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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 保育・幼児教育を取り巻く状況が大きく変化している。その最たるものは、平成 27 年 4 月か

ら、幼保連携型認定こども園を中心とした新システムが稼働することである。もちろん、その

変化の波は保育者養成校にも押し寄せている。従来の幼稚園教諭と保育士に加え、保育教諭の

養成という新たな課題が提示されたのである。養成校としても積極的に対応するため、一般社

団法人「保育教諭養成課程研究会」が設立された。その目的は「すべての乳幼児に質の高い教

育を提供するとの理念の下、会員相互が保育教諭（幼稚園教諭を含む）の養成に関する調査・

研究を行い、また広く幼児教育の充実、発展に向けて調査研究をすすめ、互いに啓発しあうこ

とを通して、教員養成の質の向上と諸課題の解決に寄与すること」とある。これから保育教諭

養成カリキュラムに関する検討やそれに関わる様々な課題が議論されていくのであろう。 

そこでの課題の一つとして、領域「表現」及び授業科目「表現指導法」の見直しも含めたテ

ーマが設定されている。「表現指導法」は、「表現」のねらいや内容、取り扱い方を理解させ、

子どもを指導するために必要な資質を向上させることをめざし、平成元年に「表現」の誕生に

伴い新設された。「表現」は、元々存在していた、領域「音楽リズム」と領域「絵画制作」を

発展的に解消して誕生した経緯があるためか、「表現指導法」の授業はとても多様である。 

領域「表現」は「自分のイメージを動きや言葉などで表現したり，演じて遊んだりするなど

の楽しさを味わう」という劇的な要素も含有している。しかしながら、「劇表現指導法」や「保

育内容（劇表現）」という授業科目はあまり目にしない。もちろん、統合的な子どもの表現を

扱うため、演劇を独立的に扱う必要はないのかもしれない。ただ、保育者養成校における演劇

の活用の仕方は、総合表現や舞台発表プロジェクトの中で、音楽・造形・身体・言葉による表

現を結合させる接着剤のような役割を果たしていることが多い。それも有用な活用の仕方だと

は思うが、演劇や劇的表現がもつ固有の教育的価値を活かすという視点も、今、改めて領域「表

現」のあり方を検討していく上では重要であろう。 

まず、保育者養成校において「表現指導法」及び「保育内容（表現）」がどのように開講さ

れているか、その現状調査から始めた。結果として、2012 から 2013 年度では、44 の「劇表現

指導法」や「保育内容（劇表現）」と呼べる授業があることがわかった。そのうちの 29 は、

台本や舞台装置を作成したり、稽古を積み重ね、第三者を対象とした発表会を開催すること

を目的としている授業であった。一方、そのうちの 15 は劇づくりの過程と言えるごっこ遊び

や劇遊び、ふり遊び等の自己表現的な経験を学習機会として活かす授業であった。 

総合表現的な舞台発表を経験することも保育者養成の中で有益な学習機会ではあるが、その

前段階として、日常的で気軽な劇表現をまず経験させる必要があろう。それは、将来保育者と

して子どもに自分のイメージを表現し、演じて遊ぶことの楽しさを味わわせるためには、まず、

自分自身が自己表現や演じる行為の楽しさや奥深さに気づく経験があった方が、次の段階とし

て、第三者の前で誰かを演じるという行為を楽しめるようになると考えられるためである。 

そのような考えに立ち、劇づくりの過程を活かす 15 の「劇表現指導法」に着目し、演劇を

活用することで保育者にとってどのような学びに繋げようとしているのかを探ろうと考え

た。その際に「劇表現指導法」だけを単体に扱うのではなく、カリキュラムの視点に立って、

その科目の周辺にあるものについても探ろうと考えた。つまり「劇表現指導法」は舞台づく

りや総合表現発表や、演劇的な実技科目、他の表現領域とも密接に繋がり、影響も与え合っ

ていることが予想されるためである。保育者養成校における授業科目「劇表現指導法」と合

わせて、周辺も意識しながら、そのカリキュラム・モデルを探っていきたい。 

 

            平成 27 年 3 月 31 日 

山本直樹（有明教育芸術短期大学） 
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第第第第 1111 章章章章    本研究の本研究の本研究の本研究の概要概要概要概要    

第第第第 1111 節節節節    研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的    

 保育者養成カリキュラムの中に、領域「表現」を扱う必修科目として「表現指導法」及び「保

育内容（表現）」がある。（以後、「表現指導法」に統一して表記する）「表現指導法」の中

で劇的な内容を 15 回もしくは 30 回かけて扱う「劇表現指導法」もあるが、それには主に 2 つ

のタイプがある。一つは、台本や舞台装置を制作したり、稽古を積み重ね、第三者が鑑賞する

劇（児童劇、音楽劇、オペレッタ、ミュージカル等）をつくり上げるタイプ。もう一つは、そ

の過程としての要素、すなわち、何かを見立てて遊んだり、何かになるふりをしたり、他の誰

かになることを楽しんだりする劇的な遊びや、自分達の経験や絵本等をモチーフにストーリー

に沿った即興的な劇表現を楽しむタイプである。 

後者に関する関連研究を言えば、子どもの「劇的遊び」をルーツとするドラマを保育者養成

プログラムに応用し、コミュニケーション能力育成のためのプログラムを開発することを目指

した研究（小林、2013）
1)

や、スケッチブックを工夫して活用し、集団想像表現のための教材

として取り入れた実践事例の検討がなされている（花輪、2010）
2)

。また、学生の指導力向上

への寄与も念頭に幼児のためのドラマ・プログラムの開発と検証を行った研究（指田、2001）

3)

や、児童健全育成の分野ではあるが、日常的な劇表現に関するプログラム開発や海外の現状

の報告も含めた総合的な研究も行われている（児童表現活動研究会編、1995）
4)

。 

 国外では英国、豪州、カナダ等を主に、特にアメリカにおいて「クリエィティブ・ドラマテ

ィクス」という名称で、創造性の開発を目的とした劇表現プログラムが 20 世紀初頭から起こり、

ウォードや弟子のシックスらによって、その理念を受け継いだ多くの教員や保育者が現場に送

り出された（小林、2009）
5)

。近年ではアジアでも台湾や韓国において演劇が正課として導入

されている。特に台湾では、2001 年に劇を正課として導入するために、音楽や造形を担当する

教員に劇表現に関する研修をさせ、演劇を担当する教員にする教育政策を行った
6)

。 

  本研究の着想に至った経緯であるが、研究代表者は、2002 年から保育者養成校に勤務し、学

習成果の総合的なまとめを意図した舞台発表を行う指導リーダーを継続的に担当し、総合的な

劇発表の意義について音楽・造形・舞踊・保育を専門とする教員達と共に考察した（三小田・

山本ら、2006）
7)

。また一方で総合的な舞台発表に対する疑問も感じ、日常保育の延長的な劇

表現の価値を探るため、学生の自己表現力やコミュニケーション力の向上に関する研究（平成

17 年度東京都私学財団私立学校研究助成事業「自己表現力の育成を目指す「ドラマ（劇遊び）」

の授業内容に関する研究」研究代表者山本直樹、2005）や、「表現指導法」における劇のもつ

可能性を探る研究（平成 21 年度東京都私学財団私立学校研究助成事業「ドラマ教育の特性を生

かした保育内容「表現」の授業デザイン」研究代表者山本直樹、2009）、造形専門の教員と共

に、パペットの制作や活用を通してその意義を考察する研究（全国保育士養成協議会関東ブロ

ック協議会研究費助成「保育者養成におけるコミュニケーション能力と表現技術の育成に関す

る研究」研究代表者山本直樹、2010）等を進めてきた。また、学生・現場・授業を結びつける

ための試みとして、幼稚園や児童館に学生を連れて行き、そこで学生に子どものための活動を

展開させる試み（山本、2006）
8)

や、劇表現の授業を受講した卒業生が授業成果をどのように

捉え、かつ彼女らが現場で活用しやすい指導者用教材の開発（山本、2009）
9)

、園での劇表現

実践を「劇表現指導法」の映像教材として活かす研究（山本ら、2011）
10)

を行ってきた。 

 カリキュラム研究に関しては、オーストラリアのナショナル・カリキュラムにおける「芸術

科」の調査を行ったことがある。幼稚園から高校までの授業科目「ドラマ」に着目し、難易度

を発達過程に合わせて段階的に高めるための評価の観点を調べた（山本、2007）
11)

。また、研

究代表者の専門学校教員時代の授業内容を総括し、「劇表現指導法」で範囲とすべき内容や重

点項目についての考察を行った（山本、2010）
12)

。 
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 本研究は「劇表現指導法」に着目し、その内容や方法、担当講師、教材等に焦点を当て、最

終的には「劇表現指導法」を中心としたカリキュラム・モデルの検討と指導のための補助教材

を開発することを目的とする。 

これまでの研究は実践的な取り組みや海外の先駆的理論の紹介を通して、教育や保育におけ

る劇の専門性を確立させることに主眼を置いていたが、本研究はそれらの研究成果を保育者養

成のために再構築し、かつ応用的に活用することを目指すものである。 
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10) 山本他「「保育内容表現」における劇遊びを学ぶための自作映像教材の効果」『全国保育士養

成協議会研究発表論文集』50、2011 
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科学研究費補助金（奨励研究：課題番号：18906065）報告書』、2007 

12) 拙筆「ドラマ教育の特性を生かした保育内容「表現」の授業デザイン」『平成 21 年度東京都私学財団私

立学校研究助成事業報告書』、2010 

 

 

第第第第 2222 節節節節    研究の内容と方法研究の内容と方法研究の内容と方法研究の内容と方法    

 これからの課題も含めた「劇表現指導法」のあり方を検討するために、第 2 章では、保育者

養成校における授業科目「表現指導法」、中でも特に「劇表現指導法」の実態調査を中心に行

った。第 3 章では、その授業担当者に依頼し、シラバスやそこには書かれていない事柄に関す

るインタビューを実施した。あわせて第 4 章と第 5 章では「劇表現指導法」の授業に関して、

授業実践を通した授業内容や方法、教材のあり方の検討を試みた。第 6 章では、保育者養成に

おける「劇表現指導法」の課題、それを含めたカリキュラム・モデルの考察を行った。 

なお、本研究の研究経費は以下の通りである。 

 

研究経費研究経費研究経費研究経費    

平成 24 年度 400 千円 ／ 平成 25 年度 500 千円 ／ 平成 26 年度 400 千円 
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第第第第 3333 節節節節    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過    

 本研究の妥当性を探るため、かつ、その成果を広く公開するため、下記の通りに報告した。 

年  題目 発行 頁 

2012 

1 

学生の内的メッセージを愛好歌から探る－「劇表

現指導法」の教材開発の手がかりとして－ 

全国保育士養成協議会研究発表

論文集51 

284-285 

 

2 

ドラマ／演劇による保育者養成プログラム 

（報告者：小林由利子、椛島香代、山本） 

日本乳幼児教育学会第22回大会

自主ラウンドテーブル 

30-31 

3 

これからの教育活動におけるドラマ教育のもつ可

能性 

Education in the School Library

4 

23-29 

2013 

4 

学生の主体的参加を促す保育内容（劇表現）の

教材に関する研究 

全国保育士養成協議会研究発表

論文集52 

438-439 

 

5 

『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づく劇遊び

実践の再考察－多様な先行事例との比較を通して－ 

立教女学院短期大学紀要44 

 

53-64 

 

6 

乳幼児期から学童期への発達と教育 

（担当箇所「子どもにとっての表現とは何か」） 

保育出版会（編者：太田光洋、 

執筆者：太田光洋他、山本） 

62-82 

7 

自作教材研究に特化した授業の実践－絵本を題

材としたパネルシアターの製作と保育現場での実

演を中心に－  

有明教育芸術短期大学紀要4 

（執筆者：山本、杉本信、諸井泰

子） 

79-90 

2014 

8 

「視聴覚教育」における靴下人形製作とその作品発表

の意義と課題－学生によるふり返りの分析を中心に－ 

立教女学院短期大学紀要45 

 

105-116 

 

9 

「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の設

定とその指導に関する研究 

有明教育芸術短期大学紀要5 

（執筆者：山本、下川涼子） 

79-90 

 

10 

保育士養成校における劇的要素を含んだ「保育

内容（表現）」の開講状況調査 

全国保育士養成協議会研究発表

論文集53 

240 

 

11 

授業を通した保育者資質としての「表現力」の育

成 

（報告者：椛島香代、木村浩則、小林由利子、花

輪充、山本） 

日本乳幼児教育学会第24回大会

自主シンポジウム 

66-67 

12 

保育者養成におけるドラマの活用(3)－触ることか

らの発展－ 

日本保育学会大会発表論文集67 549 

2015 

13 

「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の

意義と課題─学生のふりかえりを手がかりに─ 

こども教育宝仙大学紀要6 

 

85-93 

 

14 

劇的要素を含んだ「保育内容（表現）」の開講状

況に関する考察 

有明教育芸術短期大学紀要6 

 

85-96 

 

15 

保育者養成課程における保育内容「表現｣の実証

的検討－プレイメーキングによる学生の自己表現

力とコミュニケーション力の育成－ 

東京家政大学博物館紀要20 

（執筆者：花輪充、山本） 

18-23 

16 

台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授

業の調査 

日本保育学会大会発表論文集68 240 

17 

保育者養成教材としての絵本『三びきのやぎのが

らがらどん』 

保育文化研究1 

 

51-60 
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第第第第 2222 章章章章    保育者養成保育者養成保育者養成保育者養成における「劇表現指導法」の現状における「劇表現指導法」の現状における「劇表現指導法」の現状における「劇表現指導法」の現状調査調査調査調査    

第第第第 1111 節節節節    概要概要概要概要    

保育者養成における「劇表現指導法」の現状をふまえ、その授業のあり方や意義、課題等を

検討するための土台として、第 2 節では「劇的要素を含んだ「保育内容（表現）」の開講状況

に関する考察（2015）」を加筆訂正し、「劇表現指導法」の開講調査の結果を掲載した。 

第 3 節では、劇表現が公教育に位置づけられている台湾において、保育者養成における演劇

的授業の調査結果の一部として「台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授業の調査

（2015）」を加筆訂正したものを掲載した。欧米の劇表現の要素を取り入れ、かつ自国に根付

かせた台湾の実態を調べることは、より本研究の発展と今後の研究に繋がると考えた。 

 

第第第第 2222 節節節節    「劇表現指導法」の開講状況とシラバスの分析「劇表現指導法」の開講状況とシラバスの分析「劇表現指導法」の開講状況とシラバスの分析「劇表現指導法」の開講状況とシラバスの分析    

「劇的要素を含んだ「保育内容（表現）」の開講状況に関する考察（「劇的要素を含んだ「保育内容（表現）」の開講状況に関する考察（「劇的要素を含んだ「保育内容（表現）」の開講状況に関する考察（「劇的要素を含んだ「保育内容（表現）」の開講状況に関する考察（2012012012015555）」より）」より）」より）」より    

 

１．１．１．１．はじめにはじめにはじめにはじめに     

 保育者養成校における必修科目「表現指導法」に活用されている芸術・表現分野に音楽表現、

造形表現、身体表現等があるが、他にも劇的要素を含んだ表現（演劇表現、劇表現、ドラマ表

現）がある。表現には鑑賞と経験の領域があるが、経験に焦点を絞れば、劇的要素を含んだ表

現の経験として、生活発表会やお遊戯会につながる音響・照明などのスタッフ・ワークも含め

た集団舞台創作の劇経験と、もう一つ、保育における日常での遊びにつながるごっこ遊びや劇

遊び、ふり遊び等の自己表現的な劇経験の二種類を挙げることができよう。二つの経験とも現

役の保育者や養成校の学生に必要な劇経験だと考えられるが、音楽や造形等と異なり、劇的要

素を含んだ表現は学校教育の中の正課ではないため、総合的な学習の時間や、生活発表会・学

芸会のような特別活動的な位置づけ以外で計画的に経験できることは希である
1)

。また、保育

者養成校においても学習の成果を総合的にまとめるという目的で舞台化する試みは珍しくはな

いが、その準備的な段階として、自己表現的な劇経験をふまえてから、集団舞台創作活動へと

展開させる養成校は多くは無いであろう。「幼稚園教育要領」の領域（表現）の内容（８）、

「保育所保育指針」の内容⑩には「自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊

んだりするなどの楽しさを味わう。」
2)3)

と記されているが、学生時代に自己表現や演じる行

為自体の楽しさを感じないまま現場に出るとすれば大変残念な話である。この内容を扱う保育

者の養成段階においては自己表現的な劇経験を積むよう工夫を凝らす必要が特にあると考えら

れる。 

 A 短大では保育における日常での遊びにつながるごっこ遊びや劇遊び、ふり遊び等の自己表

現的な劇経験を扱う科目「保育内容（ドラマ表現）」が開講されている。これまで授業担当者

としてその改善を目指して、教材研究や指導法等の実践的なテーマで研究を進めてきた
4)5)

。

また、このような取り組みは A 短大以外の養成校でも同様の授業研究（小林 2009、花輪 2010、

直井 2013)
 6)7)8)

が行われている。まずは A 短大の授業実践を充実させることを念頭に研究を進

めてきたが、少し視野を広げ、他の養成校の「劇表現指導法」の授業内容を探り、それらを俯

瞰的に見てみることで、A 短大の授業改善につながる材料を集めたい。このようなことから他

の養成校の「表現指導法」の開講状況やそのシラバスを特に劇的要素を含んだ授業を中心に調

査しようと考えるに至った。その基盤となる考えは、メンバーの一人として参加した日本演劇

学会演劇教育プロジェクトチームが行った開講状況調査を参考とした。（菊川、2005）
9)

 

 

２．２．２．２．目的目的目的目的    

 本研究の目的は 3 つある。一つめは、全国保育士養成協議会に加盟する保育者養成校におけ
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る授業科目「表現指導法」の開講状況を調査し、その現状を明らかにすること。二つめは、そ

の中で劇的要素を含んだ授業を抽出し、劇的要素がどのように扱われているかを明らかにする

こと。三つめは、その上で、特に自己表現的な劇経験に焦点を当てた「劇表現指導法」のシラ

バスを分析し、それぞれの授業の内容や方法を明らかにし、A 短大との比較を行うことである。 

 

３．３．３．３．方法方法方法方法    

    

対象対象対象対象    

 調査対象は、2013 年 6 月 14 日時点で全国保育士養成協議会に加盟する保育者養成校 494 校

とする。調査の方法は、全養成校の公式ホームページにアクセスを試み、授業科目「表現指導

法」に関する情報を収集する。具体的には指定保育士養成施設として認められている学科・コ

ース・学類等を探し、そのカリキュラム一覧から「表現指導法」と推測できる科目を確認した

上で、そのシラバスを検索し、授業内容を確認、最終的に開講数をカウントするという手順を

踏んだ。シラバスを発見できなかった場合には、ホームページにおける目玉授業の紹介ページ

や教員のプロフィールの中の担当授業情報等を調査し、できるだけ授業情報の詳細を掴むよう

努めた。開講数のカウントは、その基盤となる芸術・表現分野の「表現指導法」が開講してい

た場合は 1 とした。同一の養成校で同一分野の授業が 2 つ以上開講されていてもその養成校で

はその分野の科目が開講されていたということで、同じく 1 とした。 

 情報の収集作業は、2013 年の 6 月から 9 月にかけて行った。原則として 2013 年度のカリキ

ュラムとシラバスを対象としたが、養成校の事情（養成校の合併・改廃、学部改組、カリキュ

ラム改変）や、授業の開講学期が二年次以降の場合には、2012 年度以前の入学生対象のシラバ

スのみ掲載されているという状況があったため、必ずしも 2013 年度の情報で、すべてをまとめ

ることができなかった。原則として、できる限りそれに近い情報を収集するとした。 

 

分類項目分類項目分類項目分類項目    

 「表現指導法」において基盤となる分野の分類項目として「音楽」、「造形」、「身体・舞

踊」、「劇」、「オムニバス・複合的・その他」、「詳細不明」、「未発見」を設定した。分

類の基準としては、シラバスを見て授業内容のほとんどが単一の分野で貫かれていた場合は、

それぞれを「音楽」、「造形」、「身体・舞踊」、「劇」に当てはめた。一方、二つや三つ以

上の分野で構成されていたもの、分野ごとの区分けを明確にできないもの、どれにも該当しな

いものに関しては「オムニバス・複合的・その他」とした。カリキュラムの中で「表現指導法」

に該当すると判断できる科目は発見したが、シラバスが発見できず、詳細が確認できなかった

ものは「詳細不明」、ホームページ上でカリキュラムもシラバスも発見できない場合には「未

発見」とした。 

 次に劇的要素を含んだ「表現指導法」の開講状況に関しては、「劇」に限らず「オムニバス

・複合的・その他」や他の分野の授業も調査の対象とした。15 回のその授業の中で、一部でも

劇的要素が含まれている場合はⅰとした。劇的な要素で授業が貫かれていて、台本や舞台装置

を作成したり、稽古を積み重ね、第三者を対象とした発表会を開催することを主目的としてい

る場合はⅱとした。劇的な要素で授業が貫かれていて、劇づくりの過程と言えるごっこ遊びや

劇遊び、ふり遊び等の自己表現的な経験を学習機会として活かすことを主目的としている場合

はⅲとした。劇的要素を含む「劇表現指導法」に限っては、通年授業の前期と後期で授業の性

質が異なる場合には、それぞれ分割してカウントした。 
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４４４４．．．．授業科目「授業科目「授業科目「授業科目「表現指導法表現指導法表現指導法表現指導法」の開講状況」の開講状況」の開講状況」の開講状況 

 全国保育士養成協議会に加盟する 494 の保育者養成校において、授業科目「表現指導法」の

開講状況を公式ホームページに基づき調査した結果、「音楽」は 263 校（53.23%）、「造形」

は 276 校（55.87%）、「身体・舞踊」は 98 校（19.83%）、「劇」は 38 校（7.69%）、「オムニ

バス・複合的・その他」は 125 校（25.30%）、「詳細不明」は 59 校（11.94%）、「未発見」は

39 校（7.89%）で開講していることがわかった。（表 2-1） 

 

 

表 2-1 表現科目の分野ごとの「表現指導法」の開講数(2013) 

 

 結果を見ると、音楽分野と造形分野を中心的なテーマとして開講している養成校が約 5 割近

くあり、改めてこの科目の基幹的な内容であるということがわかった。「オムニバス・複合的

・その他」に該当する科目も 4 校に 1 校の割合で開講されていた。その主な中身は、最初に領

域「表現」についての基礎的な事項をふまえてから、音楽、造形、身体、劇等の内容を順番に

複数の講師が担当するというオムニバス形式のものが多かった。また、分野ごとに区分けせず

に子どもの表現活動というテーマで統合的に展開する養成校も数十校あった。他にも 5 領域自

体を融合的に捉えて「人間関係」と「表現」を横断的に開講している養成校や「映像メディア」

分野を基盤に「表現指導法」を構成しているユニークな養成校もあった。 

 以下に調査した「音楽」「造形」「身体・舞踊」「オムニバス・複合的・その他」の開設科

目名を記す。 

    

「音楽」「音楽」「音楽」「音楽」的科目的科目的科目的科目 

「こどもの表現ａ（音楽表現）」、「こどもとリズム表現」、「こどもとリズム表現Ⅰ」、「こどもと音楽表現」、

「こどもと音楽表現 I」、「こどもと楽しいリズム表現」、「こどもと表現（リズム）」、「こどもと表現（音楽）」、

「パフォーマンスＡ（音楽表現指導法）」、「リトミック（指導法）」、「音楽的表現指導法」、「音楽表現」、

「音楽表現（指導法）Ⅰ」、「音楽表現（指導法）Ⅱ」、「音楽表現（指導法）Ⅲ」、「音楽表現（指導法）

Ⅳ」、「音楽表現（指導法を含む）」、「音楽表現Ⅰ」、「音楽表現Ⅱ」、「音楽表現Ａ指導法」、「音楽表

現 B 指導法」、「音楽表現Ｉ（保育内容）」、「音楽表現 II（保育内容）」、「音楽表現の指導法」、「音楽

表現演習」、「音楽表現活動Ⅰ」、「音楽表現活動Ⅱ」、「音楽表現基礎」、「音楽表現指導法」、「音

楽表現指導法Ⅱ」、「音楽表現指導法Ⅲ」、「音楽表現指導法 I」、「音楽表現指導法演習」、「音楽表

現法」、「子どもと音楽」、「子どもと音楽表現」、「子どもと音楽表現Ⅰ（ピアノ）」、「子どもと音楽表現Ⅱ

（声楽）」、「子どもと表現Ⅰ(音楽）」、「子どもと表現 III」、「子どもの育ちと表現・音楽」、「子どもの音楽

と遊び」、「子どもの音楽指導法」、「子どもの表現Ⅱ（指導法）」、「子どもの表現活動ⅠＡ」、「子どもの

表現活動ⅡＡ」、「表現」、「表現 (音楽) 指導法」、「表現（１）」、「表現（Ⅰ音楽）」、「表現（リトミッ

ク）」、「表現（指導法） I」、「表現１（音楽の指導法）」、「表現 1b」、「表現Ⅰ」、「表現Ⅰ（音楽表現）」、

「表現Ⅰ(指導法)」、「表現ⅠA〔音楽表現〕」、「表現ⅠB〔音楽表現〕」、「表現Ⅱ」、「表現Ⅲ」、「表現

494 

38 39 59 
125 

98 

276 263 
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Ｂ（音楽表現）」、「表現Ｉ（音楽表現）」、「表現 I 音楽（保育内容）」、「表現 I 指導法」、「表現の指導法

（音楽Ⅰ)」、「表現の指導法（音楽Ⅱ）」、「表現の指導法Ⅰ(1)」、「表現の指導法Ⅰ(2)」、「表現の保

育」、「表現活動指導法（リトミック）」、「表現指導法」、「表現指導法Ⅰ」、「表現指導法Ⅱ（音楽）」、

「表現指導法 I（音楽）」、「保育（表現・音楽Ⅰ）」、「保育（表現・音楽Ⅱ）」、「保育の表現Ａ」、「保育の

方法（表現・音楽）」、「保育指導法(音楽とリズム)」、「保育指導法(表現Ⅰ)」、「保育指導法（表現

B）」、「保育指導法・表現ⅠA」、「保育内容 音楽的表現Ⅰ」、「保育内容 音楽的表現Ⅱ」、「保育内

容 音楽表現」、「保育内容 音楽表現Ⅰ」、「保育内容 音楽表現Ⅱ」、「保育内容 表現」、「保育内

容 表現Ⅲ」、「保育内容 表現Ⅳ」、「保育内容 表現 I」、「保育内容（リズム表現）」、「保育内容(音

楽)」、「保育内容（音楽とリズム）」、「保育内容（音楽的表現Ⅰ）」、「保育内容（音楽的表現Ⅱ）」、「保

育内容（音楽表現）」、「保育内容（音楽表現）Ⅰ」、「保育内容（音楽表現）Ⅱ」、「保育内容（音楽表

現）指導法」、「保育内容（音楽表現の指導Ⅰ）」、「保育内容（音楽表現の指導Ⅱ）」、「保育内容(表

現 I ｢音楽 1｣)」、「保育内容(表現 I ｢音楽 2｣)」、「保育内容（表現）」、「保育内容（表現）」、「保育内

容(表現)２」、「保育内容(表現)Ａ」、「保育内容(表現)B」、「保育内容（表現・音楽）」、「保育内容（表

現Ⅰ）」、「保育内容（表現Ⅱ）」、「保育内容（表現Ⅲ）」、「保育内容(表現 A1)」、「保育内容(表現

A2)」、「保育内容（表現Ｂ）」、「保育内容（表現 I 音楽基礎）」、「保育内容（表現 III 音楽応用）」、

「保育内容：音楽表現」、「保育内容｢音楽表現｣」、「保育内容「子どもと音楽表現」」、「保育内容「表

現（音楽）」」、「保育内容「表現」」、「保育内容・音楽表現」、「保育内容・音楽表現Ⅰ」、「保育内容・

音楽表現Ⅱ」、「保育内容・表現（音楽）」、「保育内容・表現Ⅰ」、「保育内容・表現Ⅱ」、「保育内容Ⅰ

（音楽表現 A）」、「保育内容Ⅰ（音楽表現 B）」、「保育内容Ⅲa」、「保育内容Ⅴ音楽リズム 1」、「保育

内容Ⅴ音楽リズム 2」、「保育内容Ⅵ（子どもと表現Ⅱ）」、「保育内容Ｅ・表現１」、「保育内容の研究 

（表現：音楽）」、「保育内容の研究 表現Ⅱ」、「保育内容の研究（音楽表現）」、「保育内容の研究

(音楽表現Ⅰ)」、「保育内容の研究(音楽表現Ⅱ)」、「保育内容の研究（表現）」、「保育内容の研究

（表現Ⅱ）」、「保育内容の研究（表現 A）」、「保育内容の研究（表現－音楽）Ⅱ」、「保育内容の研究

（表現－音楽）I」、「保育内容の研究「音楽表現」」、「保育内容の研究(幼児の表現)Ⅰ」、「保育内容

の研究Ⅱ（音楽)」、「保育内容の研究・音楽表現」、「保育内容の研究・表現（音楽Ａ）」、「保育内容

の研究・表現（音楽 B）」、「保育内容の研究・表現Ⅰ」、「保育内容の指導法 表現」、「保育内容の指

導法 表現Ⅱ」、「保育内容の指導法（音楽表現）」、「保育内容の指導法（表現Ⅰ）」、「保育内容リズ

ム表現指導法」、「保育内容演習（音楽）Ⅰ」、「保育内容演習（音楽的表現）」、「保育内容演習（音

楽表現）」、「保育内容演習(音楽表現Ⅰ）」、「保育内容演習(音楽表現Ⅱ）」、「保育内容演習（表

現）」、「保育内容演習（表現）Ⅰ」、「保育内容演習（表現・音楽）」、「保育内容演習（表現Ⅰ）」、「保

育内容演習（表現Ａ）」、「保育内容演習・表現Ⅰ」、「保育内容演習・表現 AⅠ」、「保育内容演習・表

現 AⅡ」、「保育内容演習２（表現）」、「保育内容演習３ 」、「保育内容演習Ⅰ（表現）」、「保育内容演

習Ⅰ（表現音楽活動）」、「保育内容演習Ⅱ（音楽）」、「保育内容演習Ⅴ（表現）」、「保育内容演習Ⅴ

A（音楽表現）」、「保育内容演習ⅤB 演習」、「保育内容演習ＢⅡ（音楽ｂ）」、「保育内容演習 E」、

「保育内容演習表現」、「保育内容演習表現（音楽）」、「保育内容音楽的表現」、「保育内容研究」、

「保育内容研究（音楽）」、「保育内容研究（音楽表現 I）」、「保育内容研究（音楽表現）」、「保育内

容研究（音楽表現 II）」、「保育内容研究（表現）」、「保育内容研究（表現）a」、「保育内容研究（表現

Ⅱ）」、「保育内容研究(表現 A)」、「保育内容研究（表現活動）」、「保育内容研究(表現活動)Ｃ」、「保

育内容研究(表現活動)Ｄ」、「保育内容研究「音楽表現」」、「保育内容研究・表現」、「保育内容研究

5（こどもの音楽表現）」、「保育内容研究Ⅰ(音楽表現)」、「保育内容研究Ⅴ－音楽表現Ａ」、「保育内

容研究Ⅴ－音楽表現 B」、「保育内容研究 E（音楽表現）」、「保育内容研究 E（感性と表現）」、「保育

内容研究Ｅ（子どもの表現・音楽活動）」、「保育内容研究 V（表現 A）」、「保育内容研究Ｖ（表現活動

・音楽）」、「保育内容研究 VI（表現・音楽）」、「保育内容指導法 表現ＡⅠ」、「保育内容指導法 表

現ＡⅡ」、「保育内容指導法 表現 II（音楽）」、「保育内容指導法（音楽）」、「保育内容指導法(音楽

表現)」、「保育内容指導法(表現①)」、「保育内容指導法「生活と表現Ⅰ」」、「保育内容指導法Ⅱ」、
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「保育内容指導法Ⅸ」、「保育内容指導法Ⅹ」、「保育内容指導法表現（Ａ）」、「保育内容表現」、「保

育内容表現（リズム）Ⅰ」、「保育内容表現（リズム）Ⅱ」、「保育内容表現（音楽）」、「保育内容表現（音

楽分野）」、「保育内容表現Ⅱ」、「保育内容－表現Ⅱ」、「保育内容表現 I」、「保育内容表現音楽

Ⅱ」、「保育内容表現音楽 A」、「保育内容表現音楽 B」、「保育内容表現音楽 I」、「保育内容表現指

導法」、「保育方法の研究Ⅱ①」、「幼児の音楽表現」、「幼児の音楽表現Ⅰ」、「幼児の音楽表現

Ⅱ」、「幼児の音楽表現Ⅱａ」、「幼児の音楽表現Ⅱｂ」、「幼児の音楽表現指導法」、「幼児音楽（指導

法）」 

 

「造形」的科目「造形」的科目「造形」的科目「造形」的科目 

「保育内容研究ＶＩ（表現活動・造形）」、「「表現」指導法」、「こどもと造形表現」、「こどもと造形表現

Ⅱ」、「こどもと造形表現 I」、「こどもと表現」、「こどもと表現（造形）」、「こどもの表現ｂ（造形表現）」、

「パフォーマンスＢ（美術表現指導法）」、「絵による表現」、「子どもと造形」、「子どもと造形表現」、「子

どもと造形表現Ⅱ」、「子どもと造形表現 I」、「子どもと表現Ⅱ」、「子どもと表現Ⅱ（造形）」、「子どもと

表現II」、「子どもの育ちと表現・造形」、「子どもの絵と製作（指導法）」、「子どもの造形と遊び」、「子ど

もの造形指導法 I」、「子どもの造形指導法Ⅱ」、「子どもの表現Ⅰ（指導法）」、「子どもの表現活動Ⅰ

Ｂ」、「子どもの表現活動ⅡＢ」、「自己表現・グループ表現」、「造形」、「造形指導法」、「造形的表現

指導法」、「造形表現」、「造形表現（指導法）」、「造形表現（指導法）」、「造形表現（指導法）Ⅰ」、

「造形表現（指導法）Ⅱ」、「造形表現（指導法を含む）」、「造形表現Ⅰ」、「造形表現Ⅱ」、「造形表現

Ａ指導法」、「造形表現 B 指導法」、「造形表現Ｉ（保育内容）」、「造形表現 II（保育内容）」、造形表現

の指導法」、「造形表現演習」、「造形表現活動Ⅰ」、「造形表現活動Ⅱ」、「造形表現基礎」、「造形表

現指導法」、「造形表現指導法Ⅱ」、「造形表現指導法Ⅲ」、「造形表現指導法 I」、「造形表現指導法

演習」、「造形表現法」、「表現 (造形) 指導法」、「表現（２）」、「表現（Ⅱ造形）」、「表現（指導法） 

Ⅱ」、「表現２（造形の指導法）」、「表現Ⅰ」、「表現Ⅱ」、「表現Ⅱ（Ａ）（保育内容）」、「表現Ⅱ（Ｂ）（保

育内容）」、「表現Ⅱ（絵画制作表現）」、「表現ⅡA〔造形表現〕」、「表現ⅡB〔造形表現〕」、「表現

Ⅳ」、「表現Ａ（造形表現）」、「表現ＩＩ（概論・造形表現）」、「表現 III 造形（保育内容）」、「表現 II 指導

法」、「表現の指導（造形）」、「表現の指導法（造形Ⅰ）」、「表現の指導法（造形Ⅱ）」、「表現の指導

法（造形Ⅲ）」、「表現の指導法（造形Ⅳ）」、「表現の指導法Ⅱ(2)」、「表現の指導法Ⅱ(1)」、「表現の

保育」、「表現の保育特論」、「表現活動指導法（創作活動）」、「表現指導法」、「表現指導法Ⅱ（造

形）」、「表現指導法Ⅲ」、「表現指導法Ⅳ」、「表現指導法 I（造形）」、「保育（表現・幼児造形）」、「保

育（表現・幼児造形Ⅱ）」、「保育の方法（表現・造形）」、「保育指導法（表現Ⅱ）」、「保育指導法(表現

Ⅱ・造形)」、「保育指導法（表現 A）」、「保育造形表現」、「保育内容 造形的表現(A)」、「保育内容 

造形的表現(B)」、「保育内容 造形表現」、「保育内容 造形表現Ⅰ」、「保育内容 造形表現Ⅱ」、

「保育内容 表現」、「保育内容 表現（美術）」、「保育内容 表現Ⅰ」、「保育内容 表現Ⅱ」、「保育

内容 表現 II」、「保育内容（絵画・造形表現）」、「保育内容（創作表現Ⅰ）」、「保育内容（創作表現

Ⅱ）」、「保育内容（造形）」、「保育内容(造形と言語)」、「保育内容（造形と創造）」、「保育内容（造形

的表現Ⅰ）」、「保育内容（造形的表現Ⅱ）」、「保育内容（造形表現）」、「保育内容（造形表現）a」、

「保育内容（造形表現）b」、「保育内容（造形表現）指導法」、「保育内容(造形表現Ⅰ)」、「保育内容

(造形表現Ⅱ)」、「保育内容(造形表現 A)」、「保育内容(造形表現 B)」、「保育内容(美術表現の指導

Ⅰ)」、「保育内容(美術表現の指導Ⅱ)」、「保育内容(表現 II ｢美術 1｣)」、「保育内容(表現 II ｢美術

2｣)」、「保育内容（表現）」、「保育内容(表現)B」、「保育内容（表現）C」、「保育内容（表現）D」、「保育

内容（表現）の理論と方法Ⅰ」、「保育内容（表現・造形）Ⅱ」、「保育内容（表現・造形）I」、「保育内容

（表現Ⅰ）」、「保育内容（表現Ⅱ）」、「保育内容（表現Ｂ）」、「保育内容（表現 B1）」、「保育内容（表現

B２）」、「保育内容（表現Ｃ）」、「保育内容（表現 II 造形遊び基礎）」、「保育内容（表現 II）」、「保育内

容（表現 IV 造形遊び応用）」、「保育内容（立体造形）」、「保育内容：造形表現」、「保育内容「子ども

と造形表現」」、「保育内容「造形表現」」、「保育内容｢造形表現Ⅰ｣」、「保育内容｢造形表現Ⅱ｣」、
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「保育内容「表現（造形）」」、「保育内容・造形的表現」、「保育内容・造形表現」、「保育内容・造形表

現Ⅰ」、「保育内容・造形表現Ⅱ」、「保育内容・表現（造形）」、「保育内容・表現Ⅰ」、「保育内容・表

現Ⅱ」、「保育内容・表現Ｂ」、「保育内容Ⅰ（造形表現）」、「保育内容Ⅰ（表現）」、「保育内容Ⅲｂ」、

「保育内容Ⅵ（造形表現）」、「保育内容Ⅵ絵画制作 1」、「保育内容Ⅵ絵画制作 2」、「保育内容ｆ（表

現）」、「保育内容Ｆ・表現２」、「保育内容の研究 （表現：美術）」、「保育内容の研究 表現Ⅰ」、「保

育内容の研究（総合活動Ⅰ）」、「保育内容の研究（造形表現）」、「保育内容の研究（造形表現）」、

「保育内容の研究(造形表現Ⅰ)」、「保育内容の研究(造形表現Ⅱ)」、「保育内容の研究（表現）」、

「保育内容の研究（表現Ⅰ）」、「保育内容の研究（表現 B）」、「保育内容の研究（表現－造形）Ⅱ」、

「保育内容の研究（表現－造形）I」、「保育内容の研究（幼児の表現）Ⅰ（造形）」、「保育内容の研究

（幼児の表現）Ⅱ（造形）」、「保育内容の研究「造形表現」」、「保育内容の研究・造形の表現Ⅰ」、「保

育内容の研究・造形の表現Ⅱ」、「保育内容の研究・表現（造形表現）」、「保育内容の研究・表現（美

術Ａ）」、「保育内容の研究・表現（美術 B）」、「保育内容の研究・表現Ⅱ」、「保育内容の研究・表現

Ｂ」、「保育内容の研究・表現技術Ｂ」、「保育内容の研究Ⅵ（表現Ｂ）」、「保育内容の指導法 表現

Ⅰ」、「保育内容の指導法 遊びと表現」、「保育内容の指導法（造形表現）」、「保育内容の指導法

（造形表現Ⅰ）」、「保育内容の指導法（造形表現Ⅱ）」、「保育内容の指導法（表現 II ）」、「保育内

容の指導法（表現）」、「保育内容の指導法（表現Ⅰ）」、「保育内容演習 表現」、「保育内容演習(造

形）」、「保育内容演習（造形）」、「保育内容演習（造形）Ⅰ」、「保育内容演習（造形的表現）」、「保育

内容演習（造形表現）」、「保育内容演習(造形表現Ⅰ)」、「保育内容演習（造形表現Ⅱ）」、「保育内

容演習（表現）」、「保育内容演習（表現）Ⅱ」、「保育内容演習（表現・造形）」、「保育内容演習（表現

Ⅱ）」、「保育内容演習（表現Ⅲ）」、「保育内容演習（表現Ｂ）」、「保育内容演習（表現造形Ⅰ）」、「保

育内容演習・表現Ⅳ」、「保育内容演習・表現Ⅴ」、「保育内容演習・表現ＢⅠ」、「保育内容演習・表

現ＢⅡ」、「保育内容演習１Ａ」、「保育内容演習Ⅰ（表現造形活動）」、「保育内容演習Ⅱ（造形）」、

「保育内容演習ⅥA（造形表現）」、「保育内容演習ⅥB 演習」、「保育内容各論（表現Ｂ）」、「保育内

容研究」、「保育内容研究（造形表現）」、「保育内容研究（美術）」、「保育内容研究（美術表現 I）」、

「保育内容研究（美術表現 II）」、「保育内容研究(表現)b」、「保育内容研究（表現Ⅲ）」、「保育内容

研究(表現Ｂ)」、「保育内容研究「造形表現」」、「保育内容研究・表現」、「保育内容研究・表現Ⅱ」、

「保育内容研究 6（こどもの造形表現）」、「保育内容研究Ⅱ(造形表現)」、「保育内容研究Ⅵ－造形

表現Ａ」、「保育内容研究Ⅵ－造形表現 B」、「保育内容研究 F（感性と表現）」、「保育内容研究Ｆ（子

どもの表現・造形）」、「保育内容研究Ｆ（造形表現）」、「保育内容研究 V（表現・造形）」、「保育内容

研究 VIII(表現 II)」、「保育内容指導法 表現」、「保育内容指導法 表現ＢⅠ」、「保育内容指導法 

表現ＢⅡ」、「保育内容指導法 表現 I（造形）」、「保育内容指導法（造形）」、「保育内容指導法（造

形表現）」、「保育内容指導法（表現）」、「保育内容指導法(表現②)」、「保育内容指導法「生活と表

現Ⅱ」」、「保育内容指導法・表現Ｉ」、「保育内容指導法Ⅰ・表現Ⅰ」、「保育内容指導法ⅩⅠ」、「保

育内容指導法ⅩⅡ」、「保育内容指導法表現（Ｂ）」、「保育内容造形的表現」、「保育内容表現（絵

画）Ⅰ」、「保育内容表現（絵画）Ⅱ」、「保育内容表現（造形）」、「保育内容表現（造形分野）」、「保育

内容表現Ⅰ」、「保育内容－表現Ⅰ」、「保育内容表現Ⅱ」、「保育内容表現 II」、「保育内容表現指

導法」、「保育内容表現造形Ⅱ」、「保育内容表現造形 A」、「保育内容表現造形 B」、「保育内容表現

造形 I」、「保育方法の研究Ⅲ①」、「幼児と絵（指導法）」、「幼児の絵画表現」、「幼児の造形表現」、

「幼児の造形表現Ⅰ」、「幼児の造形表現Ⅱ」、「幼児の造形表現Ⅱａ」、「幼児の造形表現Ⅱｂ」 

 

「身体・舞踊」的科目「身体・舞踊」的科目「身体・舞踊」的科目「身体・舞踊」的科目 

「 保育内容（身体表現）」、「「表現」指導法・身体表現Ⅰ」、「「表現」指導法・身体表現Ⅱ」、「こどもと

身体表現」、「パフォーマンスＣ（身体表現指導法）」、「リズム表現（指導法を含む）」、「リズム表現指

導法」、「子どもとリズム表現」、「子どもと体育」、「子どもと表現 I」、「身体的表現指導法」、「身体表

現」、「身体表現（指導法)」、「身体表現Ⅰ」、「身体表現Ⅱ」、「身体表現Ａ指導法」、「身体表現 B 指
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導法」、「身体表現の指導法」、「身体表現指導法」、「動きのリズム（指導法）」、「表現Ⅰ（Ａ）（保育内

容）」、「表現Ⅰ（Ｂ）（保育内容）」、「表現ⅢA〔身体表現〕」、「表現ⅢB〔身体表現〕」、「表現Ｃ（身体

表現）」、「表現 II リズム（保育内容）」、「表現活動指導法（リズム音楽）」、「表現指導法」、「表現指導

法Ⅱ（身体）」、「表現指導法 I（身体）」、「舞踊表現指導法」、「保育（表現・身体表現）」、「保育（表現

・身体表現Ⅱ）」、「保育の表現Ｂ」、「保育指導法(表現Ⅲ・身体表現)」、「保育内容 身体的表現

(A)」、「保育内容 身体的表現(B)」、「保育内容 身体表現」、「保育内容 身体表現Ⅰ」、「保育内容 

身体表現Ⅱ」、「保育内容 表現」、「保育内容 表現（身体）」、「保育内容（運動・身体表現）」、「保

育内容（身体と表現）」、「保育内容（身体表現）」、「保育内容（身体表現）指導法」、「保育内容（身体

表現Ⅰ）」、「保育内容（身体表現Ⅱ）」、「保育内容（造形表現）」、「保育内容（表現）」、「保育内容

(表現Ⅰ)(身体と音楽 B)」、「保育内容（表現Ⅱ）」、「保育内容（表現 III）」、「保育内容｢身体表現

Ⅰ｣」、「保育内容｢身体表現Ⅱ｣」、「保育内容・表現」、「保育内容・表現Ａ」、「保育内容Ⅰ（身体表

現）」、「保育内容Ⅱ（表現）」、「保育内容Ⅴ（身体表現）」、「保育内容Ⅵ（身体表現）」、「保育内容の

研究 （表現：身体）」、「保育内容の研究（身体表現）」、「保育内容の研究（表現）」、「保育内容の研

究（表現－身体）Ⅱ」、「保育内容の研究（表現－身体）I」、「保育内容の研究・表現（身体表現）」、

「保育内容の指導法（身体表現）」、「保育内容演習（身体表現）」、「保育内容演習(身体表現Ⅰ)」、

「保育内容演習(身体表現Ⅱ)」、「保育内容演習・表現Ⅱ」、「保育内容演習・表現Ⅲ」、「保育内容演

習１Ｂ」、「保育内容各論（表現Ｃ）」、「保育内容研究（表現Ⅰ）」、「保育内容研究(表現Ｃ) 」、「保育

内容研究・表現 I」、「保育内容指導法(身体表現)」、「保育内容指導法(表現③)」、「保育内容身体的

表現」、「保育内容-表現」、「保育内容表現（身体分野）」、「保育内容－表現Ⅲ」、「保育内容表現指

導法」、「幼児の身体表現Ⅰ」、「幼児の身体表現Ⅱ」、「幼児の身体表現Ⅱａ」、「幼児の身体表現Ⅱ

ｂ」、「幼児の身体表現Ⅱｃ」 

 

「オムニバス・複合的・その他」的科目「オムニバス・複合的・その他」的科目「オムニバス・複合的・その他」的科目「オムニバス・複合的・その他」的科目 

「保育内容の研究Ⅴ（表現Ａ）」、「「表現」指導法・表現技術」、「こどもと表現」、「こどもの表現ｃ（総合

表現）」、「感性と表現（保育内容 E）」、「子どもと表現」、「子どもと表現Ⅰ」、「子どものあそびとリズム

（保育科指導法Ⅵ）」、「子どもの生活と遊び（表現）」、「表現」、「表現（指導法）」、「表現（指導法を含

む）」、「表現Ａ」、「表現 B」、「表現の指導（音体）」、「表現指導法」、「表現指導法演習」、「保育指導

法（表現）」、「保育指導法・表現ⅠB」、「保育指導法・表現Ⅱ」、「保育内容 表現」、「保育内容 表

現Ⅰ」、「保育内容 表現Ⅱ」、「保育内容 表現Ⅲ」、「保育内容（子どもの文化と表現）」、「保育内容

（身体表現）」、「保育内容（総合表現）」、「保育内容（表現）」、「保育内容（表現） (a)」、「保育内容

（表現） (b)」、「保育内容(表現)１」、「保育内容（表現Ⅰ）」、「保育内容(表現Ⅰ)(身体と音楽 A)」、「保

育内容(表現Ⅰ)(身体と音楽 B)」、「保育内容（表現Ⅱ）」、「保育内容（表現Ａ）」、「保育内容：表現」、

「保育内容「表現」」、「保育内容・表現」、「保育内容・表現（総合）」、「保育内容・表現Ⅰ」、「保育内

容・表現Ⅱ」、「保育内容Ⅱ（表現・言葉）」、「保育内容Ⅴ(表現)」、「保育内容 V」、「保育内容の研究

（総合活動Ⅱ）」、「保育内容の研究・表現」、「保育内容の研究・表現」、「保育内容の研究・表現

Ａ」、「保育内容の研究・表現技術Ａ」、「保育内容の指導法（表現）」、「保育内容の指導法（表現Ⅰ

(音楽・造形))」、「保育内容の指導法 C」、「保育内容の探究（表現）」、「保育内容演習」、「保育内容

演習 ［子どもと表現］」、「保育内容演習 表現」、「保育内容演習（言葉と表現）」、「保育内容演習

（総合）」、「保育内容演習（表現）」、「保育内容演習（表現）Ⅰ」、「保育内容演習（表現 I）」、「保育内

容演習「表現Ⅰ」」、「保育内容演習「表現Ⅱ」」、「保育内容演習・表現」、「保育内容演習Ⅰ（表

現）」、「保育内容演習Ⅱ（表現）」、「保育内容演習Ⅳ（表現）」、「保育内容演習ＡⅤ（表現）」、「保育

内容演習表現」、「保育内容各論（表現Ａ）」、「保育内容研究（表現）」、「保育内容研究（表現活

動）」、「保育内容研究 I」、「保育内容研究 II」、「保育内容研究 V」、「保育内容研究 V(表現)」、「保育

内容研究 V（表現 B）」、「保育内容研究 V（幼児と表現）」、「保育内容指導法 表現」、「保育内容指

導法 表現Ⅰ（幼児と表現）」、「保育内容指導法 表現Ⅱ」、「保育内容指導法 表現ＡⅡ」、「保育内
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容指導法（表現）」、「保育内容指導法「生活と表現」」、「保育内容指導法・表現ＩＩ」、「保育内容表

現」、「保育内容表現ⅠA」、「保育内容表現ⅠB」、「保育内容表現の指導法」、「保育内容表現論」、

「保育内容論（表現Ⅰ）」、「保育内容論（表現Ⅱ）」 

 

５．５．５．５．劇的要素を含んだ「劇的要素を含んだ「劇的要素を含んだ「劇的要素を含んだ「表現指導法表現指導法表現指導法表現指導法」の開講状況」の開講状況」の開講状況」の開講状況 

 劇的要素を一貫して活用している「表現指導法」の「劇」に該当する授業は、全体の 1 割弱

の 38 の養成校で開講されていた。また、それに加えて「オムニバス・複合的・その他」や「身

体・舞踊」の中でも 31 校が部分的ではあるが、劇的要素を含んだ授業を行っていた。つまり、

合計すると 69 校（13.96%）、約 14％の養成校において劇的要素を含んだ「表現指導法」が開

講されているということである。そして、一つの養成校の中で複数の授業が開講されているケ

ースもあった。そこで授業単位で整理してみると、合計で 81 の授業が開講されていた。シラバ

スから、大まかな分類の上、整理を試みたのが表 2-2 である（表 2-2）。順番は北海道ブロッ

クから始まる養成校の会員名簿に従った。 

 

表 2-2  劇的要素を含んだ「表現指導法」の開講状況(2013) 

 

 記号ごとに見ていくと、一部でも劇的要素が含まれているⅰの授業は全部で 37 ほど開講され

ていた。これらの授業の内容は、劇遊び、ごっこ遊び、扮すること、総合表現としての劇活動、

劇的表現等がテーマとして設定され、1 から 3 回ほどの時間の中でそれらが取り扱われていた。 

 発表会を開催することを目的とするⅱの授業として 29 の授業が開講されていた。主に子ども

が鑑賞するための劇をチームで協力してつくりあげ、それを子どもや関係者に見せることを学

NO 地域 養成校名 科目名 分 NO 地域 養成校名 科目名 分

1 F女子大学 保育内容（総合表現） ⅲ 42 O大学 子どもと表現Ⅰ ⅰ

2 保育内容(表現 III ｢文化1｣) ⅱ 43 前期／保育内容(総合表現) ⅲ

3 保育内容(表現 III ｢文化2｣) ⅱ 44 後期／保育内容(総合表現) ⅱ

4 保育内容(表現 II ｢美術2｣) ⅱ 45 H大学短期大学部 保育内容研究（表現活動） ⅰ

5 東北 I短期大学 保育内容指導法（表現） ⅰ 46 S短期大学 保育内容演習（総合表現） ⅱ

6 S短期大学 保育内容表現 ⅰ 47 H大学 保育内容研究（表現活動） ⅰ

7 保育内容・表現Ⅱ ⅰ 48 保育内容演習「表現Ⅱ」 ⅰ

8 保育内容・表現Ⅲ ⅱ 49 保育内容演習「総合表現」 ⅱ

9 M短期大学 保育内容研究V(表現) ⅰ 50 M大学短期大学部 保育内容・表現Ⅱ ⅰ

10 B大学 保育内容（表現） ⅲ 51 K大学 保育内容の研究・表現技術Ａ ⅰ

11 S大学 保育内容の研究・表現Ａ ⅰ 52 H大学 保育内容表現論 ⅰ

12 S短期大学 保育内容（総合表現）指導法 ⅱ 53 S大学 保育内容指導法　表現ＡⅡ ⅰ

13 U大学 保育内容（表現） ⅰ 54 S短期大学 保育内容・表現 ⅱ

14 S短期大学 保育内容：表現 ⅰ 55 K短期大学 保育内容の指導法C ⅰ

15 T大学短期大学部 保育内容の研究（表現Ⅱ） ⅲ 56 K大学 保育内容（表現） ⅱ

16 保育内容指導法演習（表現） ⅲ 57 N学院 表現IV総合（保育内容） ⅱ

17

保育内容指導法演習

（クリエイティブ・ドラマ）

ⅲ 58 保育内容の研究・表現Ⅲ ⅲ

18 T大学 保育内容の指導法（表現） ⅰ 59 保育内容の研究・表現Ⅳ ⅱ

19 保育内容の研究（表現Ⅱ） ⅲ 60 N短期大学 「表現」指導法・総合表現 ⅱ

20 保育内容の探究（表現） ⅰ 61 C大学 子どもと体育 ⅰ

21 S大学 保育内容演習（表現） ⅲ 62 保育内容（表現） ⅰ

22 N短期大学 子どもと表現 ⅰ 63 保育内容（創作表現Ⅰ） ⅱ

23 A短期大学 保育内容（ドラマ表現） ⅲ 64 Y大学 保育内容　表現Ⅱ ⅰ

24 T大学 保育内容表現指導法 ⅲ 65 H大学 保育内容（総合表現） ⅱ

25 T大学 保育内容各論（表現Ａ） ⅰ 66 F大学 保育内容（表現Ａ） ⅰ

26 表現指導法 ⅲ 67 K短期大学

保育内容

(表現Ⅰ)(身体と音楽B)

ⅰ

27 表現総合演習 ⅲ 68 S大学短期大学部 保育内容（総合表現） ⅰ

28 S短期大学 表現の指導（音体） ⅰ 69 K短期大学 一部／保育内容（表現） ⅱ

29 N大学 表現指導法 ⅰ 70 S大学 保育内容の研究（表現） ⅱ

30 Y短期大学 保育内容　総合表現 ⅱ 71 F大学 保育内容・表現Ⅱ ⅰ

31 Y大学 保育内容（演劇表現） ⅱ 72 K短期大学 表現Ⅲ ⅱ

32 M大学 保育内容　表現Ⅰ ⅰ 73 T大学短期大学部 保育内容の研究（表現Ⅱ） ⅱ

33 C短期大学部 表現 ⅰ 74 T大学 保育内容演習（表現） ⅰ

34 A短期大学 保育内容（表現） ⅰ 75 K短期大学 保育内容（表現） ⅱ

35 N大学 保育内容演習Ⅰ（表現） ⅲ 76 F大学 保育内容（表現） ⅰ

36 A大学 保育内容（表現・演劇） ⅱ 77 N短期大学 保育内容Ⅴ（子どもと表現Ⅰ） ⅱ

37 K専門学院 表現 ⅱ 78 N大学短期大学部 表現（指導法を含む） ⅰ

38 O大学短期大学部 保育内容・総合表現 ⅱ 79 N大学 こどもの表現ｃ（総合表現） ⅰ

39 K大学 保育内容演習（表現）Ⅱ ⅲ 80 H短期大学 保育内容（総合表現） ⅱ

40 O大学短期大学部 表現指導法Ⅱ ⅱ 81 O短期大学 保育内容表現 ⅰ

41 K短期大学 保育内容演習（総合表現） ⅱ

S大学

短期大学部

K短期大学

K大学

T大学

O短期大学

近畿

K短期大学

中・四国

H大学短期大学部

北海道

関東

中部

近畿

H短期大学

O短期大学

九州
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習機会とする授業である。シラバスを見ると、児童劇、音楽劇、オペレッタ、ミュージカルの

いずれかを 15 回ないしは 30 回でつくりあげることが主であった。また、ユニークな授業とし

ては舞台装置をつくることに特化した造形の授業も中にはあった。 

 自己表現的な劇経験を学習機会として活かすⅲの授業はA短大も含めて15ほど開講されてい

た。 

 

６．６．６．６．自己表現的な劇経験に焦点を当てた「自己表現的な劇経験に焦点を当てた「自己表現的な劇経験に焦点を当てた「自己表現的な劇経験に焦点を当てた「劇劇劇劇表現指導法表現指導法表現指導法表現指導法」の開講状況」の開講状況」の開講状況」の開講状況 

 15 のⅲの「劇表現指導法」の授業について、シラバスに基づいて、科目名、開講学期、必修

・選択、他の関連する演劇的な開講科目を A 短大も含めて一覧として表 2-3 にまとめた。ほと

んどの授業は幼稚園教員免許状や保育士資格を取得する場合の必修科目もしくは選択必修科目

という扱いであった。 

 他の関連する開講科目については、同じ養成校内で設けられている他分野の「表現指導法」

に加えて、演劇的な内容の科目が他にも設けられている場合も併せて記載した。 

 6 の T 大学の「保育内容の研究（表現Ⅱ）」は、他の科目の中にも同じ名称の授業があるが、

シラバスを確認したところ、担当講師も内容も別であったことを付記しておく。 
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表 2-3  自己表現的な劇経験に焦点を当てた「劇表現指導法」の開講状況(2013) 

 

７．７．７．７．自己表現的な劇経験に焦点を当てた「自己表現的な劇経験に焦点を当てた「自己表現的な劇経験に焦点を当てた「自己表現的な劇経験に焦点を当てた「劇劇劇劇表現指導法表現指導法表現指導法表現指導法」のシラバスの分析」のシラバスの分析」のシラバスの分析」のシラバスの分析 

 自己表現的な劇経験に焦点を当てた 15 の授業のシラバスから、目標・ねらい、授業内容及び

流れ、他の関連する開講科目との関係性を調査項目として分析を行う。 

(1)目標・ねらい 

 A短大も含めた15の授業のシラバスに書かれていた目標・ねらいを整理し、まとめた（表2-4）。 

NO 養成校名 学科等 科目名

学

期

単

位

必・選

演劇

（発表）

音楽 造形 身・舞 オ・他

1 F女子大学

人間生

活学部

保育学

科

保育内容（総合表現） 2後 2

幼：必

保：選必

保育内容（音楽

的表現Ⅰ）

保育内容（音楽

的表現Ⅱ）

保育内容（造形

的表現Ⅰ）

保育内容（造形

的表現Ⅱ）

保育表現技術Ｄ

（総合表現）

2 B大学

人間学

部児童

発達学

科

保育内容（表現） 2前 2 幼保：必 児童文化演習

3

T大学

短期大学部

保育科

保育内容の研究

（表現Ⅱ）

2前 2

幼：必

保：選必

保育内容演習

（表現）

保育内容の研

究

（表現Ⅰ）

保育総合表現

4

保育内容指導法演習

（表現）

3前 1 幼保：必

5

保育内容指導法演習

（クリエイティブ・ドラマ）

34前 1 幼保：必

6 T大学

家政学

部児童

学科

保育内容の研究

（表現Ⅱ）

3後 2

幼：必

保：選

保育内容演習

（表現）

保育内容の研

究（表現Ⅱ）

保育内容の研

究

（表現Ⅰ）

保育内

容の探

究（表

現）

児童学特別演習

Ｂ

7 S大学

文学部

児童文

化学科

保育内容演習（表現） 234後 2 幼保：必 児童演劇入門

8 A短期大学

子ども

教育学

科

保育内容（ドラマ表現） 1前 2 幼保：選必

保育内容

（音楽表現）

保育内容

（造形表現）

保育内

容（身

体表

現）

9 T大学

人間科

学部児

童学科

保育内容表現指導法 2後 2 幼保：必

幼児の音楽表

現指導法

ドラマワーク

ショップ

児童演劇研究

演劇文化論

10 表現指導法 1後 1 幼保：必

11 表現総合演習 2前 1

幼：必

保：選

12 N大学

人間発

達学部

子ども

発達学

科

保育内容演習Ⅰ（表現）

1前か

1後

2 幼保：必

13 K大学

人間発

達学部

児童教

育学科

保育内容演習（表現）Ⅱ 2前 1 幼保：選必

保育内

容演習

（表現）

Ⅰ

表現教育論

14 O短期大学

幼児教

育科

前期／保育内容

(総合表現)

2通年

(前期)

2 幼保：選

後期／保

育内容(総

合表現)

保育内容

(造形表現A)

保育内容

(造形表現B)

15 K短期大学

保育学

科

保育内容の研究・表現Ⅲ 1後 1 幼保：必

保育内容

の研究・表

現Ⅳ

保育内容の研

究・表現Ⅰ

保育内容の研

究・表現Ⅱ

児童文化

児童文化

O短期大学

保育学

科

自己表現的な劇経験に焦点化した「表現指導法」 「表現指導法」の別途開講科目

演劇関連の

他科目

K大学

子ども

教育学

部子ど

も教育

学科

音楽表現指導

法演習

造形表現指導

法演習
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表 2-4  自己表現的な劇経験に焦点を当てた「劇表現指導法」のシラバス上の目標・ねらい(2013) 

 

NO 養成校名 科目名 シラバス上の目標・ねらい

1 F女子大学 保育内容（総合表現）

この授業では絵本の読み聞かせ、語り聞かせや人形劇・腹話術・群読等のすべて

の表現の基礎となる「コミュニケーション・ワークショップ」を学び、自ら企画・行動で

きる身体づくりを目指します。

2 B大学 保育内容（表現）

この授業では、幼稚園や保育園における「ごっこあそび」の様子や「劇あそび」の取

り組みをビデオ等で視聴するとともに、実際に「劇あそび」のプログラムを作成した

り、実演しながら、保育現場における表現活動の琴線に触れていく。

3

T大学

短期大学部

保育内容の研究

（表現Ⅱ）

この授業では、５領域と劇活動とのかかわりに焦点をあてながら、領域「表現」の捉

え方や、園生活の中の劇活動のあり方について、体験的・総合的に学んでいきた

い。

4

保育内容指導法演習

（表現）

「つくる・あらわす・たのしむ」をテーマに、人形劇、絵本、童話、昔話などのさまざま

な児童文化財を教材とした表現活動プログラムを創造し、その具体的な指導方法

と幼児に対する指導のあり方について体験的に学ぶことをねらいとする。各自で教

材（劇人形等）を制作し、グループに分かれて表現活動プログラムを創作、発表す

る演習を中心に、日常生活の中で遊びを通した表現活動のあり方と指導方法を学

ぶ。

5

保育内容指導法演習

（クリエイティブ・ドラマ）

自分の経験をもとに、感じたことや考えたことを、自分のやり方で、楽しく、全身で

表現するドラマの基本を体験し、感じる力、創造する力、自分を表現する力、単なる

専門的・芸術的表現とは異なる保育者の”豊かな表現”を意識し、自分なりに工夫

して行動する力と幼児を見る目、保育に向ける心情や意欲を身につけることをねら

いとする。

6 T大学

保育内容の研究

（表現Ⅱ）

この授業では、５領域と劇活動とのかかわりに焦点をあてながら、領域「表現」の捉

え方や、園生活の中の劇活動のあり方について、体験的・総合的に学んでいきた

い。

7 S大学 保育内容演習（表現）

保育所・幼稚園において保育の目標を達成するために、子どもの状況に応じて保

育者が適切に行うべき基礎的な事項及び保育者の援助する事項について、子ども

の発達の側面から感性と表現に関する領域について学ぶ。インプロビゼイション、

クリエイティブ・パペトリー、ドラマ、絵本の劇化、劇遊びなどを通して、表現者とし

ての保育者の素養を身につける。そして、子どもの表現したいという意欲を育てる

ための援助と指導について考える。

8 A短期大学 保育内容（ドラマ表現）

・幼稚園教育要領・保育指針における領域「表現」を体感的に理解する。

・自分なりの劇表現を楽しみながら、保育者に必要な表現力・コミュニケーション力

を高める。

・子どもの遊びの再経験を通して、保育者としての遊びごころを研ぎ澄ます。

9 T大学 保育内容表現指導法

「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」における感性と表現に関する領域につい

て学ぶ。子どもの表現の発達について知り，子どもが表現したいという意欲を育て

るための援助と指導について考える。表現者としての保育者に求められる素養・感

性・表現力を身につける。体験を通して，子どもの感性と表現，保育者に求められ

る感性と表現について考える。

10 表現指導法

①領域「表現」を理解し、日常の保育や行事での「表現に関する」具体的な指導法

を学ぶ。

②保育者として自ら表現することを楽しみ、表現力を広げ深めていく。

③「表現」に関する指導案の立て方を学び、立案及び模擬実習を体験する。

11 表現総合演習

①領域「表現」を理解し、日常の保育や行事での「表現に関する」具体的な指導法

を学ぶ。

②保育者として自ら表現することを楽しみ、表現力を広げ深めていく。

③国内外の演劇教育及びパフォーミングアーツの基礎を学び、作品創作を行う。

12 N大学 保育内容演習Ⅰ（表現）

この授業では、劇遊びなどの表現活動を通して、①子どもたちの日常生活の営み

の中で現される気持ちをキャッチして読み取る能力を身につけること。②子どもと保

育者の間・保護者と保育者の間で、感情の受け渡しをする双方的なコミュニケー

ションが成り立つための技術の獲得を目指す。

13 K大学 保育内容演習（表現）Ⅱ 子どもの感性と創造性を育てる表現の指導

14 O短期大学

前期／保育内容

(総合表現)

