
幼小接続期 4歳児

キーワード

【人間味溢れる豊かな感覚】

身近なものや人とかかわる中

で，面白さや不思議さなどを

豊かに感じるとともに，自分

とは異なる感じ方があること

に気付く。

心動かす

【自ら学ぼうとする姿勢】

遊びや生活の中で，自分のし

たいことやできることを見つ

けて取り組もうとする。

意欲

【粘り強く取り組む力】

自分なりの目的に向かって，

じっくりとやってみる。

繰り返しやってみる

満足感（時に達成感）

【コラボレーションする力】

友達と思いを出し合いなが

ら，力を合わせて遊びを進め

るようになる。

思いを出し合う

一緒に学ぶ楽しさ

【複眼的に思考する力】

様々なやり方や考え方に触れ

る。

様々な考えに触れる

【知識と知識を関連づけなが

ら深く追究する力】

今まで経験したことを生かし

て，遊びや生活に取り入れて

やってみようとする。

多様な体験をする

経験を生かす

【論理的に問題を解決する力】

4～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

【砂場遊び】

・スコップで穴を掘り，大きな池を作ったり，大きな砂

　山を作ったりする。①④

・水道やポンプから樋をつないで，どうやって水を流そ

　うか考えたり試したりする。②③④⑤

・掘ってできた水たまりにジャンプして飛び込んだりす

　る。①③④

【水や泥の感触を楽しむ遊び】

・水が流れている砂場で，日が当たるところと陰のとこ

　ろで水の温度が違うことに気付き，考えたことを話

　す。①⑤⑥

・泥をごっこ遊びに使ったり泥団子を作ったりして感触

　を楽しむ。①

・プール遊びや水遊びで水の中に思いきり入ったり，水

　鉄砲で遊んだりして全身で水の感触や冷たさを楽し

　む。①②

【泥団子づくり・伝説の石探し】

・年少児にしたことのある泥団子を思い出し，泥がある

　ところで泥団子を作る。①⑥

・年長児にさら粉の作り方を教えてもらい，自分たちで

　もさら粉を作ろうとする。①⑥

・スコップを使って，大きな石や面白い色の石を掘り出

　すことを繰り返し楽しむ。①②③

【泥団子づくり】

・泥団子づくりが上手な友達に作り方を尋ねたり，教え

　合ったりしながら泥団子を作る。②④⑥

・年少児に泥団子を作る時に松の葉が入らないようにす

　ることを教えたり，さら粉を貸したりする。④⑥

【さくらんぼ採り】

・園庭のさくらんぼに気付き，椅子を持ってきたり虫網

　を使って木の枝を揺らしたり，隣接する遊具から虫網

　を伸ばしたりして採る。①③

【製作遊び】

・型抜きスタンプで折り紙を型抜いて，ペットボトルに

　入れて楽しむ。①②

・箱や芯を使って鉄砲や車やロボットなどを作って楽し

　む。②⑤⑥

・ペットボトルやストローを使って音の出る楽器を作っ

　たり，ペンと紙で絵をかいたりして楽しむ。②⑥

・教師や友達と一緒に本を見ながら折り紙を折る。②③

【製作遊び】

・折り紙で携帯電話を作り，ごっこ遊びに用いて楽し

　む。②④⑥

・ペットボトルのふたをくっつけ，坂道を転がして遊

　ぶ。①③

・タフロープを三つ編みにする方法を知り，おしりに着

　けてしっぽにして遊ぶ。②③⑤

【ごっこ遊び・忍者ごっこ】

・友達とやりとりすることを楽しみながら，役になり

　きって遊ぶ。①②

・友達とのやりとりの中で，小さなクッションを手裏剣

　に見立ててイメージを共有し，忍者修行を楽しむ。

　①④

【ごっこ遊び】

・友達とやりとりをする中でイメージを共有し，泥でご

　飯を作ったり，積み木やおもちゃを用いておうちを

　作ったりする。①④⑥

【バナナ鬼ごっこ・リレー遊び・警察ごっこ】

・年少児の時にしていた鬼ごっこやリレー遊びや，教師

　や友達と一緒にする。④

・輪っかのバトンを使ってリレー遊びをし，かけっこを

　楽しむ。②③④⑥

・捕まえられないことが嫌で，鬼をやりたがらなかった

　り，負けたくない気持ちから，鬼ごっこやリレーで足

　の速い友達と同じチームになることにこだわったりす

　る。④⑤

【バナナ鬼ごっこ・増え鬼・リレー遊び】

・子どもたちで何の鬼ごっこをするか決めて一緒に遊

　ぶ。④⑥

・子どもたちで話し合って鬼チームと逃げるチームに分

　かれる。④⑤

・鬼ごっこで負けたくない気持ちから，話し合わずに

　ルールを変えたりやめたりする。④⑤

【８年生との交流】

・運動会のリレーを見る。①

【８年生との交流】

・8年生のペアさんからビデオメッセージをもらう。①

・中学校へ行き，８年生のペアさんと会って話したり，

　メッセージカードをもらったりする。①

時期

関連する

活動

【色水・せっけん泡遊び】

