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は じめに
イタリアの乳幼児教 育 は、 国 レベ ルでは、 1968年 の幼児教育法 によって 3‑6歳 児 に
は教育省管轄 の幼児学校、 1971年 の保育所 法 に よって 0‑2歳 児 には 日本の厚労省 に当
たる省庁 の管轄 の保育所 と 2元 化 されてい る。 しか し地方 自治体 の権限が強 く、市町村 の
自由度が大 きい。その結果、北部 と南部 では教育 の 質量 と もに大 きな格差がある (1)。
イタリア北部 の都市、 ミラノ、パ ルマ 、 モデナ、ボ ローニ ア、 レッジ ョ・エ ミリア、サ
ンミニ アー ト、 ピス トイアは、優 れた幼児教育で知 られて い る (2)。 これ らの都市の幼児
教育 は個 々が独 自の特徴 をもって い る。 しか しまた、北 イタリアの歴 史風土 を土 台に、互
いの交流 と連携 を通 して作 られた共通の考 え方 もある。 これ らの都市のなかで、世界 に積
極的に発信 した ことで よ く知 られて い るのは レッジ ョ・エ ミリア市 (レ ッジ ョ・エ ミリア
州 の他 の都市 も優 れた実践 を行 っているが専 ら有名 なのは レッジ ョ・エ ミリア市 だ とい
う)で あるが、他の都市 もヨーロ ッパ諸 国、EUで は非常 に高 く評価 されて い る。本稿 で
はそのなかの トスカー ナ州 ピス トイア郡 ピス トイア市の乳幼児教 育 を取 り上げる。

I.ビ ス トイア市 とその教育の特徴

1

ビス トイア市の O歳 か ら6歳 までの統合的 な教育
ピス トイア市 は フイレンツエ か ら列車 で 30分 ほ どに位置す る人口 9万 人の中都市で、

トスカーナの山 々 を背景 に、中世の街並みがイ
呆存 された旧市街 を中心 に拡が り、電車 の車
両産業 と植木産業が盛 んな、住み易 い条件 に恵 まれた都市 である。 また彫刻や絵画などの
芸術 も街のあちこちに見 られる。
ピス トイア市 は、 1971年 の保育所法 によって公立保育所 を創設 す る際 に、保 育所 と幼
妃学校 を市役所の一つの部局 (現 在 の教育局 )で 管轄す る体制 を作 った。 また幼児学校 を
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市営 に した

(な

お小学校 以上 は郡の管轄 )。 管轄都局 の一体化 に よって保育所 も教育機関

と位置づ け、保育所 か ら義務教 育開始 までの統合的な教 育 とい うコンセプ トをもった。保
育所 の教育職員 も幼児学校 の教育職員 も同 じ養成 を受け同 じ教員 の資格 をもって い る。保
育所 と幼児学校 の間の転勤 もある。研修 も大方が共通であ り、保育所 の職員 と幼児学校 の
職員 の 間で市 の教育についての基本的な姿勢が共有 されてい る。 しか し、行政狽1か ら用意
す る共通 の枠組 に各施設が従 っているのではない。幼児学校 につい ては国のナシ ョナ ルカ
リキ ュ ラム (2007年 改訂 )が ある

(3)が

、保育所 については 自治体 の指針 は存在 しない。

幼児学校 も保育所 も各施設での自由度が高 く、個 々の教師の 関心 と創意工 夫 を生か した教
育が推進 されて い る。 しか し共有 される理念が各教員 に十分理解 され納得 されて い るので、
全体 としての一貫性 と個 々の教員 の独 自性 の両方が発揮 で きる。
これを支えて い るのは「協働」 である。 イタリアは伝統的な風土 として、家族 の結束 も
地域の人 々の 間の繋が りも強 い。教育の上で も人 と人の繋 が りを大事 にする (4)。 この風
土は ピス トイアの教育に も色濃 く反映 されてい る。個 の能力や資質 を養 うことと他者 と共
に生 きる ことは教育 の両輪 で ある。教育は大人 と子 ども、子 ども同士、大人同士 の協働 の
場 であると考 え られて い る

(5)。

教師は施設内での話 し合 いや ドキ ュ メ ンテ ー シ ョンの作

成 を通 じて協働する。
施設間で も話 し合 う機会 が多 い。これ らの調整や組織 をす る教育 コー
デ ィネー タ職の存在 も大 きい (6)。 また子 どもたちは、 コ ミュニ テ ィに積極的に出て町の
へ産 を知 り市民 たちと交わる (7)(8)。 これは子 どもが この コ ミュニ テイに属 して い るとい
'貝

うアイデ ンテイティをもつ ことに役立 つ。同時に、大人の市民に とって も、子 どもをそれ
ぞれ一 人の権利 をもつ市民 として認める ことに もなるとい う。 また職貝 と親 の 間の協力関
係 も欠かせない

(9)。

2.学 習の基本 としての 「美」 の環境作 り
ピス トイア市 の教育理念 の根底 にある子 ども観 は、子 どもは生 まれた と きか ら能動的
な存在で、知識 ・アイデ ンテ イテ イ 。価値観 を自ら構築 して い く主体 である とい う こと
である (101。 子 どもの教 育 の大 きな柱 の一 つ は、美 を通 した教育の重視である。

(1)学 習 における 「美」
、
ピス トイアの教育行政 を創 って きた中′
の一人で ある Galardiniは 、美的感覚 を培 うこ
と
とはピス トイア市の乳幼児教育の重要 な理念の一つで ある として、以下 の よ うに述 べ る。
「 まず大事 なのは、 いつ も美 しい環境 に子 どもたちを置 くことです。園 の環境 では、色彩
の調和 を大事 に してい ます⑤子 どもに与 える材料 は、見 た 日も美 しく質の よい ものでなけ
ればな りませ ん。美 的 な環境 は子 どもたちに新鮮 な鷺 きを感 じさせ、 もっ と知 りた い、
もっと美 しい ものを見たい とい う気持 ちにさせ ます。・・ また美 しい場所 にいつ もい ると、
他者へ の思 いや りの心が 育 ちます。物 を大事 に しようとい う心 も自然 に芽生 えて きます。
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美的感覚 を養 う とい う ことは、深 い 関係性 の世界、社会 で どの よ うな生 き方 をす るのか、
とい うことにまで関係するのです」 住D(p42)。
また、現在 の保育行政 の主 力である Giovannini(り は、アメリカでの イ ンタ ヴュー に答
えて、人の よ うに語 っている。
「美 は学習 の根源的な要素 です。物事 を単 に魅力 的にす る
手段 ではあ りません。それは知識 の獲得 と組織化 の構成要素 の一 つ です。す なわち、子 ど
ヽ
と
もの知的活動 と関′
、 もの ごとを部分 に分解 した り別 の形 で統合す る基 本 です。 イマ ジ
ネー シ ョンに与 え られる役割 と重 要性 は、学校 の構造 と施設 の レイアウ トを決定 して い
ます」。
二 人が述べ て い ることは、情緒、認知、創造性 は もとよ り、人 との 関係や社会 での生 き
方 に至 るまですべ ての学習 の基本 として、美 に対す る感受性 の教育 を位置づ ける とい うこ
とで あ る。子 どもは美 しい もの にな かれ関心 を もつ 、 とい う信念 は、 中世 の 町並 み と
ルネッサ ンス期か らの芸術 に抱かれた町な らではか もしれない。 しか し、美 しい ものに出
会 うともっと探求 した くなる とい うこと、物 を部分 に分解す る探索心 はそ こか ら新 しい形
を創 りだす創造性 を生 むとい うことは、音遍的な ことだろ う。一 定 の秩序 の 中で決め られ
た順序 で作 られる予定調和 に子 どもは本来満足 しない。それを壊す と何が生 まれるか を探
索 したい、新 しい可能性 を探求 したい、 とい うことは子 どもの もつ生命 の力 で あろう。 こ
の ような考 えが ピス トイアの保育所 と幼児学校 の環境お よび実践 を生んで い る。

