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春夏秋冬の四季がはっきりしている風土に生きる日本人は、目で見るのみならず、花の香を感じ、鳥や虫の声に耳を傾け、

季節の食材を楽しみ、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚の五感で自然を感じている。日本の学校教育においても、この季節感を

大切にしながら学校行事を組んで四季を体感させようとする教育課程が編成されている。しかし、昨今の地球温暖化により、

季節を意識した人間形成を目的とした実践が重要となっていく。日本の学校階梯では、特に幼稚園教育に季節感に対応す

る教育が幼稚園教育要領の「環境」領域で強調されている。 

身近な生活から出発しようとする幼稚園教育では、家庭教育との連携が必須となり、家庭教育との連携が一層求められて

いる。「季節感の醸成」という観点から見れば、家庭教育における季節感を醸成する力は年と共に低減している。そのため幼

稚園教育では、家庭教育を補完する季節感の教育を充実させる役割が大きくなっていった。 

茨城大学教育学部附属幼稚園では、3歳児から5歳児までの3年間を連鎖（スパイラル）的に捉えた教育課程を編成して、

園児の季節感を形成しようとする実践が展開された。 

 

 

はじめに 

 

 幼稚園教育要領の「環境」領域に関する最近の研究動向は、主として①「環境」領域の捉え方

についての教育史研究、②保育内容の分析を基盤とした指導法と実践（外国の事例を含む）、③小学

校の教科等との連携、といった 3つの範疇に分類できよう。 

「環境」領域の捉え方についての教育史研究、特に 2017（平成29）年改訂『幼稚園教育要領』の 
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「環境」領域に関する捉え方についての理論的研究の動向を略述する。山内昭道、八並勝正 1)、民

秋言 2)、無藤隆、柴崎正行 3)、光成研一郎 4)、大路涼子 5)、姜華 6)などを挙げることができる。直近

の研究を整理したものに、雲財寛 7)がある。この範疇は、『幼稚園教育要領解説』にも言及した教育

史的アプローチもなされており、幼稚園教育要領改訂に伴う教育内容領域の対比的研究という色彩

が強い。 

 次に保育内容の分析を基盤とした指導法と実践（外国の事例を含む）について。学校教育研究で

は、教育実践にかかるレポートが頗る多い。幼稚園における教育実践には鎌田多恵子 8)など実践記

録として多数の実践研究が蓄積されているが、幼稚園における季節感の指導を対象とした斬新かつ

瞠目すべき国際的な視野を含んだ研究も提示されている 9)。 

 そして、幼稚園の「環境」領域と小学校の各教科等を連関させた幼小連携に着目した研究につい

て。幼小連携については、その理論を論ずるものとして酒井朗や横井紘子 10)、実践領域では東京都

中央区を事例として取り上げた秋田喜代美 11)のほか、文教政策に着目した姜華の研究 12)がある。先

行研究の傾向は、笹川康子・神谷為義 13)や村山大樹 14)など小学校側から幼小の連携を検討すること

が多く、幼稚園の側から幼小連携を提起する研究は相対的に少ない。 

 本稿の目的は、幼稚園教育要領「環境」領域における幼児の季節感を醸成する保育実践を、特に

茨城大学教育学部附属幼稚園の教育課程を事例として考察することにある。 

 

 
幼稚園教育要領における「環境」領域 

 