・年少児の時を思い出しながら園庭にある自然物を使っ

　て色水を作る。①②⑥

・自然物によって色が違うことに気付く。①③⑥

・色水と石けん泡を混ぜると色が変化することに気付

　く。①③⑥

・密度の高い泡を作ろうと自分なりに考えて作る。③⑥

・ペットボトルに石けん水を入れて泡立てるなど，多様

　な泡の作り方を試す。②⑤

・友達にせっけんの削り方や泡の立て方を，自分の経験

　を思い出しながら教える。④⑥

【色水・石けん泡遊び・スライム作り】

・色水や色のついた泡をジュースなどに見立てて遊ぶ。

　②④

・お花紙を用いて色水が作れることを知り，お花紙と水

　とのりを使ってスライムを自分たちで考えて作る。①

　②③⑤

【虫探し・虫の飼育・お墓づくり】

・セミの声を聞いて，虫網を持ってセミ探しやセミ取り

　を繰り返し楽しむ。①②③⑥

・捕まえたセミやバッタの種類を図鑑を見て話し合いな

　がら調べる。①②④

・カブトムシの成長過程を見たことで愛着をもち，水飲

　み場などを廃材で作ってあげる。②④⑤

・死んでしまったカブトムシとヤゴのために，踏まれな

　いところを考え，埋める。①⑤⑥

【長縄跳び・雲梯・登り棒】

・年少児の時の経験を思い出しながら長縄跳びを，教師

　に回してもらいながら何度も跳ぶことを楽しむ。①③

　④⑥

・友達や年長児の影響を受けて，雲梯や登り棒に挑戦す

　る。②

【雲梯・登り棒・木登り】

・友達や年長児の雲梯や登り棒の技を見て，教師や友達

　に見守られながら何度も挑戦する。②③④

・前よりも少しできるようになると，次の目標を決め，

　再度挑戦する。②③

・友達にコツを教えてもらい，教師や友だちに見守られ

　ながら木登りに挑戦する。②④

【松ぼっくりの実験】

・大きな松ぼっくりを水につけるとかさが閉じ，乾かす

　と開くということを知る。①

【虫探し・カブトムシとのふれあい】

・アリやダンゴムシやテントウムシやミミズなどを捕ま

　えることを楽しむ。①②

・虫取り網を使ってバッタを捕まえることを繰り返し楽

　しむ。①②③⑥

・カブトムシの幼虫を触ったり，さなぎになったときの

　色の変化に気付いたりする。①②

・羽化したカブトムシに触ることを楽しむ。①②

身近なものへの関心を広げ，心を動かしながら自らかかわろうとし，目的に向かって考えたり，友達とかかわったりしながら繰り返しやってみようとする子ども

③

〇自分のやりたいと思ったことを見つけて，繰り返しやってみようとする。

⇒子どもたちのやりたいと思ったことがとことんできるように，道具を十分に用意したり，じっくり取り組めるような時間を確保したりする。

⇒子どもたちの”できた！”や”楽しい！”という思いに教師も共感しながら，満足感（達成感）が感じられるようなかかわりをする。

⇒子ども達なりの頑張りをクラス全体で共有し，友達から認められる経験ができるような場の設定をする。

④

〇自分の思いを伝えたり，相手の思いを聞いたりしながら，自分なりの目的に向かってやってみようとする。

⇒教師が仲介に入ったり見守ったりしながら，子ども同士が自分の思いをしっかりと出せるようにかかわる。また，それぞれの思いが共有し合えるように場合によっては，

代弁をしたり，仲介したりしながら思いを伝い合えるようにする。

〇気の合う友達を誘って一緒に遊ぶことを楽しむ。

⇒子どもたちの遊びの様子を見守りながらも友達と一緒に楽しんでいる時には，その楽しさに共感したり，子どもたち同士のかかわりが広がるようなきっかけづくりをした

りする。

⑤

〇クラス全体の場で友達の思いを聞いたり，自分の思いを伝えたりする。

⇒クラスで子どもたちの思いを出せる場を積極的に取り入れたり，それぞれの思いをクラス全体で受け入れられたという経験ができるようにしたりする。また，その中で人

によって様々な思いがあることに気付けるようにかかわる。

〇友達と一緒に遊ぶ中で，自分と相手の思いや考え方の違いに気付く。

⇒相手の思いに気付いてない子どもには，教師が思いを引き出せるようにかかわり，自分とは違う考え方や思いがあることに気付けるようにする。

⑥

〇やりたい遊びを進めていく中で，今までの自分の生活経験で得た知識を思い出したり考えたりして，取り入れながら遊ぼうとする。

⇒生活経験で得た知識を思い出せるようにヒントを出したり一緒に考えたりしながら，今まで得た知識が生かされるようなかかわりをする。

⇒普段の生活の中で何気なく起こっている出来事を言葉にして伝えたり，クラスで取り上げて共有したりしながら，一つ一つの事象を大切にして，様々な経験を積み上げて

いけるようにする。

⑦

4歳児のめざす子どもの姿

「光輝（かがやき）」プログラム

4歳児で育成したい資質・能力 (〇子どもの姿　⇒教師の援助)