(2)環 境作 りにおける美 と生活のなかにある 「素材」
Giovanniniは 上記 のインタヴューで、 ピス トイアの乳幼児教育施設 の美的な環境の要件

を 7つ 挙げている。
・明快 な空間がある こと。
・単純性 と連続性。壁 は白。使 う色が限 られて い る こと。部屋 または建物全 体 の統 一性。
・ グラフイックなデ イスプレイは、 日を引 くもので、ある程度大 きい こと。 白い空間を
多 くし文章 は少 なめに。明快 なイメー ジを通 して教育計画が見える もの。 また遊び ・
ドラマ ・構成活動 ・描画 ・探索 などを通 した学習 の過程が見 える もの。
・物や素材 を透明の箱やオー プ ンな棚 に分か りやす く分類する。 これは子 どもたちが形、
物質、色、機能 を通 して 自分 の美的感覚 を培 うのに役 立つ 。
・施設環境や教材 の色 と色 の 関係。複数 の色 を合 わせた ときの全体 の色合 い。色 のスペ
ク トラムの使用 で空 間を仕切 る、あるい は中立的な上の色や素材 に射 して コン トラス
トとなる色 を使用す るなど。
・デ イスプ レイの工 夫。子 どもたちが行 った作品 を美術展の作 品の よ うに「展示」す る。
・使用す る素材 (material)の 範囲 は何 で もあ り得 る。
これ らは具体的には、施設の物理的な環境 として、内装、家具 の配置、色使 い、壁面の
レイアウ ト、使 われる教材、戸外 の 自然 の利用等 に具現化 されるべ きだ とい う。 ただ し、
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教育施設 は既存 の古 い建物 の一部 で ある場合 もあ り、理想的な環境条件の ところばか りで
はない。その制約 のなかで、それぞれが環境作 りをす る。
特 にユニー クなのは、最後 の「使用す る素材 の範囲 は何 で もあ り得 る」 とい うことであ
る。Giovannini(レ )は 、生活の なか に 身近 にある物 を「素材」 (material)と 呼 び、
「たと
えば、壊れた物、拾 得物、植物、古 い電気 コー ド、針金、 タイプライター、機械、 自然物、
ざる、ふるい、おろ し金、泡だて器の先端、道具類、土、砂利、砂、小石、木の枝、木の
皮、種、葉 っぱ、鳥の巣、ボタ ン、 ビーズ、糸、棒 ・・何 で もよい」 と述べ ている。
教育 におけるこの ような「素材 Jの 意味につい て、Gう lardini&Giovannini(1° は次の よ
うに説明する。子 どもは物 を操作 した り、二つの素材 を関係 づ けた り組み合わせた りす る
とき、そこか ら新 しい方法を獲得 し、新 しくで きた物 を発見す る。素材 はい ろい ろな組み
合わせ方 のメッセ ー ジを含んでお り、能動的に試す、結びつ ける、考 えを行動 に移す等 を
子 どもに促す。多様 な種類の物は多様な省察、多様 な遊び、多様 な思考 を導 く。 この よ う
な素材が いつ も手にで き、あるい は何度 も提示 されて経験 を繰 り返す なかで、子 どもは新
しい可能性 を見つ け、形成的な活動 を発展 させ る。 この ように、高 い 自由度 と多 くの可能
性 を内包 してい る素材 を使 った教育 は、子 どもの統合的な発達 を促す、 とい う。
本稿 では、この素材 を使 った教育に焦点 を当てて、教 育活動 の実際の観察か ら、その教
育的意味 を探 りたい。

I.素 材 を使 つた教育 についての観察調査
1.目 的
:

ピス トイア市の乳幼児教育施設では、実際に、あ りとあ らゆる ものが教育の素材 になっ
ている。 この よ うな素材 は、本来 の使 われ方はあるものの、 自由で柔軟 な使われ方がで き
る物 として置かれている。保育所、幼児学校で の 0歳 児 クラスか ら 5歳 児 クラスまでの子
どもの観察か ら、素材 を使 つた活動 の年齢 に したが う発展 と年齢間の一貫性、その発達的
な意味 を検討す る。

2

観察調査 と分析の方法

2007年 〜 2012年 に ピス トイア市の幼児学校 4ヶ 所 と保育所 3ヶ 所 を訪問 し観 察 を行 っ
た。 この時 の記録 をもとに以下の分析 を行 う。

*施 設 の空 間的な環境設定、素材の種類 とその空 間配置に関 しては、全施 設 の訪間時
の写真お よびビデオ記録 を使用する。

*活 動 エ ピソー ドに関 しては、人の 3ヶ 所 で行 った観察 とビデオ撮影

(い ずれ も午前

中 2‑3時 間の連続撮影)の 記録 を使用す る。幼児学校は 2ヶ 所 で、lヶ 所 は、 3
歳児 ・ 4歳 児 ・ 5歳 児各 クラス (2012年 )、 lヶ 所 は 4歳 児 クラス (2008年 )。 県
育所 は lヶ 所 で、 0歳 児 ・ 1歳 児 。2歳 児 クラス (2008年 、2011年 、2012年 )。
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3.結 果 1:教 育環境 における「素材」
以下 に実際に 7ケ 所 の施設 にある素材 を挙げる。あま りに も多種多様 な ことと、 ことば
で表現 で きない物、筆者が名前 を知 らない工業用品な どもあ り、全部は網羅 されてい ない
(括 弧内は種類がある ことを示す)。

・紙 :大 きな紙、大 きなロール紙、画用紙、段 ボール紙、円筒 (太 さ、長 さ、色、模様 )、
梱包材 (形 、大 きさ、色、質感)、 紙片 (色 、形、大 きさ)。
・ ウレタ ン :ス ポ ンジ (大 きさ、色、形】
大)梱 包材 (形 状、長 さ、柔軟 さ)、 ウレタ ン
積木 (大 きさ、形、色)。
プ ラスチ ック :ペ ッ トボ トル (色 )、 ビ ンの キ ャ ップ、ボ タ ン、工 業 用 の 円錐 形 の物 (色 、
太 さ)、 円筒 (色 、太 さ、長 さ、質感 )、 管 (材 質、太 さ、 色 、長 さ、蛇腹 の 有無 、 し
なや か さ)、 包装 用素材 、 ス パ イ ラルバ ネ (太 さ、長 さ、色 )、 半 透 明 プ ラ スチ ック片
(形 、色 、大 きさ)、 鎖 (長 さ、色 )、 網 、CDデ イス ク。

