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本稿は、幼稚園における幼児の言語意識の形成について、幼児期におけるメタ言語意識の形成過程と初期経験（初期学

習）の重要性を確認したのち、茨城県内の I幼稚園で実践された絵本の読み聞かせの有用性を考察した。 

4歳後半から 6歳頃までの幼児は言語を抽象的且つ客観的に捉えて言語それ自体を遊びや分析の対象にすることを理

解できる自覚的意識、つまりメタ言語意識を持つようになり、言語の理解を広げるとともにその理解を深めるために補完物と

しての言葉と絵を組み合わせた絵本を利用することが、メタ言語意識を育むための保育方法として有用とされる。幼児の言

語習得はアヴェロンの野生児の例からも初期経験（初期学習）が大きな影響を持つとされている。幼児期に適切な言語獲得

の環境が整っていない場合、青年期になって言語獲得は困難だと言うのである。某大学の教職課程履修学生の初期経験に

関するアンケート結果では、学生の 77％が初期経験についてその後の成長に重要な影響を及ぼすと感じており、特に母語

（日本語）や第二言語（英語）の習得について初期経験の重要性を認識している。 

I幼稚園での絵本の読み聞かせによる保育実践から明らかになったのは、言葉の響きやリズムの面白さ、新しい言葉や表

現を獲得でき感性が呼び起こされたり想像したりする楽しさを経験できる環境を用意することが大切であり、保育実践時には

幼児が言葉や表現を身に付けたり、自由に想像し考えを膨らませるだけでなく、考えたことや経験したことなどを他者と言葉

でやりとりできるように導いていくことに留意することの必要性が大きいということであった。 

 

 

はじめに 

 

昭和31（1956）年に幼稚園教育要領が発刊され、保育における 6領域において「言語」が設定された。

その後、昭和64（1989）年の第 2次改訂幼稚園教育要領で 6領域を 5領域に再編して以降、領域名が 

―――――――― 
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「言葉」となって現在に至るが、幼稚園の保育において幼児の言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、

言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養うことは常に幼稚園の重要な課題であり続けている。特に今

次改訂された幼稚園教育要領（平成 30年版）では、領域「言葉」の内容の取扱い項目に「幼児が自分の

思いを言葉で伝えるとともに，教師や他の幼児などの話を興味をもって注意して聞くことを通して次第に

話を理解するようになっていき，言葉による伝え合いができるようにすること」が追加されている。それは領

域「言葉」への期待が大きいことを窺わせる。 

 本稿は、幼稚園における幼児の言語意識の形成について考察することを目的とする。そのため、幼児

期におけるメタ言語意識の形成過程と初期経験（初期学習）の重要性を確認したのち、茨城県内の I幼稚

園で実践された絵本の読み聞かせの有用性を明らかにする。 

 

 

言語学とメタ言語意識 

  

周知のごとく、人間は生れた時から言語が行きかう生活環境の中で成長し、その中で自然な営み

として言語を習得していく。言語学は、この自然な営みとしての言語活動から共通するルールや法

則を掬いだし、それを体系化することで言語運用の諸原理を導き出してきた。そして、それらを活

用することによって、子どもへの読み書き文化を教え込むことは、言語教育の重要な役割とされて

来た。 

こうした言語観が主流をなす言語研究に対して、日常生活の中で生き生きと働く「統一体」とし

ての言葉を論究の対象にし、それまでの言語学者が捨象してきた言葉の多様な側面に目を向けたの

は、M.M.バフチン（1895－1975）であった（桑野隆：2020）。 

彼は、言語研究においては、体系づけられ、分節化された言語研究ではなく、生活の中で一つに

まとまった統一体としての言語を研究対象として注目し、「メタ言語学」を提唱したことはよく知

られている。それは、コミュニケーションの関係性において、単に自己と他者との言葉のやり取り

だけではなく、自己を納得させるためにあえて他者を演じたり、自己の中にある第二の声を通して

いわば自己を客体化して語ることも言語学研究の射程に入れたものであった。 

バフチンから始められたメタ言語学だが、その後様々な研究分野で多様な概念や用語使用がなさ

れている。森内によれば、メタ言語研究において欠かせない概念としては「メタ言語知識」「メタ

言語能力」「メタ言語意識」等の類似したものがあり（森内：2016）、それぞれは研究領域の違い

によって使われる概念が区別されていると言ってよい。 

まず、メタ言語知識は、「言語や言語の機能についての抽象的知識」であり、幼児が言語を聴覚

的に認識し、その使い方を自覚的に理解できる知識を意味する。このメタ言語知識に関する研究が

重要なのは、幼児が「話すこと」や「話し方」を含めた言葉への自覚的知識をどのように持つのか

を重要な論究テーマとしている認知心理学領域があげられよう。 

次のメタ言語能力は、メタ言語知識を「個人が言語データを処理するために使用する能力」を意

味し、言語を使いこなしていく際の仕組みや規則を自ら発見し、発展させていく作業能力のことを

指す。この能力に関する研究が進んでいるのは、外国語学習の領域である。とりわけ日本人向けの

英語教育や外国人向けの日本語教育の分野では言語習得の重要なキー概念になっていると言ってよ
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い。英語であれ、日本語であれ暗唱や暗記によって学んだ文法知識が、学習する側の言語学習や言

語の運用において十分に生かされなければ、文法知識はメタ言語能力として機能したとは言えない

のであり、その意味で文法教育や文法学習の教育方法を見直す観点から、重要な概念であると言え

るだろう。 

最後のメタ言語意識とは、「ある言語データに注意を向け、そのデータと関連する知識を呼び起

こす能力」である。メタ言語意識は、メタ言語知識を理解できる自覚的意識のことであり、言語を

客観的かつ抽象的に捉え、言語それ自体を遊びや分析の対象にすることができる意識である。特に

4歳後半から6歳頃の幼児に見いだせるものであり、日常生活の中で使われている言葉が、保育や

教育の現場で学習の客観的対象と理解される言葉を、自覚的に意識できる能力を意味する。 

 

 

学習言語とメタ言語意識の発達 

 