①

〇周りの環境に，心動かして自分からかかわる。

⇒大人の価値判断（大人から無意味に思えたり危険や汚いことにみえたりするようなこと）で禁止や制約をせず，感じている不思議さや面白さに共感する。

〇自分の感じたことや考えたことを様々な方法で教師や友達に表現し，それらを受け止めてもらえたことの喜びを感じる。

⇒子どもたちが感じたり考えたりしたことをみんなの前で表現する機会を保障し，保育者が受け止めるモデルを示すことで，周りの友達も受け止めることができるようにす

る。また，受け止めてもらえたという経験を積み上げていくことで思いを表現することの楽しさが感じられるようにする。

②

〇自分のやりたいと思った遊びを見つけてやってみる中で，充実感や満足感を味わう。

⇒子どもたちの願いを理解することにより，やりたいと思ったことが十分にできるための時間や空間, 自由を保障し，適切な援助を行う。また，やってみる中で充実感や満

足感を大切にしながら，その経験が更なる意欲につながるようにする。

⇒子どもたちの遊びをクラスで紹介する場を設け，友達の影響を受けながら新たな遊びに興味が持てるようなかかわりをする。



育成された資質・能力 ①②③⑤⑥

子どもの様子（下線は教師の環境援助）

４歳児

子どもの様子（下線は教師の環境援助）

〇興味をもってやってみたいと思えるように，遊びを通して子どもと子どもをつなぐ教師の援助

　同じ石けん泡遊びでも多様な作り方があることを知ったり，友達のアイデアを聞いてそれを認めたりするきっかけとなるように，紹介

する場を設けた。そうすることで，普段は石けん泡遊びに興味のない子どもたちも実際の泡の様子やその作り方に触れることができ，

「面白そう」と興味が広がり，実際に「やってみたい」という言葉が子どもたちから自然と出てきた。さらには「すごい」と作った友達

のよさを認める姿も見られた。翌日の事例２における，前日と同じ遊び方に色の変化を加えながら遊びを発展させていくＡ児の姿は，Ａ

児が事例１の紹介活動で友達に認められて満足感を感じたことにより見られた姿なのではないかと思われる。また，事例２においてＡ児

はＤ児の言葉を聞いて，Ｄ児の頑張りやよさを認めるような言葉をかけている姿も見られた。これらのことから，この時期の子どもたち

は，教師から認められることはもちろん，同学年の友達から認められて達成感や満足感を感じることが，他者のことも認められるように

なっていく姿につながると分かった。そのために，遊びを通して子どもと子どもをつなぐ場を教師が寄り添いながら作っていくことが大

切であると考える。

　子どもたちは，４月より花をすりこぎやすり鉢ですりつぶして，色水遊びを楽しんでいた。年少の時に，当時の年長児が石けん泡遊び

を行っていて教えてもらいながら一緒に遊んでいた経験からか，「あわあわもしたい」という声があがったため，４月下旬から色水コー

ナーに石けんを用意した。これまでの遊びの経験から，おろし器で石けんを削って上手に泡をつくることができる子どもがいる一方，な

かなか思ったようにできない子どももおり，途中ですぐに諦めて別の遊びに移る姿があった。

　いつものようにＡ児とＢ児は色水石けん遊びコーナーで遊んでおり，片付けの時間になったので教師が声をかけに行くと「先生！見

て！」とＡ児がペットボトルを差し出す。教師が「わあ，どんなのができたのかな？」と言いながら見るといつもよりも密度の高い泡が

できており，「すごい！泡がレベルアップしているね！どうやって作ったの？」と尋ねると，Ａ児は「こうやってやった！」と言い，

ペットボトルを上下に振って見せた。「ペットボトルに入れて振って作ったんだ。いろんな方法があって面白いね！いつもの泡も素敵だ

けど，今日の泡はクリームみたいになっているね」と言うと，Ａ児は嬉しそうに笑って「ふわふわのクリームみたいでしょ」とさらに

ペットボトルを振っていた。教師は他の子どもたちにもいつもと異なる作り方の面白さを感じたり，泡の密度の違いに気付いたりする

きっかけになればと思い，自由な遊びの時間の後に紹介する場を設けた。どのようにして作ったのかを尋ねながらＡ児自身で紹介できる

