実践による遊び歌の観察

(1)保育実践の観察内容

遊び歌で遊んでいる時の幼児の言語表現や態度、特に幼児の身体表現を伴うような喜び方

をした強い反応の部分を観察する。また、達成感に関する言語表現､「できる」｢できた」など

の言葉に注目する。

(2)保育実践の手続き

降園前の帰りの会に遊び歌の実践を行う。遊びの形態によって、達成感を得る要因が異な

るのではないかと筆者は考えたため、第1回目は、保育者の動作を個人で真似をする遊び歌、

第2回目は、2人組で行う遊び歌、第3回目は、集団で行う遊び歌を中心に取り上げた。遊

び歌は、「かなづちとんとん」のみ筆者が事前に保育に参加した時、幼児と共に遊んだ曲であ

り、その他は今までに学級で遊んだ曲である。選曲は、担任保育者の意見を参考にした。表
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1に示しているように、1回の活動につき、2，3曲取り上げていった。第2回目の「かな

づちとんとん」は、幼児から要望があった遊び歌である。活動は、担任保育者と筆者が1，

2曲ずつ行っている。

記録方法は、遊び歌で遊んでいる時の幼児の様子や発言をビデオカメラで録画し、同時に

写真を撮る。それらの記録したものを、実践後にそれぞれ観察結果としてまとめる。

(3)保育実践の対象及び時期

対象は、保育において、遊び歌を頻繁に取り入れている香川県丸亀市内の幼稚園の5歳児

学級に依頼した。この学級は、1日に遊び歌を1曲は必ず歌っており、音楽活動に力を入れ

ている保育者が担任である。実践と観察は、2008年6月26日、7月3日、7月10日に実施

した。筆者は、この園に保育実践のlか月前から1週間に1回程度通っている。

表1．遊び歌の活動内容

第1回（6月26日）

｢いわしのひらき」

｢かなづちとんとん」＊

第2回（7月3日）

｢アルプス－万尺」

「ビスケットをやきましょう」

｢パンやさんにおかいもの」＊

｢かなづちとんとん」＊

第3回（7月10日）

｢お茶をのみにきてください」

｢大型バスに乗ってます」＊

｢ひげじいさん」＊

註）この実践において、筆者が活動をしたものには＊を付加している.その他は担任保育者が活動した

3．遊び歌の保育実践の結果と分析

保育実践によって得られた資料を分析し考察する。保育実践を行った中の、幼児の発話、

行動を取り上げた。それぞれの実践事例は、資料1～3に提示した。資料の中で、達成感を

感じている「できた｣｢できる」などの発言には下線を引いた。

(1)「いわしのひらき」における達成感

第1回目で行った「いわしのひらき」の活動の様子を資料1に整理した。「いわしのひらき」

は、幼児は最後の「どか－ん」という部分に向かって徐々に声が大きくなり、盛り上がって

いた。保育者が普段からテンポをあげる遊び方をしていたため、幼児はその遊び方を楽しみ

にしているようである。最も速くテンポを上げたときに、歌と動きが一致していない幼児も

いたが、反応は強く非常に喜んでいた。また、保育者がテンポを上げた後に、「もっと速く

できる」という発言が幼児の側から見られた。このことから幼児は、遊びのより高いレベル

に挑戦し、達成感を得ようとしていると言えよう。最後には、多くの幼児から「できた」と

いう声があがっていた。また、保育者や周りの友達に自分が高度なことができた事実を主張

していたことから、誰かに認めてもらうことも達成感を得る要因であることが分かる。

(2)「かなづちとんとん」における達成感

「かなづちとんとん」は、幼児に人気があり、第2回目にも幼児から要望があり行った。
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資料1．「いわしのひらき」の実践事例