ここでは、メタ言語意識の形成過程について論究してみたい。 

幼児が最初に獲得する言葉は、幼児がいる場でなされる相互コミュニケーションや会話を通して

もたらされるもので、それは幼児にとっては「一次的ことば」であり、「生活言語」と呼ばれるも

のである（岡本：2005年）と呼ぶことはよく知られている。生活言語は、まだ言葉だけでは十分

に意思の疎通ができない幼児と話す時に使われるため、幼児には言葉の他に話す相手の表情、身振

り手振り、視線や目線等、様々な身体的な表出が、言葉の理解の不完全さを補完する役割を果たす

ことになる。逆に言えば、生活言語によるコミュニケーションでは、言葉以外の様々な諸情報が数

多くあるため、言葉の使い方の多少なミスがあったとしても相手は理解してくれ、聞いてくれる。

そのため、単語だけを使ったコミュニケーションによっても、相互理解のやり取りによって意思を

伝えあうことができる。生活言語の特質はこのような点に求められ、そうであるがゆえに幼児相互

の会話では、互いが自分の経験に基づいた言葉を使いながら、相互理解が可能となる。したがって

生活言語を使って理解を図る幼児は、言葉単独で客観的かつ抽象的に理解する能力が十分にできて

いないと言うことができる。 

ところが、4歳後半から6歳になると幼児の側の方で、言葉を自分の生活や経験から切り離して

客観的かつ抽象的に理解することができ、言葉を単独で使いこなしてコミュニケーションの手段に

することができるようになる。このような言葉は「二次的ことば」であり、「学習言語」と呼ばれ

るものである（岡本：2005年）。そして、この学習言語に高い関心を持ち、言葉をいわば道具とし

て使えるようになることを、メタ言語意識の発達と呼んでおり、大人にはこのようなメタ言語意識

が高度な形成されていると言ってよいだろう。 

例えば、様々な著作物を執筆する作者と読者とのコミュニケーションは、高度なメタ言語意識が

形成されていなければ行うことはできない。著作を執筆する時、書き手は自分と時間的かつ空間的

に離れた読者と言葉を共有することができない。また読み手は、生活言語を使う時のように、表情

や身振り手振りや、視線や目線を書き手に直接伝えることができない。そのため両者には、双方に

共通して理解される一般化された言語を運用する能力が必要不可欠となる。しかしながら、言語に

よって伝えたいことを全て表すことはできないので、全てを書き表さなくても理解できるような省



茨城大学全学教職センター研究報告(2021) 

 - 42 - 

略化も必要となる。そのため、書き手が読み手の理解が可能となる「想像力」が必要となるし、読

み手は省略化されても読み取れる「推論力」が必要となる。幼児の場合、メタ言語意識が大人のよ

うに高度なものになっていないので、活字だけの著作物をいきなり読ませても理解できない。その

ため例えば、活字の理解を広げ、深める補完物として言葉と絵を組み合わせた絵本を使ってメタ言

語意識を育成していくことも必要となる。 

さらにメタ言語意識が高度化されていくと、言葉により抽象的な世界を付与することも可能とな

る。数字や記号だけでなく、実際には見えないものを想像したり、イメージ化したりする能力も形

成されるようになる。このような能力は「象徴能力（表象能力）」と呼ばれている。 

 

 

子どもの高度なメタ言語意識としての「象徴能力」の形成 

 

そもそも象徴能力や表象能力は、現実の体験や実際の出来事の光景を、イメージを介してその代

用物と同等なものと置き換えることができる能力である。その置き換えられるものは、絵、マー

ク、模倣（ごっこ遊び）、ふり、類似した言い回し等々であり、それらは全て現実物の代表品であ

り、象徴と呼ばれるものである（石橋：1995年）。 

幼児にこの象徴機能が形成されると、代用品となるものを通して現実物やそれに類似するものを

再現したりすることができるようになる。さらには現実物を離れて、想像の中で様々なイメージを

膨らませたり、別のストーリーを作り上げたり、別のイメージと結びつけ、現実と想像を操作した

りすることもできるようになる。つまり、単なる模倣行為だけではなく、想像力によって思考活動

を増幅させることが可能となる。幼児のこのような事例を一つ紹介したい。青木は、4歳6ヶ月の

T児の20分から30分ほどの独り言を、聴覚映像を分析して聞き取り、一人対話の状況を以下の

様に記述している。その一部を紹介してみたい（青木：2013年）。 

 

あのうぼくたちもりのようせいなのですけどおまえはだれおれのなまえはらっとまんだとおー

おれさんでいきみはぼくしまじろうぼくたちもりのようせいなんですけれどなにそれちゃんとせ

つめいしてくれたまえ・・・（後略） 

 

青木は、T児の言葉の抑揚と息継ぎのリズムから独り言を分節化して、対話状況を次のように可

視化した。 

 

妖精「あのう、僕たち森の妖精なのですけど」 

しまじろう「お前は誰」 

妖精１「俺の名前はラットマンだ。トオー」 

妖精２「俺サンディ、君は」 

しまじろう「僕、しまじろう」 

妖精「僕たち森の妖精なんですけれど」 

しまじろう「なに、それ、ちゃんと説明してくれたまえ」 
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この一人対話でしまじろうを演じているのはT児本人であり、彼は架空の他者として妖精たち

を設定しており、そのどちらも彼本人が演じている。おそらく現実物はしまじろうのアニメである

と推察できるが、そのアニメに沿いながら、想像の中でイメージを膨らませ、少なくとも3名以

上の役を使い分けることができている。この一人対話だけでは正確なことは言えないが、この対話

には現実世界の人間関係が投影されているとも考えられる。その人間関係をベースにして、バフチ

ンが指摘したように、自己理解のために他者を演じたり、自己の客体化を図っているかもしれな

い。いずれにしてもT児においては、単なるアニメの模倣行為ではなく、自分が設定したキャラ

クターを通して自由な想像活動を展開していることが分かる。 

このような想像活動を通して形成される象徴機能は、幼児が生活言語圏から学習言語圏へと移行

する際には不可欠なものであると言われている。というのも、そもそも生活言語を使っている段階

の幼児は、まだ自分自身のことや自分の身の回りのことを理解することで精一杯であり、様々な出

来事は、自己の経験や体験と結びつけて考えざるを得ない、いわば自己中心性の世界の領内から外

に出ない状況にある。しかしながら、そのような状況から客観世界や抽象世界に踏み出していくた

めには、自分自身や自分の経験や体験から一旦離れて、思考活動において対象としている多様な存

在物について思考できる力が求められ、そのために象徴機能を使いこなせる能力が必要となる。つ

まりメタ言語意識の形成には象徴機能を使った学習活動が是非とも必要となるのである。 

 

 

幼児期の言語習得 －アヴェロンの野生児－ 

 