ようにし，Ａ児自身でクラスの友達にも見せて回ると，「すごいね」「全部が泡になっとる」「振ったらこんな風になるの？」という声

が子どもたちから出て，「やってみたい！」「クリームみたいな泡つくりたい！」と興味や意欲をもつ姿が見られた。

教師の環境援助

「光輝（かがやき）」実践記録 幼小接続期

事例 石けん泡遊び「いろんな色の泡があってきれいだね」

事例 石けん泡遊び「いろんな方法があって面白い」

時期 ５月中旬 育成された資質・能力 ①②⑤

時期 ５月中旬



　次の日，前日の紹介タイムの影響か，Ａ児とＢ児とＤ児が色水石けんコーナーへ行き，石けんを使って泡を作っている。教師が様子を

見に行くと，以前からやっている色水遊びの要領で花をすりつぶし，色を出してから泡立てている様子が見られたので，「わあ，泡に色

がついて素敵だね！どうやったの？」と声をかけると，Ａ児が「お花で色水作ってから，石けんも入れてるんだよ」と教えてくれる。

「なるほど。石けんと混ぜる水に，色水を使ったら色がつくのか！よく考えたね！」と言うと，「だってもも組さんの時にやったことあ

るもん！」と自信満々に言う。教師は「もも組さんの時のことを思い出してやってるんだね，すごいね」と経験を用いて遊んでいる姿を

認めて「また後で見に来るね！できたのを見せてね，楽しみにしてるよ」と声をかけいったんその場を離れた。

　しばらくして見に行くと，Ａ児とＢ児が前日のＡ児のようにペットボトルに入れた泡を振っている。教師が「お！また振り振りしてク

リームみたいな泡ができてるね！でも今日は色がついてる！綺麗だね！ＡちゃんはピンクのクリームでＢちゃんは黄色のクリームだ

ね！」と声をかけると，Ａ児とＢ児が「Ａのはいちごのクリームだよ」「Ｂのはレモン！」と笑顔で教えてくれる。もう一人のＤ児はそ

の間もボウルの中の泡を混ぜており，教師が「Ｄちゃんはどんな泡ができたかな？」と尋ねると，「Ｄは振り振りせずに泡作っているん

だよ！青色の！」と教えてくれた。Ａ児やＢ児ほどではないが，密度の高い泡になってきており，「混ぜてもふわふわの泡ができるんだ

ね！」と声をかけると，「Ｄね，頑張っていっぱい混ぜたらこうなったんだよ」とＤ児が言い，それを聞いたＡ児が「Ｄちゃんすごい

ね！青色だからクリームソーダみたいだね」と声をかけ，Ｄ児もその言葉を聞いて嬉しそうに「触っていいよ」と言い，「色んな色の泡

があってきれいだね」「おいしそう」と言いながらみんなで泡の感触を楽しんでいた。



教師の環境援助

〇子どもが自分のよさに気付いたり自分自身を認めたりするきっかけとなるように，子どもの自分なりの工夫をしっかりと認める教

　師の援助

　会話の中で，Ａ児から年少時の遊びの経験を思い出すような言葉が自信満々な様子と共に聞かれ，過去に経験としてやってきたことや

できたことがＡ児の中で自信となって積み重なっていることが見て取れた。教師は，自分の経験を生かして遊ぶことのよさをＡ児が自覚

できるように，その姿をしっかりと受け止め認める声かけをした。このようなかかわりを積み重ねることで，より自信がつき，他の遊び

の場面でもこれまでの遊びの経験を用いてやってみようとする態度につながっていくのではないだろうか。

　また，Ｄ児は，Ａ児とB児と異なる方法で比較的密度の高い泡を作っており，Ａ児やＡ児との泡の作り方に着目しているようなことを

言っていた。教師は色々な方法があっていいということに気付くきっかけとなるように，Ｄ児と同じように混ぜ方の違いを意識した言葉

でＤ児の言葉を受け止め， Ｄ児の作り方や作った泡を認めるかかわりをした。それを受けてＤ児は自分の頑張りを自分で認めるような言

葉や，その頑張りが泡の密度に関係していることに気付いているような言葉を言っている。このことから，その子どもの自分なりの工夫

のポイントを教師が的確に見取り，認めるかかわりを積み重ねることで，子どもが自分なりの工夫に自信をもったり，自分のよさに気付

いて自分自身を認められることにつながるのではないかと考える。
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子どもの様子（下線は教師の環境援助）

