
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに－０～２歳児の保育とは 

乳児期は急いで結果を出す保育ではなく，その

時期で何かが完結したりするものでもありませ

ん。それどころか，幼児や小学生，思春期や大人

になった頃，乳児期の教育や保育の結果が現れる

ことがあります。幼児は，個性が輝く中で友だち

関係が豊かになり，葛藤と解決を繰り返して成長

していきますが，本日は，その土台となる乳児期

について，乳児期の保育における大人のかかわり

として子どもの主体性を育てるかかわり，自我を

育てるかかわり，楽しさと出会っていくかかわり

についてお話します。あらゆることがスタートす

る乳児保育では，子どもがもっとやってみたくな

り，自分の力でやることの喜びが生まれるような

大人の援助が大切です。発達を学ぶということは，

知識を増やすことだけではなく，子どもの育ちを

理解して見通しを持った保育を行ったり，保育の

中で大切なことに丁寧にかかわったりすること

につながるのではないかと思っています。 

 

（１）乳児期の重要性 

乳児期は，子どもにとって人生のスタートであ

り重要な時期と考え，日々の保育をしていますが，

改めて乳児期の重要性とは何でしょう。私は，リ

ズムのある規則正しい生活をしっかりと作るこ

と，その毎日の生活の中で，自分でやってみたい

と思う主体性や活動性の基礎を作ること，大人の

見守りの中で，他者との関係の基礎を作ることだ

と思います。 

まず，規則正しい生活です。大人の生活はすで

にリズムが作られていますが，０，１，２歳児は，

大人同士が協力し合いリズムのある生活を作っ

ていくことが必要です。しかし，全てしてあげる

のではなく，子どもが自分の力でやってみたいと

主体的に生活にかかわり，出来たという達成感や

自信を感じながら子どもと一緒になって作りま

す。私は，養成校の教員ですが，学生は，入学当

初，幼児や小学生と比べれば，未熟で出来ないこ

とがたくさんあり，可愛い存在である赤ちゃんを

お世話をしてあげたいと思っています。そこで，

一番初めの授業では，保育とは，お世話をするこ

とではなく，子どもが自分の力でできるようにな

ることを私たちが手助けすることだと教えます。

もちろん，してあげないとできないこともありま

すが，子どもの主体性と活動性として，だんだん

と子ども自身が意欲をもち，やり方が分かり，身

体の発達も整って来た時，少し手伝ってもらいな

がらやってみたらできた，そして，またやってみ

たいという気持ちを一緒に作っていくことが大

事だと話しています。これは遊びも同じで，準備

やきっかけ作りは大人の役割であり，子どもは，

先生がおもちゃを用意することで出会うことが

できます。 

 

（２）気づく力・読み取る力が求められる 

幼児担当の保育者は子どもの思いをしっかり

と受け止めながら一緒に考えていく力をもち，い

ろいろな思いをもった子どもがさまざまに発信

することを否定せずに聞きながら調整していく

力が必要ですが，乳児担当の保育者は，子どもの

思いに気付く力と読み取る力，そして，それを次

につなげていくためのつなぐ力が必要です。 

私たちは，乳児が何も言わなくても，思いが読

み取れることがあります。誘っても絶対やらない

とか，食事場面で口をつぐんで絶対食べない場面

で子どもの思いを感じることがあります。この時，

言葉で言わなくても思いが生まれています。人間

の発達では，思いや意志の方が先に生まれ，それ

を表わす手段である言葉が少し遅れてゆっくり

と育ちます。０歳，１歳，２歳という年齢は，思

いが先行し，それを表わす言葉を十分持っていな

い時期になり，子どもに思いがないわけではあり
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ません。ちなみに，子どもたちが自分の思いを自

