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幼児理解から出発する保育実践の意義と課題

一幼児理解・保育計画（デザイン)・実践・省察の循環モデルの提案一
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1-1.保育・幼児教育分野へのPDCAサイクルの普及と違和感

今日、学校教育分野はもとより、保育・幼児教育分野においても、PDCAサイクルの普及

が見られる。PDCAサイクルとは、事業活動における生産・品質の管理業務を円滑に進める

ための手法のひとつであり、(1)Plan(業務を計画する）、(2)Do(計画に沿って業務を実行す

る）、(3)Check(業務が計Im通りに実行されているか確認する）、(4)Action(業務が計画通り

に実行されていない部分を改善する）の4段階に基づく継続的マネージメントサイクルのこ

とである。例えば、学齢期以降の教育においては、知識・技能の習得という明確な到達目標

が存在することから、それを見据えて個々の教師は、(1)授業を計画し、(2)計画に沿って授業

を実践し、(3)授業が計画通りに実践されたか確認し、(4)授業を改善することで、児童・生徒

の学習状況や到達度を評価し、そのための授業の在り方を検討したり、個に応じた指導の改

善に役立てたりすることができる。近年、PDCAサイクルの考え方は、保育の質の向上や自

己評価・第三者評価などが取り沙汰される保育・幼児教育分野においても重視されるように

なり(e.g厚生労働省2008;2009)、既に個々 の保育現場では、計画・実践・確認・改善の4

段階に基づいた保育実践が広がりつつある。

しかしながら、保育・幼児教育分野へのPDCAサイクルの普及については、例えば､「幼

児を到達度（できる／できない）で評価する危険性がある」｢企業の品質管理モデルの保育現

場への導入は馴染まない」｢確認(Check)の枠組に照らして幼児を見るあまり、幼児の内面

に息づいている思いや要求を理解できなくなる」「臨機応変の取り組みや、幼児の変化への

即応性が弱まる」など、批判的意見も少なくない(e.g.茂木2009;鈴木2009)。特に、知識・

技能の習得という明確な到達目標を有する学齢期以降の教育とは異なり、保育の営みは、幼

児一人ひとりの育ちを援助するものであることから、出発点に保育の計画を位置付けて、計

画に沿って保育を実践し、確認・改善するよりも、先ずは保育者が眼前の幼児を理解するこ

と、そこから保育を計画（デザイン）し、実践・省察を通して、新たな幼児理解を構成する

(なかっぽ・ふみのり広島大学／こうそかく・たく上越教育大学／
ごとう・のりこ東京家政学院大学／うえだ・はるとも名古屋市立大学）
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ことの方が保育現実に即しているように思われる。保育の営みは、保育者の幼児理解によ