・生活・自然・社会や文化環境が提供するものを受け止め、身体や言葉で表現する

力を身につけることの重要性を学ぶ。

・子どもたちが、身ぶり表現や話し合いによって自ら表現し、人と共感し合いなが

ら、想像・創造力を身につけていく過程を学ぶ。（想像と現実について）

・絵本や児童文学の教材研究や劇的展開について学ぶ。

15 K短期大学

保育内容の研究・表現

Ⅲ

子どもたちの表現を豊かに育てる為には，まず保育者が子どもの表現をよみ取る

ことができ，子どもと共に表現を楽しめることが，必要である。表現Ⅲでは，それを

目標にして，さまざまな児童文化財を理解し，それらを実演する技術を習得して豊

かな表現力を身につける。

O短期大学

K大学
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それらを分析した結果、おおまかに分けて四つの項目が設定されていることがわかった。一

つめは、子ども理解、子どもの発達や表現の理解、感性や表現の構造等、総称すれば、領域「表

現」に関する理解を促すことである。「保育内容」という科目の性質上、欠かせない要素とい

えよう。二つめは、劇的体験や自己表現をすること自体に価値を見出し、関連する技能の習得

を目指すことである。三つめは、子どもの表現をどう受け止めるか、読み取るか、その表現意

欲を高めるか等の課題について、劇も含めた児童文化財・視聴覚教材の研究や、具体的な表現

プログラムの創作や実演を通して、体験的に考察をする機会を生み出し、表現指導のあり方に

ついての理解を深めることである。日常生活と表現活動のつながりについて考察したり、指導

案の作成方法を理解することを定める授業もあった。四つめは、学生の表現意欲を喚起するこ

とや、学生が自己表現を楽しめるようになることを基礎的な課題として、社会性やコミュニケ

ーション能力も含めた保育者として表現力の育成を目標とすることである。 

 

(2)段階的な授業内容 

 シラバスを見ると、主に五つの段階で 15 回の内容が構成されていることがわかった。①自己

表現のためのコンディションづくり、②劇的な表現技法の体験、③幼児のための劇的教材の研

究と開発、④その実践的活用、⑤体験のふり返り。①から始まり最終的には⑤に到達するとい

う流れである。 

 第一段階の①自己表現のためのコンディションづくりに関しては、ゲームやエクササイズ、

コミュニケーション・ワークなどその名称は様々であるが、身体や言葉を使う活動の中で、表

現することの楽しさを再発見させたり、学生の感覚・感性・想像力を研ぎ澄ましたり、同級生

と響き合い、気持ちを通わせるきっかけをつくったりする等の内容が設定されていた。 

  第二段階の②劇的な表現技法の体験に関しては、絵本・童話・昔話などの物語を素材にその

一場面を即興的に劇化する活動（インプロビゼイション）や、自分の経験談からストーリーを

即興的につくって語る活動、全員で円になって順番に言葉を紡いでストーリーをつくる活動、

つくったストーリーの中の人物になって演じてみる活動等、劇表現を即興的に行うことがこの

段階では設定されていた。幼児が楽しむ表現あそび、見立てあそび、ごっこあそびなどを大人

として追体験する活動をこの段階で設定している授業もあった。 

 第三段階の③幼児のための劇的教材の研究と開発に関して言えば、その中心は絵本と各種人

形であった。まず絵本についてであるが、絵本の分析方法や読みきかせ方法、絵本を素材に劇

化台本をどのようにつくるか等がテーマの内容であった。人形に関しては、既成のハンド・パ

ペットや棒使い人形で遊んだり、それを用いて即興人形劇をしたりすることが主であったが、

中には人形製作を行った上で、その自作した教材で遊ぶという活動を設定している授業もあっ

た。1 時間の中で完成可能なペープサートや指人形と共に、簡単で身近な素材（紙袋、靴下、

箸、紙コップ等）を使った簡易的な人形をつくっていた。愛着のもてる自作人形をつくること

を重要視していることが伺える。 

 第四段階の④幼児のための劇的教材の実践的活用に関しては、主に三つのやり方が見られた。

一つめは最も数的に多かったのであるが、教材研究をした成果を試すために、クラス内発表会

を行うというものである。演目としては、絵本や昔話を劇化した劇、朗読劇、ストーリーエプ

ロンやペープサートであった。大々的なものというよりも「ミニ発表会」と呼んでいる授業も

あったが、受講生同士がお互いに見せ合う規模の、幼児がその場にいることを想定した模擬発

表会である。二つめは、今までの教材研究を活かして「もしも保育室で幼児と表現活動を行う

としたら、どう展開するか」というテーマで模擬活動を試みるものである。具体的には、先生

役と子ども役に分かれて劇遊びを展開したり、その活動の指導案を作成するというものである。

三つめは、一人ひとりが店主として店を出すお店ごっこを企画させ、自分達がこれまでつくっ

た成果である教材をお互いに見せ合う機会をつくり、交流を促すというものであった。 
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 第五段階の⑤体験のふり返りでは、自分達が行った活動をふり返り、その成果を定着させる

と共に、領域「表現」の理解や子ども理解も含めて感性的な学びを理性的な学びとするために、

ディスカッションをする機会を設定していた。 

 

(3)他の関連する演劇的な開講科目との関係性 

 前節で大枠的ではあるが授業内容とその段階的発展についてまとめたが、もちろん、すべて

がそのように進むわけではない。割合的に①と②の段階を重視する授業や、②を抜かして、①

から③の段階へと進む授業も見られた。この差は講師の考えによるところが大きいのであろう

が、もう一つ、関連する科目が他にも開講されているかどうかという要素も大きいと考えられ

る。例えば、表 3 で言えば、これらの「表現指導法」は単一開講か、それとも音楽や造形等の

他の分野も並列的に開講されているか、「劇表現指導法」が複数開講されているか、「劇表現

指導法」ではないが別の枠組みの演劇的な科目が別途開講されているか等の観点である。当然、

領域「表現」を扱う科目が他に開講されていなければ、15 回の枠の中で概要的な内容を扱う割

合は自然と増加するはずである。 

 

８８８８．．．．考察考察考察考察    

まず、授業の目標とねらいに関して、A 短大では三つが掲げられている。一つめは「幼稚園

教育要領・保育指針における領域「表現」を体感的に理解する」。二つめは「自分なりの劇表

現を楽しみながら、保育者に必要な表現力・コミュニケーション力を高める」。三つめは「子

どもの遊びの再経験を通して、保育者としての遊びごころを研ぎ澄ます」というものである。

他の養成校の授業の目標とねらいと比較をすると、目標として領域「表現」に関する理解を促

すことや、保育者として表現力の育成を掲げていることは共通している。そして「保育者とし

ての遊びごころ」は大まかに言えば、表現力の育成に含まれるものであろう。ただ、劇に関連

する技能の習得や子どもの表現指導についての理解に関する目標やねらいについては、A 短大

では明確な記述はされていない。もちろん、明記はされていなかったが、絵本や紙芝居の活用

を含めた劇に関する技能の習得に関しても、劇的な模擬保育プログラムづくりを通しての表現

指導の理解を深めることに関してもまったく意識をしていないわけではなかった。他の養成校

の表記の仕方を参考に今後工夫をしていきたい。 

 活動の内容に関しては、A 短大と異なるものも多く、それぞれの講師の得意な教材で展開し

ていて、バラエティに富んでいた。特に最終課題を展開する④の段階では、A 短大では、先生

役と子ども役に分かれて子どもを想定した模擬的な劇遊びを考案し、その活動の指導案を作成

の上で、実際に展開させているが、他の多くは、模擬発表会の中で朗読劇やストーリーエプロ

ンを教材として選択し、発表させていた。A 短大のような模擬的な劇遊びの実演は実習経験も

なく、まだ子どもの実態を体感してはいない 1 年生には、本質的に理解させるのが難しく、あ

まり意味をなさないからなのかもしれない。一方、他の授業で行っていた朗読劇は本番も台本

を見ることができるため、学生を不安にさせる台詞忘れや暗記作業から解放させることができ、

自信をもった表現を引き出す余地がある。また、ストーリーエプロンは、演技、美術、演出等

をすべて一人でコントロールすることができ、エプロンさえあれば、身一つでどこででもでき

る気軽さもあるため、学生の自律的な態度を養うために興味深い教材である。A 短大の最終課

題については開講時期を考慮し、他の養成校のシラバスを参考に再考していきたい。 

 いくつかの養成校の中では、15 ページの表 2-3 にもあるとおり、「劇表現指導法」が複数種

類、開講されていたり、演劇的な科目が同時に開講されていた。そのような養成校では、「劇

表現指導法」への事前展開的な授業として、あらかじめ①、②の自己表現的な活動を充実させ

ておくことができたり、その事後展開的な授業として、④⑤の内容の次の段階として、音響、

照明、舞台美術、宣伝等のスタッフ・ワークも含めたプロダクション運営、実際の子どもを観
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客とした舞台作品創作へと進めることが自然な流れの中で展開できよう。理想論ではあるが、

遊び的な要素の劇的な自己表現を楽しめるようになってから、集団舞台創作へとステップアッ

プをしていくことが望ましいのではないか。「劇表現指導法」の内容を構築するにあたっては、

その授業内容そのものも大事ではあるが、他の授業も含めて、その前後の積み重ねも意識しな

がら、保育者養成カリキュラムの中で総合的に考えていく必要があろう。 

 

９９９９．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに 

 全国保育士養成協議会に加盟する保育者養成校における授業科目「表現指導法」の開講状況

の調査を特に劇的な要素を取り扱う科目を中心に行った。劇的なことに関して言えば、69 の養

成校で何らかの形で劇的要素を取り入れた「表現指導法」の授業が 81 ほど開講されていること

がわかった。オムニバス的な扱いの中の一部ではなく、一貫して劇表現を中心的なテーマとし

た「劇表現指導法」が 44 ほど開講されていた。その中でも自己表現的な劇経験に焦点を当てた

15 の授業のシラバスに注目し、大枠的に当てはまる内容を整理し、A 短大との比較をすること

ができた。特に最終課題については、A 短大の課題の設定に工夫する余地があると考えられ、

他を参考に見直しを検討していきたい。 

    

注・引用文献注・引用文献注・引用文献注・引用文献    

1)私立の成城学園では、劇が小学校の一年生から六年生まで正課の位置づけで計画的に展開されて

いる。木村たかし他（2000），『総合的な学習に役だつ劇の本』，ポプラ社．を参照。 

2)文部科学省（2008），『幼稚園教育要領』，フレーベル館，p.12． 

3)厚生労働省（2008），『保育所保育指針』，フレーベル館，p.19．こちらには文中の「など」が

無い。 

4)拙筆（2009），「ドラマ教育を生かした保育内容「表現」に関する研究」，『演劇教育研究』，2，

pp.24-32． 

5)山本直樹・下川涼子（2013），「「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の設定とその指

導に関する研究」，『有明教育芸術短期大学紀要』，3，pp.25-35．  

6)小林由利子(2009)，「保育士養成におけるドラマによる保育内容表現プログラムの開発－クリエ

イティブ・パペトリーの導入」，『全国保育士養成協議会研究発表論文集』，48，pp.190-191． 

7)花輪充(2010)，「本学保育科・児童学科における幼児の表現活動に関する授業プログラムの研究」，

『東京家政大学研究紀要』，50，pp.19-29． 

8)直井玲子(2013)，「保育者養成における演劇教育のカリキュラム・デザイン～演劇的手法を用い

た授業「表現総合演習」の分析から～」，東京学芸大学大学院 2012 年度修士論文． 

9)菊川徳之助代表・演劇教育科研費研究グループ(2005)，『演劇教育科研費 2004 年度 活動記録』，

pp.1-94. 

    

付記付記付記付記 

 第 2 節は、「「劇的要素を含んだ「保育内容（表現）」の開講状況に関する考察」『有明教

育芸術短期大学紀要』6、2015 の内容を一部加筆修正したものである。 
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第第第第 3333 節節節節    台湾における台湾における台湾における台湾における「劇表現指導法」的な科目の「劇表現指導法」的な科目の「劇表現指導法」的な科目の「劇表現指導法」的な科目の調査調査調査調査    

「「「「台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授業の調査台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授業の調査台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授業の調査台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授業の調査（（（（2012012012015555）」より）」より）」より）」より    

 

１．１．１．１．はじめにはじめにはじめにはじめに    

台湾で演劇が公教育（小学校）の正課に導入される際の現職教員研修の国際大会（2001）

に参加したが、その一環として、保育及び保育者養成の中で演劇がどのように扱われている

かについての訪問調査を行った。日程は 2013 年 12 月 18 日～21 日の 4 日間。国際大会で日

本の演劇教育の現状を報告した小林志郎氏（東京学芸大学名誉教授）を通じて、國立台灣藝

術大學の張曉華教授にアレンジを依頼した。訪問場所は、市立子育て支援センター、台北市

立劇場（文山劇場）、國立臺北教育大學、法務部附設員工子女幼兒園、私立芸術大学（中國

文化大學）である。國立臺北教育大學では張曉華教授の授業を、中國文化大學では、國立台

灣藝術大學の李其昌助理教授の授業を見学することができた。 

 

 

①張曉華教授の授業風景１（國立臺北教育大學） 

 

②張曉華教授の授業風景２（國立臺北教育大學） 

 

  

③李其昌助理教授の授業風景１（中國文化大學） 

 

④李其昌助理教授の授業風景２（中國文化大學） 

 

  

⑤教諭と学生の劇上演（法務部附設員工子女幼兒園） ⑥園庭（法務部附設員工子女幼兒園） 
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⑦手使い人形（市立子育て支援センター） 

 

⑧室内風景（市立子育て支援センター） 

 

  

⑨正面玄関（文山劇場） 

 

⑩照明原理の学習装置（文山劇場） 

 

  

⑪ペーパー・シアター展示（文山劇場） ⑫小林志郎名誉教授、翁麗芳教授、張曉華教授 

 

２．２．２．２．領域「美感」における演劇的内容領域「美感」における演劇的内容領域「美感」における演劇的内容領域「美感」における演劇的内容    

 保育者養成の大学として國立臺北教育大學の幼兒與家庭教育學系研究室を訪問し、そこで

翁麗芳教授に話を伺った。保育者養成における演劇に関する質問をした際に、真っ先に話題

となったのは領域「美感」に関することであった。 

 新設領域「美感」は、幼保一元化政策に伴い出された『幼兒園教保活動課程暫 大綱』（2012）

によれば、「身體動作與健康」「認知」「語文」「社會」「情緒」と共に領域を構成するも

のである。主な内容は「視覺藝術媒介」「聽覺藝術媒介」「戲劇扮演」の 3 つである。ここ

では「戲劇扮演」が演劇的内容であり、日常的な生活や昔話の中の人物になって行うごっこ

遊びや劇遊び、及び、「藝術創作或展演活動」と提示されているパフォーミング・アーツ的

な芸術活動も含む。日本における領域「表現」と似ている印象をもったが、「藝術創作」と

明示しているところを見る限り、目指している点は異なるのかもしれない。また、身体表現
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的な内容は「美感」の中には含まれておらず、領域「身體動作與健康」の中に位置付いてい

る。翁教授によれば領域「美感」の研究実践はこれからの課題であり、着手しながら進めて

いくしかないであろうという話であった。 

  

３．３．３．３．演劇的授業「幼兒戲劇」演劇的授業「幼兒戲劇」演劇的授業「幼兒戲劇」演劇的授業「幼兒戲劇」    

 同大学の幼兒與家庭教育學系のカリキュラム（2013 年度以降）における履修単位は、大学

共通科目群 28 単位、専門科目群（必修 43 単位・選択 37 単位）、自由科目群 20 単位、免許

関連科目群 16 単位、計 144 単位である。 

 その中にある演劇的授業に関して言えば、專門科目群の中の「產業與服務領域」16 科目中

に「兒童戲劇(Drama for Children)」、「兒童戲劇劇本創作(Creating the Scripts)」、「教

育劇場(Theater - in - Education)」の 3 科目 6 単位が開講されている。翁教授によれば、

台湾でもこれほど演劇的科目がある養成校はないだろうとのことである。ただ、これらは幼

児に対応した科目というよりも、英訳で児童とあるように保育者以外の進路（出版関係、お

もちゃメーカー、幼児のための芸術の支援者等）のための科目であると考えられる。 

 特筆すべき授業は「幼兒戲劇(Drama for Young Children)」である。これは、2013 年度か

ら導入された新しい科目であり、領域「美感」が誕生するまでは存在しなかった科目である。 

免許関連科目群「教育專業課程」の「教學基本學科」の一つであり、他には「幼兒文學」、

「幼兒藝術」、「幼兒體能與律動」、「幼兒音樂」、「幼兒數學與科學之探索與遊戲」、「幼

兒社會探究與情緒表達」が開設されている。 

 

表 2-5 國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系免許関連科目群科目一覧 

0060100 幼兒文學 Young Children's Literature 選 2 2 3上

0069500 幼兒藝術 Arts for Young Children 選 2 2  2下

0865700 幼兒體能與律動

Physical Education and Music &Movement for Young

Children

選 2 2 2上

0865800 幼兒音樂 Music for Young Children 選 2 2 2下

0865900

幼兒數學與科學之探索與遊

戲

Exploration and Play of Science and Mathematics for

Young Children

選 2 2 2上

0866000 幼兒戲劇 Drama for Young Children 選 2 2 1下

0866100 幼兒社會探究與情緒表達

Young Children's Social Exploration and Emotional

Expression

選 2 2  4上

0277400 教育概論 Introduction to Education 選 2 2 1上

0264000 教育心理學 Educational Psychology 選 2 2 1下

0274600 教育哲學 Educational Philosophy 選 2 2 2上

0270600 教育社會學 Sociology of Education 選 2 2 2下

0285800 教學原理 Principles of Instruction 選 2 2 2下

0866200 幼兒園課程發展 Preschool Curriculum Development 選 2 2 2上

0866300 幼兒輔導 Guidance of Young Children 選 2 2 3上

0069000 幼兒學習環境設計 Planning Learning Environment for Young Children 選 2 2  3下

0866400 幼兒遊戲 Young Children's Play 選 2 2 2下

0866500 幼兒多元文化教育 Multi-cultural Education for Young Children 選 2 2 4上

0866600 幼兒園行政 Preschool Administration 選 2 2 4上

0866700 幼兒園教學實習(一) Educational Practicum for Preschool I 必 2 4 4上

0866800 幼兒園教學實習(二) Educational Practicum for Preschool II 必 2 4 4下

（三）彈性選修學分（20學分)（三）彈性選修學分（20學分)（三）彈性選修學分（20學分)（三）彈性選修學分（20學分)

◎欲擔任幼兒園教師者，除修畢本系畢業學分數１２８學分◎欲擔任幼兒園教師者，除修畢本系畢業學分數１２８學分◎欲擔任幼兒園教師者，除修畢本系畢業學分數１２８學分◎欲擔任幼兒園教師者，除修畢本系畢業學分數１２８學分

教學基本學科(至少修習２科４學分)教學基本學科(至少修習２科４學分)教學基本學科(至少修習２科４學分)教學基本學科(至少修習２科４學分)

16

教育基礎(至少修習２科４學分)教育基礎(至少修習２科４學分)教育基礎(至少修習２科４學分)教育基礎(至少修習２科４學分)

教育方法學(至少修習２科４學分)教育方法學(至少修習２科４學分)教育方法學(至少修習２科４學分)教育方法學(至少修習２科４學分)

教育實習課程(必修８學分)教育實習課程(必修８學分)教育實習課程(必修８學分)教育實習課程(必修８學分)
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表 2-6 「幼兒戲劇」シラバス 

 

免許取得するためにはそれらの中から 2 科目 4 単位以上の履修が必要である。 

おそらく「幼兒戲劇」は臺北教育大學の独自科目ではなく、他の養成大学でも開設されて

いる。おそらく台湾の教員養成に関する法律「師資培育法」の中の「幼兒園教師師資職前教

育課程教育專業課程科目及學分對照表」(2013)の改定に伴う措置と考えられるからである。

その表には「幼兒戲劇」が新たに加えられ、それに対応して大学としても新設したと考えら

れる。残念ながら、訪問当時には開設後すぐだったためか、詳細情報を手に入れることがで

きなかった。しかし、これから、その実践的な研究が進められると考えられる。 

 

４．おわりに４．おわりに４．おわりに４．おわりに    

  台湾の市立幼稚園を訪問した際に園の若手教諭と近隣の保育者養成大学の学生が園児相手

に短い劇を行っていた。研修と授業の一環ということであった。市立子育て支援センターに

訪問した際には、劇団員と話ができた。聞けば、その人が所属する劇団は 20 年前に保育者が

立ち上げたとのことであった。翁教授からは、幼兒與家庭教育學系の学生の劇団があるとい

うことを伺った。あくまでも印象に過ぎないが、台湾では演劇が保育と密接に結びついてい

るというように思った。特に教諭と学生が園児に劇を見せるというのは非常に興味深い試み

である。子どもに指導する側も自ら演じ手になることによって表現者としての鮮度を保つこ
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とができるはずであり、それは園児の指導にも活きるはずである。 

 一点、日本にも共通する課題をあえて言えば、訪問見学した範囲の劇表現は紋切り型とも

言えるものであったように思う。ただ、「幼兒戲劇」は「Drama for Young Children」であ

り、欧米のドラマの概念が徐々に浸透していく中で保育現場での演劇のあり方が変容してい

くかもしれない。「美感」と「幼兒戲劇」に関しては今後も継続調査を行っていきたい。 

 

付記付記付記付記 

 第 3 節は、「台湾の保育者養成カリキュラムにおける演劇的授業の調査」『日本保育学会大会

発表論文集』68、2015 の内容を一部加筆修正したものである。 

 台湾の調査のアレンジをしてくださった國立台灣藝術大學の張曉華教授、授業を見学させて

いただいた國立台灣藝術大學の李其昌助理教授、日本語でインタビューに答えていただいた

國立臺北教育大學の翁麗芳教授、そして、現地調査にも協力してくださった東京学芸大学の

小林志郎名誉教授にこの場を借りて感謝申し上げます。 
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第第第第 4444 節節節節    分析と考察分析と考察分析と考察分析と考察            

開講調査の結果、38 の保育者養成校において 44 の「劇表現指導法」が開講されていたこと

がわかった。また、31 校の 37 の授業の中で、オムニバス形式等で部分的に劇的要素を含んだ

「表現指導法」の授業が行われていた。合計すると 69 校で 81 の授業（一部でも劇的要素が含

まれている授業 37、最終的に発表会を開催するのは 29、自己表現的な劇経験を学習機会として

活かすのは 15。）において、劇的要素を含んだ「表現指導法」が開講されていた。本研究で対

象となる授業は 15 という数であった。多くはないが、決して少なくはない数といえよう。 

 対象となる 15 の授業の状況は、15 ページの表 2-3 にまとめた。それを見ると、一つの養成

校の中で「劇表現指導法」や演劇関連科目、音楽や造形等の他の領域の「表現指導法」が同時

に開講されているところがあった。「劇表現指導法」を中心としてカリキュラムの視点に立っ

て考えると、そのモデルとして、主に３つのタイプに分類し捉えることができよう。以下であ

る。 

 

①演劇関連科目ありタイプ：「劇表現指導法」の他に演劇関連科目あり 

②演劇関連科目なしタイプ：「劇表現指導法」と「表現指導法」はあるが、演劇関連科目なし 

③単独開講タイプ：「劇表現指導法」だけで「表現指導法」も演劇関連科目もなし 

 

①の場合は、「劇表現指導法」の開講時期よりも前の段階で演劇関連科目が開講されていれ

ば、準備としての自己表現的な活動を展開することができる。また、その受講後に演劇関連科

目や舞台発表プロジェクトが設定されていれば、その事後授業として、音響、照明、舞台美術、

宣伝等のスタッフ・ワークも含めたプロダクション運営の体験や、実際の子どもを観客とした

舞台作品創作、地域等に出向いての学外出前発表、園での劇表現活動の展開、学問的な文献研

究等へと進めることが期待できる。別の言い方をすれば、前後の授業があれば「劇表現指導法」

の中でその内容を取り扱わなくとも、他の授業で展開するため、内容の棲み分けが可能となる

はずである。最も「劇表現指導法」で扱うべき内容を取り扱えるタイプである。 

②の場合は、演劇関連科目は開講されていないが、他の「表現指導法」は開講されているた

め、学科全体や担当者同士で内容のすり合わせができれば、共通部分としての内容（例えば、

領域「表現」全体に関する内容や子どもの表現発達等）を整理することができよう。別の言い

方をすれば、すり合わせができれば、劇表現の内容に特化することが可能となろう。 

③の場合は、他の「表現指導法」も演劇的な関連科目も無いため、領域「表現」の全般的な

内容もカバーすることが求められるため、劇表現に特化することは難しいはずである。おそら

く③のタイプの授業は、劇表現をどう扱うかの工夫をかなり凝らしていると考えられる。 

上記に関しては、各大学のカリキュラムや授業シラバスを見ても判断しづらいことがあるた

め、授業担当者に直接聞く内容もふまえて、総合考察の中で再度取り扱うこととする。 

 もう一つ、29 の授業が「劇表現指導法」の枠の中で、舞台発表を目指すというシラバスであ

った。印象としては、総合表現科目や舞台発表プロジェクトのような内容であり、「劇表現指

導法」とするには疑問が残る。何らかの大学側の事情があって「表現指導法」として扱う必要

があるのであろう。今回は調査の対象とはしなかったが、こちらも数的に決して無視はできな

い。授業担当者の思いを聞き、それに関する現状や問題点を明らかにする必要もあろう。 

台湾に関して言えば、台湾の子ども園で働くために必要な免許状を得るための選択必修科

目として、2013 年度から「幼兒戲劇(Drama for Young Children)」が導入されたことがわか

った。ただ、残念ながら、開講の実態（授業担当者情報、授業内容、教材、履修の実態等）

情報をつかむには至らなかった。台湾は日本よりも先んじて、幼保一体化を中核におく保育

システムを稼働させた。演劇との関係性も興味深いものであり、調査で得た人的ネットワー

クを活かして詳細を今後つかんでいきたい。     
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第第第第 3333 章章章章    保育者養成保育者養成保育者養成保育者養成における「劇表現指導法」のにおける「劇表現指導法」のにおける「劇表現指導法」のにおける「劇表現指導法」の授業授業授業授業担当者へのインタビュー担当者へのインタビュー担当者へのインタビュー担当者へのインタビュー    

 

第第第第 1111 節節節節    概要概要概要概要    

第 3 章では、15 ページに調査結果としてまとめた「劇表現指導法」の 15 の授業に焦点を当

て、その現状をより明らかにするため、その授業担当者に連絡をとり、シラバスでは読み取れ

ない内容を直接伺い、深く掘り下げることを目指しインタビューを行った。既に第 2 章で述べ

たが、それぞれの授業の開講状況は、15 ページの表 2-3 から見てわかるように、必修選択の位

置づけ、対象学年、関連授業（舞台発表プロジェクト的な学びも含む）の有無等が異なるため、

質問に対する回答もかなり異なることが予想される。 

インタビューで質問した内容を次ページに掲載した。その質問紙を予め授業担当者に渡し、

効率的に話を伺えるように心がけた。そこで伺った主な内容は、授業担当者となった経緯（授

業担当者に関して：略歴、劇表現との出会い・きっかけ、担当授業との関わり）、次に受講生

の様子や授業担当者の授業に対する思い（担当授業に関して：施設・設備・他、受講生の様子、

授業や学生に対する願い）、そして授業担当者の指導上の工夫（指導に関して：計画の方法、

工夫やこだわり）、最後に本研究の目的である「劇表現指導法」のカリキュラム・モデルや本

研究の意義に関する考えを整理するための事項（その他：担当授業に対する大学側からの期待、

演劇的な関連授業の有無、保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか）である。 

第 2 節から第 9 節には、下記 8 名のインタビュー内容の抜粋を掲載する。 

 

金田一仁志さん（藤女子大学人間生活学部保育学科非常勤講師） 

花輪充さん（東京家政大学家政学部児童学科教授） 

指田利和さん（こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科教授） 

小林由利子さん（東京都市大学人間科学部児童学科教授） 

直井玲子さん（インタビュー当時：小田原女子短期大学保育学科非常勤講師 ※） 

南元子さん（名古屋芸術大学人間発達学部子ども発達学科准教授） 

山﨑由紀子さん（大阪千代田短期大学幼児教育科非常勤講師） 

溝手恵里さん（倉敷市立短期大学保育学科教授） 

 

※現：松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科専任講師 

 

この章は人物を扱う内容を含むため、最終的にご本人に内容の確認と掲載の承諾を行う等、

個人情報の取り扱いにはできる限り配慮をしたことを付記しておく。なお、残念ながら、対

象となるすべての授業担当者にインタビューをすることはできなかった。 
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●インタビューで使用した質問紙 

  

  

「劇表現指導法／保育内容（劇表現）」のご担当者へのインタビュー項目 

 

○ご担当者に関して 

・経歴、出発点、授業に関連した学び 

・授業担当者になった経緯、いつからか、何年間か 

・前任者のこと、前任者との関係性（立ち上げの経緯）、いつ頃からこの授業があるか 

・大学としてどういう意義でこの授業が設置されているか。期待されているか。 

 

○授業に関して 

・授業の基本情報（シラバスで確認） 

・毎年の主な受講人数 

・目的と願い：授業を通して、どんな学生になって欲しいか、どんなことに寄与したいか。 

・授業の特色、こだわっていること 

・最終課題 

・使用教材、道具類、どういうものが必要か。 

・カリキュラム：他の演劇的な授業や他の授業との関連性、関係性 

・使用教室 

・協力者の有無、どういう人か 

 

○指導法に関して 

・プランニングのやり方 

・プランニングで参考している考え方、資料、文献 

・授業の際に気を付けていること、心がけていること、守らせているルール 

・評価に関して、工夫、コメントシート 

・学生との最初の出会いで行っていること、工夫、心がけていること 

・学生の実態：辛そうか、面白がっているか、以前と変わってきているか 

 

○演劇的な「保育内容表現／表現指導法」に関して 

・大学の他の枠組みの演劇的な授業との違い、「保育内容」としてこだわっているところ 

・俳優養成ではないので、照れや恥ずかしさ、演じることへの抵抗がある学生対象の対策。 

・演劇的な保育内容表現が音楽や造形等と比べて少ない事に対して 

・現状を変える必要があるか。現状を変えるためには何が必要だと思うか。 

 

○最後に 

・大学における保育者養成に演劇的なことを活かすことに関して。 

・今の学生にはどういう経験や授業が必要か。演劇的な活動で何ができるか。 

・今後の研究テーマ、実践テーマ 
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第第第第 2222 節節節節    金田一仁志さん（藤女子大学人間生活学部保育学科非常勤講師）金田一仁志さん（藤女子大学人間生活学部保育学科非常勤講師）金田一仁志さん（藤女子大学人間生活学部保育学科非常勤講師）金田一仁志さん（藤女子大学人間生活学部保育学科非常勤講師）    

 

担当授業：「保育内容（総合表現）」科目番号 1 

 

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

    

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、演出、演技、劇作、パフォーミングアーツ。札幌の劇団にて演劇人としてのキャリ

アをスタートし、その後独立。現在は、テレビ関係の仕事や、市民ミュージカル代表、北海道

教育大学、藤女子大学等にて演劇・表現科目の非常勤講師も務める。現在講師として所属して

いる「パクスミュージックスクール」の前身の札幌サウンドアート専門学校の校長も務めた。

日本俳優連合所属。日本演劇教育連盟全国委員。 

 

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ 

中学では美術部に在籍。高校でも継続する気だったが、たまたま演劇部に入部。中学校演劇

の顧問として精力的に展開していた松岡義和さん（後に市立名寄短期大学名誉教授・元学長）

と出会い、脚本の手ほどきを受ける等、大きな影響を受ける。以降、演劇の魅力に引き込まれ、

演劇人としての活動を開始。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

 過去に関連授業として「朗読」という授業が開講されていたようであるが、担当者は体調

不良で退職したとの話を聞いたことがある程度で、特に内容に関する話をしてはない。他の

学校で演劇的な授業を担当していた経験を買われて、授業担当者として声がかかったのであ

ろう。以来 10 年以上、本授業を担当している。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（131 ページ）。以下はインタビュー

で得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・演習的な内容が中心となるため、美術準備室というオープンスペースで授業を展開している。

そこにある教材や資材は活用可能である。影絵もやりやすい部屋である。広さも問題ない。 

・もう一つ、楽器が使える音楽準備室という部屋も使用できる。 

 

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子 

・受講人数はだいたい 100 名程度であり、２クラスを担当している。 

・基本的に学科のほとんどの学生が受講している。 

・別の教育大でも授業を担当しているが、柔軟性という観点で考えると、ここの学生はとて

も魅力的である。自衛隊の研修を担当したことがあるが、比べものにならないくらい堅かっ

た。人と協力してものをつくるという発想が豊かであると思う。 

 

2222----3333 授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い 

・人間のもつ声の力や魅力を活かせる人になってもらいたい。 

・表現が苦手な学生もいると思うが、慣れればいいだけである。 
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・授業以前の話だが、挨拶を徹底することが大事だと思う。学生達は立ち止まって挨拶をしな

い。そういう時には、誰にでもきっちりと止まって挨拶していた高倉健さんの話をするよう

にしている。学生にとってモデルとなる大人が少ないのではないか。そういう大人になれる

よう努力をしているし、学生にもそうなって欲しい。 

・自分は演劇を教えているとは思っていない。お店屋さんごっこ等の「演劇遊び」とでも言っ

ていいものを学生と一緒に行っているだけである。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して 

    

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法 

・俳優養成トレーニングのプログラムを応用したものなどを活かして授業を計画している。 

・絵本を活用することを念頭に計画している。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・評価という考えには抵抗がある。人が人を評価するということの重みがある。ただ、評価は

絶対にしなければならないため、学生達の協力する姿勢をその観点としている。 

・ルールとしては特別なことではないが、相手の目を見て挨拶をするということを授業の中で

大事にしている。自分が変われば、相手も変わる。コミュニケーションは怖いものではない。

コミュニケーションの基本は挨拶であり、相手を受け入れる土台は挨拶にある。皆が笑顔で

授業時間を過ごすためにはそれは欠かせない要素である。 

・工夫と言っても自分がやっていることは、自分のもっている演劇的なスキルや経験を授業

の中で活かすということだけである。他の大学で指導しているが、内容は基本的に変わら

ない。ただ、保育者養成の授業ということで、絵本などの保育教材をできるだけ扱うとい

うことで差をつけている。 

・最終課題は特に大きな課題を設定していない。授業でやっていることは何も特別なことでは

ないと思っている。 

・絵本の読み聞かせからの発展で、絵本を持たずに語る素話へとつなげている。そうするこ

とでグループワークや演出上の工夫が必要となる。音楽にこだわったり、協力して演じわ

けたりという工夫である。時々、自分のアイディアばかりを優先して、他の人のアイディア

を軽んじる学生がいるが、アイディア自体に優劣や間違いはないと思う。アイディアを共有

し、やってみてから考えるという姿勢を大事にしている。 

 

 

4444 その他その他その他その他 

    

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・非常勤講師であり、求められている役割を果たしたいという思いで授業担当をしているに過

ぎないのであまりそういうことを考えたことはない。 

・映像機材や施設をかなり自由に使わせてもらっている。大学からは一定の評価を受けている

と感じている。 

 

4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無 

・他に「保育表現技術Ｄ（総合表現）」（担当：金田一仁志さん他）という劇表現的な教材研

究をする授業がある。絵本からコマ撮りアニメ、ペープサート、影絵劇への展開が主である。
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本授業で表現への興味や意欲に刺激を与えて、表現技術の授業でテクニカルな内容も含めて

手法を教授している。 

 

4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・保育者になりたいと考えている人の養成アプローチの一つに演劇という要素があってもいい

と思う。ただ、演劇が得意な人もいるし、そうでない人もいる。そうでない人がいてもそれ

はそれでいいと思う。 
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第第第第 3333 節節節節    花輪充さん（東京家政大学家政学部児童学科教授）花輪充さん（東京家政大学家政学部児童学科教授）花輪充さん（東京家政大学家政学部児童学科教授）花輪充さん（東京家政大学家政学部児童学科教授）    

    

担当授業：「保育内容（表現）」科目番号 2、「保育内容の研究（表現Ⅱ）」科目番号 3 と 6 

※3 と 6 を対象。 

 

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

    

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、表現教育、演劇教育、幼児教育。玉川大学教育学科を卒業後、玉川学園幼稚部に勤

務。退職後は、遊育研究所＜素劇舎＞を拠点として、劇団かかし座、劇団ひまわり等で演出

や振り付けを行う。東京家政大学等、複数の大学で非常勤講師を務め、2005 年より助教授を

経て現職。2014 年には文京学院大学大学院修士課程を修了。主な著書は『遊びからはじまる

学び』大学図書出版。 

 

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ 

父親が演出家。母親が舞踊家。幼少期から父の稽古場に足を運ぶことも多く、劇表現に自

然と触れ合っていたため、俳優になりたいという夢を抱くことは自然な流れであった。卒業

後は幼稚園教諭の道に進んだが、日々の生活の中で子どもと共に劇表現を展開した。子ども

の劇表現に対する探求心が芽生えたのは、その先駆者の一人、上司でもあった岡田陽さん（玉

川大学名誉教授）の影響による。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

この学校は児童演劇や演劇教育で名のある落合聡三郎さんが過去に専任教員として関係授

業を担当したことがあり、劇表現に関しては造詣が深い学校である。縁あって非常勤講師と

して本授業を担当することとなった。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（132、133、136 ページ）。以下はイ

ンタビューで得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・演習的な内容が中心となるため、リズム遊戯室というオープンスペースで授業を展開してい

る。 

・毎回、授業の最初に前時の授業に関するレポートの提出を求め、それらに記述されている質

問や意見等に答えたり、協議したりする時間を毎回 20 分程度とっている。 

・授業をサポートする助手（大学側が配置）がいる。遅刻した学生への対応や補講日程の連絡、

音出し等、教学面も含めた支援がある。 

 

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子    

・基本的に学科のほとんどの学生が受講している。学科ごと（「児童学科」－児童学専攻、

育児支援専攻、「保育科」）に、同内容の授業を展開しているが、学部生、短大生の意識

の違いは当然存在する。そのため、授業展開においても工夫が必要とされる。即効的な内

容を期待する学生、理念の探求に目を輝かす学生、様々なコンディションの学生が一堂に

会する中で、授業内容と指導法に常にフレキシブルな展開が求められることはいうまでも
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ない。そのため、最近では、ティーチングとコーチングの要素を織り交ぜた双方向型の授

業の実践に取り組むようにしている。 

 

2222----3333 授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い 

・保育者を志す学生の多くはロマンチストである。だからこそ、多くの学生は実習に行っては

じめて現実を目の当たりにし、ある意味、リアルな子ども、保護者、同僚との距離感に驚愕

する。保育の現場にほんのりとしたロマンを抱いていた学生にとって、それらを受容し、修

正を加えていくことは大変な作業ともいえるだろう。しかしそれを避けることはできない。

ならばどうするのか。その場面、その瞬間に身を置き、当事者となってそのコンディション

を生きてみるのである。身に迫るしがらみの中で全力をむけて思いや考えを発信するのであ

る。演劇の体験は、まさにそうした表現活動である。 

・表現することは子どもにとってどのような意味があるのか、子どもの成長発達を促すために

どのような価値があるか。「かわいい」だけで済ませてしまう授業にはしたくない。物事の

裏側まで深く考えようとする姿勢、自分の興味・関心を探求しようとする姿勢を、本授業を

通して身につけさせていきたい。そのような学生を現場に送り出したい。 

・保育は遊びが中心だが、遊びは不安との出会いがあるからこそ面白いのである。子どもは

不安を乗り越えたからこそ、またやってみたいと思うのである。授業を通して感じてもら

いたい。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して    

 

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法 

・岡田陽さんから受け継いだもの、現場で子どもと歩んだ経験、演劇人として演出・劇作に携

わった経験などを活かして授業を計画している。 

・平山許江さん（文京学院大学大学院特任教授）の指導で修士論文を書き上げたことを通して

授業の考え方そのものが変化したように思う。 

・学生がスモールステップで課題を乗り越えられるよう心がけている。特に授業の最初の数回

は、アイスブレイキングやリラックスのために、ゲームや遊びを中心に構成している。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・授業の中で表現活動を体験する際に、予めねらいや意図を説明しないようにしている。学生

自身に授業経過の中で、考えてもらいたいからである。 

・本授業では、グループワークを多く取り入れている。協働しながら一つのものを創造して

いくことの喜び、達成感、難しさ、ジレンマを肌で感じながらも、それらを越えた時の効

力感を実感してもらいたいからである。 

 

 

4444 その他その他その他その他    

 

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・幼稚園教員免許を取得するための必修科目として扱われており、保育における劇表現という

課題に対して、落合聡三郎さんが授業を担当していたということからもわかるが、期待は大

きい。 
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4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無    

・すべての学科に開設されているわけではないが「保育内容の探究（表現）」（担当：花輪充

さん）のように本授業のテーマをより深める授業が設定されている。 

・短大保育科では「保育総合表現」（担当：花輪充さん他）という、本授業の発展として劇づ

くりをし、最終的に舞台発表をする授業がある。その授業では、演劇づくりのいろいろな要

素を通して協働したり、対話をしたりすることをめざしている。一方、「保育内容の探究（表

現）」は子どもに着眼している。そのことが大きな違いである。 

 

4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・活かすことは大事だと思うが、どういう要素を活かすかということが重要であろう。劇遊び

という言葉一つでも解釈が定まっていないし、劇と劇遊びがどう違うかということを学生に

尋ねても明快な説明は期待できない状況である。 

・もう一つ、海外の劇表現の教育システムを日本に紹介し普及・啓蒙した中心の一人として、

恩師である岡田陽さんがいるが、常々述べていたのは、それらを日本人の気質、民族性に合

った内容に変えるよう努力をしなさいということであった。想像力をもって海外の教材を活

用することは大事だが、越えられない文化の壁というものもある。単なるメソッドの紹介と

ならないよう心がける必要がある。 

・劇表現は子どもの生活に根ざした遊びであり、劇表現が生活に溶け込んでいる状況をつく

ることが重要であろう。 
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第第第第 4444 節節節節    指田利和さん（こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科教授）指田利和さん（こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科教授）指田利和さん（こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科教授）指田利和さん（こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科教授）    

 

担当授業：「保育内容指導法演習（表現）」科目番号 4、「保育内容指導法演習（クリエイ

ティブ・ドラマ）」科目番号 5 

※4 と 5 を対象。 

 

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

 

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、表現教育、児童文化、幼児のためのドラマ。法政大学を卒業し 10 数年働いた後、退

職。その後アメリカへ留学し、ニューヨーク市立大学ハンター校大学院映画・演劇学部演劇

科修士課程を修了。帰国後、宝仙学園短期大学（現こども教育宝仙大学）の専任講師、助教

授を経て現職。主な著書は『基礎から子ども文化創造の体験までを含む劇的表現活動のプロ

グラム開発と指導法の研究』科研費成果報告書。 

 

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ 

中学生頃から洋画に興味をもち、高校の時から大学卒業するまで映画関係のアルバイトを継

続。そのまま配給会社に就職する気持ちもあったが、別の職種につき、人事異動のタイミング

で退職。改めて英語をもっと勉強したいという気持ちが湧き、渡米。現地のアドバイザーから、

単なる語学の習得だけではなく大学院に通ったらどうか、既知の映画よりも演劇の課程を学ん

だ方が良いのではないかという助言を受け大学院に入学。そこでは演劇史を主専攻。副専攻と

してディベロップメンタルシアターを学ぶこととなった。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

前任者は保育における表現教育や演劇教育の分野で先駆的な役割を果たしていた清水俊夫

さん（宝仙学園短期大学名誉教授）。米留学当時、清水さんと共同研究をしていた岡田陽さ

ん（玉川大学名誉教授）が探していた研究資料を提供した縁から関係が始まった。清水さん

の後を受け継ぎ、前身校の短大で専任として担当することとなった。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（134、135 ページ）。以下はインタビ

ューで得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・演習的な内容が中心となるため、小体育館や机と椅子が稼働する教室で授業を展開している。 

・毎回、授業の最後に小レポートの提出を求めている。15 回目の授業に、1 から 14 回の授業で

書いた小レポートを返却し、授業内容の総復習も兼ねた最終レポートの記述に役立たせてい

る。 

 

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子 

・受講人数は 100 名程度であり、それを３つに分けている。 

・基本的にほとんどの学生が受講している。そのため、すべての学生が前向きに受講をして

いない場合もある。特にクリエイティブ・ドラマの授業は、３年生と４年生が合同の枠で

行うため、年度によっては 50 名となってしまう場合もあった。 
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・学生達は実習ですぐに役に立つ内容を望んでいるように思う。 

 

 

2222----3333 授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い 

・ほとんどの学生は劇表現に触れたことがないため、卒業後に現場経験を積んだ後、いつか

子どもと劇表現の活動を展開してみたいと思うようになればいいと長期的に考えている。実

際に私立幼稚園連合会の研修等で短大の卒業生からそのような話を聞くこともある。 

・授業に対して消極的な学生がいた場合には、部屋にいるうちは参加していると思うようにし

ている。 

・アメリカでは劇表現そのものについて学んだことも大きいが、大学院の同級生達からいろ

いろな情報を教えてもらったり、プロジェクトに誘ってもらったり、それぞれがそれぞれ

をサポートしあう体制の中で過ごせたことが大きかったと思う。志が同じく、やる気があれ

ば、年齢や国籍など関係なく応援しあうという環境。そこでは、お礼は直接返すのではなく、

次の世代の人に向けて返して欲しいと言われた。指導する際に、いつも忘れないようにして

いる。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して    

 

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法 

・アメリカでの学びを通して得た資料を活用している。その中でも一番重要なのは物語。他の

人のワークショップでおもしろいと自分が思ったものを取り入れることもある。働き始めの

時に都内の私立幼稚園や公立保育園等で表現活動をさせてもらったことも大きい。 

・バリエーションを増やすというのは大事だが、あまりたくさんはいらない。速度や高低、移

動する方向や空間の使い方等を変えることで、新しさが生まれる。計画をする段階で工夫点

も考えている。 

・学生の先に常に子どもをイメージして計画をしている。学生を通して、将来的に子どもにつ

ながるという意識をもつようにしている。また、計画する際に自分自身がその活動を楽しい

と思うかということにもこだわっている。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・活動の中で、たとえば言葉を使わせないようにする等、学生に違和感や不自由な思いをさせ

たい。身体表現として、頭ではなく、身体が面白いと感じていないと意味がない。 

・表現に自信がない学生もいるが、最終的には苦手意識をそのままにしないようにしたい。皆

の前に立って自分の名前をいったり、当てっこしたりするのは些細なことかもしれないが、

自信がない学生には、そこから始めることが大事なような気がしている。 

・朗読をする際に、声優のように声色を変えることはあまり望まない。演じる役の年齢に応じ

て声の高低や語りの速い遅い等の工夫ができればよい。 

 

 

4444 その他その他その他その他    

 

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・2 つの科目とも、幼稚園教員免許を取得するための必修科目であり、保育における劇表現と

いう課題に対して、前身の短期大学において清水俊夫さんや、音楽表現と劇表現にも造詣が
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深い小林美実さん（宝仙学園短期大学名誉教授）が活躍していたことからもわかるが、期待

は大きい。 

・大学のホームページにも、「音楽」「造形」「ドラマ」「身体」からユニークな表現系カリ

キュラムを展開しているとの記載があり、重視されていることが伺える。 

 

4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無 

・関連授業としては保育士資格選択必修科目として「児童文化」（担当：指田利和さん）とい

う劇表現を活用するための児童文化財の素材研究をする授業がある。学びの成果を併設の幼

稚園や近隣の福祉施設で発表している。 

 

4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・活かすことは大事だと思うが、学んだ劇表現を学生がそのまま子どもに展開するようになる

ことは避けたい。演劇的な要素を活かした学びの中で、学生達が創意工夫できるようになる

ことが重要だと思う。たとえば、テキストに書かれていないものを考え、想像してみる等。

授業内容は保育との関連にこだわらず、ワークショップ形式でもよいと思う。保育者や実習

生の立場で、目の前で起きていることを処理しながら、次の展開を頭の中で思い描くことが

できるような力を伸ばすために、演劇的な要素を保育者養成に活かすという発想もあっても

よいと思う。 
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第第第第 5555 節節節節    小林由利子さん（東京都市大学人間科学部児童学科教授）小林由利子さん（東京都市大学人間科学部児童学科教授）小林由利子さん（東京都市大学人間科学部児童学科教授）小林由利子さん（東京都市大学人間科学部児童学科教授）    

 

担当授業：「保育内容演習（表現）」科目番号 7、「保育内容表現指導法」科目番号 9 

※9 を対象。 

 

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

 

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、ドラマ/演劇教育、児童演劇、幼児教育。東京学芸大学大学院（幼児教育学）修了後、

米国イースタン・ミシガン大学大学院演劇 Drama/Theatre for the Young プログラムにて Master of 

Arts および Master of Fine Arts を取得。帰国後、東京学芸大学附属幼稚園や東京学芸大学等に

て非常勤講師を勤める。川村学園女子大学、エクセター大学客員教授、東横学園短期大学教授

を経て、2009 年より現職。元国際児童・青少年演劇協会副会長、同日本センター理事。主な著

書は『ドラマ教育入門』図書文化社。 

 

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ 

公立小学校における学校劇の先駆者である米谷義朗錦糸小学校校長から、遊びと創造性の重

要性を学ぶ。中学時代は宝塚に夢中になり、高校時代は歌舞伎鑑賞を重ねる。大学院指導教官

であるの小川博久名誉教授と近藤光夫名誉教授から欧米のドラマ教育について示唆を受け、日

本のクリクリエイティブ・ドラマの第一人者である佐野正之横浜国立大学名誉教授の影響を受

け渡米を決意する。イースタン・ミシガン大学大学院のヴァージニア・G・コウスティ主任教授

（当時）から、子どもの劇的遊びと児童青少年演劇と遊び／ドラマ／演劇連続体の考え方を学

ぶ。その後、在外研修でウォーリック大学のジョナサン・ニーランズ教授から DIE、エクセタ

ー大学のジョン・ソマーズ氏からアプライド・ドラマを学ぶ。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

 新設大学としての教育内容の柱の一つとして児童文化が掲げられた。東横女子短期大学の

「保育内容表現」では、音楽・造形・身体表現の先生のオムニバス形式であった。しかし、

武蔵工業大学と東横学園女子短期大学が合併した東京都市大学人間科学部児童学科において

は演劇が総合芸術であることから 2 年次に「保育内容表現指導法」という授業にドラマ／演

劇教育の専門家が担当者になることになった。さらに、1 年次に「ドラマワークショップ」

と「演劇文化論」、3 年次に「児童演劇研究」という授業が設置され、遊び／ドラマ／演劇

連続体に基づく授業が構成された。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（138 ページ）。以下はインタビュー

で得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・演習的な内容が中心となるため、スタジオシアターというブラック・ボックスのオープンス

ペースで授業を展開している。スタジオシアターは「本格的な児童演劇、人形劇、ストーリ

ーテリング、ダンス、パフォーマンスなどの公演ができるようになっています。さまざまな

ワークショップ、シンポジウム、セミナーなども実施できるスペースにもなる多目的スタジ

オです。 プロの劇団、ダンサー、パフォーマーの作品を鑑賞したり、学生が作品を創作し上
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演したりできる、“観る”と“演じる”が一体となった、ユニークなスペースです」と大学

ホームページで紹介されている施設である。この施設は、東京都市大学を発足するとき企画

段階から表現にかかわる教員が参加して、普通教室を改修してつくられた施設である。 

・学生に対する連続的な課題として、本授業での活動について、写真やイラストや活動記録と

考察等を含み、記録と考察と評価が一体となったポートフォリオを作成する。これは、ニュ

ージーランドの幼児教育で行われているポートフォリオを応用している。 

 

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子 

・「保育内容表現指導法」は、幼稚園教員養成課程と保育士養成課程の受講者の必修科目に

なっているため、ほとんどの学生が受講している。 

・ポートフォリオに関しては、文字による記録だけより、学生たちが楽しみながらイラストを

描いたり、写真を貼り付けたり、さらに自ら調べ学習を行うようになる傾向がある。 

・お店屋さんごっこにおいて、最初はパペットを使って会話をしていても、いつのまにかパペ

ットではなく自分自身で話してしまうようになる。つまり、パペットという媒介が必要なく

なり、学生たちがごっこ遊びに夢中になってしまう。いいかえれば、学生たちは自然と買い

物客になったり、売り手になって会話をしたりしてしまう。 

 

2222----3333 授業や学生に対する授業や学生に対する授業や学生に対する授業や学生に対する願い願い願い願い 

・遊び／ドラマ／演劇連続体の考え方に基づいているので、授業内のアクティビティはすべて

子どもの遊びとつながっている。うまく演劇作品を演じる保育者を養成することが目的では

なく、子どもの遊びを理解し、子どもと一緒に本気で遊び同時に遊びの状況を把握できる保

育者養成を目指している。 

・学生たちが、子どもの遊びの重要な要素である見立てと変身を、自然にできるようになるこ

とを目指している。演劇の特徴であるイメージしたことをアクションとして表現するという

ことを繰り返し経験して、学生たちが遊びを体験的に理解できるようにし、振り返りで自

己と他者の考えを知り、ポートフォリオの作成を通してさらに理解を深められるように授

業を構成している。 

・できるだけ学生の身の回りにある素材を活用するようにしている。デパートの紙袋や靴下を

活用したパペットをつくり、操作する。これは、子どもが遊びの中で自然に行っている見立

てと変身を再構成して学生たちが経験できるために行っているアクティビティである。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して    

 

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法 

・アメリカでの学びを通して得たもの、現場で子どもと学んだ経験を活用している。特に、ア

メリカのコウスティ教授から子どもの遊びがドラマ／演劇のルーツであり、さらに言えば、

遊び／ドラマ／演劇連続体という考えを学んだことが大きい。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・授業の中のルールとしては、他者を尊重し、人の話を傾聴することを重視している。 こ

れはコミュニケーションの基本であると考える。 

・自ら意思決定をすることを大事にしている。アクティビティ終了後の振り返りのときに、

学生が自ら発言するように繰り返し指導している。学生から「～していいですか」と許可

を求められたときは、必ず「あなたはどう思うの？」と返すようにしている。この繰り返
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しを通して、学生に自らで主体的に考えることを伝えるようにしている。 

・学生が演技を上手にできることが重要ではなく、ドラマ活動という枠組の中で学生たちが

遊びを再体験することが重視している。この経験が、保育における遊びを理解することに

繋がると考える。 

・さまざまな素材が、パペットに変身するプロセスを学生たちが繰り返し体験するようにし

ている。学生自身が作りながら考える創造過程を体験するために詳しく作り方は示さない

ようにしている。素材の触れながらあれこれ考える制作のプロセスを非常に重視している。 

 

 

4444 その他その他その他その他    

 

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・学科における「子どもの成長に必要な「遊び」と「実体験」を学ぶ体験プログラム」の中

の一つとして「児童文化・自己表現体験」が紹介されているので、児童文化的な内容を重

視したカリキュラムであることがわかる。この分野が専門の専任教員も多数いる。大学か

らは、ドラマ／演劇的視点から、身体を使ったアクティビティを通して、実学を重視しな

がら理論と実践を往還し、子どもの遊びの理解し、子どもと遊べる保育者を育成すること

が期待されている。 

 

4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無 

・関連授業としては「ドラマワークショップ」「児童演劇研究」「演劇文化論」（担当：小

林由利子さん）がある。本授業の前段階で行う必修科目「ドラマワークショップ」では、

主にシアター・ゲームや即興を行っている。基本的な目標は、遊びの再経験である。それ

をふまえて本授業では、アメリカのクリエイティブ・ドラマとクリエイティブ・パペトリ

ーを応用しながら、保育者の表現力と子どもの表現力を育成するための学びを行っている。

次の段階で行うのは選択科目「児童演劇研究」である。興味のある学生が受講し、人形劇

や朗読劇を制作し、学内や近隣の幼稚園や福祉施設で発表し、子どもの遊びについての学

びを深めている（学外巡回公演）。「演劇文化論」は教養科目であり、演劇とは何かを考

え、DVD 等で演劇鑑賞を行っている。西洋の近代劇から歌舞伎までを網羅している。これ

は、遊び/ドラマ／演劇連続体の考え方に基づいている。 

・この大学では非常に多数の教養科目が設定されていることが特徴である。 

 

4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・「何か／誰か」になることを自然にできるようにことは、保育者にとって重要である。ド

ラマ／演劇を活用することでそれを培うことができると思う。 

・課題としては、指導できる人材を養成すること、そしてそのための養成プログラムを構築

することであろう。大学院で人材の養成に力を入れているところは少ない。理論と実践を

学べるような大学院の数がもっと必要となろう。それに関連して、国立大学・私立大学で、

児童青少年とドラマ／演劇教育を専門に学べるプログラムが必要である。韓国には、韓国

芸術大学大学院に子どものためのドラマ／演劇 MFA プログラムがあり、才能があり若く熱

意のある若者たちが、国内外の児童演劇と演劇教育の世界で活躍している。特に、若手の

児童青少年演劇の演出家と脚本家を輩出している。専門の大学院ができることにより、状

況が変化することが示された好例であるといえる。    
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第第第第 6666 節節節節    直井玲子さん（直井玲子さん（直井玲子さん（直井玲子さん（インタビュー当時：インタビュー当時：インタビュー当時：インタビュー当時：小田原女子短期大学保育学科非常勤講師）小田原女子短期大学保育学科非常勤講師）小田原女子短期大学保育学科非常勤講師）小田原女子短期大学保育学科非常勤講師）    

    

担当授業：「表現指導法」科目番号 10、「表現総合演習」科目番号 11 

※10 と 11 を対象。 

 

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

 上記職位はインタビュー当時のもの。現在は、松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学

科専任講師。2014 年より赴任。 

 

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、保育者養成、演劇教育、パフォーミングアーツ。東京都練馬高等保育学院を卒業後、

東京都内の公立保育所に勤務。退職後にイギリス留学。その後、ワークショップの企画制作、

ファシリテーターとして活動。東京家政大学や小田原女子短期大学で非常勤講師を務めなが

ら、東京学芸大学大学院修士課程を修了。修士論文は「保育者養成における演劇教育のカリキ

ュラムデザイン～演劇的手法を用いた授業「表現総合演習」の分析から」。 

 

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ 

小さい頃から演劇を観る習慣があり、もともと興味があった。高校では歌やダンスを習い、

ミュージカル俳優になりたいと思ったこともあった。直接的なきっかけは、保育所に就職した

際の研修の中で劇的な表現のワークショップを受講したことである。受講したことで、保育園

では演劇を嫌いになる指導がなされているかもしれないという問題意識が芽生え、以降、積極

的に研修を受講するようになった。退職後にミューズ・カンパニーやフリーの立場で制作・演

出・ファシリテートを行うようになった。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

 この学校では本授業に類する授業を演劇の専門家が以前担当したこともあるということを聞

いたがあり、劇的な「表現」の授業に造詣が深い学校である。ファシリテーター仲間として研

鑽を積んだ知人からの紹介を受け、本授業を担当することとなった。前任は専任の保育や音楽

担当の教員。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（139、140 ページ）。以下はインタビ

ューで得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・演習的な内容が中心となるため、音楽室で授業を展開している。授業の中で音を使うことが

多く、そこにある箱型の座って叩くことのできる打楽器（カホン）も活用している。音響設

備もあり、BGM を流すこともできるため、重宝している。 

・２つの授業があるが、授業内容としては 30 回の連続のイメージで捉えている。授業担当に

なった頃は、まず理論的なことをしてから、身体を動かすようにしていたが、学生の様子を

見て逆転させた方がよいと思うようになった。 

 

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子 

・授業は必修であるが、楽しい雰囲気でノリがよい。声が大きくしっかり出る学生が多いとい
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う印象。高校時代にサークルや部活で演劇をやっていた人よりも、演劇に対して知識や先入

観がない人の方が授業に取り組みやすい気がする。 

・中にはテレてしまい、恥ずかしいということを訴える人がいるが、振り返りをしっかりと行

わせ、少しでもやりきった時には褒めるようにして自信をつけさせるよう心がけている。 

 

2222----3333 授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い 

・学生自身に徹底的に遊んで欲しい。学生達はあまり自分達で遊んだ経験がないような気がす

る。劇表現は面白い遊びだから取り組んでいるんだ！となって欲しい。 

・ミュージカル劇の構造を理解させることもしている。ハモりやすい楽譜を渡して歌の練習を

させたり、ピアノが得意な学生には伴奏をさせたり、イギリスの女優の歌声を CD で聴かせ

たりしている。学生達が先生になったときに劇をつくる際のヒントになると思っている。 

・オペレッタなど、その通りにつくればいいというマニュアル市販キットが売られているが、

学生にはそういうものに頼らないようになってもらいたい。養成校の中にはマニュアルの使

い方を教えるところもあると聞く。また、学生が就職する園でもマニュアルの指導しか認め

ていないところもあるようである。せっかく指導してもそれを発揮できない状況にあるとい

うのは残念である。ただ、嘆いてばかりでも仕方がないので、せめてマニュアル以外の劇表

現もあるということを学生には知って欲しい。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して    

 

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法    

・大学院の指導教員である東京学芸大学の高尾隆准教授のインプロの理論と実践、自身が現場

で子どもと歩んだ経験、ワークショップリーダーとして活動していた時代の経験を活かして

授業を計画している。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・できるだけ学生に注意を与えないように心がけている。力づくで叱ってこちらを向かせると

いうことよりも、魅力的な内容を提供してこちらを振り向かせたい。 

・がんばらないで欲しいということも伝えている。学生達はこれまでがんばれがんばれと言わ

れ続けているであろうから。 

・できるだけ全 15 回に参加して欲しいと伝えている。欠席してしまうと活動の継続性が失われ

てしまうため。 

・毎回授業終了後にコメントシートを書かせている。最終的に全部返し、それを使ってレポー

トを書かせている。自分のメモ書きとして、何を考えたかを振りかえさせている。 

 

 

4444 その他その他その他その他    

 

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・自信がない学生に対して、演劇を通してそれを変えるきっかけをつくって欲しいという願い

を学長から聞いた。 

 

4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無 

・関連授業は無いが、歌舞伎や文楽の鑑賞教室がある。 
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4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・保育者養成の中で覚えることは山ほどあり、座学だけで終えない方がいい。心と身体、言葉

を使って学ぶことが大事である。むしろ演劇的な要素を活用しない方がおかしいのではない

か。 

・保育者として就職しなくても、面白いことの一つとして演劇や劇表現の魅力を知り、自分の

中に取り込むことで、豊かな人生になるのではないか。演劇教育というものの見方を知るこ

とも大事ではないか。 

・本授業の中で保育実習の後のふり返りを演劇的にやったりもしている。納得いかなかったこ

とや理解できなかったこと等を演じて、それを他の人に見てもらい一緒に考えて行く。文章

は得意ではなくても、身体を使って振りかえることは得意な学生がいるのかもしれない。 
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第第第第 7777 節節節節    南元子さん（名古屋芸術大学人間発達学部子ども発達学科准教南元子さん（名古屋芸術大学人間発達学部子ども発達学科准教南元子さん（名古屋芸術大学人間発達学部子ども発達学科准教南元子さん（名古屋芸術大学人間発達学部子ども発達学科准教授）授）授）授）    

 

担当授業：「保育内容演習Ⅰ（表現）」科目番号 12 

 

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

 

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、幼児教育、児童文化、保育実践指導とフィールドワーク、子育て支援。愛知教育大