 人間は自然成長力だけでは社会的存在である「人間」になることは困難であり、特に言語習得には幼

児期における初期経験（初期学習）の重要性が野生児の記録の検討により指摘されている。野生児とは、

生後間もない時期に遺棄や迷子など何らかの理由により人間社会から隔絶されて育った子供たちのこと

である。 

ここでは、幼児期の言語習得についてアヴェロンの野生児を例として掲げる。 

現在までのところ、全世界で１００件以上の野生児に関する報告が上がっているのだが、最も有名な事

例が１７９７年頃に南フランスで発見された「アヴェロンの野生児」であろう。ただ、実際に少年が捕獲され

たのはアヴェロン県ではなくタルヌ県ではあるが。 

アヴェロンの野生児は、発見当時の推定年齢が１１～１２歳の男児であり数年間にわたって人間らしさを

取り戻すための熱心な教育が行われたが、１８２８年に死因不明で死亡した。そのときの推定年齢は４０歳

と判断された。全裸であり、また喉頭音を発する程度で言葉を発することがなく、感覚機能が極端に低い

ため注意力・判断力・記憶力・模倣力は皆無の状態であり、思考力は食欲等の生理的欲求に関わることに

限定されていた。青年軍医であったジャン・イタール(Jean Itard)は、この野生児を引き取りヴィクトールと名

づけて 1801年初頭から 5～6年間にわたって人間らしさを取り戻すための熱心な教育・訓練を行い、そ

の経過をフランス内務大臣に報告している。 

ヴィクトールに対する教育・訓練の結果、感覚機能の一部が回復しある程度の感情表現が出来るように

なり、簡単な文字記号の理解や身振りによるコミュニケーションが僅かではあるものの可能となった。しか
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し、知的発達は極めて緩慢であり、言語の習得は出来ておらず、さらに感情の抑制や対人関係の形成は

全くできない状況で終わった。このことから青年軍医イタールは、まず純粋に自然状態にある人間は動物

より劣ること、次に人間の発達には人間社会からの働きかけが必要であり、人間の精神的能力は文明化

の所産であること、そして人間の学習能力は幼児期に活発であるがそれを過ぎると急速に弱まることを導

きだし、野生児ヴィクトールを人間として育成することは不可能と判断した（イタール：1978、レイン：1980）。 

軍医イタールの見立てについて、現在では種々の批判がある。ヴィクトールを診察した医師のフィリッ

プ・ピネルは彼を先天的知的障害と推測しているし、自閉症ではないかとの説も唱えられている。耳元で

ピストルを鳴らしてもほとんど動揺がなかったけれども、クルミを割る音には敏感に反応すると言った音に

対する認知の異常が現れたことが、その理由である。 

話し言葉や文字の習得については、アルファベットを順序立てて並べることに成功してはいるけれど

も、「牛乳」（lait）という言葉を何とか発声した程度で会話は不可能のままであった。会話ができないままで

あったのは、神経言語学で言われる「言語獲得の臨界期」（臨界期仮説）を過ぎたからと考える立場があ

る。言語の獲得には年齢限界があるとの仮説を提唱したレネバーグ（Lenneberg, E. H.）は、人間は乳児

期から思春期（11～12歳）までの成熟期間を過ぎると、母語話者並みの言語を獲得できなくなるという年

齢限界があるとした。なお、「言語獲得（language acquisition）」とは、人間が特定の言語、特に乳幼児期に

母語（第1言語）を獲得することを意味している。この論説は、やがて第２言語習得にも言及され、主として

移民の言語獲得に関する１９８６年のカミンズの研究では、第1言語と第2言語の両方にまたがる能力は

深層部分において通底しており、両者が影響し合いながら発達するという「二言語相互依存仮説

（linguistic interdependence hypothesis）」を提唱している。 

 

 

幼児期における初期経験（初期学習）の影響に対する大学生の見解 

 

茨城県A市にある私立大学の教職課程履修学生（2年生：科目「教育原理」）に対して、アヴェロンの野

生児の講義を受けた後に、学生が初期経験（初期学習）の影響についてどのように考えているのかを質

問紙により調査した。 

1．実施日時：2021年4月20日（火） 4限・5限 

2．質   問： 

生まれてから 3歳頃までの初期経験（初期学習）が、その後の成長に重要な影響を及ぼすという説に

ついて、あなたの経験を基に意見を述べてください。 

3．有効回答数：48（男4・女 44）     

所属学部の内訳は文学部 12、生活科学部10、看護学部 26。 

4．結   果 

初期経験について、重要な影響を及ぼすと考えた学生は 37名（約77％）、ある程度影響があると考え

た学生は 4名（約8％）、影響はしないと考えた学生は 3名（約6％）、むしろ良くない（負の）影響があるの

ではないかと考えた学生は 2名（約2％）であった。なお、それらに当てはまらない、または読み取れない

回答であった者が 2名いた（約 2％）。初期経験がその後の成長に影響があると考えた学生は 41名（約

84％）であり、初期経験の効果については肯定的意見が大多数であった。 
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①初期経験として学生自ら経験した事例 