・■ :布 (無 地、色 )、 チュールの布、毛糸、紐、 リボ ン。
。金属 :ビ ス、ナ ッ ト、ワッシャー、 コイルバ ネ、釘、円環 (以 上 いずれ も大 きさ、太
さ、厚 さ)、 大工 道具、管 (太 さ、長 さ、質感)、 金網、針金 (太 さ、長 さ)、 鎖 (形 、
長 さ、大 きさ)、 缶 、鋏、洗濯バ サ ミ、アル ミ箔。
・木材 :積 木、棒状 の木片 (形 、大 きさ、長 さ、太 さ)、 円環、楊枝。
・ガラス :ビ ー玉 (色 )、 おは じき、 ビン。
・ゴム :パ ッキ ング用品 (大 きさ、厚 さ)、 チ ュー ブ、棒。
・壊れた製品

(リ

サ イクル品):ア イ ロン、パ ソ コン、 タイプライター、携帯電話、時計。

・恒盈 :草 木、葉、香草 (乾 燥状 )、 木 の枝、木 の株、木 の皮、花 び ら、種 、米。
・動物 :羽 、鳥の巣、貝殻。
。土砂 :土 、砂 、粘土、小石。
・形 のない 自然物 :光 、影、匂 い (香 草 )。
以上の ように、使用 されて い る素材 は、形、大 きさ、色、素材、質感、堅 さ、変形 しや
す さ、等 について多種多様 な性質をもって い る。 しか もどれ もが美 しい。一 見 リサイクル
品に見 えて も、表面 に文字や絵柄が E口 刷 されて い るような 日本で想像す るリサイクル品で
はな く、教材 のために作 られたのではないか と思われるよ うな美 しい色のペ ッ トボ トルで
あ つた り、 ラベ ルや広告 を貼 る以前 の物 と思われる物 で あ った りす る。大工 道具屋 にある
物や プ ロ用 の工業用品 も、道具屋の箱のなかでは薄汚 く見 える ものが、 ここでは光輝 い て
い る。それは清潔に洗 われ磨かれ分類 されてデ ィスプレイされて い るか らである。 しか も
各施設バ ラバ ラの物ではない。施設間で の統 一性 と一貫性があ る。 また、 い わゆる市販 の
玩具や知育教材 は 0歳 の一 部 (ガ ラガラな ど)を 除 いては ほ とん どない。
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4.結 果 2:施 設 の空間的な環境設定 と素材の配置の仕方
(1)施 設 における部屋 の配置
訪問 した幼児学校 と保育所 7ケ 所 の うち 5ヶ 所 で、各年齢 クラス とは別に、活動 目的を
特化 した素材や活動の材料がある部屋や コーナーがあつた。それ らは絵画の部屋、素材 と
砂台 の部屋、 自然物 の部屋、 ごっこの部屋、光 と影 の部屋、楽器 の部屋、本 と物語 の部屋
であった。 どの施設 もこれ ら全部の部屋がある訳ではな く、た とえば、A保 育所 には、絵
画、素材、光 と影、 ごっこ、楽器、本の部屋、B録 育所 には、絵画、素材、 自然物、 ごっ
この部屋があ った。 これ らは子 どもの年齢 にかかわ らず共通 に使用 される。 どれ も教室 よ
りも小 さ く、小 グループで使用す る。素材 の部屋 には紙、絵の具、 ペ ン、紐、鋏、粘土、
糊 などもある。素材の部屋か ら教師が教室 に持 って行 って使 うこと もある。

(2)教 室の環境
どの孝
史室で も、素材が整理 され美 し
くデ ィス プ レイ され て 置かれ て い る。
幼児学校 の各教室 には壁面一杯 にオ ー
プ ンな棚があ り、小 さい素材 が分類 さ
れて置 かれ、子 ど もが 自由 に取 れ る。
保育所 で も 0歳 児 クラスは箱 に入 って
いた ものの、1歳 児 と 2歳 児 クラスで
は棚 に置かれて い た。 白 い壁 に ドキ ュ
メンテ ー シ ョンのポス ター があ り、教
育活動 の 目的、活動の過程 の写真、作
品、子 どものことば、親へ のメッセー ジ、職員 の省察 のことば等 が、デザ イ ンされてデ ィ
スプレイされてい る。優 れた ドキ ュメンテー シ ョンと職員 自身が評価 した ものは数年間掲
示 されてい るが、これは過去の活動か らの現在の活動の継続性 を考えるため とい うことで
あ つた。
施設 によつて条件 は異 なるが、教室は白か落 ち着 い た壁の色 を基調 に 1〜 2色 のアクセ
ン トがあるといつた配色であった。 日本 の 国 に見 られるような、カラフルに季節 の装飾 の
切 り紙が貝
占られてい るとい う よ うな ことはない。教室 を賑やかな雰囲気 にす るのではな く、
子 どもが安心感 をもてる安定 した場所、視覚的聴覚的なス トレスか ら守 られ落 ち着 い た空
間

(141を

作 るとい う理念が窺 われた。

(3)施 設全体 における素材の配置の仕方
幼児学校 では、子 どもたちが素材か ら作 った作品が、あたかも美術館 の貴重な美術品の
ように展示 され、作者の名前の書かれたカー ドがついていた。ある幼児学校の玄関には、
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ピス トイア市 出身 の世 界 的 な彫刻 家
マ リノ ・マ リーニの代表的な馬 の彫刻
の写真 の隣に、アル ミ箔、針 金、洗濯
バ サ ミをつかった馬のオブジ ェが、同
じように誇 らしげに飾 ってあ った。 ま
た針 金 や木 を組 み合 わせ たオブジ ェ
も展示 してあつた。個人の作品 も集団
で 作 った作 品 も丁寧 に展示 されて い
た。 この展示 の 目的は、素材 と作品 を
大事 に扱 う こ と及 び作 品が 日常 的 に

目に触れていることが、子 どもの想像力 と創造性 を喚起する要素 の一つである、 とい う考
えによる (1° 。

5.結 果 3:素 材 を使 った活動の観察事例 と分析
調査 を行 った各施設 の各年齢 クラスで、最 も共通 に使われてい たのは、円筒、管、円環、
ナ ッ ト、木片、針金等の素材であ った。そ こで、保育所 と幼児学校 における教 育活動 の観
察 か ら、同種類の素材 を使 った子 どもの活動 のエ ピソー ドを取 り上げ、そこに含 まれる教
育的な意味 を分析する。 また、年齢 と共 に変化す る活動 のなかでの子 どもの発達 を分 析す
る。ただ し、観 察 は各施設 で 1日 のみで あ り、素材 はその 日に行 った活動 で使用 した もの
であるとい う限定 つ きである。

(1)A保 育所 0歳 児 クラスの事例 (観 察 2008年 10月 、 6分
環境 :0歳 児 の空 間の一部屋 は歩行児 の活動 の部屋 である。 この部屋 の隅には種 々の大 さ
)

と色、長 さ

(約

10cm〜 lm)、 形状

(真 直 ぐ、蛇腹状 )の 円筒やチ ュー ブが 置 いてある。

小 さい筒、プラスチ ック片、紐、笛や鈴 などの楽器の入 った籠、太鼓が棚 にある。壁 には
太 い筒が斜 めに固定 されて いて、一方か らボール を入れる と反対側か ら転が り出て くる。
活動 エ ピソー ド