ってその有り様が大きく異なると言われるほど（河邊2001)、幼児理解は重要な基盤であり、

従って保育者は、日々の保育の中で〈その子〉とのかかわりを通して、自分の中のくその子〉

理解を常に更新(update)し続けているのである（岡田2005)。

1-2.幼児理解・保育計画（デザイン）・実践・省察の循環モデルの提案

以上のように、本研究では、「保育の計画よりも、保育者の幼児理解が重要な出発点であ

ること」｢保育者の幼児理解は常に暫定的であり、更新し続けるものであること」を重視する

立場から、PDCAサイクルとは異なる循環モデルを提示する。本研究の目的は、この循環モ

デルの理論枠組を用いて2つの事例を考察することで、幼児理解から出発する保育実践の意

義と課題について検討することである。本研究が提示する循環モデルとは、(1)幼児を理解す

る、(2)幼児理解に沿って保育を計画（デザイン）する、(3)保育の計画（デザイン）に沿って実

践する、(4)実践を省察するという4段階のことである。これら4つのステージは、PDCAサ

イクルと同様に、螺旋状に向上(spiralup)することで、継続的に幼児理解の再構成を促し、

それによって保育の質の向上や保育者の力量形成につなげようとするものである。この意味

において、(4)の省察が次の(1)の新たな幼児理解を促し、その幼児理解の再構成に沿って、次

の(2)の保育を計画（デザイン）するという行為に活かされることが大切である(Figurel)。

ところで、本研究が｢保育計画（デザイン)」と表記する理由を述べておきたい。周知の通

り、保育所や幼稚園では、幼児の生活や発達に応じた様々な保育が計画されている。例えば、

友だちとの関わりが芽生える時期に、仲間との適切な関わりがもてるような保育を計画する、

幼児の就園時間が長くなることを考慮して、静と動、室内と戸外、集団と個、緊張と発散な

ど、同じ環境の中でもマンネリ化することなく幼児が生活できるような保育を計画するなど

(森上2001)、保育の営みにおいて「計画」は重要な意味を有する。しかしながら、「計画」と

いう言葉には、「決められたことの実行」という印象も含まれており、ともすると「毎日の幼

児の遊びや生活を計画的にやらせる？」と奇異に感じられることも少なくない（戸田2004)。

従って本研究では、戸田(2004)の言う「保育をデザインする」という表現に依拠し、保育の

計画（デザイン）と並列表記することで、事前の指導計画や保育立案だけでなく、瞬間の幼

児の反応に即した保育者の臨機応変の取り組みや、幼児の変化への即応性についても重視す

る立場に基づくこととする。

以下では、上記の循環モデルの理論枠組を用いて、地域との連続性、食育に関する事例を

考察する。これらはいずれも「保育所保育指針解説書』(厚生労働省2008)や『幼稚園教育要

領解説』(文部科学省2008)で取りあげられる今日的課題の一つである。

尚、本研究における共同研究者間の役割と執筆分担を述べておきたい。既述した循環モデ

ルの理論枠組は、共同研究者間で検討し、第一著者がその内容を問題背景と研究目的ととも

に記した。第二章(地域との連続性を踏まえた保育実践から）は、第二著者が自身のフィー

ルドの保育者と連携して行った実践の考察である。同じく、第三章（食育に関する保育実践

から）は、第三著者が自身のフィールドの保育者と連携して行った実践の考察である。最後

に、これらの事例を共同研究者間で検討するとともに、第四著者が第四章（おわりに）を記
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Figurel幼児理解・計画・実践（デザイン)･省察の循環モデル（小田・中坪2009)

2．事例1：地域との連続性を踏まえた保育実践から

2-1.なぜ今、地域との連続性が求められるのか

近年、都市化、少子化などを背景に、家庭や地域の子育て力の低下が指摘されるとともに、

幼稚園や保育所に対しては、より質の高い養護と教育の機能が求められている。例えば、地

域の機関や団体と協力して、自然、人材、行事、施設などの資源を活用するとともに、それ

らを通して、幼児の豊かな生活体験を育み、保育内容の充実を図ることなどが示されており

(厚生労働省2008)、従って、それぞれの幼稚園や保育所では、幼児の生活や発達を踏まえ

ながら、家庭や地域と連携した保育の展開が目指されている。公民館で活動している音楽サ

ークルが園に来てコンサートを開いたり、地域の人々がものを持ち寄ってフリーマーケット

を開催したりするような、他の組織と園の行事を協働的に行う取り組みや（青木2002)、近

隣の竹林を散策し、竹の子を収穫したり、調理したりする活動（山根2004)、近所の山に登

ったり、動物園などの施設を訪問したりする活動（山田2006)など、児童館、公民館、NPO

(Non-ProfitOrganization)、子育てサークルなどと連携し、自然、人材、施設などの資源の

活用を通して、地域と園を結び付ける取り組みは、今日多様に展開されているのである。

以下では、こうした地域との連続性を踏まえた事例を対象に、既述した循環モデルの理論

枠組を用いることで、幼児理解から出発する保育実践の意義と課題について検討する。
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2-2地域との連続性を踏まえた保育実践の事例