分の言葉でしっかりと伝えられる目安は４歳だ

と言われています。４，５歳くらいになると，嫌

なことに，「○○が嫌」と言えたり，「だって怖い

から」「だって恥ずかしいから」と理由が言える

ようになります。言葉が豊かに育つということは，

語彙が増えるということだけでなく，自分の気持

ちを整理して伝えられるようになることであり，

このようなことから，子どもは伝わることで気持

ちが落ち着いてきます。これまでに，３歳で落ち

着かなかった子が自分の言葉で気持ちを言える

ようになって，４，５歳で落ち着いてきたと感じ

たことがあったのではないでしょうか。思いと言

葉の発達にはこれ程ずれがあるのです。 

子どもたちは，１歳であってもたくさん思いを

持っていて，言葉では話せない時期をくぐって大

きくなっていきます。だからこそ，大人は，子ど

もの思いに気づき，読み取って，言葉にならない

思いを伝えるために代弁をしたり，仲立ちをした

りする役割があるのです。一方で，４歳になると

大人が仲立ちし過ぎないようにしてください。子

どもが自分で言おうとする時期ですので，先に補

うのではなく，本人が言えるような援助が必要で

す。このように，発達の時期によって大人が行う

援助は違います。 

そして，１歳児は，大好きな物の取り合いが増

え，言葉以外の表現や発信が多くなり，担任の先

生は友だちをひっかいたり噛んだりしないよう

に気を付けながらも，子ども自身に自分の意思を

しっかり出させてあげたいと日々葛藤されてい

ると思います。言葉以外の表現はたくさんありま

すが，乳児担当の保育者は，これらにしっかり耳

を傾けながら，何が嫌で何が悔しかったのか，本

当はどうしたかったのか，子どもの思いはどこに

あるのかと，子どもの言葉にならない思いに気づ

き，読み取っていく力が必要です。 

私は日本の保育者は読み取る力が強いと思い

ます。それは，子どもの普段の様子をしっかり見

ているからでしょう。子どもを見て，「今日はい

つもと違うな。何かあるのかな」「今日は，大好

きなことも集中しないな」と，丁寧に把握してい

るからこそ小さな違いに気づきます。また，乳児

担当の保育者は，家庭とよく連携しています。家

庭で読んでいる絵本，就寝時間や食べた物など，

保護者に聞いているからこそ子どもの好きな物

が分かります。勘ではなく，普段の様子の把握と

保護者との連携から得たその子に対するたくさ

んのことを積み重ねて判断し，子どもが言葉で言

ってくれなくても，「こう言いたいのかな」「こう

思っているのかな」と気づき読み取ることができ

ます。乳児保育は，これができないと大人の都合

のよい様に保育を行ってしまい，日々の保育は上

手く廻るかもしれませんが，乳児にどんな力の基

礎をつけるのかと考えた時，子ども自身の思いを

しっかりと読み取りながら，尊重し，子どもと一

緒に生活を作って楽しい遊びをしていくことが

大事になります。 

 

（３）「つなぐ」保育 

乳児の子どもたちは，興味がある所に行き，じ

っと見たり，触ったり，口に入れて確かめようと

したりしますが，その姿を見て，皆さんはどうし

ますか。 

保育者は，子どもが探索を始めた時，子どもの

行動から気づき読み取り，そしてつなげていかな

ければなりません。それは，次々新しいおもちゃ

を出して与えることではなく，子どもの興味をス

タートにして，次はどんな遊びを広げていこうか，

次はどんなおもちゃと出合わせていこうかと，ど

のようにつなげるのかを考えることです。保育は，

養護と教育が一体的に展開したものであり，その

中で，教育は，文字や数字などを教えるイメージ

がありますが，そうではありません。指針にも書

いているとおり，教育とは，発達の援助のことを

言い，子どもがハイハイをして探索を始め，そこ

に興味が生まれたら，それをどのように膨らませ

て広げていくかです。何かを教え込むことではあ

りません。それをどう豊かに広げ，どう広げれば

子どもの楽しいという経験につながるかという，

子どもの育ちを援助することが教育をするとい

うことです。 

また，乳児担当の保育者にとって，情緒の安定

や生命の保持と言った養護は特に大事です。しっ

かりと子どもに目を向けて気付くからこそ子ど



もの命が守られ，気持ちが安定します。そして，

養護が大事なことはもちろんですが，その養護と

共に，子どもたちに生まれ始めたものをどう育て

ていくのかという育てる視点をもったかかわり

が大切です。 

しかし，子どもの気持ちとかけ離れたところで

何かを教えたり与えるのではなく，まずは子ども

の思いや興味がどこにあるのかを考え，それを感

じながら一人ひとりに適切なものを用意して一

緒に楽しんでいくようにします。 

保育をつなぐとは，子どもと子どもをつなぐこ

とです。喧嘩した時にはお互いの話しを聞いて，

二人をつなげるようにしていると思います。 

環境として，人形は保育室に置いているだけで

はなく，子ども自身が人形に興味を持ち，可愛が

ってあげたいと感情が生まれてこそ抱っこして

遊び始めます。保育者自身が人形を可愛がる姿を

見せることで，子どもたちは人形が物であったと

ころから，自分にとって興味を持ちかかわってみ

たい対象となって遊びが始まります。 

まだ寝ているだけの子どもは，自分でおもちゃ

を持ってくることはできませんので，子どもに楽

しい遊びの世界があることは大人が働きかけて

知らせます。これらのように環境と子どもをつな

ぐことは乳児保育では大切ですし，保育者が果た

している大事な役割です。子どもの発達を考えな

がら，どんなおもちゃがこの子どもにとって大事

なのか，何と出合わせていくのかと考えて子ども

たちに楽しい出合いを作ることが大切です。 

 

２．保育におけるかかわり（１）－主体性が育つ

生活づくり 

（１）乳児の意思を尊重した生活づくり 

いろいろなことがスタートする乳児期に，保育

では何が大切なのでしょうか。 

まず，全ての土台である生活が大事です。安

全・健康で衛生的であることはもちろんですが，

乳児も意思を持つ主体であると考え，尊重しなが

ら，子どもが自分からやってみようという気持ち

が湧き，できたよという達成感や喜びのある主体

性が育つ生活づくりが大事です。保育をしている

と，０歳の赤ちゃんがオムツ交換で自らお尻を上

げようとすることがあります。赤ちゃんは，あれ

ほど受身な存在ですが，９，１０ヶ月頃には，上

手くできないながらも大好きな先生がすること

にかかわっていこうとする意思が現れます。また，

毎日の生活の中で，まだ自分で物を使えなくても，

スプーンを頂戴と手を伸ばし，魅力的な道具を自

分も使ってみたいという思いが生まれています。 

このように，乳児の時期から子どもは意思を持

つ主体であり，それを尊重することで主体性が育

ちます。しかし，この時期，意思や意欲があって

もそれを表わす手段がありません。だからこそ，

保育者は，子どもがまだ小さいから何も分からず，

何も思っていないと決めてしまうのではなく，そ

の意思を読み取り，どうしたいと思い何を願って

いるのかを考え，乳児にとってどのような生活を

作ることが子どもの思いに添った生活になるか

を考えながら保育をすることが必要です。 

 