保育者が床 に座 り、周 りに歩行児 (1歳 過 ぎ)4人 が い る。円柱 と蛇腹 、

紐 の入 った籠 が 床 にある。女児 A
が赤 い 円盤 を保育者 に見せ た。保
育者 はその中央の穴 に紐 を通 して、
紐 を両手 に持 ち左右 に傾 け て動 く
の を見せ た。 2人 の子が 口をあけ
て じっ とその動 きを見た。保育者
が筒 を吹 い て息 を男児 Bに かけた。

Bは 小 さい筒 を取 つて真似 して吹
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いた。男児 Cが 筒 に手 を出 した。保育者 は筒 を吹 い て Cに 息 をかけた。Aが チ ュー ブを
青 い管 で叩いて揺 らした。保 育者 はチ ューブが根本 か ら大 きく揺れるのを指 さ して示 した。

Aは 叩 き続 け た。保育者 はその蛇腹部分 を管で こす って音 を出 した。Aは こす った部分
を叩 い た。保 育者 は太 く長 くしな った形 のチュー ブを取 って一 方 の端 を女児 Dの 顔 の方
に向け、反対恨]に 口を当てて名前 を呼 んだ。Aと Bが 声 の 出口に手 を入れて触 った。保
育者 がチ ューブを Aに 向ける と Aは 出口を管で叩 いた。保育者 はチ ュー ブを容器 でこす っ
て音 を出 した。Aと Dは 容器 でチュー ブを叩 き、Aは チ ュー ブの出口か ら中を覗 きこん
で また叩 い た。 保育者 は反対側 に口を当てて声 を出 した。Aが 出口に口をつ けて真似 を
しなが ら保育者 を見た。Cは 手 に してい る小 さい管 を保育者の国につ け、 目が合 うと少 し
笑 った。保育者 は太 い筒 に顔 をつ けて D、 Aに 近 づ け た。 筒 を通 して保 育者 の顔が見 え
るので Aは 笑 った。
活動の分析 :こ の年齢 で子 どもたちが 自発 的に行 う行動 は、触 る、 叩 く、揺 らす等 の感
覚運動的な行動 で あ った。保育者 は、吹 く、声 を出 して呼ぶ、 こす る、揺 らす、 とチュー
ブの さまざまな扱 い方 をし、一つの素材 で多 くのことがで きる ことを示 した。子 どもたち
は興味 のある部分 に触 る、叩 く等 自分 の レパー トリー にある行動で反応 す るが、 また、吹
く、 こす る、口をつ ける等模倣 をする子 どももい た。保育者 はまた、 円盤 に紐 を通 して新
しい 円盤 の動 きを見せ る、チ ュー ブを管 でこす って音 を出す など、物 と物 を組み合 わせ る
と新 しい音が出た り感触 を味わえることを見せ、物 と物 の組み合わせの可能性 も示 した。

(2)A保 育所 1歳 児 クラスの事例
環境

(観 察

:2011年 2月 、約 10分

)

:1歳 児 の空 間 は 2つ の部屋 とその 間のユ テイリテイスペースか ら成る。一部屋 は遊

びの部屋 で、砂台が置 いてある コーナー と、棚 の脇 に机がある コー ナーがある。積木、木
製 の升
呆、金属 のナ ッ トや ワッシャー、短 い管等 の素材が棚 に置かれてい る。 また別の棚 に
は子 どもたちの作品 (粘 土 に貝殻 を詰めてス トロー を立てた物)が 展示 されて い る。床 に
は大 きな筒や紙が立てかけてある。 11人 の子 どもは 2グ ル ー プに分かれ、 一つの グルー
プ 5人 は保育者 と共 に机 の ところにいる。
活動 エ ピツー ド :保 育者 は机 の前 に座 り、両脇 に子 どもたちが立 っている。机 には木 製
のペ グボー ドの板 (約 15cm× 15cm)
が 2つ 置 いて あ る。板 には 3× 4
個計 12個 の穴があ り、一つの板 に
は木 の 棒 (直 径

l cm、

長 さ 10〜

12 cm)が 8本 、 もう一つ には 6本
刺 さつて い る。 この うち 6本 には
各 々、管 (塩 ビ管、蛇腹 の管 など)
がかぶ さ り、棒 の大 さと曲が り具
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合 にバ ラエ テイがある。机 の上 には同 じ木 の棒、管、 い ろい ろな大 きさの環 (木 梨、金属
の ナ ッ ト、 ワッシャー)が ある。子 どもたちは自由で、 自発的な行動 に任 される。子 ども
の行動 は、環 をい じる、環 を重ねてその中に棒 を立てる、ナ ッ トに棒 を刺す、棒 に直径 の
違 う金属 の環 を入れて い く、一つの環 を棒 に刺 してか ら小 さい輪 を載 せ る等 々 さまざまで
あ った。 うま く組み合 わせ るためには棒 の形や太 さに合 わせて環 を選 び通 し方 を工夫 しな
ければならない。保育者は随時話 しかけなが ら見守 っていたが 、環 をはめて見せ る、棒 を
両手 に持 って横 か ら環 を通 して見せ る、長めの蛇腹チ ュー ブを棒 にひっかけてみせ る、 と
見本 を示す こともあった。
保育者が コ イ ルバ ネを とって重 なった環 の 中に置 い た。 子 ども Eが 別 の環 を もつ と、
それを隣の環の中に置 くように指示 し、Eが 置 くとその 中に コイルバ ネを置 い た。Eは コ
イルバ ネの上 にナ ッ トを載せた。 ち ょっと した造形物 になって二 人でそれ を眺めた。Eは
その上 に大 きな環 を 2個 置 いて見 て い たが、他 の子が触 って崩 して しまう。Eは もう一 度
コイルバ ネの上 にナ ッ トを載せ よ うとす るが うま くいかず、バ ネを横 に して手 に持ちナ ッ
トをはめてか ら環 の 中に立 てて上 に味 を載 せた。同 じ形 を作 ろ う としたので ある。 しか し
崩れて しまった。再 び作 ろ うとしたが うま くいかない。保育者が コイルバ ネを立てて手で
押 さえて くれ たので上 にナ ットをはめ、その上 に コイルバ ネをはめ よ う とした。 しか しう
まくいかない。そ こで両手 に コイルバ ネをもって繋 ぎ合 わせ よ うとしたが 、で きないの で
保育者 に差 し出 した。保育者 はやってあげるのではな く、環 を積 んだ 中に コイルバ ネを置
くように指 さ した。
活動 の分 析 :場 所 と素材 は限定 されて い るが、子 どもの 自発 的なl舌 動 であった。行動 は刺
す 。はめる 。載 せる ・重ねるとい う単純 な ものだが、大 きさ と形の判断 とそれに応 じた手
の操作が要 る。棒状 の物 と環 の 2種 類 の物 の 関係 につい て子 どもたちは探索 した。棒 に刺
す、逆 に棒 をはめる、大 きさの違 う環 を重ねる、並 べ る。環 の大 きさの順序、棒の太 さと
環 の直径 の 関係、棒状 の物 を立てた時 と手 に もった時 の操作 の仕方 の違いを経験 した。保
育者 は見本 を示 して教 えることも、見 守 りなが ら指示す ることもあ った。子 ども Eは 運
動操作 だ けでな く、そ の結果 で きた物 を眺める こと も保育者 と一緒 に経験 した。だか らこ
そ、Eは それを再現 しようと努力 したのだろ う。 白木、金属、青 ・緑 ・紫 と寒色系 に統 一
された塩 ビ管 の色 の コンビネー シ ョン、 まっす ぐな棒や微妙 に曲が った棒 と、環 の組み合
わせ には美 的な配慮がなされ、操作の結果は「作品」 として見 える要 素 をもっていた。同
じボー ドには他児の「作品」 も見 ることがで きた。 O歳 児 クラスでは感覚 と運動が主体 だ
が、 ここ 1歳 児 クラスでは、活動 の結果が見 える こと も一つの ポイ ン トなのであろ う。