学大学院修士課程を修了後、愛知県内の私立幼稚園、愛知県中央児童相談所に勤務。子育てを

しながら、金城学院大学大学院博士課程（学術博士）を修了。愛知学泉大学家政学部講師を経

て、2011 年より現職。主な著書は『近代日本の幼児教育における劇活動の意義と変遷』あるむ

出版。 

 

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ 

幼稚園教諭として勤務していた園の隣のクラスの先輩教諭が劇遊びをよく展開していて、教

授してもらったことがきっかけ。退職して子育てをしている最中、小学校でのＰＴＡ役員会の

中で他の母親がうまく自分の意志を発言できないという状況を目の当たりにし、どうすればよ

いのだろうかと考えるようになった。そのような中で、いちょう座の表現ワークショップ等を

受講した経験を思い出し、自己表現が苦手な人たちには演劇的な手法を活用することが適して

いるのではないかと仮説を立てるに至った。大学院で劇的なテーマを選択したのも、それが理

由の一つ。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

科目の前任者は音楽分野の表現の先生。その先生は急逝なさったとのこと。そのため、特に

引き継ぎ等があったわけではない。本授業も劇表現的な内容を大学が求めていたというわけで

はないと思う。表現という枠組みの中で専門性を活かすことを期待されていたのだと思う。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（141 ページ）。以下はインタビュー

で得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・講義的な内容の際は机がある通常の教室で行う。演習的な内容の際には机の無い板張りの教

室で行う。だが、板張りの教室は広さが 40 人では少し狭く、30 人くらいでだとちょうどよ

い空間である。 

 

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子 

・受講人数は 140 名程度であり、扱いとしては選択科目だが、ほぼ全員が受講している。 

・表現が苦手な学生もいるかもしれないが、演習に入る前に講義的な内容の中でじっくりと関

係性を築きながらグループワークを展開しているため、あまりそれに関する問題意識をもっ

たことがない。学生同士の関係性をつくることが本授業での環境設定として特に力を入れて

いるところである。 

・時々携帯電話などをいじっている学生がいるが、そういう場合は授業を止めてでも注意をす

るようにしている。表現にとって大事なのは、相手にストレートに気持ちを伝えることであ
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る。自分はそのことにこだわっているということを学生に常々伝えている。ウケねらいをす

る学生も時々いるが、必ず注意をしている。 

 

2222----3333 授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い 

・本授業は演劇をつくることが目的ではないが、演劇的な活動をするための準備としての活動

となるように心がけている。学生には子どもに対して自然に反応できるような人になって欲

しい。そのために劇的要素をどう活用するかということが大事なのだと思う。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して    

 

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法 

・現場で子どもと歩んだ経験、いちょう座のワークショップ等の研修等を活かして授業を計画

している。 

・自らの子育て経験ももちろんだが、ママ友の集まりの際に幼稚園教諭の経験があるという

ことで、子どもの世話役を任せられることが多かった。結果的に幅広い年代の子どもとた

くさん触れることができたのはとても貴重な経験だった。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・最初の授業でくじを引かせてグループを形成させている。そのグループでそれ以降の活動を

行い、最後の 15 回までそれを維持させている。グループの維持そのものが劇表現の活動にと

って重要なことであり、グループの中で共通点を探したりしながら関係性を深めさせている。

継続という要素によって、同じグループの人の考えにふれ、愛着や尊敬の気持ちが生まれや

すい。そういう経験を経てから、人と接するときには、褒めたり、反応すればいいというこ

とを伝えるようにしている。だんだんと自分達自身の変容に気づき、好意的に驚くようにな

る。 

・できるだけ現場経験を活かした問い「みなさんが担任だったら、先生としてその子にどうい

うコメントをしますか？」等をぶつけるようにしている。 

・講義形式の授業を続けている中で、演習的な身体表現へと移行する際は、ウォーミングアッ

プ的な活動を中心に行い、円滑に進むようにしている。 

・グループでの共有ノートをつくっている。授業の中の質問に対する回答を学生がそれに書く。

コメントが残るので共有や振り返りがしやすく、講師もコメントを加筆することができる。 

・物語を活用する時にはすべての場面をつくるのではなく、場面のつなぎにナレーションを入

れたりしながら、面白い場面だけを抜き出して行う場合が多い。物語の中で、子どもと一緒

に楽しめるところはどこかということを出来るだけ自分たちで考えさせるようにしている。 

 

 

4444 その他その他その他その他    

 

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・実習への準備学習という意義づけもされているようである。 

 

4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無 

・関連授業は無し。 

 



- 45 -

 

4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・演劇的な要素を応用的に活用することを念頭に置いているが、芸術としての演劇的な活動を

することが主目的ではなく、保育者として子どもに対して自然に反応できることを目指して

活かそうとしている。自己表現や自分の意見をしっかりと述べることができるようになるた

めに演劇的な活動が保育者養成にとって有効的に働くと思う。 
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第第第第 8888 節節節節    山山山山﨑﨑﨑﨑由紀子さん（大阪千代田短期大学幼児教育科非常勤講師）由紀子さん（大阪千代田短期大学幼児教育科非常勤講師）由紀子さん（大阪千代田短期大学幼児教育科非常勤講師）由紀子さん（大阪千代田短期大学幼児教育科非常勤講師）    

 

担当授業：「保育内容(総合表現)」＜前期＞科目番号 14 

 

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

    

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、幼児教育、身ぶり表現、保育実践指導。浪速短期大学保育科を卒業後、大阪市の公

立幼稚園に勤務。2002 年に大阪千代田短期大学専任講師として赴任した。大阪保育問題研究会

や大阪保育研究所においても長年研究や講師を、大阪府下各市（堺・枚方・吹田など）の保育

者研修講師を務める。主な著書は『身ぶり・ごっこ・劇あそび』フォーラム A、『幼稚園・保

育園で楽しむ 身ぶり表現・ごっこあそび・劇づくり』フォーラム A。 

    

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ 

新任の幼稚園教諭として赴任した幼稚園の園長が、たまたま「身ぶり表現」を創造し、劇遊

びを通した保育に力を入れていた広岡キミヱさん（後に大阪千代田短期大学名誉教授）であっ

た。そこでその楽しさと基本を受け継いだ。自身も父が教師だった影響もあり、幼少期から歌

やピアノが大好で、ずっと音楽を続けていた。現場に入ってからも即興的に悲しい気持ちにな

る曲、嬉しい気持ちになる曲をさっと弾くことができた。広岡さんから身ぶり表現や劇表現を

学ぶ素地は音楽にあったのかもしれない。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

この学校は前述の広岡さんが教授として奉職していたこともあり、身ぶり表現や劇に関して

は造詣が深い学校である。学内の副学長や教授の推薦を受けて専任として赴任。本授業は、以

前はオムニバス的な内容として他の表現分野の先生が担当していたようである。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（142 ページ）。以下はインタビュー

で得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・講義的な内容の際は通常の教室。演習的な内容の際にはリズム演習室やアリーナの劇場で行

う。 

・試験の内容は、現実と想像の概念の違いとその意味、身ぶりを成立させる構成要素、絵本を

保育に援用する理由や劇にしての感想と意義等であり記述式で回答をする。ちなみに、後期

は劇発表会当日と取り組み過程、振り返りレポート等で評価している。 

 

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子 

・受講人数は 100 名程度であり、それを３クラスに分けている。 

・必修科目ではないがほとんどの学生が受講をしている。しかし、学生達は内容に関して戸

惑いはあまり見られない。それは、先輩や卒業生からの情報を得ているからであろう。・内

容に興味をもっているということもあるが、前期の身ぶり表現と劇の学びと演習の経験を

活かして、後期に劇づくりを行うという一連の流れと２回生の劇発表会の舞台を観ている

ので学生に認知されてきており、各教員（関連科目以外も含む）や大学側もいろいろな面
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でバックアップをしているからであろう。 

・昔と比べて、今の学生はセンスがあり、器用に物事をこなす力は持っていると思う。ただ、

集中が続かなかったり、提出物を出さなくてもよいといったルールに縛られることを避ける

傾向も多くなったような気がする。人前で何かをすることは苦手、マスクをして個性を出そ

うとしない人もあり気になっている。ましてや仲間と一緒に何かをするということは得意で

はない。 

 

2222----3333 授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い 

・学生はいずれ現場で子どもの劇表現（身ぶり表現）と劇づくりの支援を行うのであるから、

まずは自分達が実際に体験することが重要である。また、単に表現が好きだからという姿勢

だけではなく、課題意識をもって授業に取り組んでもらいたい。 

・子どもはすぐにふり行為ができる。だが学生はそうではない。体から入るか頭から入るかの

違いだけではなく、想像力が乏しいため、柔軟に表現できるようになってもらいたい。 

・演じることは、役を生きることである。そのことは幼児にもわかる。カニやサルを演じる（役

になる）ことで、子どもたちはお話の中での役や生き方を理解する。子どもの表現とは何か、

劇をすることの意味などを、授業を通してよく考えてもらいたい。 

・表現は保育にとって大事である。保育者として「あなたは声を出せるの？」「体で表現でき

るの？」「見えているものの奥にあるものはなに？」ということを学生に常に問うようにし

ている。何が大事なのか、真実は何かを考え表現できるのが人間であるため、本授業を通し

て人間としてのあり方を学んでもらいたい。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して 

    

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法 

・広岡キミヱさんから受け継いだもの、現場で子どもと歩んだ経験、保育者グループでの集団

研究活動を通じて実践から、また日本古来から身体を通して考えてきたこと（市川浩）主体

としてのからだの発見（竹内敏晴）環境と動きが協働しながらイメージを開くこと（佐々

木正人）などの理論を活かして授業を計画している。 

・保育室をイメージし保育の延長上として授業を計画している。 

・子どもの実態と青年の表現とを関連付けて構成している。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・表現が苦手な学生もいる。幼児と同じくいろいろな学生がいる。彼等に対する関わり方はみ

な一様ではない。一人一人に接しているということを常に意識している。幸いにも前期・後

期の通年で行っているため、そのような関わり方が可能なのかもしれない。 

・ルールというわけではないが、学生にはよく考えること、仲間とともにあること、人の話を

しっかり聞くこと、絵本や本を読むことを日頃から伝えている。このことは他にも自分が「保

育課程論」や「保育内容「人間関係」」も担当していることも関係していよう。 

・詩の朗読を課題とすることを通して、声を出しながら言葉のセンスをやしない、言語獲得期

の子どもとの劇づくりに役立てられるように意識させている。 

・ストーリーのある赤ちゃん絵本など、短くすぐに覚えられる教材を援用して、即興的に演じ

る課題を出し、からだで表現することの楽しさを経験し、後期の劇づくりの導入としている。 

・授業は講師の技の伝授をする場ではないと考えている。ふり行為は、子どもが環境をとら

え動き出すものである。その本質に迫ろうとしている。子どもや学生が面白い、こわい、ど
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うしてと感じることが大事なのであり、学生も主体的に認識し想像力や創造力を学び、身に

つけられる内容としている。 

 

 

4444 その他その他その他その他    

 

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・カリキュラム上では選択科目の一つという位置づけだが、大学側のバックアップもあり全員

履修するような体制をとっている。 

・主に後期で取り扱う舞台発表は大学の恒例行事となっている。子ども向けの舞台ということ

ではなく、等身大の学生の表現を重視した劇づくりを行っている。恒例行事とさせるための

工夫としては以下である。①入学前教育のレポート課題の文学や絵本から劇の題材を選んで

いる。②新入生歓迎イベントで音楽を加えた学生の劇を観せている。③２回生の本番の舞台

を１回生に保護者と共に鑑賞させている。④大学が地域の教育委員会の推薦を取り付け地域

に開かれた行事としている。⑤後期の劇づくり演習期間のみだが、授業をサポートする助手

がいる。後期は助手の他に、教員 2 名がクラス担当となり、共に指導に当たる。 

 

4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無    

・関連する授業は、後期の「保育内容(総合表現)」（担当：山﨑由紀子さん）である。前期

で学んだ劇づくりを舞台で観客の前で上演する。DVD に撮り振り返りを行うので、前期授業

は準備段階としても捉えている。 

・後期の劇づくりに関しては、学生がお互いに意見の違い出しながら、折り合いをつけさせ

ることを重視している。意識的に学生達が困難な状況から乗り越えられるように援助して

いる。現場に行けば困難は日々ある。絵本も困難を乗り越える話が多い。学生の劇の題材

の選択もそのような視点で行っている。 

・学生にとって劇づくりを行うことは、話の構造や内容を理解するととともに、他の人と協力

して創ることで他者を理解するということに意味があると思う。 

 

4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・多くの園において行われている型にはめ込んだり、派手で見栄えのする、ある意味で園の目

玉として商品化したような劇発表会のあり方を良くは思わない。だが、その現状を変えるこ

とは難しい。一つの方法として養成のあり方を変えることで現場を変えることができるかも

しれない。身ぶり表現など身体を動かして文学から劇づくりへと展開すること、他の表現と

合わせて総合的に取り組む劇づくりを保育者養成にもっと活かすべきではないだろうか。 
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第第第第 9999 節節節節    溝手恵里さん（倉敷市立短期大学保育学科教授）溝手恵里さん（倉敷市立短期大学保育学科教授）溝手恵里さん（倉敷市立短期大学保育学科教授）溝手恵里さん（倉敷市立短期大学保育学科教授）    

    

担当授業：「保育内容の研究・表現Ⅲ」科目番号 15 

    

1 1 1 1 授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して授業担当者に関して 

    

1111----1111 略歴略歴略歴略歴 

 専門は、児童文化学、幼児教育、パフォーミングアーツ。京都女子大学児童学科、同大学院

修士課程を修了後、倉敷市立短期大学や作陽音楽大学等にて非常勤講師を務める。倉敷市立短

期大学の助手、講師、准教授を経て、2009 年より現職。「倉敷市立短大 子どもの劇場」とい

う劇団を学生達と継続的に展開。主な著書は『児童文化の伝統と現在Ⅲ』ミネルヴァ書房（共

著）。 

 

1111----2222 劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ劇表現との出会い・きっかけ    

 大学の児童文化学コースに入学し、そこで児童文学・児童文化界で高名な中川正文さん（京

都女子大学名誉教授）と出会い、師事することになったのがきっかけ。大学の授業内でも素話

（口演童話）、影絵、人形劇、劇遊び等を学び、授業外でも研究活動の一環として中川さんが

率いていた影絵の専門劇団の一員として上演活動に参加しながら、研鑽を積んだ。この劇団は

終生座員であり、2005 年までは公演に出演していた。 

 

1111----3333 担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり担当授業との関わり 

専任教員として赴任後、児童文化や領域「言葉」を扱う授業を担当していた。幼稚園教育要

領や保育所保育指針における枠組みの変化に伴い誕生した領域「表現」を取り扱う授業として、

本授業が新設された。以後担当している。 

 

 

2222 担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して担当授業に関して 

基本的な授業情報は、調査収集当時のシラバスを参照（143 ページ）。以下はインタビュー

で得られた情報である。 

 

2222----1111 施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他施設・設備・他    

・演習的な内容は、占有のオープンスペースで授業を展開している。しかし広さ的に狭い。も

っと占有スペースがあれば、教材や道具の管理上、望ましい。教材制作をしやすい部屋も使

用できるといい。 

    

2222----2222 受講生の様子受講生の様子受講生の様子受講生の様子 

・受講人数は 50 名程度であり、必修である。 

・教育実習で活用することができるように紙芝居、人形等の教材を制作するのだが、実際に

学生達は、期待したようには活用しない。授業は１年後期の開設であり、教育実習が 2 年

次であることが理由かもしれない。教育実習等での課題にするなどして、活用を促してい

る。 

 

2222----3333 授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い授業や学生に対する願い 

・学生も劇的表現をよい環境で体験すれば絶対に楽しいと思うはずであり、そうなるように指

導したい。その上で、保育における劇的表現に触れ、子どもの表情を読み取ることを課題と
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して欲しい。 

・保育者も表情が大事。演技力と呼ばれるものは必要であろう。保育も見方によれば、劇的な

パフォーマンスと言える。保育者として表情豊かになって欲しい。 

・感覚の鋭さを感じさせ、身体と心はつながっていることに気づかせたい。 

 

 

3333 指導に関して指導に関して指導に関して指導に関して    

 

3333----1111 計画の方法計画の方法計画の方法計画の方法 

・中川正文さんから受け継いだもの、学生達との劇団活動、日本演劇教育連盟等が主催する研

修で学んだことなどを活かして授業を計画している。言葉（口演童話）に絵がついて紙芝居。

そして人形劇や芝居のような流れとなることを意識している。 

・学生がスモールステップで課題を乗り越えられるよう心がけている。 

 

3333----2222 工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり工夫やこだわり 

・必修で 50 人という多人数なのでやりたくない子がいても不思議ではない。そういう場合は

特に丁寧にストレッチを促し、リラックスさせることを心がけている。 

・特に最初の時期では、みんなの前で一人で発表するということはさせずに、できるだけ恥の

気持ちを沸き立たせないように心がけている。 

・個人とグループワークの課題のバリエーションを工夫するよう心がけている。 

・できるだけ学生の自主性を尊重している。オリジナルを活かしながら、子どもたちに質の高

い児童文化財を提供するような保育者になってもらいたい。 

・人形劇を行う場合でも、まずは自分の身体を動かしてから、次に人形を動かすという課題を

与えるようにしている。 

・キャリアが浅いときは、とにかく学生に教え込んでいたと思うが、最近は学生を信じて待ち

の姿勢を貫くよう努力し、学生自身の発想を大切にしている。 

・自らも表現者として舞台に立ったり、研修を受けたり、ダンスをしたりと、鍛え続ける姿勢

が必要だと思い、実行している。 

 

 

4444 その他その他その他その他    

 

4444----1111 担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待担当授業に対する大学側からの期待 

・本授業だけに限ったことではないが、児童文化の専門家が専任としているということで大学

としてのアピールの一つになっている。 

 

4444----2222 演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無演劇的な関連授業の有無 

・関連する授業として「保育内容の研究・表現Ⅳ」「児童文化」（担当：溝手恵里さん）が

ある。本授業では、劇表現を活用する様々な種類の児童文化財、（口演童話、紙芝居〔平絵、

立絵、絵巻物、フランネル、パネルシアター等、〕人形劇）を扱い、それぞれの文化財の歴

史と方法論をまとめ、制作を通して理解を深めているが、関連する授業においては次の段階

として上演につなげている。 

・このテーマに関する別の問題意識として、他の芸術・表現分野の授業と結びつきを強化し

なければならないと感じている。同じような教材でも児童文化では「立絵」、造形の授業で

は「ペープサート」として扱っていた場合に、学生達は結びつけて考えることが難しいよう
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である。本授業で学んだことが充分に、実習で活かされていない現状も残念である。講師同

士の連携や指導システムの工夫を考えるなど、指導のあり方も見直す必要がある。 

 

4444----3333 保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか保育者養成に演劇的な要素をどう活かすか 

・活用することに対しては大いに賛成であるし、ぜひ必要だと考えるが、まわりを見渡しても、

それを指導できる講師がほとんどいないというのが現状。 

・海外の実践を取り入れることも大事だとは思うが、日本の演劇文化を活かしたもの、日本の

文化にあったものでなければならないと思う。 

・多くのお遊戯会等の中で行っているような型に落とし込むような劇ではなく、別の形で展開

できる劇の指導のあり方があるはずである。そういう劇を指導できる保育者を増していけば、

保育における劇のあり方が変わるのではないか。 
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第第第第 10101010 節節節節    分析と考察分析と考察分析と考察分析と考察        

授業担当者が担当となった経緯は、もともと演劇的な活動に興味関心があったことがきっか

けであったり、偶然とも言えるものであったりと様々であった。専門性の磨き方も、外国に留

学したり、舞台発表やワークショップ等で演劇的な経験を積んだり、大学院に行ったり、保育

現場で子どもとの実践を積み重ねたりと様々であった。欧米の劇表現の理論を活かしている授

業もあったが、それを日本の文化と融合させ、日本にあったものとして組み直す必要性を感じ

ている人が多かった。 

また、ほとんどの人が、恩師や先輩や上司等、指導者としての模範となるべき存在がおり、

意識しているかどうかは別に、その「技」を継承し発展させているようであった。「劇表現指

導法」の指導者不足を感じている人もいたが、現状で言えば、その担当者を養成するシステム

も機関もない状況である。そのようなこともあってか、授業担当者のほとんどは、常に学び続

ける姿勢でいることが印象に残った。 

現場での劇表現の取り組みに対して危惧し、少しでも改善したいと考えている人が多かった。

現実的に言えば園自体が変わる必要があるので簡単な話ではないが、養成のあり方を変えるこ

とで、徐々に現場を変えられるかもしれないという期待をもっている人が多かった。 

 例外はあるものの、授業で活用できる施設・設備があまり充実していないということが、共

通な課題であることがわかった。それぞれ事情が異なり、思い通りにしたくてもできない点が

多々あろう。共通の課題に関しては、授業担当者が定期的に集まり、意見交換ができる機会を

つくり、協力してよりよい方向性を探っていく必要があろう。一つの養成校だけでは解決でき

なくても複数で知恵を出し合えば改善できる点もあるかもしれない。 

授業の目的が学生の人間関係づくりや相互コミュニケーションを促すこと、ソーシャル・ス

キル・トレーニングとして社会性を高めることだけを目指してはおらず、表現の授業として、

自己表現からグループによる表現活動として発展させようとしていた。また、劇表現を追求す

るというよりも、最終的には保育における遊びにつなげること、うまく演じられることよりも

学生が劇表現の経験をうまく応用して保育に繋げられるようになることが重要であると考えて

いる人が多かった。保育の授業という大前提をふまえて考える際には重要な視点となろう。 

カリキュラム・モデルに関して言えば、25 ページで既に述べたが、「劇表現指導法」と他の

科目との関係性から、3 つのタイプ①演劇関連科目ありタイプ、②演劇関連科目なしタイプ、

③単独開講タイプに分けることができた。 

①に関して言えば、15 ページの表 2-3 の科目番号の 1,3,4+5,6,9,14,15 が該当しよう。遊び、

劇表現、演劇の連続性をふまえて、それぞれの授業内容を意識的に変えている人が多かった。

表現に関する学生の学びを「劇表現指導法」や他の演劇的な科目も含めて総合的に捉えている

人が多かった。 

②に関して、科目番号で言えば、8,13 である。領域「表現」を扱う内容として子どもの発達

などは重要な要素であるが、他の表現授業との重複もあるため、内容の精査をする余地がある

と考えられる。 

③に関して、科目番号で言えば、2,7,10+11,12 である。インタビューして初めてわかったが、

③の授業担当者の多くは、「劇表現指導法」の他に実習科目や保育の理論的な科目を担当して

いたり、現場経験を有していたりする人が多かった。「劇表現指導法」の授業内の活動の際に、

意識的に実習科目で扱う内容にも通じるようなテーマを選択して、劇表現を通して、保育者養

成における学生の総合的・統合的な学修を意識している人が多いことがわかった。 
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第第第第 4444 章章章章    保育者養成における保育者養成における保育者養成における保育者養成における「劇表現指導法」の授業内容の検討「劇表現指導法」の授業内容の検討「劇表現指導法」の授業内容の検討「劇表現指導法」の授業内容の検討    

第第第第 1111 節節節節    概要概要概要概要    

 保育者養成校における授業科目「劇表現指導法」を含めたカリキュラム・モデルや、その授

業内容を検討するにあたっての材料を集めるため、2013 年と 2014 年に実践した「劇表現指導

法」の授業をふり返り、最終課題とその指導のあり方（第 2 節）や授業の意義と改善課題（第

3 節）を探った上で、他校のシラバス分析や授業担当者へのインタビューで得た成果も活かし

て、「劇表現指導法」の一つの例としてのシラバス案を作成した（第 4 節）。 

 第 2 節は、最終課題として提示した、学生が参加型の劇遊びを展開する活動が、彼らにとっ

てどのような学習機会となるかを考察した「「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の

設定とその指導に関する研究（2014）」を加筆訂正したものである。 

 第 3 節は、授業後に学生が書いたふりかえりの声と最終授業の際に書いた総まとめレポート

の内容を手がかりに、その授業の意義と課題を整理し、改善点を明らかにした「保育内容指導

法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の意義と課題―学生のふりかえりを手がかりに―(2015)」

を加筆訂正したものである。 

A 短大以外の実践記録も含まれるが、基本的な内容は A 短大も同様になるよう心がけて実践

した。 

    

第第第第 2222 節節節節    2013201320132013 年度の年度の年度の年度の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の担当担当担当担当授業のふり返り授業のふり返り授業のふり返り授業のふり返り    

山本・下川涼子山本・下川涼子山本・下川涼子山本・下川涼子「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の設定とその指導に関する研究「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の設定とその指導に関する研究「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の設定とその指導に関する研究「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の設定とその指導に関する研究（（（（2014201420142014）」）」）」）」よりよりよりより    

 

１．１．１．１．研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的     

 A 短大では、保育の五領域の一つ「表現」において音楽や造形、身体表現と共に演劇的な内

容も重要な要素として捉え、「保育内容（ドラマ表現）」を開講している。演劇的な内容と言

っても、台本や舞台装置を制作したり、稽古を積み重ね、第三者が鑑賞する劇（児童劇、音楽

劇、オペレッタ、ミュージカル等）をつくり上げたりすることを最終的な目標とはしていない。

その過程としての要素、すなわち、何かを見立てて遊んだり、他の誰かになることを楽しんだ

りする劇的な遊びや、自分達の経験や絵本等をモチーフにストーリーに沿った即興的な劇表現

をすることを重視している。 

ドラマ（drama）は、古代ギリシャ語の「dran（行為する）」に由来するという
1)

。教育や

保育におけるドラマは主として上演に芸術的な価値を見出す演劇に対して、必ずしも上演を最

終的な目的とせず、表現を楽しむことや上演作品を完成させる過程に主眼を置く劇活動である。

演劇は 4 つの要素（発表、台本、劇場、観客）が必要とされるが、ドラマはそれらを必ずしも

必要としない
2)

。 

保育においては劇遊びと定義付けられているものに近いが、劇遊びは「一般的にストーリー

性をもった変身をともなう幼児が主体となって行う活動」
3)

であり、「子どもたちが劇を鑑賞

して楽しむことから、劇に参加して演ずること、さらには自分たちで劇を作って演ずること」

4)

までも含めて捉えられている。この授業では、学生や子どもが演技を楽しむことを主眼にお

いた劇遊びを展開している。 

 「保育内容（ドラマ表現）」の前半では劇的な自己表現体験を皆と共に積み重ねることを課

題とし、後半では指導法的な内容に切り替え、幼児を想定した模擬的な活動を指導者の立場で

展開することを課題としている。具体的にこれまで、オーストラリアの絵本作家が書いた幼児

向けのドラマ展開案『How To Teach Drama To Infants』
5)

をアレンジした模擬活動を展開させ

たり、都内の児童館に出向き、児童館の来館児童に対して、演劇的なゲームを学生に展開させ

たりしたことがある
6)

。それらをふまえて、2013 年度では、相手の反応を取り入れながら臨機



- 54 -

応変に展開していく観客参加型の劇遊びを構成させて、それを指導者役として展開するという

課題を設定した。その理由は相手の反応を予測し計画できること、そして異なった展開になっ

た場合でも、落ち着いて対処できることは、ドラマの指導者に求められる力であり、かつ、保

育者にとっても子どもと関わる上では大切な力ではないかと考えたためである。このような参

加型の劇遊びは学生にとって、難易度がかなり高いと考えられるが、下川と共に我々が本学併

設の幼稚園で 4 歳児 33 名を対象に『三びきのやぎのがらがらどん』の参加型の劇遊びの展開を

した経験があり
7)

、その様子を撮影した記録映像も残っている
8)

。それらを活用しながら、学

生が下川と山本の参加型劇遊びを体験することで、そのイメージをある程度つかめるはずであ

ると判断し、最終課題として設定した。 

 本研究の目的は、「保育内容（ドラマ表現）」の最終課題として参加型の劇遊びを展開する

ことが、受講生にとってどのような学習機会となるかを学生と指導者の両方の立場から考察す

ることである。また、その指導が適切だったかを点検し、今後の改善に活かせるようにするこ

とも目的とする。 

 研究の方法としては、下川がゲスト講師として関わった 2013 年度の「保育内容（ドラマ表現）」

を授業研究の素材とする。方法の詳細は後述する。なお、最終課題の具体的な内容については、

121、122 ページに下川が作成した『おおきなかぶ』と『てぶくろ』の展開案を資料として添付

する。 

 

２．２．２．２．授業の概要授業の概要授業の概要授業の概要 

 「保育内容(ドラマ表現)」は 1 単位で 1 年前期開講。「保育内容（音楽表現）」、「保育内

容（造形表現）」、「保育内容（身体表現）」と共に選択必修科目として開講されている。実

施場所はトレーニング・ダンス演習室。靴を脱いで使用するオープンスペースであり、50 人程

度は動ける空間である。 

 毎回の授業はワークショップ形式で、導入、展開、ふり返りを基本的な流れとしている。活

動の中で何を感じたか、どんな発見があったか等をふり返り、それらを共有・共感を促すこと

で体験的な学びとして定着させようとしている。シラバスに記載した授業のねらいは「①幼稚

園教育要領・保育指針における領域「表現」を体感的に理解する。②自分なりの劇表現を楽し

みながら、保育者に必要な表現力・コミュニケーション力を高める。③子どもの遊びの再経験

を通して、保育者としての遊びごころを研ぎ澄ます。」である。 

 本研究で対象とする 2013 年度の授業に関して言えば、2 クラス開講で約 30 名ずつが受講し

た。15 回の前半部で自分自身や同級生に対する興味・関心や気づきをもたらす演劇的なゲーム

やエクササイズを中心に取り組んだ。後半部では子どもを想定した模擬的な活動を展開するた

めの準備に取り組み、最終的に実施した。後半部から下川が参加し、第 9 回、11 回、13 回、15

回に参加した。下川が参加の際には下川が主講師、山本が補助講師に回った。 

 下川が参加した指導法的内容に移行した 9 回から 15 回までの内容を以下にまとめる。9 回目

はコミュニケーションをテーマに下川と学生との関係づくりを主眼に置いたゲームを中心に活

動を展開した。10 回目は、山本と下川らが幼稚園で行った『三びきのやぎのがらがらどん』の

参加型劇遊びの自作映像教材を視聴させて学生の中のイメージを膨らませ、同様の活動を自分

達が行うことの説明を行った。11 回目は、下川指導による『てぶくろ』と『おおきなかぶ』の

絵本に基づく参加型劇遊びを学生に体験させた。その後、5 人程度のグループに分かれて作品

選択の話し合いがもたれた。作品選択に関してはいくつかを指導側で提示し、それ以外でも良

いことを伝えて自分達で決めさせた。最終的に学生が選んだのは、絵本『金のがちょう』２グ

ループ、『おおかみと７匹の子ヤギ』２グループ、『おさるとぼうしうり』２グループ、『３

匹の子ぶた』２グループ、『ブレーメンの音楽隊』、紙芝居『おもちゃがきえた おもちゃやさ

ん』であった。12 回目は、役割分担や具体的な展開の流れを詰めて、動きの練習が行われた。
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13 回目も、動きながらの練習、進んでいるグループはリハーサルを行った。14 回目、15 回目は

グループごとに参加型劇あそびの模擬的展開が行われた。 

 

３．３．３．３．研究の方法研究の方法研究の方法研究の方法 

 考察をするための検討資料を以下に記す。2013 年度の「保育内容（ドラマ表現）」の 9 回か

ら 15 回の授業を撮影した記録映像。最終課題の劇遊びの記録映像を山本・下川が見てそれぞれ

がコメントしたメモ。そのメモをたたき台に両者で話し合った際の記録メモ。毎回の授業終了

後に両者で行った反省会の記録メモ。それに加えて、学生に対して課した最終レポート、劇遊

びの展開案、毎回の授業後のふり返り票を検討資料として、学生のコメントと指導側のコメン

トを比較しながら、考察を行う。 

 学生に課した最終レポートに関して言えば、自分達の活動が収められている記録 DVD を視聴

して書くことを前提としたのが特徴である。記述項目は、自己評価、他者評価、こだわった点、

「表現」や「演技力」に関する意識の変容、新しい気づき、授業の総括的な学び、その他とし

た。劇遊びの展開案は、起承転結型で記入し展開の流れをはっきりさせるよう工夫を凝らした

ものである。参加者が湧き起こるであろう感情を想定し書き入れる欄があることも特徴の一つ

である。ふり返り票は、授業後に学んだ内容のふり返りとして学生が書き、次の時間にそれに

対する指導者の意見や返答を入れて返すことを行った。意図としては、不明な点を不明なまま

にしないようにし、指導者の反応があることで活動に主体的に取り組む動機づけになるのでは

ないかと考えて実施した。 

 なお、学生と指導者のコメントを比較するための観点として、①ファシリテート、②構成、

③演技、④子ども理解、⑤自己表現とコミュニケーションの５つを挙げる。これらはドラマ教

育に携わる指導者にとって必要な資質・能力に関するものである。①は、指導者役として子ど

も役を導くことができたか、人前に立ちリードする者としての振る舞いができたか、指導者が

楽しくやっていたか等が主な観点である。②は、モチーフの絵本は子どもに何を伝えようとし

ている絵本かを理解しているか、絵本のどの部分が劇遊びに適したものかを理解しているか、

劇遊びは子どもが安心できる無理の無い流れになっているか、劇遊びの流れを起承転結型に構

成できているか等が主な観点である。③は、役としての自分が置かれている立場を理解し、他

者や周りの状況に合った振る舞いができていたか、全体のストーリーの流れの中で自分にはど

のような役割が期待されているかを理解し、それに合った振る舞いができていたか等が主な観

点である。④は、子どもが理解できるような内容であったか、指導者として子どもへの言葉遣

いは適切であったか等が主な観点である。⑤は自己表現とコミュニケーションに関する意識が

前向きに変容したか等が主な観点である。 

 

４．４．４．４．結果結果結果結果    

 

学生のふり返り学生のふり返り学生のふり返り学生のふり返り 

 学生の最終レポート等から、前述した観点に頼り、学生たち自身が思う成果についてを整理

する。①に関しては「今までは恥ずかしさがあって演技などをするのに抵抗があったけど、本

気でやらなきゃ相手に伝わらないということを学んだ。」、「たたずまいというより顔とか雰

囲気が常に困っている感がただよっていて、良くないし参加者も楽しめないと思いました。」、

「先生役をしている時、参加者は見ていなくても先生役の人たちの空気を感じ取っているんだ

なと思いました。困っていても頭は冷静にしておかないとどんどんペースが乱れてしまうとい

うことが分かりました。」、「恥ずかしがっていると、全然かっこよくもないし、おふざけに

しか感じないのがわかった。それがなくなるだけですごくかっこよく感じてすごいと思った。」

という、人前に立つことに対する前向きな意識の変容、その重要性に対する気づきが伺えるも
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のが多かった。 

 ②に関して「私たちの場合はオオカミと子ぶたが最終的にお友達になるという普通の話とは

また違った話になるので、こどもたちにどう理解してもらえるか、又スムーズに動いてくれる

かなどを中心に演技力を工夫したり、声かけを工夫したりしました。」、「最後は本当の話だ

と「おおかみを井戸に落として殺しました」となっているが、子どもに受け入れやすくするた

め穴に落ちて困る話にした。」という構成に工夫を凝らすことができたことに対するコメント

が少数ではあるがあった。 

 ③に関しては「オオカミが座ってセリフを言う時点でおかしい。オオカミがやる気がないと

思ってしまう。」、「みんな、しーっ・・・・。今、なんか聞こえなかった？」という一言、

この授業で下川先生の演技を見て、たった一言で子ども達をひきつけることは可能なんだ！、

なりきることが大事なんだ！と思いました。」と少数ではあったが、演技に対する本質的と思

われる気づきが見られた。 

 ④に関しては、「子どもに対しての「表現」があるのかなと感じた。」、「子どもに対して

の「表現」があるのかなと感じた。」、「他の人も立ち方などはしっかりしていて、子どもに

語りかけるように話していたので良かったと思った。また、上手い子は子どもと仮定して、子

どもに伝わりやすい、やさしい言葉を使っていたので、私もそのようにできたらよかったなと

思いました。」、「もっと子どもに向けた言葉を使えれば良かったと思う。」、「子どもと同

じ目線で話をした方がいいと思い、座ったまま説明をしたが、逆に子どもと先生の見分けがつ

かなく分かりづらくなってしまった。だが、声の大きさは皆に聞こえるよう出すことが出来た

し、後ろにいる人も巻き込むことができたので良かった。」等、子どもの表現に対する興味・

関心が高まったというコメントが見られた。 

 ⑤として一番多かったのが「他の人とコミュニケーションを取ったり協力しながら活動して

いくことは、人と付き合っていく中でとても良い活動だと思いました。」と同級生とのコミュ

ニケーションを成果とするコメントであった。それ以外にも「言葉だけではなく体を使うこと

で、こんなに楽しくなるんだな、という意識の変化がありました。」、「自分は表現が下手で

ありながらも、授業を重ねるごとに表現に対する興味がわき、理解も深められた気がする。」、

「身体で表現、言葉で表現、「表現」方法は様々で、ドラマ表現を通して表現というのは心を

込めて表現するのと、何も考えないで表現するのでは、みんなへの通じ方が違うなと思った。

表現するのは難しいことだけど、伝わると嬉しさを味わえたりもするので表現するって深いな

と思った。」と表現に対する意識の変容が伺えるコメントも見られた。 

 

指導者のふり返り指導者のふり返り指導者のふり返り指導者のふり返り 

 前述した 5 つの観点に基づき、学生のレポートや指導者側の話し合いメモ等を材料に指導者

としてのふり返りを総合的に行う。 

 

(1)ファシリテート 

 ①に関しては、学生のコメントの中で人前に立っても緊張しないでいること、自意識過剰に

なりすぎないでいることが、集団を動かすためには大切であると感じたと、その意識の変容が

伺えるものが多く見られた。しかし、実際を見た限りでは、ほとんどの指導者役の学生は、緊

張や照れからか、同級生に対して行っているからか、仲間内でコソコソと笑ってしまったり、

落ち着きない様子で、見ている側の不安を誘ったりする学生もいた。また、一方的に自分たち

のペースをつくり、子ども役の様子を見ようとせずにひたすら展開案に従って進行し続ける学

生や、声がぼそぼそと誰に向けて語りかけているのか不明な学生、声のトーンが低く語尾も聞

こえない学生も多かった。声のトーンが低いと全体の雰囲気が暗くなる。表現活動は楽しい雰

囲気の中で行ってこそ成立するので、この点も重要な課題である。 
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 また、学生の記述にはほとんど見られなかったが、活動の導入部分で子ども役の学生を戸惑

わせるグループが多かった。具体的には、活動の始めに挨拶もせずにいきなり手遊びや本編を

始めてしまったり、その後の活動とまったく関係の無い手遊びをしたりしていた。こちらとし

ては当たり前のことと捉えていたのであるが、やはり初めて行う学生には、丁寧に指導をしな

ければならないことがわかった。 

 子ども役が戸惑う様子は他にも見られた。いきなり「○○になってみよう」と促すグループ

があった。徐々にその気になるような仕掛けを考え、関連する身体の部位をつかった遊びを行

うなどしてその後の活動への布石をしていく必要があるのだが、全体的にほとんどのグループ

が、導入からの自然な流れをつくることができていなかった。つまり、彼らに子ども役が安心

するような自然な流れをつくることの重要性に気づかせられなかったのである。 

  多々問題はあったとしても、すべてのグループが展開案を考え、実際に劇遊びをファシリテ

ートすることができたことは、今後につながる成果の一つと言えよう。ただ、学生達は最初か

ら最後まで進めることはできたが、展開案と異なる状況になった時に、参加者の様子を見なが

ら調整できるグループは残念ながらなかった。予定調和が崩れた場合にどのように、振る舞い、

手直しし、即興的に話を展開していくかが、参加型の劇遊びや即興的なドラマを展開する際の

醍醐味と言える。臨機応変に場の状況に対応できることは、特にこれからの保育者に求められ

る資質ともいえよう。指導の工夫を考え、学生に適した学びの場を今後は作っていきたい。 

 映像記録を見直して、指導者役の学生がそれなりに楽しそうにやっていたことは評価できる

が、もう少し学生がもっている有益な武器である若さを爆発させても良いのではないかと感じ

た。象徴的なのは準備がうまく進められなかったためか、ずっと展開案を見ながら進めている

グループがあった。台詞や段取りを間違えることに恐怖を感じているからか、練習不足で自信

がないからか、ずっと手に持ち見ていた。別のグループでも段取りを間違えた学生が、間違え

たことを周りから批難されている様子も見られた。人間であるので間違いはある。むしろ多少

間違えても思い切りやることの方が表現に携わる者には大事なはずである。失敗を恐れず、前

向きな気持ちで取り組むことが、指導者役としては大事な資質の一つではないだろうか。また、

これはグループ活動である。例え失敗をしてもグループの他の仲間が助けてあげればよいので

ある。むしろ仲間の失敗をどうカバーしあうか、逆にその危機的な状況を楽しもうという姿勢

でいることの方が大事である、ということを留意点とすべきであった。 

 

(2)構成 

 劇遊びの構成に関しては、ほとんどの学生がコメントをせず、あまり意識の中にないという

ことがわかった。それは、レポートのテーマに独立した項目がなかったことや、学生には構成

することよりもファシリテートすることを優先的な課題として指導していたからであろう。も

ちろん、起承転結を意識して参加型の劇遊びを構成させることに指導側はこだわっていたので

あるが、誰かの展開案をそのまま書き写す学生の様子が見られたり、グループでの話し合いや

練習に参加せずに一人でそれを書き上げてしまおうとする学生もいた。改善の余地は多々ある

と考えられる。 

 むしろ劇遊びの起承転結を意識させることよりも、モチーフである絵本そのものの理解を深

化させる機会を授業の中でつくるべきだったのかもしれない。絵本がもつ子どもへのメッセー

ジを味わったり、そのメッセージをお互いに共有し共感したりする時間を前段階でもっとつく

るべきだったのかもしれない。絵本のメッセージを自分達なりに感じることができたのであれ

ば、それを大事にした劇遊びを考える意欲も喚起できたかもしれない。絵本のどの部分を劇遊

びの素材とするかということも考えやすくなるはずである。初めて行う学生が多いのであるか

ら、やはり基本的な部分から押さえていく必要があろう。 

 もう一つは、学生のコメントにもあったが、絵本のストーリーを変化させて劇遊びに構成す
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ることに関してである。劇遊びには様々なやり方がある。原作のままに立体化しその世界観を

味わう劇遊びもあるが、この授業では、いろいろなアイディアを出す余地があると考えたため、

絵本の世界観を壊さなければ展開は多少変えてもよいとした。そのようなことから、原作を大

幅に変えたグループがあった。ところで、絵本のストーリーの定番として次のような流れのも

のがある。邪悪な存在が、善良な存在を傷つけてしまうが、最終的には善良な存在が邪悪な存

在を懲らしめるに至るというものである。例えば『三びきのやぎのがらがらどん』ではトロル

が邪悪な存在であり、3 匹のヤギが善良な存在である。今回のグループの中で、邪悪な存在が

善良な存在を傷つけたのは、善良な存在と仲良くしたかったためであり、最終的に種族を越え

て両者は和解し一緒に暮らすという構成をしたグループがあった。イメージを膨らませ工夫を

凝らしたことは大変素晴らしいことである。ただ、子ども役の学生全員に邪悪な存在になるこ

とを強いて、善良な存在に危害を加えるよう促す指示を聞いた際には、我々指導側も含めて全

員戸惑った。 

 確かに子どものための活動といっても、実際は大人相手の模擬的展開であり、目新しくしな

ければ大人は飽きてしまう。また、邪悪な存在だって生まれた時からそうではないし、本人が

望んで邪悪な存在になったとも限らない。それなりの事情があるのかもしれない。本人だって

邪悪な存在であることに葛藤しているのかもしれない。社会的に見捨てられたり、家族から虐

待をされたりしたために邪悪な存在に堕ちてしまったのかもしれない。もう少し言えば、邪悪

な存在にも家庭があり家族があり子どもだっているのかもしれない。このように考えれば、邪

悪な存在を認め、善良な存在と共生するという話もそう違和感を覚えるものではない。ただ、

今回のテーマは子どもが対象の劇遊びである。社会の矛盾や複雑な人間模様を理解し、それを

客観的に楽しむことができるのは、もう少し発達が進んだ段階と考えるのが打倒ではないだろ

うか。子どもにとって邪悪な存在は許されるべきではないし、絶対に滅ぼされるべきである。 

 経験的にこのような話を学生は良く考えると思う。それを頭から否定するのではなく、それ

を一つの話題として、子どもの発達について、大人との違いも含めて考えることができる絶好

の学習機会にすれば良いのである。そのように考えると、劇遊びの構成を考えることは子ども

理解をするためのよい機会になり得るはずである。今回は、残念ながらそのような指導をする

ことができなかったが、授業内容と絵本理解、子ども理解とをうまく結びつけられるような工

夫を今後考えていきたい。 

 

(3)演技 

 演技に関しても前述した②構成の部分をふまえて言えば、役としてトロルやオオカミなどの

邪悪な存在をしなければならないのに、そのことの自覚が無いためか、緊張感を醸し出さず、

日常の本人として、そのまま振る舞っているような様子が全体的に見られた。同じく、善良な

存在として、自分の子どもが傷つけられてしまった時に「こんな時はどうしたらいいんでしょ

うかあ」とおどけてこちらに尋ねる学生もいた。全体的に必死さや緊張感、真実味のある演技

とは言い難いものであった。やはり、これは事前の指導不足によるものが大きいと考えられる。

ただ、そのような演技を否定的に捉えるのではなくて、それを端緒に演技について学生が考え

る機会をつくれるようにしたい。 

  希望の光がないわけではない。少数ではあるが、邪悪な存在であるオオカミが温和に座って

台詞を言うことに対する違和感を指摘したり、模擬活動の中の下川の演技を見て、危機的状態

は演技によってつくり出せるということに気づき、それを意識的に実践したりしていた学生も

いた。そのような学生を多数派にするような指導を模索していきたい。 

 

(4)子ども理解 

 子ども理解に関しては、学生の多くが子どもの表現は大人と異なるところがあり、それを意
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識して捉えることが重要であると指摘していた。これは保育内容の授業の中における重要な気

づきであり、色々な授業の中でこのような経験を積み重ねていくことが重要なのだと思う。 

 また、指摘している学生もいたが、指導者役が使う言葉は、全体的に子どもに分かりづらい

印象があった。例えば、範囲、効率的などの単語である。また、いわゆる若者言葉も日常的感

覚が抜けないままか出てしまっていた。相手が同級生であることが大きな要因ではあろうが、

それでは何のための模擬活動なのかわからなくなってしまう。 

 また、子どもにわかりやすい表現とはどういうものなのかを追求させる必要があるのかもし

れない。例えば、動作を大きく、おおげさにする等。そのようなテーマを授業の中に含める必

要性も考えていきたい。 

 

(5)自己表現とコミュニケーション 

 ⑤に関して言えば、学生の記述の中で突出して、グループワークやコミュニケーションに関

するコメントが多かった。「保育内容（ドラマ表現）」の授業内容がそのようなテーマだった

とも言うことができるが、学生はそれらに対する問題意識がとても強く、かつ、学生達は自分

達なりに同級生とのグループワークやコミュニケーションに対して、達成感や満足感をもった

ということが言える。それはそれで一定の評価をすることができよう。ただ、彼らの様子を見

る限り、役割分担をきっちりして上手にグループ運営ができているところは少なかった。負担

が誰か一人に行ってしまったり、全体的に非協力的なムードが流れてしまっているグループも

見られた。これに関しては 5 人前後というグループの人数が問題だったのかもしれない。同じ

役割に 2～3 人いては分担が難しい。やはり、3 人程度にすべきだったのかもしれない。ただ、

受講人数は毎年変わるので多い場合には物理的にも難しい。もし、5 人前後に固定するのであ

れば、初めから 5 人前後でグループを機能できるような事前練習的な活動を設定する等の工夫

をしていきたい。 

 

５．５．５．５．考察考察考察考察 

 「保育内容（ドラマ表現）」の最終課題として参加型の劇遊びを展開することが、受講生に

とってどのような学習機会となるかについてであるが、①のファシリテートや⑤のコミュニケ

ーションに対しては、学生の興味・関心が非常に高く、学びの意義を強く感じていることが読

み取れた。指導側からすると、もう少し努力をする余地があるとは感じるが、課題の達成に対

して学生が満足感を感じているのであれば一定の成果はあったといえよう。しかし、指導側と

してはその基礎的な段階を越えて②や③に対する学習機会をつくり出したかった。このような

学生と指導側との意識のズレは課題に取り組む前の授業内容がコミュニケーションや自己表現

の体験で留まっていて、②や③に対する意識を喚起できなかったために生じたものと考えられ

る。そのため、残念ながら今回の最終課題が本学の学生に対して適したものであったとは言い

切れなくなってしまった。ただ、この最終課題に取り組むことは、子ども理解や絵本の理解、

表現意欲の更なる喚起、保育者として状況を理解しその役割を果たすことに対する学習機会に

十分成り得るということはわかった。すなわち、指導のやり方次第では、「保育内容（ドラマ

表現）」の課題として十分な機能を果たせるはずである。また、少数ではあるが、②や③に対

する学びの意識がある学生がいた。それを全体に浸透させるような指導の工夫を考えていく必

要があろう。 

 学生が劇遊びを構成しそれを展開するための準備段階に対する指導が適切だったかについて

であるが、最も改善をしなければならないのは、評価基準を明確化し、それに対する意識を高

めることであろう。もちろん、評価基準を学生に提示はした。自己評価や他者評価を記入させ

て自覚を促す工夫もした。ただ、時間も無くそれを徹底することができなかった。最も問題な

のは、指導側の心の中には学生の劇遊び展開をどう評価するかについての基準はあったが、そ
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れを学生にはしっかりと説明しなかったことである。象徴的なエピソードを言えば、最終課題

の最中に自分の役割をあまりに理解していない学生の演技を見たときに、怒りがこみ上げたこ

とがあった。もちろん、それを学生にぶつけることはしなかったが、もしその時に学生にぶつ

けてしまったら、学生としては何が良くて何がいけないのかを教えてもらっていないのに、そ

れでとやかく言われるのは理不尽であると訴えたことだろう。やはり、最終発表の前段階にお

いて指導側は何を求めているかを伝え、演技について自分たちで考える機会をつくる必要があ

ろう。指導側が「その演技はおかしい。こういう時はこう演じなさい」というのではなく、学

生に状況と役割を理解させ、自身で状況に合わない演技をしているということに気づかせる機

会をつくることが重要であろう。評価基準、評価の観点を理解できるような事前課題を少しず

つ少しずつ積み上げて行きたい。 

 

６．６．６．６．おわりにおわりにおわりにおわりに 

 学生に模擬的な劇遊びを課すことは、「保育内容（ドラマ表現）」の最終課題として十分な

価値があることがわかった。しかし、それと同時に改善すべき指導上の問題点も見えてきた。

もっとも改善すべき点は、極端に言えば、ウォーミングアップからいきなり最終課題へと展開

しているところである。もちろん、学生が場の空気に慣れ、指導者との関係づくりや学生同士

の関係づくりを行うことは重要である。しかし、今回のように、それに終始してしまってはド

ラマ表現と呼べないのではないだろうか。学生がある程度活動に慣れたら、すぐにドラマにお

ける重要なタームである、集中、想像、身体、言葉などをテーマとした劇的な表現活動の体験

へと移行すべきであろう。その上で、学生がドラマの応用としての劇遊びを模擬指導するため

に必要な、絵本の構造やメッセージを理解する活動を展開すべきである。 

もう一つの改善点として、指導者が活動を通じて学生達に何を求めているか、その評価基準

の明確化を徹底すべきということもわかった。表現活動を評価することは単純ではなく苦労を

伴うものである。自らが評価される体験は、学生が保育者として子どもの表現を評価する際に

も役立つ学びとなるであろう。今回の考察を活かして、スモールステップで最終課題に向けた

指導ができるように、その中間部分のあり方をどのようにすべきか、今後も継続的に研究して

いきたい。 

授業研究における他の課題としては、授業への主体的参加を促すことの難しさも感じている。

それは、ドラマが音楽や造形等と異なり、そもそも初等中等教育のカリキュラムの中に劇的な

活動が位置づいていないため、学生にとって馴染みが薄いということに起因しよう。また、本

学では 1 年前期の演習科目であるため、保育実習もまだ未経験で、子どもや保育の実態を体感

しておらず、この授業の意義を理解させることも難しい。もちろん感覚的に理解でき、活動の

本質を瞬時に捉え、言語化できる学生もいる。ただ、学生の経験や実力は基本的にばらつきが

あり、そのばらつきを改善することは難しい。カリキュラムを早急に変えることも望めない。

そう考えるとやはり引き続き指導の工夫に頼るしかない。学生にわかりやすい教材を開発する

必要もあろう。また、模擬で終わらず現場に出向き、生の子どもを対象としたことに挑戦させ

るのも一案である。模擬はあくまでもリハーサルである。主体的な参加を促す動機づけの面か

ら言っても最終的な目標として現場での活動を掲げることも重要であろう。 
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付記付記付記付記 

 第 2 節は、山本直樹・下川涼子「「保育内容（ドラマ表現）」における最終課題の設定とそ

の指導に関する研究」『有明教育芸術短期大学紀要』5、2014 の内容を一部加筆修正したもの

である。 
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第第第第 3333 節節節節    2014201420142014 年度の年度の年度の年度の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の担当担当担当担当授業のふり返り授業のふり返り授業のふり返り授業のふり返り    

「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の意義と課題―学生のふりかえりを手がかりに―「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の意義と課題―学生のふりかえりを手がかりに―「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の意義と課題―学生のふりかえりを手がかりに―「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の意義と課題―学生のふりかえりを手がかりに―（（（（2015201520152015）」）」）」）」よりよりよりより    

 

１．１．１．１．研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的 

 授業科目「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」は、演劇的な表現を経験する

ことや、子どもへの指導に関する内容を学ぶ科目である。ただ、演劇的とは言っても、台本や

舞台装置の制作や稽古を積み重ね、第三者が鑑賞するための劇やミュージカル、オペレッタ等

をつくることを目指してはいない。演劇創作の過程に主眼を置き、何かを見立てて遊んだり、

他の誰かになることを楽しんだり、自らの経験や絵本等を素材に物語を創作し、それらを即興

的に身体や言葉で表現したりして子どもの遊びを再び経験をすることを目指している。 

 学生に関して、特筆すべきは本授業での活動後の学生のふりかえりの質と文章量がともにす

ばらしかったということである。 

原則的には、シラバスの計画に沿って授業の展開をしなければならないが、今年度は初年度

ということもあり、学生の様子や反応を見ながら、内容を随時変えていった。そのようなこと

から、シラバスの再構成も含めた事後点検をする必要があると考えるに至った。 

 本研究の目的は、2014 年度に実施した「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」

の意義と課題を整理し、その改善点を明らかにすることである。その方法としては、一つは実

施内容を改めて整理すること。もう一つは授業後に学生が書いたふりかえりの声と、最終授業

の際に書いた総まとめレポートの内容を整理すること。この二つを手がかりに考察を行う。 

 

２．２．２．２．授業授業授業授業の概要の概要の概要の概要    

 

クリエイティブ・ドラマとはクリエイティブ・ドラマとはクリエイティブ・ドラマとはクリエイティブ・ドラマとは                 

 ドラマ（drama）は、古代ギリシャ語の「dran（行為する）」に由来するという
1)

。上演に

芸術的な価値を見い出す演劇に対して、教育や保育の中のドラマは、上演を必ずしも最終目的

とせず、表現を楽しむことや上演作品を完成させる過程に主眼を置くものである。保育現場で

は「劇遊び」と定義付けられている概念に近いが、劇遊びは「一般的にストーリー性をもった

変身をともなう幼児が主体となって行う活動」
2)

であり、「子どもたちが劇を鑑賞して楽しむ

ことから、劇に参加して演ずること、さらには自分たちで劇を作って演ずること」
3)

までも含

有し、その幅は広い。 

 欧米の教育界の中でクリエイティブ・ドラマが注目されるようになったのは、20 世紀初頭の

新教育運動期であるという。英国ではブライアン・ウェイが創造性豊かな個性的な人間となる

ためには「集中、感覚、想像、身体、スピーチ、感情、知性」
4)

の諸要素が調和的に成長発達

する必要があり、ドラマがそれを助長する役割をもつと考えた。米国では「全人的教育」や「子

どもの創造性の開発」
5)

を促すことがドラマの役割とされ、クリエイティブ・ドラマティクス

という名称で、ウィニフレッド・ウォードらが中心となり実践的な研究を進めた。クリエイテ

ィブ・ドラマティクスは、とにかく楽しい活動であることが絶対的な条件であり、即興的な劇

活動で、観客に見せるためではなく、訓練されたクリエイティブ・リーダーによって導かれる

ものである
6)

。ここでいう“楽しい”とは、ワクワクドキドキ、心が揺れ動き、知らず知らず

に前のめりの姿勢になっているような状態のことを指す。後にクリエイティブ・ドラマやドラ

マという簡略名称で定着した。 

 日本におけるクリエイティブ・ドラマは、アメリカのアリス・ミニー・ハーツが展開した児

童教育演劇運動に触発された坪内逍遙によって紹介されたという見方もできるが、一般的には、

1960 年代に、西尾、田川、佐野らの研究者によって紹介されたといえよう
7)8)9)

。その中でも、

ウォードの弟子シックスの 2 つの著書を翻訳した玉川大学の岡田陽名誉教授を忘れてはならな
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い
10)11)

。岡田は幼児の遊びの中でクリエイティブ・ドラマを捉えようと考え、幼児の遊びが

強制ではなく、自分がやりたい、取り組みたいという自発性や主体性に支えられているところ

に注目した。 

 

2014201420142014 年度の実施内容年度の実施内容年度の実施内容年度の実施内容 

 「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」は、1 単位の前期開講、対象学年は 3

・4 年生である。カリキュラムにおけるその位置づけは「総合専門領域」の中の「②幼児教育

応用科目群」の一つであり、履修条件は特になく、卒業選択／幼免必修／保育士必修の扱いで

ある。2014 年度の実施場所は 4 号館 2F の体育館。靴を脱ぐオープンスペースであり、50 名程

度は動くことができる広々とした空間である。 

 シラバスに記載されている目標は「声を出すこと、言葉を語ること、自分のイメージを他の

人に伝えることは「楽しい！」と実感できる表現活動のための環境構成と素材研究に自主的に

取り組み、グループワークで主体性と協調性を発揮し、保育・教育におけるねらいの設定から

考察、評価に至るプロセスで実践力を獲得する」である。授業の中で、やってみる、なってみ

る経験を通して、自分で何かを発見したり、気づいたりする経験主義的な学習形態である。シ

ラバスに記載されている 15 回の内容は、オリエンテーション、ドラマへのウォームアップ（１）

～（３）、ドラマであそぶ（１）～（３）、ドラマをつくる（１）～（６）、映像の視聴、ま

とめで構成されている。90 分間の基本的な授業展開の流れは、ウォームアップ、主活動の準備

的活動、主活動、ディロール（de-role）、ふりかえりである。ディロールはドラマの世界から

日常に戻ることを意識するために行う活動である。 

 2014 年度は 3 クラス開講で約 50 名ずつが受講した。人数が多いということもあり、ワーク

ショップ的な活動を行う際に指導者も含めて受講者が対等的な関係となる車座を形成すること

が難しかった。授業計画段階において留意した点は、個人からペアワーク、ペアからグループ

ワークのような形で段階的に発展させるように心がけたこと、ウォームアップは固定的にして、

ドラマの時間が開始されるという意識をもたせるようにしたこと、学生の反応に合わせ、より

主体的に取り組めるよう柔軟にシラバスの内容を変更したこと、基本的に春学期は身体表現を

中心とし、言葉や声をテーマとした活動は秋学期の「保育内容指導法演習（表現）」で行うよ

う棲み分けを行ったことである。 

 第一回の際には授業の意義を理解しやすくするための工夫として、「授業の効能」という形

で資料を配付した（123 ページ）。5 つの項目を記載し、授業を受けることで①頭がよくなる。

②自己表現力が高まる。③表現の技術・技法が身につく。④他の人から頼られるようになる。

⑤安定する（自己肯定感へ）ことが期待できると説明した。また、その授業の最後に、受講時

に守ってほしいルールという形で、同じく 5 つの項目を記載した資料を配付した（124 ページ）。

①まじめに“遊ぶ”。②目と目を合わせる。③人の話を聴く。④集まる、並ぶ、ばらばらにな

る。⑤何事にも挑戦してみるであった。 

 

３．３．３．３．分析分析分析分析 

 授業科目「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」のシラバスに書かれた目標を

目指して、2014 年度に実際に展開された内容や授業担当者の展開方法に関して、学生のふりか

えりを手がかりに検討を行っていく。 

 

授業内容のテーマごとの分類授業内容のテーマごとの分類授業内容のテーマごとの分類授業内容のテーマごとの分類 

 実際に展開された 15 回の授業内容を書き抜き、それを一覧表に整理した上で概観したとこ

ろ、以下の 6 つの表現活動的なテーマによってそれぞれの活動が分類できることがわかった。

①ウォームアップ、②コミュニケーション、③集中・感覚、④変身、⑤見立て（無を有とする
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も含む）、⑥観る・観られる関係の６つである。以下に表として記す（表 4-1）。 

 

表 4-1 実施された「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の授業内容（2014） 

テーマ 実際の内容

1

出会う（指導者と学生

と、学生と学生と）

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー、グルーピング

④即興グループ身体表現：５人で動くもの＜車、飛行機、新幹線、花＞

2

コミュニケーション、

出会いの深化

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー、グルーピング

②名前ゲーム（ゾンビゲーム）：車座。ゾンビに狙われたら、両隣の名前を呼び、助けてもらう。

3 集中・感覚

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー、グルーピング

③ペアで共通点を探す＜服や持物で同じ感触、色、マーク、手相の線＞

③トラストフォール：目をつぶりパートナーに身体を預ける。

③ブラインドウォーク、運命の人と握手での再会。

4 身体・伝達

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

④ウォーキングバリエーション：距離を保って歩く、スリになる。

①グルーピング

②アクション伝言ゲーム＜言葉で、指文字で、動きで伝達する＞

5 身体・想像

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

①ポインテッド：床に接する部位数を瞬時に調整する。

①エイトカウント：スキップしながら、グループ化

③鏡：ペアで人間と鏡のように同一的な動きをめざす。

④彫刻家と粘土：想像の具現化と身体の制御

6

身体、

見せ合う（show）

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー、グルーピング

①人間知恵の輪

②コイン渡し：観客に気づかれないようにコインを渡す。途中で止まる場合もある。

③主人と従者：身体の制御

④マイム：一人が困った状況をつくり出し、もう一人が瞬時に助ける人となる。

7

身体・想像、

見せ合う（show）

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

①エイトカウント：スキップしながら、グループ化

①グルーピング

②背中で会話→背合わせ

⑤手裏剣合戦：見えない手裏剣を声を出しながら投げ合う

③鏡：ペアで人間と鏡のように同一的な動きをめざす。

④彫刻家と粘土：想像の具現化と身体の制御＋見えないボール

⑥静止画づくり：グループで昔話を選び、その3場面をストップモーションで表現。

8 集中・感覚

①じゃんけんレパートリー

①ねことねずみ（おにごっこ）

①エイトカウント：スキップしながら、グループ化

②アクション自己紹介と他己紹介

②ティッシュマスターになろう（ティッシュで遊ぶ）：キャッチティッシュや保持、協力して合体。

9

コミュニケーション、

感覚

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

②ソシオメトリー

②ほめじゃんけん：相手の良いところを褒める。

③トラストフォール：目をつぶりパートナーに身体を預ける。

③ブラインドウォーク：

③ナビゲーション：人間障害物の中、目隠しした人を声で誘導。

③ことことナビ：目隠しした人をオノマトペで誘導。　　　　　　　※結果的に声だけ。

10 想像

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー、グルーピング

②挨拶バリエーション＜普通に、悲しい、怒って、びっくり、とびっきりの笑顔で＞

③変化に気づく（見る→観る）

②リズムパス

⑥静止画づくり：事前相談なし。順番だけ決める。順々にテーマに沿った写真の中の人物になる。

11 想像

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

①ウォーキングバリエーション：朝から学校までの道のりを思い出しながら歩く。

④ナレーティブ・パントマイム（講師と学生）：ナレーションの内容に合わせて動作する。

③変化に気づく（聞く→聴く）

④ナレーティブ・パントマイム（ペア）：

⑥ナレーティブ・パントマイム（グループ）：指定された３つの動作を含め、ナレーション内容と行動を創作する。

12 想像

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

④ウォーキングバリエーション：尾行される、尾行する。

②プリーズ、ノー：限定された言葉での会話

⑤見立て：傘を他の物に見立て、動作化。他の人に当ててもらう。

⑥傘を使ったドラマづくり：傘の見立てを活かした1分程度の作品をつくる。

13 想像

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

①ねことねずみ（おにごっこ）

①人間知恵の輪（8人程度）

④「大きなかぶ」ナレーティブ・パントマイム：ナレーションに合わせて一斉に再現。

⑥対決型「大きなかぶ」：かぶチームと抜くチームに分かれ、攻防する。

14 想像、伝達

①じゃんけんレパートリー、ストップアンドゴー

③鏡

②アクション伝言ゲーム改

15 まとめ 授業の総まとめと、ふり返りレポート
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 ①ウォームアップをテーマとする活動とは、身体表現を行うための事前準備として、心と身