学生が初期経験を評価するにあたって取り上げた事例（複数回答可能）は以下の通り。なお、括弧内は

取り上げられた延べ数である。 

英語（8）、母語・日本語（7）、感情（7）、愛情（6）、ピアノ（4）、文字（4）、人となり（3）、コミュニケーション能

力（2）、マナー（2）、セルフコントロール（2）、数的能力（2）、絵画（1）、百人一首（1）。 

特に多く例として挙げられたのが言語スキル習得に関する事例で、英語、母語、文字の習得には早い

時期からの経験・学習が必要と考えていることがわかる。学生の多数は、言葉の初期経験の重要性を認

識していると言える。 

そのほか、音楽的・数学的スキルについても少ないながら早期の経験の重要性が指摘された。スキル

習得以外の人間性を培うこと、つまり感情、愛情、人となり、コミュニケーション能力についても初期経験が

重要と考えている。このように、言語をはじめとするスキル習得のほか、人格形成においても初期経験は

重要なファクターとして見なしている。 

②初期経験はその後の成長に影響しない 

初期経験が重要な影響があると考える学生が多いなか、影響しないと考える学生の意見を掲げたい。 

②－１：生活科学部・女子 

初期経験はあまり影響を及ぼしていないと思う。それは、3歳以降から習い事を始めるのがよいという

考えが主流だと思うからだ。3歳未満から習い事を始めたからといって,みんながみんなアドバンテージを

持つわけではない。 

②－２：看護学部・女子 その１ 

初期経験は必ずしも影響力を及ぼしているとは言えないと考える。外国語教育を例に述べていく。私

の友人に 3歳頃までに英語教育を受けていたという人が沢山いる。一方、私は小学校で初めて英語に触

れ（筆者注：外国語活動のこと）、本格的に学んだのは中学校 1年生からである。そのため、中学生のは

じめの頃、英語力は友人が勝っていた。だが、高校生になる頃には、その友人たちとほぼ同等で、海外

旅行を楽しめることが出来るレベルの英語力を身につけたと自負している。このことから、初期経験の重

要性は、個人の資質やその後の努力に比べて低いのではないだろうか。 

②－３：看護学部・女子 その２ 

影響があるとは思わない。「幼児期健忘」という言葉があるように、3歳以前の記憶がある人はほとんど

いない。自分が思い返してみてもその記憶はない。幼児教育（早期教育の意味か：筆者注）を行っている

ことが多いが、実際に意味があるかは分からない。自分が気になっていたもの、よく目にする、よく耳にす

る、触るものならば、そのときに記憶として残ると思うが、記憶は永遠に残るものとそうでないものがあると

私は考えるため、初期経験に限らず、脳の発達が活発なうちは、何を、いつ、何回学んでも重要な影響を

及ぼすと考える。 

③初期経験には負の面がある 

初期経験はその後の成長に影響することは織り込み済みであるとして、良い面ではなく負の側面に着

目する学生がいた。 

③－１：文学部・女子 

あまり親や周りの人にかまってもらえないような環境で育っている子供は、表情などの感情表現に乏し

く、また泣いたり痛がったりする相手に対して手加減ができないことがあると思う。 
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学部 性別
初期経験