 昭和 31（1956）年に幼稚園教育の系統性と計画性を持たせるために『幼稚園教育要領』（以下、「要領」

と記す）が初めて刊行された。この要領は小学校教育の各教科との一貫性を持たせるため、健康・社会・

自然・言語・絵画制作・音楽リズムの 6領域を設定したが、要領の第 2次改定（1989年）では「教師主導の

保育」から「子供が主体となる保育」へと転換するとともに、「環境による保育」を基本理念とすることが求め

られた結果、今までの 6 領域から健康・環境・人間関係・言葉・表現の 5 領域に改められ「環境」領域が創

設されて現在に至る 15)。５領域に変更されたことに対して民秋言は、「従来からの６領域は小学校教育で

の教科に準じている、それとまぎらわしい、などといった誤解も含めての悲観にも対応するものとしての新

たな視点からの組み立て」16)であるとした。また大路涼子は、平成元（1989）年改訂小学校学習指導要領

で小学校低学年の理科と社会を廃止して新設された生活科が合科的・総合的な指導が要請されたが、幼

稚園段階においても同様に総合的な扱いが子供の実態に適合するものと判断されたと推察した 17)。 

 平成元 （1989）年版要領における領域「環境」では、身近な環境に積極的にかかわる力を育て、生活に

取り入れていこうとする態度を養うことを主眼とする。領域「環境」の位置づけ、ねらい、内容、留意事項を

記載している。この記述構成は現在まで続き大幅な改訂はないものの、特徴的なのは内容の取扱いであ

る。平成 20（2008）年度版要領では、内容の取扱いにおいて「特に、他の幼児の考えなどに触れ、新しい

考え を生み出す喜びや楽しさを味わい、自ら考えよう とする気持ちが育つようにすること。」について加

筆され、幼児の考えることに対する肯定的な態度を重要視している。また、「他の幼児の考えなどに触れ」

とあることから、他者との学びも重要視していることが読み取れる。 

平成 29（2017）年版要領では、内容(6)にて「日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化
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や伝統に親しむ。」と、その 内容に関する取扱い(4)「文化や伝統に親しむ際には、正月や節句など我が

国の伝統的な行事、国歌、唱歌、わらべうたや我が国の伝統的な遊びに親しんだり、異なる文化に触れ

る活動に親しんだりすることを通じて、社会とのつながりの意識や国際理解の意識の芽生えなどが養われ

るようにすること。」が加えられた。これに関して、『幼稚園教育要領解説』18)では、日常生活の中で、我が

国や地域社会における 様々な文化や伝統に親しむことなどを「内容」 として新たに示した。また、文化

や伝統に親しむ際には、正月や節句など我が国の伝統的な行事、 国歌、唱歌、わらべうたや伝統的な

遊びに親しんだり、異なる文化に触れる活動に親しんだりすることを通じて、社会とのつながりの意識や

国際理解の意識の芽生えなどが養われるようにすることなどを「内容の取扱い」に附加している。このよう

に、活動の内容としては、伝統的な行事や遊び、異なる文化に触れることなどが示されている。また、そ

のほかの加筆点として、内容(8)「身近な物や遊具に興味をもって関わり、自分なりに比べたり、関連付け

たりしながら考えたり、試したりして工夫して遊ぶ。」とあり、内容の取扱い(1) 「幼児が、（中略）自分の考

えをよりよいものにしようとする気持ちが育つようにすること。」とあるように、思考力に関する内容が示され

ている。このことから、思考力の基礎の具体として、比較する力や関連付ける力の基礎の育成も重要視さ

れていることがわかる 19)。 

 

 

幼稚園教育における日本の季節感 

 