（２）生活習慣の確立に向けて 

子どもにとって乳児期は生活リズムを作る大

事な時期ですので，一人ひとりの生活習慣の確立

は常に乳児保育の根本に置かなければいけませ

ん。子どもの思いを叶えるためにと，生活リズム

が乱れたり，また，リズムを崩してまで大人の思

うように保育するのではなく，子どもに毎日の安

定した生活を保障しながらリズムがある生活と

つなげ，その中で時間がかかっても自分の力でで

きる経験をさせることから，子どもの自信や周り

への興味につなげるようにします。 

 

（３）自分からしようと思えるような「その気に

なれる」環境づくり 

子どもの主体性が目に見えて発揮されるのは，

幼児や小学生になってからかもしれませんが，そ

れは，急に子どもが主体的になるわけではなく，

乳児期に，やってみたいことを自分の力でするこ

とが叶う生活があることが主体性を育てます。例

えば，子どもが，毎日の生活の中で洋服のボタン

を自分で留めるなど衣食住を自分でするという

こともそうですが，今日から幼児だから，小学生

だから頑張ってしましょうということではなく，

自分の力で日常の些細なことができたと思う積



み重ねが主体性や活動性の基礎となり，生活習慣

の確立にもつながります。私たちは，子ども自身

がその気になれる環境作りを行い，子どもが自分

でやってみようと思える生活を作ることが主体

性を育てる上でとても大切になります。 

また，保育において言葉かけは重要です。しか

し，何事も言葉をかけないとできない子どもを育

てたいのではなく，子どもが自分で気づき分かっ

て行動できることが重要です。大人は，できない

子どもに言葉かけをして援助することもありま

すし，言葉かけが必要ないのではありません。私

たちは，乳児の主体性を育てるために，子どもが

自分でできる環境かを見直し，子ども自身が気づ

き行動できる環境を作ります。子どもはどうすれ

ば良いかが分かり自信をもって取り組みます。子

どもの気持ちが散漫になる環境ではなく，今から

しようとすることのその先に何をするのかが分

かり，やろうとしたことがしっかりと注目できる

環境なのか，そして，子どもの気持ちがスムーズ

にそのことに向いて集中できる環境なのかを見

直して欲しいと思います。例えば，食事の時，食

べている子どもは，食べ終えて遊んでいる子が見

えると気持ちが向かなくなります。食べる事に積

極性がない子どもは特に遊びが気になり，食べる

ことが疎かになります。その時，「そっちを向い

てはダメよ」と声をかけるのではなく，食べてい

る子どもの椅子の向きを変えることや，仕切りを

して気が散りにくい環境を作り不必要な注意や

叱責をしなくても子どもが自分で気持ちを向け

ることができるようにします。 

また，乳児期は，生活や行為の流れが大事です。

１歳頃は，現在と一つ先の見通しがつく年齢です

ので，例えば，子どもに「おててを洗って，ご飯

食べようね」とか，「お靴を履いてお外に出よう

ね」と言って，今と次をつないだ言葉かけをして

います。子どもは，着替えた後に脱いだ服をどこ

に片付けるのか分からなかったり，おもちゃをど

こに片付けるのか分からず，結局，それを放り投

げたり，違うことに興味が向いて遊んでしまいま

す。しかし，片付ける場所が分かると片付けられ，

それは，今と少し先がつながり，思ったことが自

分の力で叶う経験につながります。子どもが，ど

うすればいいのか分からず遊んでしまい注意さ

れる生活と，次にどうすればいいのかが分かり，

上手にできたねと承認され，また次もやってみよ

うと思える生活が毎日繰り返されることとの違

いは明らかです。乳児保育では，子どもに分かり

やすい生活を作り，自分からやってみようという

気持ちになれる環境を整えます。それが幼児にな

ると，少しだけ分かり難しさがあることが必要に

なります。皆で相談したり，ルールを決めたりし

て，最終的には，子どもたちが「ここが不便だか

ら，こうしよう」「こうしなければいけない」な

どと気づくことが大事です。乳児は，やってみた

いと思う意欲や興味，主体性の最初のところを大

事にする時期だからこそ，わかりやすい生活の中

でやってみようという気持ちが湧き，自分の力で

やりとげ，できたよと喜び，またやってみたいと

思える次の意欲につながるような分かりやすい

環境作りが大事です。子どもが，いつも同じ場所

でどうしたらいいのかと先生の顔を見るのであ

れば，それは，子どもの視線や動線と合っておら

ず，次にどうすればいいかが分かりにくく戸惑い