(3)A保 育所 2歳 児 クラスの事 例 (観 察 :2012年 10月 、約 5分

)

還重 :保 育所 の 2階 は活動別に、 ごっこの部屋、光 と影 の部屋、絵画 の部屋、造形 の部屋
に分かれて い る。 2歳 児 たちが 4つ のグル ー プに分かれ て保育者 1人 と一緒 に各部屋 に行
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く。造形 の部屋 には子 どもが 7人 。砂台 と机がある。机 の上 にはい ろい ろな形の物が置か
れてい る。:圧 縮段ボールの梱包材、紙 の卵ケース、木製の環、変則的な形 と立 方体 の木片、
網が張 ってある四角 い木枠、短 く太 い管、ナ ッ ト、ワッシャー、金属製 コイルバ ネ 3種 類 (太
さ 2〜 4cm、 長 さ 8〜 10cm)、 大 く柔 らかい針金、 ビールの王冠、 円筒数種、チ ュー ブ。
活動 エピツー ド :保 育者 は砂台 と机 の 間の椅子 に座 っている。子 どもが 来る と応 え話 をす
るが、 自分か ら活動 を提案す ること
も遊 び方 の 見本 を示す こと もな い。
子 どもたちは机 の上の素材 と砂 台 の
間を往復 して い る。男児 Fが ぬい ぐ
るみ をかかえて机 に行 き、 コイ ルバ
ネが 6‑7本 置 いてある前 に立 った。
コイルバ ネは、バ ネの大 さが 2 mmほ
どで、 長 さ 8‑10cm、 直径 は内径
約 2cm、 3cm、 3 5cmの

3種 であ る。Fは ぬい ぐるみ を机 の上 に置 き、両手 で バ ネ を

1個 取 って机 に立て、上 にナ ッ トを置 いた。次にほぼ同 じ直径 の 2本 のバ ネを取 って立て、

1本 をもう一本 の 中に入れようとす るがで きない。脇の細 いバ ネを入れるとスポ ッと入 っ
た。太い方 を上 にもちあげると下か ら細 い方が出た。両方 を立てて太い方 を細 い方 にかぶ
せた。 3番 目のバ ネを取 ってかぶせ よう とした。 これは少 しだけ太 くて短 いの です ぐには
はまらない。何度 も試す うちバ ネが噛み合 って第一のバ ネと繋が り、 2本 が繋が つて高 く
な りさらに中に 1本 があるとい う形 になった。 これが倒れたのでば らして 3本 を もった。
細 いの を太 い 1本 の 中に入れ て抜 き、 また太 いの を細 いのにかぶせ 、上 に 3番 目のバ ネを
かぶせ ようと何度 もやってみた。 しか し結局 で きず上か ら叩 い た。細 いバ ネを 3番 目の大
いバ ネに入れた り抜 い た りした。最初 の太 いの を細 いの にかぶせてか ら 3番 目のバ ネを
取 ったが、別 のバ ネがか らんで、 4本 を取 ることになった。 4本 で手が一杯 になって、 う
ま く組み立て られずにバ ネは全部倒れて しまった。全部の コイルバ ネを両手で遠 くに押 し
や って、ぬい ぐるみを取 り、去 った。
活動 の分析 :男 児 Fは 2つ のバ ネを入れ子 に しよう と、大 きな集中力 をもって、 い ろい ろ
試 した。太 いバ ネの 中に細 いバ ネを入れる、細 いバ ネに太 いバ ネをかぶせ る、で きない と
きはバ ネ同士の端 を合 わせて押 した り叩 い た りす る。Fは コイルバ ネのた くさんの性質 を
経験 した。持った と きの直径 の大 きさで入 った り入 らなかった りす ること、立てた時 の不
安定 さ、入れることとかぶせ ることが 同 じ結果 になること。 コイル同士がひ っかかって別
の形 になる ことは、偶然 とはいえ、新 しい ことだった。Fは この コイルバ ネに取 り組み、
最後 は収拾がつ かな くな り、「お しまいJと 活動 に区切 りをつ けた。Fは 素材 と純粋 に向 き
合 って 自らl舌 動 を工 夫 し、「作品」 を作 ろ うとした。保育者に何 も影響 されなかった。
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(4)B幼 児学校 3歳 児クラスの事例 (2012年
愛塾

10月 観察、約 10分

)

i3歳 児 クラスの壁の棚 にはさまざまな素材が置 い てある。 また長 さの異 なる円筒形、

長 さ 。色 ・直径が異 なる蛇腹 のチュー ブ、円錐形、 ロール状 の紙、等が立てかけてある。
子 どもたちの作 品が壁際に置かれて い る。 12‑13人 の子 どもが 2グ ル ー プに分 かれて活
動 して い る。 第 1グ ループはク ラスの広 い空間で 自由に遊 んで い る。床 の低 く広 い台 の上
に、大 きさの異 なる蛇腹チ ュー ブ (大 が 3個 :直 径
40 cm、

小直径 5 cm長 さ 15

cm)、

長 いチ ュー ブ

15 cm、

(1‑2m)、

長 さ 50

cm、

中直径 10 cm長 さ

筒、棒、木 の積木、 フイギュ

アがある。台 の上 に子 どもたちが乗 っている。
活動 エ ピソー ド

台上の子 どもは 5‑6人 だが出入 りが多 い。大 きな蛇腹チ ュー ブをかつ

い だ り振 り回 して い る子が い るが、ある子 は非常 に太 い蛇腹チ ュー ブを、一人は非常 に長
いチ ュー ブをブル ンブル ンと揺 らす。蛇腹 の揺れで 身体 に感 じる感触 を楽 しんで い る。 木
片 を並 べ た レー ル状 の積木 の上 に ミニ カー を走 らせ ている子 もい る。一人が最 も太 い筒
(直 径 が 15 cm長 さ 50 cm)を か ざ

して望遠鏡 の よ うに中 を覗 くと、
別 の子がそれを真似 して同 じ筒 を
もって覗 いた。長 いチ ューブ を振
り回す子 を他 の子が同様 のチ ュー
ブを取 って真似 た。振 り回 しなが
ら 1回 転す る と真似 した子 も跳 ん
だ。 2本 の筒 をメガネの よ うに顔
に当てる子、チ ュー ブを刀の よ う