1)実践I刺のプロフィール

以下の事例は、Y県S市内の私立K保育園の実践である。同園は、市内の住宅密集地に存

在するため、園庭が50平米ほどしかないものの、近隣には、「山居倉庫」と呼ばれる米倉庫

群(明治26年建築）や神社など、多数の歴史的・文化的建造物が存在する。尚、同園の基本

特性をTablelに示す。

2）研究の方法

以下の事例は、2006年5月～2007年1月、第二著者が自身のフィールドの保育者と連携し

て行った実践であり、事例の記述は、保育者によって書かれたものである。2009年3月、こ

の事例について、筆者（第二著者）は、保育者とともに、既述した循環モデルの理論枠組を

用いて再構成するとともに、幼児理解から出発する保育実践の意義について検討した。尚、

保育者の基本特性を'Ihblelに合わせて示す。

3）実践の概要

以下の事例は、4～5歳児混合クラス（計36名）を対象に1年を通して実施されたものであ

る。K保育園は、lll市街地にあるため園舎や園庭、遊戯室が狭い。5歳児の女児は、おとな

しい性格の幼児が多かったため、狭い空間でも遊びを楽しむことができたが、男児は、身体

を動かして発散することができず、そのいらだちからトラブルを頻繁に起こし、そのため4

月当初から人間関係がぎくしゃくしはじめてきた。そこで保育者は、身体を動かすために公

園に散歩にいく機会を多く持つことにしたが、ただ単に公原|に行って身体を動かすだけでは

なく、何かイメージを持って遊びが展開できるとよいのではないかと考えた。保育者は、男

児のリーダー的存在のA男と、遊びのイメージやアイディアが豊かなB男に、絵本「めっき

らもつきらどおんどん｣')(長谷川・ふりや1990）の物語のイメージを提供することで、男児

たちがイメージを持った遊びを展開することができるのではないかと考えた。この事例は、

幼児の自発的な意志を尊重しながら、園内での遊びと散歩に出かけた神社の境内での遊びを、

絵本の物語のイメージを用いてリンクさせる試みであり、園外（神社の境内）での遊びだけ

でなく、園内での遊びの質も高めていった事例である。以下、実践の展開過程について循環

モデルの理論枠組を用いて示す('Ihble2)。

2-3.幼児理解から出発する保育実践の意義

′Ihble2に示す事例は、A男とB男がダイナミックに身体を動かして遊びたいという欲求を

Tablel私立K保育園及び保育者の基本特性

園の設置・経営主体社会福祉法人

保育理念・目標

設立年次

定員

開所時間

子ども一人ひとりを大切にし、保護者からも信頼され、地域に愛される保育

園を目指す

1965年(無認可保育園として設立)1976年認可保育園

90名

7:00～19:00

保育者（クラス担任）女性、20歳代、経験年数5～10年

（当該年度は2回目の年長児クラス担任）
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Table2地域との連続性を踏まえた保育実践の循環モデル