や不安が高い場所になっているかもしれません。

また，外遊びからお部屋に入る時，ご飯から着替

え・排泄を済ませて午睡をするなど，子どもに一

つ一つ声をかけないとできないことが，同じ時間

や場所で繰り返されているとしたら，子どもは，

行動の見通しがつきにくいのかもしれません。

「これが分かりにくかったのか」「次にしようと

いう気持ちが湧くためにはどうすればよいか」と

環境を見直すことで修正できます。保育者には意

味があるとしても，子どもは，この先が分からな

ければ待ちにくく，楽しいことがあると分かれば

待つことができます。子どもに待っている意味を

分かりやすくすることが，子どもが自分でしよう

ということにつながります。 

４月から考えると，子どもたちは大きくなり，

歩行したり走れるようにもなりました。また，好

きな遊びも変わってきましたので皆さんの中に

は，そろそろクラスの保育環境を変えた方もいる

のではないでしょうか。いつもの見慣れた保育室

ですが，子どもの身体が大きくなり，自分ででき

ることが増えてきたこの時期に保育室を振り返



り，子どもたちの目線や動線にあわない場所，子

どもの気持ちが崩れる時間などの見直しをして

ください。大人が言葉をかけてさせるのではなく，

子どもが自分から気づいてできるような環境づ

くりを大切にすることで，子どもたちは自ら興味

を持ち，意欲をもって取り組むようになります。

もちろん，言葉かけをすることを全て否定するの

ではなく，初めてのことには子どもに言葉をかけ

ながら，子どもが自ら気づくような環境を整え，

子どもが取り組んできたことへ共感の言葉をか

けて下さい。指示や助言が多い保育室ではなく，

できた時の共感の声がたくさんある保育室であ

れば，子どもは，先生は自分のことを見てくれて

いた，できたことを一緒に喜んでくれたと感じ，

それは大人との信頼関係につながります。 

 

（４）安心できる他者の見守りの中で 

子どもは，安心できる他者が見守ってくれてい

るからこそやってみようとします。新しいことに

も苦手なことにも，保育者の姿が見えたり，友だ

ちが頑張っている姿が見ることができて，他者が

感じられる生活の中で挑戦し，やってみたいと思

うことが叶うことが乳児の生活において大事で

す。乳児だからこそ，こちらがしてあげることば

かりでなく，本人の意思を尊重しながら，自分の

力で取り組める時間や場面を作っていくように

します。 

子どもには，興味をもったことは何でもさせて

あげたくなります。スプーンやお箸を持たせるの

もいつ頃が良いか悩みますが，子どもが興味をも

つことは一つの目安であり，やってみたいという

意思が生まれることは非常に大事です。しかし，

子どもが適した時期にそれに出合えることが一

番です。そこで，私たちが適した時期を見極める

には，子どもの心と身体の両面からみていくこと

が必要です。私は，これを「心のスタンバイ」と

「身体のスタンバイ」と呼んでいます。両方が揃

った時がその子の適した時期です。「心のスタン

バイ」は，そのことに興味が湧き，やってみたい

という意思が生まれた時です。乳児なので，やっ

てみたいと言葉で言いませんが，保育者がしてい

る時にじっと見たり，貸して欲しがって手を伸ば

したりと，言語以外のいろいろな方法で自分の意

思を表します。そして，「身体のスタンバイ」は

それを実行できる身体なのかです。食事のとき，

子どもがスプーンに興味があれば持たせてあげ

たいですが，握れないのに持って食べるとこぼし

てしまい，その子にとって食べる事が楽しくあり

ません。子どものやりたい気持ちを待たせてしま

うと思うかもしれませんが，それを叶える手や指，

身体の状態になっているかをしっかり見極める

ことが重要です。スプーンで食べたいと「心のス

タンバイ」が整っていても，手，指が追いついて

いなければ，しっかり手を使った遊びを取り入れ，

手指や身体を育てながらその時期を一緒に待つ

ことが大事です。  

逆に，しっかりスプーンを持てる身体の状態の

子どもが，少しも食事でスプーンに興味がもてて

いなければ，友達が食べている様子を見せたり，

遊びの中でスプーンを使った遊びをするなど興

味をもたせるかかわりや促しが必要です。 

子どもが，興味をもったことをきっかけに，そ

れが思ったことができる身体になっているかを

見ながら，子ども一人ひとりがそのいろいろなこ

とによい出合い方ができて，思ったことを自分の

力で叶える経験をすることが主体性につながっ

ていくのです。 

 