5歳児，実践日時：2008年6月26日,13:30～13:35,天候：曇り

活動の様子 保育者の言葉がけと幼児の発話 幼児の行動

保育者：「用意はいいですか？さんはい」

(いわしのひらき）

【歌詞：＊ズンチャッチヤッ

隆蹴鰯J
いわしの開きがしおふいてぴゆっ

＊繰り返し

にしんの開きがしおふいてぴゅっ

＊繰り返し

さんまの開きがしおふいてぴゅっ

＊繰り返し

しゃけの開きがしおふいてぴゅっ

＊繰り返し

くじらの開きがしおふいて

どか－－－－ん】

乾
壷
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殿魁

鐸
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i学､X驚

寒

息 錘謹禅強

1Aリ

5番の「どか－ん」と

同時に大きく手を広げ、

数人の幼児がぶつかり
"△具
に1ノo

｢どか－ん」の後に倒れ

こんだり、ぶつかり合

ったりしているへ

＃鐘

幼児；（5番の最後）「どか－－－－ん」

｢わ－」と叫ぶ。遅彗，ﾄー‘
r房I

Ffj

鐘
－

保育者：「では、速くなります。さんはい」

(いわしのひらき）

鋼9
P

ロ

了

群守1

ほとんどの幼児が動き

ができていないが、ず

っと笑って動いて、最

後の「どか－ん」のタ

イミングだけは合わせ

て動く。

｢もっと速くできる！」幼児：「もっと速くできる！」

保育者：「そんなに速くできるかしら？」

幼児：「できる－1」

保育者:「じゃあめちゃくちゃ速いで｡せ－の」
(いわしのひらき）

琴

幼児：「できた－！」

活動の様子は資料2に整理した。「かなづちとんとん」は、徐々に身体を動かす部位が増えて

いく遊び歌である。動かす体の部位は、徐々に増えていき難しくなる。最後には、体全体を

動かすようになる動き自体も幼児は楽しんでいた。｢次は2，3，4，5本」と保育者の言っ

た後に自分自身で動かす体の部位を決定していくが、本数が増えていくごとに、多くの幼児

の｢足｣｢頭｣などの発言数が増加していた。自分で遊びの流れを決められるという部分に達

成感を得ていることが、ここからは見出される。最後に「6本でできる」という1人の幼児

の発言から、みんなが｢できる」と発言し、終わった後に「できた」と喜んでいる様子が観察

できた。このことは、幼児は自分自身で動きの目標を決定し、それをできたことに達成感を

得ていることを意味している。遊び歌が終わった後にも、何人かの幼児が「7本でも8本で

もできるよ」｢10本だとどうなるかな、僕できるよ」などと言って嬉しそうに体を動かす姿を

保育者に見せていた。より多くの本数でできることが、幼児にとっては達成感を得る要因で

あると考えられる。
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資料2．「かなづちとんとん」の実践事例