体の緊張感をほぐしたり、声を出したり身体を動かしたりして基礎体温を高めたり、集団の一

員であることを意識したりする類の活動である。ほぼ毎回の授業で行っていたのは「じゃんけ

んレパートリー」、「ストップアンドゴー」、「グルーピング」である。「じゃんけんレパー

トリー」は、その場にいる人達と時間制限の中で勝ち数を競ったり、手だけではなく言葉や身

体でじゃんけんをしたりするものである。「ストップアンドゴー」は太鼓の合図に従って、歩

いたり、止まったり、スキップしたり、走ったり、他の人との距離を保ったりするセルフコン

トロールの練習をする活動である。「グルーピング」では指定された人数や同じ誕生日・血液

型などの様々な課題に応じて素早く集まり、多種な集団を形成する練習を行う。他にも、頭を

つかうおにごっこ「ねことねずみ」や、10 名でランダムに手をつないでそれを一つの輪にする

「人間知恵の輪」も行われた。 

 ②コミュニケーションをテーマとする活動とは、他者にメッセージを伝えるために自分から

積極的に発信したり、伝えようと努力したり、かつ、他者からの発信を受け止めたり、受け止

めようと努力したり、理解しようとしたりするものである。具体的には手拍子のリズムを受け

渡したり、おにに見つからないようアイコンタクトの合図でお互いの場所を交換したり、背中

で“会話”をしてから背中をくっつけたままペアで立ち上がる「背合わせ」や、声や指文字や

動きで次の人に伝えていく「アクション伝言ゲーム」が行われた。また、じゃんけんの勝者が

敗者のどこか 1 か所を褒める「ほめじゃんけん」や、ペアでティッシュを吹いて床に落とさな

いようにする「ティッシュマスターになろう（ティッシュで遊ぶ）」等も行われた。 

 ③集中・感覚をテーマとする活動とは、想像的な身体表現活動を行うための土台となる集中

や感覚などを意識し、研ぎ澄ますためのものである。ペアで同一的な動きをする「鏡」や、ペ

アで目隠しした相手に不安を抱かせることなく誘導する「ブラインド・ウォーク」、視覚的・

聴覚的な変化に気づくために注意深く視たり、聴いたりすることに特化した活動等が行われた。 

 ④変身をテーマとする活動とは、直接的経験や見たり聞いたりした二次的な経験を頼りに自

分以外の存在になってみたり、その存在になったつもりで考えてみたり、動いてみたりする活

動である。具体的には、ペアで彫刻家と彫刻の材料である粘土に変身したつもりになり、想像

の具現化と身体を制御する「彫刻家と粘土」や、ペアで一人が困った状況を表現し、もう一人

が瞬時に状況判断した上で助けようと試みる活動「マイム」、絵本『おおきなかぶ』を題材に、

その登場人物やかぶ役として、抜く・ふんばるの攻防をするかぶぬき等が行われた。 

 ⑤見立て（無を有とするも含む）をテーマとする活動とは、普段使っている身近な物や不思

議なものを「もしも別の物だとしたら何に見えるか」という質問に対して、言葉を発せずに動

きでその答えを表現したり、目には見えないがあるつもりで無対象行動をしたりする活動を指

す。今年度は具体物として傘を活用した。無対象としては、見えない手裏剣を想像してそれを

お互いに飛ばし受け取るという活動や、目の前に無いボールがあるということを想像して、ス

ポーツの一場面を静止した状態で「静止画」として表現する活動が行われた。 

 ⑥観る・観られる関係をテーマとして、上記の 5 つのテーマによる活動を発展させた。誰が

どの役割で何を担当するかをグループで相談して決定し、他のグループの人たちに観られるこ

とを想定したリハーサルを経て、小作品をお互いに見せ合った。自分たちなりに工夫を試み、

こだわりをもって即興的な作品づくりに挑戦するという、本授業の主活動ともいえる創造的活

動となった。 

 

活動に対する学生のふりかえり活動に対する学生のふりかえり活動に対する学生のふりかえり活動に対する学生のふりかえり 

  学生達は活動を通して気づいたことや発見したこと、自身の成長を実感したことを授業後に

ふりかえっている。ここでは特に個々の活動に対するふりかえりに焦点を当てて、学生自身が

学びを感じた活動と疑問を感じた活動に分けて検討する。 
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(1)学生が学びを感じた活動 

    ほぼ毎回の授業で行った「じゃんけんレパートリー」、「ストップアンドゴー」、「グルー

ピング」などのウォームアップの活動に関しては「本気になって遊ぶとこんなにも笑い、こん

なにも体力を使うのだなと思いました。いつも行っているじゃんけんも野菜の名前等に変える

ことで難しく、楽しくなるのだなと思いました。周りの友達や先輩方と名前や誕生日を教え合

うことで少しずつ周りの人、相手のことを知ることができました。」というふりかえりがあっ

た。 

 おにごっこ「ねことねずみ」後のふりかえりでは「はじめはルールを理解するのが大変でし

たが、実際にやってみるととても楽しくて久しぶりに全力で鬼ごっこしました。全力でやりす

ぎてストッキングが破れてしまいました。」や「ねことねずみのゲームがもう楽しすぎました。

いつくるか分からないし、来たときにはびっくりするし、ドキドキするけれど、面白かったで

す。」という声があった。 

 「アクション伝言ゲーム」後のふりかえりでは「言葉で伝えなくても、伝える手段でいかに

どのように相手に伝えたらわかってもらえるかをよく考えることがとても楽しかったですし、

大変でした。」、「物や動物は表現をすることは簡単だったが、行事を身体で表現するのは意

外に難しいと思った。でも間違っていてもそれはそれで楽しいと思った。」という声があった。 

 「ティッシュマスターになろう（ティッシュで遊ぶ）」後のふりかえりでは「普段使ってい

るものが遊ぶおもちゃになって意外と楽しめるのだなと思いました。一人でも複数でも楽しめ

ると思いました。ティッシュはどんな動きをするのか想像することができないため、ティッシ

ュというものの特性が活かされているのだとわかりました。」という声があった。 

 「彫刻家と粘土」後のふりかえりでは「ペアを組んで想像力を働かせる活動が多く、友達と

イメージを共有するという事を感じた。子どもの活動のねらい等でよくイメージを共有すると

いう言葉を使うことがこういう事なのだと実感できた。」という声があった。 

 「背合わせ」後のふりかえりでは「背中で相手と会話をするのは初めてであったが、心地よ

いと思った。正面からあいさつすることがあたり前であるが、自分の背後の恐怖の世界で人の

ぬくもりを感じることは子どもにとっても重要な事であると感じた。」、「背中合わせは最初

できなかったけれど、お互いに体重を背中にかけ合ったらすっと立ち上がることができました。

立てたときは嬉しくてすごく喜びました。」という声があった。 

 傘の見立て後のふりかえりでは「あっている、間違っているのではなく、その子その子の発

想を第一として、正しいものばかり見るのではなく、その発想を尊重することが大切であるこ

とを改めて実感した。」という声があった。 

  上記の学生のふりかえりは抜粋であるが、自己発見や他者理解、他者との交流や表現するこ

との楽しさ、遊びの再経験、教材の理解と活用等に関する学びをこれらの活動を通して実感で

きた学生がいることが伺える。 

 

(2)学生が疑問を感じた活動 

 学生から疑問が投げかけられた活動や、戸惑いや否定的なふりかえりが目立つ活動がいくつ

かあった。具体的には毎回行うウォームアップの活動、身体接触に関する活動、失敗する可能

性がある活動、安全性が疑わしい活動である。 

 毎回行うウォームアップの活動に関しては、意義を感じる学生がいる一方、「正直、最初の

じゃんけんやストップモーションの活動には飽きてしまった部分もあった」という声もあった。

継続的に行うことを積み上げと捉えるか、単純と捉えるか、興味深いふりかえりである。 

 身体接触に関する活動であるが、「彫刻家と粘土」や「人間知恵の輪」、対決型『おおきな

かぶ』が当てはまる。これらは男子学生と女子学生が共に、手足や肩、背中等に触れ合ったり、



- 67 -

身体を押したり、引っ張ったりする活動である。学生のふりかえりには「男女が交ざっている

のでお年頃の男女には難しいと思いました。」、「抜くやつは痛くてすごく嫌だった。」、「先

輩側は後輩に容赦なく、後輩の私たちは先輩を引っ張るのに抵抗があり、全力で引き抜くこと

はできませんでした。引っ張る前に一礼する私たちと容赦なく引き抜く先輩たちに年齢の差を

感じました。」という声があった。 

  失敗する可能性がある活動であるが「背合わせ」の際に「2 人組で背中を合わせて立つもの

は難しかったです。せーのという声かけが出来ればもう少し簡単にできたのか？と思いました。

息を合わせてというのは声に出すことができないので難しかったです。最後まで立ち上がるこ

とができなかったので少し残念でした。」というふりかえりがあった。やはり、成功し、達成

感を味わうことが望ましいが、必ずしも毎回成功するとは限らない。クリエイティブ・ドラマ

としては、失敗を恐れずにチャレンジすることや、たとえ失敗したとしても次は成功させよう

と思ったり、どうすればできるようになるか工夫を凝らしたり、あの時にどうすれば良かった

のかを後から省察することが大切であり、その理解を促すことが重要であろう。 

  安全性が疑わしい活動であるが、「ねことねずみ」、対決型『おおきなかぶ』、「ティッシ

ュマスターになろう（ティッシュで遊ぶ）」が当てはまる。学生のふりかえりの中には「ねこ

とねずみは、追いかけられるのが嫌いな私にとっては本当に怖かったです。子どもと一緒に遊

ぶゲームとしては、子どもが怖がり、ルールが理解できないのではないかと感じました。」、

「かぶぬきは、園児はまだ手加減ができないので大かぶごっこは園児がやると大惨事になると

思いました。」、「ティッシュマスターは子どもの頃なら楽しかったと思うけど、今やると、

人の息やつばがかかったティッシュは触りたくないなと思ってしまいました。仕事なら、子ど

もの排泄でも何でも触れるけど、遊びだと少し抵抗がありました。」という声があった。もち

ろん、衛生面を含めた安全性に関しては重要な気づきではあるが、あくまで大人対象のやり方

で展開しているのであり、子ども対象のやり方ではない。少し、過剰に反応しすぎではないか

とも思えるが、このような思いは、普通の学生が抱く意識なのであろう。 

 

４．４．４．４．考察考察考察考察 

 前章において、学生のふりかえりを手がかりに授業内容と方法の検討を行った。それに基づ

き、2014 年度の本授業の意義と課題、改善に関する考察を行う。 

 

意義意義意義意義 

 分析の(1)の「ねことねずみ」や「アクション伝言ゲーム」のところにまとめたが、「やって

いくうちに身体を動かして表現することがどんどん楽しくなってきた。」、「先週から今週の

授業を受けて、自分自身、感じたことは、おそらく、私は身体を使って表現することが好きな

のだろう、表現することが好きなのだろうなと感じました。」のように身体表現に対して積極

的なコメントを多数見ることができた。クリエイティブ・ドラマが成立する重要な条件の一つ

は楽しいということであるが、身体を使って何かを一生懸命することに対して後ろ向きの感情

を抱きやすい大学生が、身体的な自己表現及びそれをクラスメイトと交流させるという課題に

対して、前向きに捉えることができたことは意義深いであろう。これは、子どもの遊びの感覚

に近いものであると考えられ、「幼稚園教育要領」の領域（表現）の内容（８）や「保育所保

育指針」の内容⑩の中に「自分のイメージを動きや言葉などで表現したり、演じて遊んだりす

るなどの楽しさを味わう。」
12)13)

に関連し、園児にそれらの指導や援助をするための基礎とな

る経験であろう。学生時代には自己表現や演じる行為自体の楽しさを実感してから現場に出て

もらいたいものである。もちろん全員が前向きであったとは限らないが、劇的な表現と改めて

出会うことで変容する学生はいよう。今回は、周りの学生もその変容を認識し、グループワー

クの際にはリーダーシップを発揮し、周りの学生もそれを支えるというケースが見受けられた。
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保育者に限った話ではないが、チームの一員として何かに取り組むためには、このような経験

は重要となろう。学生の何人かは身体的な自己表現を楽しめた、もしくは、少なくとも楽しめ

た瞬間があったということができよう。 

 「彫刻家と粘土」のところにまとめたが「自分はどう表現したらよいのか、グループのみん

なは何を表現しようとしているのか読み取るなど、自分の表現力と読み取る力が必要になると

思いました。そして、グループのチームワークが大切で、そのテーマのイメージを友達同士で

共有し、1 つの絵を作っていくことが大切だと思いました。」のようにイメージの共有を実感

するコメントを多数見ることができた。この共有の感覚も「幼稚園教育要領」の領域（表現）

の内容（８）や「保育所保育指針」の内容⑩の中にあるように、領域（表現）を取り扱う保育

者にとっては重要であり、それを学生時代に実感することは意義があることだと考えられる。 

 最後に、一人の学生のふりかえりが大変興味深いため、ここで紹介する。「1 回目受けたと

きは何だこの授業って思ったし、この授業の意味ってなんだろうって思ったけど、回数を重ね

て行くにつれてどうすれば相手に伝わりやすいか、表現することの難しさや楽しさなど、普段

の座学の授業では学ぶことができないことを沢山知ることができました。普段あまり話さない

友達とも会話する機会が増えていったこともとてもプラスになりました。体を使って表現する

活動のときは自分では考えつかなかった表現を見ることができて、学ぶことができました。各

回テーマがあることに今気づいたのですが、振り返って見るとすごいテーマとピッタリでこん

なことを学ぶためにこんなゲームがいいんだなと新たな発見ができました。実際に大人の自分

がやってみて楽しいと感じられなければ子どもたちも絶対楽しめないと思いました。実際に体

を動かして体験して、楽しむことができたら、子どもにもやっと教えてあげることができると

思いました。まず大人が全力でやってみることが大切！そして体験した上で注意点などが見つ

かるんだろうなと感じました。子どもに教えるための準備の 1 つがこの授業なのではないかと

感じました。」という声であった。今回は直接的には指導法の内容が展開されなかったが、そ

れに関する学びを感じた学生もいることがわかった。表現の楽しさを実感した上で初めて、子

どもをどう導くかという課題意識につながったのであり、本授業の意義ともいえる学びの成果

を感じることのできるふりかえりである。 

 

課題課題課題課題 

  本授業の課題であるが、意義とした一方で、指導法に関する内容を明確に展開しなかったこ

とを指摘しなければならない。今年度は受講学生の様子を見て、秋学期の授業内容との兼ね合

いも考慮しながら、変則的にシラバスに掲げられた内容を変更するという対応を試みた。しか

し、多数の学生から実習で役に役立つ内容や教材をもっと取り扱って欲しいという声も寄せら

れた。次年度以降の改善策としては、指導法に関する内容をもう少し明確にし、例えば学生に

指導者の立場で、ゲームの展開、劇遊びの展開、表現活動の展開の計画と実践をさせたり、グ

ループで小作品をつくり、園への出前活動を設定したり、それを想定した活動をさせたりする

ことがあってもよいと考えられる。もちろん、日常的な授業の中で、学生が指導者の代わりを

するようなやり方もできよう。 

 授業の最初に毎回行うウォームアップに関しては、学生の中では好意的な声と批判的な声が

見られた。少なくとも意欲の低下を訴える学生がいる以上、工夫を考える必要があろう。毎回

ではなく、時々としたり、難易度が徐々に高くなることを実感できるようにしたり、同じタイ

プの活動を次々に行い目先が変わるような工夫をしたりする必要があると考えられる。 

  次に、学生からの指摘はなかったが、分析でまとめた表 4-1 を見て、15 回の授業内容の構成

に関しても課題があると考えられる。今回、6 つのテーマで整理したが、これがすべてはない

と考えられる。他にも含めることが望ましいテーマを今後も継続して研究する必要がある。ま

た、それぞれのテーマに対応した活動の割合や量にもばらつきが見られた。表 1 を見る限り、
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①②③の分量は充分、むしろ多すぎるかもしれないが、授業の目標達成を目指すには④⑤⑥の

活動がもう少し展開された方がよかったかもしれない。特に④の変身の中で絵本を活用したの

は『おおきなかぶ』だけであり、それ以外の絵本の活用を検討していきたい。見立ての活動も

視覚以外に聴覚や触覚を活用した音や手触りの見立てもできる。今回の反省を活かし教材研究

をさらに行う必要があると考える。それぞれの活動の連続性・発展性に関しては、回を跨ぎな

がら、難易度や幅の広がりが少しずつ見られる箇所もあったが、観点から疑問が残る回もあっ

た。繋がりが見える活動は、第 5 回での「鏡」と「彫刻家と粘土」から第 6 回の「主人と従者」、

そして第 7 回での「静止画」づくりへの展開である。身体の同調や保持、相手の身体を操作し

たり見立てたりするという繋がりが見られる。一方で繋がりが見えづらいのは、第 4 回の授業

における「アクション伝言ゲーム」の準備的な活動として、他者の動きを見たり、真似をした

り、グループで伝え合ったりすることは行われていなかったこと、第 10 回での「静止画」づく

りの前にも同じく、身体を使うことやグループでの伝達練習が行われていなかったこと、第 12

回では傘の見立てを行う前に、限定された言葉のみで交流する活動が行われたが、見立てとの

つながりが曖昧だったことである。活動の連続性を明確にし、学生たちが学びの実感を得られ

るようにしたい。 

 活動の内容に関することではないが、多くの学生が指摘したのは、授業担当者の説明が不明

確もしくは伝わりづらかったということである。学生の中には騒いで話を聞かない、参加しよ

うという意思が伝わってこない者もいたが、その一因として、担当者の説明がうまく届かない

ため、今から何をどういう手順で行うのか、何のための活動なのかが理解できず、結果として、

活動への意欲が湧きづらかったことが考えられる。しかも、今年度は人数的に受講生が多く、

集合時に車座の体形にすることもままならなかった。この制限もふまえて今後は授業の計画を

する必要がある。また、身体接触に関する活動を筆頭に、学生に趣旨が伝わりづらい活動、難

易度が高くつまずきやすい活動があることもわかった。もちろん、身体表現やグループワーク

が得意ではない学生もいるが、特に否定的なふりかえりが出やすい活動を展開する場合には、

工夫をしながら丁寧な説明を心がける必要があるだろう。また、授業担当者の言葉遣いに対し

ても改善を促す声があった。真摯に受け止め、今後学生から指摘を受けないよう努力をしてい

かねばらならない。 

  学生には授業時の活動は大人が楽しむためにアレンジしていると説明しているが、子どもに

は向かない活動であるとふりかえる学生もいる。授業で経験したことを自分なりの創意工夫で

アレンジして実践することが文字通りのクリエイティブさであり、工夫を試すことが本授業に

おける中心的な学びなのかもしれない。このような演習課題を学生に課せられるように準備を

していきたい。 

 

５．５．５．５．まとめまとめまとめまとめ 

 本研究では 2014 年度の授業科目「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の実施

内容を改めて整理した上でその意義や課題の考察を行い、次年度以降により強化すべき点、改

善すべき点を整理することができた。特に指導法に関する内容を充実させることが課題である

ことが改めてわかった。本研究の成果を活かして次年度以降のシラバスを再修正したい。今後

も学生にとって有益な授業となるよう、点検的な意味も込め「保育内容指導法演習（クリエイ

ティブ・ドラマ）」の授業研究を継続的に行っていく所存である。 

 そもそも学生達は子どもの頃にクリエイティブ・ドラマをほとんど経験していない。また、

身体表現をする機会がほとんどなかったのかもしれない。そのため、授業内容が理解しがたい

ものであってもなんら不思議はない。しかし、秋学期に数名の学生から、経験した活動を実習

でやってみた、やってみたいから助言をして欲しいという声を聴くことができた。このような

声は何よりの授業成果といえよう。 
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  クリエイティブ・ドラマは、老若男女が誰でもできる表現活動である。内容や指導展開の工

夫をすれば保育者養成はもちろん、幼児、親子間や世代を超えた交流、言葉や人種を超えた交

流ができる可能性を秘めた活動である。今後も積極的に様々な活動の可能性を探求していきた

い。 

 

注・引用文献注・引用文献注・引用文献注・引用文献 

1) アリストテレース著／松本仁助・岡道男訳『詩学』岩波書店、1977、p.124． 

2) 小林由利子「幼児教育における劇遊びとその援助について－Drama/ Theatre for The Young

の視点から－」『児童育成研究』第 11 号（別刷）、1993、p.3． 

3) 小林志郎「ドラマ教育の「領域」とその「可能性」」『総合芸術教育研究とその生涯教育への応

用 報告書』東京学芸大学、1988、p.42． 

4) ブライアン・ウェイ著／岡田陽・高橋美智訳『ドラマによる表現教育』玉川大学出版部、1977、

p.23． 

5) 小林由利子「クリエイティブ・ドラマについて－歴史的視点から－」『帝京大学文学部紀要』第

19 号、1994、p.348． 

6) 小林由利子他『ドラマ教育入門』図書文化社、2010、p.3． 

7) 西尾邦夫『クリエイティブ・ドラマティックス入門』福村出版、1966． 

8) 田川浩三「幼児のクリエイティブ・ドラマティックスに関する一考察」『帝塚山短期大学紀要』

第 5 号、帝塚山短期大学、1968． 

9) 佐野正之「「クリエイティブ・ドラマ」とはどういうものか？」『演劇と教育』第 355 号、晩成

書房、1986． 

10) ジュラルディン・シックス著／岡田陽訳『子供のための創造教育』玉川大学出版部、1973． 

11) ジュラルディン・シックス著／岡田陽・北原亮子訳『子供のための劇教育』玉川大学出版部、

1978． 

12) 文部科学省『幼稚園教育要領』フレーベル館、2008、p.12． 

13) 厚生労働省『保育所保育指針』フレーベル館、2008、p.19．こちらには文中の「など」が無い。 

 

付記付記付記付記 

 第 3 節は、「「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」の意義と課題─学生のふ

りかえりを手がかりに─」『こども教育宝仙大学紀要』6、2015 の内容を一部加筆修正したも

のである。 

 本研究では、2014 年度の「保育内容指導法演習（クリエイティブ・ドラマ）」を受講した学

生のふりかえりの一部を掲載しています。ここではすべてを掲載できなかったのですが、学生

たちの声に励まされたり、叱咤されて奮い立ったりすることができました。ありがとうござい

ました。 
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第第第第 4444 節節節節    分析と考察分析と考察分析と考察分析と考察 

まず、2013 年の反省点の一つは、授業展開がスムーズでなく、時間配分がうまくいかなった

点であろう。授業開始からの数回は、学生が場の空気に慣れ、指導者との関係づくり、学生同

士の関係づくりを行うことに時間をかけてもよいと考えられるが、2013 年は特にその部分に時

間をかけ過ぎてしまった結果、いざ最終課題を展開する際に、今までの積み重ねがなされてい

なかったため、うまく誘うことができなかった。2014 年では、前年度と比較すれば幾分かは改

善されたと考えられ、個人からペアワーク、グループワークへと段階的に発展させることもで

きた。2013 年で課題であった、個々の活動の連続性・発展性を意識し、設定したテーマに基づ

いた 90 分の時間構成が 2014 年ではしっかりできた回もあった。 

最後のまとめ的な活動に関しては、2013 年では明確に最終課題として指導者の立場で劇表現

を展開するという模擬保育的な活動を設定したのであるが、今回の調査研究を通して、他の授

業では A 短大のように明確に最終課題を設定していない養成校が多かった。また、インタビュ

ーの中で、一年生対象としては難易度が高すぎるのではないかという指摘もあった。そのよう

なことから、2014 年では、あまり明確に設定をしなかったが、ただ、それでは弛んだ雰囲気に

なるようにも感じた。これに関しては受講生の様子を見定めながら今後も検討していきたい。 

 2014 年では、評価基準というほどではないが、124 ページに掲載したように、授業の意義や

授業内で守って欲しいルールを、補助教材として予め配布し、受講生にしっかりと伝えるよう

にした。主な内容は、授業時にはまじめに遊んで欲しい、何事にも挑戦して欲しいという項目

である。本来の遊びは、自発的・主体的・自律的で創意工夫に富んだものである。学生は勘違

いしやすいが、授業の中での遊びは、授業と関係が無いことをしたり、おふざけをすることで

はなく、全身全霊で課題に取り組み、表現に没頭し集中している状態になることだと思うと伝

えた。また、表現が得意でない、もしくはそのように思い込んでいる学生も多い。彼女らには、

一歩踏み出す勇気をもってほしい、私は常に背中を押し続けるということを伝えた。何を目指

している授業なのかということも特に最初の方では学生から質問をよく受ける。そういうこと

もあり、より目的を意識できるように工夫をした。2013 年では、それを学生達にうまく伝える

ことができなかった部分があり、指導が思うように展開できなかったことが反省であった。 

 評価に関しては 2013 年以前から懸案であったが、2014 年では、インタビューの中で指田さ

んと直井さんに教えていただいた、学生による自己評価を促すやり方を実験的に試してみた。

授業で毎回、ふり返りを書かせて回収し、こちらで保管をする。最終的なレポート記述時に保

管しているすべてを返却し、それを見ながらレポートを書かせて、自身の変容をより意識でき

るようにするというやり方である。初めは授業に関心がなかった学生が、経験していくうちに

「自分の個性を仲間に知ってもらえることと、友達の新たな一面、新たな発見などを通して、

より深く良好な人間関係を築くことができると感じた。もっとこのような授業を楽しみたいと

思った」と、自分は表現活動が得意であったということを自覚する者も少なからずいた。 

 教材に関しては、絵本及び朗読台本、詩、紙芝居、影絵、ストーリーエプロン、パペット、

ウレタンスティック等を工夫して活用していることがわかった。A 短大でもパペットを活用し

ているが、「劇表現指導法」の授業ではなく、「特別活動の指導」という別の担当授業の中で

取り扱っている。また、A 短大では演劇関連の授業は無いが、「表現指導法」の科目が４つも

設定されている。他は音楽・造形・舞踊である。今回の調査研究を通して、他の授業との内容

の調整を行う必要があることがわかったが、そのことも含め 18 ページの考察部分や、本研究全

体から得たことをふまえて、これまでの A 短大のシラバスをベースに、次年度以降の授業計画

の作成を試みた。次ページに 2015 年版のシラバス案として掲載した。 
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8 2015 年版 
保育内容（ドラマ表現）保育内容（ドラマ表現）保育内容（ドラマ表現）保育内容（ドラマ表現）    

保幼：選必 

1 年前期 

1 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

領域「表現」の体感的な理解のため、自分の経験をもとに、感じたことや考えたことを、自分のやり方で、楽しく、全身

で表現するドラマの基本を体験し、感じる力、創造する力、自分を表現する力、単なる専門的・芸術的表現とは異な

る保育者の”豊かな表現”を意識し、自分なりに工夫して行動する力と幼児を見る目、保育に向ける心情や意欲を身

につける。   

・領域「表現」の意義を理解し、他の人に説明することができる。 

・自己表現を楽しみ、遊びごころ（子どもの頃に遊んだ時の感覚）を思い出すことができる。 

・ドラマの基本を理解し、グループで創意工夫をしながら、活動に取り組むことができる。 

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

ワークショップ形式の演習授業である。服装は動きやすい格好を推奨。前半では、頭や身体を使うドラマ・ゲームや

表現あそびを行いながら、短い物語づくりや即興劇に取り組む。後半ではグループで指導者の立場でゲームや遊

び、ドラマ活動を展開する。 

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 

オリエンテーション 

ルール（まじめに遊ぶ、アイコンタクト、人の話を聴く、チャレンジ精神）、グループでの身体表現体験 

第 2 回 ドラマへのウォームアップ１ コミュニケーション  緊張とリラックス、子どもの名前をどう覚えるか。 

第 3 回 ドラマへのウォームアップ２ 集中・感覚  集中力と五感を意識し、研ぎ澄ますためのプログラム。 

第 4 回 

ドラマへのウォームアップ３ 身体・言葉  

自分の身体を意識し、身体と言葉の結びつきを意識するためのプログラム。 

第 5 回 

ドラマであそぶ１ 物の見立てから 

イメージを膨らませる。他者とイメージを共有し、自分以外の人物になってお互いに交流してみる。 

第 6 回 

ドラマであそぶ２ 身体の見立てから 

イメージを膨らませる。他者とイメージを共有し、自分以外の人物になってお互いに交流してみる。 

第 7 回 

ドラマであそぶ３ 言葉のイメージから 

イメージを膨らませる。他者とイメージを共有し、自分以外の人物になってお互いに交流してみる。 

第 8 回 

ドラマをつくる１ 日常生活を題材に 

自分の経験を想起する。経験を再構成しグループでストーリーをつくる。登場人物として演じてみる。 

第 9 回 

ドラマをつくる２ 絵本や物語を題材に 

絵本や物語を再構成しグループでストーリーをつくる。登場人物として演じてみる。 

第 10 回 

ドラマをつくる３ 模擬指導のためのガイダンス 

子どものためのドラマをつくるという課題の説明、グループ決め。 

第 11 回 ドラマをつくる４ 模擬指導案づくり 

第 12 回 ドラマをつくる５ グループ練習 

第 13 回 ドラマをつくる６ リハーサル 

第 14 回 ドラマをつくる７ クラス内発表（模擬保育） 

第 15 回 まとめ 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    平常点（3 割）・授業内の成果発表（3 割）・学期末レポート（4 割） 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】    文部科学省『幼稚園指導要領解説』フレーベル館  

厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館  

ブライアン・ウェイ著／岡田陽訳『ドラマによる表現教育』玉川大学出版部、1977 

太宰久夫著『表現あそび』全国児童館連合会／今人舎、1999 

花輪充著『遊びからはじまる学び 今、幼児の表現活動を問い直す』大学図書出版、2010 

【その他】【その他】【その他】【その他】毎回授業終了後にふり返りシートの記入を行う。 
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第第第第 5555 章章章章    保育者養成における保育者養成における保育者養成における保育者養成における「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の「劇表現指導法」の教材の教材の教材の教材の研究と研究と研究と研究と補助教材の補助教材の補助教材の補助教材の開発開発開発開発    

第第第第 1111 節節節節    概要概要概要概要    

 自己表現的な経験を学習機会として活かすことを主目的とした授業科目「劇表現指導法」の

中で活用する教材（視聴覚教材）や授業運営のための補助教材を検討するにあたっての材料を

集めるために、絵本教材『三びきのやぎのがらがらどん』の分析と活用法の検討（第 2 節）、

靴下人形の制作と活用（第 3 節）、学生の思い（メッセージ）を投影した愛好歌の活用（第 4

節）を行った。また授業の中で活用するために開発した補助教材（第 5 節）を掲載した。 

 第 2 節は、「保育者養成教材としての絵本『三びきのやぎのがらがらどん』（2015）」と「『三

びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づく劇遊び実践の再考察－多様な先行事例との比較を

通して－（2013）」をそれぞれ加筆訂正したものである。 

 第 3 節は「「視聴覚教育」における靴下人形製作とその作品発表の意義と課題－学生による

ふり返りの分析を中心に－（2014）」を加筆訂正したものである。 

 第 4 節は、「学生の内的メッセージを愛好歌から探る－「劇表現指導法」の教材開発の手が

かりとして－（2012）」を加筆訂正したものである。 

 第 5 節は、「学生の主体的参加を促す保育内容（劇表現）の教材に関する研究（2013）」を

加筆訂正したものを中心に、2013 年と 2014 年に行った「劇表現指導法」で活用した補助教材

で構成されている。 

 なお、教材としての靴下人形の研究の際に、その一環として都内の公立幼稚園で現職教諭

の人たちと共に、誕生日会の中で靴下人形劇「森の仲間達」の上演を行った。教材に対する

園児の反応を知ることができたことを付記しておく。 

    

第第第第 2222 節節節節    教材としての教材としての教材としての教材としての絵本『三びきのやぎのがらが絵本『三びきのやぎのがらが絵本『三びきのやぎのがらが絵本『三びきのやぎのがらがらどん』の研究らどん』の研究らどん』の研究らどん』の研究    

    

第第第第 1111 項項項項    絵本の分析絵本の分析絵本の分析絵本の分析        「保育者養成教材としての絵本『三びきのやぎのがらがらどん』（「保育者養成教材としての絵本『三びきのやぎのがらがらどん』（「保育者養成教材としての絵本『三びきのやぎのがらがらどん』（「保育者養成教材としての絵本『三びきのやぎのがらがらどん』（2012012012015555）」より）」より）」より）」より    

    

１．研究の目的１．研究の目的１．研究の目的１．研究の目的 

 保育者養成科目の一つ「表現指導法」の中で、学生に子どもの表現活動や劇遊びの体験的な

理解を促すことを目指しているが、教材の一つとして絵本『三びきのやぎのがらがらどん』を

用いている。また、幼児のための参加型劇遊びの説明するために、2011 年に筆者らが幼稚園 4

歳児にその絵本をモチーフとした劇遊びの記録映像を活用したりもしている。園長から、その

絵本は子ども達に根強い人気があるという後押しを受けて選んだのであるが、調べてみると、

その絵本に基づいた劇遊びの実践紹介や活動案は、多数の出版社から刊行されていた
1)

。 

 その絵本を用いた劇遊びが多い理由としては、第一にわかりやすいということが挙げられる

だろう。瀬田（1985）は「まず人物が登場して、その人物に必要なかぎりの時と場所と性質（属

性）が簡明に与えられ、ただちに事件に入っていきます。大人の小説のように細かい環境や人

物の描写がなく、心理の叙述もありません。必要で十分な事実だけをあげて、わき目もふらず

に事件の予想される段階を用意して、ずんずん歩きはじめます。」
2)

と、この絵本を簡潔な展

開の物語の典型として説明している。 

 さらに瀬田はこの絵本の繰り返しについても触れている。「このくり返しは、多くは三つと

いうまとまりのよい順序を経過して、その一回ずつに、しだいに高めていく変化をたくみにそ

えています。（中略）こうして事件がだんだん昇りつめて、その頂点にいたったときに、物語

の焦点、クライマックスが一挙におとずれます。」
3)

。その繰り返しは単純ではあるが、徐々

に緊張感が高まるような筋構成となっているという。つまり、絵本『三びきのやぎのがらがら

どん』は単純でわかりやすい構成だが、飽きがこない物語なのである。 
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 もう一つ、劇遊び的な視点から付け加えると、越生（1980）は「やぎたちは強い達成動機を

もっているわけで、その彼らが障害を打ち破る痛快さがこの物語の魅力です。」
4)

と、３匹の

山羊たちの達成動機の強さとそれを阻む障害があることを絵本の魅力として指摘している。こ

こでいう達成動機とは、空腹を満たすために山の草場へ行きたいという願望であり、障害とは

行く手を遮る怪物トロルのことである。 

 劇遊びにおいて子どもたちは、自分以外の存在となり、その人として行動することを求めら

れる。つまり、通常の劇と違って定められた台本がないため、どう行動するかをその場その場

で自分自身が決めなければならないのである。そのため、自分が何者でどういう状況下に置か

れていて、これから何をしなければならないのかということを容易に把握できることが非常に

重要となる。また、達成動機が空腹からの解放という子どもも実感していて体感的に理解しや

すいものである。そのような点から考えても、絵本『三びきのやぎのがらがらどん』は劇遊び

の教材としてとても活用しやすいといえよう。他にも山羊たちが渡る橋自体になり、山羊が橋

を渡る際に鳴る音の違いを身体や言葉で演じ分けたりとリズム的な活動も組み込みやすいこと

もその魅力である
5)

。 

 この絵本に対する感想として学生は、「なつかしい」、「小さいときに大好きだった」、と

いうコメントを寄せる一方で、上薗（1988）が中学校教員の養成課程の学生に尋ねた調査結果

のように、この絵本の意味がわからないという学生も多かった。その学生たちからは「わから

ない」、「理解に苦しむ」、「見抜けない」、「教訓が出てこない」といった感想が多かった

という。疑問点としては、「三匹の関係がわからない」、「ヤギの名前がすべて『がらがらど

ん』なのは、あまりに現実から離れている」という山羊に対することが多く、特に小山羊と中

山羊に対しては「責任のがれ」、「ずるがしこい」、「身勝手」、「自分さえ助かればいい」、

「卑怯」、「罰をうけてよさそう」、「ウソつきが助かるというのも困る」等、辛口なコメン

トが多かったという。そもそも「最初から大きなやぎが行けばよかった」や大山羊も「ウソを

ついて逃げるのだと思った」という声もあったという。また、トロルをバラバラにして谷底に

突き落としたことに対して「残酷」、「殺生はいけない」との否定的な意見もあったという
6)

。 

 上薗は『三びきのやぎのがらがらどん』に対する学生の反応について、大人と子どもの物語

の読み方の違い、特に子どもの大きくなりたいという成長願望は、既に大人である学生にとっ

ては成就しているため、理解できなくてもやむを得ないのではないかと指摘している。確かに

そうかもしれないが、そのような強い願いをもつ幼児を指導・支援することになる学生にとっ

ては、この課題は無視できない重要なものといえよう。 

  本研究は、絵本『三びきのやぎのがらがらどん』の世界観に改めて着目し、分析をした上で、

それに対する学生の疑問に答えながら、保育者養成教材としての意義を考察するものである。

この物語を絵本化したものは、たくさん刊行されているが、マーシャ・ブラウンが作画を担当

した汎用性が高いと考えられる福音館書店のものを選択することとする
7)

。 

 

２．絵本２．絵本２．絵本２．絵本の概要の概要の概要の概要 

 この作品は、名前が同じ 3 匹の山羊の「がらがらどん」達が、冬に備えて太ろうと山の草場

に向かう際に、山への唯一の通路である橋を支配するトロルと対峙するが、チームワークと知

恵でトロルを退けるという話である。 

 そのあらすじは、三匹の山羊が山へ草を食べに行こうとするが、途中の谷川の橋の下には恐

ろしいトロルがいる。まずはじめに小さい山羊が橋を渡りにくると、トロルが現れ、お前をひ

とのみにしてくれると脅す。小山羊がぼくは小さいから食べないで、後からもっと大きいのが

来るというと、トロルはそれなら行ってしまえ、という。次に中山羊が来て、小山羊と同じよ

うな問答の末、橋を渡る。最後に来た大山羊は、二本の角と蹄でトロルに立ち向かい、トロル

をこなごなにして谷川に突き落とす。そして、三匹は山を登り、草を食べて肥ったという話で
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ある。 

  原作は、北欧のノルウェー民話として語られてきたものである。それを採集・研究したのは、

動物学者のアスビョルンセンと牧師モオである。彼らは 1842 年に『ノルウェーの民話』として

刊行した。1859 年には、外交官ジョージ・ダンセントによってその英訳版が出され、世界的に

広まることとなった。英語のタイトルは「The Three Billy Goats Gruff」である。『太陽の東 

月の西』には日本語訳された原作名「ふとりたくて丘にゆく三びきの牡ヤギ・ブルーセ（ノル

ウェー語 De tre bukkene Bruse）」が収録されている
8)

。 

 作画は、マーシャ・ブラウン（Marcia Brown）。この物語をモチーフにした絵本はたくさん

刊行されているが、マーシャ・ブラウンが作画を担当したものが広く知られている。この絵本

の訳者である瀬田貞二は彼女に対して、「北欧の簡潔無比で力強いこの昔話を、これ以上堂々

と伝達し印象づける絵本は、ほかにあるでしょうか。（中略）なんの小細工も弄せず、なんの

説明や付加的な描写もせず、山とヤギたちとトロルとを、鋭いペンとたくましいコンテと荒い

クレヨンによって、自由闊達に描き出し、コバルトと茶と黄と黒を中心に思うさま物語の天地

をひろげたこの本は、痛快というほかにありません。底抜けに青い青空のように、ひたすら痛

快に、物語の精神が高なっているのです。けだしマーシャ・ブラウンの最高傑作のひとつとい

っていいでしょう。」
9)

と評している。 

 マーシャ・ブラウンは、1918 年、ニューヨーク州ロチェスター生まれの牧師の家庭で生まれ

た。ウッドストック美術学校、ニューヨーク師範学校（現ニューヨーク州立大学アルバニー校）

で学び、1940 年から、3 年間高校で英語や演劇を教えた。その後、絵本作家をめざし、ニュー

ヨーク公共図書館の図書館員として研鑽を積む。その後彼女の本は出版され、『シンデレラ』

（Cinderella、1955）、『むかし、ねずみが』（Once a Mouse 、1962）、『影ぼっこ』（Shadow、

1983）でコールデコット賞を 3 回受賞している作家である。『絵本の歴史をつくった 20 人』の

中では「民話や昔話を多く取り上げているためか、マーシャ・ブラウンの絵本には、どこにで

もいる平凡な主人公が、知恵で苦難を乗り切っていく内容のストーリーが多いようです。そこ

には、弱者同士が力を合わせたり、ほのぼのとした庶民の暮らしが息づいています。そして、

ずるさや、悪知恵といった、人間の悪の面を多く取り上げているのはなぜでしょうか。マーシ

ャが牧師の娘であるという生い立ちも関係しているのでしょうか。」
10)

と紹介されている。 

 

３．分析３．分析３．分析３．分析 

(1)山羊 

 この絵本に登場するのは山羊であるが、山羊とは何を意味する存在なのか。この物語を英訳

したジョージ・ダンセントは「北欧のトール神に仕え、その車をひく動物で、トロルにとって

は大きな敵」と指摘している
11)

。『エッダ－古代北欧歌謡集』の註釈には「山羊の主人」がト

ール神という説明があり、山羊も神聖視されている存在であることが伺える
12)

。山羊はノルウ

ェーの人々にとって身近で大切な存在なのであろう。 

 越生は「新しい草場を獲得するためにトロルという障害に正面から立ち向かい、それをみご

とに打ち破った者、それは開拓者の姿であり、いわば民衆の願望のあらわれだといえるでしょ

う。鼻っ柱が強く、物おじしない、血気さかんな若者。そして性質があけっぴろげで、気のい

いやつ－そんなイメージが「がらがらどん」という名前に込められているように思います。」

13)

と山羊のもつ力強さを強調して捉えている。この視点は、北欧から船に乗って中世ヨーロッ

パを席巻し、その歴史に大きな影響を与えたヴァイキングのイメージと重なる。 

 3 匹の山羊たちの名前はノルウェー語で Bruse、英語で Gruff である。英訳を日本語訳した瀬

田は Gruff を「がらがらどん」と翻訳した。gruff は「どら声の」「しわがれ声の」「がらが

ら声の」と声を形容する意味と、「荒々しい」「ぶっきらぼうな」などの態度を形容する意味

とがある。中川ら（2011）は、「がらがらどん」の「がらがら」は「がらがら声」から想起さ
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れたものであり、瀬田はこの音が山羊の強さに似合っているという判断があったからではない

かと指摘している
14)

。瀬田は「がらがら」に「どん」をつけた。「どん」は「田吾作どん」や

「お竹どん」など、人名の下に添える接尾語と考えられ、昔話らしさが醸し出される。さらに

「政界のドン」などと使う「首領」（スペイン語の don が語源）を連想させ、男らしい印象に

もなり、山羊の強さに呼応されるのではないかと指摘されている
15)

。山羊はノルウェー人の力

強い気質が表されているのかもしれない。 

  また、山羊は一人の子どもの成長過程を表しているという説もある。小中大の 3 匹のやぎは、

1 匹の成長過程を表しているというのである
16)

。名前が全員、同じということはそのような意

味を含んでいるためなのかもしれない。 

 

(2)トロル 

 山羊の他にトロルもこの絵本に登場する。トロルとは何を意味する存在なのか。『図説妖精

百科事典』によれば、古い北欧の神話では巨人を意味するという。トロルは人里離れた岩の多

い地域か、彼らの王国である「ウトガルド」に、1 人もしくは小規模な家族で住んでいる。騒

音や教会の鐘、人々、動物、ほかの妖精たちを嫌っている。巨大で毛むくじゃらで、例外なく

醜い。背中にはこぶがあり、大きな曲がった鼻をしており、灰色の上着に赤い帽子をかぶって

いる。ただ、大変な金持ちであり、金や水晶といった宝をたくさん持っていると言われている。

彼らは橋の下やわき道で待ち伏せし、動物を襲ったり、人間に向かって石を投げ、金を渡すよ

うに脅かしたりする。彼らの子どもたちは目や心臓を持たないで生まれてくるため、人間の子

どもたちのものを奪うそうである
17)

。 

 言うまでもなく、トロルは実在の生き物ではない。人々の間に伝えられてきた架空の存在で

あり、ノルウェーや他の北欧の民話にもたびたび登場する。日本で有名なアニメ「ムーミン」

は、原語ではムーミントロルであり、トロルの一種である
18)

。トロルは架空の存在であるため、

絵本や物語の挿絵に描かれるトロルは画家によって、あるいは作品によってさまざまであると

いう。トロルの外見は恐ろしいものであり、人間の子どもをさらったり、物や家畜を盗んだり、

悪さばかりする悪役であるが、どこか間が抜けて憎めない面もある。この点は日本の民話に出

てくる鬼との重なりが指摘されている
19)

。 

 また、トロルは「北欧の厳しい自然の象徴であり、三匹の山羊はそれと戦う人間の姿である

ともいわれている。」
20)

という指摘や、「トロルは自然の脅威の化身であると同時に、主人公

たちが知恵を働かせて戦い、何とか打ち負かし、ついには幸せを手に入れるための相手でもあ

ります。つまり、トロルは、子どもたちの成長を促すもの、として語られているのです。」
21)

という指摘がある。自然は癒しや安らぎ、そして人間に食料をもたらすかけがえのない存在で

あるが、その一方で災害等で我々の生命や生活を奪い取る脅威の存在でもある。トロルはその

ような二面性をもった存在なのかもしれない。 

 

(3)絵本による描写 

 山羊たちはこの絵本の中でどのように描かれているのか。トロルとの出会いと交流に焦点を

当ててマーシャ・ブラウンの作画の絵本の描写を分析していく。 

 

①山羊がトロルを見つけた時の描写（絵本 8 ページ） 

 小山羊：かなり不安そうな様子 

 中山羊：あまり動じていない様子 

 大山羊：不安そうな様子 

 

 山羊たちが橋の下にいるトロルを初めて見た時の３匹の様子である。ここで「三匹の山羊た
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ちの表情に少し不安の色もみえる。」
22)

という指摘があるが、注目すべきは大山羊の様子であ

る。大山羊もトロルを見つけた時に不安げな表情を浮かべている。後にトロルと対峙する際の

自信満々な様子とはかけ離れている。一方、その対比で中山羊は一番余裕があるようにも見え

てしまうくらいである。おそらくここで 3 匹は、トロルを目の前にして、無事に 3 匹で橋を渡

るための作戦を考えたのであろう。結論から言えば、一番小さい山羊が最初に一人で進むこと

になったのである。 

 

②山羊が橋を渡る際の描写 

 小山羊：何食わぬ顔（絵本 11 ページ） 

 中山羊：少し緊張している様子（絵本 16 ページ） 

 大山羊：無し 

 

 山羊たちが橋を渡る際の様子であるが、小山羊は、最初に見つけた時の不安そうな気持ちは

どこへ行ったのか、この時は何食わぬ顔で知らんぷりしてその場を通り過ぎようとしている。

中山羊は、見つけた時は余裕があるように見えたが、橋を渡る際にはトロルと距離が近づいた

ためか緊張している表情が伺える。大山羊に関しては橋を渡る際の描写は描かれていない。 

 

③山羊がトロルと対峙した際の描写 

 小山羊：凛としている（絵本 12、14 ページ） 

 中山羊：トロルを小馬鹿にしている表情（絵本 18、21 ページ） 

 大山羊：自信満々な様子（絵本 22、24、26、29 ページ） 

 

 山羊たちがトロルと対峙した際には、複数の描写が描かれている。 

 小山羊は、1 枚目の描写ではトロルとの身体の物理的な大きさの違いが強調された描写にな

っているが、2 枚目の描写では橋の上から小山羊がトロルを見下していて、小山羊の威風堂々

さが際だっているように見える。小山羊の弱々しく「僕を食べないで」と懇願する台詞とは対

照的な凛とした姿で描かれている。トロルとの物理的な距離も離れて描かれている。 

 中山羊は、1 枚目の描写ではトロルが橋を覆い被さって立ちはだかっているが、その状況に

も関わらず落ち着いていて、むしろトロルをあざ笑っているかのように余裕のある姿が印象的

である。2 枚目の描写では、中山羊が妨害しているトロルをかわした後に、振り向きながらト

ロルに話しかけている。中山羊がトロルの注意を橋から遠ざけている様子が見て取れる。 

 大山羊の 1 枚目の描写は、眼光するどく自信満々。トロルと大きさも変わらないくらいの大

きさで描かれている。2 枚目は顔のアップ。猛々しい顔。3 枚目は鼻息も荒く、気合いも乗って

いる様子で、今にもトロルに飛びかかろうという感じである。4 枚目でトロルをバラバラに。

顔はこれまでの血気盛んな表情と比べると猛々しさはあまり感じない。どこか寂しそうな表情

にも見える。 

 

 トロルを見つけた山羊達は相談して、小山羊から橋を渡って行ったのであるが、これは「ト

ロルを言いくるめて橋をわたり、ゆだんさせておくのも、すべては「がらがらどん」たちの計

略」
23)

だったのである。中山羊もトロルの恐怖に不安を抱えながらも、小馬鹿にした様子でト

ロルの注意を自分に向かせて、大山羊がトロルに近づく時間的余裕を与え、心の準備を迎えさ

せていた。大山羊が最初からトロルの前に行かなかったのは、必ず倒せるという自信がなかっ

たからであろう。もし、大山羊が倒されたら、中山羊も小山羊もトロルに倒されてしまい、全

滅の危険がある。仮に小・中山羊がトロルに食べられたとしても、弔いの気持ちで大山羊は通

常以上の強さが出る可能性がある。小山羊から橋を渡ってトロルを油断させるというやり方は、
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3 匹が生き残る最良の方法だったのであろう。 

 このように考えると 3 匹の中で一番の気持ちが強いのは、小山羊ではないだろうか。あの大

山羊も恐怖を抱く、怪物トロルに最初に向かう強さがあるのである。大山羊は橋を渡ってトロ

ルに近づく描写が描かれていない。もしかしたら、大山羊は 3 匹の中で一番緊張していて、誰

よりも不安そうな顔をしていたのかもしれない。大山羊は、小山羊と中山羊にもらった勇気で

奮い立ったのであろう。 

 

４．考察４．考察４．考察４．考察とまとめとまとめとまとめとまとめ 

 絵本『三びきのやぎのがらがらどん』において 3 匹とも同じ名前であることが学生の疑問の

一つとして挙げられていたが、山羊そのものは 1 匹であり、その成長過程として 3 匹として描

かれていると考えれば、同じ名前であることはむしろ自然であり、それほど違和感は覚えない

であろう。この絵本を大人になってから触れる際には、自分の子どもの頃の気持ちを想起させ、

早く大きく強くなりたいという切実な願い、成長に対する憧れを思い出させるような工夫をす

ることで学生の子ども理解を促すことが期待できよう。  

 この絵本は、困難に対して勇気をもって立ち向かい、知恵を使ってそれに打ち勝つというテ

ーマであることが読み取れる。単に大山羊の力だけによる勝利ではなく、3 匹の緻密なチーム

ワークの勝利である。だが、小山羊と中山羊に対しては、自分だけが助かればよいという批判

的な意見があった。確かにそのような見方をすることもできるが、あの大山羊が恐怖を抱く怪

物トロルにたった一人ずつで対峙したのである。身体は未発達かもしれないが、その気持ちは

まさにノルウェーのヴァイキングのような強さを感じる。そして、この山羊はまさに子どもそ

のものと考えられる。山羊たちのような力強さと勇気が子どもたちの中にあることを学生たち

が気づき、そして思い出させるようにしたい。 

 大山羊がトロルをバラバラにして谷底に突き落とす行為に対して、学生は残酷と見なし、そ

こまで徹底して打ち砕かなくてもよいのではないかという疑問を寄せた。この疑問に対しては

「昔話は、物語を通して子どもたちに、この世界は怖いこともあるのだということや、人の心

の葛藤とか、人が生きる上で克服しなければいけないものは何かを教えてくれます。そういう

ことは、大人が残酷だ、怖いと思ったものが隠されて、甘くなっているお話からは伝わってこ

ないのです。」
24)

や「大きいやぎとトロルとの戦いの場面では、悪もしくは敵を徹底して打ち

のめすことから、子どもたちが人生の厳しさや生きるということの本当の意味を学び取ってい

くという、昔話のもつすぐれた一面を知りました。」
25)

という回答がある。確かに残酷で厳し

いのは間違いないが、社会の中で生きるということはそのような側面を切り離せないとも考え

られる。時には徹底的に打ちのめそうとする強い姿勢が求められるのかもしれない。ただ、厳

しいとはいっても、トロルは山羊を見て立ち向かえるだけの力が無い場合には猶予をしてくれ

る優しさをもっている。だが、いざ立ち向かえるようになれば、徹底的に立ちはだかってくる。

そして役目を終えたトロルは消えてくれるのである。厳しさの中にも優しさがあり、優しく見

えても厳しさがそこにはあるように思える。 

 ただし、徹底的に打ち負かすことは、大人からすれば過剰に見え、悪い行為と見なす恐れも

ある。「それでも、残酷なお話を聞いて育つと、子どももそれをまねして同じようなことをし

でかすんじゃないか、というような心配が先に立つこともあると思います。しかしそれは、大

人が物語を物語として受け止めるのではなくて、世の中の動きと勝手に重ね合わせてしまって

いるからなのではないでしょうか。むしろ子どもは、物語は物語としてきちんととらえていて、

その残酷さだけをまねるようなことはほとんどないと思います。」
26）

という指摘があるよう

に、トロルをバラバラにする場面に血が出たり残酷には描かれてはいない。大山羊自らの行為

の結果としてそのようになったことが受け止められるように描かれているのである。大山羊の

顔もトロルをバラバラにする際には、それまでの血気盛んな表情と比べると猛々しさはあまり
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感じず、その瞬間はどこか寂しげともいえる。このような負・悪とも思える要素を大人として、

保育者としてどのように捉えればよいか、それを考える学習機会をつくりだせよう。特に劇表

現を活かす場合には、このような感情、特に悪の感情をも取り扱いやすい。そのような点から

言ってもこの絵本は活用しやすい保育者養成教材といえよう。 

この絵本は子どもの世界や物の捉え方を大人が思い出しやすい教材としての意義があると考

えられる。また、物語の筋構造を理解するための教材としても、劇遊びを体験的に理解するた

めの入門教材としても価値があると考えられる。 

 

引用文献引用文献引用文献引用文献 

1) 本報告書の第 5 章第 2 項、80 ページを参照。 

2) 瀬田貞二『絵本論－瀬田貞二 子どもの本評論集－』福音館書店、1985、p.168． 

3) 瀬田『絵本論』、p.169． 

4) 越生嘉治『たのしい 劇遊び』あすなろ書房、1980、p.80． 

5) 指田利和「基礎から子ども文化創造の体験までを含む劇的表現活動のプログラム開発と指導法の

研究」『平成 11 年度～平成 13 年度科学研究費補助金（基礎研究（Ｃ）（２））研究成果報告書』

2002、pp.40-42． 

6) 上薗恒太郎「物語とメッセージ－「三びきやぎのがらがらどん」－」『長崎大学教育学部社会科

学論叢』第 37 号、長崎大学教育学部、1988、pp.81-83． 

7) 『三びきのやぎのがらがらどん』福音館書店、1965． 
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p.315． 

12) V.G.ネッケル他編・谷口幸男訳『エッダ－古代北欧歌謡集』新潮社、1973、p.80． 

13) 越生『たのしい 劇遊び』、p.80． 

14) 中川素子他『絵本の事典』朝倉書店、2011、p.475． 

15) 中川他『絵本の事典』、p.476． 

16) 寺村輝夫・渡辺めぐみ「保育現場における絵本の役割（その 3）」『文京女子大学研究紀要』

第 1 巻第 1 号、1999、p.117． 

17) アンナ・フランクリン著・井辻朱美訳『図説妖精百科事典』東洋書林、2004、p.312． 
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付記付記付記付記 

第 1 項は、「保育者養成教材としての絵本『三びきのやぎのがらがらどん』」『保育文化研

究』1、2015 の内容を一部加筆修正したものである。 
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第第第第 2222 項項項項    絵本の絵本の絵本の絵本の活用活用活用活用    

「「「「『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づく劇遊び実践の再考察－多様な先行事例との比較を通して－（『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づく劇遊び実践の再考察－多様な先行事例との比較を通して－（『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づく劇遊び実践の再考察－多様な先行事例との比較を通して－（『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づく劇遊び実践の再考察－多様な先行事例との比較を通して－（2013201320132013）」）」）」）」よりよりよりより    

 

１．研究の目的１．研究の目的１．研究の目的１．研究の目的    

 学生の自己表現力やコミュニケーション能力の育成に演劇的な要素を活用する研究・授業を

行っているが、その成果を探るべく、現場で働く卒業生に追跡調査を実施したことがある
1)

。

それを通して対人関係に関する一定の成果を確認できたが、一方で授業内容を現場で活かして

いる卒業生がほとんどいないこともわかった。そのようなことから、授業の中で学生がより保

育現場を感じることができるように、幼稚園において『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本

に基づいた参加型、応答性のある劇遊びを協力者と共に実施し、その記録を視聴覚教材化する

試みを行った
2)

。 

 この作品は、名前が同じ 3 匹の山羊の「がらがらどん」達が、冬に備えて太ろうと山の草場

に向かう際に、山への唯一の通路である橋を支配するトロルと対峙するが、チームワークと知

恵でトロルを退けるという話である。北欧民話が原作で、アスビョルンセンとモオが採集した

民話集の『太陽の東 月の西』に「ふとりたくて丘にゆく三びきの牡ヤギ・ブルーセ」という題

名で収録されている
3)

。この原作をモチーフにした絵本はたくさん刊行されているが、最も有

名なものは、マーシャ・ブラウンが作画を担当した福音館書店のものであろう
4)

。その訳者で

ある瀬田貞二は、この作品を「ノルウェーの土地と人情をまざまざとあらわしている珠玉篇」

と評している
5)

。 

 『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づいた劇遊びの実践紹介や活動案は、多数刊行

されている。その理由は、山羊達の目的がはっきりしていて、「繰り返し」
6)

の技法を用いた

簡潔な筋構成によるところが大きいと思われる。つまり、この作品は劇遊びの定番と言っても

過言ではないのであるが、最終的には実践園の園長から、この作品は園の子ども達に根強い人

気があるという後押しを受けて選択することとした。実践の詳細は後述するが、その結果、い

くつもの反省点や疑問点が浮かび上がった。例えば、劇遊びをどう開始してどう軌道に乗せる

か、トロルはどう倒すべきなのか、子どもは大山羊になるだけでよかったか、指導者は複数で

しか成立しないのか、のような点である。今後も保育現場での実践を行っていくつもりであり、

同作品をモチーフにした劇遊びを再度実施すべく準備を進めているところである。 

 そこで、この作品の劇遊びの先行事例を集めて整理した上で、活動の展開、子どもと指導者

の役割という観点において、実施した活動との比較検討することで、上記のような点を解決す

るための糸口を見つけることができるのではないかと考えた。 

 この作品を拠り所にした劇遊びの事例は多種多様なものがあり、同一絵本からいくつもの違

った劇遊びの展開を見ることができる。少し先の話になるが、この研究をすることは、学生が

劇遊びを理解しやすく、自身でもやってみたいと思うような保育者養成教材の土台づくりにつ

ながるはずである。 

 本研究は、『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づいて行った劇遊び実践を先行事例

と比較することを通して、その特徴を再考察し、その疑問点解決の糸口を明らかにした上で、

今後の実践計画を立てる際の指針をまとめることを目的とする。 

 具体的な方法としては、ぞれぞれの実践を、事前準備、事前段階、展開の段階と整理してい

く。その際に、出来るだけ簡素にかつ順序がはっきりとわかるように時間軸に沿って箇条書き

にする。 

 

２．実践の整理２．実践の整理２．実践の整理２．実践の整理    

 劇遊びは「一般的にストーリー性をもった変身をともなう幼児が主体となって行う活動」
7)

と定義できる。またその範囲は「子どもたちが劇を鑑賞して楽しむことから、劇に参加して演
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ずること、さらには自分たちで劇を作って演ずること」
8)

まで含み、その幅は非常に広い。本

研究では、子どもが劇に参加し演ずるという要素の中から、特に第三者に向けての発表を前提

としない、その過程部分を楽しむことを目的とした劇遊びを取り扱う。また、日常の保育には

携わっていない外部から来る指導者（以下、指導者）や日常的に保育を担当する保育者が何ら

かの役割で活動にかかわる劇遊びを取り扱う。なぜかと言えば、指導者や保育者が直接的に劇

遊びにかかわった方が、劇的な刺激を意図的に加えることができるため、結果的に、劇遊びが

よりダイナミックになり、子どもたちだけでは生み出すことのできない劇的な世界を作りだす

ことが期待できるからである
9)

。 

 小林（2010）
10)

は、劇遊びの形態について次の 6 つに分類している。①ゲーム的な劇遊び、

②何かの振りをすることに着目した劇遊び、③ものに命を吹き込む劇遊び、④昔話や絵本の筋

にそって劇化する劇遊び、⑤物語や絵本の一部から発展させて、その背後に広がる世界をつく

りあげていく劇遊び、⑥保育者が意図をもって子どもたちの日常の活動からアイディアを取り

上げて組み合わせて、独自のストーリーをつくり上げていく劇遊びである。本研究では絵本『三

びきのやぎのがらがらどん』に基づいた劇遊びを取り扱うため、④⑤の要素のある活動が取り

上げられることになろう。今回は、それに該当する先行事例を 4 つほど選択した。それらを分

類すると、絵本にできるだけ忠実な再現的な活動、絵本の一場面を切り取った活動、基本は絵

本の筋で進み即興的な部分もある活動、絵本の世界観に基づくが違った切り口の活動となった。 

 

(1)活動の整理１『三びきのやぎのがらがらどん』の劇遊び 

 一つめは、絵本の筋で進みながら即興的な部分もある活動であり、以下は実践報告に基づく

整理である
11)

。これは執筆者が企画したものであり、日本演劇教育連盟主催の第 60 回全国演

劇教育研究集会の講座「劇表現をより豊かに～心理学的な視点を生かして」における教材研究

の一環で実施したものである。表現教育活動の専門家、大沢愛氏（表現教育研究所）と下川涼

子氏（アートインライフ）の二名に協力を依頼し、劇遊びの筋の構成と当日の進行役を担当し

てもらった。山本は敵対者であるトロル役を担当した。 

 2011 年 6 月、本務校の併設幼稚園の保育室で 4 歳児 35 名対象で展開した。 

 

①事前準備 

・指導者用の小山羊と中山羊の衣装 

・指導者用のトロルの衣装 

・指導者が隠れるためのパネル 

・パネルに貼る山と草を象徴する緑と茶色の布 

・山に見立てるための机とそれにかぶせる布 

 

②事前段階 

・事前にこの絵本の読み聞かせを依頼した。 

・事前に自作した歌の CD と楽譜を渡し、歌の練習を依頼した。 

・子ども達は当日、山本ら指導者 3 名と一緒にわらべうたのリズム遊びをした。 

・その後、子ども達は当日、山本ら指導者 3 名によるこの作品の劇の上演を鑑賞した。 

 

③活動の展開 

・指導者 3 名による劇の中で、最後に登場するはずの大山羊が出現しないので、子ども達にそ

のかわりに大山羊になって欲しいと依頼。 

・一部を除いて、ほぼ全員から了解を得た。 

・指導者 1 名は進行役。残り 2 名は子どもと共に山羊役になる。 
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・想像的な身体表現を楽しむためのウォーミングアップも兼ねて、その場で水たまりや洞窟を

想像しながら、山羊としてトロルがいる場所へと歩いて向かっていく活動を展開。 

・道中で、山羊役の指導者の一人が離脱しトロル役に切り替わった。 

・一行はトロルのいる橋の前に到着。 

・トロル役は寝ている。 

・山羊役の指導者は、子ども達に想像上の橋の場所を印象づけるために、見えないが、ここに

橋があるということをジェスチャーも交えて伝えながら、その橋を歩いた。同時にトロルが

寝ているという情報ももたらした。 

・進行役は、寝ている内にこっそり渡ろうと提案したり、息をトロルに吹きかけて吹き飛ばそ

うと提案したり、トロルに誠心誠意のお願いをして通してもらおうと提案したりした。子ど

も達はそれらを実行に移すが、すべて失敗に終わった。 

・全員で対応策を考えたところ、やはりキックやパンチでトロルをやっつけようという結論に

達する。 

・指導者はやっつけ方として、直接的ではなく、キック、パンチ、ビームの「ふり」をして、

そのエネルギーをトロルにぶつけることを提案。子ども達はそれを了承し実行した。 

・結果としてトロルにとどめを刺すことはできなかったが、倒すまで後一歩という状態になる。

そして、ついトロルは大きな音が苦手であるということをイライラしながらつぶやいてしま

う。 

・弱点をつかんだ一行は、全員でトロルに大きな声をぶつけて、トロルを谷川に落とす。 

・一行は、トロルのいない橋を渡り、草場にたどり着き、お腹いっぱい草を食べるふりを楽し

んだ。 

・全員で、お別れの歌として自作の歌を歌い活動は終了。 

 