３，保育におけるかかわり（２）－思いを受けと

め，自我を豊かに育てる 

（１）自我の芽生え「自己主張期」 

保育者は，子どもの自我の芽生えをどう豊かに

していくかを考えていくことが重要です。また，

保護者にとってはこれは悩みのたねでもありま

す。保育における大人のかかわりは，子ども一人

ひとりの思いをしっかりと受け止めながら，自我

を豊かに育てていくかかわりが求められていま

すし，保育者がしっかりと理解し保護者と共有し

ていくことが大事です。 

０歳後半からイヤイヤが始まり，１，２歳はそ

の渦中です。そしてイヤイヤだけでなく子ども同

士の衝突，ひっかきや噛みつきにつながり，保育

では，とても気を使うデリケートな時期です。そ

の時期にその姿がない方が良いのではなく，芽生



え始めた子ども自身の意思を大切にした保育を

する必要があります。この時期は，自分でしたい

という気持ちが高まりますが，まだまだ表現が未

熟で，「自分で」とか「嫌だ」などの自己主張と

して表れ始めます。この未熟で芽生え始めた自我

を尊重し大切に育て，見通しを持ってかかわって

くれる大人の存在が欠かせません。保育者の必要

な力は気づき読み取ることですが，食事を食べさ

せようとしたら嫌と言って食べない時，子どもは

いったい何が嫌で，どうしたいという意思が生ま

れているのかを考えてみることが大切です。例え

ば，先生から食べさせてもらうのが嫌なのか，食

べたいものと違うものを口に運ばれたから嫌な

のかと考えます。嫌の言葉は自我の芽生えの一つ

の手がかりですが，言っているから自我が見られ

て安心なのではなく，この言葉にどのような思い

が生まれているのかを読み取り，感じていく私た

ちの力が必要です。子どもは，「こうしたい」と

いう思いを正確には伝えてくれないので，ああか

な，こうかなと聞きながら分かっていきます。私

たちは，嫌という言葉の裏側にある子どもの思い

を受け止めながら，自我を豊かに育てなければい

けません。この時期の子どもは「嫌だ」，「自分で」

としか言いませんが，その言葉の奥に思いや願い

を読み取り，それを叶えていくことが重要です。 

しかし，０，１，２歳児が意思や願いを持つこ

とは良いことですが，それがすべて叶うわけでは

ありません。私たちは，子どもに，もの分かり良

くすぐに気持ちを切り替えられるように育って

欲しいのではなく，子どもたちは自分でしたい思

いを叶えながら大きくなり，一方では，それが叶

わないということも経験するのです。保育者は，

子どもの「嫌だ」の中に意思を読み取り，その思

いを受け止め，しようとすることにしっかりと寄

り添うことが大事です。子どもたちは，叶わない

ことに出合うと悔しくて悲しい経験をしますが，

私たちは，子どもが思いを収めることを学んでい

ると理解し，その思いに共感することが大事です。

子どもは「今度やろうね」「出来ないことは先生

が手伝うね」と受け止められ，気持ちの折り合い

を付け，切り替えていくことにつながると思いま

す。 

子どもは，幼児になってからではなく，思いが

生まれたこの乳児期に，出来て嬉しかったことを

一緒に喜んでもらい，できなかったことや悔しか

ったことを大好きな人がちゃんと分かってくれ，

分かってくれたから気持ちが切り替わる経験を

することが大事です。 

 