 昨今の地球温暖化による異常気象により四季の感覚が鈍磨したとの指摘があるものの日本では古来よ

り、四季という豊かな自然の変化とともに生活を営んできた。正月を祝い、節分の夜には追儺の儀式、雛

祭り、端午の節句、半年の区切りとして夏越の祓え、中秋の名月など、季節ごとの行事が設定された。また、

立春・立夏・立秋・立冬など、季節ごとの特徴が示された語である二十四節気、七十二候など一年を各季

節の特徴を表して区分するのみならず、季語として「下萌え」（春）・「花霞」（春）・「木守」（冬）・「時雨」（冬）

といった繊細な表現があるように、日本人の感性は自然の豊かさを言葉で表出している。 

目で見るのみならず、花の香を感じ、鳥や虫の声に耳を傾け、季節の食材を楽しみ、視覚・聴覚・味

覚・嗅覚・触覚の五感で自然を感じていることが、日本の季節感であると言えよう。 

 但し、これらの季節感は旧暦、すなわち太陽の運行と月の満ち欠けを取り入れた太陽太陰暦に基づくも

のである。太陽太陰暦は、月の満ち欠けを基準として 1 か月とするが、月が地球の周りを一巡するのは

29.53 日なので 12 か月で 354 日となってしまうので、太陽暦より 11 日短くなる不都合を回避するため 32

～33 か月に一度、閏月を入れて 13 か月としてそのズレを解決していた。明治政府は、太陽太陰暦（旧暦）

から太陽暦（新暦）へ移行することを断行し、旧暦の明治 5 年 12 月 3 日を新暦の明治 6（1873）年 1 月 1

日とした。この改革により、新暦では旧暦に比しておよそ 1 か月季節が早くなってしまい、桃の節句（3 月

3 日）に桃が咲かず、七夕（7 月 7 日）は梅雨の最中という具合にズレが生じるようになってしまった。それ

に対応するための弥縫策として、一月遅れで行事を設定するほか、旧暦の日付で行事を行う場合もある。 

 日本の学校教育課程編成では子供たちが季節感を味わうことができるよう留意した学校行事など

の設定がなされているが、特に幼稚園教育においてはその傾向が顕著である。これは、小学校教育

との一貫性を幼稚園保育において強調していた幼稚園教育要領が、1964（昭和39）年の改訂に際し

て幼稚園教育の意義と独自性を明確化するようになると、保育の観点においても「自然および社会
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の事象について正しい関心を持たせ、思考力の芽ばえをつちかうようにすること」や「生活の適応

に必要な習慣・態度・技能を身につけるようにすること」が求められた 20)ことが大きいと考えられ

る。 
 

表 1．二十四節気 

 

 

 

 

 

 

 

 

気節
二十四
節気

読み方 新暦 備考

正月節 立春 りっしゅん ２月４～５日
冬と春の分かれ目にあたり、天文学的には太陽が黄経315度の点を通過す
るときをいう。また、立春は雑節の基準日で、八十八夜・土用などを起算
する。

正月中 雨水 うすい ２月19～20日
今まで降った雪や氷が解けて水となり、雪が雨に変わって降るという意味
である。立春から数えて15日目にあたる。

二月節 啓蟄 けいちつ ３月5～６日
冬の間、土の中で冬籠りをしていた虫が穴を啓いて地上へ這い出してくる
というところから啓蟄と呼ばれる。

二月中 春分 しゅんぶん ３月21～22日
天文学的には太陽が黄経0度（春分点）を通過するときをいう。この日、
太陽は真東から上って真西に沈み、昼と夜の時間がほぼ等しくなる。

三月節 清明 せいめい 4月5日
清明は「清浄明潔」を略したもので、春先の清らかで生き生きした様子を
いったものである。春分の15日目にあたる。

三月中 穀雨 こくう 4月20日
百穀を潤す春雨をいう。この頃は、春雨が田畑を潤して穀物の種の成長を
助けるので、種まきの好機をもたらす。

四月節 立夏 りっか 5月5日
野に新緑が目立ち始め、風もさわやかになり、いよいよ夏の気配が感じら
れる。太陽が黄経45度の点を通過する。

四月中 小満 しょうまん ５月21～22日
万物がしだいに長じて天地に満ち始めるという意味から小満といわれる。
立夏の15日目にあたる。

五月節 芒種 ぼうしゅ 6月6日
梅雨入の前で、昔の田植えの開始期にあたる。芒種とは、稲や麦などで芒
のある穀物を植え付ける季節をいう。梅の実が黄ばみ始める頃でもある。