(2)活動の整理２「がらがらどんごっこ」 

 二つめは、絵本にできるだけ忠実な活動であり、以下は活動案に基づく整理である（生越、

1980）
12)

。場所は保育室であり、対象年齢に関しては、特に明確な記述はない。保育者一人で

展開している。 

 

①事前準備 

・子ども用の山羊のお面をつくるための材料 

・子ども用のトロルの衣装の材料 

・橋の材料 

 いずれの材料も「身の回りにあるものを子どもに考えさせる」との記述がある。 

 

②事前段階 

・子ども達はこの絵本の読み聞かせをされた経験がある。 

・子ども達が役割ごとに分かれて絵本を読む活動をしている。 

・子ども達はこの絵本を紙芝居風にアレンジして読んでいる。 

 

③活動の展開 

・子ども達全員が指導者のオリジナル曲を歌いながら行進してくる。 

・全員が順々に小山羊、中山羊、大山羊になったつもりでそれぞれの特徴に合わせて声を出し

たり、足音を立てたりして行進する。 

・子ども達が積み木や梯子等でがらがらどんの橋をつくる。 

・全員でそれぞれが 3 つの山羊のグループに分かれる。 
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・小山羊グループは、歌いながら行進し、「かたこと」言いながら橋を渡る。次に中山羊、大

山羊と交代していく。 

・動きに馴れた頃合いを見計らって、子どもが橋を渡っている時に、指導者が「誰だ、俺の橋

をかたことさせるのは」とトロルの台詞を言う。そしてそのかけあいを子ども達は交替して

楽しむ。 

・ここで、明確な記述は見られないが、子どもからか指導者からか、がらがらどんごっこをし

ようという提案がなされた。 

・子ども達はトロル役も含めて 4 つのグループに分かれる。 

・グループごとでそれぞれの衣装をつくる。 

・指導者のナレーション進行により、絵本に沿った劇遊びが展開される。 

 

(3)活動の整理３「がらがらどんごっこ」 

 三つめは、絵本の一場面を切り取った活動であり、以下は実践報告に基づく整理である（高

山ら、2001）
13)

。場所は散歩中の公園であり、対象は 2 歳児、保育者一人で展開している。 

 

①事前準備 

 事前準備に関しては明確な記述は見られない。それはおそらく保育者が意図した活動ではな

く、子ども達の中で自然発生的に始まりそれを見た指導者が参加した形で劇遊びに発展したか

らであろう。ただ、「二歳児は何にでもなりたがる」との記述があるので、指導者側には、子

ども達を公園に連れて行ったら「がらがらどんごっこ」が始まる可能性があるという予感はあ

ったのであろう。 

 

②事前段階 

・子ども達はこの絵本の読み聞かせをされている。 

・近所の公園に散歩に出かける。 

・子ども達は公園に備え付けられているアスレチックの橋を見つける。 

 

③活動の展開 

・子ども達は公園のアスレチックの橋を見つけ、それぞれが山羊になったつもりで橋を順番に

渡った。 

・その様子を見ていた指導者は橋を渡っている最中の子どもに対して、その横から遮るように

立ち、「誰だ、俺の橋をがたがたさせるのは」とトロルの台詞を言いにらんだ。 

・（たまたま掲載されている）女の子は、立ちすくんだ。 

・その様子を見た指導者は、「お前はこの橋を渡りたいのだろ。それじゃあ、大きい山羊のが

らがらどんだと言ってみろ。そしたらここを通してやろう」とトロルのように言う。 

・その子は「大きい山羊のがらがらどんだ」と小声で言い、大急ぎで指導者の横を通り過ぎた。 

・次に別の男の子が「俺だ、大きい山羊のがらがらどんだ」と自信たっぷりの顔で指導者の横

を通り過ぎて、橋を渡った。 

 

(4)活動の整理４「ゴロゴロドンがいく！」 

 四つめは、絵本の世界観に基づくが違った切り口の活動であり、以下は活動案に基づく整理

である（花輪充、2000）
14)

。場所は保育室であり、対象年齢は 4 歳。二名の指導者で展開をし

ている。 

 

①事前準備 
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・橋をイメージさせるためのロープ 

・指導者がかぶるためのピアノカバー等 

・BGM 

 

②事前段階 

・明確な記述は無いが、子どもはこの作品の読み聞かせ聞いたり、自分で読んだりして、既に

絵本に親しんでおり、内容も理解している状態である。 

 

③活動の展開 

・指導者は子どもにこの作品について確認した上で、その弟分として「ゴロゴロドン」という

山羊がいて、今日は、そのゴロゴロドンの話をすることを伝える。 

・指導者は、その前にみんなでゴロゴロドンになってみましょうと、子どもに山羊の身体表現

することを促す。子どもが思い思いのゴロゴロドンになって動く。 

・頃合いを見て、指導者がナレーター役としてゴロゴロドン達は山に出かけて行ったという状

況を語り出す。そして、BGM の効果も使いながら、「天気も良くて足取りも軽く、スキップ

したくなった」と子ども達に更なる身体表現を促す。 

・指導者は、トロルの子にチロルがいて、ゴロゴロドンに敵討ちをしたがっていることを伝え

る。 

・もう一人の指導者は、ピアノカバーを被ってチロルになる。父の敵討ちだと言ったりして、

子ども達の行く手を遮る。 

・指導者は、子ども達にチロルとの対決の気持ちを確認をした上で、これからチロルと知恵比

べしましょうと、自らチロルと対決する手本を示す。ここでの手本例は、指導者が「自分は

骨ばかりで後からもっと食べごたえのある山羊が来る」と言い、もう一人の指導者が「そう

かもな、じゃあ行っていいぞ」と答え、チロルの横を通り抜けるというものであった。 

・指導者は、ロープを使って、橋をイメージさせるコースをつくる。ここで、ロープをまっす

ぐではなくて、くねくねさせたりして運動遊びの要素をもたせることを推奨している。 

・一人ずつゴロゴロドン役の子どもが、チロル役と問答をし、次々通り抜けることに成功する。 

 

(5)活動の整理５『三びきのやぎのがらがらどん』の劇遊び 

 五つめは、絵本の筋で進み即興的な部分もある活動の展開例であり、以下は活動案に基づく

整理である（小林、2010）
15)

。場所は保育室であり、対象年齢に関しては、特に明確な記述は

ない。保育者一人で展開している。 

 

①事前準備 

・大きな積み木でつくられた橋 

・大きな積み木でつくられた山と布 

・山羊の耳のついた帽子（3 種類、子どもの人数分） 

・トロルの衣装（子ども用の帽子とマント） 

 

②事前段階 

・子どもは絵本を基にしたペープサートを見たり、自分たちでもそれで演じたり、見せ合った

りする経験を積んでいる。そのため、既に絵本に親しみ、内容も理解をしている状態である。 

・活動が始まる前に、保育室に衣装や道具類を予めセットし、椅子やテープに印もつけ、登場

人物ごとの待機場所も設定している。 
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③活動の展開 

・指導者は子どもにこの作品について確認した上で、これからその劇遊びをすることを伝える。

そして、子ども達に自分のやりたい役（3 山羊とトロル）を選ばせ、それぞれの待機場所へ

の移動を促す。移動した子ども達は準備されていた衣装を身につける。 

・指導者はこれからナレーター役をすることを伝える。 

・指導者はこの話の最初の場面を語り始める。その語りに併せて、積み木に緑の布をかぶせて

山をつくり出す。また、子どもにそれぞれの出るタイミングや行動のヒントを伝えたりする

ファシリテーター役も併せて行っていく。 

・指導者のナレーションにしたがって子ども達は、トロルとして登場しその力強さをアピール

する場面や、小山羊とトロルが掛け合う場面、中山羊とトロルが掛け合う場面を順番にして

いく。これらの場面は指導者のサポートによって、すべての活動が即興的に行われる。 

・最後の大山羊とトロルが掛け合う場面では、両者が一触即発になった時、指導者はそれを中

断させ、じゃんけんで決着をつけるよう促し、自らは行司役になることを伝える。 

・大山羊とトロルはじゃんけんで対決をし、指導者は大山羊が勝ったタイミングで終了させ、

物語の筋通り最終的に大山羊が勝つようにする。 

・トロルは積み木で作った山の後ろに逃げる。 

・山羊たち全員は草を食べるふりを楽しむ。 

・指導者は、トロルも呼び、全員が座るのを促し、物語の最後の部分を語る。 

 

３．再考察３．再考察３．再考察３．再考察    

(1)活動の展開（始め方） 

 山本らは、大人の劇鑑賞を刺激に劇遊びへとつなげようと、子ども達に出てこない大山羊に

なって欲しいと働きかけたが、実際には、数名の子どもが口々に「心配」と言ったり、参加す

ることを拒否し立ち上がらなかった子どもが出てしまった。 

 他の活動を見ると、同様に指導者が子ども達に劇遊びへの参加を口頭で促している例や、指

導者側が声をかけずとも自然発生的に始まった例が見られた。 

 そもそもは、劇遊びをどう開始し、どう軌道に乗せるかをつかみたかったため、指導者の言

葉がけや態度に注目しようとしていたのだが、他の例を見て、直接的な働きかけ方よりも、間

接的な環境設定の方にむしろ注目すべきであることがわかった。つまり、子どもの参加をどう

促すかではなく、子どもが参加したくてウズウズしてしまうような事前の仕掛けをどう作り出

せるかということである。 

 残念ながら、山本らの実践の中では重視していなかったが、他の活動では重要な扱いだった

ものの一つに「橋」がある。橋のある公園で自然発生的にごっこ遊びが始まった例が象徴的だ

が、たとえ機械的で無機質な橋でも、子どもの想像力というフィルターを通せば、トロルがい

る「橋」がそこに出現するのである。他の例でも「橋」を自分たちで作らせたり、予め「橋」

を何らかの形で保育室に出現させたりしていた。がらがらどんの世界観を呼び起こす「橋」と

いう要素を予め準備しておくことで、この作品の劇遊びを展開しようとする前から、子ども達

の期待感を既に高めておくことが期待できるのである。同様に、山羊の衣装や小道具も意図的

に子どもの目に触れるよう配置しておくことは非常に効果的であろう。 

 

(2)活動の展開（終わり方） 

 山本らは、物語の筋に沿ってトロルをやっつける計画を立て実行した。また、その方法とし

て、全員で大きな声をトロルにぶつけて倒すというやり方を選んだ。トロルはどう倒すべきな

のか。大きな声というや倒し方で果たして良かったのか。 

 他の活動を見ると、トロルをじゃんけん勝負で負かしたり、そもそも倒すのではなくて、勇
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気をもってトロルと対峙し、知恵でトロルをかわすことを課題としている例が見られた。 

 そもそもトロルは倒されなければならないという前提で考えていたので、トロルを倒さない

という課題設定は非常に新鮮に写る。おそらく対象である目の前の子どもの発達過程を考え、

彼らに対してどのような課題が必要なのかを判断することでトロルに求められる役割は変わっ

てくるのであろう。 

 じゃんけんは偶発的な要素が高く、活動のクライマックスにあたるような重要な場面におけ

る活用は、その方向性が定めづらくなるため敬遠していたが、トロルは「手の構造上、グーし

か出せない」
16)

やじゃんけんの終わる「タイミング」
17)

を指導者が決定する等の工夫によって、

機能的に用いることができることがわかった。つまり、じゃんけんのような活動を劇遊びに組

み込むことで、その方向性を安定させることが期待できるのである。ただ、別の視点で考える

と、あまりに予定調和的だとトロルを倒せるかどうかわからないというようなドキドキ感や、

そのトロルを乗り越えたことによる達成感を子どもが感じづらくなるかもしれない。トロルを

どう倒すかは次の課題として残ることになったが、トロルを倒さないという選択肢もあること

がわかり、劇遊びの多様性を改めて感じることができた。 

 

(3)子どもの役割 

 山本らは、子ども達全員に同じ大山羊としてトロルと対峙する役割を担ってもらった。ただ、

大山羊だけでは 3 匹の違いを表現することや 3 匹のかけあいを行うことができず、もしトロル

をやってみたいと思っていた子がいたのであれば、その機会を奪ってしまったとも言える。 

 他の活動を見ると、同様に子どもが大山羊だけになる例や、大中小の概念から外れた子山羊

（ゴロゴロドン）になる例、そしてトロルも含めて 4 つのグループを好きに選ぶという例があ

った。 

 やはりグループに分かれる場合は、3 匹の歩き方や声、橋のきしむ音の違いを楽しむ活動が

取り入れられていた。一つの役割だけではなく、様々な役になれるのは劇遊びのもつ面白さの

一つであろう。また、ゴロゴロドンのように思い切って違った切り口で展開することも新鮮で

ある。筋にとらわれない想像力溢れる展開が子ども達の中から生まれてくる可能性が高い。強

いて言うならば、好きな役割を選ぶというやり方は、人数の調整や衣装等の準備の折り合いを

どうつけるかという課題が残ろう。 

 

(4)指導者の役割 

 山本らは、3 人の指導者で進行役と山羊の仲間役とトロル役をそれぞれ担当した。実施した

活動は 3 人もいるから可能だったのであり、保育者が現場を切り盛りすることを基本とすると、

特殊な状況と言えるのかもしれない。 

 他の活動を見ると、一人で指導者が進行役（ファシリテーターとしての役割も含む）をした

り、二人の指導者で進行役と敵対者「チロル」役を行ったりする例があった。 

 指導者が複数の例も見られたが、基本的に一人で行う例が多数であった。一人で行う工夫を

言えば、指導者はトロルの声で子どもと交流していた。トロルの姿がそこになくても指導者の

声をトロルとして子どもが想像できれば指導者はトロルの役割を果たしていると言える。つま

り、一人で多様な役割をするためには、トロルを声だけで演ずる必要があるのである。ただ、

大人がいることで子ども達だけではつくり出せない劇的な展開が生み出せるのであれば、やは

り進行役とは別に指導者がいてもよいと思われる。 

 

(5)今後の指針 

 同様に劇遊びを保育現場で実施する際には、園側には読み聞かせだけではなく、がらがらど

んの「橋」を連想させる要素を意識的に保育室に設定してもらうことも依頼したい。そして可
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能であれば、がらがらどんごっこが子ども達の中で自然発生的に起こる状態を予めつくってお

きたい。 

 トロルの「声」の役割を果たすことで、指導者一人でも十分展開が可能であることがわかっ

た。ただ、大人がかかわることで劇遊びをより豊かにできるのであれば、今まで通り複数展開

を模索してもよいと考えられる。 

 

４．４．４．４．おわりにおわりにおわりにおわりに    

 『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づいて行った劇遊び実践を先行事例と比較する

ことを通して、今後の実践計画を立てる際の指針をまとめることができた。今回は深く掘り下

げることができなかったが、この作品の世界観をどのように捉えるかという重要な問題もまだ

残っている。この作品がもつメッセージを指導者としてどう捉えるかによって、その劇遊びの

展開も自ずと定まるのかもしれない。 

 今回の成果を生かして保育現場で実施し、その上で再度検討を行っていきたい。また、今回

の成果を学生向けの内容に書き直して、一つの絵本から複数の展開ができる例を示し、学生が

劇遊びの楽しさを感じることができるような保育者養成教材づくりにもつなげていきたい。 
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17) 前掲『演習 児童文化』、p.128． 

 

付記付記付記付記 

 第 2 項は、「『三びきのやぎのがらがらどん』の絵本に基づく劇遊び実践の再考察－多様な

先行事例との比較を通して－」『立教女学院短期大学紀要』44、2013 の内容を一部加筆修正し
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第第第第 3333 節節節節    教材としての教材としての教材としての教材としての靴下人形の靴下人形の靴下人形の靴下人形の研究研究研究研究    

「「「「「視聴覚教育」における靴下人形製作とその作品発表の意義と課題－学生によるふり返りの分析を中心に－（「視聴覚教育」における靴下人形製作とその作品発表の意義と課題－学生によるふり返りの分析を中心に－（「視聴覚教育」における靴下人形製作とその作品発表の意義と課題－学生によるふり返りの分析を中心に－（「視聴覚教育」における靴下人形製作とその作品発表の意義と課題－学生によるふり返りの分析を中心に－（2012012012014444）」より）」より）」より）」より    

 

１．１．１．１．研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的 

 保育における視聴覚教材の有益なものの一つに人形がある。それには見て楽しんだり飾って

楽しんだりする観賞用としての「ドール（doll）」と、子どもや保育者が活用して初めて価値が

生まれる「パペット（puppet）」があるが
1)

、保育においてはやはりパペットを重視すべきで

あろう。「視聴覚教育」の授業の中でもパペットを取り上げているが、講義形式の枠にとらわれ

ず、学生達に靴下人形を自作させ
2)

、最終的には、自作の靴下人形を使って、グループで子ど

ものための鑑賞作品をつくらせ、見せ合わせている。 

本研究の目的は、「視聴覚教育」における最終課題である靴下人形を使ったグループ発表とそ

の前段階である靴下人形製作に焦点を絞り、その授業内容と方法に関しての意義と課題を探り、

次年度以降へ向けての改善を図ることである。学生には授業後にふり返り票の提出を義務づけ

ている。そのふり返り票と最終課題後に課したレポートの記述に基づき、考察を行う。 

この授業の開講と同時期に幼稚園実習がある。学生が靴下人形を用いて園児とコミュニケー

ションや表現を行うきっかけをつくることができたらよいと願っている。そのような思いもあ

り、靴下人形製作とその作品発表を中心とした視聴覚教材の研究をこの授業の中核に据えてい

る。 

 

２．２．２．２．研究研究研究研究のののの方法方法方法方法 

 2013 年度の受講学生 157 名（2 クラス 78 名と 79 名）に対して、授業に関するふり返り票と

最終レポートを配布し、記述させた。その中で、靴下人形製作とその人形を使ったグループ発

表に対する意義と課題が記載されているものを抽出し、それに対する分析を行いながら考察を

行った。最終レポートの項目は「自分達の最終発表やその準備についてのふり返り」「他の人

たちの発表や準備についてのふり返り」「授業を通して、身についたこと、役に立ったこと」

「授業への要望、改善点」であった。ふり返り票には、感想や気づきなど授業後に書きたいこ

とを書かせた。 

    

３３３３．授業内容．授業内容．授業内容．授業内容（（（（靴下人形靴下人形靴下人形靴下人形に関する部分のに関する部分のに関する部分のに関する部分のみみみみ）））） 

 

第五週と六週の内容 前半チーム 

テーマ：靴下人形づくり（330 教室） 

内 容：靴下を主に使用した動物人形の作り方の説明、型紙作り、靴下にフェルトで装飾 

教 材：靴下人形、作り方が書かれた用紙 

補 足：実際に作る人形は『つくって遊ぼう布おもちゃ』
3)

に掲載されている靴下人形と、『別

冊・幼児の指導 やさしい手作り人形』
4)

に掲載されているパクパク人形を参考にした

ものである。パペットの製作に使用した材料は靴下・フェルト・方眼厚紙。補助材料

は木工用ボンド、道具はハサミである。見本を提示し、授業の流れの説明を行った。

以下に製作の段階を示す。厚紙を型に合わせて口の部品をハサミで切り取る。ボンド

で厚紙を貼り合わせる。厚紙の中央に折り目を付ける。靴下を裏側にして厚紙をボン

ドで貼り付ける。靴下を裏返す。丸めた靴下をもう一方の靴下の先端に詰める。手を

靴下に入れて動きを確かめる。プリントと参考作品をもとにして、何の動物を作るか

考える。動物の種類が決まったら目・鼻・口・耳の大きさ・形を考えてフェルトで作

る。片付け。未完成の学生には自宅で製作するように伝達した。 
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第八週の内容 

テーマ：影絵・人形遊びとパペット 

内 容：影で遊ぶ、影絵のやり方、人形遊びとは、パペットを使った子ども達の人形遊び（doll、

puppet）、さまざまなパペット（ロッド・パペット、ハンド・パペット、糸操り人形、

文楽（人形浄瑠璃）、スティックパペット、文楽・スタイルパペット、指人形／フィ

ンガーパペット、テーブル・パペット、ジャンク・パペット）、子どもの人形の捉え

方、アニミズム 

実 演：自作影絵劇『三びきのやぎのがらがらどん』 

教 材：影絵のインターネット映像
5)

、ビデオ『人形劇 おおかみと 7 ひきのこやぎ』（NHK 放

映）、影絵のやり方プリント 

 

第九週の内容 

テーマ：グループづくり 

内 容：靴下人形を活かした作品を発表するという課題の説明、昨年の映像の視聴、グループ

の決定、題材や方法の検討、役割の検討、次回までの宿題の確認 

教 材：自作 DVD「去年の授業発表映像」 

補 足：グループは７～８人くらいを推奨し、クラスごとに自分達で決めさせた。昨年度は、

仲間はずれの学生を作らないようにするということを条件に自由に決めることとなっ

たが、今年度は出席番号順でグループを機械的に決めることとなった。 

 

第十週と十一週の内容  

テーマ：グループ活動 

内 容：台本作り、背景・小道具製作、練習など 

補 足：模擬ではあるが子どもの前で行っているということを意識し、１グループで 10 分程度

の作品をつくることとした。必ず授業内で取り扱った人形やパネルシアター、劇、ペ

ープサートなどの視聴覚教材を活用すること。もちろん複合的に活用することも可と

した。そして、導入部分や作品の中のどこかで靴下人形を登場させることも義務づけ

た。作品の選択は自分達で行い、基本的に何でも良く、自作や既成にはこだわらない

ということを伝えた。ただし、他人が作った作品を無断で用いることだけは禁止した。

注意点として伝えたことは、発表舞台の大きさと比べて靴下人形は小さいので、靴下

人形のサイズに合わせて他の装置をつくると見づらくなるため、舞台の大きさをまず

確認すること。そして、大きい声でしゃべるためにはどうすればよいか考えること。

どうしても舞台の中でしゃべると声が小さくなるので、早く台詞を覚え自信をもって

しゃべれるように努力すること。リハーサルを必ず行うこと。人形の視線／目線を意

識すること。特に人形がどこを見ているのか、誰に向かってしゃべっているのかを観

客は気にするものであるということ。「あ」や「か」等の音の時に人形の口を開くよ

うにすると自然に見えるので鏡を使って練習することなどを伝えた。他にも事務的な

ことだが、特別なお金は無いので、紙とかは廃材や各自の余った材料を用いるなどの

工夫をすること。ピアノや CD を使うことは可能であるということも伝えた。 

 

第十二週と十三週の内容  

テーマ：最終発表 

内 容：グループごとに順番に発表。他の学生はそれを鑑賞。 

補 足：行った作品としては「ももたろう」「シンデレラ」「ブレーメンの音楽隊」や自作の

話などがあった。 



- 90 -

４４４４．．．．結果と考察結果と考察結果と考察結果と考察 

    

靴下人形づくり靴下人形づくり靴下人形づくり靴下人形づくり 

(1)意義 

 靴下人形づくりの意義に関して、以下のような記述があった。 

●目や鼻などの位置を変えるだけでパペットの顔の印象がとても変化するので考えて位置を決めるのがとて

もためになった気がしました。 

●パペットは初めて作ったのですが、こんなにも愛着のわくものだと思わなかったので、作ってみて良かっ

たなと思いました。 

●口がパクパク大きく開く形は、歯磨き指導などでも使えそうだし、子どものお友達としても活躍しそう。 

●不要になったものでも工夫をすれば、遊び道具になるので、他にも色々と作ってみたいと思いました。 

●たかが靴下でもちょっと工夫そして保育者が本当にかわいがってあげると、子どもたちも靴下ではなく人

形としてかわいがってくれました。 

●６月の観察実習で使いました。自己紹介をする際に「先生のお友だよー！」と紹介し、初めて出会う私に

も興味をもって関わってきてくれるようにしました。私が話す時と、靴下人形が話す時の声を変えることで

、子ども達が喜んで関わってくれました。毎朝子どもたちが来る前に様々な所に靴下人形を隠して、登園し

てきた子どもたちが探す楽しみを作っておきました。いつしかその靴下人形は「みーちゃん」と呼ばれ、子

どもたちの友だちになっていきました。自分で作った人形を喜んで関わってくれる子どもたちの姿を見て私

自身も嬉しく、子どもたちも楽しんでくれたので良かったです。 

 

 記述を見る限り、靴下人形づくりを通して、人形という視聴覚教材への興味や愛着が喚起さ

れたことがわかる。また、保育における人形の活用の仕方に対する意識を向かわせたこともわ

かる。特に身近にある様々なもので子どもに適した教材を自分でつくれるということを認識で

きたことは、長い期間、保育者として保育に携わる上で重要な意味合いをもつと考えられる。

廃材をいかに活用するかという視点をもった学生がいることは大変心強く思う。 

 幼稚園実習に靴下人形を持参し自分なりの工夫で活用したという学生が 20 人程度いた。うま

くいったという学生もいたし、うまくいかなかったという学生もいた。自分自身でも経験があ

るが学生にとって実習はとにかく不安であろう。実習で靴下人形を用いることができることで、

その不安が少しでも消せたらよいと思う。保育現場と実践的な学びの場である実習授業とのつ

ながりをもった「視聴覚教育」の授業展開ができるように今後も精進していきたい。 

 

(2)課題 

 靴下人形づくりの課題に関して、以下のような記述があった。 

●床に落ちているフェルトが気になったので、その掃除までこの時間でできたらいいな…。 

●子どもが手にとって振り回したりして遊んでいると、すぐに目が取れてしまったり、壊れてしまうので、

子どもに触れさせる時はパーツを縫ったりして、強化させる必要があるなと思いました。 

●私の作った靴下人形は、今話題のくまもんを作ってしまったので、「くまもんだー！」と…結果紙芝居ど

ころではなくなってしまいました。靴下人形の選び方も重要だなと思いました。 

●自己紹介の時に使ってみたいと思う。しかし、どう使ったらいいのか演じ方がわからない。 

●みんなでせっかく靴下人形を作ったので、見せ合う時間やそれぞれで交流する時間があっても楽しいかな

あと思いました。 

 

 製作後の掃除に関してだが、結果として授業の時間配分がうまくできずに掃除をする時間が
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ほとんど取れなかったことが原因であろう。靴下人形の強化に関しても同様であるが、１時間

で完成させるためにフェルト装飾を縫う形ではなく、ボンドで貼ることを推奨してしまってい

る。今後も１時間で完成させるようにするのであれば、強化をするための時間的余裕はない。

宿題にするということを前提に、後から縫うということを徹底させる工夫を考えなければなら

ない。 

 どのような動物の人形を製作してもかまわないと指導しているが、後のことを考えると、自

分が人形をどのように活用をしたいのかという視点を学生に投げかけておく必要があるという

こともわかった。 

 現状を言えば、人形を作った後に、それを活用する練習時間をとれていない。しかし、多く

の学生達は人形製作の次の時間にそれを使った活動を望んでいるということがわかった。これ

に関しては全体スケジュールを見直し次回以降に必ず改善をしていきたい。具体的な内容とし

て考えられることは、まず人形のプロフィールをつくらせ、グループでお互いに発表し合う。

具体的には人形に名前をつけさせて、その人形（動物）はどういう動きをするのか、どういう

声を発するか、話し方の特徴はどういうものであるか等を考えさせることである。それらを実

践させる際に、ちゃんと子どもの目線に合わせて会話ができるようにすることもさせたい。こ

れらをすることは結果的に、最終課題であるグループ発表にもつながっていくと考えられる。 

 

発表発表発表発表 

(1)意義 

 靴下人形を使ったグループ発表の意義に関して、以下のような記述があった。 

＜発表者側＞ 

●靴下人形を使った発表では、この手の動きでいかに靴下人形に息を吹き込むのか、生きているように見せ

るにはどうしたらいいのか、セリフがない部分でも、すごく考えさせられました。 

●ただ練習して間違えなくできるようになっただけでは心構えとしては足りないと知ることが出来ました。

その教材は子どもにどんなメッセージがあるか、教材研究をすることの大切さを学びました。 

●私は表現することがあまり得意な方ではないので、どうしたらよい表現が出来るのかと常に悩んでいまし

た。しかし、自分の持ち味を出したことをしたらいいのだと思いました。 

●「子どもが見やすく楽しめるためにはどんな工夫をしたらよいのか」など”自分たちが子どもの気持ちに

なって考える機会”が増えたように思います。 

●発表では、「人に伝えること」の難しさを学ぶことが出来ました。口を大きく開け、恥ずかしがらずに堂

々とやること、そして何よりも楽しむことが大切だと感じることが出来ました。 

●お昼休みに練習準備をしているグループが多くて、すごいなと思った。グループ内の一人の人がお客さん

として、正面から自分たちの発表を見て練習していて、見習いたいと思った。 

 

＜鑑賞者側＞ 

●劇発表など、人前で何か発表する時は、絶対に照れて笑ってはいけないことが分かりました。これは子ど

もたちの前ではしてはいけないなあと思いました。 

●私たちのグループでは考えつかなかったアイディアや工夫が見られて勉強になりました。発表の際には自

分が思っている以上に大きな声でやらないといけないのだと思いましたし、人はこのようなものを見てどん

な気持ちになるのか感じることが出来ました。もっと堂々とやったらいいのにな、とかこの角度だと見づら

いな、と思うこともあり自分がやる時にも気をつけなければいけないことが分かりました。 

●普段今日の授業の発表のような客観的に見るということがあまりないので、話ができていても、声が小さ

かったり、やり方によって見にくかったりなど、保育の現場で気をつけなければいけないことなどを感じま
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した。 

●子どもの目線に立って物事を捉えることの大切さを身を持って感じることが出来たと強く思った。自分自

身が「おもしろい！」と感じることで「子どもは普段、こういう気持ちで見ているんだ」という子どもの気

持ちを理解することにつながっていった。 

 

 記述を見ると、靴下人形を使ったグループ発表により、教材研究の重要性を認識させたり、

人形の操作技術を向上させたいという意欲を喚起させたことがわかる。また、表現することに

得意意識をもてない学生、グループ活動が苦手な学生が装置や小道具の製作等で自己発揮でき

る役割を見つけられたということも評価できるであろう。 

 視聴覚教育を扱う授業として考えると、活動を通して、人に伝えることや子どもを意識した

表現を行うことの重要性を認識できたという意見があったのは大変意義深いものであろう。も

ちろん、発表の技術的な面としては、声が小さかったり何を言っているのかわからなかったり、

無駄に人形を動かしてしまったりと課題は多々あるが、お互いに見せ合うことで、刺激となり、

“人の振り見て我が振り直せ”ではないが、単に鑑賞者の立場からではなく発表者の立場から

も、何がよくて何が悪いかを客観的に判断する機会を与えているように思う。鑑賞者の立場か

ら伝わらないことを一方的に批判するのではなくて、自分達が発表者となった時にはそうなら

ないように気を付けようとする態度を育てることはとても重要であろう。興味深い意見として

は、自分達が見ていて飽きてしまうものは、子どもが見ても飽きてしまうのではないかという

ものである。一概にそうとは言えないが、視点としてはとても面白い。 

 

(2)課題 

 靴下人形を使ったグループ発表の課題に関して、以下のような記述があった。 

●最終発表の靴下人形劇において、グループは、出席番号順ではなく、自由にしてほしかった、自由にした

方が、発表の中身のレベルももっと高くなるし、取り組む姿勢ももっと良くなると感じた。 

●学校の図書館から借りたもので発表しているグループもあり、皆テスト前なので色々工夫しているなと思

いました。 

●残念だった点としては、とても面白い人形劇を上演されているのに声が小さくて聞こえにくかったことで

す。周りの観客の姿勢の態度も２回目の授業の際は特にうるさかったことも残念でした。 

●自分達の発表を振り返る、という時間がもう少し欲しかったです。できれば他のグループからの意見をも

らってそれについて話し合ったり、メモを残したりすることで後で考察力が身につくと思います。 

●グループワーク（最終の発表の準備）の時間をあと１時間くらい取ってもらうか、同じ２時間でも、もう

少し前にやらせてもらえるようにすると、テストやレポートの前に空き時間や昼休み時間などを発表準備に

費やすことが減るような気がします。 

 

 グループ活動は達成感を感じることができる有益な学習方法である。しかし、それを苦手と

する学生が必ずいる。意見にあるようにグループを自由にすれば問題が解決するかどうかはわ

からないが、グループをどのように決めるかというのは課題である。学生達の様子も見ながら、

今後も検討していきたい。 

発表の題材や素材は、誰かの製作物を無断で用いなければ何でもよく、もちろん既成のもの

でもよいとしていた。ただ一方で、製作を一生懸命やっているグループもあり、結果としての

完成度や取り組む姿勢を見比べると、既成を扱っているグループの熱量は総じて低い。できれ

ば今後は既成を禁止したいところではあるが、学期末の最中に製作を強いることにもなってし

まう。これについても次年度の学生の様子を見ながら、検討していきたい。 

 鑑賞の態度が悪いというのは問題であり、最中に試験勉強的なことをしている学生の様子も
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多々見られた。ただ、一方で発表の魅力があまり無いというのにも関連があるように思う。発

表者と鑑賞者の両方の立場の経験をするのであるから、自分が終われば後はどうでもいいと考

えるのは保育者の態度として恥ずべきものであるということをしっかりと指導していきたい。 

 意見としてかなり多かったのが、発表が終わった後の反省会をグループでしたいというもの

であった。そして、準備の時間をもう少し増やして欲しいというものも多かった。これらは全

体の時間配分の問題があり、頭が痛いところである。ただ、グループ発表を強いているのであ

るから、個々のレポートによるふり返りだけではなく、グループで反省をする機会をもうける

ことはやはり必要であろう。発表は映像記録として撮っている。時間的な制約もあるがそれを

見せて反省の動機づけをさせたりと、いろいろな工夫を考えていきたい。反省会の枠を捻出で

きるように次年度以降の内容を考えていきたい。 

 

５５５５．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに 

 授業において靴下人形づくりを展開することで、学生達に人形への興味や愛着を喚起し、身

近にある様々なもので子どもに適した教材をつくれるということを学生達に認識させられると

いうことがわかった。また、最終課題としてお互いに人形を使った作品を見せ合うことで、伝

わる・伝わらないということを発表者と鑑賞者両方の立場から経験させることができるという

ことがわかった。靴下人形の製作とその発表は視聴覚教材に対する具体的な理解を深めるには

適した活動の一つと言えるのではないだろうか。 

 多くの学生達が望んでいたことは、人形を作った後にそれを活用する練習時間と最終発表が

終わった後にグループで反省する時間が欲しいということであった。これらは全体スケジュー

ルの見直しをすることで改善が可能となることであり、次年度以降に向けて変更できるよう検

討をしていきたい。やった。 

 本研究を通して授業の意義と改善点を見いだすことができた。これらをきっかけに今後もよ

りよい授業ができるよう授業内容の更なる精選と見直しを継続的に行っていきたい。 

 

引用文献引用文献引用文献引用文献 

1) 小川清実他『演習 児童文化』萌文書林、2010、p.117 

2) 桜井剛・山本「保育者養成におけるコミュニケーション能力の育成に関する研究－保育教材とし

てのパペットの製作と活用を通して－」『保育士養成研究』29、2012、pp.31-37 において先行

的に実践を行っている。 

3) 真宮美奈子『ビジュアル版・プロ保育者へのステップ 2 つくって遊ぼう布おもちゃ－子どもと

のコミュニケーションのために－』明治図書出版、2000 

4) 学習研究社『別冊・幼児の指導 やさしい手作り人形 あなたの保育のかわいいアシスタントた

ち』学習研究社、1982 

5) かかし座「手影絵パフォーマンス映像」www.youtube.com/watch?v=MWPz99nUIWM 

 

付記付記付記付記 

 第 1 項は、「「視聴覚教育」における靴下人形製作とその作品発表の意義と課題－学生によ

るふり返りの分析を中心に－」『立教女学院短期大学紀要』45、2014 の内容を一部加筆修正し

たものである。 
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第第第第 4444 節節節節    教材としての教材としての教材としての教材としての学生の学生の学生の学生の愛好歌の活用愛好歌の活用愛好歌の活用愛好歌の活用    

「学生の内的メッセージを愛好歌から探る－「劇表現指導法」の教材開発の手がかりとして－（「学生の内的メッセージを愛好歌から探る－「劇表現指導法」の教材開発の手がかりとして－（「学生の内的メッセージを愛好歌から探る－「劇表現指導法」の教材開発の手がかりとして－（「学生の内的メッセージを愛好歌から探る－「劇表現指導法」の教材開発の手がかりとして－（2012012012012222）」より）」より）」より）」より    

    

１．１．１．１．研究の目的研究の目的研究の目的研究の目的    

 学生が自身にとって思い入れのある物を手に持ちながら、クラスメイトに３分間のスピーチ

を行う活動（ショウ・アンド・テル）の実践研究を自己表現の視点から行ったことがある（山

本 2009）。今回はその継続的な観点で、学生の愛好歌に注目し、学生の中にあるメッセージと

そうなるに至ったきっかけに焦点を当てて探っていきたい。 

 幼児の表現指導に際しては、結果よりも過程の充実、表現の源と密接につながっている感性

や感情、感覚を豊かにする働きかけが重要であり、学生にも改めてそれを意識させる機会が必

要である。特に過程を重視した劇表現の中では、学生の生活経験や感覚記憶を想起させること

が不可欠である。養成校の教員としては、学生に表現活動を体験させる際に彼女たちの心の琴

線に触れるような題材や教材を提供していく必要があろう。 

 そこで本研究では愛好歌の調査を通して、学生が何に支えられているか、大事に思っている

か、そのメッセージを確認する。その上で、それを「劇表現指導法」の中でどう扱っていくか、

展開方法や教材開発の糸口を探ることを目的としたい。演劇作品や美術作品ではなく学生の愛

好歌を選んだ理由は、美術館や劇場へ行き愛好作品を鑑賞するという機会のない学生はいるか

もしれないが、歌に関しては普段から携帯音楽プレーヤー等で聴いている様子を多々見かける

ため、敷居が低いと考えたためである。 

 

２．２．２．２．研究の研究の研究の研究の方法方法方法方法    

 保育者養成校である東京都のR短大の2年生 160名に平成24年 6月に記述式で愛好歌に関す

るコメントを寄せてもらった。調査項目としては、自分の愛好歌が伝えているメッセージ、そ

の歌との出会い、なぜその歌が好きなのか、であった。メッセージに関するコメントの中から、

キーワードを抽出して分類し共通項で整理を試みた。 

 

３．３．３．３．結果と考察結果と考察結果と考察結果と考察    

(1)学生が大事にしているメッセージ 

 学生の愛好歌の中で重複しているものを表１として抜粋した。同世代ということで重複を予

想していたがさほどでもない印象である。学生のコメントを分類した結果、大きく分けて４つ

のメッセージに分類できた。 

 ①ありのままの自分でいよう。これに関しては、素直で、自分らしく、勇気・自信をもって、

自分を表現しよう、等がキーワードとして述べられていた。また、自分を変えたい、変わりた

い自分像があれば、変えることができる、というのもあった。 

 ②誰かとの絆は必ずある。これに関しては、孤独に負けるな、一人じゃない、友達・家族・

恋人・周りの人で君のことを思っている人がいる、例え離れ離れになっても気持ちは通じてい

る、変わらない絆がある、等がキーワードとして述べられていた。 

  ③前向きに進もう。これに関しては、それぞれに悩みがある、つまずいてもいい、希望を捨

てずに、あきらめなければ望みは叶う、笑顔で、前に進もう、等がキーワードとして述べられ

ていた。 

  ④大事なことに気づこう。これに関しては、日常の何気ないこと、当たり前に思っているこ

とこそ大事、自分と違う人がいてもやさしさや思いやりの気持ちで乗り切ろう、等がキーワー

ドとして述べられていた。 

 表１の歌が学生の愛好歌になったのは「歌詞と同じ感情や状況だったから、自分におきかえ

てしまった」や「この歌は私のことを歌っている」というコメントからもわかるが、歌と自分
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の状況との共通点を見い出し、共感の気持ちが生じたためであろう。また、「大切な人との別

れはつらいだろうなと他人ごとのように考えていましたが、私自身にも昨年大切な人との突然

の別れがありました。そんな経験をしてから、ただの歌が、私にとって大切な歌に変わりまし

た」のように、他人事から自分事に変わった瞬間にその歌が関連した結果、大切な歌となった

のであろう。 

 これらのメッセージによって学生達は「今は一人暮らしをしているが、私を支え続けてくれ

る人や環境があるということを気づかせてくれる」、「大きな壁にぶち当たっている時にこの

歌に出会った。レギュラーチームよりも難しい部門で全国大会に出場できたのは私の誇りだ」

と歌から日常の壁を乗り越えるエネルギー源を得ていることがわかる。また「私の毎日には欠

かせない存在の曲です」と日常の中に歌が溶け込んでしまっている人もいることがわかる。 

 

(2)劇表現への発展 

 これら愛好歌の中のメッセージは同世代の学生達の生活経験と密接に関連し、悩みや喜び、

葛藤の気持ち、辛い思い出・楽しい思い出等を彼女達に想起させ、共感を生み出すことが期待

できる。そのため「劇表現指導法」においても重要な意義をもつメッセージといえよう。特に

学生の自己表現欲求や他者との交流意欲を刺激することが期待できる。 

 また、愛好歌そのものにも劇表現のための教材としての可能性を感じた。それは「今ふと聴

くと、高校を卒業したときの気持ちに戻ることができる」や「歌詞の心への響き方が変わって

きたことが、自分が成長したと思えて嬉しく感じる」というコメントからも読み取れるが、当

時の記憶を感覚的に蘇らせたり、当時の自分を客観的に見る機会をつくることが期待できるた

めである。 

 「劇表現指導法」での具体的な展開としては、愛好歌に関するコメントを読みあう、口頭で

発表しあう、実際に聴きあう、伝えようとしているメッセージや体験談を交流し共有しあう等

が考えられる。その上で歌と最初と出会った場面、メッセージに触発されて行動した場面、そ

の歌と縁が深い過去および未来の瞬間等をストップモーションや即興で演じたりすることが考

えられる。関連コメントの中には「高校 3 年生の引退試合前に当時の部長から私が普段は聴か

ないような曲を突然 iPod で聴かせられた」場面や、「歌を聴いて母が父のことを思い涙したの

を見て『夫婦っていいものだな、自分も結婚したら聴いて涙するのかなあ』」と思い描く場面

があった。中でも、誰か一人の経験を活かした場面であれば、本人はその中に入らずに、別の

人に本人役をやってもらうという手法も活用できる。本人は客観的にその状況を振り返ったり、

当時もしくは未来の自分に励ましや叱咤の言葉をかけることもできる。関連コメントとしては

「その頃の自分は 17 歳は全くスウィートなんかじゃないと残念に思っていたが、今はあの頃を

肯定できる」「こんな将来が私にも待っていればいいな、と望んでしまいます」というのがあ

った。 

 教材化にあたっては、繰り返し展開し精査していく中で、何か定番的な愛好歌が見つかるの

であれば、その歌を教材とすることができよう。また、愛好歌について、どういう聞き方をす

れば劇表現へ繋げやすいか、そのシートのフォーマットを整理し活動につなげられるようにし

ていくことも重要であろう。一連の流れとして実践を積み重ね記録をしていく中で、教員用の

指導用教材開発にもつなげていきたい。 

 

４．４．４．４．まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題    

 今回、学生に愛好歌を聞く際にエピソードという曖昧な形で尋ねてしまった。劇的な表現に

つなげることを念頭におくのであれば、出来事や行動に特化した尋ね方をすべきだった。 

 調査として、学生の経験談や愛好歌の詞を読んだり、実際に聴いてみたりしたが、自分自身

でも学生に共感の思いを抱いた。そして、その思いを学生に伝えたところ、また、学生からも
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私の思いに対する反応が寄せられた。些細なことかもしれないが、保育者養成の中で、教員と

学生、学生と学生の間でこのような交流の機会をできるだけつくることが大切なのかもしれな

いと感じた。また、「なぜ好きなのかは正直分かりません。でも初めて聴いたときに涙が出た

のを思えています」というコメントもあったが、この分野は言葉で説明することが難しいのか

もしれないということを改めて感じた。 

 

 

表 5-1 学生の愛好歌（重複曲のみ抜粋） 

    

付記付記付記付記 

 第 4 節は、「学生の内的メッセージを愛好歌から探る－「劇表現指導法」の教材開発の手が

かりとして－」『全国保育士養成協議会研究発表論文集』51、2012 の内容を一部加筆修正した

ものである。        

回 曲名 アーティスト

6 栄光の架橋 ゆず

3 Best Friend Kiroro

3 私たち 西野カナ

2 ハピネス AI

2 GIFT

2 終わりなき旅

2 I Was Born To Love You Queen

2 ふたりごと RADWIMPS

2 世界に一つだけの花

2 君は君だよ

2 ありがとう いきものがかり

2 仲間 ケツメイシ

2 もっと遠くへ レミオロメン

2 福笑い 高橋優

2 僕が一番欲しかったもの 槙原敬之

2 サクラ咲ケ 嵐

Mr.Children

SMAP
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第第第第 5555 節節節節    補助補助補助補助教材開発の試み教材開発の試み教材開発の試み教材開発の試み    

 A 短大における「劇表現指導法」で補助的に活用した教材に関して、第 1 項では、授業後に

学生が書いたコミュニケーション・ペーパーを中心に考察を行った。第 2 項では、ペーパーと

それに対して指導者が毎時間にコメントを返答した配布資料（A3）を掲載した。第 3 項では、

授業の補助教材として作成した、起承転結型展開記入シートのブランクと研究協力者の下川涼

子が作成した提示例を 2 つ掲載した。第 4 項では。授業内配付資料として、第一回目に配布し

た授業の意義（効能という表記）、授業でのルールを資料として掲載した。 

    

第第第第 1111 項項項項    教材開発の視点教材開発の視点教材開発の視点教材開発の視点    

「学生の主体的参加を促す保「学生の主体的参加を促す保「学生の主体的参加を促す保「学生の主体的参加を促す保育内容（劇表現）の教材に関する研究（育内容（劇表現）の教材に関する研究（育内容（劇表現）の教材に関する研究（育内容（劇表現）の教材に関する研究（2012012012013333）」より）」より）」より）」より    

    

１．研究の背景と目的１．研究の背景と目的１．研究の背景と目的１．研究の背景と目的 

 有明教育芸術短期大学では、音楽や造形、身体表現と共に演劇的な内容も領域（表現）の重

要な要素として捉え、「保育内容（ドラマ表現）」という授業が選択必修科目として開講され

ている。 

 ここでいう演劇的な内容とは、何かを見立てたり、他の誰かになってみることを楽しんだり

する劇的な遊びや、自分達の経験や絵本をモチーフに即興的な劇表現をすることがその中心で

ある。劇上演をすることを主眼としてはいない。 

 15 回の授業の中の前半部分では劇的な自己表現体験を級友と共に積み重ねることを目指し、

後半では幼児を想定した模擬的な劇活動を保育者の立場で展開することを課題としているのだ

が、それへの主体的参加を促すことの難しさも感じている。その要因の一つは、音楽や造形等

と異なり、そもそも初等中等教育のカリキュラムの中に劇的な活動が位置づいていないため、

学生にとって馴染みが薄い場合が多いということ。もう一つは、1 年前期の演習科目のため、

保育実習もまだ未経験で、子どもや保育の実態を体感しておらず、この授業の意義が理解でき

ない学生が多いということを挙げることができる。 

 もちろん感覚的に理解でき、活動の本質を瞬時に捉え、言語化できる学生もたまにいる。た

だ、学生の経験や実力は基本的にばらつきがあり、そのばらつきは改善することが難しい。ま

た、カリキュラムを早急に変えるのも望めない。 

 そう考えるとやはり指導の工夫に頼るしかないが、以前、保育現場での実践を活かした自作

教材を用いることの意義を探ったことがある。本研究はその延長であり、その教材づくりに協

力してくれた下川涼子（アートインライフ）にゲスト講師として数回授業への参加を依頼した。

自作教材の視聴をふまえて、それと同様の体験を学生にさせることで体験的理解をより促すこ

とができると考えた。そして、それを補うための教材として、「起承転結型展開記入シート」

と「コミュニケーション・ペーパー」を用いることとした。前者は保育展開案を起承転結の流

れで記入させて劇的活動の展開をはっきりとするよう工夫したものである。参加者の湧き起こ

る感情を想定し書き入れる欄があることも特徴である。下川が実際に学生に展開した内容を例

として配布した。後者は、学びのふり返りを授業後に書かせ、次の授業までにその内容を打ち

込み、それに対する指導者の意見や返答を入れて授業の最初に渡したものである。意図として

は、不明な点を不明なままにしないようにし、指導者の反応があることで活動に主体的に取り

組む動機づけになるのではないかと考えたためである。 

 本研究は、「保育内容（ドラマ表現）」で使用した教材の学習効果、特に主体的参加を促す

という点を考察することを目的とする。中でもコミュニケーション・ペーパーに焦点を当てる。 

 

２．授業の概要２．授業の概要２．授業の概要２．授業の概要 

 授業はワークショップ形式で、導入、展開、ふり返りを 1 コマの基本的な流れとしている。
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活動の中で何を感じたか、どんな発見があったか等をふり返り、それを共有する機会を設ける

ことで学びにつなげようとしている。 

 本研究で対象とする 2013 年度の授業に関して言えば、1 年生の前期に 2 クラス開講（選択必

修）。ダンス演習室にて約 30 名ずつが受講している。協力者の下川は第 9 回、11 回、13 回に

参加。15 回にも参加予定である。下川が参加の場合には下川が主講師、山本が補助講師に回る。

最終課題として、絵本や紙芝居に基づいた全員参加型劇あそびの模擬的展開をグループで行う

ことを設定した。その評価基準は、保育者役として、子ども役を目の前にして活動を成立させ

ること。保育者役として劇的な表現活動を展開することができること。子ども役の表現を臨機

応変に受け止め、それに対して返すことができることと説明した。 

 下川が参加した 9 回から 13 回までの主な内容を以下にまとめる。9 回目はコミュニケーショ

ンが成立している状況・していない状況をテーマに下川と学生との関係づくりを主眼に置いた

活動を行った。10 回目は、前述の自作映像教材を視聴させ、同様の内容を自分達で行うという

説明を行った。11 回目は、下川指導による「てぶくろ」と「おおきなかぶ」の絵本に基づく劇

遊び体験、その後、グループと作品決めを行った。なお作品に関しては「金のがちょう」、「か

いじゅうたちのいるところ」、「11 ぴきのねこシリーズ」、「おおかみと７匹の子ヤギ」、「お

さるとぼうしうり」を推奨し、それ以外も含めて自分達で決めさせた。12 回目は、役割分担や

具体的な展開の流れを自分達で詰めた。13 回目は、実際に動きながらのリハーサルを行った。 

 

３．方法３．方法３．方法３．方法 

 指導法的な内容に移行した 10 回から 13 回目のコミュニケーション・ペーパーを分析し、そ

の教材の学習効果、特に主体的参加を促すという点を考察した。ペーパーの記載事項は、「指

導的な立場で活動を展開する上で不安はあるか」、「その他、気づいたこと、大事だと思うこ

とはどういうことか」の 2 点であった。 

 

４．結果と考察４．結果と考察４．結果と考察４．結果と考察 

 10 回から 13 回目のコミュニケーション・ペーパーにおける全体的な変容を見ると、10 回目

では「緊張するので一人で前に立たせないようにして下さい」、「どう表現したらいいかわか

らないです。演技力がないです」、「今日見た３匹のやぎのがらがらどんみたいにこれから私

達も同じことをするのできちんと出来るか不安だなと思いました」のような漠然とした不安を

書く学生が多かったが、実際に体験したり、グループワークを積み重ねた結果、「起承転結を

考える際に少し詰まるところがあったらアドバイスなどをもらいたいです」、「紙芝居を読む

のにあたって、劇遊びをどうやったらみんなが動いてくれるか、話に入ってくれるかが不安で

す」のように具体的な不安が書かれるようになっていった。 

 また、それと関連して、10 回目では前向きに取り組みたいというものはほとんど見られなか

ったが、「参加の劇はみんなで楽しめるので良いと思った。色々な劇を体験したいと思った」、

「グループでやるのは、苦手でした。でもどんどんグループの中で楽しめることができました」

のようなものがだんだんと増えていった。 

 当初は、コミュニケーション・ペーパーの中の指導者のコメントに促され、だんだんと学生

の書く分量が増えたり、内容が精選されていくのではないかと想定していたのであるが、回を

重ねることで、逆にその分量はだんだんと減っていった。また、内容も精選されてきていると

いう判断ができないものになってしまった。その理由としてはグループワークやリハーサルの

時間を十分に確保できず、コメントを書く時間を確保できなかったことが大きいと考えられる。 

 非常に興味深かったのは、指導すべき点を明確にするために不安な点を書かせることを促し

たのであるが、11 回目からはその不安を自分達で打ち消すかのように、「自分達もしっかり子

どもの目線で物事をみたり、子どもの感覚を持ちながら一緒にやるのが大切だと思った。」、
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「子どもが参加してもしなくても大丈夫のようにいろいろなパターンを作っていてすごいと思

った。正解がたくさんある表現を使うべきだと思った。」、「みんなのやる気を動かすために

まず自分の元気、やる気が大事なのかなぁと思いました」のような意見が見られるようになっ

たのである。特に指導者側は促したわけではない。当初は、指導者と学生の間でのコミュニケ

ーションを促すという設定であったが、結果的に学生同士の交流を促すことになった。学生に

とって馴染みが薄く、とっつきにくい活動を自分達なりに積極的に理解しようとする姿勢が垣

間見られた。学生の授業への主体的な参加が促された一例と言えよう。 

 

５．５．５．５．おわりにおわりにおわりにおわりに 

 教材に関する研究であったが、現在進行中の授業を対象としてしまったため、「起承転結型

展開記入シート」や最終レポートに基づく成果の検証ができず、コミュニケーション・ペーパ

ーのみを取り扱う部分的なものとなってしまった。今後は、もう少し包括的に教材の学習効果

を探っていきたい。 

 コミュニケーション・ペーパーの内容を精査することで、Q＆A 方式の説明教材として今後発

展できると考えられる。学生のコメントを活かしていくような説明教材をつくることは学生に

とってわかりやすいものになるであろう。今後の継続課題としたい。 

    

付記付記付記付記 

 第 1 項は、「学生の主体的参加を促す保育内容（劇表現）の教材に関する研究」『全国保育

士養成協議会研究発表論文集』52、2013 の内容を一部加筆修正したものである。 

    

    

第第第第 2222 項項項項    コミュニケーション・ペーパーコミュニケーション・ペーパーコミュニケーション・ペーパーコミュニケーション・ペーパーととととそれに対する指導者のそれに対する指導者のそれに対する指導者のそれに対する指導者の返答返答返答返答資料資料資料資料    

コミュニケーション・ペーパーは A4 の大きさで配布した。それに対する返答は A3 の大きさ

で次の授業に際して、最初の時間に配布し目を通させた。太字でイタリックの文字となってい

るのが、学生が書いたコメント。→以下が指導者の書いた返答である。 
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●●●●「保育「保育「保育「保育内容（ドラマ表現）」６／１２ふり返りへの返答内容（ドラマ表現）」６／１２ふり返りへの返答内容（ドラマ表現）」６／１２ふり返りへの返答内容（ドラマ表現）」６／１２ふり返りへの返答                                                    ２０１３２０１３２０１３２０１３    ６／１９６／１９６／１９６／１９配布配布配布配布    

＜指導者としての皆さんの表現、演技、指導＞ 

・これから課題が始まりますが、お題の演技について少し不安なところがあるので、どのようにしたら・これから課題が始まりますが、お題の演技について少し不安なところがあるので、どのようにしたら・これから課題が始まりますが、お題の演技について少し不安なところがあるので、どのようにしたら・これから課題が始まりますが、お題の演技について少し不安なところがあるので、どのようにしたら

演技力を高められるかおしえていただきたいと思います。演技力を高められるかおしえていただきたいと思います。演技力を高められるかおしえていただきたいと思います。演技力を高められるかおしえていただきたいと思います。    

・それに必要な表現力を身につけなければならないと思う。・それに必要な表現力を身につけなければならないと思う。・それに必要な表現力を身につけなければならないと思う。・それに必要な表現力を身につけなければならないと思う。    

・きんちょうするので一人で前に立たせないようにして下さい・きんちょうするので一人で前に立たせないようにして下さい・きんちょうするので一人で前に立たせないようにして下さい・きんちょうするので一人で前に立たせないようにして下さい    

・どこまで話をわかりやすく伝えられるか、表現力があまりないので心配です・どこまで話をわかりやすく伝えられるか、表現力があまりないので心配です・どこまで話をわかりやすく伝えられるか、表現力があまりないので心配です・どこまで話をわかりやすく伝えられるか、表現力があまりないので心配です    

・わかりやすく、大きい動きをするのは・わかりやすく、大きい動きをするのは・わかりやすく、大きい動きをするのは・わかりやすく、大きい動きをするのはやっぱりむずかしいし、園児にもちゃんとつたえられるか不安やっぱりむずかしいし、園児にもちゃんとつたえられるか不安やっぱりむずかしいし、園児にもちゃんとつたえられるか不安やっぱりむずかしいし、園児にもちゃんとつたえられるか不安    

・どう表現したらいいかわからないです。演技力がないです・どう表現したらいいかわからないです。演技力がないです・どう表現したらいいかわからないです。演技力がないです・どう表現したらいいかわからないです。演技力がないです    

・先生役を上手くできるかが心配です・先生役を上手くできるかが心配です・先生役を上手くできるかが心配です・先生役を上手くできるかが心配です    

・大きく体が動かせない。表現が上手くできるか・大きく体が動かせない。表現が上手くできるか・大きく体が動かせない。表現が上手くできるか・大きく体が動かせない。表現が上手くできるか    

・ガラガラドンみたいにやるのはむずかしいと思った。演技力がありません。不安です・ガラガラドンみたいにやるのはむずかしいと思った。演技力がありません。不安です・ガラガラドンみたいにやるのはむずかしいと思った。演技力がありません。不安です・ガラガラドンみたいにやるのはむずかしいと思った。演技力がありません。不安です    

・演技力がありません。どんな風に表現したらいいか不安。演技力のコツ・演技力がありません。どんな風に表現したらいいか不安。演技力のコツ・演技力がありません。どんな風に表現したらいいか不安。演技力のコツ・演技力がありません。どんな風に表現したらいいか不安。演技力のコツ    

・子どもたちと楽しく運動（体表現）をする上で、どういう動きを・子どもたちと楽しく運動（体表現）をする上で、どういう動きを・子どもたちと楽しく運動（体表現）をする上で、どういう動きを・子どもたちと楽しく運動（体表現）をする上で、どういう動きをしたらよいかしたらよいかしたらよいかしたらよいか    

・今日・今日・今日・今日見たビデオみたいに、ものを演じることが苦手なので、自分にもきちんと出来るかが心配です見たビデオみたいに、ものを演じることが苦手なので、自分にもきちんと出来るかが心配です見たビデオみたいに、ものを演じることが苦手なので、自分にもきちんと出来るかが心配です見たビデオみたいに、ものを演じることが苦手なので、自分にもきちんと出来るかが心配です    

→演技ということに関して皆さんが心配していることがわかりました。ドラマ表現で求める演技というの

をはっきりさせないといけませんね。詳しくは次の「恥」の項目のところで少し書きましたので参考にし

てください。指導者にとって一番大事なのは演じるということよりも、遊び心だと思います。自分がやっ

ていることを面白がれるかということです。付け加えていえば、それが独りよがりではなくて他の人にも

楽しさを伝染させられたらよいです。 

この授業で求めていることは、表現うんぬん以前に、人前に立ってみることです。そこで自分がすべ

き役割をしてみて、相手に何が起きるかを感じてみることです。もちろん、緊張するでしょうし、得意不

得意もあるでしょう。ただ、役者はもちろん、保育者にもこの人前で立つという要素は多分に求められ

ます。 

何事も初めからうまくできる人はいません。ベテランだって知らん顔していますが、初めはできない若

手だったはずです。皆さんがもっていて、ベテランにないものは若さ・エネルギーです。それは絶対

に皆さんにはかないません。子どもはそれを欲しています。自信と過信は紙一重ですが、若い皆さん

は過信するくらいでちょうどいいのかもしれません。 

 

・恥をすてれば楽しい。体を動かすっていい・恥をすてれば楽しい。体を動かすっていい・恥をすてれば楽しい。体を動かすっていい・恥をすてれば楽しい。体を動かすっていい    

・何事もはずかしがらずにやることが大切だなと思いました・何事もはずかしがらずにやることが大切だなと思いました・何事もはずかしがらずにやることが大切だなと思いました・何事もはずかしがらずにやることが大切だなと思いました    

・ビデオでは、何かになりきることは、演じるうえで大切なんだなと思いました。いろいろなことに経験・ビデオでは、何かになりきることは、演じるうえで大切なんだなと思いました。いろいろなことに経験・ビデオでは、何かになりきることは、演じるうえで大切なんだなと思いました。いろいろなことに経験・ビデオでは、何かになりきることは、演じるうえで大切なんだなと思いました。いろいろなことに経験

していきたいですしていきたいですしていきたいですしていきたいです    

→恥の気持ちを無くすことはできないと思います。また、無くしてしまってはいけないと思います。なり

きる（トランス状態／自己喪失）というのも同じだと思います。なりきてしまう＝特殊な状況です。たぶ

ん、ドラマ表現で大切なのは、複数の状態／状況を同時にやってしまえることだと思います。本人と

しての自分、指導者としての自分、大人としての自分等を共有している状況です。つまり、演じるとい

うことにも関係があると思います。時々、目の前の一つのことしか自分は集中出来ないという人もいま

すが、何かになるというのは、自分を保ちながら、他の人物になるということです。それを行うためには

、自分の心や気持ち、そして身体をコントロールできるようになる必要があるのでしょう。 
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＜ちゃんと子どもとコミュニケーションできるか、活動を成立させられるか＞ 

・子どもとのかかわりかた、子どもの興味ややる気を大きくするような表現が知りたいです・子どもとのかかわりかた、子どもの興味ややる気を大きくするような表現が知りたいです・子どもとのかかわりかた、子どもの興味ややる気を大きくするような表現が知りたいです・子どもとのかかわりかた、子どもの興味ややる気を大きくするような表現が知りたいです    

・子供との接し方、きんちょうしないか、仲よくなれるのか。芸術の人は、自分ぐらいで、少なく、こうゆ・子供との接し方、きんちょうしないか、仲よくなれるのか。芸術の人は、自分ぐらいで、少なく、こうゆ・子供との接し方、きんちょうしないか、仲よくなれるのか。芸術の人は、自分ぐらいで、少なく、こうゆ・子供との接し方、きんちょうしないか、仲よくなれるのか。芸術の人は、自分ぐらいで、少なく、こうゆ

う体験をしたことがないから、全体的には不安です。う体験をしたことがないから、全体的には不安です。う体験をしたことがないから、全体的には不安です。う体験をしたことがないから、全体的には不安です。    

・子どもたちとうまくコミュニケーションをとれるか・子どもたちとうまくコミュニケーションをとれるか・子どもたちとうまくコミュニケーションをとれるか・子どもたちとうまくコミュニケーションをとれるか    

・うまくみんなの意見をとりいれることができるのか・うまくみんなの意見をとりいれることができるのか・うまくみんなの意見をとりいれることができるのか・うまくみんなの意見をとりいれることができるのか    

・子どもたちがちゃんと楽しめるか不安です・子どもたちがちゃんと楽しめるか不安です・子どもたちがちゃんと楽しめるか不安です・子どもたちがちゃんと楽しめるか不安です    

・自分だけが楽しむのではなく、どうやってみんなで楽しめるか学びたい。・自分だけが楽しむのではなく、どうやってみんなで楽しめるか学びたい。・自分だけが楽しむのではなく、どうやってみんなで楽しめるか学びたい。・自分だけが楽しむのではなく、どうやってみんなで楽しめるか学びたい。    

・しっかりと子どもたちを引き込めるのか、・しっかりと子どもたちを引き込めるのか、・しっかりと子どもたちを引き込めるのか、・しっかりと子どもたちを引き込めるのか、    

・グループを作ってから自分たちで動きをうまく考えることができるかどうか。こういう創作活動はやっ・グループを作ってから自分たちで動きをうまく考えることができるかどうか。こういう創作活動はやっ・グループを作ってから自分たちで動きをうまく考えることができるかどうか。こういう創作活動はやっ・グループを作ってから自分たちで動きをうまく考えることができるかどうか。こういう創作活動はやっ

たことがないので全体的に不安ですたことがないので全体的に不安ですたことがないので全体的に不安ですたことがないので全体的に不安です    

・子ども達と表現を楽しむときのアイディアがうまくでるか。子どもが楽しめるか、子どもの難易度にあ・子ども達と表現を楽しむときのアイディアがうまくでるか。子どもが楽しめるか、子どもの難易度にあ・子ども達と表現を楽しむときのアイディアがうまくでるか。子どもが楽しめるか、子どもの難易度にあ・子ども達と表現を楽しむときのアイディアがうまくでるか。子どもが楽しめるか、子どもの難易度にあ

っているか、あきないかの判断。その作品の表現がうまくできるか、自分も楽しめるかっているか、あきないかの判断。その作品の表現がうまくできるか、自分も楽しめるかっているか、あきないかの判断。その作品の表現がうまくできるか、自分も楽しめるかっているか、あきないかの判断。その作品の表現がうまくできるか、自分も楽しめるか    

・子どもの反応が楽しいと感じられるような誘導。どうしたら楽しませられるかなど・子どもの反応が楽しいと感じられるような誘導。どうしたら楽しませられるかなど・子どもの反応が楽しいと感じられるような誘導。どうしたら楽しませられるかなど・子どもの反応が楽しいと感じられるような誘導。どうしたら楽しませられるかなど    