【幼児理解】いつもごっこ遊びを楽しむ5歳児のA男とB男、最近ちょっとしたことでいざこざが起き

る。保育歴、保育時間の長い幼児が多くなっているため、5歳児にとっては、保育環境に慣れすぎてマ

ンネリ化したり、狭い園庭では身体全体を使ったダイナミックな遊びが展開できなかったりと、物足り

ないのではないか。5歳児でも身体をのびのびと動かし、ILl分なりにイメージを持って遊び込んでいけ

るように援助してあげたい。

【保育計画(デザイン)】いつも散歩に111かけている神社を使って、身体全体を使った遊びができないだ

ろうか。神社を使うのだから、何か遊び全体のイメージがあると、ごっこ遊びが深まっていくのではな

いか。散歩の時IM1をつかって、神社で絵本の読み聞かせをすると子ども達がその絵本のイメージをつか

ってA男とB男はごっこ遊びをするかも。場所が神社だから、｜可じような神社が舞台になっている絵本

を読み間かせしてみよう。

【実践】散歩の際に、神社で絵本の読み聞かせを行う。いつもと違った場所での読み聞かせを喜ぶA男と

B男。お話しが始まると、保育者の読み聞かせに耳を傾け、どんどんお話しの世界に引き込まれていく。

読み聞かせが終わった後、A男とB男に「この神社にも妖怪いるかも？!」と投げかけると、神社の周りを

駆け回りながら探索し、ストーリーと似ている場所を探しては互いに目を丸くして教え合っていた。

【省察】保育室と環境を変えたことで､A男もB男も新鮮な気持ちで絵本の読み聞かせを聞いていた。｢今

なんか音がしたよ！」と風の音や葉が揺れる音をリアルに感じ取ったり、絵本と同じ風景を探したりす

る姿などが現れ、互いにイメージを伝え合う様子から、すっかり絵本の世界に引き込まれていたことが

理解できた。「また、来てみようね！」とA男から提案があったことからも、妖怪たちとの出会いがある

かもしれないことへの期待を高める気持ちが伝わった。「めっきらもつきらどおんどん｣の物語への関心

が一気に高まっていったようなので、次は妖怪遊びを儲り1食げるような声掛け、道具の提示、一緒に身

体を動かしたりすることで、妖怪に親しみを持って、妖怪になりきって声を出したり動いたりして表現

する楽しさを味わえるようにしていきたい。

【新たな幼児理解】A男とB男が絵本の物語のイメージを受け入れて、イメージを共有しながら楽しむ

姿に驚いた。妖怪はちょっと怖いようだが、妖怪のことを互いに話し合っている様子から、日に日に親

しみを感じてきているようだ。絵本に出てくる妖怪への親しみをもっと持ってくれると、妖怪が絵本で

しているような動きを真似て、身体全体を使った表現をダイナミックに展開できるようになるかな。

抱いていることや、ごっこ遊びを通してイメージを共有するのが好きなことなど、保育者の

幼児理解から出発した実践であることが分かる。保育者は、散歩の際に訪れる神社という地

域資源が持つ広い空間、独特の雰囲気の中であれば、彼らは身体を動かして遊んだり、神社

の雰囲気と絵本のイメージを組み合わせることで、ごっこ遊びを楽しんだりすることができ

るのではないかと考えた。このように、保育の中で地域資源を活用する上で保育者は、近隣

の施設についての知識や情報を蓄積しておくことが必要なのであり、例えば、遠足などの行

事の際に、地域資源の活用を目的として保育を計画することで、そうした知識や情報の蓄積

につながることが考えられる。

しかしながら、行事やイベントとしてではなく、日常の保育の中に積極的に地域資源を取

り入れようとする場合、保育者は、近隣の施設についての知識や情報の蓄積だけでは不十分

であり、それらを保育の中でどのように活用するのか、幼児の活動とどのように結び付ける

のかを考盧しなければならない。上記の事例は、保育者がA男とB男の理解から出発したこ

とで、いつも散歩に出かけている神社を彼らのために、どのように適用することができるの

かという視点が保育者の中に生まれ、そこから具体的な実践の着想へとつながったように思

われる。このように、幼児理解を保育実践の出発点に位置づけることで保育者は、実際の幼

児の姿から保育の計画（デザイン）が可能となるのであり、従って、実践の段階においても、
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幼児がその地域資源とかかわって遊ぶ姿を具体的に想定することができる。こうした経験を