に振 り回す子がいる。チ ューブをもった子が円筒を手にはめた子 の頭にチ ューブをか ける
ようにす ると、 2人 でチャンバ ラになった。両手に円筒をはめた子 はそれを叩 き合わせて
いたが、屈んで円筒を松葉杖のようにして歩 いた。男児 と女児が長 い蛇腹 のチューブをそ
れぞれもち、一方を他方の中にいれて 2人 で協力 して 2つ を繋 ぐのに成功 し、非常に長 い
チューブになった。男児がそれをホース に見立てて水 をかける仕草 をした。 2つ が離れな
いように 2人 とも注意 して持 っていたが、女児が後 ろに下がった瞬間離れて しまった。女
児 はもう一度繋 ごうと男児 のチューブを取 ろ うとす るが、男児の注意が逸れたのであきら
めた。女児はその長いチューブで掃除機 をかけるふ りをして歩 いて行 った。
活動の分析 :こ れまでのような物理的な構成ではな く、 このエ ピソー ドは、物の形状か ら
具体物 に見立てる表象活動 であった。 3歳 児 たちは筒やチ ューブに各 自のイメージを付与
して見立てた。筒を通 して先が見えることか ら「望遠鏡J「 メガネJ、 長いチューブは「ホー
ス」「掃除機」、 2本 の長 い筒 は「松葉杖」、
「刀」。チ ユーブの もつ高 い 自由度は、異なる
イメージを付与できる可能性をもっている。 これらのイメージを共有 して ごっこ遊びに発
展することはない ものの、一人のイメージを他児が理解 して真似 をする、一緒にする、協
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力す る、笑 い合 う等、他児 の見立 て行動 を共有 して楽 しむ行動が見 られた。 ここか ら協 同
遊びへ の発展が垣間見 られる。

(5)C幼 児学校 4歳 児 クラスの事例

(観 察

:2007年 2月 、 約 16分

)

環 境 :部 屋 の壁 面 の棚 に い ろ い ろ な素材 が 置 い て あ る。 木材 、金 属 、紐 、CD、 ナ ッ ト、
小 石 、木や プ ラスチ ックのス プー ン、 ピ ン、 プ ラスチ ックチ ップ、 ア イス キ ャ ンデ イー の
棒 、布 。積 木、 ダ ンボー ルの 円柱 、 パ イプ、チ ュー ブが立 てか け てあ る。子 ど もた ち は 2
つ の グル ー プに分 か れて活動 す る。 第 一 グル ー プの 5人 は机 の ところに座 る。教 師 は机 の
中央 に小 さい素材 が た くさん入 った箱 を置 く。 ゴムパ ッキ ン、環 (木 製 、金属 )、 鎖 、針金 、
ナ ッ ト、 ワ ッシ ャ ー 、小 さ い ス パ ナ の よ うな もの、 チ ュ ー ブ、 木 片 、金 網 、 ア ル ミ侑 、

CDデ イス ク、楊 枝 、 ビ ンの キ ャップ他 。 どれ も 5cm× 5cm以 内 の 小 さい物 で あ る。壁
には過去 に作 った ものの 写真 の ドキ ュ メ ンテ ー シ ョンが掲 示 され てい る。
活動 エ ピツ ー ド :教 師が 指 示 す る口
果題 活 動 が

始 まる。教 師 は各児 の 前 に 30cm× 30cmの
ボ ー ドを置 い た。机 の上の箱か ら自由に物 を
使 って並 べ 、ボ ー ドの上 に形 を作 るよ うに指
示 した。子 どもたちは木片、鎖、環状 の ゴム
パ ッキ ン他 をボ ー ドの上 に置 い て形 を作 って
いつた。個人作業 で黙 々 と考 え、工夫 し、作
り直す。平面 を作 る子 も立体 に組み立てる子
もい る。 先 生 は子 どもたち と話 を しなが ら、
材料 を整理 してい た。箱 の 中を探 して取 りたい物がない と教室 の棚 に別の物 を取 りにい く
子 どももいた。一人は人形 を作 って手 の部分 に慎重 に 5本 の楊枝 を置 いていった。早 い子
は 8分 ほどで完成 した。で きあが った ものを先生がそ っと持 って、床 に並 べ写真 に撮 った。
楊枝 の子は床に置 いた ところに行 って爪楊枝 の指 を揃 え直 した。完成す ると、教 師 は もう

1枚 ボー ドを渡 し、子 どもたちはまた違 う材料 で違 う「作 品Jを 作 った。
活動 の分析 :こ れは教師主導の課題活動である。子 どもたちはす でに何 回 もこの課題 をし
てい るらしいことが壁の ドキ ュメンテー シ ョンと子 どもたちの慣 れた様子か ら分かる。同
じ活動だが、絵 を描 くの と同様 に、その度 に違 う形 を作 るとい うこと も想像で きる。子 ど
もたちは、人 を作 りたい とイメー ジす ると、それに合 った素材 を籠か ら取 り、 また素材か
らイメー ジを喚起す るのだろ う。素材か ら喚起 される表象は、3歳 児 クラスの事例 での「見
立てJと は異 な り、構成す る上での要素 としての表象 であるが、子 どもたちがす ぐ取組 み
どん どん制作 してい くことか ら、課題活動 と して繰 り返す なかで蓄積 されたイメー ジ群が
あるのだろ う、 と推沢1さ れる。で きた ものは少 し動かす と崩れ て しまうが、それを陳列 し
写真 に残す ことで「作品Jに なる。
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(6)B幼 児学校 5歳 児 クラスの事例

(観 察

:2012年 10月 、約 5分

)

重豊 :ク ラスの壁面の棚 に素材が並んで い る。 隅には大 きい棒状 の物 (円 筒、木片、積木、
チ ュー ブ他 )が 他 の多 くの教材 と一緒 に、壁 に立てかけてある。
活動 :グ ループ に分かれて い るが、子 どもたちは 自由に遊 んでいる。 長 い木片 (横 5cm
×長 さ約 70cm)を 持 って床 に置 い た子 に 2人 の子が加 わった。 長 い木片 を幾 つ か並 べ て
飛行機 のよ うな形 に構成 した。 3人 で共同 して構成 してい く。 しば らくこれが続 いたのち、
参加 の子 どもが増 えて 5人 になった。協 同で長 い線路 を作 ってい くが、その周辺や上下 に
木片 を組 み合 わせ てい った。木
片 の下 に レンガの よ うに木切 れ
を置 く、円形 の積木 を並 べ る、九
い積 木 を長 い 木片 の 下 に枕 木 の
よ うに敷 く、小 さい机 を置 き家
の 形 の積 木 を上 に置 く等、そ れ
ぞれが この構 成物 の 部分 に物 を
加 えて いった。太 さの違 うチ ュー
ブを組み合 わせた形 に した子 もい る。全 体 として大 きな構成 とな り、教室 のなかの斜面 も
利用 して、立体的な町の よ うにな った。教師が来て過去 の構成活動 の写真 を見せ 説明 した。