・うまい見せ方、導入等を勉強していきたい・うまい見せ方、導入等を勉強していきたい・うまい見せ方、導入等を勉強していきたい・うまい見せ方、導入等を勉強していきたい    

・指導者としての子どもの誘導の仕方・指導者としての子どもの誘導の仕方・指導者としての子どもの誘導の仕方・指導者としての子どもの誘導の仕方    

・劇をする上で、子どもをうまく巻き込むことができるか・劇をする上で、子どもをうまく巻き込むことができるか・劇をする上で、子どもをうまく巻き込むことができるか・劇をする上で、子どもをうまく巻き込むことができるか    

・どうやったら子どもが興味をもつか、など・どうやったら子どもが興味をもつか、など・どうやったら子どもが興味をもつか、など・どうやったら子どもが興味をもつか、など    

・全員参加型の遊びをちゃんとできるか不安。どこから参加させればよいのか助言が欲しい・全員参加型の遊びをちゃんとできるか不安。どこから参加させればよいのか助言が欲しい・全員参加型の遊びをちゃんとできるか不安。どこから参加させればよいのか助言が欲しい・全員参加型の遊びをちゃんとできるか不安。どこから参加させればよいのか助言が欲しい    

・今日見た３匹のやぎのがらがらどんみたいにこれから私達も同じことをするのできちんと出来るか不・今日見た３匹のやぎのがらがらどんみたいにこれから私達も同じことをするのできちんと出来るか不・今日見た３匹のやぎのがらがらどんみたいにこれから私達も同じことをするのできちんと出来るか不・今日見た３匹のやぎのがらがらどんみたいにこれから私達も同じことをするのできちんと出来るか不

安だなと思いました安だなと思いました安だなと思いました安だなと思いました    

→最初から、うまくやろうとしてもうまくいきません。模擬授業ですから、失敗から何を学ぶかという姿

勢でぜひがんばってください。アイディアがすぐには出ないのも普通です。その部分は我々も出来る

限り協力します。活動の誘導はどうすればよいかという、ワザ的な指導をすればよいかについては我

々も課題意識をもっています。すぐに身につくものではないはずです。たぶん、下川さんから盗んで

やろうというくらいの気持ちでいるのがよいのかもしれません。 

コツを言えば、少なくとも指導する本人達が物語を理解していないとどうにもなりません。がらがらど

んは、ストーリーが単純でぶれづらいので劇あそびにはやりやすい教材の一つです。 

 

・ビデオを見て、先生たちは声の強弱があった・ビデオを見て、先生たちは声の強弱があった・ビデオを見て、先生たちは声の強弱があった・ビデオを見て、先生たちは声の強弱があった    

→活動における指導者のふるまいをコミュニケーションとして考えた時に、発信する信号が弱いとか

、そもそも信号を発しないというのは問題外です。また、子どもの発する信号をどう受け止めるかとい

うこともとても大切です。たとえ小さい信号であってもそれを受け止め、解釈し、返してあげるのがい

い保育者なのだと思います。すぐにそういう保育者になるのは難しいと思いますし、少なくとも、失敗

をしないとそうならないと思います。失敗は誰でもします。失敗してからどう立て直すかが大事であり、

そういう生き方をして欲しいと思います。失敗を恐れて何も行動しないというのは、ドラマ表現的に考

えたらとても悲しいことです。失敗を恐れず挑戦したり、葛藤したりすることが前向きな生き方につな

がり、そのプロセスこそが実は人生の中で幸せな瞬間なのだと、昔話は教えてくれているのではない

でしょうか。 
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＜授業の進め方＞ 

・衣装や小道具みたいなものも自分達で用意するのか。・衣装や小道具みたいなものも自分達で用意するのか。・衣装や小道具みたいなものも自分達で用意するのか。・衣装や小道具みたいなものも自分達で用意するのか。    

→今回はあくまでも模擬ですので、身近にあるものでやりましょう。小道具もすべて実物である必要

はなく、抽象的なもの、無対象であってもよいと思います。 

 

・グループは数字わりふりなのか？好きに決められるのか。・グループは数字わりふりなのか？好きに決められるのか。・グループは数字わりふりなのか？好きに決められるのか。・グループは数字わりふりなのか？好きに決められるのか。    

・発表の長さ、１グループ何人ぐらいでどのように決めるか 

→グループはどう決めましょうか。作品で選ぶのが良いか、そもそもどうやってグループを決めるかと→グループはどう決めましょうか。作品で選ぶのが良いか、そもそもどうやってグループを決めるかと→グループはどう決めましょうか。作品で選ぶのが良いか、そもそもどうやってグループを決めるかと→グループはどう決めましょうか。作品で選ぶのが良いか、そもそもどうやってグループを決めるかと

いうのも皆で考えてもよいと思います。いうのも皆で考えてもよいと思います。いうのも皆で考えてもよいと思います。いうのも皆で考えてもよいと思います。    

１グループは、５人くらいでしょうか。 

 

・参加者をどこまでまきこんで、どこまで自分達でやってよいのか・参加者をどこまでまきこんで、どこまで自分達でやってよいのか・参加者をどこまでまきこんで、どこまで自分達でやってよいのか・参加者をどこまでまきこんで、どこまで自分達でやってよいのか    

→少なくとも参加者を巻き込む箇所をつくってくれれば、それでよいです。 

 

・長すぎるとあきてしまうかもかもしれないので、どのくらいの長さにするのか、なやみどころだと思う。・長すぎるとあきてしまうかもかもしれないので、どのくらいの長さにするのか、なやみどころだと思う。・長すぎるとあきてしまうかもかもしれないので、どのくらいの長さにするのか、なやみどころだと思う。・長すぎるとあきてしまうかもかもしれないので、どのくらいの長さにするのか、なやみどころだと思う。    

→長さに関しては説明をちゃんとしませんでしたね。時間は全部で10から15分くらいです。ちなみに

子どもの集中力は長続きしません。 

 

・自分が絵本を持ち込んでやってもいいのか・自分が絵本を持ち込んでやってもいいのか・自分が絵本を持ち込んでやってもいいのか・自分が絵本を持ち込んでやってもいいのか????また、内容はどんなものでもいいのかまた、内容はどんなものでもいいのかまた、内容はどんなものでもいいのかまた、内容はどんなものでもいいのか????がががが気気気気になりますになりますになりますになります    

→子どもを巻き込むことができそうなものであれば、どんな内容でもかまいません。 

 

・プチ劇にむいている本がしりたい・プチ劇にむいている本がしりたい・プチ劇にむいている本がしりたい・プチ劇にむいている本がしりたい    

→こちらで課題作品として提示しているものは、たぶん向いていると思います。 

おおきなかぶ 金のがちょう 三びきのやぎのがらがらどん かいじゅうたちのいるところ 11ぴきのね

こシリーズ おおかみと７匹の子ヤギ おさるさんとスカーフ売り 

 

＜その他＞ 

・早くグループでやりたいけどシナリオの暗記や作りが大変かなと不安になりました・早くグループでやりたいけどシナリオの暗記や作りが大変かなと不安になりました・早くグループでやりたいけどシナリオの暗記や作りが大変かなと不安になりました・早くグループでやりたいけどシナリオの暗記や作りが大変かなと不安になりました    

・セリフを覚えられるか・セリフを覚えられるか・セリフを覚えられるか・セリフを覚えられるか    

→これはやはり努力が必要です。ただ、一言一句覚えるわけではなく、どういう方向性進めればいい

かというのさえ頭に入っていれば、少々違ったとしてもなんとか通じると思います。また、複数でやっ

ているので、忘れてもカバーしあうこともできるかと思います。 

 

・子どもだとやってくれることでも大人だと恥ずかしくて出来なさそう。・子どもだとやってくれることでも大人だと恥ずかしくて出来なさそう。・子どもだとやってくれることでも大人だと恥ずかしくて出来なさそう。・子どもだとやってくれることでも大人だと恥ずかしくて出来なさそう。    

→これは確かにそうですね。学生の皆さんに子どもになってくださいと言っても難しいですし、受ける

側も気恥ずかしい思いもあります。今回は、同僚の先生がやるリハーサルに同僚の先生としてつきあ

っているというような感覚でいきましょう。なので、終わった後にどこがよかったか、どこが改善の余地

があるかを話し合いましょう。 

 

・子ども達は同じ行動でも楽しんでいるので、それをどう制御させれば良いのかが今後の課題・子ども達は同じ行動でも楽しんでいるので、それをどう制御させれば良いのかが今後の課題・子ども達は同じ行動でも楽しんでいるので、それをどう制御させれば良いのかが今後の課題・子ども達は同じ行動でも楽しんでいるので、それをどう制御させれば良いのかが今後の課題    

・話を聞かせるだけでなく、子どもに身体を動かすことによってひきこまれているなぁって思いました。・話を聞かせるだけでなく、子どもに身体を動かすことによってひきこまれているなぁって思いました。・話を聞かせるだけでなく、子どもに身体を動かすことによってひきこまれているなぁって思いました。・話を聞かせるだけでなく、子どもに身体を動かすことによってひきこまれているなぁって思いました。    
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→表現活動を指導しながら、子ども理解を進めることができると思います。 

 

・大げさにやることが大切。やりたくない子がいてもまきこむ・大げさにやることが大切。やりたくない子がいてもまきこむ・大げさにやることが大切。やりたくない子がいてもまきこむ・大げさにやることが大切。やりたくない子がいてもまきこむ    

→これは非常にデリケートな問題です。授業内の活動として考えた場合は、参加者が取り組まないこ

とは評価に値しないということになりますが、保育の場合は大前提が子どもが好きだから、楽しそうだ

からやるということです。やりたくない子がいても気にしないで進めて、やりたくなったらやってねと、

指導者として気持ちのゆとりをもてることが大事なのではないでしょうか。 

 

・もっとルールを教えてもらい、色々な表現でゲームをしたりして自分たちが経験をしてからグループ・もっとルールを教えてもらい、色々な表現でゲームをしたりして自分たちが経験をしてからグループ・もっとルールを教えてもらい、色々な表現でゲームをしたりして自分たちが経験をしてからグループ・もっとルールを教えてもらい、色々な表現でゲームをしたりして自分たちが経験をしてからグループ

わくで行動さしわくで行動さしわくで行動さしわくで行動さしたいと思うたいと思うたいと思うたいと思う    

→もう少し時間があると自分達の表現を研ぎ澄ませてからと、指導の方向に持って行くといいのです

が、15回しかありませんので。 

 

・苦手なことがたくさんあるので頑張りたいです・苦手なことがたくさんあるので頑張りたいです・苦手なことがたくさんあるので頑張りたいです・苦手なことがたくさんあるので頑張りたいです    

・人見知りをしてしまい中々うちとけられないので、うちとけられるようになり、他の人と話せるようにし・人見知りをしてしまい中々うちとけられないので、うちとけられるようになり、他の人と話せるようにし・人見知りをしてしまい中々うちとけられないので、うちとけられるようになり、他の人と話せるようにし・人見知りをしてしまい中々うちとけられないので、うちとけられるようになり、他の人と話せるようにし

たいですたいですたいですたいです    

→表現やコミュニケーション、グループ活動、普段のお仲間以外の人と接するが苦手な人も多いと思

います。他の人を変えることは大変なエネルギーを使いますし、徒労に終わることの方が多いです。

ただ、自分を変えることは不可能ではありませんし、自分の気持ち一つです。ただ、すぐに自分を変

えることができなくても自分を責めるのはやめましょう。徐々に無理せずにやらないと新興宗教とか変

な方向に行ってしまいます。 

 

・実際に保育現場でどのように使うのか・実際に保育現場でどのように使うのか・実際に保育現場でどのように使うのか・実際に保育現場でどのように使うのか    

→保育現場ではお楽しみ会みたいな時にやることができるかもしれません。日常保育の中でやること

もできるかと思います。 

 

・絵本を題材にして舞台をやってみたいなと思った・絵本を題材にして舞台をやってみたいなと思った・絵本を題材にして舞台をやってみたいなと思った・絵本を題材にして舞台をやってみたいなと思った    

→「児童劇」の分野ですね。そういう授業も面白いなあと思っています。 

 

・幅のある教育者になる為には日々どのようなことを意識すれば良いか知りたい・幅のある教育者になる為には日々どのようなことを意識すれば良いか知りたい・幅のある教育者になる為には日々どのようなことを意識すれば良いか知りたい・幅のある教育者になる為には日々どのようなことを意識すれば良いか知りたい    

→まずは、自分の幅を広げることだと思います。教育的な知識・技術があったとしても、本人としての

教養や人生哲学がないと薄っぺらい人になります。そうするためには、いろいろと主体的な体験をす

ることだと思います。 

 

・起きれるかが心配。もっと積極的になりたい。表現が上手になりたい。声がきれいになりたい・起きれるかが心配。もっと積極的になりたい。表現が上手になりたい。声がきれいになりたい・起きれるかが心配。もっと積極的になりたい。表現が上手になりたい。声がきれいになりたい・起きれるかが心配。もっと積極的になりたい。表現が上手になりたい。声がきれいになりたい    

→すぐに改善できること、がんばれば改善できること、そうとうエネルギーを費やさないと改善できな

いことをはっきりさせて、すぐにできそうなところからまず始めてみるといいのでないでしょうか。 
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●●●●「保育「保育「保育「保育内容（ドラマ表現）」６内容（ドラマ表現）」６内容（ドラマ表現）」６内容（ドラマ表現）」６／１９／１９／１９／１９ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答                                                    ２０１３２０１３２０１３２０１３    ６／２６６／２６６／２６６／２６配布配布配布配布    

 

＜模擬活動の展開に関する心配＞ 

・特に、これというものはありませんが、不安な所というと、絵本をどうみんなにやっていってもらうか…・特に、これというものはありませんが、不安な所というと、絵本をどうみんなにやっていってもらうか…・特に、これというものはありませんが、不安な所というと、絵本をどうみんなにやっていってもらうか…・特に、これというものはありませんが、不安な所というと、絵本をどうみんなにやっていってもらうか…

ということですということですということですということです    

・ちゃんと子どもたちに表現させて、楽しませることができるか少々不安です・ちゃんと子どもたちに表現させて、楽しませることができるか少々不安です・ちゃんと子どもたちに表現させて、楽しませることができるか少々不安です・ちゃんと子どもたちに表現させて、楽しませることができるか少々不安です    

・子どもたちが積極的に参加してくれなかったらどうしようという不安があります・子どもたちが積極的に参加してくれなかったらどうしようという不安があります・子どもたちが積極的に参加してくれなかったらどうしようという不安があります・子どもたちが積極的に参加してくれなかったらどうしようという不安があります    

・子どもに楽しんでもらえるか・子どもに楽しんでもらえるか・子どもに楽しんでもらえるか・子どもに楽しんでもらえるか    

・子どもをどう引きつけるか・子どもをどう引きつけるか・子どもをどう引きつけるか・子どもをどう引きつけるか    

・絵本からうまく作ることができるか、演じることが得意ではないので不安です・絵本からうまく作ることができるか、演じることが得意ではないので不安です・絵本からうまく作ることができるか、演じることが得意ではないので不安です・絵本からうまく作ることができるか、演じることが得意ではないので不安です    

・物語を作るうえで幼児に分かる表現ができるか・物語を作るうえで幼児に分かる表現ができるか・物語を作るうえで幼児に分かる表現ができるか・物語を作るうえで幼児に分かる表現ができるか    

・子どもたちが話を聞いてくれるか、構成をどう思いつくか・子どもたちが話を聞いてくれるか、構成をどう思いつくか・子どもたちが話を聞いてくれるか、構成をどう思いつくか・子どもたちが話を聞いてくれるか、構成をどう思いつくか    

・これを、私が考えてやっていけるのかなぁとか、子どもはしんけんに聞いてくれるかなぁとか不安で・これを、私が考えてやっていけるのかなぁとか、子どもはしんけんに聞いてくれるかなぁとか不安で・これを、私が考えてやっていけるのかなぁとか、子どもはしんけんに聞いてくれるかなぁとか不安で・これを、私が考えてやっていけるのかなぁとか、子どもはしんけんに聞いてくれるかなぁとか不安で

す。アイディアがつまっちゃったらどうしようす。アイディアがつまっちゃったらどうしようす。アイディアがつまっちゃったらどうしようす。アイディアがつまっちゃったらどうしよう    

・私達にうまくできるか不安だが頑張る・私達にうまくできるか不安だが頑張る・私達にうまくできるか不安だが頑張る・私達にうまくできるか不安だが頑張る    

・自分たちの考えているシナリオ通りにみんなが反応してくれるのか。が不安。自分の演技力のなさ・自分たちの考えているシナリオ通りにみんなが反応してくれるのか。が不安。自分の演技力のなさ・自分たちの考えているシナリオ通りにみんなが反応してくれるのか。が不安。自分の演技力のなさ・自分たちの考えているシナリオ通りにみんなが反応してくれるのか。が不安。自分の演技力のなさ

。あと人の前で話せるかが不安。あと人の前で話せるかが不安。あと人の前で話せるかが不安。あと人の前で話せるかが不安    

・自分たちが考えたとおりに出来るか不安。考えるのもうまく考えられるか・自分たちが考えたとおりに出来るか不安。考えるのもうまく考えられるか・自分たちが考えたとおりに出来るか不安。考えるのもうまく考えられるか・自分たちが考えたとおりに出来るか不安。考えるのもうまく考えられるか    

・絵本を読むのは大丈夫なんですが、絵本通りに物語をつくるのが難しいです・絵本を読むのは大丈夫なんですが、絵本通りに物語をつくるのが難しいです・絵本を読むのは大丈夫なんですが、絵本通りに物語をつくるのが難しいです・絵本を読むのは大丈夫なんですが、絵本通りに物語をつくるのが難しいです    

・子どもたちがたのしんでくれるようにできるか不安・子どもたちがたのしんでくれるようにできるか不安・子どもたちがたのしんでくれるようにできるか不安・子どもたちがたのしんでくれるようにできるか不安    

・どこの場面からどのような物語にしたらいいかあまりわかりません・どこの場面からどのような物語にしたらいいかあまりわかりません・どこの場面からどのような物語にしたらいいかあまりわかりません・どこの場面からどのような物語にしたらいいかあまりわかりません    

・最後まとまって終われるようにどうすればいいか知りたいです・最後まとまって終われるようにどうすればいいか知りたいです・最後まとまって終われるようにどうすればいいか知りたいです・最後まとまって終われるようにどうすればいいか知りたいです    

・物語のイメージをつかむことはできるが、どう演劇にすればいいか考えがまとまらず不安です・物語のイメージをつかむことはできるが、どう演劇にすればいいか考えがまとまらず不安です・物語のイメージをつかむことはできるが、どう演劇にすればいいか考えがまとまらず不安です・物語のイメージをつかむことはできるが、どう演劇にすればいいか考えがまとまらず不安です    

・来週のオリジナルを考えるのが難しいと思う・来週のオリジナルを考えるのが難しいと思う・来週のオリジナルを考えるのが難しいと思う・来週のオリジナルを考えるのが難しいと思う    

→下川さんのようにドラマを操れる人は、役者として、演出家として、作家としての素養がなければな

りません。皆さんが行うには難しい課題です。子どもが楽しめるか不安、オリジナルを考えることに対

する不安があるのもわかります。誰もが最初はうまくいきません。反応が違ってがっかりしてしまうこと

もあります。失敗から学ぶしか私は無いと思っています。皆さんには若さという武器があります。オリジ

ナルを考えるのにも挑戦してください。もちろん、我々も考えるのにお手伝いをします。真似は学び

の第一歩です。皆、同じようなものになっても、第一歩としてはよいのではないでしょうか。ただ、どう

せやるならば、皆さん自身が納得のいくものになるとよいですね。 

 

・普段から人の前に立って引っ張ることをしてこなかったので、どうやったらみんなをうまく動かせるか・普段から人の前に立って引っ張ることをしてこなかったので、どうやったらみんなをうまく動かせるか・普段から人の前に立って引っ張ることをしてこなかったので、どうやったらみんなをうまく動かせるか・普段から人の前に立って引っ張ることをしてこなかったので、どうやったらみんなをうまく動かせるか

なぁ…と思った。楽しいと思ってもらうための展開を考えられるか不安です。なぁ…と思った。楽しいと思ってもらうための展開を考えられるか不安です。なぁ…と思った。楽しいと思ってもらうための展開を考えられるか不安です。なぁ…と思った。楽しいと思ってもらうための展開を考えられるか不安です。    

・子どもに問いかけたときに、想像できないような答えが返って来た時、どういうふうに返せばいいか・子どもに問いかけたときに、想像できないような答えが返って来た時、どういうふうに返せばいいか・子どもに問いかけたときに、想像できないような答えが返って来た時、どういうふうに返せばいいか・子どもに問いかけたときに、想像できないような答えが返って来た時、どういうふうに返せばいいか

。などという判断力について。などという判断力について。などという判断力について。などという判断力について    

・グループ活動で、うまくコミュニケーションをとり活動できるか不安です。・グループ活動で、うまくコミュニケーションをとり活動できるか不安です。・グループ活動で、うまくコミュニケーションをとり活動できるか不安です。・グループ活動で、うまくコミュニケーションをとり活動できるか不安です。    

・知りたい事は、みんなが質問したことにあった、後は実際にやったら、また出てくるからと思う。後は・知りたい事は、みんなが質問したことにあった、後は実際にやったら、また出てくるからと思う。後は・知りたい事は、みんなが質問したことにあった、後は実際にやったら、また出てくるからと思う。後は・知りたい事は、みんなが質問したことにあった、後は実際にやったら、また出てくるからと思う。後は

、うまく子どもと、うまく子どもと、うまく子どもと、うまく子どもと接すれるようになりたい接すれるようになりたい接すれるようになりたい接すれるようになりたい    

・表現のレパートリーが増えるか不安・表現のレパートリーが増えるか不安・表現のレパートリーが増えるか不安・表現のレパートリーが増えるか不安    

・子どもが何を望んでいるのか、心を傷つけずに注意したり、参加させたりする方法・子どもが何を望んでいるのか、心を傷つけずに注意したり、参加させたりする方法・子どもが何を望んでいるのか、心を傷つけずに注意したり、参加させたりする方法・子どもが何を望んでいるのか、心を傷つけずに注意したり、参加させたりする方法    
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・子どもに対しての接し方まとめる力・子どもに対しての接し方まとめる力・子どもに対しての接し方まとめる力・子どもに対しての接し方まとめる力    

・演技に自信がなく、人前で恥ずかしがらずにきちんと出来るかが不安です・演技に自信がなく、人前で恥ずかしがらずにきちんと出来るかが不安です・演技に自信がなく、人前で恥ずかしがらずにきちんと出来るかが不安です・演技に自信がなく、人前で恥ずかしがらずにきちんと出来るかが不安です    

・先生のふるまい。どのように子どもをひきつけるか。子どもが動きやすい物語。・先生のふるまい。どのように子どもをひきつけるか。子どもが動きやすい物語。・先生のふるまい。どのように子どもをひきつけるか。子どもが動きやすい物語。・先生のふるまい。どのように子どもをひきつけるか。子どもが動きやすい物語。    

・園児を集中させるうえで、保育者がどのように集中させたらいいかわからない・園児を集中させるうえで、保育者がどのように集中させたらいいかわからない・園児を集中させるうえで、保育者がどのように集中させたらいいかわからない・園児を集中させるうえで、保育者がどのように集中させたらいいかわからない    

→うまくやろうとするよりも、とにかくその場に立つことに挑戦してください。保育・教育はそういう商売

ですし、表現芸術ももちろんそうです。学校はできないことをできるようにするところ、失敗から学び、

成功へと近づけるところです。表現活動はどうやったらうまくいくというのが言いづらい活動です。な

ぜならば、当日の子どもの気持ちや身体の具合、全体の雰囲気、室温などの影響も受けるからです

。そのようなものを感じ、それに合わせて調整できるのが優れた保育者、表現活動家なのだと思いま

す。 

 

＜皆さんから出た模擬活動の展開に関するポイント＞ 

→上記の不安に対して、皆さんの中で答えてくれている人がいます。以下を参考にしましょう。 

・自分達もしっかり子どもの目線で物事をみたり、子どもの感覚を持ちながら一緒にやるのが大切だ・自分達もしっかり子どもの目線で物事をみたり、子どもの感覚を持ちながら一緒にやるのが大切だ・自分達もしっかり子どもの目線で物事をみたり、子どもの感覚を持ちながら一緒にやるのが大切だ・自分達もしっかり子どもの目線で物事をみたり、子どもの感覚を持ちながら一緒にやるのが大切だ

と思った。と思った。と思った。と思った。    

・子どもの気持ちになることが必要だと思った。絵本で恥ずかしがってはいけないと思った。・子どもの気持ちになることが必要だと思った。絵本で恥ずかしがってはいけないと思った。・子どもの気持ちになることが必要だと思った。絵本で恥ずかしがってはいけないと思った。・子どもの気持ちになることが必要だと思った。絵本で恥ずかしがってはいけないと思った。    

・子どもの心になって、子どもたちが参加しやすいようにするのが大切だと思った・子どもの心になって、子どもたちが参加しやすいようにするのが大切だと思った・子どもの心になって、子どもたちが参加しやすいようにするのが大切だと思った・子どもの心になって、子どもたちが参加しやすいようにするのが大切だと思った    

・園児の気持ちを大切にするということ・園児の気持ちを大切にするということ・園児の気持ちを大切にするということ・園児の気持ちを大切にするということ    

・体を動かしながら声を出すことが楽しかった・体を動かしながら声を出すことが楽しかった・体を動かしながら声を出すことが楽しかった・体を動かしながら声を出すことが楽しかった    

・子どもたちは、ちょっとした・子どもたちは、ちょっとした・子どもたちは、ちょっとした・子どもたちは、ちょっとしたうごきがすき（くっついて歩くとか、いっしょにてつだう）うごきがすき（くっついて歩くとか、いっしょにてつだう）うごきがすき（くっついて歩くとか、いっしょにてつだう）うごきがすき（くっついて歩くとか、いっしょにてつだう）    

    

・子どもが参加しなくてもしても大丈夫のようにいろいろなパターンを作っていてすごいと思った。正・子どもが参加しなくてもしても大丈夫のようにいろいろなパターンを作っていてすごいと思った。正・子どもが参加しなくてもしても大丈夫のようにいろいろなパターンを作っていてすごいと思った。正・子どもが参加しなくてもしても大丈夫のようにいろいろなパターンを作っていてすごいと思った。正

解がたくさんある表現を使うべきだと思った。解がたくさんある表現を使うべきだと思った。解がたくさんある表現を使うべきだと思った。解がたくさんある表現を使うべきだと思った。    

・最悪の場合を考えておくのは大切だと思った。・最悪の場合を考えておくのは大切だと思った。・最悪の場合を考えておくのは大切だと思った。・最悪の場合を考えておくのは大切だと思った。    

・全員の子どもが必ず参加の形じゃなくても良いということ。みる（観察）でも初めはよいと言うこと。い・全員の子どもが必ず参加の形じゃなくても良いということ。みる（観察）でも初めはよいと言うこと。い・全員の子どもが必ず参加の形じゃなくても良いということ。みる（観察）でも初めはよいと言うこと。い・全員の子どもが必ず参加の形じゃなくても良いということ。みる（観察）でも初めはよいと言うこと。い

くつかやり方の候補をあげておくこと。くつかやり方の候補をあげておくこと。くつかやり方の候補をあげておくこと。くつかやり方の候補をあげておくこと。    

    

・みんなのやる気を動かすためにまず自分の元気、やる気が大事なのかなぁと思いました・みんなのやる気を動かすためにまず自分の元気、やる気が大事なのかなぁと思いました・みんなのやる気を動かすためにまず自分の元気、やる気が大事なのかなぁと思いました・みんなのやる気を動かすためにまず自分の元気、やる気が大事なのかなぁと思いました    

・はずかしがらずにきちんと演技すること、子どもに合わせ・はずかしがらずにきちんと演技すること、子どもに合わせ・はずかしがらずにきちんと演技すること、子どもに合わせ・はずかしがらずにきちんと演技すること、子どもに合わせて話しをすることが大切だと思いましたて話しをすることが大切だと思いましたて話しをすることが大切だと思いましたて話しをすることが大切だと思いました    

・自分が恥ずかしがっていたら子どもはのってきてくれないこと。みんながのってくれるように展開を・自分が恥ずかしがっていたら子どもはのってきてくれないこと。みんながのってくれるように展開を・自分が恥ずかしがっていたら子どもはのってきてくれないこと。みんながのってくれるように展開を・自分が恥ずかしがっていたら子どもはのってきてくれないこと。みんながのってくれるように展開を

考える考える考える考える    

・恥をすてるということ・恥をすてるということ・恥をすてるということ・恥をすてるということ    

・リアクションはオーバーの方がいいなと思いました。今日の授業で自分も小さい子になりきらないと・リアクションはオーバーの方がいいなと思いました。今日の授業で自分も小さい子になりきらないと・リアクションはオーバーの方がいいなと思いました。今日の授業で自分も小さい子になりきらないと・リアクションはオーバーの方がいいなと思いました。今日の授業で自分も小さい子になりきらないと

楽しめないなと思いました。楽しめないなと思いました。楽しめないなと思いました。楽しめないなと思いました。    

    

・笑顔でやることが大切だなと思った。読み聞かせだけでなく、子どもたちに問いかけたり、一緒にな・笑顔でやることが大切だなと思った。読み聞かせだけでなく、子どもたちに問いかけたり、一緒にな・笑顔でやることが大切だなと思った。読み聞かせだけでなく、子どもたちに問いかけたり、一緒にな・笑顔でやることが大切だなと思った。読み聞かせだけでなく、子どもたちに問いかけたり、一緒にな

って作品にひきこませていくのが大変だなと思った。とても勉強になりました。って作品にひきこませていくのが大変だなと思った。とても勉強になりました。って作品にひきこませていくのが大変だなと思った。とても勉強になりました。って作品にひきこませていくのが大変だなと思った。とても勉強になりました。    

・子どもあいてに語りかけるようにするのが大切だなぁと思う・子どもあいてに語りかけるようにするのが大切だなぁと思う・子どもあいてに語りかけるようにするのが大切だなぁと思う・子どもあいてに語りかけるようにするのが大切だなぁと思う    

・う・う・う・うまく子どもを乗せることがとても大切だと思った。そして話しを進めるうえで子どもの集中をとぎれまく子どもを乗せることがとても大切だと思った。そして話しを進めるうえで子どもの集中をとぎれまく子どもを乗せることがとても大切だと思った。そして話しを進めるうえで子どもの集中をとぎれまく子どもを乗せることがとても大切だと思った。そして話しを進めるうえで子どもの集中をとぎれ

ないように進めることも大切だなと思いました。次回からの活動も楽しみたいですないように進めることも大切だなと思いました。次回からの活動も楽しみたいですないように進めることも大切だなと思いました。次回からの活動も楽しみたいですないように進めることも大切だなと思いました。次回からの活動も楽しみたいです    

・大きな声でいうとき、小さな声でいうときをはっきりさせると集中することが分かった・大きな声でいうとき、小さな声でいうときをはっきりさせると集中することが分かった・大きな声でいうとき、小さな声でいうときをはっきりさせると集中することが分かった・大きな声でいうとき、小さな声でいうときをはっきりさせると集中することが分かった    
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・ノリが悪く、乗らない子どもには声かけが良いことが分かった。来週はグループでがんばりたい・ノリが悪く、乗らない子どもには声かけが良いことが分かった。来週はグループでがんばりたい・ノリが悪く、乗らない子どもには声かけが良いことが分かった。来週はグループでがんばりたい・ノリが悪く、乗らない子どもには声かけが良いことが分かった。来週はグループでがんばりたい    

・声かけ。顔つき。身ぶり手ぶり・声かけ。顔つき。身ぶり手ぶり・声かけ。顔つき。身ぶり手ぶり・声かけ。顔つき。身ぶり手ぶり    

    

＜授業の進め方に関して＞ 

・先生達は、ビデオで見た劇や、今日やったもので、３人や２人くらいの指導者でやっていたので、５・先生達は、ビデオで見た劇や、今日やったもので、３人や２人くらいの指導者でやっていたので、５・先生達は、ビデオで見た劇や、今日やったもので、３人や２人くらいの指導者でやっていたので、５・先生達は、ビデオで見た劇や、今日やったもので、３人や２人くらいの指導者でやっていたので、５

人の班だと何の係もない人が出てきそうで、不安。構成を考える時間や練習などをする時間をしっ人の班だと何の係もない人が出てきそうで、不安。構成を考える時間や練習などをする時間をしっ人の班だと何の係もない人が出てきそうで、不安。構成を考える時間や練習などをする時間をしっ人の班だと何の係もない人が出てきそうで、不安。構成を考える時間や練習などをする時間をしっ

かりもうけてほしいかりもうけてほしいかりもうけてほしいかりもうけてほしい    

・ドラマの部分がみんなでかぶりそうだと思った。かぶっても大丈夫なのですか・ドラマの部分がみんなでかぶりそうだと思った。かぶっても大丈夫なのですか・ドラマの部分がみんなでかぶりそうだと思った。かぶっても大丈夫なのですか・ドラマの部分がみんなでかぶりそうだと思った。かぶっても大丈夫なのですか????    

→役割に関しては、導入の遊びをする人、絵本を読む人、先生としてリードする人、先生としてリード

する人を助ける人、子どもの中に入ってリードする人を助ける人と分けることができます。もしくは、中

身を考える人とパフォーマンスする人という分け方もできるかもしれません。内容は別にかぶっても大

丈夫です。子どもは繰り返しが好きですが、大人の皆さんは、同じだとつまらないと思うかもしれませ

ん。その辺りは調整の余地がありますね。 

 

＜その他＞ 

・グループでこれから活動するので沢山案を出していいものが作ればいいなと思います。なにも変・グループでこれから活動するので沢山案を出していいものが作ればいいなと思います。なにも変・グループでこれから活動するので沢山案を出していいものが作ればいいなと思います。なにも変・グループでこれから活動するので沢山案を出していいものが作ればいいなと思います。なにも変

化がなく絵本通りやっても何もおもしろくないので何か少しでもアレンジを加えていきたいなと考えて化がなく絵本通りやっても何もおもしろくないので何か少しでもアレンジを加えていきたいなと考えて化がなく絵本通りやっても何もおもしろくないので何か少しでもアレンジを加えていきたいなと考えて化がなく絵本通りやっても何もおもしろくないので何か少しでもアレンジを加えていきたいなと考えて

います。せっかくなのでグループでやるので１人では出来ないことをやりたいと思いますいます。せっかくなのでグループでやるので１人では出来ないことをやりたいと思いますいます。せっかくなのでグループでやるので１人では出来ないことをやりたいと思いますいます。せっかくなのでグループでやるので１人では出来ないことをやりたいと思います    

→前向きな姿勢でとても好感をもちます。グループでやる良さは、一人ではできないことができること

ですよね。 

    

・演技力がほしいです・演技力がほしいです・演技力がほしいです・演技力がほしいです    

・先生の演技力がすごかったです・先生の演技力がすごかったです・先生の演技力がすごかったです・先生の演技力がすごかったです    

・どうしたら人前でも自分らしい表現ができるのか学んでいきたいと思います・どうしたら人前でも自分らしい表現ができるのか学んでいきたいと思います・どうしたら人前でも自分らしい表現ができるのか学んでいきたいと思います・どうしたら人前でも自分らしい表現ができるのか学んでいきたいと思います    

→皆さんがいう演技の前に、常に自分らしさを保てるようになることも大事です。人前でとか、嫌なこと

があったときとか、そういう状況でも心が落ち着いていられることも演技の基礎的な部分と思います。 

 

・やっててイラッときた時の気持ちのコントロールの仕方・やっててイラッときた時の気持ちのコントロールの仕方・やっててイラッときた時の気持ちのコントロールの仕方・やっててイラッときた時の気持ちのコントロールの仕方    

→私もこれを知りたいです。誰か教えてください。 

 

・みんなそれぞれいろんな表現の仕方があり、個性的・みんなそれぞれいろんな表現の仕方があり、個性的・みんなそれぞれいろんな表現の仕方があり、個性的・みんなそれぞれいろんな表現の仕方があり、個性的で面白いと思ったで面白いと思ったで面白いと思ったで面白いと思った    

→とても重要なことです。表現活動を展開する上で、重要な前提の一つです。表現は皆が違う、一

人ひとりは個性がある。文化も風習も信仰も身分も人種も。でも、一緒に助け合って生きていかなけ

ればならない。だからそれをどう乗り越えようか？というのが、表現と教育を結びつける一つの原動力

になっていると思います。 

 

・コミュニケーションをとる場面で話すことは頭を使うんだなと改めて思いました。絵本の途中で劇を・コミュニケーションをとる場面で話すことは頭を使うんだなと改めて思いました。絵本の途中で劇を・コミュニケーションをとる場面で話すことは頭を使うんだなと改めて思いました。絵本の途中で劇を・コミュニケーションをとる場面で話すことは頭を使うんだなと改めて思いました。絵本の途中で劇を

入れてやってて楽しかったです入れてやってて楽しかったです入れてやってて楽しかったです入れてやってて楽しかったです    

→日常では皆さん、即興的に生きています。相手の反応にまた、自分の反応として、それを繰り返し

ています。そう考えると、ドラマ表現でやっていることは、日常的なことということができます。ただ、や

っていることは非日常的なことです。何が言いたいかというと、日常的なことと、非日常的なことがなん
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となくつながっているのが、ドラマ表現の授業だと思っています（そうしたいと思っています）意識をし

て行うことは疲れることですが、日常生活の練習的な部分（リハビリになっている人もいるかもしれま

せんが）も多いに含まれていると思います。 

 

・・・・子どもたちがみんなにたのしめるような物語をつくりたいです。今日の先生の物語がとてもたのしか子どもたちがみんなにたのしめるような物語をつくりたいです。今日の先生の物語がとてもたのしか子どもたちがみんなにたのしめるような物語をつくりたいです。今日の先生の物語がとてもたのしか子どもたちがみんなにたのしめるような物語をつくりたいです。今日の先生の物語がとてもたのしか

ったので、私もあんなふうに作れたらいいなと思う。ったので、私もあんなふうに作れたらいいなと思う。ったので、私もあんなふうに作れたらいいなと思う。ったので、私もあんなふうに作れたらいいなと思う。    

・子どもたちにより表現をさせるために工夫がしてあってすごいと思った・子どもたちにより表現をさせるために工夫がしてあってすごいと思った・子どもたちにより表現をさせるために工夫がしてあってすごいと思った・子どもたちにより表現をさせるために工夫がしてあってすごいと思った    

→私は下川さんのようにはちゃんとできません。私もあんなふうにできるように修行します。 

 

・子どもになりきって、想像して、物語に入っていくことは勉強になった。自信を持って、演技すること・子どもになりきって、想像して、物語に入っていくことは勉強になった。自信を持って、演技すること・子どもになりきって、想像して、物語に入っていくことは勉強になった。自信を持って、演技すること・子どもになりきって、想像して、物語に入っていくことは勉強になった。自信を持って、演技すること

は大事だと言うことを教えてもらいましたは大事だと言うことを教えてもらいましたは大事だと言うことを教えてもらいましたは大事だと言うことを教えてもらいました    

・考えることが難しかったけど、考えることも楽しかったし、絵本の世界に入った感じで良かった・考えることが難しかったけど、考えることも楽しかったし、絵本の世界に入った感じで良かった・考えることが難しかったけど、考えることも楽しかったし、絵本の世界に入った感じで良かった・考えることが難しかったけど、考えることも楽しかったし、絵本の世界に入った感じで良かった    

・物語をこわさないようにすること大切・物語をこわさないようにすること大切・物語をこわさないようにすること大切・物語をこわさないようにすること大切    

→子どもにとって、ドラマ（かぶ、てぶくろ）の意義はなんでしょうか。一つは想像力を使って絵本の世

界に入り、心身共にその世界の中で遊ぶことの体験だと思います。なんでもありの世界の中で好きな

風に思いっきり楽しむ充足感を味わうことが心身の発達に対して重要な体験となります。特に一人で

はなく、皆でその世界を想像力で共有し、共感することができることがとてもよいところだと思います。 

 

・人前に出て・人前に出て・人前に出て・人前に出て発言することが苦手なことが分かりました発言することが苦手なことが分かりました発言することが苦手なことが分かりました発言することが苦手なことが分かりました    

・体を上手く動かす方法をもっと知りたいと思った・体を上手く動かす方法をもっと知りたいと思った・体を上手く動かす方法をもっと知りたいと思った・体を上手く動かす方法をもっと知りたいと思った    

・体を動かしながら声を出す事はとても大変だということが分かった・体を動かしながら声を出す事はとても大変だということが分かった・体を動かしながら声を出す事はとても大変だということが分かった・体を動かしながら声を出す事はとても大変だということが分かった    

→自己理解は、自己変革の第一歩です。特に自分の身体に対する気づきは重要です。声と身体、

心、気持ち、すべては連動しています。 

 

・あんがい皆も普通にとけこんで出来ると思うとすごいと思った・あんがい皆も普通にとけこんで出来ると思うとすごいと思った・あんがい皆も普通にとけこんで出来ると思うとすごいと思った・あんがい皆も普通にとけこんで出来ると思うとすごいと思った    

→思ったとおり、皆さんはできますね。たぶん、普通の人たちにやったら、ああはうまくいかないです

よ。 

 

・カブ役をやってみて先生のすごさがわかった・カブ役をやってみて先生のすごさがわかった・カブ役をやってみて先生のすごさがわかった・カブ役をやってみて先生のすごさがわかった    

→カブをやってくれたお二人、ありがとうございました。何の準備もなく、できてしまうというのは、それ

だけですごいことですよ。 

    

・参加型は想像以上におもしろい・参加型は想像以上におもしろい・参加型は想像以上におもしろい・参加型は想像以上におもしろい    

・見るだけの劇と参加をする劇だと、特に幼児は楽しみ方が違って、おもしろいと思った。参加する・見るだけの劇と参加をする劇だと、特に幼児は楽しみ方が違って、おもしろいと思った。参加する・見るだけの劇と参加をする劇だと、特に幼児は楽しみ方が違って、おもしろいと思った。参加する・見るだけの劇と参加をする劇だと、特に幼児は楽しみ方が違って、おもしろいと思った。参加する

方がやっぱり楽しめるし、物語の中にもはいっていきやすいと感じた。実際参加しても楽しかった。方がやっぱり楽しめるし、物語の中にもはいっていきやすいと感じた。実際参加しても楽しかった。方がやっぱり楽しめるし、物語の中にもはいっていきやすいと感じた。実際参加しても楽しかった。方がやっぱり楽しめるし、物語の中にもはいっていきやすいと感じた。実際参加しても楽しかった。    

・演技がとても楽しかった・演技がとても楽しかった・演技がとても楽しかった・演技がとても楽しかった    

・参加の劇はみんなで楽しめるので良いと思った。色々な劇を体験したいと思った・参加の劇はみんなで楽しめるので良いと思った。色々な劇を体験したいと思った・参加の劇はみんなで楽しめるので良いと思った。色々な劇を体験したいと思った・参加の劇はみんなで楽しめるので良いと思った。色々な劇を体験したいと思った    

・グループでやるのは、苦手でした。でもどんどんグループの中でたのしめることができました・グループでやるのは、苦手でした。でもどんどんグループの中でたのしめることができました・グループでやるのは、苦手でした。でもどんどんグループの中でたのしめることができました・グループでやるのは、苦手でした。でもどんどんグループの中でたのしめることができました    

・この授業は、・この授業は、・この授業は、・この授業は、毎回たのしめる授業です。苦手なことは、たくさんあるけどたのしめるのでよかったで毎回たのしめる授業です。苦手なことは、たくさんあるけどたのしめるのでよかったで毎回たのしめる授業です。苦手なことは、たくさんあるけどたのしめるのでよかったで毎回たのしめる授業です。苦手なことは、たくさんあるけどたのしめるのでよかったで

すすすす    

→ああいうスタイルの保育活動もあるということを皆さんにしってもらうというのも、この授業の目的の
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一つです。おおきなカブはお遊戯会や学芸会でも取り上げられますが、それらのスタイルとの違いは

なんでしょうか。今回のはいつカブが抜けるかわかりませんでした。だから瞬間瞬間で一生懸命にな

れます。学芸会の場合は、ネズミが来るまでは絶対に抜けないことがわかっています。だから一生懸

命にすることがばからしくなってしまいます。 

    

    

●●●●「保育「保育「保育「保育内容（ドラマ表現）」６内容（ドラマ表現）」６内容（ドラマ表現）」６内容（ドラマ表現）」６／２６／２６／２６／２６ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答                                                    ２０１３２０１３２０１３２０１３    ７７７７／／／／３３３３配布配布配布配布    

＜模擬活動の展開に関する心配＞ 

・子どもが動いたりする所で何をやったら良いか思いつかない。・子どもが動いたりする所で何をやったら良いか思いつかない。・子どもが動いたりする所で何をやったら良いか思いつかない。・子どもが動いたりする所で何をやったら良いか思いつかない。    

・起承転結を考える際に少し詰まるところがあったらアドバイスなどをもらいたいです。・起承転結を考える際に少し詰まるところがあったらアドバイスなどをもらいたいです。・起承転結を考える際に少し詰まるところがあったらアドバイスなどをもらいたいです。・起承転結を考える際に少し詰まるところがあったらアドバイスなどをもらいたいです。    

・子どもがどのようにしたら楽しんで参加してくれるか。・子どもがどのようにしたら楽しんで参加してくれるか。・子どもがどのようにしたら楽しんで参加してくれるか。・子どもがどのようにしたら楽しんで参加してくれるか。    

・話のもっていき方、参加するにあたっての始め方。矛盾してしまいそうな感じ・・。どのようにマネし・話のもっていき方、参加するにあたっての始め方。矛盾してしまいそうな感じ・・。どのようにマネし・話のもっていき方、参加するにあたっての始め方。矛盾してしまいそうな感じ・・。どのようにマネし・話のもっていき方、参加するにあたっての始め方。矛盾してしまいそうな感じ・・。どのようにマネし

ていくか。ていくか。ていくか。ていくか。    

・手遊びから話への持って行きかた。・手遊びから話への持って行きかた。・手遊びから話への持って行きかた。・手遊びから話への持って行きかた。    

・ちゃんと劇遊びを完成させられるか不安になってきた。・ちゃんと劇遊びを完成させられるか不安になってきた。・ちゃんと劇遊びを完成させられるか不安になってきた。・ちゃんと劇遊びを完成させられるか不安になってきた。    

・自分の思っていること、考えているようにできるかが心配。・自分の思っていること、考えているようにできるかが心配。・自分の思っていること、考えているようにできるかが心配。・自分の思っていること、考えているようにできるかが心配。    

・皆を盛り上げられるように出来るか不安です。皆が付いてきてくれるような盛り上げ方を知りたいで・皆を盛り上げられるように出来るか不安です。皆が付いてきてくれるような盛り上げ方を知りたいで・皆を盛り上げられるように出来るか不安です。皆が付いてきてくれるような盛り上げ方を知りたいで・皆を盛り上げられるように出来るか不安です。皆が付いてきてくれるような盛り上げ方を知りたいで

す。す。す。す。    

・どうやって進めていけばよいかが不安。・どうやって進めていけばよいかが不安。・どうやって進めていけばよいかが不安。・どうやって進めていけばよいかが不安。    

・園児を絵本の世界にうまく引き込ませられるか不安。・園児を絵本の世界にうまく引き込ませられるか不安。・園児を絵本の世界にうまく引き込ませられるか不安。・園児を絵本の世界にうまく引き込ませられるか不安。    

・本を読むタイミングや、皆も一緒にやってくれるかが不安です。・本を読むタイミングや、皆も一緒にやってくれるかが不安です。・本を読むタイミングや、皆も一緒にやってくれるかが不安です。・本を読むタイミングや、皆も一緒にやってくれるかが不安です。    

・進め方（話の）が不安。・進め方（話の）が不安。・進め方（話の）が不安。・進め方（話の）が不安。    

・子ども達を引きつけるにはどう対応すべきか。・子ども達を引きつけるにはどう対応すべきか。・子ども達を引きつけるにはどう対応すべきか。・子ども達を引きつけるにはどう対応すべきか。    

・紙芝居を読むのにあたって、劇遊びをどうやったらみんなが動いてくれるか、話に入ってくれるか・紙芝居を読むのにあたって、劇遊びをどうやったらみんなが動いてくれるか、話に入ってくれるか・紙芝居を読むのにあたって、劇遊びをどうやったらみんなが動いてくれるか、話に入ってくれるか・紙芝居を読むのにあたって、劇遊びをどうやったらみんなが動いてくれるか、話に入ってくれるか

が不安ですが不安ですが不安ですが不安です    

・先生役でやる時にちゃんと引きつけられるか不安。・先生役でやる時にちゃんと引きつけられるか不安。・先生役でやる時にちゃんと引きつけられるか不安。・先生役でやる時にちゃんと引きつけられるか不安。    

・初めてのことなので、劇の導入の仕方をアドバイスして欲しいです。・初めてのことなので、劇の導入の仕方をアドバイスして欲しいです。・初めてのことなので、劇の導入の仕方をアドバイスして欲しいです。・初めてのことなので、劇の導入の仕方をアドバイスして欲しいです。    

・やっぱり子どもが盛り上げるか不安なのでみんなで協力したいです。・やっぱり子どもが盛り上げるか不安なのでみんなで協力したいです。・やっぱり子どもが盛り上げるか不安なのでみんなで協力したいです。・やっぱり子どもが盛り上げるか不安なのでみんなで協力したいです。    

・表現などが不安です。・表現などが不安です。・表現などが不安です。・表現などが不安です。    

・みんなが楽しくできるかが不安。・みんなが楽しくできるかが不安。・みんなが楽しくできるかが不安。・みんなが楽しくできるかが不安。    

・手順のサポートをお願い申す。・手順のサポートをお願い申す。・手順のサポートをお願い申す。・手順のサポートをお願い申す。    

・果たして成り立つのかどうか。起承転結が流れとして組み立てるのが難しい（導入→展開が面白そ・果たして成り立つのかどうか。起承転結が流れとして組み立てるのが難しい（導入→展開が面白そ・果たして成り立つのかどうか。起承転結が流れとして組み立てるのが難しい（導入→展開が面白そ・果たして成り立つのかどうか。起承転結が流れとして組み立てるのが難しい（導入→展開が面白そ

う）う）う）う）    

・劇遊びで子ども達をこの話の中に入れていく・劇遊びで子ども達をこの話の中に入れていく・劇遊びで子ども達をこの話の中に入れていく・劇遊びで子ども達をこの話の中に入れていくのがとても難しく、子どもの気持ちになって考えたり、のがとても難しく、子どもの気持ちになって考えたり、のがとても難しく、子どもの気持ちになって考えたり、のがとても難しく、子どもの気持ちになって考えたり、

おもちゃの気持ちになって話の中に入れていくのかが勉強になりました。おもちゃの気持ちになって話の中に入れていくのかが勉強になりました。おもちゃの気持ちになって話の中に入れていくのかが勉強になりました。おもちゃの気持ちになって話の中に入れていくのかが勉強になりました。 

→うまくやろうと考えずに、しっかり準備をして、ぶつかってみましょう。 

 

・予想外な事があったらどうすれば良いか。・予想外な事があったらどうすれば良いか。・予想外な事があったらどうすれば良いか。・予想外な事があったらどうすれば良いか。    

→これは難しいです。これまでの人生経験が出てしまいますね。自分なりの返しをして、その結果を

見て、反省して、同じようなことが起きたら次はこうしてみようというのを積み重ねていくしかないので

は。 
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・役割を分けた時に、子ども達をどのように役割ごとで支えていくのか。・役割を分けた時に、子ども達をどのように役割ごとで支えていくのか。・役割を分けた時に、子ども達をどのように役割ごとで支えていくのか。・役割を分けた時に、子ども達をどのように役割ごとで支えていくのか。    

→それぞれの持ち場ですべきことがあるはずです。まあ、リハーサルの中で考えましょう。 

 

・上手い見せ方。・上手い見せ方。・上手い見せ方。・上手い見せ方。    

・わかりやすく、楽しく子ども達が見てくれるようにすることが大切。・わかりやすく、楽しく子ども達が見てくれるようにすることが大切。・わかりやすく、楽しく子ども達が見てくれるようにすることが大切。・わかりやすく、楽しく子ども達が見てくれるようにすることが大切。    

→あまり見せるという意識はもたない方がいいかもしれません。保育者として子どもの前に立つ際の

たたずまいを見せるというのはあるかもしれませんが、今回は、見せ物ではなくて、子どもがその気に

なって動きたい、表現したいと思うようにする（という模擬）ことが大切です。 

 

・絵本を選ぶときの基準は何か。子ども達が知っている物なのか、楽しめる物なのか。・絵本を選ぶときの基準は何か。子ども達が知っている物なのか、楽しめる物なのか。・絵本を選ぶときの基準は何か。子ども達が知っている物なのか、楽しめる物なのか。・絵本を選ぶときの基準は何か。子ども達が知っている物なのか、楽しめる物なのか。    

→大前提は知っていることがいいです。また、知らなくても、何度も紹介していけば、子どもにとって

は既知の作品になります。大学の授業ではあまり意識できませんが、保育には継続性があります。積

み重ねということもありますし、何よりも子どもは繰り返しが大好きです。それは精神の安心・安定とも

関連しています。劇遊びとしてやりやすい作品というのもあります。身体表現がしやすい絵本です。 

 

・材料（発表の際、使用する道具）などの準備は、必要かどうか。・材料（発表の際、使用する道具）などの準備は、必要かどうか。・材料（発表の際、使用する道具）などの準備は、必要かどうか。・材料（発表の際、使用する道具）などの準備は、必要かどうか。    

→あった方がいいです。多少はあったほうがやりやすいかもしれません。でも、わざわざ買ったりする

必要はありません。相談してください。 

 

＜皆さんから出た模擬活動の展開に関するポイント＞ 

→上記の不安に対して、皆さんの中で答えてくれている人がいます。以下を参考にしましょう。 

・皆で何かを決める時、一人一人の意見とかを出すことが大切。・皆で何かを決める時、一人一人の意見とかを出すことが大切。・皆で何かを決める時、一人一人の意見とかを出すことが大切。・皆で何かを決める時、一人一人の意見とかを出すことが大切。    

・子ども達に楽しんでもらうには、指導者や役をやる人が楽しんでやることが大切！・子ども達に楽しんでもらうには、指導者や役をやる人が楽しんでやることが大切！・子ども達に楽しんでもらうには、指導者や役をやる人が楽しんでやることが大切！・子ども達に楽しんでもらうには、指導者や役をやる人が楽しんでやることが大切！    

・思い切ってやるのは大事。・思い切ってやるのは大事。・思い切ってやるのは大事。・思い切ってやるのは大事。    

・みんなを楽しませ、かつ、自分も楽しむことが大切だなと思います。・みんなを楽しませ、かつ、自分も楽しむことが大切だなと思います。・みんなを楽しませ、かつ、自分も楽しむことが大切だなと思います。・みんなを楽しませ、かつ、自分も楽しむことが大切だなと思います。    

・やはり体を使った表現、大きなアクションは大切だと痛感する。・やはり体を使った表現、大きなアクションは大切だと痛感する。・やはり体を使った表現、大きなアクションは大切だと痛感する。・やはり体を使った表現、大きなアクションは大切だと痛感する。    

・きっと自分も楽しんでいないと子どもはついてきてくれないんだなと思いました。・きっと自分も楽しんでいないと子どもはついてきてくれないんだなと思いました。・きっと自分も楽しんでいないと子どもはついてきてくれないんだなと思いました。・きっと自分も楽しんでいないと子どもはついてきてくれないんだなと思いました。    

・みんなが楽しくできるようにそういう空気感をしっかりと作りたいと思います。人前に立つ人がやる気・みんなが楽しくできるようにそういう空気感をしっかりと作りたいと思います。人前に立つ人がやる気・みんなが楽しくできるようにそういう空気感をしっかりと作りたいと思います。人前に立つ人がやる気・みんなが楽しくできるようにそういう空気感をしっかりと作りたいと思います。人前に立つ人がやる気

がなかったり、笑ったり、へらへらしたら、だらだらしてしまうのでしっかりとやりたいと思います。がなかったり、笑ったり、へらへらしたら、だらだらしてしまうのでしっかりとやりたいと思います。がなかったり、笑ったり、へらへらしたら、だらだらしてしまうのでしっかりとやりたいと思います。がなかったり、笑ったり、へらへらしたら、だらだらしてしまうのでしっかりとやりたいと思います。    

・笑顔でやることが大切だと思った。・笑顔でやることが大切だと思った。・笑顔でやることが大切だと思った。・笑顔でやることが大切だと思った。    

    

＜心がけた工夫＞ 

→授業の中で考えたみなさんが考えた工夫は以下です。 

・いかに集中してもらうか考えた。・いかに集中してもらうか考えた。・いかに集中してもらうか考えた。・いかに集中してもらうか考えた。    

・導入に「はじまるよ」の手遊びをして、絵本・導入に「はじまるよ」の手遊びをして、絵本・導入に「はじまるよ」の手遊びをして、絵本・導入に「はじまるよ」の手遊びをして、絵本を聞く用意をする。を聞く用意をする。を聞く用意をする。を聞く用意をする。    

・・・・2222つの作品でどちらにしようか迷っていて、最終的に子ども達がよく知っているであろうブレーメンのつの作品でどちらにしようか迷っていて、最終的に子ども達がよく知っているであろうブレーメンのつの作品でどちらにしようか迷っていて、最終的に子ども達がよく知っているであろうブレーメンのつの作品でどちらにしようか迷っていて、最終的に子ども達がよく知っているであろうブレーメンの

音楽隊をとりました。音楽隊をとりました。音楽隊をとりました。音楽隊をとりました。    

・みんなで話し合って、どんなことをするかを考えた。・みんなで話し合って、どんなことをするかを考えた。・みんなで話し合って、どんなことをするかを考えた。・みんなで話し合って、どんなことをするかを考えた。    

・動きや遊びを取り入れる。まとめ役をいれた。帽子→スカーフ。絵を描いた。・動きや遊びを取り入れる。まとめ役をいれた。帽子→スカーフ。絵を描いた。・動きや遊びを取り入れる。まとめ役をいれた。帽子→スカーフ。絵を描いた。・動きや遊びを取り入れる。まとめ役をいれた。帽子→スカーフ。絵を描いた。    

・みんなに役を与えて、何もすることがない人がいないように工夫した。・みんなに役を与えて、何もすることがない人がいないように工夫した。・みんなに役を与えて、何もすることがない人がいないように工夫した。・みんなに役を与えて、何もすることがない人がいないように工夫した。    
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・皆が必ず役があり、ゲームだけでなく、手遊びをして集中させ、読みきかせに入るようにする。・皆が必ず役があり、ゲームだけでなく、手遊びをして集中させ、読みきかせに入るようにする。・皆が必ず役があり、ゲームだけでなく、手遊びをして集中させ、読みきかせに入るようにする。・皆が必ず役があり、ゲームだけでなく、手遊びをして集中させ、読みきかせに入るようにする。    

・ピアノの伴奏（導入）、帽子をスカーフに。・ピアノの伴奏（導入）、帽子をスカーフに。・ピアノの伴奏（導入）、帽子をスカーフに。・ピアノの伴奏（導入）、帽子をスカーフに。    

・みんなが参加できるように。・みんなが参加できるように。・みんなが参加できるように。・みんなが参加できるように。    

・子ども達が劇遊びに集中できるように手遊びを入れた。子ども達が楽しめるように考えた。・子ども達が劇遊びに集中できるように手遊びを入れた。子ども達が楽しめるように考えた。・子ども達が劇遊びに集中できるように手遊びを入れた。子ども達が楽しめるように考えた。・子ども達が劇遊びに集中できるように手遊びを入れた。子ども達が楽しめるように考えた。    

・他のところとかぶらないようにした。物語を特別な内容にした。・他のところとかぶらないようにした。物語を特別な内容にした。・他のところとかぶらないようにした。物語を特別な内容にした。・他のところとかぶらないようにした。物語を特別な内容にした。    

・おおかみ側になって子ども達に考えを深めてもらおうと工夫をした。・おおかみ側になって子ども達に考えを深めてもらおうと工夫をした。・おおかみ側になって子ども達に考えを深めてもらおうと工夫をした。・おおかみ側になって子ども達に考えを深めてもらおうと工夫をした。    

・ゲーム／手遊びで最初から楽しめるようにする。・ゲーム／手遊びで最初から楽しめるようにする。・ゲーム／手遊びで最初から楽しめるようにする。・ゲーム／手遊びで最初から楽しめるようにする。    

・実際に子ども達とふれあう時を想定してやるように心がけました。・実際に子ども達とふれあう時を想定してやるように心がけました。・実際に子ども達とふれあう時を想定してやるように心がけました。・実際に子ども達とふれあう時を想定してやるように心がけました。    

・子ども達が楽しめるようなことを取り入れることを工夫した。・子ども達が楽しめるようなことを取り入れることを工夫した。・子ども達が楽しめるようなことを取り入れることを工夫した。・子ども達が楽しめるようなことを取り入れることを工夫した。    

・子どもがどのような事をすればよろこぶかを考え、意見を出し合った。・子どもがどのような事をすればよろこぶかを考え、意見を出し合った。・子どもがどのような事をすればよろこぶかを考え、意見を出し合った。・子どもがどのような事をすればよろこぶかを考え、意見を出し合った。    

・本の通りにはせず、オリジナリティーを取り入れたい。・本の通りにはせず、オリジナリティーを取り入れたい。・本の通りにはせず、オリジナリティーを取り入れたい。・本の通りにはせず、オリジナリティーを取り入れたい。    

・子ども（役）をどう引っ張っていくか・子ども（役）をどう引っ張っていくか・子ども（役）をどう引っ張っていくか・子ども（役）をどう引っ張っていくか    

・子ども達がどうやったら楽しめるのか。・子ども達がどうやったら楽しめるのか。・子ども達がどうやったら楽しめるのか。・子ども達がどうやったら楽しめるのか。    

・正義を子ども達にやってもらうのではなく、悪役を子ども達にやってもらうという逆の発想をしてみた・正義を子ども達にやってもらうのではなく、悪役を子ども達にやってもらうという逆の発想をしてみた・正義を子ども達にやってもらうのではなく、悪役を子ども達にやってもらうという逆の発想をしてみた・正義を子ども達にやってもらうのではなく、悪役を子ども達にやってもらうという逆の発想をしてみた

こと。こと。こと。こと。    

・みんなが参加できるように考えた。・みんなが参加できるように考えた。・みんなが参加できるように考えた。・みんなが参加できるように考えた。7777匹の子ヤギの役がいないのでそこを工夫しました。匹の子ヤギの役がいないのでそこを工夫しました。匹の子ヤギの役がいないのでそこを工夫しました。匹の子ヤギの役がいないのでそこを工夫しました。    

・子ども達の質問をきちんと聞いてあげる。・子ども達の質問をきちんと聞いてあげる。・子ども達の質問をきちんと聞いてあげる。・子ども達の質問をきちんと聞いてあげる。    

・事前にいろいろネットや絵本で調べた。・事前にいろいろネットや絵本で調べた。・事前にいろいろネットや絵本で調べた。・事前にいろいろネットや絵本で調べた。    

・ヤギとオオカミを自分達でやりたい方をやらせて楽しませる。・ヤギとオオカミを自分達でやりたい方をやらせて楽しませる。・ヤギとオオカミを自分達でやりたい方をやらせて楽しませる。・ヤギとオオカミを自分達でやりたい方をやらせて楽しませる。    

・話をそのままやるのではなく少し変えた所を工夫しました。・話をそのままやるのではなく少し変えた所を工夫しました。・話をそのままやるのではなく少し変えた所を工夫しました。・話をそのままやるのではなく少し変えた所を工夫しました。    

・笑顔を心がけて子ども達がより楽しんでもらえるよ・笑顔を心がけて子ども達がより楽しんでもらえるよ・笑顔を心がけて子ども達がより楽しんでもらえるよ・笑顔を心がけて子ども達がより楽しんでもらえるよう声色をかえたりしようと思います。う声色をかえたりしようと思います。う声色をかえたりしようと思います。う声色をかえたりしようと思います。    

・皆が参加できるようにするのが難しかった。・皆が参加できるようにするのが難しかった。・皆が参加できるようにするのが難しかった。・皆が参加できるようにするのが難しかった。    

・子どもを引きつけられるように一人一人の役割を細かくする。・子どもを引きつけられるように一人一人の役割を細かくする。・子どもを引きつけられるように一人一人の役割を細かくする。・子どもを引きつけられるように一人一人の役割を細かくする。    

・周りの子ども達をまきこむように、みんなで考えたり、動けるよう心がけたい。・周りの子ども達をまきこむように、みんなで考えたり、動けるよう心がけたい。・周りの子ども達をまきこむように、みんなで考えたり、動けるよう心がけたい。・周りの子ども達をまきこむように、みんなで考えたり、動けるよう心がけたい。    

・絵本を読む時、どれだけひきつけられるか。・絵本を読む時、どれだけひきつけられるか。・絵本を読む時、どれだけひきつけられるか。・絵本を読む時、どれだけひきつけられるか。    

・小道具・小道具・小道具・小道具    

 

＜その他＞ 

・絵本や紙芝居をそのまま劇にするのとは違い、とても難しいと思いました。・絵本や紙芝居をそのまま劇にするのとは違い、とても難しいと思いました。・絵本や紙芝居をそのまま劇にするのとは違い、とても難しいと思いました。・絵本や紙芝居をそのまま劇にするのとは違い、とても難しいと思いました。    