通して、保育者の中に、地域との連続性を踏まえた保育実践の重要性に関する意識が芽生え

ていくのではないだろうか。

2-4.幼児理解から出発する保育実践の課題

ところで、Table2に示す事例では、神社という施設のみの活用であったために保育者は、

日々の幼児の実態に合わせて、それを日常の保育の中に取り入れることができたけれども、

例えば、他の組織や団体と連携するような活動の場合、日程調整や活動内容に関する打合せ

など、事前の計画と準備を伴う必要性が生じることとなる。既述したように、本研究が提示

する循環モデルの意義は、保育者が幼児理解から出発することで、幼児の実態に即した地域

資源の活用に関する視点を保育者に提示する点にある。しかしながら、他の組織や団体と連

携するような活動では、事前の計画と準備に即して保育が展開されることが多く、従って幼

児理解から出発するよりも、むしろ計画から出発する保育実践になったり、それによって循

環モデルが有する意義や、保育者が自らの保育と地域資源を結び付けるための視点を生み出

す可能性を失ったりすることが予想される。

地域との連続性を踏まえた保育実践においては、幼児理解を出発点に位置付けることが難

しい場合も考えられるのであり、この点を課題として捉えることができる。

3．事例2：食育に関する保育実践から

3－1．なぜ今、食育に関する保育実践が求められるのか

近年、核家族化、共働き家庭の増加、中食利用の増大などを背景に、幼児の食生活に対す

る保護者の意識の低下が指摘されるとともに、幼稚園や保育所に対しては、家庭や地域と連

携しながら、食育に関する保育実践を推進することが求められている。例えば、畑作りを通

して自然とかかわるとともに、調理活動などの体験を通して、食の大切さや食文化を育む保

育実践(仙台市落合保育所）や、園庭で栽培したものを食べたり、給食で使用する食材を可

能な限り見たり、触ったりする機会を設けることで、食への興味・関心を育む保育実践(京

都市たかつかさ保育園）など、園の職員が一体となり、家庭や地域と連携した実践が多様に

展開されている（保育所における食育計画研究会編2008)。

ところで、こうした食育の重要性を背景に今日、保育所（園）の80.0%が食育の計画を作

成していることが明らかにされているけれども、他方で、作成された計画や実施された実践

の評価に取り組んでいる保育所は、全体の29.4％にとどまっていることが指摘されている（酒

井・堤・中坪・森・師岡2007)。つまり食育に関する保育実践の推進においては、計画と実

践を評価(反省・省察）することの重要性が求められているのである。

以上の点を踏まえて、以下では、食育に関する保育実践を対象に、既述した循環モデルの

理論枠組を用いることで、幼児理解から出発する保育実践の意義と課題について検討する。
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3－2.食育に関する保育実践の事例

l)実践|刺のプロフィール

以下の事例は、S県S市内の私立A保育園の実践である。同園は2003年、S県内の都市部

に開園した比較的新しい保育園である。園長が管理栄養士の資格を有していることもあり、

食育に関する保育実践に積極的に取り組んでいる点が特徴的である。殆どの家庭が共働きで

あるとともに、教育熱心な家庭も多いことから、食育に関して同園に向けられる期待も大き

い。例えば、保護者の多くは、同園の食事やおやつがすべて手作りであることを高く評価し

ている。他方で、同園は、食育に関する保育実践を推進するために、職員研修の充実を図る

ことを今後の課題としている。尚、同園の基本特性をTable3に示す。

2)研究の方法

以下の事例は、第三著者が自身のフィールドの保育者と連携して行った実践である。事例

の記録は、食育に関する活動の見直しや次年度の計画立案を目的として、同園の保育者が記

したものであり、保育者、栄養士、調理師が共同で作成したものである。筆者（第三著者）

は、同園の保育者から活動の流れや衛生管理面に関する説明を受けるとともに、本実践につ

いて本稿の循環モデルに即して相互に検討した。尚、保育者、栄養士、調理師の基本特性を

Table3に合わせて示す。

3)実践の概要

以下の事例は､2007年10月、同園の5歳児(年長児）を中心に､3～4歳児(年中児・年少児）

も参加して行われた「レストランごっこ」の実践である。日常の自由遊びの場面において、3

～4歳児(年中児・年少児）に対する5歳児(年長児）のかかわりの育ちを理解した保育者は、

異年齢の幼児が一緒になって遊ぶことの自発性を尊重しながら、それを食育の活動に結び付

けることで、年度当初の計画にはなかった創発的な保育実践が具現化された事例である。以

下、実践の展開過程について循環モデルの理論枠組を用いて示す('1nble4)。

Table3私立A保育園及び保育者の基本特性

園の設置・経営主体社会福祉法人

保育理念・目標

設立年次

定員

開所時間

･子どもの人権、主体性を尊重し、一人ひとりの心の成長を大切に保育を行う。

･人に対する愛情と自然を愛する心を育み、お互いを信頼して、生きる力を育

てる保育行う。

･健康・安全など生活に必要な基礎的な習慣を養い、生命保持及び情緒の安定

を図る°

･保育生活で、様々な体験を通し、豊かな感性を育て、創造力・思考力の芽生

えを培う。

･子どもの最善の幸福のため、保護者や地域と連携して保育を行う。

2003年

90名

7:30～19:30

保育者（クラス担任）女性、20歳代、経験年数0～5年

栄養士 女性、20歳代、経験年数0～5年

調理師 女性、2()歳代、経験年数0～54
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Table4食育に関連した保育実践の循環モデル