5歳児，実践|1時:2008年6月26日,13:35～13:40,天候：曇り

活動の様子保育者の言葉がけと幼児の発話 幼児の行動

保育者：「せ－の」

(かなづちとんとん1番）

【歌詞：かなづちとんとん

かなづちとんとん

手と共に足を動かして

いる幼児が何人かいる。1本でとんとん

次は2本】

蕊
脅

保育者：「次はどこにする？」

幼児：「手」

保育者：「もうlこも手にする？じゃあ2本

でいくよ」

(何人かの笑い声）

保育者：「せ－の」

(かなづちとんとん2番：両手）

【歌詞：かなづちとんとん2本でとんとん

かなづちとんとん次は3本】

(途中で笑い声）

盤|‘讃塞

ト

ロ
■
Ｆ
ｒ
月

$j
I』

保育者：「次はどこにする？」

幼児：「あし－1」

(かなづちとんとん3番：両手，片足）

【歌詞：かなづちとんとん3本でとんとん

かなづちとんとん次は4本】

鞠 ｢足」と言いながら、自

分の足を動かしている。

耀
撫

、
誤
靜
〆

窯
畷

暑
侶
置
。

幼児：「頭！」！「あし－1」

保育者：「こうやで？」（体を動かす）

(笑い声）

保育者：「せ－の」

(かなづちとんとん4番：両手，片足、頭）

【歌詞：かなづちとんとん4本でとんとん

かなづちとんとん次は5本】

(笑い声）

幼児：「あし－1」

保育者：「こうで？みんな動かしてよ、せ－

の」

(かなづちとんとん5番）

【歌詞：かなづちとんとん5本でとんとん

かなづちとんとんこれでおしまい】

薮＃ 保育者と|司じ動きをす

る。§
DI

8

戸
雫
一
鍼

保育者と同じ動きをす

る。

鶏

最後にこける。１
日
呵
泗
刊
ト
ヨ
蜀
哩

‐
‐
“
哩
碧
潮
間
『
宮

『‘

｢じゃあ6本でできる？」幼児：

保育者

幼児：

壁

：「6本？」

｢できる－1，．J 練習している。

「かた－1」

「おしり－1」

保育者：「じゃあ今言ったの全部動かしてや

ってみようか、せ－の」

(かなづちとんとおん6番）

【歌詞：かなづちとんとん6本でとんとん

かなづちとんとんこれでおしまい】

悪…ir<
詮

幼児：「え－つ」（笑い声）

「肩でもできるで－

吾
醜
雷
錘
密

惑 畠 」
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(3)「お茶をのみにきてください」における達成感

「お茶をのみにきてください」は、内側と外側の円に分かれて向かい合い、同じフレーズ

を歌いながら1人ずつ横にずれていき、相手が変わっていく遊びである。この遊び歌は難易

度が高く、この学級においても4月から何回か練習して最近できるようになった遊びである。

幼児は2人組になる相手が変わっていく度に、強く反応を示していた。これは、次にくる相

手を予想できずに、偶発的な部分に期待をよせた喜びである。

また、今回の実践においても最初に何回か失敗し、最後に最初の2人組の相手に戻ってき

た時には、全員で「できた－」と大きく声を揃えていた。このことから、「お茶をのみにきて

ください」では、クラス全員で1曲の遊び歌に挑戦し、練習してできるようになるという達

成感を得ていることが分かる。練習した期日の長さや努力によって、遊び歌で得ている達成

感はより大きいものになることが分かる事例である。

(4)「パンやさんにおかいもの」における達成感

「パンやさんにおかいもの」は、資料3に整理した。これは、達成感を全く得られず、遊

び歌に飽きを感じてしまった事例である。この原因は、この曲の実践をした筆者と担任保育

者の相談が充分でなく、幼児のこの遊び歌への普段の関わりを筆者が把握できていなかった

ことである。今まで幼児は、担任保育者の指示によって、2人組で行う遊び歌を、1人でや

る遊び方で行っていた。しかし筆者は、最初から2人組でやることを幼児に指示したので、

幼児は戸惑い、2，3回行っても「できない」と発言していた。そのため、幼児の集中力が

途切れ、最後には別の遊び歌をしたいという要望で終わった。活動は全体的に集中力がなく、

常にざわついていた。第2回目の活動は、第1回目の活動よりも遊び歌を多く行っているが、

自分たちの好きな遊び歌をこの後に自ら行っているため、活動の長さは集中力に関係がない

と言える。このことから、遊び歌の遊び方を幼児が充分に理解していること、保育者が幼児

の遊び歌に対する理解度を把握しておくことが重要であると言える。また、できそうにない

ことからできることへの幅が、あまりにも大きいものは、幼児自身も集中して楽しめないこ

とも見出される。

4．遊び歌における達成感と保育実践の展望

(1)遊び歌を通して感じる達成感

今回行った観察では、遊び歌の活動において、幼児が特に強く反応した部分や、「できる」

などの言語表現に注目した。遊び歌の活動を通して、幼児が達成感を得ている曲があること

を確信することができた。幼児が達成感を得る要素は様々であり、遊び歌それぞれの曲によ

って違ってくる。この実践から3つの要素に分けて見ていこう。どの要素も、幼児の反応が

特に強かった部分から取り上げた要素である。

第1に、テンポの変化によって得る達成感である。「いわしのひらき」のようにテンポを上

げると、少しずつ難易度が上がっていき、幼児はそれに挑戦しようとする。最終的にできて
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資料3．「パンやさんにおかいもの」の実践事例