（２）他者とのかかわりの中で自我が育つ 

自我は，自分ひとりのものというイメージがあ

りますが，自我は，一人ひとりの自我を大事にし

てくれる大人がいて，対等な誰かとぶつかり合い

ながら他者とのかかわりの中で育ちます。 

保護者なら，子どもがなるべく喧嘩をせずに，

相手と衝突しそうなら止めるでしょう。しかし，

怪我をさせていいということではありませんが，

保育者は，子どもの自我が育つ時，子どもが思い

を出し合って衝突を乗り越えていくことを意識

して保育を進めることが必要です。他者とのかか

わりの中で自我が育ちますが，まずは保育者自身

が，子ども一人ひとりがしっかりと思いを出せる

相手となれるよう，思いを聞いて大切にします。

子どもが，できなくて悔しくて怒ったり泣いたり

した時，「泣いてはダメ」ではなく，「自分でした

かったよね，悔しかったね」と受け止めることが

大切です。逆に，子どもは否定されることが続く

と，自分の思いを出してはいけないと思ってしま

います。嬉しかった時，悔しかったり悲しかった

時，その感情が他者と共有されることがとても大

事です。私は，子どもが小さい時，小児科医に叱

られました。我が子のインフルエンザの検査で，

恐怖を和らげようと，「痛くないからね」と声を

かけたら，小児科医からは，「これは痛いです。

痛くないというのではなく，痛いけど頑張ってね

と言ってください」と教えられ納得しました。「痛

くない」と言われると，子どもは，自分の感じた

痛いという感情は良くなかったと思うでしょう。

自分は痛いと思っても痛いと言い辛くなります。

「痛いのにこんなにがんばったね」と子どもの感

情を否定せず，受け止めていくことが大事だと教

えてもらいました。子どもは自分の感情が否定さ

れず，受け止めてもらえるということが，自分を

出しても良く，自分の感じたことは良いことだと



大人の言葉かけをとおして分かります。 

１歳児はつもりとつもりのぶつかり合いや物

の取り合いなどがよく起こります。一人ひとりに

意思や思いが芽生えていて，家庭なら，かかわる

ことが簡単ですが，集団保育では，あちこちでそ

れぞれに思いが生まれる中，その思いが衝突する

ことがあります。魅力的な一つのおもちゃを同時

に二人の子どもが欲しいかもしれません。乳児の

衝突では，どちらかが，一方的に悪いということ

は少なく，両方にそれぞれの思いがあり，その思

いが伝え合えないから衝突が起こります。正誤で

はなく，思いのすれ違いから起こることだと言え

ます。 

例えば，園庭に出るとき，高月齢のＡちゃんは

靴が履け，周りを見回すと，低月齢のＢちゃんが

まだでした。ＡちゃんはＢちゃんが困っているな

と気づき，助けに行って履くのを手伝ってあげま

したが，その時，Ｂちゃんに押されて引っくり返

り，靴を投げられました。その時，Ａちゃんは自

分が履き終えて，Ｂちゃんを手伝ってあげようと

する思いが生まれました。Ｂちゃんが自分で履き

たかったという思いがあったことも大事です。Ａ

ちゃんの困っている友だちを助けたいという気

持ちも，ＢちゃんのＡちゃんを押してしまったこ

とはそのままで良いことではありませんが，自分

で履きたいという思いも大事な育ちですが，お互

い通じ合いません。こんなことは１歳児では絶対

にありませんが，Ａちゃんが「手伝おうか」と言

うと，Ｂちゃんが「大丈夫だよ，自分でするから」

と言えたら，この衝突は起こりません。思いはど

ちらも正しいのですが，通じ合う手段がないから

思いがすれ違います。この衝突を子どもの悔しい

悲しい思いだけで終わらせるのではなく，大人が

仲立ちをしながら，「ＡちゃんはＢちゃんが困っ

ていると思って履かせてあげようとしたんだね，

優しいね」「Ｂちゃんは自分で履きたかったみた

いだよ」と思いを言葉で伝えます。大人が代わり

に言葉にして伝えることで，まずは，自分の思い

が大好きな先生に分かってもらえたという気持

ちや，自分の思いは誰かに分かってもらえるとい

う安心感をもちます。そして，私に思いがあるの

と同じように，人には人の思いがあるということ

も学びます。まだ，１，２歳の子どもですから，

思いやりの気持ちや相手の立場に立って考える

ことはできませんが，私とは違う思いがあること

を知っていくことは，相手の気持ちを考えられる

ように育っていくための第一歩です。一人ひとり

に思いが生まれた今こそ，子どもは，自分とは違

う思いがあることを知るための大事なスタート

ラインにいるのです。 

 

（３）思いが出せる，受容・共感される 

私たちが子どもに丁寧にかかわることで，私に

は私の思いがあり，しかし，人にも思いがあると

いうことを子どもは自分の思いが生まれたタイ

ミングから学びます。大人にしかできない役割を

しっかり果たすことで，幼児クラスになれば，子

どもは一人ひとり違ってもみんな頑張っている

とか，違った意見もそうだなと思ったりするでし

ょう。また，配慮の必要な子どもがいるクラスで，

皆と同じことはできなくても，頑張っているなと

違いを認めるクラスになっていくでしょう。まず

は，私と私の思いがあるけれど，私と違う思いを

持つ友だちがいるということ，そして，違うとい

うことがマイナスや排除の対象と考えるのでは

なく，それを認め合っていくようになるには，乳

児期の一人ひとりの思いが生まれたタイミング

での大人のかかわりにあると言えます。子どもた

ちは，衝突のたびに丁寧に話してもらうことで，

受け止められ，人の思いに気がつきます。自我は，

人をくぐりながら，私の思いはここにある，私は

こうしたいということに気づきます。むやみに衝

突させる必要はありませんが，子どもの思いと思

いが衝突した時，しっかりとそれぞれの思いを受

け止めながら，相手の思いを伝えていくことが大

事で，それは大人にしかできない役割です。子ど

もが自分の思いを受け止められ，そして，相手に

も思いがあることを知るスタートが乳児保育で

す。言い聞かせて教え込む必要はありません。こ

のようなことを繰り返しながら，私の思いと人の

思いがあることに気づいていくのです。 

低年齢から分からせようというのではなく，そ

こからスタートを切るという思いで，乳児保育で

は，丁寧にかかわりながら，違うことがおもしろ



いと思えることや，私には私の考えがあり，友だ

ちには友だちの考えがあることを，子ども自身が

受け止められ，人の気持ちも伝えられることを通

して人とのかかわりの土台が作られるのです。 

 