五月中 夏至 げし 6月22日
太陽が黄経90度の点を通過するときをいう。太陽は赤道から最も北に離
れ、北半球では日中の温度が最も高く、昼が最も長くなる。

六月節 小暑 しょうしょ 7月7日
この日から暑気に入り、暑中見舞いも出されるようになる。梅雨明け前
の、いわゆる集中豪雨に見舞われることが多い。

六月中 大暑 たいしょ ７月23～24日
梅雨明けのこの頃はますます暑くなり、1年中で最も気温の高い、酷暑の
季節である。夏の土用はこの時期に入る。

七月節 立秋 りっしゅう 8月8日
旧暦の上では秋に入るが、実際には残暑が厳しく、夏の平均気温は高温の
ピークに達する。この日以降から残暑見舞いとなる。

七月中 処暑 しょしょ ８月23～24日
暑さが止むの意味から処暑という。天文学的には太陽が黄経150度を通過
するときをいい、昔から台風襲来の特異日とされている。

八月節 白露 はくろ 9月8日
秋分前の15日目にあたる。白露は「しらつゆ」の意味で、秋の気配も高ま
り、野草に宿るしらつゆが、秋の趣をひとしお感じさせる。

八月中 秋分 しゅうぶん 9月23日
太陽が黄経180度（秋分点）を通貨するときをいう。太陽は真東から昇っ
て真西に沈む。秋の彼岸の中日で祝日となっていて、先祖の御霊を偲ぶ日
とされている。

九月節 寒露 かんろ 10月８～9日
秋分後の15日目にあたる。寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷
たい露のことをさし、秋の深まりを思わせる。

九月中 霜降 そうこう 10月23日
秋も末で、霜が降りる頃という意味から降霜という。この頃になると、小
雨がときどき降り、楓（かえで）や蔦（つた）が紅葉し始める。

十月節 立冬 りっとう 11月7日
冬に入る初めの節で、陽の光も一段と弱く、日足も目だって短くなる。北
国からは、初冠雪の便りが届く頃でもある。

十月中 小雪 しょうせつ 11月22日
立冬後の15日目にあたる。小雪とは、寒さもまだ厳しくなく、雪まだ大な
らずの意味。北風が木の葉を吹き飛ばし、みかんが黄ばみ始める。

十一月節 大雪 たいせつ 12月7日
山の峰は積雪に覆われているので大雪という。熊が冬眠に入り、南天の実
が赤く色づく季節である。

十一月中 冬至 とうじ 12月22日
陽が赤道以南の南半球の最も遠い点に行くため、北半球では太陽の高さが
1年中で最も低くなるため、昼が最も短くなる。

十二月節 小寒 しょうかん 1月5日
この日をもって「寒の入り」とする。小寒とは、寒気がまだ最大までいか
ないという意味であるが、実際にはすでに本格的な冬の季節である。

十二月中 大寒 だいかん 1月20日
ますます寒さが厳しくなり、各地で1年の最低気温が記録される。「寒の
入り」から数えて16日目にあたり、いろいろな寒稽古も行われる。

冬

季節

晩冬

初春

仲春

晩春

初夏

仲夏

晩夏

初秋

仲秋

晩秋

初冬

仲冬

春

夏

秋
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表 2．五節句 

 

 

 

 

幼稚園教育課程における季節感の在り方 

 