5歳児，実践日時：2008年7月3日,13:40～13:45,天候：晴れ

活動の様子｜保育者の言葉がけと幼児の発話 幼児の行動

保育者：「今日はパンやさんにおかいものと

いう手遊びをします」

幼児：「え－つ、知っとるよ」

「知っとるし」

保育者：「じゃあ1回だけやってみようか‘

さっきの2人組でやってね。さんはい」

(パンやさんにおかいもの1番）

【歌詞：パンパンばんやさんにおかいもの

サンドイッチにメロンパン

ねじりドー ナ ツ パ ン の み み

チョコパン1つくださいな】

聾あ
戸哩司

孝

遭
酷1 職

できている子とできて

いない子がいる。

運
M』

"幾．擬燕繊篭§
弓

一
一
吟

ざわついている。

保育者：「じゃあ次は、パンやさんがお客さ

んにしてね」

(パンやさんにおかいもの2番）

【歌詞：はいはいたくさんまいどあり

サンドイッチにメロンパン

ねじりドーナ ツ パ ン の み み

チョコパン1つはいどうぞ】

嶺諾敵ｒ
職
懲
鶴

保育者：「みんなできた？」

幼児：「できてな－い」 しばらくざわつき、保

育者の問いに答える。｢できた－」

澱篭 保育者：「じゃあもう1回だけやってみよう

か」

(パンやさんにおかいもの）

仏 翻麓

幼児：「できん－」 しばらくざわつき、何

人かがまだ歌っている。「-ｱﾐ､当チーh
ヒロノー」

｢先生、かなづちとんとんがしたい」
＄

いない幼児もいるが、ほとんどの幼児が､「できた」と言って達成感を得ている。第2に、自

己決定によって得る達成感である。「かなづちとんとん」のように動かす体の部位を選択し、

遊びの流れを自己決定することによって得ている。最後に、集団で1つの遊びを完成させる

達成感である。「お茶をのみにきてください」のように、何回も全員で練習を重ね、集団で1

つの遊びを完成させることによって達成感を得ることである。1人よりも、大人数で得た達

成感は、より大きいものであることが幼児の強い反応から分かった。

また、曲の要素ではなく、達成感をより多くの幼児が得るための条件が、この実践からは

4つ挙げられる。まず、幼児が遊び歌の遊び方を充分理解していることである。そして、幼

児がどの程度理解しているかを、保育者が把握しておくことも重要になる。次の条件は、で

きそうにないことからできることへの幅が小さいことである。あまりにもその幅が大きいと

幼児は遊び歌に飽きてしまい、楽しめずにやめてしまう。3つ目は、そのできたことを認め

る環境が必要となる。『幼稚園教育要領』では、「幼児が自分なりの満足感や達成感を感じるこ
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とができるように援助をすること、やり遂げたことを共に喜ぶことが必要である｣(8)と記載