への評価
取り上げている事例 意                     見

文学部 女 負の面 感情
あまり親や周りの人にかまってもらえないような環境で育っている子供は、表情などの感情表現に乏しく、また泣いたり痛

がったりする相手に対して手加減ができないことがあると思う。

文学部 女 重要 英語

私は生まれてから3歳頃までの初期経験はとても大切であると考えるため、重要な影響を及ぼすという説に賛成である。私は

3歳頃の記憶が少しあるだけであるが、母はたくさん英語を聞かせてくれていた。そのため、今は他の人よりは英語を聞き取

ることができたり、なじみやすい言語になっているため、その経験・学習はこれから生きていくために大切なことだと感じ

ている。

文学部 女 重要 愛情
母は専業主婦なので、幼少期は常に一緒にいました。なので、母と過ごした時間を今でも覚えています。幼少期に親からも

らったいろいろな愛情は心のどこかに残っていると感じます。

文学部 男 重要 文字
ウルトラマンが好きで怪獣のソフトビニール人形の裏に記されているカタカナで書かれた怪獣の名前を親に聞いていた。そ

の結果、ひらがなより先にカタカナを読み書きできるようになった。

文学部 女 重要
母語・コミュニケー

ション能力

小さい頃に親の話していることを真似して話していたので、それにより言葉をスムーズ習得できたと思う。また、親も子供

に言葉を話してほしくてたくさんの言葉を子供に話しかけようとする。これはとても大切なことで、学校に入る前にある程

度の言葉が話せないと人とコミュニケーションがとれない。人の脳は若ければ若いほど柔らかくたくさんのことを習得でき

るので、3歳頃までの初期経験は大切だと思う。小さい頃に話していたことを薄々覚えていて、親が話していたことを繰り返

していたことがある。これは、自然に勉強しているような状況にあり、それを何年も経った今でも覚えている。これは。初

期経験がとても重要であることを表していると考える。

文学部 女 重要 英語・バイリンガル

昨年度（当該学生が1年生のとき：筆者注）、言語習得論で学んでいた。そこで例にだされたのは、家庭内言語環境における

新生児の母語習得のようすである。例えば、日本語のみ、英語のみの家庭の新生児はその言語の音声を獲得していく。対し

てバイリンガルの家庭の新生児は、両方の言語の音声も獲得していく。このことから私は、母語習得における音声の獲得と

いう面においては、初期経験が後の母語習得に重要な影響を及ぼしていると思う。

文学部 女 重要 マナー

初期経験は重要な影響を及ぼすという説に賛同する。私の家庭では、食事の際にテレビを消すという決まりがあり、幼少期

からそのように教えられてきた。だから、テレビを見ながら食事をしてはならないという教えが私の常識として定着してい

る。大学に進学して一人暮らしをする現在でも、テレビを見ながら食事をすることに躊躇いを感じてしまう。このような経

験から、幼い頃の経験・教育が、その後の人生に大きな影響を与えると強く感じた。

文学部 男 重要 文字（漢字）

3歳頃までと限定せず就学前までの学習・経験は大切だと考える。幼い頃に経験した事柄は、長い間忘れないからだ。私はひ

らがなしか読めない時期に、ニュースや小説など漢字が多く含まれるものに触れる機会を多く持っていた。そのおかげか小

学校で習い始める漢字は既に見たことのあるものがほとんどであり、すぐに書いて覚えることができた。この経験から私

は、初期経験はよい影響を与えていると考える。

文学部 女 重要
感情・セルフコント

ロール

脳の8割が完成されるという3歳までの間に、たくさんの経験・体験をすることは重要である。家族とともに過ごしていくう

ちに、楽しい・嬉しいという感情が出てくるし、間違いや失敗を通して悲しみ・つらさのコントロールができる。保育園に

通ってたくさんの人とコミュニケーションがとれたことは、今の自分にプラスとなっている。

文学部 女 重要 ＊
保育園などに通わずずっと両親だけと過ごす時間が多いよりは、保育園で他の子供と遊んだりふれあうことで好奇心や社会

性が育つのではないかと思う。多様な環境で刺激を受けることは、その後の生活に活きてくると考える。

文学部 女 重要 英語・母語

初期経験に対する例として。その1。洋楽が好きな親だったので英語を聞く耳が育ったような気がする。そして英語に関心を

持ち、大学では英語を専攻している。その2。物語の読み聞かせを親がよくしてくれていた人は、感受性や想像力が豊かだと

思う。その3。早生まれだと幼稚園で出来ないことが多く、先生や友人によく助けて貰っていた。

文学部 女 重要 英語

私を含め周りの大多数が英語を本格的に学び始めたのが中学校1年からなので、今でも発音が日本語寄りである。しかし、私

の友人2人は3歳前から英語教室に通い本格的に英語を学んでいるが、二人とも日本人の英語の先生よりよりも発音がネイ

ティブだった。このことから、初期経験の有無は成長過程において大きな差を生み出していると考える。私はもし子供が生

まれたら、3歳頃までにサッカーを習わせて運動神経を良くすると同時にメンタル面も鍛えさせたいと思ってしまった。

生活科学部 女 重要 英語
幼少期から英語になじんでいる人は、中学・高校でも英語を話すことができていた。初期学習は重要な影響を及ぼしている

と考える。

生活科学部 女 重要 愛情

私は初期学習が重要な影響を及ぼすと考える。理由としてはアヴェロンの野生児と似た事例を聞いたことがあるからだ。そ

の内容は、「赤ちゃんに一切愛情を与えずに育てる」という人体実験である。現実的ではないが、アメリカの心理学者ル

ネ・スピッツが行った実験は赤ちゃんが死亡してしまったり障害が見られるなどという結果となった。実際に私も3歳頃から

ピアノを始めたため、音楽に興味を持ち中・高校では吹奏楽部に所属した。

生活科学部 女 重要 知育（文字・国旗）
私が通っていた保育園では、早いうちから文字や国旗の勉強、さらに毎日の運動を行っていたので、小学校に入学した時に

周りの子供よりも基礎能力が高かったと感じます。

生活科学部 女 重要 ＊
何かに関心を持つキッカケとなるのが、このような初期経験である。私の幼い頃、疑問に感じたことを親に尋ねていた。そ

れに対して大人がしっかりとうけとめ対応することは、重要なことだと思う。

生活科学部 女 ＊ 感覚
熱いものに触れるとヤケドをしたり、走っていてつまずくとケガをしたりと、自分の身体に傷がつくことによって、注意し

て行動することを学んだ。

生活科学部 女 重要 英語 3歳頃までに日本語と共に英語も一緒に聞いていたならば、英語も流暢に話すことができたと思う。

生活科学部 女 重要 習い事

たくさんの習い事に通い、様々な人とふれあうことで、自分ができないことをできるようにしようと思うことができたり、

知らなかったことを知るようになれたことを体験したので、興味を持つことで人間的な性格を手に入れたのだと思う。よっ

て、初期経験は非常に重要であると考えた。

生活科学部 女 影響しない習い事
初期経験はあまり影響を及ぼしていないと思う。それは、3歳以降から習い事を始めるのがよいという考えが主流だと思うか

らだ。3歳未満から習い事を始めたからといって,みんながみんなアドバンテージを持つわけではないからだ。

生活科学部 女 重要 音楽・文字・絵

3歳頃の記憶はあまりないけれど、私は0歳から保育所に入っていたので、歌を歌ったり、鉛筆を守るような使って線や波線

を書いたりした記憶がある。アヴェロンの野生児について調べたときに、クルミなどを割る音には反応するが、音楽には一

切反応しなかったという。それに比べて、音楽に反応し歌を歌うことができるのは、小さい頃から音楽になじんだからであ

ると思う。また、字を書いたり絵を描いたりすることができるのも小さい頃から鉛筆やクレヨンを使用していたからだろ

う。よって、初期経験は大きな影響を持つと考える。

表１．初期経験に対する見解（文学部・生活科学部）
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学部 性別
初期経験

への評価
取り上げている事例 意                     見

看護学部 女 ある程度 人となり
自分には弟がいるため。幼い頃から姉として面倒をみてきた。そのため、幼い頃は弟だけではなく兄に対しても世話をしていたと親から聞いた