【幼児理解】同園では、毎週水|曜日に3～5歳児を3グループに分けた異年齢保育を行い、午前中の一斉

活動、昼食、おやつの時間を異年齢の幼児と過ごす時間として設けている。こうした保育の成果とし

て、自由遊び場面において、3～4歳児が用いた遊具の片付けを5歳児が手伝ったり、3歳児のいざこざ

を5歳児が仲裁したりするなどの行為が見られるようになったことから、保育者は、日常の幼児同士

の自発的な縦の関係(異年齢関係）の育ちとして捉え、栄養士に伝えるとともに、幼児理解を相互に共
有した。

【保育計画(デザイン)】「自由遊びの時間において幼児たちが行うレストランごっこを、本物の食材を使

っての活動に発展させたい｣「レストランごっこの中で個々の幼児が自分の役割を持ってもてなす喜び
を、本物の食材を使ってより味わえるようにしたい」 そう考えた保育者は、保育のねらいを「異

年齢児と触れ合いながら、食事する楽しさを味わう」｢配膳するときのマナーを知り、役割分担の大切

さを知る」｢秋の自然物などを装飾して、季節を感じながら食事を楽しむ」とするとともに、栄養士、調
理師と協力しながら保育を計画した。

【実践】3～5歳児は、食券を作って色塗りをしたり、保育者に完成した食券を届けたりすることを通

して、レストランごっこに対する期待感を持ち、準備の段階からもてなすことを経験した。また、5歳

児は、自分の役割に責任を持って取り組むことができるように、男児はコック帽、女児はカチューシ

ャをつけるようにした。当Hは、保育者が幼児を援助しながら活動を展開するとともに、栄養士と調

理師は、保育者の援助の補助として連携しながら、環境設定や実践を行った。

【省察】(記録より）

．ちょうど子育て支援センターに外部の方が来園する時間と重なり、移動に時間がかかってしまった

ため、今後日程を決める際には、子育て支援センターの行事と重ならないように注意したい。

・食券を折りたたんで家に持ち帰るようにしたが、その手順がわからない幼児が見られた。今後、食

券の折りたたみ方を幼児に丁寧に説明し、自分で折りたたんでおうちの方に見せる喜びを感じさせた
い。

、コック帽やカチューシャをつけることで、3～4歳児をもてなす意欲や喜びにつながった。

・5歳児は、配膳に少々時間のかかる幼児がいたが、保育者が援助をしながら急がせないよう配慮す

ることで、自分の役割を果たせることができた。保育者と栄養士が準備をきちんとすることが幼児の
より一層の達成感につながるのではないだろうか。

【新たな幼児理解】5歳児は、異年齢グループの3～4歳児に対する配慮がより一層見られるようにな

った。また、以前は、「自分がお世話をしたい」という気持ちが強く、片付けなどを手伝うといった行

動としてあらわれていたが､3～4歳児が言葉にして言えないことを代弁するなどの配盧が見られ、他
者に対する思いやりの行動が多様に見られるようになった。

3－3.幼児理解から出発する保育実践の意義

Thble4に示す事例は、異年齢の幼児同士の関係、とりわけ3～4歳児(年中児･年少児）に

対する5歳児(年長児）のかかわりの育ちを保育者が理解したことから出発し、それを食育

に関する保育の計画（デザイン）と実践につなげていることが分かる。また、本物の食材を

使用した「レストランごっこ」を実現するためには、栄養面や衛生面に関する知識と配慮が

必要であることから、保育者は栄養士や調理師と連携するとともに、彼女たちに対して、自

らが作成した保育案の検討を依頼している。

保育現場において食育の実践を推進するためには、保育の専門家である保育者が、食や栄

養の専門家である栄養士・調理師と連携することが重要な課題の一つである。両者は、同じ

職場の職員でありながら、異なる知識・技術を有していることから、これらを相互に活かし

合い、目的を共有することで、豊かな活動の計画と実践を行うことができる。上記の事例は、

異年齢保育の実践の積み重ねを通して、3～4歳児に対する5歳児のかかわりの変化を、保
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育者だけではなく栄養士、調理師がともに共有していたことから、それが保育のねらいや計