４．保育におけるかかわり（３）－「楽しさ」と

の出会いをつくる 

（１）遊ぶ楽しさが感じられる＝五感で「感じる」

経験 

乳児期は，楽しいことと出合っていくことが大

事です。楽しい遊びが自分の周りにあることを知

る時期ですが，子どもは自分で知ることができな

いので，大人がきっかけを作って身体と表情でそ

れが楽しいことを伝えます。０歳児は，少しずつ

まとまって眠れるようになると，起きている時間

もまとまります。その時間に，大好きな先生と一

緒にいたり，生活として美味しいご飯があったり，

排泄や着替えをしてすっきり快適になりますが，

もう一つは，好きな遊びがあることで，子どもに

とって，それが楽しく充実した時間になるかはと

ても大事です。身体や心，人との関係，知的な発

達も遊びから生まれ，乳児は，遊びから楽しいと

いうことと出合い，発達が始まります。だからこ

そ，子どもにこんなことが出来るようにしようと

考えるのではなく，まずは遊ぶ楽しさが身体でし

っかり感じられるよう，それぞれの子どもたちの

発達や体勢にあわせた遊びを提供することが大

事です。 

例として，泥んこ・砂遊びでは，お座りできる

子どもから，砂場で砂を触って遊ぶことができま

す。雨上がり，晴れの日それぞれの感覚を楽しむ

ことから始め，だんだんと，何かを作ることにつ

ながっていきます。そして，幼児は，それを取っ

て置いたり飾ったりした後，例えば，泥んこで遊

んだ水を容器に入れて「先生飲んで」と持って来

ます。泥というシンプルな素材だからこそ，いろ

いろな楽しみ方ができます。このように，この時

期には，感触や感覚を楽しむ遊びをした後，何か

を創り出す遊び，そして，それが誰かとやり取り

する遊びにつながります。  

また，子どもは，歩いたり，走ったりできるよ

うになれば身体を動かす遊びがしたくなり，でき

ることに挑戦しながら心と身体を開放します。私

たちは，まずは子どもにその遊びによってどんな

発達がもたらされるのかを見通し，乳児期は，そ

の中で，生活面でも遊びでも大人と一緒に取り組

みながら子どもがやってみたい気持ちを大切に

して，できたという経験から楽しいということを

知る時期です。 

 

（２）「やってみたい」気持ちを大切に 

幼児は，始めから少し先の見通しや目的を持っ

て遊びますが，乳児は，始めからあれがしたいと

思いながら取り組むことはありません。意思がな

いということではなく，遊びに関しては，こうし

ようと思って遊ぶことばかりではなく，やってい

るうちに楽しさが感じられることがたくさんあ

ります。初めは感触が楽しくて泥んこ遊びを楽し

んでいた子どもたちが，触っているうちに偶然お

団子のようなものができ，粘土遊びでは，細長い

へびの様なものができることがあります。最初か

ら，お団子やへびを作ろうと思って取り組んでは

いませんが，子どもは，遊んでいるうちに結果と

してできた丸いものや細長いものをみて，そのよ

うに思うのです。１歳頃の子どもの見立ては，初

めからイメージがあるわけではなく，できたもの

を見てイメージが湧き，偶然できたものが，子ど

もたちの楽しさになることが多いのです。ですの

で，保育者が，偶発的なものを遊びの楽しさにど

うつなげ，見立てにつなげるのかが重要です。子

どもには，たまたまできたお団子やへびですが，

楽しかった経験から次の機会には「またお団子や

へびが作りたい」と前回よりは少し意思をもった

活動になります。初めから，意思や見通しのある

活動ではなく，大人が楽しい活動に出合わせ，そ

こから一緒に喜んだり楽しんだ結果，子どもは，

また次にこんなことをしてみたいと思うように

なります。 

 