ことがある。また、今でも他人から面倒見がいいと言われているので、少しは初期経験は影響を及ぼすのだろうと考えた。

看護学部 女 重要 ピアノ
生まれたばかりで何も知らないという状況で、いろいろなものに触れることにより感覚が刺激され発達していくのだろう。私は幼い頃からピア

ノを習っていて指を動かしたり音を聞いたりする経験が多かったので、脳や身体がよく刺激されてよかったと思っている。

看護学部 女 重要 数的能力
私には姉がいたため、姉が九九の練習をしているときに私も一緒に学んだ。私は3歳であったが、姉より先に九九を覚えてしまった。このこと

は初期経験・学習の効果ではないかと考えた。

看護学部 女 重要 ＊

私は生まれてから3歳頃までの記憶があまりないのだか、初期経験は重要な影響を及ぼすという説には共感する。アヴェロンの野生児の話を聞

いて、初期経験が将来の生活にかなり影響を及ぼしていると考えた。自分であまり記憶が残っていないことでも、経験の積み重ねが自分の将来

に影響すると考えれば、初期経験で何を経験するかによってかなり変わってくると思う。アヴェロンの野生児のように、後から様々な経験をさ

せても身につかない事柄があるということは、この説が妥当であるということだと考える。

看護学部 女 重要 人となり

生まれてから3歳頃まで、言葉・歩き方・ご飯の食べ方・服の着脱の仕方など、人生の中で一番と言っていいほど沢山の物事を身につけてきま

した。これからの学校生活、そして社会の中で生活するにあたり、とても重要な時期だと考えます。これらを乳幼児期のまだ頭の柔らかい時に

行うことが重要であり、アヴェロンの野生児のように初期経験が無かった場合は人間らしい行動ができなくなってしまい、社会で自律して生活

していくのは困難だと思います。

看護学部 女 重要 ピアノ・英語

私は3歳までにピアノの習い事を始めた。早い時期から習い事を始めることで、大きくなったときにそれを覚えていて定着したと思う。さら

に、3歳までに英会話を習い始めたことで、今でも発音の仕方がしっかりと身についている。つまり、3歳頃までの初期学習をしっかりと行うこ

とで、大人になった時に身についている力の量が違うのではないかと考える。幼く頭の柔らかい時、何でも吸収できる時期にもっと沢山のこと

を経験しておいたほうが良かったのかも知れないと強く感じる。

看護学部 女 影響しない英語

初期経験は必ずしも影響力を及ぼしているとは言えないと考える。外国語教育を例に述べていく。私の友人に3歳頃までに英語教育を受けてい

たという人が沢山いる。一方、私は小学校で初めて英語に触れ（筆者注：外国語活動のこと）、本格的に学んだのは中学校1年生からである。

そのため、中学生のはじめの頃は英語力は友人が勝っていた。だが、高校生になる頃には、その友人たちとほぼ同等で、海外旅行を楽しめるこ

とが出来るレベルの英語力を身につけたと自負している。このことから、初期経験の重要性は、個人の資質やその後の努力に比べて低いのでは

ないだろうか。

看護学部 女 ＊ 愛情
自分は3歳頃までの記憶がないので、初期経験の影響について判断することができないでいる。でも、親子の信頼関係や愛情が育まれ、社会に

出て行く折りに感じる不安の軽減などにはよい影響があるだろう。

看護学部 女 ある程度 人となり

私には歳の近い弟がおります。私が2～3歳頃、弟の育児で忙しい母を見ていたため、さみしくても「お姉ちゃんだから」と我慢することが多

かった。その時の癖が残ってしまっているのか、自分を表現することが苦手だったり、物事を行う時はどこか諦めてしまっていることがある。

自分の性格は小さい頃の経験が大きく影響していると聞いたことがあり、多少はその後の環境で変えられるものの、根本的な部分・本来の自分

を変えるのは難しいだろう。初期経験は影響しているのは分かるが、「重要な」影響というほどでもない。

看護学部 女 ある程度 数的能力

初期学習において「パズル系をやると数学的な面において強くなる。ピアノをやっていると器用になり、絶対音感を得ることが出来る。」とい

う話を聞いたことがある。それはアヴェロンの野生児が裏付けとなっているのだろう。私自身は、パズル系のオモチャなどで遊んでいなかった

けれども数学的頭であり、図形問題などにある程度以上強いと考えている。よって私は、初期経験・初期学習はある程度影響があるけれど、個

人差があり、その後の経験の方がより影響を持つと思う。

看護学部 女 重要 感情
生まれてから両親を含め周りの大人たちが喜怒哀楽の感情を自分に見せてくれたから、その感情の表現を獲得できたのだと思う。よって、知的

面だけでなく感情面においても初期経験の影響は大きいと判断する。

看護学部 男 重要 ＊

私は、初期経験は大きな影響を与えると思います。アヴェロンの野生児は元々障害があったとする意見がありましたが、自らの身体を他人に触

られることを極度に嫌がるという反応があったとのこと。これは獣の本能というものであり、人間らしい対応ができるのは初期経験が大切であ

ると思う。

看護学部 女 ある程度 ピアノ・百人一首

私は初期経験が、ある程度影響を及ぼすと考える。その理由は、「記憶力のスイッチは小さい頃に入る」ということを聞いているからだ。私自

身、幼少期にピアノを習い始めたり、百人一首を覚えたりしたが、覚え方のようなものが、そのときに形成されたと感じる。ただ、初期経験が

重要な影響を持つというところまでには至らないと思う。成長する過程で学ぶものも重要であるからだ。

看護学部 女 重要 ピアノ
初期経験では音を聴く能力について重要な影響があると思う。私の母はピアノ教室の先生をしているため、幼少期から音楽を耳にすることが多

かった。そのため、遠くから聞こえてくる音楽・音にもいち早く気づくことができるようになった。

看護学部 女 重要 マナー
私は3歳頃までに両親から行儀を学んだと思う。食事におけるマナーである。私は今年20歳となるが、このような行儀が身についている。意識

しなくても自然に行動に表れるものになっているということは、初期経験は影響を与えていると考えた。

看護学部 女 影響しない＊

影響があるとは思わない。「幼児期健忘」という言葉があるように、3歳以前の記憶がある人はほとんどいない。自分が思い返してみてもその

記憶はない。幼児教育（早期教育の意味か：筆者注）を行っている多いが、実際に意味があるかは分からない。自分が気になっていたもの、よ

く目にする、よく耳にする、触るものならば、そのときに記憶として残ると思うが、記憶は永遠に残るものとそうでないものがあると私は考え

るため、初期経験に限らず、脳の発達が活発なうちは、何を、いつ、何回学んでも重要な影響を及ぼすと考える。

看護学部 女 重要 感情・愛情
保護者など特定の大人との継続的な関係において、愛されること、大切にされることを通じて情緒的な絆（愛着）が深まり、情緒が安定し、人

との信頼関係を育んでいく。そのような面において初期経験は影響を影響があると思う。

看護学部 女 重要 愛情・母語

初期経験は重要な影響を与えていると考える。3歳頃までに家族から受けた愛情を注がれてきた。その経験がなければ、家族や友人などとの関

わり方も違っていたのではないかと思う。また、3歳頃までに家族とたくさんおしゃべりをしていた記憶がある。それによって日本語を話した

り書いたりする力につながっていると思う。

看護学部 女 重要 ＊ 初期経験・学習は重要だと考える。例えば食事、排泄などを学ぶなどという日常生活の方法であり、生きていくために大切な時期だと思う。

看護学部 女 重要
母語・コミュニケー

ション能力

初期経験は重要な影響があると考える。私たちは生まれてから3歳頃までは特に親の元で言語を学ぶ。3歳以降は幼稚園に入り先生や友達との関

わりが増えていく。実際に私も親に教えてもらった言葉を使って先生や友人とコミュニケーションをとり、色々なことを学ぶ。初期経験・初期

学習が不十分だとその後に広がる人間関係から学べることは少なくなると考えた。

看護学部 女 重要 言葉・感情
繰り返して絵本を読む環境ではたくさんの言葉を獲得できることや、そこから発展して人の気持ちを感じることが体得できたと思う。よって、

初期経験は大きな影響があると思う。

看護学部 女 重要 母語・音楽

初期経験は大きな影響を持つと考える。私は早くから保育所に通った。その際に色々な友だちや先生の言葉を耳にし、様々な音楽を聴いたり

歌ったり、食事も一人で食べる練習をするなど、多くの刺激を受けながら成長した。対して、友人は3歳を過ぎて後に入園し同じ時間を過ごし

た。その際、私は「話す言葉が多く感情豊かな子供であった」と先生に言われていたのに対し、その友人はあまり人とは会話をせず、内気な子

供だった。5～6歳では、計算問題においても刺激を早くから受けた私の方が覚えが早いと言われた。

看護学部 女 重要 母語
初期経験が影響を持つと思う。小さい頃から周りが使う言葉を聞いて、知らぬ間に言葉を話せるようになった。特に母語の習得では、初期経験

は大切である。

看護学部 女 負の面 ＊
初期経験は影響を持つと思うが、それには良い面と悪い面がある。言語などをはじめ発達が未熟な時に環境の悪さが、その後の発達に悪影響を

及ぼすことが予測される。

看護学部 女 重要 感情
初期経験で実感すること。小さい頃、母親の実家によく一人で泊まりに行っていたので今でも母親方の祖父母に対して安心感を持つが、あまり

泊まりに行っていない父方の祖父母に対しては少し落ち着かない気持ちになる。

看護学部 女 重要
感情・愛情・セルフコ

ントロール

自分自身の経験を振り返り、初期経験において「転ぶ」「怒られる」などの経験を思い出す。3歳の頃にアイスクリームを食べながら歩いてい

たところ転んでしまい、眉間のところが切れてしまって血が出た。自分は笑っていたが、両親、祖父母、姉がとても心配した顔して焦っていた

ことを今でも覚えている。傷の治療は思っていたより痛みがあった。家族の顔や傷口の痛みを知ったからこそ、食べながら歩いたり傷がつくと

とても痛いということを学ぶことが出来た。生まれてから3歳頃までは世の中のものすべてが新鮮であり、すべてに興味を持っている。だから

こそ走って転び痛みを知ることができたり、いけないことをすると怒られたりする。躾も含み初期経験は重要である。

表2．初期経験に対する見解（看護学部）
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③－２：看護学部・女子 