（１）茨城大学教育学部附属幼稚園の教育課程 

 「自分の気持ちを素直に表現する子ども」「自分の思いを表現していく子ども」「いろいろなこと

に興味や関心をもち、挑んでいく子ども」「相手の心がわかる子ども」「みんなの中の自分を意識し、

調和していこうとする子ども」という「育てたい幼児の姿」、すなわち教育目標に従い編成された

2020 年度における茨城大学教育学部附属幼稚園の教育課程は以下の通りである 21)。なお、教育課

程（年間計画）は、対象別に幼児用、教職員用、保護者用が用意されており、教職員用では保護者

向けの行事や教職員への研修などの計画が、保護者用では幼児の行事予定のほか役員会・実行常任

委員会や保護者会などが記されている。つまり、教育課程編成に関しては、幼児のみならず教職員

や保護者に対応した三位一体の教育計画を策定している。 
 

図１．３歳児の春 －身近な自然に触れる－ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

節句 読み方 月日 内　　　　容
人日 じんじつ 1月7日 七草粥を食べて1年の方策と無病息災を願う。

上巳
じょうし/じょ
うみ

3月3日
水辺に出て、人形で身体の穢れを拭い祓う禊ぎの神事が行われる。「桃
の節句」。

端午 たんご 5月5日
香気の強い菖蒲や蓬を軒につるして厄を祓う。また、菖蒲湯に入り無病
息災を願う。

七夕
しちせき/たな
ばた

7月7日
中国の伝説である牽牛と織姫の説話から派生した乞巧奠（きこうでん）
の行事に、日本古来の棚機津女（たなばたつめ）の信仰が習合して形成
された。

重陽 ちょうよう 9月9日
陰陽思想において奇数は陽の数で、陽数の極である9が重なる日なので
「重陽」と呼称される。菊酒を飲んだり、着せ綿や茱萸（しゅゆ・ぐ
み）を飾って長寿を願う。「菊の節句」。
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表３．3歳児の教育課程 

 

 

 

図２．４歳児の夏 －夏野菜を育て、収穫する－ 
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表４．４歳児の教育課程 
 

 

 

図３．５歳児の秋 －サツマイモを調理して味わうことを楽しむ－ 

 

 

季 春 夏 秋 冬

ねらい

  みんなの中の一人であることを意識する。
                    周りのことを意識し，やりたいことに取り組む。
                                             自分の気持ちを表現し，友達との遊びを広げる。
                                                                   自分の気持ちを相手に分かるように表現する。

内容

○みんなで生活している中での決まりに気付く。
○友達のいろいろな思いに触れる。
○自分のことは自分でしようとする。
○行動の広がりで不思議さに出合う機会が増える。
○戸外で体を動かして遊ぶことを楽しむ。
 　　    　○認められたことが嬉しいと思う。
 　    　　○ほめられたことで人の役に立ったことに気付く。
 　     　  ○一緒に生活している人の気持ちを分かろうとする。
               ○砂や水を使ってダイナミックに遊ぶことを楽しむ。
               ○好きな役になりきって遊ぶことを楽しむ。
               ○興味のあることや物にかかわって遊ぶことを楽しむ。
               ○友達と一緒に体を動かすことを楽しむ。
                                            ○自分のやっていることに気付く。
  　　　　                            ○相手の気持ちを受け止め，自分の言動に気付く。
　　　　　　　　　    　　 ○簡単なルールのある遊びを楽しむ。
                                            ○戸外の遊具に積極的にかかわって遊ぶ。
                                                                    ○人との触れ合いの中で相手の心の動きを実感する。
                                                                    ○自分の気持ちや考えを十分に伝える。
                                                                    ○ルールやきまりを守って生活しようとする。
                                                                    ○進級への期待をもつ。
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表５．5歳児の教育課程 
 

 

 

（２）園児が季節感を感じるために 

①「生活プラン」 
 茨城大学教育学部附属幼稚園では、年少（3歳児）・年中（4歳児）・年長（5歳児）の3年間を見

通した長期指導計画を「季節毎の生活プラン」と呼称している。2002（平成14）年には、「季節の

巡りと動き出そうとする力」に「道徳性の育ち」という視点を附加した保育を志向した 22)が、季節

感と幼児の躍動感との連関に考慮しようとすることは注目すべきであるが、ここでは季節感に焦点

をあてて述べてみよう。 
 本幼稚園では、四季に対応した保育の「ねらい」と「内容」を明示し、螺旋的に考えた教育課程

（スパイラル・カリキュラム）を考案・提示している 23)。この教育課程では入園した3歳児が学齢

に達するまで「季節の変化が子どもたちの興味や関心、意欲などの心の動きに影響を及ぼしている

季 春 夏 秋 冬

ねらい

  大きくなったことを実感する。
                                相手の思いを受け止める。
                                                                      力を精一杯出して遊ぶ。
                                                                                                               自信をもって生活する。