画の共有へと広げることができた。そのような過程で、当日のレストランごっこの実践が行

われたのである。

ところで、'Inble4の省察は、同園の記録を引用したものであるが、その内容は省察に相

応しい記述とは必ずしも言い難いかもしれない。その理由として、保育者、栄養士、調理師

の経験年数がいずれも5年未満であることが考えられるけれども、他方で、専門性の異なる

三者が相互に実践を振り返るためには、′Ihble4に記されたような、技術的側面についての

反省の方が共有されやすいように思われる。異なる知識・技術を相互に活かし合いながら、

豊かな食育の実践を行うためには、こうした技術的側面についての反省を経て、その後、相

互に省察を深め合うような、段階的な発展の過程が必要なのではないだろうか。

3-4.幼児理解から出発する保育実践の課題

ところで、保育の指導計画を長期と短期に分けるとき、食育に関する保育実践を幼児理解

から出発するためには、短期の指導計画の方がより実現可能であるように思われる。なぜな

ら、長期の指導計画(例えば、年間計画など）の場合、保育者は、計画の作成を前年度、も

しくは当該年度の初めに行うことから、幼児理解が必ずしも十分ではない段階での作成を余

儀なくされることとなる。それにもかかわらず、食育に関する保育実践は、以下に掲げる理

由から、長期の指導計画のもとで実践しなければならない状況が生じるのであり、この点を

幼児理解から出発する保育実践の課題として捉えることができる。

第一に、食育に関する保育実践の中には、行事と関連した活動が数多く見られる。例えば、

お月見のだんご作り、七夕の流しそうめん、ひなまつりの雛あられや菱餅などであり、これ

らの食文化には、五穀豊穣、無病息災、厄除けなどの重要な意味が含まれることから、それ

を幼児が体験する場合、時期を逃すことで意味が半減することになる。従って、指導計画を

立てる際には、必然的に年度当初から日程や活動内容を定めておかなければならず、そうし

ないことには、食物が一番美味しい時期や暦の意味合いを欠いた実践になってしまう。

第二に、食育に関する保育実践を行うためには、例えば、家庭で幼児用エプロンを準備し

てもらうなど、家庭の協力が必要であることから、それが原因で長期の指導計画（早期から

の計画の立案）を余儀なくされることが考えられる。特に、保育所(園）の場合、周知の通り、

保育に欠ける子どもが入所していることから、事前に幼児用エプロンの準備を連絡したとし

ても、十分な対応ができない家庭も少なくない。このような状況を回避するために保育者は、

行事内容や準備物については、年度当初にまとめて知らせるなど、いち早く家庭に連絡する

必要性が生じるのであり、従って、食育に関する保育実践は、幼児理解から出発するよりも、

むしろ事前に活動内容が決定した上で出発することが考えられる。

第三に、保育者が食育に関する保育実践を行うためには、単に幼稚園や保育所（園）にお

ける幼児理解だけでなく、家庭における幼児の食行動や嗜好、保護者の食に対する意識など、

食に関する幅の広い知識と理解が求められることも考えられる。乳幼児期における食育の実

践が目指すところは、単に保育現場における食を通した活動だけでなく、生涯にわたって育

成される「食を営む力」の基礎を培うものであることから（保育所における食育計画研究会
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編2008)、日々の保育実践がこの意味を成すためには、保育者のl幅の広い知識と理解が必要