教師の環境援助

　Ａ児とＢ児が色水石けんコーナーへ行き，花をつぶしたり石けんを削って混ぜ，泡をつくり遊んでいる。教師も一緒になって泡を触り

ながら「ふわふわ，気持ちいいね！」と共感していると，その様子を見ていたＣ児が近づいてきて「ぼくもやりたい！」と言って作り始

めるが石けんに対して水の量が多すぎてなかなか泡が立たずすぐに「できん～，先生やって！」と言う。どうやったら泡が立つか考えて

みるきっかけになればと思い，あえて教師が受け取ったボウルでしばらく混ぜ，「うーん，混ぜても混ぜてもなかなかあわあわにならな

いねぇ。どうしたらあわあわになるかな？」と周りにも聞こえる声で言うと，Ｂ児がＣ児のボウルの中を見て「それ水多すぎるんじゃな

い？水ばっかりだったらできんよ」と教えてくれる。「そうなんだ！教えてくれてありがとう。水が多すぎたら泡ができないんだね」と

繰り返すと，Ｃ児が「じゃあ水を少し減らせばいいんじゃない？」と言って水を減らすためにコップで水をすくって水道へ持って行く。

ほんの少しだけ水を減らしてきたＣ児はＢ児に「このくらい？」と自分で聞き，「このくらい？」「もうちょっと」を数回繰り返した

後，やっと「いいよ」と言われ一生懸命にボウルを混ぜると泡立ちはするが，クリームのような泡にはなかなかならない。教師が「お，

Ｃ君がお水の量を工夫したから泡になってきたね！」と声をかけるとＣ児が大きな声で「でもクリームみたいな泡じゃないもん。Ｃはク

リームみたいな泡が作りたいの！」と言う。その様子を見ていたＡ児は「Ａみたいにするんだったら石けんももっと入れなきゃ」と言

い，それを聞いたＣ児は石けんをおろし器で削るが，おろし器が安定せず力を入れにくくてうまくできない。教師が「石けん削るの難し

いよね。どうしたらいいかな？」とＣ児の気持ちに共感しながら尋ねると，Ａ児が「Ａが教えてあげる！」と言い，実際にやって見せな

がら「ここを押さえてこうやるんよ！」と教えてくれる。Ｃ児はそれを見ながらやってみようとするが，やっぱりおろし器が安定しない

様子のため，教師がＡ児の様子を見て「なるほどね。ボウルにかかるように手で押さえたらいいんだね。じゃあ，ちょっとボウルが大き

すぎるかもしれないから小さいのに入れ替えてやってみるのはどう？」と少し小さいボウルを渡しながら提案してみると，Ｃ児は「それ

いいね！」と言って，小さなボウルに入れ替えてＡ児に教わった方法で石けんを削っていく。しばらくすると徐々に泡立ってきて，Ｃ児

が「先生見て！クリームみたいなあわあわになってきた！」と嬉しそうに教えてくれる。教師も一緒に触りながら「本当だ，ふわふわだ

ね！Ｃ君がお水の量を工夫して一生懸命混ぜたからだね！やったー！」と喜びハイタッチすると，笑顔で「うん！」と言い，泡を両手で

触って嬉しそうな姿が見られた。教師が，教えてくれたＡ児とＢ児にも「Ｂちゃん，お水の量が多いことによく気付いたね！Ａちゃんも

石けんのこと教えてくれてありがとう！二人が教えてくれたおかげでＣ君もできてとっても嬉しそうだよ，ありがとう」と声をかけると

Ａ児とＢ児は笑顔でうなずいていた。

事例 石けん泡遊び「クリームみたいな泡がつくりたいの！」

時期 ６月上旬



〇簡単にはできないことでも，子どもたち同士で解決に向けて取り組めるように寄り添う教師のかかわり

　なかなか泡をたたせることができなかったＣ児に，どうしたらできるようになるのかを教えるのではなくて，一緒になって混ぜてみな

がら難しさに共感して思いを受け止めていった。それと同時に，子ども同士で教え合えるように，Ｃ児の困り感を周りの子どもたちにも