3人 の子 どもはそれを見 たが、それによって制作物 に手 を加 えることはなか った。教 師が
フイギュアの入 った籠か ら動物 を出 して家の よ うな部分 に載せ、 2人 の子 どもが 家 の周辺
にライオ ンや トラを置 いた。そこだけが こ じんま りとした空間にな った。他 の子 ども数人
が「線路」 をクラスの半分 ほどの空 間に長 く仲 ば していったが、反対狽Iで は線路 を壊す子
もいた。 この しば らく後、子 どもたちは作 った ものを一気 にば らば らに した。
活動 の分 析 iス ケ ールの大 きな空間を子 どもたちが協 同で作 り上 げた。予 めイメー ジが あ っ
た ようには見 えなかったが、素材 をよ く知 ってお り、多様 な構成の仕方 を経験 して い る子
どもたちは、
各 々想像力 を発揮 した。素材 を構成す る うちに、町あるい は線路の空 間イ メー
ジがで き、 日の前の空間にそれぞれ 自分 の想像 を加 えて、そ こか らまた新 しい構成 へ とイ
メー ジを拡げていった。素材 の使 い方 もさまざまだ った。子 どもた ち同士が話 し合 い相談
して作 る訳 ではないが、他児 の制作 に加 える形で協 同が成 り立 っていた。教 師 の イメー ジ
が最 も貧 しかった ように思 える。興味深 いの は、 2歳 児 の例 と同 じく、「これでお しまい」
と決着 をつ け ると、これを潔 く壊 して しまうことで あ った。壊す ことが次の創造 につ なが
るのであろ うか。
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Ⅲ.考 察
以上 6つ の年齢 クラスの事例で、お もに円筒状、円環状、棒状、四角の素材 を使 った活
動事例 を見て きた。 O歳 か ら 5歳 まで、一貫 して子 どもは同種類 の素材 に親 しんで い る。
これ らの素材 には決 まった遊び方 はな く、使 い方に自由度 と柔軟性がある。 1回 目に遊 ぶ
ときと 2回 日では違 った遊 び方がで き、遊 びの度に、子 どもは新 しい使 い方、素材 の新 し
い性質を発見 で きる。 これまで知 っている素材 の知識や経験 を上台に して新たな使 い方ヘ
と発展 で きる。年齢 を追 って、素材 の物理的な操作か ら表象 を使 った活動へ の発達が見 ら
れる。最初 は自分ので きる行動 を物 に働 きかける。次には物 にい ろい ろな操作 を加 えて試
し探索す る。物か らイメー ジが喚起 され、イ メー ジを使 って構成す る。 さらにイメー ジを
呆題活動、個
共有 しなが ら協 同で遊びを作 りあげる。 6つ のエ ピソー ドは、 自由な活動 と口
人のエ ピソー ドと集回のエ ピソー ド、時間 も長 い もの短 い もの、 と異 なる諸要因が入 って
いて、各年齢 を直接比較す ることはで きないが、それで も大 まかには発達 を追 って活動が
変 わって い くのを見る ことがで きる。
「素材」が ピス トイア市の乳幼児教育 に果 たす役割 につい て、 2つ の 点 を検討 したい。
一つは、教師 ・保育者 の どの よ うな関 わ り方が素材 を使 った教育 を意 味 の ある ものに して
い るか、 とい う点 である。 もう一 つ は、素材 を使 った教育は子 どもの発達 の どんな面 に効
果 をもつか とい うことで ある。

1.教 師が素材 に付与する教育的な要素
エピソー ドに登場する素材には、市販の玩具が子 どもを惹 きつけるような原色 の色 も音
もキャラクターの絵 もない。素材 自体がアプリオリに子 どもをな きつ ける要素はないので、
素材があるだけでは教育の手段にはならない。ゆえに、大人の側が子 どもを惹 きつける要
素を作 らねばならない。 ピス トイアの教育現場では、その要素は 2つ あると考えられる。
第一は、素材 の提示 の仕方である。まず丁寧な維持管理 とディスプレイがある。既に述
べ たように、使 い古 しそのままの物は置いていない。新 しい物あるいは洗 った り磨 いた り
と手を加えたものである。壊れた機オや鳥の巣など親が持ち込む物 もあるそうだが、洗っ
l友

た リゴ ミを取 り除いた りされている。それらが分類 され、美 しく並べ られ、子 どもの目に
いつ も触れている。たとえ部屋の隅に立てかけてあっても「さまになる」 ように置かれて
いる。使用後の整理分類 は保育者の仕事 であるが、美 しい物 であれば子 どもは乱雑に取 り
扱 わない とい う信念が見える。
また、短い観察では分か らなかったが、子 どもの活動の経過を考慮 した大人の働 きかけ
も大事だとい う。
「ある レベ ルの活動 をした後 に、 2度 目には大人は新 しいレベ ルの遊 び
を導入する。今知 っていることと知 ることが可能なことのバ ランスがあれば大人の提案は
°
° と、活動 の進展のなかで
」
素材提示が「発達の最近
楽 しく新 しいレベルの活動 となる。
接領域」になるために何 をどのように提示するかも配慮されている。

326

イタリア、ピス トイア市の統合的な乳幼児教育 :「 素材」を使った教育活動の発達的意義

第二は、保育者が素材の多様な使 い方、素材 の組 み合わせの可能性 を幼 い年齢 で示 して
いることであ る。観察事例 の O歳 児 クラスでは、イ
呆育者 は筒 を使 った行為 の多様性 を子 ど
もに見せてい る。 1歳 児 クラスでは、保育者 は見本 を示 しつつ 、子 どもたちが 自発的にす
る行動 を見守 り必要 なら手助けする。 この ようなイ
呆育者 の見本 を通 して子 どもたちは素材
の もつ 多様性 と可 能性 を知 り、 2歳 児 の事例 の よ うに、 自分 で探 ってい くことを学習す る。
この上 台があるか らこそ、幼児学校の 3歳 児 は素材 をい ろい ろな物 に見立て、 4歳 児 は素
材 か ら作 りだす イメー ジを造形活動 に生か し、 5歳 児は教師 の陳腐 な見立て を超 えるほ ど
の 自由な構成がで きる。幼 い年齢 で素材 の知覚的お よび感覚的 ・運動的な可能性 を学習す
ることが、 3歳 以降の表象 ・想像性 と創造性 に繋がるのであろう。 これは 0歳 か ら 5歳 ま
での一貫 した教育 目標が保育者 ・教師の 間で共有 されてい るか らこそで きる ことで あろう。

2.素 材 を使 った教育活動の発達的な意味
「何 で も素材 になるJと い うことは、何 で も素材 にすれば よい、 とい う ことでは な い。
観察事例 での素材 を使 った教育活動が、認知、創造性、探索、感覚 ・感性、社会性 の発達
の面 に どんな効果 をもた らしてい るか を検討す る。

(a)認 知
認知発達 に及ぼす素材 の効果 はすべ ての観察事例 の あ らゆる局面 に見 ることがで きる。
同 じ物で も多様 な操作がで きる ことを通 して、子 どもたちは物 に内包 される諸 々の性質 を
知 った。 また物 と物 の関係 につい て、大 きさの違い と順 序、分類、包摂 (入 れ子 )関 係等
を学習 した。 これ らの物 と物 の関係 づ けの理解 は論理的な思考 の最初 の基礎 になる。 O歳
妃 はい じる、入れる 。出す、叩 くな どの限 られた操作行動 の レパー トリー を通 じて、行為
に対す る反応 は物 によって異 なる こと

(ピ

アジ ェのい う同化 )、 また先生の見本 によって、

同 じ物 にい ろい ろな操作行動が で きる こと (調 節)を 知 った。 1歳 児 は、はめる、並 べ る、
積 む、通す等 の行為 で物 を試 し、 さらに自分の行為が物 に与 えた結果 を静止物 として 目に
した。 2歳 児 は、 自分 の運動 を調整 しなが ら、物の性質 を探索 した。 3歳 児 クラスでは素
材 に見立てのイメー ジを付与す ることで、素材 に新 しい見方 を加 えた。 4歳 児 はイメー ジ
をもとに素材 を構成 し、 5歳 児 クラスでは集団でのイメー ジの共有 と協 同のイメー ジ形成
に発展 した。空 間認知 の発達 に も素材 は役 立 っている。同 じ種類 の素材 の大 きさの順序、
平面 を構成す ることと立体 を構成する ことの違 い、積 む、入れる、繋 ぐ等 の操作 のなかで
形、大 きさ、重 さのバ ラ ンス をとる こと等 を学習 した。