となる。この点もまた、幼児理解から出発する保育実践を難しくする要因の一つとして捉え

られるのかもしれない。

4．おわりに

本研究は、保育・幼児教育分野におけるPDCAサイクルの普及に対して違和感を有する筆

者らが、それとは異なる循環モデルを提示することで、保育実践の意味の再考を試みたもの

であり、その過程を通して、幼児理解・保育計画（デザイン）・実践・省察の循環モデルの

意義と課題について検討したものである。

既述した事例l「地域との連続性を踏まえた保育実践」では、A男とB男に対する保育者

の幼児理解を契機に、神社という地域資源を巧みに利用した保育の過程について検討した。

事例2「食育に関する保育実践」では、レストランごっこを通して、保育者、栄養士、調理

師など、それぞれの立場の職員が幼児理解を共有しながら、保育を計画（デザイン）し、実

践する過程について検討した。これらはいずれも、保育者が一定の手応えを感じることがで

きた事例であり、それを本研究の循環モデルに基づいて検討することで、その構造や展開過

程が浮かび上がってきたものである。しかしながら、これらの事例からは、今日的課題（｢地

域との連続性｣｢食育｣）に取り組むためには、早期からの準備や計画が必要であること、そ

の際、幼児理解から出発する保育実践が難しくなる可能性があることなど、幾つかの課題も

示された。以上を踏まえながら、本研究の成果をまとめておこう。

第一に、PDCAサイクルが保育・幼児教育分野に普及することへの警鐘である。既述した

ように、PDCAサイクルは、管理業務を円滑に進めるための手法であるにもかかわらず、そ

の合理性・効率性の観点から広く注目されている。しかしながら、ここには幼児に対する「で

きた／できない」という評価に陥ることなど、保育には馴染まないとの意見が存在すること

は、冒頭で述べた通りである。本研究の事例にも示されるように、保育実践は幼児理解から

出発することで、より豊かな展開が可能になる。こうした主張は、決して目新しいものでは

ないけれども、PDCAサイクルが着目される現状においては、ともすると、その重要性が軽

視されつつあるのではないだろうか。この点に対して、筆者らは改めて警鐘を鳴らすもので
ある。

しかしながら、単にPDCAサイクルに対して拒否反応を起こすだけでは問題であろう。従

って、第二に、PDCAサイクルから学ぶ点として、保育実践を構造化して捉える枠組の提示

を挙げることができる。事例2が示すように、幼児理解から出発し、保育計画（デザイン)、

実践、省察へとつなげる循環モデルの枠組で保育を捉えることで、その場の保育者だけでは

なく、そこに関わる様々 な職員との協働が可能になる。このことは、園の職員はもちろん、

保護者や地域住民までも含んで協働する可能性を秘めているであろう。つまり、保育者が幼

児理解を可視化し、そこに保育計画（デザイン）の根拠を提示することで、保育に関わる第

三者との協働がスムーズになることが考えられる。

第三に、地域との連続性や食育など、今日的課題に対する取り組みの中で現れた示唆であ
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る。2つの事例はいずれも、今日的課題を保育へ導入しようとする中で、早期から準備．計

画することの必要性が示されていた。しかしながら、これらは同時に、幼児理解から出発す

ることの意義を薄れさせてしまいかねないという、相反する問題を抱えていた。保育．幼児

教育をめぐる社会的状況は多様に且つ急激に変化し、その中で保育関係者は翻弄されてしま

う。このとき、新しい保育実践として、ある題材やテーマが取り上げられ、ムーブメントに

なっていく。そこに保育者は飲み込まれ、そのテーマを保育に取り組もうとするあまり、そ

れを実践することそれ自体に終始してしまうことになりはしないだろうか。もちろん、常に

自らの保育を振り返り、社会的変化に対応した保育を行っていかなければならない。だが、

そのためには、単に時流に乗るのではなく、あくまでも幼児理解が根底にあって初めて有効

に機能するものである。

確かに、｢地域との連続性｣｢食育」の実践においては、幼児理解に基づく保育計画（デザイ

ン）だけでは困難であり、そこには綿密な事前の計画・立案が必要となる。しかしながら、

他方で、これらの準備は決して主題ではないこと、保育の中心はあくまで幼児であることを

自覚することも重要だろう。本研究で示された課題は、｢地域との連続性｣｢食育」の実践にお

いても、幼児理解の重要性を改めて認識するものであり、この点において、本研究で示した

理論枠組は、どのような保育実践であれ、幼児理解を出発点とする保育の在り方を捉えるう

えで有益なのではないだろうか。

以上のように、本研究では、幼児理解から出発し、保育計画（デザイン）・実践．省察と

いう循環サイクルの提示とその枠組に基づく実践分析を行った。これは単純にPDCAサイク

ルを保育の俎上に載せることを意図したものではなく、むしろ、保育という営みは、PDCA

サイクルには適合しない特徴を有しているという前提に立っている。その意味において、本

研究の検討は、保育に対する幼児理解の重要性を強調することを企図しつつも、循環サイク

ルが持つ実践への意義について明らかにした。尚、この理論枠組を用いた実践の構築の仕方

やそのプロセスにおける詳細な検討が今後の課題として挙げられる。

注
、 絵本｢めっきらもつきらどおんどん」は、友達のいない主人公が神社でひとり遊んでいると、突然

大きな木に穴が開いて、そこから愉快な妖怪たちが現れ、妖怪たちの世界に主人公を遊びに連れて

行くという物語である。
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