（３）発達にあった魅力的な対象 

保育者が，子どもに興味があるもので発達にあ

った対象をしっかりと選べるかが重要で，特に０

歳児は，私たちがどう楽しみを作ってあげるのか

が大切です。まだ仰向けで寝ている子どもの目の



前に保育者が楽しいものを持ち込んでくれない

限り，子どもはおもちゃに出合えません。寝転ん

でいる子どもは，手が開いているので，目の前に

ぶら下がるおもちゃがあれば，手を伸ばして音を

鳴らして楽しむことができますが，これを吊るし

ておくだけでなく，保育者が手で触って鳴らすこ

とで，子どもは，音がすることや手を伸ばして触

れることが分かります。子どもが，寝ていたり，

座っていてそこから動けないから何もできない

のではなく，手が使えることでじっくり楽しめる

ことは何か，ハイハイした時に目で対象を追って

動きがある中で楽しめるものは何かと考え，まず

は子どもがどのような動きを獲得している途中

なのかを理解すると，たくさんの楽しみと出会わ

せることができるでしょう。このように，子ども

の出来るようになったことや，周囲への関心を見

極めていくことで発達にあった魅力ある遊びが

提供できるのです。 

子どもの遊びの環境は，できるだけ意欲や興味

を持って遊び始めてから，それを制止しなくても

良い状態にしてから遊ぶといいでしょう。もちろ

ん，何でも触っていいわけではなく，また，どこ

に行ってもいいわけではないのですが，せっかく，

子どもが興味をもって動き出したとき，それを制

止してしまうと意欲が中断されることになりま

す。最初に子どもたちが遊びを始める時，不必要

なものは片付け，どこに行っても危険がないよう

にし，遊びの禁止や制止をできるだけせずに子ど

もが思いきって遊ぶことが許される環境を作っ

て，十分に楽しいことをしていきます。 

子どもたちにとっての楽しさとして，最近，私

は，子どもは，遊びが出来てからが楽しいのだと

思っています。 

幼児の例になりますが，子どもは，竹馬に乗り

たいという気持ちは十分持っていても乗れるま

では楽しくありません。しかし，乗れた後，そこ

からもっと高く上げたい，競争したい，サッカー

をしようなどと竹馬が自分のものになったとき，

楽しさが始まるように思います。大人は乗れたこ

とがゴールと思い，乗れるまでのプロセスが大事

だと考えます。もちろん過程も素晴らしい発達で

すが，子どもは，その後，自分のものにしてから

楽しさが始まるのではないかと思います。また，

こまも同様です。回せるまでは必死ですが，出来

るようになれば，友だちと競争したり，手の上で

回すなど様々な楽しさが広がります。そして，子

どもは，同じ絵本を何度でも読んで欲しがります。

それも新しい絵本ではなくよく知っている絵本

を繰り返し読んで欲しがり，展開が分かって「や

っぱりね」と思うことに楽しみが広がることが乳

幼児期の特徴です。 

私たちは，魅力的で子どもの発達にあった遊び

を保障しますが，それが，できて終わりではなく，

子どもはそこから楽しむようになるので，保育に

おいては，子どもができた後に余裕を持ち，もっ

とやってみたい気持ちや楽しさが味わえるよう

余地のある遊びの設定をしてください。形式的に

あと３回しましょうという，すぐに次に向かうよ

うな保育ではなく，出来たところを何度も繰り返

して遊ぶことが許されるような保育の設定をし

て下さい。遊びは，できたからこそ，そこから繰

り返しやってみたくなるのであって，飽きるから

と次から次へと変えてしまわず，出来るようにな

ったことを，思う存分繰り返し楽しめるような保

育をすることが大事です。次々と新しいことをし

ていくことだけが，挑戦していくことにつながる

のではなく，できたところからそれを楽しみ，し

っかり遊んでから満足して次に進んでいくとい

うことが，大切なのではないかと思っています。 

 

（４）楽しんでいる姿を見せる 

保育者は，子どもに楽しんでいる姿を見せ，向

かいあってしっかり共感しながら遊ぶことが大

事です。 

乳児期の保育は，大人が子どもをどう上手く遊

ばせるかではなく，保育者への信頼をどう遊びの

楽しさにつなげていくかということが大事です。 

例えば，大人は，人形がどう楽しいかを知って

いますが，子どもは人形と初めて出会い，それが

楽しいものなのか，危なくないものかはわかりま

せん。しかし，大好きな先生が，ニコニコして人

形を可愛がっているのをみると，楽しいものに違

いないと間接的に知るのです。このように保育者

に対する信頼を遊びへの興味につなげていくこ



とが大切です。「楽しいからこれで遊びなさい」

ではなく，大人が遊んでいる楽しそうな姿を子ど

もに間接的に見せながら，しっかりと向かいあい，

共感しながら楽しむということが乳児期には大

事です。この先の発達として，子ども同士が遊べ

ることや集中して遊べることがありますが，子ど

もは物とだけ向き合っているわけではなく，大人

の姿や大好きな先生が楽しんでいる姿を見るこ

とで，これは楽しいのかな，やってみようかなと

思うのです。 

保育者への信頼を対象への興味につなげ，それ

を一緒に楽しみ，共感しながら子どもたちに楽し

い世界を伝えていくのが保育者の役割で，子ども

たちを楽しい遊びの世界へ導く案内人である必

要があります。例えば，スマートフォンで調べた

りゲームをしたりする子どももいますが，私たち

が，もっと子どもたちの周りの楽しいことにもっ

と出合わせ，子どもが夢中になって遊ぶ経験をす

ることからさまざまな発達が促されるのです。 

 

（５）「大人と向かい合って，共感しながら遊ぶ」

ことから，「子ども同士が共感し合える経験へ」 

保育者が子どもに楽しい姿をしっかり見せて，

思いに共感し，一緒に楽しい世界を経験すること

で，子どもたちは，遊ぶことが楽しいと感じるよ

うになります。その中で，工夫や我慢をすること，

ルールを守ること，負けても気持ちを切り替える

ことができるようになっていくことが，幼児期の

気持ちのコントロールや友だちとの協力につな

がります。 

生活面でも述べたように，楽しいこととの出合

いの中で主体性や活動性がたくさん作られるそ

んな乳児期であって欲しいと思っています。 

今日は，主体性と自我と楽しさとの出合いとい

うことを，乳児期の保育のキーワードにしてお話

しました。これらは，幼児期や小学校以降の長い

人生の基礎として大切なことだと思っています。

主体性も自我の育ちも楽しいこととの出合いも，

一度の経験からできることではありません。毎日

の生活で，自分のできることを自分でしていく喜

びを感じられることや，短い時間でも楽しいと思

う遊びが経験できるような日々の積み重ねが乳

児保育の特徴です。長い目で主体性と自我の育ち

と楽しさとの出合いを大切にして，子どもたち一

人ひとりの思いをしっかり読み取ります。そして，

読み取ったものをさらに楽しい事ややってみた

いことにつなげます。保育者には，子どもの気づ

きを見取って次につなげることを大事にしなが

ら，大切な乳児期を丁寧に見守りつつ，たくさん

の子どもたちの豊かな経験を引き出していただ

ければと思います。 

明日からの保育の中で，子ども一人ひとりの思

いや自分でしようとする気持ちが生まれる保育

室になっているか，子どもたちにその時期の楽し

さと出合わせているか，友達とかかわりながら一

人ひとりの自我が豊かに育っているかを，子ども

たちの姿を見る目安にしていただけたらと思い

ます。 
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