初期経験は影響を持つと思うが、それには良い面と悪い面がある。言語などをはじめ発達が未熟な時

に環境の悪さが、その後の発達に悪影響を及ぼすことが予測される。 

 

幼児期に育てたい言葉 

 

新幼稚園教育要領が平成 30（2018）年に施行された。この改訂は、幼稚園教育において育みたい資

質・能力の明確化、小学校との円滑な接続、現代的な諸課題を踏まえた教育内容の見直しの三つの基本

方針のもとで行われたものである。 

「言葉」に関しては、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の中に、「（9）言葉による伝え合い」として

「先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、経

験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽

しむようになる」があげられた。また、第1章総説第4節指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価 3、

指導計画の作成上の留意事項（3）に「言語活動の充実」として「言語に関する能力の発達と思考力等の発

達が関連していることを踏まえ、幼稚園全体を通して、幼児の発達を踏まえた言語環境を整え、言語活動

の充実を図ること。」が追加された。そして、領域「言葉」のねらいの一つであった「日常生活に必要な言葉

が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、先生や友達と心を通わせる。」が「日常生活に必

要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし、先生や

達と心を通わせる。」（下線は筆者による）と変更され、「言葉に対する感覚を豊かにし」という文言が追加さ

れた。 

領域「言葉」への期待が大きいことがわかるが、「言葉に対する感覚を豊かにする」とは具体的にはどの

ようなことなのか。領域「言葉」の内容の取り扱いでは、新たに「（4）幼児が生活の中で、言葉の響きやリズ

ム、新しい言葉や表現などに触れ、これらを使う楽しさを味わえるようにすること。その際、絵本や物語に

親しんだり、言葉遊びなどをしたりすることを通して、言葉が豊かになるようにすること。」が追加されてい

る。そのことから、「言葉の響きやリズム」「新しい言葉や表現」「言葉遊び」を通して、「言葉が豊かになるよ

うにする」ことが、「言葉に対する感覚を豊かにする」ことと関連していると言えよう。「言葉に対する感覚を

豊かにする」ために、言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現に触れられる環境として、絵本や物語、言

葉遊びなどを整えていくことが一層求められている。 

 

 

絵本の読み聞かせの有用性 

 

ここでは、具体的に絵本の読み聞かかせ場面の幼児の反応（中村．2018．）を通して、言葉の響きや、リ

ズム、新しい言葉や表現等から「言葉に対する感覚を豊かにする」とはどのようなことかを考えていく。 

茨城県内の I幼稚園、3歳児、4歳児、5歳児を対象として（3歳児男児10名、女児19名、4歳児男児

8名、女児6名、5歳児男児5名、女児12名）、クラス全体で『もう ぬげない』（ヨシタケシンスケ，2015，

ブロンズ社）の読み聞かせをした場面（3歳児と 5歳児は 2017年7月6日、4歳児は 7月7日）を録画
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し、分析したものを取り上げる。読み聞かせは、担任が普段行っている時間帯に保育室で行い、座る場所

や座り方は通常の通りとした。 

保育室の前方と後方に 2 台のビデオカメラを設置し、読み聞かせ時の幼児の様子を撮影し、発話や動

作を文字に起こした。小さな声でのつぶやきや複数の発話が重なることがあったため、全てを完全に記

録することはできなかった。読み聞かせは 3歳児クラスで 6分 36秒、4歳児クラスで 7分 2秒、5歳児ク

ラスで 6分51秒であった。 

幼児の発話や行動の中から注視すべきものを取り上げて考察する。 

①応答性 

読み聞かせにおいて、幼児が文に対して答えるように言葉を発する場面が何度もみられた。『もう ぬ

げない』は主人公の男の子が第一人称で読者に問いかけたり語りかけたりしている。第4ページの「でも、

まえは うっすら みえるし、なんとか なりそうな きもするね」や、第 9 ページの「でも‥‥のどが かわい

たら どうしよう」、第 19 ページの「あ！もしかしたら、さきに ズボンを ぬいじゃえば いいんじゃない？」

などがその例である。幼児はそれらに対して反応を示した（表 3下線部参照）。なお、表 3～6において、

≪≫は複数の幼児が発話・動作したことを、＊＊は聞き取ることができなかった幼児の発話を、＜＞は幼

児の動作を表している。 

 

表 3 『もう ぬげない』の読み聞かせにおける発話・動作 

『もう ぬげない』の本文 4歳児の発話・動作 

（第5ページ） 

ぼくはこのままおとなになるのかな。 

すわってこうやってやってる 

 

≪えー！≫ 

≪友達の顔を見る≫ 

やだよー 

なんにもたべてないじゃん 

うれしいんじゃないの 

『もう ぬげない』の本文 5歳児の発話・動作 

（第13ページ） 

 それに、ぼくみたいなこはほかにもいるかもしれない

よ。 

＜笑い＞ 

いないよ 

いるとおもう 

ちょっとね、ちょっといるかも 

 

幼稚園教育要領解説に「幼児は、絵本や物語などの中に登場する人物や生き物、生活や自然などを

自分の体験と照らし合わせて再認識」するとある。『もう ぬげない』の文は読者に問いかけたり語りかけた

りしているように書かれていることによって、幼児は自分に話しかけられているかのように感じ、自分の感

情や体験と照らし合わせて言葉を発するのではないかと考えられる。 

②復唱 

幼児が絵本の言葉をそのまままねして復唱する場面が何度か見られた。例えば 3 歳児クラスにおいて、

第 20 ページの「‥‥やんなきゃ よかった‥‥」の後、ある幼児が一笑した後に「よかった」と復唱した。

「やんなきゃ よかった」という言葉がこの場面においてユーモラスに感じられ、思わず復唱をしてしまった

のではないかと考えられる。新しい言葉の使い方だったのかもしれない。 
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また、3歳児クラスと 4歳児クラスにおいて、第 21ページから第 25ページの「ガラッ」「ポイ」「ゴシゴシ」

「シャ～」という擬音語をそのまま復唱する子どもの様子も見られた（表4、5下線部参照）。 

 

表4 『もう ぬげない』の読み聞かせにおける発話 

『もう ぬげない』の本文 3歳児の発話 

（第21ページ） 

ガラッ 

（見開き 22、23ページ） 

ポイ 

（見開き 24、25ページ） 

モシャモシャ モシャモシャ 

ゴシゴシ 

 

がらっ 

（省略） 

≪ぽいっ≫ 

あ ぽいっぽいっぽいっ 

ぽい ぽい ぽい ぽい 

ごしごし 

 4歳児の発話 

（第21ページ） 

ガラッ 

（見開き 22、23ページ） 

ポイ 

 