(b)創 造性 と探索
観察事例 の素材 を使 った活動 にお いて子 どもが作 る ものは新 しい形や組み合わせである。
新 しい物 の性質や組み合 わせの発見か らイメー ジが喚起 され、創造が生 まれる。 自発的な
活動 であれ、課題活動 であれ、その活動 は大人が設定 した ことを子 どもがなぞるのではな
ヽ
と
が喚
く、創造性 の産物 である。創造 のためには素材 の可能性 の探索が必要 であ り、探索′
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起 されるためには、素材が身近にあ って 目に してい ることが必要だ とい うのが ビス トイア
の保育者たちの考えである。教室 に展示 されてい る作 品や ドキ ュメンテー シ ョンの よ うな
過去 の想像活動 の経験 は、その喚起材料である。それ らは一種 のモデル とはな り得るが模
倣すべ きものではな く、 また同 じ物 を作 ろ う と思って もで きない。 つ まり、素材 は常 に探
索 と創造 を子 どもの 内に作 りだす材料 なのである。

(c)感 性、美的感党
観察事例 では、感性的、美的側面へ の大人 の配慮は以下 の 2つ の面 に見 ることがで きた。
第一 は、活動 で提示 される素材 自体の もつ美 しさと、それが組み合わされた と きの新 しい
形 の発見 で ある。 0歳 児 の事例 では円筒 は暖色系 に、1歳 児 の事例 では管 は寒色系に統 一
され、白木や金属 と合 わせて全体 に統 一 感があ った。 2歳 児 の事例 で も白木 と金 属 の組み
合 わせ、 3歳 ・ 5歳 で も色の統 一感があ った。子 どもに与 える材料 は、見 た 日も美 しく質
の よい物、空想力 を刺激 されて次か ら次へ と新 しい発見がで きるような物、そ して発見に
繋が るような空間

(V)と

い う配慮 の見 える色彩設定であった。

第二は、活動の結果の「作品化Jで ある。 1歳 、 2歳 、 4歳 、 5歳 の事例 では、子 ども
は 自分が作 った物 を眺めることがで きた。「作 品」 は価値 の ある もの として大切 に扱 われ
展示 される。そのような他の作品のある環境のなかで、自分の「作品」 も価値 あるもの と
して眺めて楽 しむ空気がある。 また「作 品Jが 大切 に扱われるがゆえに子 どもた ち自身 も
活動 を意味あ る もの として熱中する ことがで きる。 日本の多 くの乳幼児施設 にお いて、素
材 で作 った物 は「作品」 として価値 づ け られているだろ うか。 た とえば 日本 の 園 で、 ダ ン
ボールで作 った家や牛乳パ ックで作 った汽車 は、家 ごっこや汽車遊びの道具であって、
作っ
た物 を見るとい う要素 はな く、美的 である必要はない。遊んで い る うちに壊れてテー プで
修理 した物 は全 く美的ではないが構 わない。 しか しピス トイアの子 どもたちには、作 るこ
と自体が 目的であ り遊びであ り楽 しみである。遊びが美 的な感覚 と不可分 に結 びつい てい
て、美的な感性 を養 っている。 したがって、素材 で「作品」 を作 ることに熱中す ることの
みならず、その結果 の作 品が展示 される ことまでが活動なのであろ う。 イタリア文化 の伝
統 と、北 イタリアの幼児教 育 の伝統

(181を

背景 に しなが ら、ピス トイアの乳 幼児教育が作 っ

て きた理念が ここに具現化 してい ると思われる。

(d)社 会性
観察事例 のなかでは、 3歳 児 クラスでの互 い に模倣 し協力す る遊び、 5歳 児 クラスでの
協同の制作以外 は、子 どもたち同士 の関わ りのなかで社会性 を発達 させ る機会 はあま り見
られなかった。素材 を使 った活動は個人的にな りがちで、特 に年齢 の低 い段階 では 自発的
な相互作用のある遊 びにはな りに くいのか もしれない。 しか し、最初 に述べ たよ うに、 ピ
ス トイアの教育では相互の 関係性が非常 に重視 されてい る。素材 を使 った共同活動が教師
の仲介 によって低年齢 で もしば しば行われてい ることは、ドキ ュメンテー シ ョンの分析 Q9
か ら示 されてい る。
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まとめ
以上の分析か ら言 える ことは、 この ような素材 を使 った ピス トイアの乳幼児教 育 では、

認知、感性、創造性、社会性 の狽J面 は互 い に不可分であ り、子 どもは全体が統合 された学
習 を通 して発達 してい くとい うことで ある。本稿 では、多種多様 な素材 の うちのほんの数
種類 の素材 を使 った活動 のわずかのエ ピソー ドを分析 したにす ぎない。他 の活動 のなかに
は、 自然 の素材 を使 ったl舌 動や 自然素材 と人工素材 を組み合 わせた活動 も多 い。ある幼児
学校 では、一つのことにイ ンス ピレーシ ョンを受けた子 どもたちが 別 々の素材 で 自分 のイ
メー ジを発 展 させ る独創的な活動 も見 られた。 また、町にある美術 を探索 しに行 く活動 120)、
アー ト中心 の児童館 と連携する活動 鬱D等 、園外 に出る こと もこれ らの統合 的な教育活動
のなかに組み込 まれてい る。
日本では しば しば、 レッジ ョ・エ ミリアの教育活動 は美術教育 の一 つ として位置づ け ら
れている。 レッジ ョと共通点 もある ピス トイア市の上記の よ うな教育 は、 しか し決 して美
術教育 ではない。 あ くまで、美 的感覚 は子 どものホ リス テイックな発達の根 幹 の一 つ で あ
り、 これまで述べ て きたように、すべ ての発達 の側面 と不可分 に結 びついて い る、 とい う
ことを強調 したい。

おわ りに
日本の幼稚 園や保育国での遊びのイメー ジはまず、身体 を動かす、 ごっこ を演 ず る、笑
い合 った りふ ざけ合 う、 とい うことでは ない だろ うか。 7年 前 に最初 に ピス トイアで観察
を行 った時に、笑 い もせず に造形 に熱 中 して い る子 どもは本当に楽 しみ遊 んでいるのか ?
とい う疑問をもった。 しか し幼児学校 での 自由な時間にも、子 どもたちが床 いっぱい に円
筒 を立てて「街」 を作 っていた り、木 の積木 を並 べ て城 を作 っているの を見た時 に、子 ど
もにとつての遊 びには、 もっと広 い範疇が含 まれるのではないか、 と考 えさせ られた。子
どもが深 く満足 し、落 ち着 いて心が安定 して い る「楽 しさ」 もあるだろう。その よ うな楽
しさは美的な感性 と深 く関わ っていることをピス トイアの子 どもたちは示 して い る。それ
を教 育 のなかで ど う作 るのか。子 どもとい う存在 をどう見 るか とい う基本的な子 ども観 に
対 して、 また 日本の乳幼児教育の在 り方 に対 して内省 を追 られる課題である。
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