している。幼児は、遊び歌ができた時、保育者や周りの友達に向けて「できたよ」と主張する。

自分ができた事実を誰か1人にでも認めてもらうことによって、達成感はより大きいものに

なるだろう。最後は、3つ目の条件を満たす要因になるが、1人ではなく、ある程度の人数

で活動を行うことである。今回、遊びの形態によって活動を3回に分けたが、第3の要素で

ある大人数で達成感を得ること以外は、遊びの形態との関連がなかった。しかし、1人で遊

び歌を行っていたのでは、できた事実を誰にも認めてもらえない。よって、クラスで活動を

行うことによって、より多くの友達に認めてもらう可能性が高まり、達成感は大きいものに

なるだろう。

幼児が遊び歌を通して達成感を得るには、上述した3つの曲の要素と4つの条件がこの実

践からは挙げられる。特に4つの条件は、どの遊び歌にも当てはまることであり、活動時に

保育者が常に意識しておくべきことである。

(2)望ましい遊び歌の保育実践

遊び歌を通して達成感を得られるような実践は、表2のようにそのような要素の入った曲

を選択することや、前述した条件を整えることが重要である。達成感を得る要素でも挙げた

ように、曲のテンポを変化させる遊び方は、基本的に任意の遊び歌でできる。資料4に示し

た「アルプス－万尺｣の活動は、担任保育者が行った活動事例である。この事例では、テン

ポを上げたものと下げたもので遊び歌を行っている。遊び歌が終わった後には、多くの幼児

が｢できた」と喜んでいた。この遊び方によって、遊び歌を通して幼児にとってできなかっ

たことが、徐々にできるようになっていく達成感を得ている。遊びの動機説の整理統合を試

みたエリス(1973)は、「環境内の新奇で複雑で不協和な刺激事象とその配置は、覚醒を高め、

これによって個体が最適水準に向かって進む程度に応じて積極的な感情ないし楽しみが伴

う。こうした強化によって生じる種類の行動は、探索であり探求であり操作である。この過

程によって、基本的な生存の欲求が直接満たされることに加えて、環境の条件や結果に関す

る知識が増大する｣'9)と説明している。つまり、遊びの発展には、不確かなものや新奇なもの、

複雑なものが必要であり、遊びの発展は能力を保証し、その能力と達成感は同じものだと提

唱している。遊び歌の活動を幼児側から見て、常に新奇性や複雑なものにするために、テン

ポに変化をつけることは、達成感を得る実践方法として有効だと考えられる。

最後に、保育者が遊び歌の本来の特性や教育的価値を理解しておくことも重要である。近

表2達成感を感じさせる遊び歌の要素

達成感を感じる要素

テンポの変化による達成感

自己決定による達成感

集団で遊びを完成させる達成感

遊び歌

｢アルプス－万尺」「かわずのよまわり」「ちゃっぽ」「なかなかホイ」

(基本的に任意の曲でできる）

｢かなづちとんとん」「グーチョキパーでなにつくろう」「ぴよぴよち

やん」「おちやらか」「おちたおちた」「八百屋のお店」

｢お茶をのみにきてください」「なくなくそこぬけ」「さよならあんこ

ろもち」「らかんさん」
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資料4．「アルプス一万尺』の実践事例

5歳児，実践日時：20()8年7月3日,13:30～13:35,天候：晴れ

活動の様子 ｜保育者の言葉がけと幼児の発話

篭

職

7
．ぞ

噂

■

”

寵

篭

i巌診
聖

1鍵

灘
幾獺

塞冒!ヘ

蕊簿撫閲

保育者：「それでは、アルプス－万尺を、今

日はゆ～つくりから始めます」

幼児：「え－つ」

保育者：「せ－の」

(アルプス－万尺）

【歌詞：アルプス－万尺こやりの上で

アルペン踊りをさあ踊りましょう

フ ン フ フ フフフフフ

フンフフフフフフ

フンフフフフフフフ

フフフフフヘイ！】

保育者：「じゃあ今度は速くいきましょう」

幼児：「きゃ－」

「いえ－い」

保育者：「せ－の」

(アルプス－万尺）

幼児：「できた－」

｢先生できたよ !」

｢俺もできたよ」

保育者：「は－い。では次は、普通のアルプ

スいきます。みんなで揃えてね｡」

(アルプス－万尺）

幼児：「先生できたよ」

幼児の行動

活動の前から、何人か

が手遊びをしている。

最後の「ヘーい」で声

が大きくなる。

皆で合わせずに、とに

かく速く遊び歌をする。

何組かが速くするが、

最後の「ヘーい」で元

気にそろう。

年多くの保育実用書が出版されているが、幼児をひきつけるため、一緒に楽しむための保育

技術として遊び歌を捉えている傾向がある。空いた時間や、活動と活動を繋ぐために行うこ

とは、簡単にできるという遊び歌の特性のためであろうが、その遊び歌によって、様々な経

験や能力が幼児に蓄積されていることを保育者は理解しておかなくてはならない。しかし、

それを意識しすぎることによって、遊び歌の楽しさが失われてはいけないので、保育者自身

が楽しんで遊び歌の活動を行うことが最も重要である。

5．遊び歌の保育実践における課題

5歳児学級において遊び歌の保育実践をすることによって、今回の観察の範囲では、幼児

が達成感を得ていることが分かった。達成感を得る部分は、それぞれの曲における固有の要

素や、実践方法など様々である。また、その時の幼児の状態や保育者の力量、実践方法によ

つ1コ
冬ムジ
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って達成感を得られない場合も出てくる。

本論では、扱った遊び歌の曲数や実践回数も少なく、5歳児学級のみの実践であったので、

より多くの遊び歌における達成感の要素を見出すことや、5歳児だけでなく、3，4歳児学

級における達成感について検討することが課題である。また、遊び歌を通して幼児が得てい

るものに達成感を挙げたが、その他にも幼児の集中を高める遊び歌の教育的価値は多く存在

するだろうと考えられる。保育において、何気なく扱っている遊び歌の教育的価値をより明

らかにしていくべきである。
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