・絵本を絵本だけで終わらせないことが大切だと思った。・絵本を絵本だけで終わらせないことが大切だと思った。・絵本を絵本だけで終わらせないことが大切だと思った。・絵本を絵本だけで終わらせないことが大切だと思った。    

・もとの絵本から、少し工夫して物語を作っていくのが難しい。・もとの絵本から、少し工夫して物語を作っていくのが難しい。・もとの絵本から、少し工夫して物語を作っていくのが難しい。・もとの絵本から、少し工夫して物語を作っていくのが難しい。    

・物語をいかに壊さずに簡潔に作れるか。自分達のやりたいことができるか。・物語をいかに壊さずに簡潔に作れるか。自分達のやりたいことができるか。・物語をいかに壊さずに簡潔に作れるか。自分達のやりたいことができるか。・物語をいかに壊さずに簡潔に作れるか。自分達のやりたいことができるか。    

→脚本化の問題ですね。そして単に鑑賞作品をつくるのではなくて、体験作品をつくることなので、

難しいと思うのだと思います。 

 

・けっこう簡単かなと思って話し合いをしたら、劇の組み立てがとても難しかった。子ども達の想像力・けっこう簡単かなと思って話し合いをしたら、劇の組み立てがとても難しかった。子ども達の想像力・けっこう簡単かなと思って話し合いをしたら、劇の組み立てがとても難しかった。子ども達の想像力・けっこう簡単かなと思って話し合いをしたら、劇の組み立てがとても難しかった。子ども達の想像力

を育てながら楽しませる劇遊びをつくっていきたい。を育てながら楽しませる劇遊びをつくっていきたい。を育てながら楽しませる劇遊びをつくっていきたい。を育てながら楽しませる劇遊びをつくっていきたい。    

・思った以上に話を進めるのが難しかった。役を決めるのが大変だった。・思った以上に話を進めるのが難しかった。役を決めるのが大変だった。・思った以上に話を進めるのが難しかった。役を決めるのが大変だった。・思った以上に話を進めるのが難しかった。役を決めるのが大変だった。    

・話をまとめるのが思った以上に難しく、実際にやってみないとわからない。・話をまとめるのが思った以上に難しく、実際にやってみないとわからない。・話をまとめるのが思った以上に難しく、実際にやってみないとわからない。・話をまとめるのが思った以上に難しく、実際にやってみないとわからない。    

・自分で考えてみるとすごく難しくて大・自分で考えてみるとすごく難しくて大・自分で考えてみるとすごく難しくて大・自分で考えてみるとすごく難しくて大変だと思いました。参加者をしっかり物語に関わらせることと、変だと思いました。参加者をしっかり物語に関わらせることと、変だと思いました。参加者をしっかり物語に関わらせることと、変だと思いました。参加者をしっかり物語に関わらせることと、

楽しませることが大切だと思いました。楽しませることが大切だと思いました。楽しませることが大切だと思いました。楽しませることが大切だと思いました。    
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・自分達で導入などを考えてやるのは初めてだから少し難しいこともあるけど発表までにがんばって・自分達で導入などを考えてやるのは初めてだから少し難しいこともあるけど発表までにがんばって・自分達で導入などを考えてやるのは初めてだから少し難しいこともあるけど発表までにがんばって・自分達で導入などを考えてやるのは初めてだから少し難しいこともあるけど発表までにがんばって

完成させていいものを作りたいと思いました。完成させていいものを作りたいと思いました。完成させていいものを作りたいと思いました。完成させていいものを作りたいと思いました。    

→やってみて、初めて難しさを実感するものですね。 

 

・構成表を作るのが大変だと思った。・構成表を作るのが大変だと思った。・構成表を作るのが大変だと思った。・構成表を作るのが大変だと思った。    

・何事も準備が必要だと思った。・何事も準備が必要だと思った。・何事も準備が必要だと思った。・何事も準備が必要だと思った。    

・念入りに考えていくことが大切だと思う。・念入りに考えていくことが大切だと思う。・念入りに考えていくことが大切だと思う。・念入りに考えていくことが大切だと思う。    

→準備をしっかりすれば、うまくいきやすいです。ただ、準備をしっかりやっても本番で失敗することも

あります。何事も経験です。精一杯やるだけやってもらえるといいなと思っています。 

 

・グループ活動のコミュニケーション力。意見をどう出し合って、まとめていくか、まとめ役や演じる人・グループ活動のコミュニケーション力。意見をどう出し合って、まとめていくか、まとめ役や演じる人・グループ活動のコミュニケーション力。意見をどう出し合って、まとめていくか、まとめ役や演じる人・グループ活動のコミュニケーション力。意見をどう出し合って、まとめていくか、まとめ役や演じる人

をどのように決めて進めていくか、子ども達の安全や個性を伸ばしたりしていくことがどんなに大変かをどのように決めて進めていくか、子ども達の安全や個性を伸ばしたりしていくことがどんなに大変かをどのように決めて進めていくか、子ども達の安全や個性を伸ばしたりしていくことがどんなに大変かをどのように決めて進めていくか、子ども達の安全や個性を伸ばしたりしていくことがどんなに大変か

、わかった気がする。先生って大変だと思った。、わかった気がする。先生って大変だと思った。、わかった気がする。先生って大変だと思った。、わかった気がする。先生って大変だと思った。    

・自分の考えが上手に人に伝わらない。どうしたら上手に伝わるか。・自分の考えが上手に人に伝わらない。どうしたら上手に伝わるか。・自分の考えが上手に人に伝わらない。どうしたら上手に伝わるか。・自分の考えが上手に人に伝わらない。どうしたら上手に伝わるか。    

・個性的な人が集まったグループなので、い・個性的な人が集まったグループなので、い・個性的な人が集まったグループなので、い・個性的な人が集まったグループなので、いろいろな考え方があり、おもしろいと思う。ろいろな考え方があり、おもしろいと思う。ろいろな考え方があり、おもしろいと思う。ろいろな考え方があり、おもしろいと思う。    

・みんなで意見を言い合える環境は大切だと思った。・みんなで意見を言い合える環境は大切だと思った。・みんなで意見を言い合える環境は大切だと思った。・みんなで意見を言い合える環境は大切だと思った。    

・演技のチームワーク性。・演技のチームワーク性。・演技のチームワーク性。・演技のチームワーク性。    

・自分の意見が言えなかったことだと思います。・自分の意見が言えなかったことだと思います。・自分の意見が言えなかったことだと思います。・自分の意見が言えなかったことだと思います。    

→グループワークは大変です。それぞれ自分の意見をもっています。ただ、それをちゃんと言える人

もいるし、言えない人もいます。指導者としては雰囲気をつくるというのも重要な役割だと思います。

苦手意識がある人は、子どものそういう気持ちがわかるのですから、その気持ちを忘れずに保育者

になってください。 

 

・時間の使い方が大切だと思った。・時間の使い方が大切だと思った。・時間の使い方が大切だと思った。・時間の使い方が大切だと思った。    

→これはとても難しいです。馴れも必要です。 

 

・人それぞれ価値観が違うので相手のことをしっかりと考えてあげなくてはいけないなと思いました。・人それぞれ価値観が違うので相手のことをしっかりと考えてあげなくてはいけないなと思いました。・人それぞれ価値観が違うので相手のことをしっかりと考えてあげなくてはいけないなと思いました。・人それぞれ価値観が違うので相手のことをしっかりと考えてあげなくてはいけないなと思いました。    

・人、それぞれの個性を生かして、色々な工夫を加えることが大切だと思った。例えば、ピアノだった・人、それぞれの個性を生かして、色々な工夫を加えることが大切だと思った。例えば、ピアノだった・人、それぞれの個性を生かして、色々な工夫を加えることが大切だと思った。例えば、ピアノだった・人、それぞれの個性を生かして、色々な工夫を加えることが大切だと思った。例えば、ピアノだった

り、表現力だったりなど。り、表現力だったりなど。り、表現力だったりなど。り、表現力だったりなど。    

→違いを認め合うのは難しいです。とりあえず違いがそれぞれあるんだというのを認めることから始め

ましょう。 

 

・とにかくよく考えること！表現活動では頭も使わなくちゃいけないので大変だと思いました。・とにかくよく考えること！表現活動では頭も使わなくちゃいけないので大変だと思いました。・とにかくよく考えること！表現活動では頭も使わなくちゃいけないので大変だと思いました。・とにかくよく考えること！表現活動では頭も使わなくちゃいけないので大変だと思いました。    

→その通りですね。想像力や感覚、感性の部分も必要ですし、そういうことをこの授業ではテーマに

やっていますが、実は知性が無いと指導者としても、参加者としてもうまくいかないと思います。感性

と知性を切り離すことなく、融合している人を育てるというのがこの授業や表現活動を推進する一つ

の理由だと思っています。 

 

・オオカミと・オオカミと・オオカミと・オオカミと7777匹の子ヤギで匹の子ヤギで匹の子ヤギで匹の子ヤギで"7"7"7"7匹匹匹匹""""って数字が出ているから、って数字が出ているから、って数字が出ているから、って数字が出ているから、7777人でやらなきゃって思っちゃったけど、人でやらなきゃって思っちゃったけど、人でやらなきゃって思っちゃったけど、人でやらなきゃって思っちゃったけど、

あんまり関係ないなって思いました。あんまり関係ないなって思いました。あんまり関係ないなって思いました。あんまり関係ないなって思いました。    

→そうですね。こだわってみるやり方もありますし、こだわる必要はない場合もあります。 
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●●●●「保育「保育「保育「保育内容（ドラマ表現）」７／３内容（ドラマ表現）」７／３内容（ドラマ表現）」７／３内容（ドラマ表現）」７／３ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答                                                        ２０１３２０１３２０１３２０１３    ７／１０７／１０７／１０７／１０配布配布配布配布    

 

＜指導者からのアドバイス＞ 

→下川先生からもらったアドバイスを忘れないようにしてくださいね。 

・みんなで、できるように話をかえて、おもちゃになる。物語を自分でつくるといい・みんなで、できるように話をかえて、おもちゃになる。物語を自分でつくるといい・みんなで、できるように話をかえて、おもちゃになる。物語を自分でつくるといい・みんなで、できるように話をかえて、おもちゃになる。物語を自分でつくるといい    

・みんなを夢中にさせられるように取り込む・みんなを夢中にさせられるように取り込む・みんなを夢中にさせられるように取り込む・みんなを夢中にさせられるように取り込む    

・皆でおもちゃになりきって、夜中になると動けて朝になると止まってしまうトイ・ストーリー的な話し・皆でおもちゃになりきって、夜中になると動けて朝になると止まってしまうトイ・ストーリー的な話し・皆でおもちゃになりきって、夜中になると動けて朝になると止まってしまうトイ・ストーリー的な話し・皆でおもちゃになりきって、夜中になると動けて朝になると止まってしまうトイ・ストーリー的な話し

にすると良いかもとアドバイスされましたにすると良いかもとアドバイスされましたにすると良いかもとアドバイスされましたにすると良いかもとアドバイスされました    

・動きをする場面、動き方など作り方のポイント・動きをする場面、動き方など作り方のポイント・動きをする場面、動き方など作り方のポイント・動きをする場面、動き方など作り方のポイント    

・トイ・ストーリーになるみたいに話しをむずかしく考えるのではなく、簡単に考えてみては、色々アド・トイ・ストーリーになるみたいに話しをむずかしく考えるのではなく、簡単に考えてみては、色々アド・トイ・ストーリーになるみたいに話しをむずかしく考えるのではなく、簡単に考えてみては、色々アド・トイ・ストーリーになるみたいに話しをむずかしく考えるのではなく、簡単に考えてみては、色々アド

バイスがもらえて、勉強になりましたバイスがもらえて、勉強になりましたバイスがもらえて、勉強になりましたバイスがもらえて、勉強になりました    

    

・おさるの声まねをさせたり、サルになりきりさせる・おさるの声まねをさせたり、サルになりきりさせる・おさるの声まねをさせたり、サルになりきりさせる・おさるの声まねをさせたり、サルになりきりさせる    

・絵本を読まないでそのまま活動に入っちゃう・絵本を読まないでそのまま活動に入っちゃう・絵本を読まないでそのまま活動に入っちゃう・絵本を読まないでそのまま活動に入っちゃう    

・おさるの声まねをさせたり、サルになりきらせたりして物語に入りやすくさせる。絵本を読まないで・おさるの声まねをさせたり、サルになりきらせたりして物語に入りやすくさせる。絵本を読まないで・おさるの声まねをさせたり、サルになりきらせたりして物語に入りやすくさせる。絵本を読まないで・おさるの声まねをさせたり、サルになりきらせたりして物語に入りやすくさせる。絵本を読まないで

入り込ませる。身振り手振り入り込ませる。身振り手振り入り込ませる。身振り手振り入り込ませる。身振り手振り    

・アイアイを途中で入れるのも良いといわれた。スカーフの使い方・アイアイを途中で入れるのも良いといわれた。スカーフの使い方・アイアイを途中で入れるのも良いといわれた。スカーフの使い方・アイアイを途中で入れるのも良いといわれた。スカーフの使い方    

・スカーフ遊びのやり方・スカーフ遊びのやり方・スカーフ遊びのやり方・スカーフ遊びのやり方    

・スカーフの遊び方、どこで導入を入れるか・スカーフの遊び方、どこで導入を入れるか・スカーフの遊び方、どこで導入を入れるか・スカーフの遊び方、どこで導入を入れるか    

・動いてみて、プリントを記入してみればと言われました・動いてみて、プリントを記入してみればと言われました・動いてみて、プリントを記入してみればと言われました・動いてみて、プリントを記入してみればと言われました    

・アイアイを中盤に持ってきたり、スカーフを片付けること、ピアノ伴奏導入で他のシーンにも音を入・アイアイを中盤に持ってきたり、スカーフを片付けること、ピアノ伴奏導入で他のシーンにも音を入・アイアイを中盤に持ってきたり、スカーフを片付けること、ピアノ伴奏導入で他のシーンにも音を入・アイアイを中盤に持ってきたり、スカーフを片付けること、ピアノ伴奏導入で他のシーンにも音を入

れたらどうかなど、一体感になれるアイディアなどたくさんアドバイスいただいた。スカーフ遊びのやれたらどうかなど、一体感になれるアイディアなどたくさんアドバイスいただいた。スカーフ遊びのやれたらどうかなど、一体感になれるアイディアなどたくさんアドバイスいただいた。スカーフ遊びのやれたらどうかなど、一体感になれるアイディアなどたくさんアドバイスいただいた。スカーフ遊びのや

り方も含めり方も含めり方も含めり方も含め    

    

・最後をトム・最後をトム・最後をトム・最後をトムだけに言うのではなく、みんなに言うようにすれば最後も参加型になることをアドバイスだけに言うのではなく、みんなに言うようにすれば最後も参加型になることをアドバイスだけに言うのではなく、みんなに言うようにすれば最後も参加型になることをアドバイスだけに言うのではなく、みんなに言うようにすれば最後も参加型になることをアドバイス

してもらえたしてもらえたしてもらえたしてもらえた    

・最後のセリフを２人で終わりにせず、参加型にする・最後のセリフを２人で終わりにせず、参加型にする・最後のセリフを２人で終わりにせず、参加型にする・最後のセリフを２人で終わりにせず、参加型にする    

 

・物事をはじめるまえに集中させるために手遊びやゲームを行ったこと。そのおかげで、ある程度ス・物事をはじめるまえに集中させるために手遊びやゲームを行ったこと。そのおかげで、ある程度ス・物事をはじめるまえに集中させるために手遊びやゲームを行ったこと。そのおかげで、ある程度ス・物事をはじめるまえに集中させるために手遊びやゲームを行ったこと。そのおかげで、ある程度ス

ムーズに進めることができた。ムーズに進めることができた。ムーズに進めることができた。ムーズに進めることができた。    

・次回こそは伝言ゲームをやりたい！！・次回こそは伝言ゲームをやりたい！！・次回こそは伝言ゲームをやりたい！！・次回こそは伝言ゲームをやりたい！！    

→やることでスッキリして授業ができるかもしれません。ただ、時間が無くなってしまったかもしれませ

ん。 

 

・紙芝居を選ぶのにだいぶ時間をかけてしまいました。構成表を早く書き練習するのに時間を使い・紙芝居を選ぶのにだいぶ時間をかけてしまいました。構成表を早く書き練習するのに時間を使い・紙芝居を選ぶのにだいぶ時間をかけてしまいました。構成表を早く書き練習するのに時間を使い・紙芝居を選ぶのにだいぶ時間をかけてしまいました。構成表を早く書き練習するのに時間を使い

たいと思います。よりよいものができるようにがんばっていきたいと思います。アドバイスありがとうござたいと思います。よりよいものができるようにがんばっていきたいと思います。アドバイスありがとうござたいと思います。よりよいものができるようにがんばっていきたいと思います。アドバイスありがとうござたいと思います。よりよいものができるようにがんばっていきたいと思います。アドバイスありがとうござ

いました。視野が広がりました。いました。視野が広がりました。いました。視野が広がりました。いました。視野が広がりました。    

→よりよいものを作ろうとする姿勢を皆さんから感じます。それは何においても一番大事なことだと思

います。 
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・最後の所をみんなで！と言われました・最後の所をみんなで！と言われました・最後の所をみんなで！と言われました・最後の所をみんなで！と言われました    

・ガチョウの使い方には色々あるよ。と！・ガチョウの使い方には色々あるよ。と！・ガチョウの使い方には色々あるよ。と！・ガチョウの使い方には色々あるよ。と！    

・ガチョウが必要かどうか、どんな動きをすればよいのか教えてくれた・ガチョウが必要かどうか、どんな動きをすればよいのか教えてくれた・ガチョウが必要かどうか、どんな動きをすればよいのか教えてくれた・ガチョウが必要かどうか、どんな動きをすればよいのか教えてくれた    

・劇中どうやって進行するか話し合って決めた・劇中どうやって進行するか話し合って決めた・劇中どうやって進行するか話し合って決めた・劇中どうやって進行するか話し合って決めた    

・役をふりわける時に、あまり人数を多くしてしまうと指導とかをする人が少なくなってしまう・役をふりわける時に、あまり人数を多くしてしまうと指導とかをする人が少なくなってしまう・役をふりわける時に、あまり人数を多くしてしまうと指導とかをする人が少なくなってしまう・役をふりわける時に、あまり人数を多くしてしまうと指導とかをする人が少なくなってしまう    

    

・どうやったら子どもたちと一緒にオオカミをたおせるかをうまくやる・どうやったら子どもたちと一緒にオオカミをたおせるかをうまくやる・どうやったら子どもたちと一緒にオオカミをたおせるかをうまくやる・どうやったら子どもたちと一緒にオオカミをたおせるかをうまくやる    

・どうやったら、最後みん・どうやったら、最後みん・どうやったら、最後みん・どうやったら、最後みんなが後味良く終われるのかを言われたなが後味良く終われるのかを言われたなが後味良く終われるのかを言われたなが後味良く終われるのかを言われた    

・ダイナミックな演技、ストーリ・ダイナミックな演技、ストーリ・ダイナミックな演技、ストーリ・ダイナミックな演技、ストーリーーーーなどなどなどなど    

・細かくナレーションを入れる・細かくナレーションを入れる・細かくナレーションを入れる・細かくナレーションを入れる    

・お腹の子どの（子ヤギ）も動きを入れる・お腹の子どの（子ヤギ）も動きを入れる・お腹の子どの（子ヤギ）も動きを入れる・お腹の子どの（子ヤギ）も動きを入れる    

・子どもの反応などについて、指導していただきました。おかあさんヤギとオオカミチェンジ！・子どもの反応などについて、指導していただきました。おかあさんヤギとオオカミチェンジ！・子どもの反応などについて、指導していただきました。おかあさんヤギとオオカミチェンジ！・子どもの反応などについて、指導していただきました。おかあさんヤギとオオカミチェンジ！    

・物語の進行についてアドバイスいただきました・物語の進行についてアドバイスいただきました・物語の進行についてアドバイスいただきました・物語の進行についてアドバイスいただきました    

    

・動物の大きさについて。子どもそれぞれのイメージがあること、シナリオ通りじゃなくていい。ドロボ・動物の大きさについて。子どもそれぞれのイメージがあること、シナリオ通りじゃなくていい。ドロボ・動物の大きさについて。子どもそれぞれのイメージがあること、シナリオ通りじゃなくていい。ドロボ・動物の大きさについて。子どもそれぞれのイメージがあること、シナリオ通りじゃなくていい。ドロボ

ウの性格ウの性格ウの性格ウの性格    

・動物のイメージは個々のもの。シナリオ通りでなくでもよい、あくまで材料。泥棒のキャラ分け・動物のイメージは個々のもの。シナリオ通りでなくでもよい、あくまで材料。泥棒のキャラ分け・動物のイメージは個々のもの。シナリオ通りでなくでもよい、あくまで材料。泥棒のキャラ分け・動物のイメージは個々のもの。シナリオ通りでなくでもよい、あくまで材料。泥棒のキャラ分け    

    

・回りを見る。自己中にならない。動いてみる！・回りを見る。自己中にならない。動いてみる！・回りを見る。自己中にならない。動いてみる！・回りを見る。自己中にならない。動いてみる！    

・実際に立ってリハーサルする。リハーサルすることで微調整する・実際に立ってリハーサルする。リハーサルすることで微調整する・実際に立ってリハーサルする。リハーサルすることで微調整する・実際に立ってリハーサルする。リハーサルすることで微調整する    

・もう立ちでやってもいいんじゃない？と言われました。背中を押してもらいました・もう立ちでやってもいいんじゃない？と言われました。背中を押してもらいました・もう立ちでやってもいいんじゃない？と言われました。背中を押してもらいました・もう立ちでやってもいいんじゃない？と言われました。背中を押してもらいました    

・実際に動いてみるといいと言われた・実際に動いてみるといいと言われた・実際に動いてみるといいと言われた・実際に動いてみるといいと言われた    

    

＜心がけた工夫＞ 

→授業の中で考えたみなさんが考えた工夫は以下です。    

・ピアノで「アイアイ」を弾く。ぼうしじゃなくスカーフで表現！！・ピアノで「アイアイ」を弾く。ぼうしじゃなくスカーフで表現！！・ピアノで「アイアイ」を弾く。ぼうしじゃなくスカーフで表現！！・ピアノで「アイアイ」を弾く。ぼうしじゃなくスカーフで表現！！    

・スカーフ遊び、手遊び・スカーフ遊び、手遊び・スカーフ遊び、手遊び・スカーフ遊び、手遊び    

・絵本の読み聞かせ。子どものイメージのふくらませ・絵本の読み聞かせ。子どものイメージのふくらませ・絵本の読み聞かせ。子どものイメージのふくらませ・絵本の読み聞かせ。子どものイメージのふくらませ    

・ピアノ！！スカーフ遊び・ピアノ！！スカーフ遊び・ピアノ！！スカーフ遊び・ピアノ！！スカーフ遊び    

・自分たちも楽しむこと・自分たちも楽しむこと・自分たちも楽しむこと・自分たちも楽しむこと    

・どうオオカミに導入するかを工・どうオオカミに導入するかを工・どうオオカミに導入するかを工・どうオオカミに導入するかを工夫しました夫しました夫しました夫しました    

・ピアノ、スカーフ遊び、スカーフの持ち方、たたみ方・ピアノ、スカーフ遊び、スカーフの持ち方、たたみ方・ピアノ、スカーフ遊び、スカーフの持ち方、たたみ方・ピアノ、スカーフ遊び、スカーフの持ち方、たたみ方    

・子どもたちの劇の中での切り替えで声かけが工夫した・子どもたちの劇の中での切り替えで声かけが工夫した・子どもたちの劇の中での切り替えで声かけが工夫した・子どもたちの劇の中での切り替えで声かけが工夫した    

・子どもたちに呼びかけ・といかけをする・子どもたちに呼びかけ・といかけをする・子どもたちに呼びかけ・といかけをする・子どもたちに呼びかけ・といかけをする    

・みんなが楽しくあるように・みんなが楽しくあるように・みんなが楽しくあるように・みんなが楽しくあるように    

・スカーフの遊び方、物語をどこまで読んで、おじさんたちやさるをどこで登場させるか・スカーフの遊び方、物語をどこまで読んで、おじさんたちやさるをどこで登場させるか・スカーフの遊び方、物語をどこまで読んで、おじさんたちやさるをどこで登場させるか・スカーフの遊び方、物語をどこまで読んで、おじさんたちやさるをどこで登場させるか    

・オオカミを始める際に導入に苦労した。スムーズな展開、導入を意識した・オオカミを始める際に導入に苦労した。スムーズな展開、導入を意識した・オオカミを始める際に導入に苦労した。スムーズな展開、導入を意識した・オオカミを始める際に導入に苦労した。スムーズな展開、導入を意識した    

・演技力！・演技力！・演技力！・演技力！    

・なるべく子どもが入りやすいようにした・なるべく子どもが入りやすいようにした・なるべく子どもが入りやすいようにした・なるべく子どもが入りやすいようにした    

・いかに参加させた時楽しいと思わせるか！・いかに参加させた時楽しいと思わせるか！・いかに参加させた時楽しいと思わせるか！・いかに参加させた時楽しいと思わせるか！    

・どうすれば上手く子ども達を動かせるか・どうすれば上手く子ども達を動かせるか・どうすれば上手く子ども達を動かせるか・どうすれば上手く子ども達を動かせるか    
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・みんなが楽しく活動できるように！・みんなが楽しく活動できるように！・みんなが楽しく活動できるように！・みんなが楽しく活動できるように！    

・参加・参加・参加・参加をなるべく多くするをなるべく多くするをなるべく多くするをなるべく多くする    

・みている人も、みんなで動けるようにした・みている人も、みんなで動けるようにした・みている人も、みんなで動けるようにした・みている人も、みんなで動けるようにした    

・声を大きくはっきり聞こえるように・声を大きくはっきり聞こえるように・声を大きくはっきり聞こえるように・声を大きくはっきり聞こえるように    

・場面場面を進行させるようにスムーズにする・場面場面を進行させるようにスムーズにする・場面場面を進行させるようにスムーズにする・場面場面を進行させるようにスムーズにする    

・物語と少しかえた。スカーフを使う・物語と少しかえた。スカーフを使う・物語と少しかえた。スカーフを使う・物語と少しかえた。スカーフを使う    

・できるだけはっきり発声する、子どもたちの考えを大切にしつつお手伝いできれば…・できるだけはっきり発声する、子どもたちの考えを大切にしつつお手伝いできれば…・できるだけはっきり発声する、子どもたちの考えを大切にしつつお手伝いできれば…・できるだけはっきり発声する、子どもたちの考えを大切にしつつお手伝いできれば…    

・おおかみをやっつける動作・おおかみをやっつける動作・おおかみをやっつける動作・おおかみをやっつける動作    

・子どもが話しに入り込めるように心がけた・子どもが話しに入り込めるように心がけた・子どもが話しに入り込めるように心がけた・子どもが話しに入り込めるように心がけた    

・みんなを巻きこんで動くところ。ぐだぐだにしないこと・みんなを巻きこんで動くところ。ぐだぐだにしないこと・みんなを巻きこんで動くところ。ぐだぐだにしないこと・みんなを巻きこんで動くところ。ぐだぐだにしないこと    

・話しを集中させるために、子どもたちにたのしませてもらえる様に頑張る！・話しを集中させるために、子どもたちにたのしませてもらえる様に頑張る！・話しを集中させるために、子どもたちにたのしませてもらえる様に頑張る！・話しを集中させるために、子どもたちにたのしませてもらえる様に頑張る！    

・色々な人と関われるように心がけた・色々な人と関われるように心がけた・色々な人と関われるように心がけた・色々な人と関われるように心がけた    

・ヤギを家の家具とみたててへんしんするとこ・ヤギを家の家具とみたててへんしんするとこ・ヤギを家の家具とみたててへんしんするとこ・ヤギを家の家具とみたててへんしんするとこ    

・子どもたちも楽しく笑えるぐらいやる。「演技を真面目に楽しく」・子どもたちも楽しく笑えるぐらいやる。「演技を真面目に楽しく」・子どもたちも楽しく笑えるぐらいやる。「演技を真面目に楽しく」・子どもたちも楽しく笑えるぐらいやる。「演技を真面目に楽しく」    

・本当の話だとオオカミは死んじゃうけど殺さずに逃がした・本当の話だとオオカミは死んじゃうけど殺さずに逃がした・本当の話だとオオカミは死んじゃうけど殺さずに逃がした・本当の話だとオオカミは死んじゃうけど殺さずに逃がした    

・オオカミを殺さないように・オオカミを殺さないように・オオカミを殺さないように・オオカミを殺さないように    

・子どもに内容がしっかり伝わるようにはっきりした言葉で本を読む・子どもに内容がしっかり伝わるようにはっきりした言葉で本を読む・子どもに内容がしっかり伝わるようにはっきりした言葉で本を読む・子どもに内容がしっかり伝わるようにはっきりした言葉で本を読む    

・スカーフを使う、スムーズにさせる・スカーフを使う、スムーズにさせる・スカーフを使う、スムーズにさせる・スカーフを使う、スムーズにさせる    

 

＜その他＞ 

・来週は本番です。ぐだぐだにならないようにがんばる・来週は本番です。ぐだぐだにならないようにがんばる・来週は本番です。ぐだぐだにならないようにがんばる・来週は本番です。ぐだぐだにならないようにがんばる    

・まだ完成していないので早く仕上げたい・まだ完成していないので早く仕上げたい・まだ完成していないので早く仕上げたい・まだ完成していないので早く仕上げたい    

・幼児を参加させるのが少し多いので大変かと思ったけどわりとうまくできそう・幼児を参加させるのが少し多いので大変かと思ったけどわりとうまくできそう・幼児を参加させるのが少し多いので大変かと思ったけどわりとうまくできそう・幼児を参加させるのが少し多いので大変かと思ったけどわりとうまくできそう    

→自分達がイメージできるような活動ができればいいですね。 

 

・声かけの難しさが大変だなと思った。どうやったら子どもたちが集中して聞いてくれるのか疑問が・声かけの難しさが大変だなと思った。どうやったら子どもたちが集中して聞いてくれるのか疑問が・声かけの難しさが大変だなと思った。どうやったら子どもたちが集中して聞いてくれるのか疑問が・声かけの難しさが大変だなと思った。どうやったら子どもたちが集中して聞いてくれるのか疑問が

たくさんあるので、一つ一つ解決していきたいたくさんあるので、一つ一つ解決していきたいたくさんあるので、一つ一つ解決していきたいたくさんあるので、一つ一つ解決していきたい    

→もちろん、テクニックもあるのでしょうが、やはり、皆さんが前に立ったときに、子どもが注目してし

まうようなたたずまいを身につけるのがよいのだと思います。オーラというか、魅力というか。これは

日々、皆さんがどのように生きているかに反映されるものです。 

 

・普通の読み聞かせと全然違う読み聞かせをしなければならないので大変・普通の読み聞かせと全然違う読み聞かせをしなければならないので大変・普通の読み聞かせと全然違う読み聞かせをしなければならないので大変・普通の読み聞かせと全然違う読み聞かせをしなければならないので大変    

→読みきかせのプロからすると、今回の活動は少しおかしいというかもしれません。前にも言いまし

たが、絵本に敬意をもつことを忘れないようにしましょう。 

 

・１から考えるのは、とても難しいし、先生になるのが（なれるのが）とても不安な気持ちになってしま・１から考えるのは、とても難しいし、先生になるのが（なれるのが）とても不安な気持ちになってしま・１から考えるのは、とても難しいし、先生になるのが（なれるのが）とても不安な気持ちになってしま・１から考えるのは、とても難しいし、先生になるのが（なれるのが）とても不安な気持ちになってしま

いましたいましたいましたいました    

・考えてみて、その時の順番とかも、難しくて大変だった・考えてみて、その時の順番とかも、難しくて大変だった・考えてみて、その時の順番とかも、難しくて大変だった・考えてみて、その時の順番とかも、難しくて大変だった    

・進行するのが難しい・進行するのが難しい・進行するのが難しい・進行するのが難しい    

・意外に物語にそって話しを考えるの難しい・意外に物語にそって話しを考えるの難しい・意外に物語にそって話しを考えるの難しい・意外に物語にそって話しを考えるの難しい    

・子どもをひきつけるのが大変。セリフがわからなくなる・子どもをひきつけるのが大変。セリフがわからなくなる・子どもをひきつけるのが大変。セリフがわからなくなる・子どもをひきつけるのが大変。セリフがわからなくなる    
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・あんがい演技をするのは大変・あんがい演技をするのは大変・あんがい演技をするのは大変・あんがい演技をするのは大変    

・ストーリーをかえて、新しく考えるのは、すごく大変・ストーリーをかえて、新しく考えるのは、すごく大変・ストーリーをかえて、新しく考えるのは、すごく大変・ストーリーをかえて、新しく考えるのは、すごく大変    

→誰でも最初からできるわけではありません。少しでもチャレンジ精神がもてるといいですね。 

    

・大変！みんなの意見や人の意見をまとめて言うことは…大変でした・大変！みんなの意見や人の意見をまとめて言うことは…大変でした・大変！みんなの意見や人の意見をまとめて言うことは…大変でした・大変！みんなの意見や人の意見をまとめて言うことは…大変でした    

・今日は２人しかいなかったから大変だった・今日は２人しかいなかったから大変だった・今日は２人しかいなかったから大変だった・今日は２人しかいなかったから大変だった    

・来週は、活動できたらいいなぁと思った・来週は、活動できたらいいなぁと思った・来週は、活動できたらいいなぁと思った・来週は、活動できたらいいなぁと思った    

・劇のやつをみんなで話し合って決めるのは大変だったけど、グループで協力できて良かった。最・劇のやつをみんなで話し合って決めるのは大変だったけど、グループで協力できて良かった。最・劇のやつをみんなで話し合って決めるのは大変だったけど、グループで協力できて良かった。最・劇のやつをみんなで話し合って決めるのは大変だったけど、グループで協力できて良かった。最

初のじゃんけんのおにごっこのやつが楽しかった初のじゃんけんのおにごっこのやつが楽しかった初のじゃんけんのおにごっこのやつが楽しかった初のじゃんけんのおにごっこのやつが楽しかった    

・協調性が大切だと思いました・協調性が大切だと思いました・協調性が大切だと思いました・協調性が大切だと思いました    

・チームワークの大切さ。それぞれの相談の大切さ。いかに子どもに興味を向けさせることができる・チームワークの大切さ。それぞれの相談の大切さ。いかに子どもに興味を向けさせることができる・チームワークの大切さ。それぞれの相談の大切さ。いかに子どもに興味を向けさせることができる・チームワークの大切さ。それぞれの相談の大切さ。いかに子どもに興味を向けさせることができる

かかかか    

・グループ内での協力、話し合い。絵本の読み聞かせの中で感情を出す・グループ内での協力、話し合い。絵本の読み聞かせの中で感情を出す・グループ内での協力、話し合い。絵本の読み聞かせの中で感情を出す・グループ内での協力、話し合い。絵本の読み聞かせの中で感情を出す    

・まとめるのが難しい・まとめるのが難しい・まとめるのが難しい・まとめるのが難しい    

・チームワークが大切。パートごとのつなぎでグダグダにならないようにしないと、集中がきれてしま・チームワークが大切。パートごとのつなぎでグダグダにならないようにしないと、集中がきれてしま・チームワークが大切。パートごとのつなぎでグダグダにならないようにしないと、集中がきれてしま・チームワークが大切。パートごとのつなぎでグダグダにならないようにしないと、集中がきれてしま

うと思ったうと思ったうと思ったうと思った    

・役割分担は本当に大切で、もし休みがいたとしてもその人の代わりが必要になるから、全員が全・役割分担は本当に大切で、もし休みがいたとしてもその人の代わりが必要になるから、全員が全・役割分担は本当に大切で、もし休みがいたとしてもその人の代わりが必要になるから、全員が全・役割分担は本当に大切で、もし休みがいたとしてもその人の代わりが必要になるから、全員が全

員を把握しとく必要があると思った員を把握しとく必要があると思った員を把握しとく必要があると思った員を把握しとく必要があると思った    

・話し合いで終わらせない。行動に出る・話し合いで終わらせない。行動に出る・話し合いで終わらせない。行動に出る・話し合いで終わらせない。行動に出る    

・自分のアイディアだけではなく、人の意見を聞くことでよりよい方向性が見えてきたこと・自分のアイディアだけではなく、人の意見を聞くことでよりよい方向性が見えてきたこと・自分のアイディアだけではなく、人の意見を聞くことでよりよい方向性が見えてきたこと・自分のアイディアだけではなく、人の意見を聞くことでよりよい方向性が見えてきたこと    

・グループ内の考えは一つにまとめる。これが大切だと思った・グループ内の考えは一つにまとめる。これが大切だと思った・グループ内の考えは一つにまとめる。これが大切だと思った・グループ内の考えは一つにまとめる。これが大切だと思った    

→グループワークはやっぱり大変ですね。それをやるだけでも意味があると思います。 

    

・先生はやっぱり構成を考えるの上手だなと思いました。スムースに物語を運ぶには、言葉でのわ・先生はやっぱり構成を考えるの上手だなと思いました。スムースに物語を運ぶには、言葉でのわ・先生はやっぱり構成を考えるの上手だなと思いました。スムースに物語を運ぶには、言葉でのわ・先生はやっぱり構成を考えるの上手だなと思いました。スムースに物語を運ぶには、言葉でのわ

かりやすい説明が必要ということかりやすい説明が必要ということかりやすい説明が必要ということかりやすい説明が必要ということ    

・子どもと一緒の目線で考えてあげる・子どもと一緒の目線で考えてあげる・子どもと一緒の目線で考えてあげる・子どもと一緒の目線で考えてあげる    

・子どもが話しに入り込んで楽しくできるかどうかが大切・子どもが話しに入り込んで楽しくできるかどうかが大切・子どもが話しに入り込んで楽しくできるかどうかが大切・子どもが話しに入り込んで楽しくできるかどうかが大切    

・自分たちがうまく子どもをひっぱっていくかが大切・自分たちがうまく子どもをひっぱっていくかが大切・自分たちがうまく子どもをひっぱっていくかが大切・自分たちがうまく子どもをひっぱっていくかが大切    

・時間の使い方・時間の使い方・時間の使い方・時間の使い方    

・なりきる！！・なりきる！！・なりきる！！・なりきる！！    

・子どもをあきさせない・子どもをあきさせない・子どもをあきさせない・子どもをあきさせない    

・子どもたちを引きこむ為には様々な方法があると思う。ねらいを考えながら子どもたちをエスコート・子どもたちを引きこむ為には様々な方法があると思う。ねらいを考えながら子どもたちをエスコート・子どもたちを引きこむ為には様々な方法があると思う。ねらいを考えながら子どもたちをエスコート・子どもたちを引きこむ為には様々な方法があると思う。ねらいを考えながら子どもたちをエスコート

するのが難しいと思うするのが難しいと思うするのが難しいと思うするのが難しいと思う    

・子どもたちの反応をみて、することが大事！・子どもたちの反応をみて、することが大事！・子どもたちの反応をみて、することが大事！・子どもたちの反応をみて、することが大事！    

・段取り、一人一人の意見、子どもになっての感情・段取り、一人一人の意見、子どもになっての感情・段取り、一人一人の意見、子どもになっての感情・段取り、一人一人の意見、子どもになっての感情    

→コツのようなものが見つかるといいです。 

    

・ピアノを入れてわくわく感を出すところ！！・ピアノを入れてわくわく感を出すところ！！・ピアノを入れてわくわく感を出すところ！！・ピアノを入れてわくわく感を出すところ！！    

・どううまく参加させるか、楽器を使うとやりやすくなる・どううまく参加させるか、楽器を使うとやりやすくなる・どううまく参加させるか、楽器を使うとやりやすくなる・どううまく参加させるか、楽器を使うとやりやすくなる    

→楽器をうまく使えると良い活動になります。私はあまり得意ではありません。きっと皆さんの方が得

意だと思います。それぞれいろいろな才能、得意分野があると思います。使いこなせるといいです
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ね。 

    

・実際に動きを入れるとなると難しかった。動きながらやるのが良いのだと思った・実際に動きを入れるとなると難しかった。動きながらやるのが良いのだと思った・実際に動きを入れるとなると難しかった。動きながらやるのが良いのだと思った・実際に動きを入れるとなると難しかった。動きながらやるのが良いのだと思った    

・授業に遅れて・授業に遅れて・授業に遅れて・授業に遅れてしまった…リハーサルをして見えない部分が出て来てよかったしまった…リハーサルをして見えない部分が出て来てよかったしまった…リハーサルをして見えない部分が出て来てよかったしまった…リハーサルをして見えない部分が出て来てよかった    

・実際に動いてみると色々なことに気づけて良いと思った・実際に動いてみると色々なことに気づけて良いと思った・実際に動いてみると色々なことに気づけて良いと思った・実際に動いてみると色々なことに気づけて良いと思った    

→動いたら見えるというのは本当にそうですね。頭では考えてみても、実際にやってみると違うとい

うことは、どんなものにも当てはまるのかもしれません。 

    

・ドロボウの会話を子どもへ悪影響を与えないようにしないといけないこと。チームワークの大切さ。・ドロボウの会話を子どもへ悪影響を与えないようにしないといけないこと。チームワークの大切さ。・ドロボウの会話を子どもへ悪影響を与えないようにしないといけないこと。チームワークの大切さ。・ドロボウの会話を子どもへ悪影響を与えないようにしないといけないこと。チームワークの大切さ。

いかにドロボウらしくするか。来週は休めないいかにドロボウらしくするか。来週は休めないいかにドロボウらしくするか。来週は休めないいかにドロボウらしくするか。来週は休めない    

→子どもは絵本を見て、悪影響を受けるのでしょうか。私はあまりそう思いません。そもそも子どもは

残酷ですし、絵本を見たり、劇的な活動をして、自分の中の悪い気持ちをコントロールできるように

なるのではないでしょうか。 

    

    

●●●●「保育「保育「保育「保育内容（ドラマ表現）」７／１０内容（ドラマ表現）」７／１０内容（ドラマ表現）」７／１０内容（ドラマ表現）」７／１０ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答ふり返りへの返答                                                    ２０１３２０１３２０１３２０１３    ７／１７７／１７７／１７７／１７配布配布配布配布    

 

いよいよ最後の授業になりました。1限、2限という辛い環境の中でよく最後までついてきてくれまし

た。感謝しています。4月と比べて、皆さんは自分に何か変化を感じているでしょうか。表現を楽しん

だり、一人で前に立つことができたり、友人や自分の新しい面を発見したり。実際、何も感じていな

い人もいるかもしれません。でも、数年経ったら気づくかもしれません。きっと何かは変化しています

よ。もちろん、これからの人生にとってプラスになるよい変化です。 

 

＜指導するための工夫＞ 

→皆さんが考えた工夫です。 

・子どもたちが役になりきってくれるように心がけた・子どもたちが役になりきってくれるように心がけた・子どもたちが役になりきってくれるように心がけた・子どもたちが役になりきってくれるように心がけた    

・みんなの役割を把握・みんなの役割を把握・みんなの役割を把握・みんなの役割を把握    

・子どもたちの意見を聞く・子どもたちの意見を聞く・子どもたちの意見を聞く・子どもたちの意見を聞く    

・手振りを入れる。大きな声を出す・手振りを入れる。大きな声を出す・手振りを入れる。大きな声を出す・手振りを入れる。大きな声を出す    

・役になりきり、みんなが楽しくなるように心がけました・役になりきり、みんなが楽しくなるように心がけました・役になりきり、みんなが楽しくなるように心がけました・役になりきり、みんなが楽しくなるように心がけました    

・子どもたちが楽しめるようにどうすればいいか話した・子どもたちが楽しめるようにどうすればいいか話した・子どもたちが楽しめるようにどうすればいいか話した・子どもたちが楽しめるようにどうすればいいか話した    

・指導者がなるべく参加者に問いかける形を用いた・指導者がなるべく参加者に問いかける形を用いた・指導者がなるべく参加者に問いかける形を用いた・指導者がなるべく参加者に問いかける形を用いた    

・しっかり順序を立てること、子ども側の人たちが一緒に動きやすいようにした。盗賊は悪さが伝わ・しっかり順序を立てること、子ども側の人たちが一緒に動きやすいようにした。盗賊は悪さが伝わ・しっかり順序を立てること、子ども側の人たちが一緒に動きやすいようにした。盗賊は悪さが伝わ・しっかり順序を立てること、子ども側の人たちが一緒に動きやすいようにした。盗賊は悪さが伝わ

るようにがんばった！るようにがんばった！るようにがんばった！るようにがんばった！    

・ブレーメンになりきって演技をした・ブレーメンになりきって演技をした・ブレーメンになりきって演技をした・ブレーメンになりきって演技をした    

・子どもたちがその物語にはいっていきやすいように工夫を心がけた・子どもたちがその物語にはいっていきやすいように工夫を心がけた・子どもたちがその物語にはいっていきやすいように工夫を心がけた・子どもたちがその物語にはいっていきやすいように工夫を心がけた    

・見ている人たちが退屈をしなうよう、心がけました・見ている人たちが退屈をしなうよう、心がけました・見ている人たちが退屈をしなうよう、心がけました・見ている人たちが退屈をしなうよう、心がけました    

・他の班の発表を見て来週に生かす・他の班の発表を見て来週に生かす・他の班の発表を見て来週に生かす・他の班の発表を見て来週に生かす    

・とりあえず動いてみる・とりあえず動いてみる・とりあえず動いてみる・とりあえず動いてみる    

・スカーフの使い方、流れの確認・スカーフの使い方、流れの確認・スカーフの使い方、流れの確認・スカーフの使い方、流れの確認    

・布を使った。何かをものに見立てた・布を使った。何かをものに見立てた・布を使った。何かをものに見立てた・布を使った。何かをものに見立てた    
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・どうすれば子どもたちになりきらせることができるか、声かけを工夫した・どうすれば子どもたちになりきらせることができるか、声かけを工夫した・どうすれば子どもたちになりきらせることができるか、声かけを工夫した・どうすれば子どもたちになりきらせることができるか、声かけを工夫した    

・発表した人たちの劇に参加したこと・発表した人たちの劇に参加したこと・発表した人たちの劇に参加したこと・発表した人たちの劇に参加したこと    

・流れをとぎれないようにしたり、練習した・流れをとぎれないようにしたり、練習した・流れをとぎれないようにしたり、練習した・流れをとぎれないようにしたり、練習した    

・絵本から劇にうつるときのシナリオを頑張った・絵本から劇にうつるときのシナリオを頑張った・絵本から劇にうつるときのシナリオを頑張った・絵本から劇にうつるときのシナリオを頑張った    

・流れをつかめるように・流れをつかめるように・流れをつかめるように・流れをつかめるように    

・劇遊びのスムーズな流れ・劇遊びのスムーズな流れ・劇遊びのスムーズな流れ・劇遊びのスムーズな流れ    

・子どものアドベンチャー心をくすぐること、ユニークな発想を持つ子どもを参加させる方法・子どものアドベンチャー心をくすぐること、ユニークな発想を持つ子どもを参加させる方法・子どものアドベンチャー心をくすぐること、ユニークな発想を持つ子どもを参加させる方法・子どものアドベンチャー心をくすぐること、ユニークな発想を持つ子どもを参加させる方法    

・話しの変化・話しの変化・話しの変化・話しの変化    

・みんなが参加しやすいように・みんなが参加しやすいように・みんなが参加しやすいように・みんなが参加しやすいように    

・子ども達に集中させるため、物語の中に入っていけるように頑張ろうと思っています・子ども達に集中させるため、物語の中に入っていけるように頑張ろうと思っています・子ども達に集中させるため、物語の中に入っていけるように頑張ろうと思っています・子ども達に集中させるため、物語の中に入っていけるように頑張ろうと思っています    

・園児をどのように劇あ・園児をどのように劇あ・園児をどのように劇あ・園児をどのように劇あそびを楽しんでもらうかそびを楽しんでもらうかそびを楽しんでもらうかそびを楽しんでもらうか    

・最後に、紙芝居を見る体制になるようにした・最後に、紙芝居を見る体制になるようにした・最後に、紙芝居を見る体制になるようにした・最後に、紙芝居を見る体制になるようにした    

・みんなが参加してくれるように声がけをした・みんなが参加してくれるように声がけをした・みんなが参加してくれるように声がけをした・みんなが参加してくれるように声がけをした    

・皆をまきこむよう心がけた・皆をまきこむよう心がけた・皆をまきこむよう心がけた・皆をまきこむよう心がけた    

・皆をまきこみ、楽しく入れる・皆をまきこみ、楽しく入れる・皆をまきこみ、楽しく入れる・皆をまきこみ、楽しく入れる    

・観客への導入を激しくした・観客への導入を激しくした・観客への導入を激しくした・観客への導入を激しくした    

・集中と世界観にとけこむか。あと、見ている人をどれだけ楽しませるか・集中と世界観にとけこむか。あと、見ている人をどれだけ楽しませるか・集中と世界観にとけこむか。あと、見ている人をどれだけ楽しませるか・集中と世界観にとけこむか。あと、見ている人をどれだけ楽しませるか    

・みんなの気をこちらに向かせられるように意識をしました。できるだけみんなに聞こえるように声を・みんなの気をこちらに向かせられるように意識をしました。できるだけみんなに聞こえるように声を・みんなの気をこちらに向かせられるように意識をしました。できるだけみんなに聞こえるように声を・みんなの気をこちらに向かせられるように意識をしました。できるだけみんなに聞こえるように声を

かけましたかけましたかけましたかけました    

・役になりきる。サルがまねが好きだと言うことを強調する・役になりきる。サルがまねが好きだと言うことを強調する・役になりきる。サルがまねが好きだと言うことを強調する・役になりきる。サルがまねが好きだと言うことを強調する    

・発表に向けて、流れを考えた。当日、どう泣くか分からない。オリジナリティを出せたら良い・発表に向けて、流れを考えた。当日、どう泣くか分からない。オリジナリティを出せたら良い・発表に向けて、流れを考えた。当日、どう泣くか分からない。オリジナリティを出せたら良い・発表に向けて、流れを考えた。当日、どう泣くか分からない。オリジナリティを出せたら良い    

・棒読みにならないようにする・棒読みにならないようにする・棒読みにならないようにする・棒読みにならないようにする    

・自分たちが楽しむ。しっかりとサルになる・自分たちが楽しむ。しっかりとサルになる・自分たちが楽しむ。しっかりとサルになる・自分たちが楽しむ。しっかりとサルになる    

・呼びかけをして、みんなを参加させることを心がけた・呼びかけをして、みんなを参加させることを心がけた・呼びかけをして、みんなを参加させることを心がけた・呼びかけをして、みんなを参加させることを心がけた    

 

 

＜先生役をやった人のコメント＞ 

・こっちがなりきれば、子どもたちもなりきってくれる。恥ずかしがらずに、堂々とやる！・こっちがなりきれば、子どもたちもなりきってくれる。恥ずかしがらずに、堂々とやる！・こっちがなりきれば、子どもたちもなりきってくれる。恥ずかしがらずに、堂々とやる！・こっちがなりきれば、子どもたちもなりきってくれる。恥ずかしがらずに、堂々とやる！    

・ドロボウの食事演技がどのようにすればよいのか、難しかった・ドロボウの食事演技がどのようにすればよいのか、難しかった・ドロボウの食事演技がどのようにすればよいのか、難しかった・ドロボウの食事演技がどのようにすればよいのか、難しかった    

・恥ずかしがらない。やらない子ども達もいる・恥ずかしがらない。やらない子ども達もいる・恥ずかしがらない。やらない子ども達もいる・恥ずかしがらない。やらない子ども達もいる    

・子どもたちも参加できる場面を多く入れた方があきずに楽しめる・子どもたちも参加できる場面を多く入れた方があきずに楽しめる・子どもたちも参加できる場面を多く入れた方があきずに楽しめる・子どもたちも参加できる場面を多く入れた方があきずに楽しめる    

・指導者同士で相談するのは場が白けて良くない・指導者同士で相談するのは場が白けて良くない・指導者同士で相談するのは場が白けて良くない・指導者同士で相談するのは場が白けて良くない    

・興味を持ってもらえるように動くのがすごく大変だと思った・興味を持ってもらえるように動くのがすごく大変だと思った・興味を持ってもらえるように動くのがすごく大変だと思った・興味を持ってもらえるように動くのがすごく大変だと思った    

・人の前で劇をすることは緊張するけど、最後までやりきった感があります・人の前で劇をすることは緊張するけど、最後までやりきった感があります・人の前で劇をすることは緊張するけど、最後までやりきった感があります・人の前で劇をすることは緊張するけど、最後までやりきった感があります    

・進行役がグダグダしていると回りもグダグダしてしまう・進行役がグダグダしていると回りもグダグダしてしまう・進行役がグダグダしていると回りもグダグダしてしまう・進行役がグダグダしていると回りもグダグダしてしまう    

・発表は思っていたよりみんな動いてくれないし、難しかったです。うまくまとめるにはどうすればい・発表は思っていたよりみんな動いてくれないし、難しかったです。うまくまとめるにはどうすればい・発表は思っていたよりみんな動いてくれないし、難しかったです。うまくまとめるにはどうすればい・発表は思っていたよりみんな動いてくれないし、難しかったです。うまくまとめるにはどうすればい

いのかもっと考えないといけないと思いましたいのかもっと考えないといけないと思いましたいのかもっと考えないといけないと思いましたいのかもっと考えないといけないと思いました    

・わかりやすく。あと楽しく・わかりやすく。あと楽しく・わかりやすく。あと楽しく・わかりやすく。あと楽しく    

・自分が役になりきることが大切・自分が役になりきることが大切・自分が役になりきることが大切・自分が役になりきることが大切    

・流れを子ども達に伝えるのは難しいと思った。子どもたちが楽しんでくれるようにするのは難しいと・流れを子ども達に伝えるのは難しいと思った。子どもたちが楽しんでくれるようにするのは難しいと・流れを子ども達に伝えるのは難しいと思った。子どもたちが楽しんでくれるようにするのは難しいと・流れを子ども達に伝えるのは難しいと思った。子どもたちが楽しんでくれるようにするのは難しいと

思った思った思った思った    
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・結構オーバーアクションでやらなき・結構オーバーアクションでやらなき・結構オーバーアクションでやらなき・結構オーバーアクションでやらなきゃ皆に伝わらない。１人や前にいる子だけじゃなく全員に話しゃ皆に伝わらない。１人や前にいる子だけじゃなく全員に話しゃ皆に伝わらない。１人や前にいる子だけじゃなく全員に話しゃ皆に伝わらない。１人や前にいる子だけじゃなく全員に話し

かけるべきかけるべきかけるべきかけるべき    

・自分たちの班は、本番に強いというのがわかりました。皆をとりいれるのは大切・自分たちの班は、本番に強いというのがわかりました。皆をとりいれるのは大切・自分たちの班は、本番に強いというのがわかりました。皆をとりいれるのは大切・自分たちの班は、本番に強いというのがわかりました。皆をとりいれるのは大切    

・導入の大切さ、世界観に入ることの大切さを感じた・導入の大切さ、世界観に入ることの大切さを感じた・導入の大切さ、世界観に入ることの大切さを感じた・導入の大切さ、世界観に入ることの大切さを感じた    

・案外ものすごく楽しいと気づいた・案外ものすごく楽しいと気づいた・案外ものすごく楽しいと気づいた・案外ものすごく楽しいと気づいた    

・みんなに楽しんでもらえるように考えることが大切だと思いました・みんなに楽しんでもらえるように考えることが大切だと思いました・みんなに楽しんでもらえるように考えることが大切だと思いました・みんなに楽しんでもらえるように考えることが大切だと思いました    

・自分たちが楽しみ、子どもたちが親しみやすくする・自分たちが楽しみ、子どもたちが親しみやすくする・自分たちが楽しみ、子どもたちが親しみやすくする・自分たちが楽しみ、子どもたちが親しみやすくする    

→現場経験が無い皆さんに指導法的な課題を出すことは酷だと思っているのですが、前回はよく

やってくれた！もちろん、細かいところで気になるところはありますし、努力をしていないなあ、と感じ

てしまう人もいました。でも、人の前に立って何かやるということは皆、乗り越えていました。それはと

ても大事なことです。 

皆さんからの意見にありましたが、前に出ている人がダラダラしていたり、適当にやっていると、参加

者の気持ちも離れてしまいます。それは確かにそうでしょう。でも逆の見方をすれば、しっかりとやっ

ていれば、参加者はついて来てくれます。そうするためには、持って生まれた天性、上手に見せる

テクニック、失敗したり成功したりする経験がものをいうはずですが、全員がそういうのをもっている

わけではありません。皆さんがもっているのは、若さというエネルギーです。失敗してもいいんですよ

。自分なりに努力してぶつかってみて、失敗しても誰も文句は言いません。大学というところはそう

いうことが許されるところです。社会に出てしまうと一度の失敗ですべてが終わってしまうこともありま

す。思い切って試せるのは今のうちです。傷ついて倒れても助けてくれる人は周りにたくさんいます

。 

皆さんを指導する立場としては、おとなしくしてもらった方が楽なのですが、たぶん、教員を困らせる

ような人の方が、社会で大成するのかもしれません。どう生きるかは皆さん次第です。一度しかない

人生です。人生楽しんだ者勝ちです。前向きに生きてください。ただ、他の人を犠牲にして自分だ

けが楽しければいいというのではないと思っています。難しいですね。 

 

 

＜子ども（同僚）役をやった人のコメント＞ 

・緊張するだろうけど、なるようになるなと思った・緊張するだろうけど、なるようになるなと思った・緊張するだろうけど、なるようになるなと思った・緊張するだろうけど、なるようになるなと思った    

・実際発表は行ってないが、子ども側として参加するのは楽しかった・実際発表は行ってないが、子ども側として参加するのは楽しかった・実際発表は行ってないが、子ども側として参加するのは楽しかった・実際発表は行ってないが、子ども側として参加するのは楽しかった    

・子どもとし・子どもとし・子どもとし・子どもとして参加して、指導者側は難しそうだと思った。２チームとも子どもたちにいろいろ想像さて参加して、指導者側は難しそうだと思った。２チームとも子どもたちにいろいろ想像さて参加して、指導者側は難しそうだと思った。２チームとも子どもたちにいろいろ想像さて参加して、指導者側は難しそうだと思った。２チームとも子どもたちにいろいろ想像さ

せていたのはとても良かったと思う。その意見もちゃんと受け入れてた。せていたのはとても良かったと思う。その意見もちゃんと受け入れてた。せていたのはとても良かったと思う。その意見もちゃんと受け入れてた。せていたのはとても良かったと思う。その意見もちゃんと受け入れてた。    

・実際にやっている方は、子どもたちの声に反応したりしなきゃいけないので大変だなと思った・実際にやっている方は、子どもたちの声に反応したりしなきゃいけないので大変だなと思った・実際にやっている方は、子どもたちの声に反応したりしなきゃいけないので大変だなと思った・実際にやっている方は、子どもたちの声に反応したりしなきゃいけないので大変だなと思った    

・練習が必要・練習が必要・練習が必要・練習が必要    

・発表を見て動物になりきらせているのが良かった。小道具の使い方、二つのグループに分かれて・発表を見て動物になりきらせているのが良かった。小道具の使い方、二つのグループに分かれて・発表を見て動物になりきらせているのが良かった。小道具の使い方、二つのグループに分かれて・発表を見て動物になりきらせているのが良かった。小道具の使い方、二つのグループに分かれて

の掛け合いなど、いろいろ工夫している点がみられてこんなやり方もあることが勉強になったの掛け合いなど、いろいろ工夫している点がみられてこんなやり方もあることが勉強になったの掛け合いなど、いろいろ工夫している点がみられてこんなやり方もあることが勉強になったの掛け合いなど、いろいろ工夫している点がみられてこんなやり方もあることが勉強になった    

・みんなの前での発表というのは思ったよりもずっと緊張した・みんなの前での発表というのは思ったよりもずっと緊張した・みんなの前での発表というのは思ったよりもずっと緊張した・みんなの前での発表というのは思ったよりもずっと緊張した    

・導入から絵本の間をきちんとメ・導入から絵本の間をきちんとメ・導入から絵本の間をきちんとメ・導入から絵本の間をきちんとメリハリをつける、これが大切だと感じたリハリをつける、これが大切だと感じたリハリをつける、これが大切だと感じたリハリをつける、これが大切だと感じた    

・話し方、持って行き方、遊び方など、いろいろと参考になった・話し方、持って行き方、遊び方など、いろいろと参考になった・話し方、持って行き方、遊び方など、いろいろと参考になった・話し方、持って行き方、遊び方など、いろいろと参考になった    

・スムーズに子ども達を動かせるには、声かけ、リアクション、指導者の動きだと思いました・スムーズに子ども達を動かせるには、声かけ、リアクション、指導者の動きだと思いました・スムーズに子ども達を動かせるには、声かけ、リアクション、指導者の動きだと思いました・スムーズに子ども達を動かせるには、声かけ、リアクション、指導者の動きだと思いました    

・楽しむと言うこと！・楽しむと言うこと！・楽しむと言うこと！・楽しむと言うこと！    

・普通の絵本の読みとは違った読み方が必要だなぁと思った・普通の絵本の読みとは違った読み方が必要だなぁと思った・普通の絵本の読みとは違った読み方が必要だなぁと思った・普通の絵本の読みとは違った読み方が必要だなぁと思った    
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・他の班は手遊びを入れて、自分たちに目を集中させていた・他の班は手遊びを入れて、自分たちに目を集中させていた・他の班は手遊びを入れて、自分たちに目を集中させていた・他の班は手遊びを入れて、自分たちに目を集中させていた    

指導者たちがはっきり発言したりしないと参加者も困ってしまう指導者たちがはっきり発言したりしないと参加者も困ってしまう指導者たちがはっきり発言したりしないと参加者も困ってしまう指導者たちがはっきり発言したりしないと参加者も困ってしまう    

・他の班のを見ていて、協力がとても大事だ。一度設定をつくったら、それを突き通す、先生の心・他の班のを見ていて、協力がとても大事だ。一度設定をつくったら、それを突き通す、先生の心・他の班のを見ていて、協力がとても大事だ。一度設定をつくったら、それを突き通す、先生の心・他の班のを見ていて、協力がとても大事だ。一度設定をつくったら、それを突き通す、先生の心

強さが大事強さが大事強さが大事強さが大事    

・他の人の作品にも率先して参加することが必要だと思った・他の人の作品にも率先して参加することが必要だと思った・他の人の作品にも率先して参加することが必要だと思った・他の人の作品にも率先して参加することが必要だと思った    

・みんな積極的ですごかった！次回だから頑張りたい・みんな積極的ですごかった！次回だから頑張りたい・みんな積極的ですごかった！次回だから頑張りたい・みんな積極的ですごかった！次回だから頑張りたい    

・みんなを盛り上げることが大切！・みんなを盛り上げることが大切！・みんなを盛り上げることが大切！・みんなを盛り上げることが大切！    

・違う班を見て、誘導がうまかった・違う班を見て、誘導がうまかった・違う班を見て、誘導がうまかった・違う班を見て、誘導がうまかった    

・違う班を見ておもしろかったし、良かったです・違う班を見ておもしろかったし、良かったです・違う班を見ておもしろかったし、良かったです・違う班を見ておもしろかったし、良かったです    

・先生になりきるってことは、難しいことなんだと、友達の発表を見てわかりました・先生になりきるってことは、難しいことなんだと、友達の発表を見てわかりました・先生になりきるってことは、難しいことなんだと、友達の発表を見てわかりました・先生になりきるってことは、難しいことなんだと、友達の発表を見てわかりました    

・子どもの気持ちをのせるのは大変だと思った・子どもの気持ちをのせるのは大変だと思った・子どもの気持ちをのせるのは大変だと思った・子どもの気持ちをのせるのは大変だと思った    

・子どもに声をかけることは大事だなと思いました・子どもに声をかけることは大事だなと思いました・子どもに声をかけることは大事だなと思いました・子どもに声をかけることは大事だなと思いました    

・いろんな話しでも、司会の人によって、進め方が全然違うんだと思った・いろんな話しでも、司会の人によって、進め方が全然違うんだと思った・いろんな話しでも、司会の人によって、進め方が全然違うんだと思った・いろんな話しでも、司会の人によって、進め方が全然違うんだと思った    

・参加者になるのも大変だったけど、楽しかった！・参加者になるのも大変だったけど、楽しかった！・参加者になるのも大変だったけど、楽しかった！・参加者になるのも大変だったけど、楽しかった！    

・今日は二グループ発表して両方ともすごく楽しかったし、その世界観に入り込めました。なので私・今日は二グループ発表して両方ともすごく楽しかったし、その世界観に入り込めました。なので私・今日は二グループ発表して両方ともすごく楽しかったし、その世界観に入り込めました。なので私・今日は二グループ発表して両方ともすごく楽しかったし、その世界観に入り込めました。なので私

達の発表の時でもそんな風に出来たらいいなと思いました達の発表の時でもそんな風に出来たらいいなと思いました達の発表の時でもそんな風に出来たらいいなと思いました達の発表の時でもそんな風に出来たらいいなと思いました    

・発表にうまく流れにそってできるか不安・発表にうまく流れにそってできるか不安・発表にうまく流れにそってできるか不安・発表にうまく流れにそってできるか不安    

・子どもたちを誘導したりするのが難しいなと思いました。成功できてよかったです・子どもたちを誘導したりするのが難しいなと思いました。成功できてよかったです・子どもたちを誘導したりするのが難しいなと思いました。成功できてよかったです・子どもたちを誘導したりするのが難しいなと思いました。成功できてよかったです    