内容

 ○自分の思いを通していくことができない場面に出合う。
 ○みんなが楽しむためのルールに気付く。
 ○相手の気持ちを実感し，自分の言動について考える.。
 ○大きくなった喜びを感じる。
 ○戸外で思い切り体を動かして遊ぶことを楽しむ。
 ○体の様々な部位を意識しながら遊ぶ。
                         ○やってよいことと悪いことがあることに気付く。
　　　　      　 ○自分の気持ちを変えていこうとする。
　　　　      　 ○自分の気持ちを立て直そうとする。
　　　　　       ○目的に応じて，自分で環境を整える。
                         ○チームに分かれて競い合うことを楽しむ。
                         ○少し難しいことに挑戦し，達成感を味わう。
                                   ○友達の優しい言動が嬉しいと思う。
　　　　　　    　 　 ○相手が喜ぶことをしようと思う。
                                   ○相手の立場になって気持ちを理解しようとする。
                                   ○自分なりにめあてをもって取り組む。
　　　　　　　　　   ○仲間と力を合わせて目的を実現させる 喜びを味わう。
　　　　　　　　　   ○いろいろな用具を使って体を動かすことを楽しむ。
                                                                  ○相手の悲しい気持ちやつらい思いが分かる。
                                                                  ○自分たちの力でやり遂げたことを喜ぶ。
                                                                  ○小学校生活への期待を膨らませる。
                                                                  ○修了する喜びや周囲の人に感謝の気持ちをもつ。
                                                                  ○入学への期待をもつ。
                                                                  ○必要に応じてルールを決めて遊ぶ。
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ことを考え、季節の巡りのなかで動き出そうとする力」を押さえたうえで「その季節のなかで、い

ろいろな自己がぶつかり合いながら育っていく」ことを視覚的に表そうとしたものである。 
 

表６．季節の巡りと動き出そうとする力 
 

 