（見開き 24、25ページ） 

（省略） 

シャ～ 

 

がらっ 

がらっ 

（省略） 

ぽい だって 

（省略） 

 

しゃー 

古市が絵本におけるオノマトペについて「声にした時の楽しさにある」と述べているように（古市：2005）、

オノマトペは短くリズミカルであるため、幼児はつい言葉に発したくなる。「ガラッ」「ポイ」などのオノマトペ

のリズムを感じ、思わず復唱したと考えられる。 

③動作 

読み聞かせ中に、幼児が主人公の男の子の絵の動きを真似したり、絵本に指を指したりするといった

動作が見られた。絵の動きを真似している様子が見られたのは、第 4 ページにおいてである。第 4 ペー

ジには男の子が服を脱ごうと体を左右や前後に振ったり、回転したりしている様子が 3場面にわたって描

かれているが、4歳児クラスと 5歳児クラスにおいてその動きを真似する様子が見られた。第 4ページの

男の子の絵に「動き」があり、またその動きが実にユーモラスであるし、幼児にとって日常的に服が脱げな

いときにやってみたことのある動作であり、主人公の男の子への共感が生まれたと考えられる。 

絵本への指さしは各年齢を合わせると、表紙、第 1ページ、第 3ページ、見開き 6、7ページ、第 8ペ

ージ、第 14ページ、第 20ページ、裏表紙において見られた。宮津が言うように、幼児の指さしは、「誰か

に何かを伝える、あるいは誰かと何かを共有する働きがある」（宮津：2010）。つまり、幼児は絵本を指さす

ことによって他の幼児に何かを伝えようとしていたか、他の子どもと面白さを共有しようとしていたのではな

いかと考えられる。 

④笑い 

各年齢とも、ほとんどのページで笑いが起こっており、笑いが起きなかったのは第 21ページと第 27ペ

ージのみである。特に見開き 16、17 ページではクラス全体で笑いが起こった。同じ場面で笑いを共有す

ることは、感情を共有することであり、クラス全体でノリを共有するという経験をすることである。 

⑤幼児同士の関わり 

読み聞かせ中、幼児同士が内容についての会話を交わしたり（表 6下線部参照）、顔を見合わせたりし

て笑うなどの幼児同士で関わり合う場面が何度も見られた。 
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表6  『もう ぬげない』の読み聞かせにおける5歳児の発話 

『もう ぬげない』の本文 5歳児の発話 

（第5ページ） 

このままずっとぬげなかったらどうしよう。 

ぼくはこのままおとなになるのかな。 

 

＊＊＊ 

＜笑い＞ 

Ａおとなになったらやぶけてぬげるんじゃない 

Ｂおおきくなっちゃうからね 

Ａうん 

表 6の下線部のような内容についての言葉のやり取りは、特に 4歳児クラスと 5歳児クラスにおいて見

られた。また、幼児同士が顔を見合わせて笑うという動作は、各年齢合わせて第 9 ページ、第 20 ページ

において見られた。幼児同士が顔を見合わせて笑うという動作は、まさに幼児が面白さや楽しさを共有し

ていると考えられる。 

上記のように、読み聞かせ場面で見られた「応答性」「復唱」「動作」「笑い」「幼児同士の関わり」は、この

絵本のもつ言葉の響きやリズムの面白さに加え、服が脱げないことから様々な想像の世界が繰り広げら

れるというストーリーによるものであろう。それらを、読み聞かせによりクラス全体で共有することにより、自

分一人では感じることができなかった感性が呼び起こされる経験となり得ると考えられる。 

読み聞かせ等の絵本を用いた保育活動において、言葉の響きやリズムの面白さ、新しい言葉や表現を

獲得できるような環境や、感性が呼び起こされたり想像したりする楽しさが経験できる環境を用意すること

が大切である。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の「言葉による伝え合い」で説明されているように、

絵本に親しむなかで「豊かな言葉や表現を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、

相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる」には、読み聞かせのなかでの

自然な発話や動作を受け止め、保育者や友達同士で思いや考え、感性を共有していくことが重要になる。

絵本の読み聞かせにより、幼児が言葉や表現を身に付けたり、自由に想像し考えを膨らませるだけでなく、

考えたことや経験したことなどを他者と言葉でやりとりできるように導いていくことが必要なのである。 

  

 

結語 

 

 本稿は幼児期における言葉の発達について、メタ言語意識の発達、初期学習の影響、そして絵本の

読み聞かせによる保育という三つの側面から考察を行った。 

 幼児が言語を聴覚的に認識しその使い方を自覚的に理解できる知識をメタ言語知識と言い、言語を使

いこなしていく際の仕組みや規則を自ら発見し発展させていく作業能力をメタ言語能力と言う。そして言

語を抽象的且つ客観的に捉えて言語それ自体を遊びや分析の対象にすることを理解できる自覚的意識

をメタ言語意識と言い 4歳後半から 6歳頃の幼児に見出される。この時期には言語の理解を広げるととも

にその理解を深めるために補完物としての言葉と絵を組み合わせた絵本を利用することが、メタ言語意

識を育むために必要である。絵本を利用して幼児の想像活動を充実させることが、彼等を生活言語圏か

ら学習言語圏へと移行させる際に不可欠なものとして考えられている。 

幼児の言語習得は初期経験（初期学習）が大きく影響することが、アヴェロンの野生児の例から推察さ

れている。幼児期に適切な言語獲得の環境が整っていない場合、青年期になって言語獲得は困難であ
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ると言うのである。教職課程履修学生の初期経験に関するアンケート結果では、学生の 77％が初期経験

についてその後の成長に重要な影響を及ぼすと感じており、特に母語（日本語）や第二言語（英語）の習

得について初期経験の重要性を認識している。一方、僅少ではあるけれども 6％の学生が特に影響はし

ないという意見があった。 

幼児期の言語活動の重要性は夙に指摘されて現在に至るが、2018年に改訂された幼稚園教育要領

の領域「言葉」において「言葉に対する感覚を豊かにする」ため、言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現

に触れられる環境として絵本や物語、言葉遊びなどを整えていくことが求められた。特に絵本の読み聞

かせによる保育には、言葉の響きやリズムの面白さ、新しい言葉や表現を獲得でき感性が呼び起こされ

たり想像したりする楽しさを経験できる環境を用意することが大切であり、保育実践時には幼児が言葉や

表現を身に付けたり、自由に想像し考えを膨らませるだけでなく、考えたことや経験したことなどを他者と

言葉でやりとりできるように導いていくことに留意することが肝要である。 
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