・きちんとした計画を立てないとぐだぐだになってしまうこと。みんながのってくれてよかったです・きちんとした計画を立てないとぐだぐだになってしまうこと。みんながのってくれてよかったです・きちんとした計画を立てないとぐだぐだになってしまうこと。みんながのってくれてよかったです・きちんとした計画を立てないとぐだぐだになってしまうこと。みんながのってくれてよかったです    

・リハーサルを一回しかしなかったので、上手くいくか心配ですごく緊張しました。参加者が予想以・リハーサルを一回しかしなかったので、上手くいくか心配ですごく緊張しました。参加者が予想以・リハーサルを一回しかしなかったので、上手くいくか心配ですごく緊張しました。参加者が予想以・リハーサルを一回しかしなかったので、上手くいくか心配ですごく緊張しました。参加者が予想以

上に楽しそうに参加してくれたのがうれしかったです。元気に明るいことが上に楽しそうに参加してくれたのがうれしかったです。元気に明るいことが上に楽しそうに参加してくれたのがうれしかったです。元気に明るいことが上に楽しそうに参加してくれたのがうれしかったです。元気に明るいことが大切だと思いました大切だと思いました大切だと思いました大切だと思いました    

→やるのと、みるのは大違いですね。たぶん、やってみる方が、辛くて苦しいけど、楽しく、面白い

んだと思います。皆さんは、やらされる立場、傍観的な立場が多かったと思うのですが、だんだんと

指導する立場、支援する立場もできるようになっていかねばならないのだと思います。得意不得意

はもちろんありますが、ある程度何でもこなせるようなバランスの良い人っていうのもステキなんじゃ

ないでしょうか。 

またどこかでお会いしましょう。 

山本直樹 
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第第第第 3333 項項項項    起承転結型展開記入シート起承転結型展開記入シート起承転結型展開記入シート起承転結型展開記入シート    

    

●ブランク●ブランク●ブランク●ブランク    

保育内容（ドラマ表現）最終課題シート   番号            名前 

グループ名グループ名グループ名グループ名                            

グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担                                         

 

題材題材題材題材（○をつける） おおきなかぶ 金のがちょう 三びきのやぎのがらがらどん かいじゅ

うたちのいるところ 11 ぴきのねこシリーズ 

   おおかみと７匹の子ヤギ おさるさんとスカーフ売り（おさるとぼうしうり） 他

（                       ） 

 

導入導入導入導入 ゲーム／手遊び                        

 

   紙芝居／絵本／                        

構成表構成表構成表構成表 

 参加者の活動 参加者の感情 ねらい 指導の留意点 準備・環境 

起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提出：７／１７（最後の授業時に山本に提出） 一人一枚個人で提出。 
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●●●●提示提示提示提示例例例例１１１１    

保育内容（ドラマ表現）最終課題シート   番号        名前 下川涼子 

 

グループ名グループ名グループ名グループ名   おおきなかぶ    

グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担 導入ゲーム／絵本読み／指導者：下川 カブ：学生 サブ：山本               

 

題材題材題材題材（○をつける） おおきなかぶ 金のがちょう 三びきのやぎのがらがらどん かいじゅ

うたちのいるところ 11 ぴきのねこシリーズ 

   おおかみと７匹の子ヤギ おさるさんとスカーフ売り（おさるとぼうしうり） 他 

 

導入導入導入導入 ゲーム／手遊び   YES and                    

   紙芝居／絵本／   「おおきなかぶ」の絵本の朗読            

 

構成表構成表構成表構成表 

 参加者の活動 参加者の感情 ねらい 指導の留意点 準備・環境 

起 

 

 

 

・絵本の読みきかせ

を聞く。 

・掛け声で抜くお手

伝いする。 

 

わくわく 

 

おいしそうなかぶがで

きたこと、とんでもな

い大きなかぶができた

ことに関心をもつ。 

大変そうなおじいさん

を助ける。 

かぶに関心を持たせるよ

うに読み聞かせを行う。 

参加したい気持ちを高める 

 

・指導者の

周りを取り

囲むように

座らせる。 

・絵本 

 

承 

 

 

 

 

 

・村の子ども達に

なる。 

・かぶを抜く（掛

け声と動き） 

 

 

楽しい 

わくわく 

 

 

 

「参加」 

村の子ども達として

、かぶを抜くお手伝

いをさせる。 

全体の動きに呼応し

て、参加する。 

・初めは先頭になり、掛け

声や動きを率先して行う。 

安心感・一体感を持てるよ

うに、言葉かけを行う。 

・かぶと参加者のつなぎ手に

なる。 

・かぶ（大

人） 

・衣装 

・部屋の中

央にかぶの

布 

転 

 

 

 

 

 

 

・絵本の通りに全

員で並んで抜く動

きを行うが、抜け

ない。 

・回りを掘る（身

体） 

・かぶにお願いす

る（言葉） 

・かぶの欲しいも

のを渡す（イメー

ジと表現） 

ハラハラ 

どきどき 

わくわく 

かぶを抜きた

い 

 

 

「対立」 

かぶとのコミュニケ

ーションを楽しむ。 

 

参加者のアイディア・発想

を生かした劇遊びへ展開

する。また、かぶ（大人）

を登場させることで、参加

者の本気を高める。 

・出てきたアイディアを受

け止める 

・正解や不正解のない、一

人一人が自由な表現を楽し

むことで、安心して表現で

きる環境をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

結 

 

 

 

・かぶをみんなで

抜く 

 

 

うれしい 

達成感 

一体感 

 

「達成」 

全員で知恵や力を合わ

せることで、かぶが抜

けたことを喜ぶ。 

・抜ける最後の動きまで、

力を合わせるように働きか

ける。 
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●提示●提示●提示●提示例例例例２２２２    

保育内容（ドラマ表現）最終課題シート   番号       名前 下川涼子 

 

グループ名グループ名グループ名グループ名   てぶくろ    

グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担グループメンバーと役割分担 導入ゲーム／絵本読み／指導者：下川  サブ：山本               

 

題材題材題材題材 他（ てぶくろ ） 

導入導入導入導入 ゲーム／手遊び   YES and                    

   紙芝居／絵本／   「てぶくろ」の絵本の朗読            

構成表構成表構成表構成表 

 参加者の活動 参加者の感情 ねらい 指導の留意点 準備・環境 

起 

 

 

 

・絵本の読みきかせを

聞く。 

・指導者の質問に答え

る。 

・動物をイメージする

。 

 

これから読

む物語への

期待感を高

める。 

 

 

 

朗読を始める前に「森

にはどんな動物がいる

かな」と問いかけ、イ

メージさせる。森や動

物のイメージを共有し

、なりたい動物を想像

させる。 

・参加者の発言を促すなど

、その後の劇参加のための

働きかけを行う。 

・森の動物のことを質問す

る。 

・部屋の

隅に指導

者の周り

を取り囲

むように

座らせる

。 

・絵本 

承 

 

 

 

 

 

・それぞれなりたい動

物になって、森の中を

歩く 

・鳴き声を出してみる 

・ポーズをとる 

・歩いてみる 

・出会う動物とご挨拶 

・自分の特徴を１つ名

前に加える（例：のん

びりなまけもの） 

楽しい 

わくわく 

 

 

「参加」 

1人1人が森の動物にな

り、森の中を歩いたり、

他の動物と出会ってご

挨拶しながら、その世界

の人物としての気持ち

を徐々に高める。 

 

・正解や不正解のない、一

人一人が自由な表現を楽

しむことで、安心して表現

できる環境をつくる。 

 

 

 

 

・手持ち

太鼓 

 

 

 

 

 

 

 

転 

 

 

 

 

 

 

・その動物として登場

して、中にいる動物に

話しかける。 

・中にいる動物として

受け答えする 

 

どきどき 

わくわく 

 

「挑戦」 

手ぶくろの中にいる動

物に声をかけて自己紹

介させる。お互いのあ

いさつをきちっとさせ

る。 

言葉のキャッチボール

ができる。 

・会話のキャッチボールが

円滑に行われるように手

助けする。 

・それぞれがどんな動物に

なっているか、盛り上げな

がら、全体が共有できるよ

うに働きかける。 

・部屋の

中央に布

を敷く 

 

 

 

 

結 

 

 

 

・木の陰に急いで逃げ

る。 

・木の陰に逃げ隠れた

動物たちに、おじいさ

んに手を振る。 

うれしい 

一体感・安

心感 

 

「達成」 

動き・時間の共有によっ

て、安心感や一体感を感

じる。 

 

・木の陰に逃げ隠れた動物

たちに、おじいさんに手を

振る、という動きを入れる

。一体感で終われるように

働きかける。 
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第第第第 4444 項項項項    授業内授業内授業内授業内配付資料配付資料配付資料配付資料    

    

    

この授業の効能（山本 2014） 

 

１ 頭がよくなる 

 すべてのプログラムのルーツは遊びです。だから、楽しいはずです。でも、すべてのプ

ログラムには集中が求められます。そのため、自然に勉強や仕事の能率を高める集中力が

鍛えられます。この授業ではドラマ「もしも～だったら」という想像的な状況の中で、解

決（決断）を迫られる課題が出ます。その課題を解決するために場を観察・分析し、どう

いう選択肢があるかを考え、それを決断し実行します。そして、その結果をふりかえるの

です。この問題解決プロセスを通して、生きる力の基礎ともいえる資質が鍛えられます。

また、ドラマで必要となる想像力は皆さんの夢や希望を追いかける原動力になり、新たな

ものを生み出すことのできる創造力にもつながります。 

 

２ 自己表現力が高まる 

 表現にはさまざまなやり方があります。この授業では主に、自分の身体、声、言葉、感情を

使った全身体的な自己表現をクラスメイトと共に行います。クラスメイトと共鳴や共感、ある

いは、違いを感じながらお互いの理解を深め、集団想像表現を楽しみます。 

 

３ 表現の技術・技法が身につく 

 児童文化材としてのパペット、絵本、紙芝居、童話などを活用することを通して、物語の構

造や展開に対する理解を深めます。また、表現のいろいろな技法を知ったり、知っている技術

・技法をさらに深めたりできます。 

 

４ 他の人から頼られるようになる 

 個人ワークよりも、グループワークが中心です。つまり人と一緒に仕事をします。それを通

して他者との共同性を自然と培います。だんだんとお互いを信頼するようになるでしょう。つ

まり、自分の存在が相手から認められ、頼りがいある人と思われるでしょう。 

 

５ 安定する（自己肯定感へ） 

 自分の身体や声、言葉を使った表現をしながら、同時にセルフコントロールできることを目

指します。わかりやすく言えば、心と体を安定させることです。誰かと何かをする際に、自分

自身が安定していないと円滑には行えません。表現は「おもてにあらわす」ことです。おもて

に表せなければ欲求不満になります。Let’s 自己表現！    
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この授業のルール（山本 2014） 

～努力をすれば誰でもできます～ 

１ まじめに“遊ぶ” 

 この授業のルーツは子どもの遊びです。本来、遊びとは、自発的・主体的・自律的で創

意工夫に富んだものです。おふざけではなく、全身全霊にまじめに遊びましょう。 

 

２ 目と目を合わせる 

 アイコンタクトができることは、面と向かってコミュニケーションする時にとても重要です。

苦手な人は意識的に取り組んでみましょう。 

 

３ 人の話を聴く 

 表現やコミュニケーションがテーマの授業です。なので、相手の表現や信号に意識や興味を

向けないのはナンセンスです。クラスメイトの話に興味をもちましょう。私の話にも。 

 

４ 集まる、並ぶ、ばらばらになる 

 表現活動は個性に基づくものであり自由で正解はありません、、、、、と言っておきながら、守

ることを強いる制約・ルールもたくさんあります。その一つは子どもっぽいかもしれませんが、

号令的に集まる時はすぐに集まる、散らばるときはしっかり散らばれることです。難しく言え

ば、自分の身体や意識をコントロールし、クラスメイトとの距離感覚（バランス感覚）をもつ

ことです。でも前向きに考えてください。制約があってこそ、より自由になれるのです。 

 

５ 何事にも挑戦してみる 

 身体や声を使っての表現が得意でない人も多いかもしれません（私もそうです）。授業の中で

の課題に対して、やる前からできないと思ってしまうかもしれません。でも、できる限り挑戦

してみてください。挑戦したら何事でも案外できるかもしれません。自分で自分の守備範囲を

決めつけないでください。自分の殻を破るためには、一歩踏み出すことです。 
        



- 125 -

第第第第 6666 節節節節    分析と考察分析と考察分析と考察分析と考察        

絵本教材の題材としては『三びきのやぎのがらがらどん』を選択した。この絵本は、トロル

に象徴されるように想像の余地があり、いかようにも想像し解釈できるところが魅力である。

2011 年には本研究の着想につながる、この絵本を用いた劇活動を幼稚園で行ったが、本研究で

は再び幼稚園に行き検証するまでには至らなかった。しかし、他の実践と比較をすることを通

して、改めて 2011 年の実践の再考察をすることができた。 

 A 短大ではなく別の学校での実践ではあったが、パペット（靴下人形）づくりとその活用に

関する授業記録をまとめることができた。学生達に人形への興味や愛着を喚起させたり、身近

にある様々なもので子どもに適した教材をつくれるということを認識させたり、お互いに人形

を使った作品を見せ合うことで、伝わる・伝わらないということを、発表者と鑑賞者両方の立

場から経験させたりすることができるということがわかった。自己表現をし、それを受けとめ

合うという視点に立ったときには活用しやすい教材であろう。 

 パペット（靴下人形）づくりとその活用の授業において、多くの学生達が望んだことは、人

形を作った後にそれを活用する練習時間が欲しいということであった。その要望に応える活動

は、別の養成校での授業となってしまったが、2014 年の「劇表現指導法」の担当授業の中で設

定することができた。まず、パペットを完成させた後で人形に名前を付ける等、キャラクター

設定を考えることを宿題とした。（シートは次ページに掲載。）そして、次の時間には、人形を

使って遊んでみる時間をとった。まず、パペットを自由に動かしたり、人形で話しをさせたり

した後、人形による声にこだわった「こんにちは」の挨拶を自分自身に向けて行わせ、人形と

自分との関係を改めて意識させた。最終的には実習を想定して人形を使った自己紹介をすると

いう課題を与え、グループワークの中で人形の特性を活かした自己紹介が展開された。パペッ

トを手に馴染ませることができたようである。 

インタビューやシラバス調査を通して、生身の身体を駆使する活動よりも前に、順序として、

物に命を吹き込むことで自分の気持ちをそれに投影させるプロジェクテッド・プレイと呼ばれ

る手法を活用している人が多いことがわかった。経験上、初心者が取り組むにはそちらを入り

口にした方がスムーズであるということであった。その手法を活用するには、各種パペットや

ウレタンスティックなどの教材が必要であるが、花輪さんが取り組んでいるウレタンスティッ

クを使った「アニメイム」
1)

という手法は、棒を様々な形に見立ててグループで協働的に形作

る展開であり、大変興味深かった。今回は、プロジェクテッド・プレイの実践的な研究にまで

は至らなかったが、「劇表現指導法」の教材選択の視点は明らかになったといえよう。 

 開発というほどのものではないが、補助教材を作成し、授業の中で実践的に活用することが

できた。特に、学生の授業後のふり返りの内容を次の時間にパソコンに打ち込んでコメントを

つけて返すという試みは、指導者と学生の間のコミュニケーションを促すことになると仮説を

立てたが、実際は、指導者というよりも、学生同士の相互交流を促すという結果となった。大

変興味深い結果である。学生のふり返りをもう少し精査していくことで、Q＆A 方式の説明教材

としての活用も期待できる。当初は別の形にしてまとめることを目標にしていたが、そこまで

には至らなかった。今後の継続課題としたい。 

 

注注注注 

1) アニメイムとは、「アニメーション」と「パントマイム」の造語で演出家の関矢幸雄が創作した

演劇表現技法である。関矢はアニメイムについて以下のように語ったという。「アニメーション

とパントマイムの造語であり、わかりやすく言うならば、俳優が棒、フープ、ボール等を操り、

動物のウマやゾウやダチョウの形状を造形するのみに終わらず、それらの存在の感情の移ろいを

ドラマチックに表現することのできる創造的表現活動である。」（花輪充「幼児と保育者を紡ぐ遊

び心と劇心」日本演劇教育連盟第 63 回全国演劇教育研究大会配付資料 2014.8.2 より） 
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●靴下人形キャラクター設定シート 
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第第第第 6666 章章章章    全体考察全体考察全体考察全体考察    

保育者養成における「劇表現指導法」を含んだカリキュラムに関しては、開講調査や授業

担当者へのインタビューを通して 3 つのタイプがあることがわかった。 

 

①演劇関連科目ありタイプ：「劇表現指導法」の他に演劇関連科目あり 

②演劇関連科目なしタイプ：「劇表現指導法」と「表現指導法」はあるが、演劇関連科目なし 

③単独開講タイプ：「劇表現指導法」だけで「表現指導法」も演劇関連科目もなし 

 

①に関しては、学生が「劇表現指導法」を受講するよりも前の時期に、自己表現的かつ想

像的な表現活動を集団で経験する類の授業を開講し、予め、身体表現活動に対するウォーミ

ングアップやその面白さを再認識する機会を意識的に設定している養成校があった。そして

「劇表現指導法」の受講後に、その経験を活かす演劇的な授業・舞台発表プロジェクトを設

定している養成校もあった。具体的には受講後に音響、照明、舞台美術、宣伝等のスタッフ

・ワークも含めたプロダクション運営をしながら子どもや大人を観客とした舞台作品創作、

地域や園に出向いての学外出前発表、更なる教材研究、学問的な文献研究等である。数的に

言えば「劇表現指導法」の後段階に演劇関連授業を設定している養成校が多かったが、前後

で設定されている養成校もあった。そこには「劇表現指導法」をコアに、その準備と応用へ

と展開する連続性のあるカリキュラムがあった。非常に理想的な形と言えよう。しかし、残

念ながら「劇表現指導法」は必修科目ではないし、たとえ望んだとしても、すべての養成校

でそのような形を構築することは難しいであろう。ただ、いつか状況が変わって「劇表現指

導法」のような授業を多くの養成校が開講しなければならなくなった場合には、その前後に

劇的な要素をもった授業も合わせて設定した方が、内容がより充実することがわかった。別

の視点に立てば、現在、総合的な舞台発表をすることが設定されている養成校が多いが、劇

づくりの過程を活かした「劇表現指導法」のような授業を事前に開講しておくことで、より

連続性のある総合的な表現を通した学びの場がつくれるのではないだろうか。 

もう一つ、カリキュラム・モデルを考えるにあたって、②と③のタイプのように演劇関連

科目が他に無い場合があることがわかった。特に③の場合は、実習科目との結びつきが強い

のが特徴であった。保育者を目指す学生の統合的な学びを念頭に置いて、劇表現の経験が学

生にどういう意義をもつかということを常に問いかけていた。これを保育者養成カリキュラ

ム全体の中で考えると、③のタイプの「劇表現指導法」は、扱う内容が領域「表現」の範囲

を超え、保育や遊びに関してもう少し幅広い内容をカバーする「教育課程総論」や「保育内

容総論」のような役割を果たしていると捉えることができるかもしれない。これも養成校の授

業としての一つのモデルになり得よう。今回のインタビューを通して、劇表現のもつ役割の幅

広さや可能性を改めて認識することができた。実習科目も含めた保育者養成カリキュラム全体

の中での「劇表現指導法」の授業は、今後、どのような役割を果たすことができるか。これ

は本研究を通して浮かび上がった新たな問いである。 

教材に関しては、補助教材を作成し、学生のふり返りを授業の中で活かす実践的な取り組み

を展開することできた。パペット等に自分の気持ちを投影させて表現することに更なる可能性

を感じることができた。インタビューをした授業担当者のほとんどは、実践的な著書を刊行し

ていた。それらの内容を検討していくことで「劇表現指導法」としての共通的な内容をより

明らかにできるかもしれない。授業担当者全員は名人芸と言っても過言でない「技」を有し

ていた。劇表現の指導はその人だからできる、その人にしかできないという現状はしばらく続

きそうであるが、「劇表現指導法」の発展を考えれば、それぞれがもつ「技」を理論化し、他

の人でも活用できるような形にすることは重要であろう。        
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おわりにおわりにおわりにおわりに    

 保育における新制度が始まり、それに合わせて、保育者養成を取り巻く環境も変容してい

くことが予想される。幼保連携型認定こども園教育・保育要領が改定されるタイミングで、

領域「表現」の枠組みも変わっていくかもしれない。もっと言えば、保育者養成における「劇

表現指導法」に対する期待や役割も変わっていくかもしれない。もしそうなった場合に、期待

に答えられるように研究を積み重ね、かつ、「劇表現指導法」の意義を広く伝え続けていく努

力をしていく必要があろう。 

 反省点は、当初の計画通りに進まなかったところが多かったことである。保育現場での実践

的な試行活動や学生の協力を取り付け、授業時間外に指導実習演習を行おうと考えていたが、

開講調査の情報収集やそのデータをまとめる作業に時間を取られてしまい、思うように進める

ことができなかった。一人で進めることの難しさを感じ、共同研究の重要性を改めて知ること

ができた。教材の開発についても最初に目指していたような授業用の補助的なハンドブックの

作成にまでは至らず、その材料の収集に留まってしまったことは大きな反省点である。 

意図したわけではなかったが、授業担当者にインタビュー内容を再確認する中で、今回のイ

ンタビューがきっかけで授業を見直すきっかけになったという話を伺うことができた。見方を

変えれば、本研究はお互いの授業を見直す機会を創出し、相互に作用しあうという意義があっ

たとも言える。今回の研究を一つのきっかけにして、「劇表現指導法」の授業担当者でお互い

の授業を見合ったり、授業内容について検討し合ったりできる新たな繋がりが構築されるかも

しれない。また、連携や共同研究ができるようになるかもしれない。そして、いつか合同研究

会等の開催や「劇表現指導法」の授業の意義をシンポジウム等で検討しあったりできるかもし

れない。本研究はそのための一つのたたき台のようなものであり、カリキュラム・モデルや授

業内容の共通の枠組みを協力しながら構築していきたい。 

もう一つ別の視点であるが、「表現指導法」の開講調査の中で、37 のオムニバス形式等の授

業において、部分的に劇的要素を含んだ「表現指導法」の授業が行われていた。数的には今回

対象とした 15 の授業と比べて多い。全部ではないがその授業担当者を調べたところ、音楽や造

形等を専門とする教員の割合が多かった。2013 年の全国保育士養成セミナーの際にその担当者

数名に授業の実際についてを聞いたところ、自分の専門を活かして展開しているという回答や、

研修等に積極的に参加して演劇的な研鑽を積むことでなんとかこなしているという話を聞くこ

とができた。劇表現を取り扱うことは、その専門家でなければ難しいとは思うが、現状として

すべてに専門家が配置できるはずはないし、専門外の人が指導するケースがむしろ多い。そう

であるとすれば、一つの発想として、演劇を専門としない教員が「表現指導法」において、劇

的要素をしっかりと活用できるための方法や内容をわかりやすく提示するという取り組みも、

今回のような専門的な「劇表現指導法」のあり方を探るのと同様に、領域「表現」の研究を積

み重ねていくためには、重要なテーマであることがわかった。 

 また、同じく今後につながることとして、全国保育士養成セミナーの際に授業担当者の一人

から「表現指導法」の枠組みだけではなく現状として「児童文化」、「保育表現技術」、「総

合表現」、「保育内容（言葉）」などの枠の中でも演劇的な授業は行われているのであるから、

そちらにも目を向けるべきではないかという助言をいただいた。調査の過程で「劇表現指導法」

の枠組みの授業ではないが、保育者養成校の中で演劇や劇表現に関連する内容を取り扱ってい

るユニークな授業は多々存在した。（科目名は次ページに掲載）そして、そのシラバスも併せ

て入手することができた。また、保育者養成校では、カリキュラムの枠外ではあるが全学的な

フェスティバルの中で演劇が総合的な観点で活用されていることが多い。今回はそれとの関連

性までを調査の対象とはしなかったが、その関連性も範囲に含めることで「劇表現指導法」に

関することがより明らかになると考えられる。今回の研究を一つのステップに、保育者養成校
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において劇表現を扱う授業科目やその他の事項についても引き続き調査研究をしていきたい。 

 

以下は保育者養成校における「劇表現指導法」の位置づけ以外の劇表現に関連する授業科目一

覧である。 

 

●劇表現に関連する内容を扱っている科目 

「クリエイティブ・ムーブメントⅠ」、「クリエイティブ・ムーブメントⅡ」、「演劇の世界」、「演

劇表現Ⅰ」、「演劇表現Ⅱ」、「教育ドラマ論」、「劇的活動Ⅰ」、「劇的活動Ⅱ」、「子どもと遊び演

習 5（劇・人形劇等）」、「人形劇」、「保育と演劇」、「保育の表現Ａ」、「保育現場の実践（ﾄﾞﾗﾏ

・TIE・劇遊び）」 

 

●児童文化をテーマとする科目の中で劇表現に関連する内容を扱っている科目 

「児童文化」＜19 の学校で開講＞、「児童文化Ⅰ」、「児童文化Ⅱ」、「児童文化の展開」、「児童

文化の動態 II〈子どもと現代文化〉」、「児童文化演習」、「児童文化実習〈総合表現〉」、「子ども

と文化」、「子ども文化」、「保育内容研究(子どもの文化)」、「保育表現技術演習Ⅲ（こどもの文

化Ⅰ）」、「保育表現技術演習Ⅳ（こどもの文化Ⅱ）」、 

 

●表現をテーマとする科目の中で劇表現に関連する内容を扱っている科目 

「体験と表現」、「自己表現・グループ表現」、「表現演習１」、「表現演習２」、「表現演習３」、「表

現研究」、「保育内容指導法（コミュニケーション）」、「保育表現Ⅰ」 

 

●身体表現をテーマとする科目の中で劇表現に関連する内容を扱っている科目 

「子どものからだ表現」、「子どもの身体表現」、「身体による表現活動」、「身体表現」、「身体表

現演習」、「身体表現基礎」、「表現技術(身体表現）」、「保育内容（身体）」、「保育表現技術Ⅰ（身

体表現）」 

 

●言葉表現をテーマとする科目の中で劇表現に関連する内容を扱っている科目 

「師弟対話」、「保育内容ことばと遊び」、「お話の世界と言語表現」、「言語・身体表現技術」、「こ

とば表現技術」、「言葉と表現」、「表現技術(言語表現)」、「保育内容研究 D（発達と言葉）」 

 

●総合表現をテーマとする科目の中で劇表現に関連する内容を扱っている科目 

「創作ミュージカル」、「総合表現」＜5 つの学校で＞、「総合表現（オペレッタ）」、「総合表現

I」、「総合表現演習（基礎）」、「総合表現演習Ⅰ」、「総合表現演習Ⅱ」、「総合表現活動 A」、「総

合表現活動 B 」、「総合表現技術」＜3 つの学校で＞、「音楽による表現活動Ⅱ（舞台芸術）」、

「表現総合演習（身体）、「表現発表基礎演習」、「保育総合表現」、「保育内容（ミュージカル）」、

「こどもと造形 III〈応用的表現〉」、「保育表現技術演習Ⅱ（製作）」 
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参考資料：参考資料：参考資料：参考資料：本研究で対象とした本研究で対象とした本研究で対象とした本研究で対象とした「劇表現指導法」のシラバス「劇表現指導法」のシラバス「劇表現指導法」のシラバス「劇表現指導法」のシラバス    

シラバスの科目番号は、15 ページの一覧表に対応している。それぞれを比較しやすくするた

め、様式は A 短大のものに統一した。すべて調査当時のものであり、現在は異なる場合がある。 

1 F 女子大学 保育内容（総合表現）保育内容（総合表現）保育内容（総合表現）保育内容（総合表現）    

幼：必 

保：選必 

2 年後期 

2 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

（１）ねらい この授業では絵本の読み聞かせ、語り聞かせや人形劇・腹話術・群読等のすべての表現の基礎となる

「コミュニケーション・ワークショップ」を学び、自ら企画・行動できる身体づくりを目指します。 

（２）到達目標 ワークショップとは「体験して学習する」こと。「遊び」に対する子どもたちの様々な欲求に応えることの

できる技術の基礎を、共に学び合います。  

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

コミュニケーション・ワークショップ形式で進めていきます。毎回板書がありますので、しっかりとノートを取って下さい。

その都度、必要なコピー（資料）もお渡しします。                                                    

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 
挨拶をつくる。第一の挨拶から第二の挨拶、そして会話へ 

第 2 回 
コミュニケーション能力とリーダーシップはどう判別されるのか？ 

第 3 回 
フォーカスチェンジ（視点を変えてモノを見る）ということ 

第 4 回 
絵本「きつねのおきゃくさま」から、「好意の返報性」を学ぶ 

第 5 回 
オノマトペ（擬声語、擬音語、擬態語）から日本を見る 

第 6 回 
表現って何？五感のチェックで自分を探ってみる 

第 7 回 
あなたの原風景は？「まほうのふで」レッスンで非言語的表現を学ぶ 

第 8 回 
考え方のレッスン～カギはひとつではない～パントマイムの「壁」等 

第 9 回 
会話をつくろう！世界のキャッチボールゲームで「ニガテ」を克服する 

第 10 回 
絵本「１００万回生きたねこ」の立体化（どうすれば絵本を演じられますか？） 

第 11 回 
「天空の輪」、「棒のエチュード」から、他との関わりについて学ぶ 

第 12 回 
絵本「さんねん峠」の脚本化（群読を学ぶ） 

第 13 回 
絵本「あらしのよるに」を上演する 

第 14 回 
絵本「こぎつねコンとこだぬきポン」の脚本化 

第 15 回 
「こぎつねコンとこだぬきポン」に音楽を入れて、上演する 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    

期末レポート（８０％）、授業への取り組み方（２０％） 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】        

 

【その他】【その他】【その他】【その他】    

動きやすいスタイルで、授業に参加して下さい。（スカート、ハイヒール不可） 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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2 B 大学 
保育内容（表現）保育内容（表現）保育内容（表現）保育内容（表現）    

幼保：必 

2 年前期 

2 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

様々な時間、様々な場所で、幼児たちは多様なあそびを展開する。時として大人の目には曖昧、粗野なものとして

映ったりもするが、その奥底に息づくものこそ見逃してはならない、彼らの心象風景（イメージ）であることを知らねば

ならない。彼らの好むあそびに「ごっこあそび」がある。ままごとやお店屋さんごっこ、そしてヒーローごっこにいたるま

でレパートリーは幅広く、彼らはそれらに今の自分、今の願望をぶち当てる。一方、ごっこあそびの発展として、構造

的に見通しと目的をあわせもったものが「劇あそび」である。この授業では、幼稚園や保育園における「ごっこあそび」

の様子や「劇あそび」の取り組みをビデオ等で視聴するとともに、実際に「劇あそび」のプログラムを作成したり、実演

しながら、保育現場における表現活動の琴線に触れていく。                             

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

表現あそびなどの体験的な取り組みとディスカッションを交互に設定しながら、教育・保育場面における表現活動の

捉え方について、実践的且つ理論的に探求していきたい。課題への取組みはソロ、ペア、グループといった形態で

行い、そのつど発表の機会をもつ。                                                  

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 
オリエンテーション≪科目の位置づけ、授業内容の紹介≫ 

第 2 回 
表現の基礎（1）あそびから表現へ/戯れ（コミュニケーション）からごっこ（プレイ）へ 

第 3 回 
表現を楽しむ（1）言葉と動き/パーソナルプレイ（全身体を駆使して想いを表現する活動）の実際 

第 4 回 
表現あそびの取り組み(1) シアターゲーム（ミラー、ジブリッシュ、コンタクト他） 

第 5 回 
表現あそびの取り組み(2) プレイメーキング（ティーチャー・イン・ロール他） 

第 6 回 
講評と討議 

第 7 回 
表現の基礎（2）あそびから創造へ/ごっこ（プレイ）から劇遊び（ドラマ）へ 

第 8 回 

表現を楽しむ（2）見立てと置き換え/プロジェクテッドプレイ（モノに想いを投影する表現活動）の

実際 

第 9 回 
表現あそびの取り組み(3) プレイメーキング（パペット・プレイ） 

第 10 回 
表現あそびの取り組み(4) プレイメーキング（アニメイム） 

第 11 回 
講評と討議 

第 12 回 
表現の基礎（3）あそびから創造へ/劇遊び（ドラマ）から劇（シアター）へ 

第 13 回 
表現あそびの取り組み(5) プレイメーキング（リーダースシアター） 

第 14 回 
表現あそびの取り組み(6) プレイメーキング（リーダースシアター・デモンストレーション） 

第 15 回 
まとめ/授業の振り返り―表現活動の総合性と多様性を考える 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    

レポート、技能、出席状況、授業中への発言により総合的に評価。 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】    

「遊びからはじまる学び」花輪充編、大学図書出版 

他、随時資料配布 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】        

【その他】【その他】【その他】【その他】    

動きやすいスタイルで、授業に参加して下さい。（スカート、ハイヒール不可） 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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3 

T 大学 

短期大学部 

保育内容の研究（表現Ⅱ）保育内容の研究（表現Ⅱ）保育内容の研究（表現Ⅱ）保育内容の研究（表現Ⅱ）    

幼：必 

保：選必 

2 年前期 

2 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

様々な時間、様々な場所で、幼児たちは多様なあそびを展開する。時として大人の目には曖昧、粗野なものとして

映ったりもするが、その奥底に息づくものこそ見逃してはならない、彼らの心象風景（イメージ）であることを知らねば

ならない。彼らが好むあそびに「ごっこあそび」がある。ままごとやお店屋さんごっこ、そしてヒーローごっこにいたるま

でレパートリーは幅広く、彼らはそれらに今の自分、今の願望をぶち当てる。一方、ごっこあそびの発展として、構造

的に見通しと目的をあわせもったものが「劇あそび」である。この授業では、５領域と劇活動とのかかわりに焦点をあ

てながら、領域「表現」の捉え方や、園生活の中の劇活動のあり方について、体験的・総合的に学んでいきたい。                                                               

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

授業では、子どもたちのさながらの表現の受け止めを基軸として、「ごっこあそび」や「劇あそび」について体験的に

学習（ワークショップ）していくとともに、「アニメイム」や「朗読劇」「素劇」といった創作表現の機会（パフォーマンス）を

通して、保育者自身に必要とされる協奏意識や共創姿勢といったものを高めていきたい。一方、統合的表現活動と

しての「劇表現」の捉え方についても考察することとする。                                                                 

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 

オリエンテーション（授業内容の確認及び履修生の目的確認） 

表現の基礎（1）－あそびから表現へ－ 

第 2 回 
表現の基礎（2）－あそびから創造へ－ 

第 3 回 
表現の基礎（3）－表現力の発達－ 

第 4 回 
講評：「内から外への自己表現」 

第 5 回 
表現を楽しむ（1）－言葉と動き（パーソナルプレイ） 

第 6 回 
表現を楽しむ（2）－ものと見立て（プロジェクテッドプレイ） 

第 7 回 
表現を楽しむ（3）－共創から協奏へ（アニメイム） 

第 8 回 
講評：「子どものあそびと児童文化」 

第 9 回 
あそびから創造へ（1）－ごっこあそび（プレイ）－ 

第 10 回 
あそびから創造へ（2）－劇あそび（ドラマ）－ 

第 11 回 
あそびから創造へ（3）－劇（シアター）－ 

第 12 回 
講評：「保育者の役割を考える」 

第 13 回 
創作表現（1）－「朗読劇」への取り組み 

第 14 回 
創作表現（2）－「素劇」への取り組み 

第 15 回 

まとめ（授業内容の振返り） 

子どもの表現と理解－遊びと学び－ 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】レポート 40％ 実技（意欲・態度）30％ 出席状況 30％ 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】花輪充編「遊びからはじまる学び」大学図書出版 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】    花輪充著「劇あそび春夏秋冬」すずき出版 

【その他】【その他】【その他】【その他】活動しやすい服装 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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4 K 大学 保育内容指導法演習（表現）保育内容指導法演習（表現）保育内容指導法演習（表現）保育内容指導法演習（表現）    幼保：必 

3 年前期 

1 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

本授業のねらいは、幼児のための表現活動として、主に「こえ」と「ことば」による表現活動プログラムを創造し、指導

の基本、具体的な指導方法と指導上の留意点等について、体験的に学ぶことである。 

 「こえ」を出すこと、「ことば」を語ること、自分のイメージを他の人に伝えることは「楽しい！」と実感できる表現活動の

ための環境構成と素材研究に自主的に取り組み、グループワークで主体性と協調性を発揮し、ねらいの設定から考

察、評価に至るプロセスで実践力を獲得することを到達目標とする。    

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

「つくる・あらわす・たのしむ」をテーマに、人形劇、絵本、童話、昔話などのさまざまな児童文化財を教材とした表現

活動プログラムを創造し、その具体的な指導方法と幼児に対する指導のあり方について体験的に学ぶことをねらい

とする。各自で教材（劇人形等）を制作し、グループに分かれて表現活動プログラムを創作、発表する演習を中心

に、日常生活の中で遊びを通した表現活動のあり方と指導方法を学ぶ。  

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 
概要：領域「表現」についての概要 

第 2 回 
幼児の表現力を育てる児童文化財の役割：教育的意義、特徴、指導上の留意点等 

第 3 回 
劇人形（指人形・手使い人形）であそぶ・たのしむ（遊びの実践と展開・指導上の留意点） 

第 4 回 
劇人形をつくる・あそぶ・たのしむ（遊びの創造と展開と指導上の留意点） 

第 5 回 
人形劇をつくる・あそぶ（ペープサートの制作と遊びの展開） 

第 6 回 
人形劇をつくる・あそぶ・たのしむ（グループによる人形劇の創作と上演） 

第 7 回 
読み聞かせ：絵本、紙芝居を見せる・語る・聞かせる 

第 8 回 
ストーリーテリング、語り聞かせ：昔話、童話、お話を語る・聞かせる 

第 9 回 
朗読劇をつくる・あらわす（グループで話題を選ぶ・テキストを創造する） 

第 10 回 
朗読劇をたのしむ（グループによる朗読劇の上演） 

第 11 回 
あそびの展開指導：想像あそび・表現あそびをつくる・あらわす・たのしむ 

第 12 回 
あそびの展開指導：劇あそびをつくる・あらわす・たのしむ 

第 13 回 

保育者の役割、保育者に求められる豊かな表現のあり方について具体的な対応や援助の留意

点 

第 14 回 
幼児に対する表現活動の指導のあり方 

第 15 回 
まとめと試験 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    

授業への参加態度、課題への取り組みに対する評価  50％ 

授業レポート（毎回の授業終了時に提出） 20％ 

試験 30％ 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】授業に必要な資料等は、随時、配付する。 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】    『幼稚園教育要領』、『保育所保育指針』 

【その他】【その他】【その他】【その他】授業の到達目標を常に意識し、遅刻・欠席をしないこと。 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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5 K 大学 

保育内容指導法演習保育内容指導法演習保育内容指導法演習保育内容指導法演習    

（クリエイティブ・ドラマ）（クリエイティブ・ドラマ）（クリエイティブ・ドラマ）（クリエイティブ・ドラマ）    

幼保：必 

3・4 年前期 

1 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

自分の経験をもとに、感じたことや考えたことを、自分のやり方で、楽しく、全身で表現するドラマの基本を体験し、感

じる力、創造する力、自分を表現する力、単なる専門的・芸術的表現とは異なる保育者の”豊かな表現”を意識し、

自分なりに工夫して行動する力と幼児を見る目、保育に向ける心情や意欲を身につけることをねらいとする。 

クラスの仲間と一緒に楽しく感じ、考え、想像し、他者の目、評価を気にせずに、みんなが互いの発想を認め合いな

がら、“今、ここで”自分の中に生まれたイメージを、日常生活で自然に使っている“動き（身体表現）・言葉”を使って

全身で表現する“体験”、自分たちのアイディアが表現できる場の環境設定、「自分なら～する」といった 1 人ひとりの

発想を生かす場面づくり、ゲームやエキササイズの創作とグループ全体のリード等の“実践”を通して、“表現力”の

育成を目指す。 

具体的には、物事を良く観察し、考え、感じ、全身を使って積極的に“自分を表現する力”、自分なりに工夫して行動

する力、保育者の“豊かな表現”を意識し、“自分らしい表現”を創造する力としての「表現力」を身につける。授業形

態としては『ドラマであそぼう』をテーマに、クリエイティブ・ドラマの基本、感性、イメージ、表現、想像力・創造力・表

現力等について、“頭”で理解するばかりでなく、“全身”で体験し、実感できるよう、下記のようにクラス全体で取り組

むプログラムを展開する。    

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

本講義では「クリエイティブ・ドラマ」による創造的な体験を通して、参加者自身が楽しみながらその場で自分の中に

生まれたイメージを全身を使って表現する力を身につける。一人ひとりのアイディアと互いの発想を生かす場面づく

りや場の環境設定などの実践および体験を通し、物事をよく観察し考えることで表現力をより深めていく。「自分を自

分らしく表現する力」「自分なりに工夫して行動する力」を学びながら、保育者としての豊かな表現力の獲得と指導力

の育成をねらいとする。 

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 ドラマへのウォームアップ１ コミュニケーション：コミュニケーション・ゲーム、エキササイズ 

第 2 回 ドラマへのウォームアップ２ アクション：アクション・ソング、アクション・ストーリー 

第 3 回 ドラマへのウォームアップ３ プロセス：スタート～ゴール：オリジナル・アクション・ストーリー 

第 4 回 感覚あそび１ ５感を刺激するあそび：ナレーティブ・パントマイム１ 

第 5 回 感覚あそび２ 感情と表現・感性と表現：サークル・ストーリー 

第 6 回 想像あそび１ みたて・つもりあそび：ナレーティブ・パントマイム２ 

第 7 回 想像あそび２ イメージ、イマジネーションと表現：ナレーティブ・パントマイム３ 

第 8 回 表現あそび１ 子どもの表現：セグメンテッド・ストーリー 

第 9 回 表現あそび２ 大人の表現・保育者の表現：クリエイティブ・ストーリー 

第 10 回 ドラマであそぼう１ 昔話・童話・絵本等を素材にしたドラマの創造と指導１ 

第 11 回 ドラマであそぼう２ 昔話・童話・絵本等を素材にしたドラマの創造と指導２ 

第 12 回 ドラマであそぼう３ 昔話・童話・絵本等を素材にしたドラマの創造と指導３ 

第 13 回 ドラマであそぼう４ レッスン・プラン１：最新の手法による総合的表現活動のプログラム創作１ 

第 14 回 ドラマであそぼう５ レッスン・プラン２：最新の手法による総合的表現活動のプログラム創作２ 

第 15 回 まとめ（幼児のための総合表現活動としてのドラマのプログラムと指導方法のまとめ）と試験 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    

授業参加状況  50％ 

授業レポート（毎回の授業終了時に提出） 20％ 

試験 30％ 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】授業に必要な資料等は、随時、配付する。 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】    『幼稚園教育要領』、『保育所保育指針』 

【その他】【その他】【その他】【その他】履修者が 50 名を超える場合は、4 年生優先とする。 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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6 T 大学 
保育内容の研究（表現Ⅱ）保育内容の研究（表現Ⅱ）保育内容の研究（表現Ⅱ）保育内容の研究（表現Ⅱ）    

幼：必 

保：選 

3 年後期 

2 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

様々な時間、様々な場所で、幼児たちは多様なあそびを展開する。時として大人の目には曖昧、粗野なものとして

映ったりもするが、その奥底に息づくものこそ見逃してはならない、彼らの心象風景（イメージ）であることを知らねば

ならない。彼らが好むあそびに「ごっこあそび」がある。ままごとやお店屋さんごっこ、そしてヒーローごっこにいたるま

でレパートリーは幅広く、彼らはそれらに今の自分、今の願望をぶち当てる。一方、ごっこあそびの発展として、構造

的に見通しと目的をあわせもったものが「劇あそび」である。この授業では、５領域と劇活動とのかかわりに焦点をあ

てながら、領域「表現」の捉え方や、園生活の中の劇活動のあり方について、体験的・総合的に学んでいきたい。                                                               

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

授業では、子どもたちのさながらの表現の受け止めを基軸として、「ごっこあそび」や「劇あそび」について体験的に

学習（ワークショップ）していくとともに、「アニメイム」や「朗読劇」「素劇」といった創作表現の機会（パフォーマンス）を

通して、保育者自身に必要とされる協奏意識や共創姿勢といったものを高めていきたい。一方、統合的表現活動と

しての「劇表現」の捉え方についても考察することとする。                                                                 

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 

オリエンテーション（授業内容の確認及び履修生の目的確認） 

表現の基礎（1）－あそびから表現へ－ 

第 2 回 
表現の基礎（2）－あそびから創造へ－ 

第 3 回 
表現の基礎（3）－表現力の発達－ 

第 4 回 
講評：「内から外への自己表現」 

第 5 回 
表現を楽しむ（1）－言葉と動き（パーソナルプレイ） 

第 6 回 
表現を楽しむ（2）－ものと見立て（プロジェクテッドプレイ） 

第 7 回 
表現を楽しむ（3）－共創から協奏へ（アニメイム） 

第 8 回 
講評：「子どものあそびと児童文化」 

第 9 回 
あそびから創造へ（1）－ごっこあそび（プレイ）－ 

第 10 回 
あそびから創造へ（2）－劇あそび（ドラマ）－ 

第 11 回 
あそびから創造へ（3）－劇（シアター）－ 

第 12 回 
講評：「保育者の役割を考える」 

第 13 回 
創作表現（1）－「朗読劇」への取り組み 

第 14 回 
創作表現（2）－「素劇」への取り組み 

第 15 回 

まとめ（授業内容の振返り） 

子どもの表現と理解－遊びと学び－ 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】レポート 40％ 実技（意欲・態度）30％ 出席状況 30％ 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】花輪充編「遊びからはじまる学び」大学図書出版 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】    花輪充著「劇あそび春夏秋冬」すずき出版 

【その他】【その他】【その他】【その他】活動しやすい服装 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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8 A 短期大学 
保育内容（ドラマ表現）保育内容（ドラマ表現）保育内容（ドラマ表現）保育内容（ドラマ表現）    

保幼：選必 

1 年前期 

1 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

・幼稚園教育要領・保育指針における領域「表現」を体感的に理解する。 

・自分なりの劇表現を楽しみながら、保育者に必要な表現力・コミュニケーション力を高める。 

・子どもの遊びの再経験を通して、保育者としての遊びごころを研ぎ澄ます。                         

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

ワークショップ形式の演習授業である。服装は動きやすい格好が望ましい。前半では、頭や身体を使うドラマ・ゲーム

や表現あそびを行いながら、短い物語づくりや即興劇に取り組む。後半ではグループで指導者の立場でゲームや

遊び、ドラマ活動を展開するための準備を行う。                                                   

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 
ガイダンス 

第 2 回 

心身の解放 

子どもにとってのリラックスの重要性、保育者にとっての必要性 

第 3 回 

心身の解放と他者との関係 

リラックスした状況における対人関係 

第 4 回 感性と表現１ 集中力の向上 

第 5 回 
感性と表現２ 五感を研ぎ澄ます 

第 6 回 
感性と表現３ 感覚（空間、雰囲気）を研ぎ澄ます 

第 7 回 
イメージの具現化１ 音楽（聴覚刺激）を媒体として 

第 8 回 
イメージの具現化２ 写真（視覚刺激）を媒体として 

第 9 回 
イメージの具現化３ 日常を想起することを土台として 

第 10 回 
模擬指導のためのガイダンス 説明、グループ決め 

第 11 回 
模擬指導１ 指導案づくり 

第 12 回 
模擬指導２ 練習 

第 13 回 
模擬指導３ リハーサル 

第 14 回 
模擬指導４ 発表 

第 15 回 
まとめ 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    

参加態度（3 割）・授業内の成果発表（3 割）・学期末レポート（4 割）に基づき、総合的に評価する。 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】    

特に指定しない。 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】        

ブライアン・ウェイ著／岡田陽訳『ドラマによる表現教育』玉川大学出版部 

太宰久夫著『表現あそび』全国児童館連合会／今人舎    

【その他】【その他】【その他】【その他】    

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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9 T 大学 
保育内容表現指導法保育内容表現指導法保育内容表現指導法保育内容表現指導法    

幼保：必 

2 年後期 

2 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」における感性と表現に関する領域について学ぶ。子どもの表現の発達に

ついて知り，子どもが表現したいという意欲を育てるための援助と指導について考える。表現者としての保育者に求

められる素養・感性・表現力を身につける。体験を通して，子どもの感性と表現，保育者に求められる感性と表現に

ついて考える。 

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

保育所・幼稚園において保育の目標を達成するために，子どもの状況に応じて保育者が適切に行うべき基礎的な

事項及び保育者が援助する事項を子どもの発達の側面の，感性と表現に関する領域について学ぶ。さまざまな表

現活動を通して，表現者としての保育者の素養を身につける。そして，子どもが表現したいという意欲を育てるため

の援助と指導について考える。                                                

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 オリエンテーション(授業内容、成績評価、授業方法など） 

第 2 回 

子どもの表現の発達について 

教材研究(1)：紙袋を使ったパペット制作と活動 

第 3 回 

「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」(1):「遊び」･「表現」･「表出」の関係 

教材研究(2)：靴下を使ったパペット制作と活動 

第 4 回 

「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」（2）：領域「表現」のねらいと内容 

教材研究(3)：ハンドパペット制作と活動 

第 5 回 幼稚園教育要領」の特徴   教材研究(4)：スティック・パペット制作と活動 

第 6 回 「保育所保育指針」の特徴  教材研究(5)：ダンシング・パペット制作と活動 

第 7 回 「幼稚園教育要領」と「保育指針」の類似点と相違点 教材研究(6)：ダンシング・パペット発表会 

第 8 回 環境を通した遊びへのかかわり  教材研究(7)：テーブル・パペット制作と活動 

第 9 回 

子どもの感性を養うための環境構成と環境としての保育者の役割 

教材研究(8)：お店屋さんごっこのお店制作と活動 

第 10 回 

子どもの表出と表現できるための環境構成 

教材研究(9)：お店屋さんごっこの構成要素と活動 

第 11 回 

子どもの表現の素材（音，色，形，手触り，動き，絵，製作，歌，リズム楽器） 

教材研究(10)：ストーリーエプロンの特徴 

第 12 回 日常の遊びから劇遊びへ  教材研究(11)：ストーリーエプロンの制作 

第 13 回 劇遊びから生活発表会へ  教材研究(12)：ストーリーエプロンの発表 

第 14 回 生活発表会から自由な活動としての遊びへ グループでのストーリーエプロンの発表 

第 15 回 

子どもの表現意欲を育てる援助：保育者の援助と指導 

まとめ 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    

授業への参加，活動への参加，制作物の提出、課題レポート，学期末レポート等により総合的に評価する。 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】    

文部科学省『幼稚園指導要領解説』フレーベル館  

厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館 

小林由利子『保育に役立つストーリーエプロン』萌文書林 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】        

小川清実編『演習 児童文化』 萌文書林 

小林由利子『ドラマ教育入門』 図書文化    

【その他】【その他】【その他】【その他】    指定された黒い上履を持参。    

グループ活動をするので，できるだけ遅刻・欠席をしないように心掛けてください。 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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10 O 短期大学 表現指導法表現指導法表現指導法表現指導法    
幼保：必 

1 年後期 

1 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

①領域「表現」を理解し、日常の保育や行事での「表現に関する」具体的な指導法を学ぶ。 

②保育者として自ら表現することを楽しみ、表現力を広げ深めていく。 

③「表現」に関する指導案の立て方を学び、立案及び模擬実習を体験する。                         

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

この授業では、領域「表現」について、演劇的手法やワークショップ型の学習方法を使って実際に身体を動かしなが

ら学んでいく。そして、保育所及び幼稚園における乳幼児の「表現」の指導法について共に考え探求していく。まず

始めに、これから保育者になるみなさん自身に仲間と共にクリエイティブな表現活動をする楽しさを知ってほしい。 

柔軟な姿勢で子ども一人一人の感動や発見に寄り添い、子どもの表現する意欲を受けとめ、表現するプロセスを大

切にした援助ができる指導力の育成を目指す。 

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 ガイダンス：本授業の目標、課題及び成績の評価方法について説明する。 

第 2 回 

シアターゲーム：日常の保育で使える演劇ワークショップのゲームやアクティビティを実際に体験

し、保育者としての表現力を高めていく。 

第 3 回 

ゲームのルールについての考察：日常の保育で遊ばれているゲームを実際に体験し、省察し、

子どもの「表現」について探求していく。 

第 4 回 乳児の発達と「表現」：乳児期（おおむね 0 歳～2 歳）の発達と表現について学ぶ。 

第 5 回 幼児の発達と「表現」：幼児期（おおむね 3 歳～6 歳）の発達と表現について学ぶ。 

第 6 回 

五感であそぶ：戸外に出てブラインドウォーク等を体験し、五感を使う表現活動について、探求す

る。 

第 7 回 

「表現」の教材研究：さまざまな素材や、絵本、音楽、美術作品などの教材と、乳幼児の「表現」と

の関係について学ぶ。 

第 8 回 

模擬保育（ゲームを進行してみる）：今まで学んだゲームを、学生が保育者役になって進行してみ

る。 

第 9 回 

ドラマの技法①ごっこあそび：ドラマの技法を体験し、保育者の役割を学ぶ。子どもの自発的な表

現活動である「ごっこあそび」について考察し、実際に体験する。 

第 10 回 

ドラマの技法②ティーチャー・イン・ロール：保育者が「役（ロール）」を演じながらドラマ活動をすす

めていく「ティーチャー・イン・ロール」の手法を実際に体験する。 

第 11 回 

ドラマの技法③プロジェクテッド・プレイ：子どもが人形などに自分を投影してあそぶ「プロジェクテ

ッド・プレイ」を実際に体験し、更にそれを応用した表現活動を展開する。 

第 12 回 

ドラマの技法④インプロ：キース・ジョンストンによってつくられたインプロ（即興演劇）の方法論をも

とに、インプロを実際に体験し学ぶ。 

第 13 回 「表現」の指導案①：「表現」における保育デザインの方法を学び、実際につくってみる。 

第 14 回 「表現」の指導案②：自らつくった保育デザインを、学生同士で実践し評価する。 

第 15 回 まとめ：「表現」に関しての半年間の学びを振り返る。 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】出席、授業中の課題、レポートを総合的に評価する。 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】文部科学省『幼稚園指導要領解説』フレーベル館  

厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館  

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】        

高尾隆・中原淳『インプロする組織』三省堂 

小林由利子他『ドラマ教育入門』 図書文化    

高尾隆『インプロ教育』フィルムアート社 

【その他】【その他】【その他】【その他】授業中、動いたり、床に座ったりすることもあります。多少汚れても困らない、動きやすい服装できて

ください。授業への積極的な参加と関わりをお願いします。 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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11 O 短期大学 
表現総合演習表現総合演習表現総合演習表現総合演習    

幼：必 

保：選 

2 年前期 

1 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

①領域「表現」を理解し、日常の保育や行事での「表現に関する」具体的な指導法を学ぶ。 

②保育者として自ら表現することを楽しみ、表現力を広げ深めていく。 

③国内外の演劇教育及びパフォーミングアーツの基礎を学び、作品創作を行う。                       

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

保育における「表現」で大切なことは、保育者が子ども一人一人の表現を受けとめ、その思いや発想に共感し、表現

する意欲を受けとめ、楽しさを共有することである。 

この授業では、演劇的手法やワークショップ型の学習方法を使って実際に身体を動かして体験しながら学んでいく。

また、国内外の演劇教育及びパフォーミングアーツの実際を学び、グループワークで作品をつくり発表する。子ども

の創造的な表現活動の援助やヒントを与えることができる指導力の育成を目指す。 

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 ガイダンス：本授業の目標、課題及び成績の評価方法について説明する。 

第 2 回 

シアターゲーム①：日常の保育で使える演劇ワークショップのゲームやアクティビティを実際に体

験し、保育者としての表現力を高めていく。 

第 3 回 

シアターゲーム②：日常の保育の中で遊ばれているゲームを実際に体験し、省察し、子どもの「表

現」について探求していく。 

第 4 回 

保育における「表現」の実際①：保育園及び幼稚園における「表現」活動の実践を紹介する。実

際に体験して省察し、子どもの「表現」について探求していく。 

第 5 回 

保育における「表現」の実際②：障がい者施設や子育て支援施設における、「表現」活動の実践

を紹介する。障がいの有無や年齢に関わらない表現活動について考察する。 

第 6 回 

インプロ（即興演劇）①：キース・ジョンストンのインプロ（即興演劇）の方法論を学び、インプロを実

際に演じてみる。 

第 7 回 

インプロ（即興演劇）②：キース・ジョンストンのインプロ（即興演劇）の方法論から、演劇の構造に

ついて学び、実際に演じてみる。 

第 8 回 インプロ（即興演劇）③：インプロのダンスを学び、実際に踊ってみる。 

第 9 回 

即興で物語をつくる：インプロ（即興演劇）の方法論から、子どもと一緒に物語をつくっていくことを

学び、体験する。 

第 10 回 

さまざまな表現活動①ダンス・バレエ：国内外のダンス・バレエ作品をＤＶＤ等で鑑賞し、保育に

おける舞台芸術・身体表現の可能性を探る。 

第 11 回 

さまざまな表現活動②ミュージカル：国内外のミュージカル作品をＤＶＤ等で鑑賞し、保育者が子

どもと共に創作する作品づくりへのヒントを学ぶ。 

第 12 回 演劇の手法ディバイジング①：演劇の素材となるものを探求する。 

第 13 回 

演劇の手法ディバイジング②：演劇の手法「ディバイジング」を使って、演劇作品をつくり発表す

る。 

第 14 回 絵本と表現活動：保育者と子どもとで、絵本を表現活動へとつなげていく方法を探る。 

第 15 回 まとめ：「表現」に関しての半年間の学びを振り返る。 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】    出席、授業中の課題、レポートを総合的に評価する。 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】文部科学省『幼稚園指導要領解説』フレーベル館  

厚生労働省『保育所保育指針解説書』フレーベル館  

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】    高尾隆・中原淳『インプロする組織』三省堂 

小林由利子他『ドラマ教育入門』 図書文化    

高尾隆『インプロ教育』フィルムアート社 

【その他】【その他】【その他】【その他】授業中、動いたり、床に座ったりすることもあります。多少汚れても困らない、動きやすい服装できて

ください。授業への積極的な参加と関わりをお願いします。 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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12 N 大学 
保育内容演習Ⅰ（表現）保育内容演習Ⅰ（表現）保育内容演習Ⅰ（表現）保育内容演習Ⅰ（表現）    

幼保：必 

1 年前期か後期 

2 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

幼い子どもにとって表現することは、自分の気持ちを外に現す手段であり、相手に伝達しあう手段であり、遊びでもあ

る。この授業では、劇遊びなどの表現活動を通して、①子どもたちの日常生活の営みの中で現される気持ちをキャッ

チして読み取る能力を身につけること。②子どもと保育者の間・保護者と保育者の間で、感情の受け渡しをする双方

的なコミュニケーションが成り立つための技術の獲得を目指す。 

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

この授業では、幼稚園教育要領・保育所保育指針の定める領域「表現」の視点から、子どもたちの活動は表現へと

集約されていく過程に焦点を当てて考えていく。絵本の読み聞かせ・インプロ・身体を使って物語を演じることを通し

て、学生自身が表現する自分に気づき、相手と気持ちを交し合うコミュニケーションのあり方を、体験的に学習する。                                             

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 

ガイダンス（授業時の座席表づくり、グループ編成、自己紹介） 

第 2 回 

幼稚園教育要領・保育所保育指針における領域「表現」を理解する。 

第 3 回 

絵本を題材とした保育の事例研究（１）「感想画」をもとに考える。 

第 4 回 

絵本を題材とした保育の事例研究（２）「ほめる」とは？ 

第 5 回 

絵本の読み聞かせについて（１）グループ内で発表をする。 

第 6 回 

絵本の読み聞かせについて（２）クラス内、グランプリ決定！ 

第 7 回 

劇遊びに挑戦（１）声とコミュニケーションの不思議。 

第 8 回 

劇遊びに挑戦（２）物語の「場面」をインプロで演じる。 

第 9 回 

劇遊びに挑戦（３）発表会に向けての班活動。 

ミニ発表会と意見交換 

第 10 回 

劇遊びに挑戦（４）発表会に向けての班活動。 

ミニ発表会と意見交換 

第 11 回 

劇遊びに挑戦（５）発表会に向けての班活動。 

ミニ発表会と意見交換 

第 12 回 

劇遊びに挑戦（６）発表会に向けての班活動。 

ミニ発表会と意見交換 

第 13 回 

劇遊びに挑戦（７）リハーサル 

第 14 回 

劇遊びに挑戦（８）発表会に向けて、物語を完成させる。 

第 15 回 

劇遊びに挑戦（９）発表会（レポート提出） 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】成果発表会とその取り組み（４０点）レポート課題（３０点）出席点（３０点）、授業出席１回２

点。遅刻は１点減点とする。 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】    

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】        

【その他】【その他】【その他】【その他】 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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14 O 短期大学 
前期／前期／前期／前期／保育内容保育内容保育内容保育内容((((総合表現総合表現総合表現総合表現))))    

幼保：選 

2 年前期 

通年 2 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

・生活・自然・社会や文化環境が提供するものを受け止め、身体や言葉で表現する力を身につけることの重要性を

学ぶ。 

・子どもたちが、身ぶり表現や話し合いによって自ら表現し、人と共感し合いながら、想像・創造力を身につけていく

過程を学ぶ。（想像と現実について） 

・絵本や児童文学の教材研究や劇的展開について学ぶ。 

[授業終了時の達成課題(到達目標)] 

・身ぶり表現の楽しさや意義を身体を通して実感する。 

・現実と想像の関係を理解する。 

・教材分析やシナリオ作りを行い、劇づくりの意味と方法を理解する。 

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

・絵本・詩や文を覚えたり、身体表現し、想像力を身につける。 

・想像と現実の関係を理解する。 

・教材分析から劇づくりの展開の仕方を学ぶ。 

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 
オリエンテーション 

第 2 回 
動きと身ぶり表現の演習 

第 3 回 
環境からイメージを共有する過程､想像と創造の関係 

第 4 回 
ふり行為の構成要素について 

第 5 回 
絵本の身ぶり表現をして､劇づくりをする(演習) 

第 6 回 
実習先で経験した見立て・つもり遊びをまとめる 

第 7 回 
自然を題材にした表現の保育指導案を作成する 

第 8 回 
ごっこ遊びから劇遊びへの展開過程 

第 9 回 
絵本の教材分析の仕方 

第 10 回 
子どもの劇づくりの意義と方法 

第 11 回 
絵本を題材に､シナリオ作成の方法と実際 

第 12 回 
後期劇づくりの題材検討 

第 13 回 
後期劇づくりの題材分析 

第 14 回 
劇づくりの係について検討し､係を決める 

第 15 回 

まとめ テスト 

各クラスの題材を決定､シナリオを夏休み中に作成し、担任との打ち合わせをしておく。 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】出席態度 20 点 表現力 10 点 試験 70 点 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】『身ぶり・ごっこ・劇遊び』山﨑由紀子著 フォーラムＡ    

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】        

【その他】【その他】【その他】【その他】 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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15 K 短期大学 
保育内容の研究・表現Ⅲ保育内容の研究・表現Ⅲ保育内容の研究・表現Ⅲ保育内容の研究・表現Ⅲ    

幼保：必 

1 年後期 

1 単位 

【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】【授業のねらい・到達目標】    

子どもたちの表現を豊かに育てる為には，まず保育者が子どもの表現をよみ取ることができ，子どもと共に表現を楽

しめることが，必要である。表現Ⅲでは，それを目標にして，さまざまな児童文化財を理解し，それらを実演する技術

を習得して豊かな表現力を身につける。                                                          

【授業概要【授業概要【授業概要【授業概要((((授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む授業形態・進め方等を含む))))】】】】    

まず，心と体を解放していくことから始め，さまざまな児童文化財を経験し，実際に製作したり，上演したりする。                                                     

 回 数 授 業 内 容 

第 1 回 

演劇的基礎訓練①（体に気づく） 

第 2 回 

演劇的基礎訓練②（緊張をほぐす） 

第 3 回 

演劇的基礎訓練③（他者になる） 

第 4 回 

口演童話①概論 

第 5 回 

口演童話②実演の方法 

第 6 回 

口演童話③実演（保育現場で幼児を対象に行う。） 

第 7 回 

紙芝居①概論 

第 8 回 

紙芝居②製作（立絵，平絵，めくり絵，巻きとり絵，フランネルシアター，立体紙芝居から選び，グ

ループで製作。） 

第 9 回 

紙芝居③上演 

第 10 回 

人形劇①概論 

第 11 回 

人形劇②製作 

第 12 回 

人形劇③演技 

第 13 回 

影絵 ①概論 

第 14 回 

影絵 ②製作 

第 15 回 

影絵 ③演技 

【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】【評価方法・基準】製作物の提出，上演，出席状況，演習への参加態度などを総合的に評価する。 

【テキスト】【テキスト】【テキスト】【テキスト】テキストは指定しないが，適宜プリントを配付する。 

【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】【参考書・参考資料等】     

【その他】【その他】【その他】【その他】    

積極的な態度で，受講することを希望する。 

製作などに関わる実費は，自己負担とする。 

このシラバスは、調査・収集当時（2012-2013 年度）のものである。 
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