 
②衣替え 
 衣替えとは、季節の移り変わりに対応して衣服を替えることである。日本は四季の移ろいがはっ

きりとしているから夏と冬では気温も湿度も大きく変化するので、少しでも快適に過ごすための習

慣である。衣替えは、中国の宮廷で行われていた旧暦の 4 月 1 日と 10 月 1 日に夏服と冬服を入れ

替える風習が日本に伝わり、平安時代の宮中で取り入れられたことに由来する。季節を大切にして

きた日本人の感覚にもよく合った風習と言えよう。連歌や俳句の季語として「更衣」、「衣がへ」と

詠まれ初夏を表す5月（新暦）の季語になっており、初夏の清々しい季節を感じさせる語になって

いる。また、秋の衣替えを表す場合は11月（新暦）の季語として「後の更衣（のちのころもがえ）」

という語を用いる。 

学齢 季節感 ねらい 内容

・友達の優しい言動が嬉しいと思う。

・相手が喜ぶことをしようと思う。

・自分が人のためになることに気付く。

・相手の立場になって、気持ちを理解しようとす
る。

・相手の悲しい気持ちやつらい思いがわかる。

・自分たちの力でやり遂げたことを喜ぶ。

・やってよいことと悪いことがあることに気付
く。

・自分の気持ちを変えていこうとする。

・自分の気持ちを立て直そうとする。

夏の太陽の下で 相手の思いを受け止めながら
・相手の気持ちを実感し、自分の言動を振り返
る。
・自分の思いを通していくことができない場面に
出会う。

・みんなが楽しむためのルールに気付く。

・相手の心に触れ、思いを表現する。

・人との触れ合いのなかで相手の心の動きを実感
する。

・自分の気持ちや考えを十分に主張する。

・自分のやっていることに気付く。

・相手の気持ちを受け止め、自分の言動に気付
く。

・認められることが嬉しいと思う。

・ほめられたことでことの役に立ったことに気付
く。

・一緒に生活している人の気持ちを察する。

・みんなで生活しているなかでの決まりに気付
く。

・友達のいろいろな思いに触れる。

・友達の言葉の意味を理解する。

・自分を出すことで人とぶつかりあう。

・いろいろな人とのかかわりのなかで相手の思い
に気付く。

・友達と一緒にいることが楽しいと感じる。

・楽しさや悲しさの感情を共に味わう。

・同じ思いの人がいることに気付く。

・やりたいことをやりながら周りのことに気付
く。

・見守られていることに気付く。

・思いのままに遊ぶことを楽しむ。

・安心して自分のやりたいことができるというこ
とを知る。

5歳

4歳

3歳

冬の日だまりの中で

心地よい秋風に吹かれて

春の息吹を感じながら

冬の日だまりの中で

心地よい秋風に吹かれて

自信をもって生活しながら

力を精一杯出して遊びながら

大きくなったことを実感しながら

春の息吹を感じながら

自分の気持ちを表現し、友達との遊びを広げながら

自分の気持ちを相手に分かるように表現しながら

気持ちのおもむくままに動き遊びながら

小さな仲間の一人であることを意識しながら春の息吹を感じながら

夏の太陽の下で 身を置ける場や人を見つけ、周りのことを意識しながら

夏の太陽の下で

心地よい秋風に吹かれて

冬の日だまりの中で 自分の気持ちを素直に表現しながら

周囲の友達の思いに触れながら

やりたいことにかかわって遊びの場を広げながら
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 一般的に制服を採用している学校では、季節の変化に応じて春・夏用の服と秋・冬用の制服を変

更する衣替えが行われる。地域により差があるものの、毎年 6 月 1日頃と 10 月1 日頃に衣替えが

行われる。衣替えには移行期間が設定されるのが通例である。 
 茨城大学教育学部附属幼稚園では、夏服に衣替えするのは 5 月の連休あけから移行期間に入り 5
月中旬に夏服となる。冬服となるのは10月前半より移行期間を設定し11月に冬服となる。従前は

6 月 1 日に夏服へ、運動会と連動して 10 月初旬に冬服へと衣替えを行っていたが、気候温暖化が

進行している状況に対応して、夏服の衣替えを早く、また冬服の衣替えを遅くしている。 
 

 

結語 

 
 現代の一般家庭では季節行事を行うことが減少する傾向にある。その理由として、雛人形など季

節行事の用具準備にかかる費用や労力に対する忌避、そもそも親に季節行事の経験がないから関心

が持てず、よって子供に継承すべきであると考えることが少なくなったことなどに求められよう。

また、学校現場では温暖化に対応して冷暖房設備（エアコン）が充実したが、それによって季節感

が減摩していくと考えられる。 
 季節を味わい生活に適応できる人間を育てようとする幼稚園における「環境」領域の教育実践は、

人間の発達の土台形成に関してその重要性がより大きくなっていると考えて差し支えない。現今で

は家庭における季節行事が減少しているが故に、幼稚園で行われる季節感を伴う行事は、幼児にと

って季節感を味わう貴重な体験と考えてよい。つまり、季節感の教育が家庭教育で行うことが困難

になっている現状を鑑みると、幼稚園での季節感教育が一層重要性を増していることがわかる。 
 茨城大学教育学部附属幼稚園では、「季節の巡り」として春夏秋冬を「春の息吹を感じながら」、

「夏の太陽の下で」、「心地よい秋風に吹かれて」、「冬の日だまりの中で」と銘打ち、3 歳児から 5
歳児までの3年間を連鎖（スパイラル）的に捉えた教育課程を編成して、園児の季節感を形成しよ

うとしている。 
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