共有し，みんなで方法を考えられるようにかかわった。その中で，これまでたくさん石けん遊びをしていたＡ児とＢ児が，自分の気付き

をもとにＣ児にアドバイスをするなど，Ｃ児のことを思いやり，一緒になってＣ児の「クリームのような泡をつくる」という目的のため

に方法を考えている姿が見られた。その姿からＡ児とＢ児はこれまでの遊びの経験の中で自分なりのコツが積み上がっており，横断的な

知識を働かせながらＣ児に教えていると考えられる。また，Ｃ児も目的を達成するまでの過程の一つ一つで小さなつまずきがあったが，

目的に向かってＡ児とＢ児のアドバイスを素直に受け止め，粘り強く頑張る姿が見られた。そして目的を達成できた最後はみんなで喜び

を共有することができた。このように，教師は子どものつまずきの場面や達成できた場面において一つ一つの思いに丁寧に寄り添い受け

止めることで，子どもが失敗しても安心して取り組めるようにすることが大切である。そうすることで何度でも挑戦しようという気持ち

になったり，切り替えて他の方法を考えたりする姿につながっていくのではないかと考える。また，Ａ児やＢ児のように他者に教えるこ

とができる姿は，それまでにその遊びを自分なりにやり込んでおり，自信があることの表れであるととらえることができる。子ども同士

の教え合いが生まれるようなかかわりを教師が意図的に行うことにより，子ども同士のかかわりが生まれ，一緒になって考えたり教えた

りしてくれる友達がいることで目的に向かって粘り強く取り組むことができるのではないだろうか。また，教える方も方法を問いかけら

れることで，自然と自分の経験を思い出すことにつながり，自分の経験をもとに友達に教えることができたことでさらに自信となり，

もっとやりたいという前向きな意欲につながっていくのではないかと考える。

○個の特性に応じて，子どもの思いを途切れさせない教師の援助

　Ｃ児は以前より石けん泡遊びに取りかかってもすぐに諦めて別の遊びに移ったり，他の遊びの場面でもじっくりと取り組むことが少な

く，遊びを転々としたりする姿がよく見られた。事例３では，自分から興味をもって「やりたい！」と遊び始めたがすぐに教師を頼る様

子だったＣ児に対して，教師はもう少し自分で考えたり気付いたりしながら石けん遊びを楽しんでほしいと思った。そこで教師は直接的

に教えるのではなく，Ａ児とＢ児を巻き込みながら，教え合う雰囲気をつくったり，困り感やできたことへの喜びなどの小さなこと一つ

一つに共感的にかかわったりすることで，Ｃ児が受け止められていることを感じながら安心して取り組めるようにした。また，Ｃ児が石

けんを思うように削れない場面において，一度目はＣ児のもどかしさに共感しながら，どうしたらいいか考えられるような言葉をかけ，

その結果Ａ児がおろし器の使い方を教えてくれた。一方で，それでも上手く削ることができなかった二度目は，これまでのＣ児の遊びの

様子や特性から，ここでつまずきが続くと諦めてしまうかもしれないと判断した。その上で教師は，ここまで自分の「クリームみたいな

泡を作りたい」という思いや目的をもって粘り強く頑張っていたＣ児に最後まで挑戦して達成感を味わってほしいと思い，小さいボウル

を使うことを提案するという直接的な援助を行った。Ｃ児はその提案を受け入れ，結果的に最後まで粘り強く取り組み，目的を達成する

ことができた。このことから，必要に応じて柔軟な用具の用意を行う支援が大切で，個の特性に応じて子どもの思いの実現のための頑張

る力が途切れないようなかかわりをすることで，その援助の下で粘り強く取り組む経験を積むことに繋がるのではないかと考える。


