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本稿は、幼児期における数量・図形に親しむ経験を促す保育者の援助について、茨城県内の幼稚園の遊び場面の事例

を検討し考察したものである。 

幼児期は、一般に「自分の生活を離れて知識や技能を一方的に教えられて身に付けていく時期ではなく、生活の中で自

分の興味や欲求に基づいた直接的・具体的な体験を通して、この時期にふさわしい生活を営むために必要なことが培われ

る時期である」（文部科学省「幼稚園教育要領」p.28）ことが知られている。領域「環境」のねらいの一つである「身近な事象を

見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする」（前掲 p.193）においても、幼

児が主体的に環境に関わる遊びの中で多様な経験を積み重ねることで達成されていく必要がある。これまであまり検討され

てこなかった「数量・図形に親しむ経験を促す保育者の援助」について事例を元に検討し、幼児が数量・図形に親しむ経験

を促すためには、遊びや生活の中に数量や図形への関心や感覚を高めるような環境を構成するとともに、幼児にとっての

必要感や必然性に応じてそれを受け止め深化させるような保育者の援助が必要であることが認められた。 

 

 

はじめに 

 

平成29年3月に、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が

同時に改訂・改定され、平成30年度から実施された。幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園の

全てが幼児教育を行う施設であることが明示され、平成31年10月からは幼児教育が無償化となり、

「全ての子どもに質の高い幼児教育の機会を保障する」時代となった。これまで以上に、幼児期の

―――――――― 
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教育内容を吟味し、保幼小接続を充実させる必要がある。また、同改訂・改定の中で、幼児教育に

おいて育みたい資質・能力が明確化された。幼児教育において育みたい資質・能力として、「知識及

び技能の基礎」「思考力・判断力・表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」の三つを示し、

「ねらい及び内容」に基づく活動全体によって育むことが示された。そして、小学校教育との円滑

な接続のために、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道

徳性・規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」

「数量・図形、標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」）が提

示された。小学校教師とこれらを共有することで連携を図ろうというものである。 

本稿では、領域「環境」のねらいの一つである「身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする

中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする」の中の「数量への感覚」や「幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿」で明記された「数量・図形への関心や感覚」の育成について、具

体的な事例を元に検討する。「はじめに」「幼児期の教育について」「領域『環境』と『数量・図形』」

「方法」「総合考察」は神永直美、「幼児の数学的概念」は栗原博之、「事例」は平野由起子が分担執

筆した。 

 

 

幼児期の教育について 

 

幼児期の教育の基本は、「環境を通して行う教育」である。幼稚園教育要領解説の「環境を通して

行う教育」の意義の中で、幼児期の特徴について「幼児期は自分の生活を離れて知識や技能を一方

的に教えられて身に付けていく時期ではなく、生活の中で自分の興味や欲求に基づいた直接的・具

体的な体験を通して、この時期にふさわしい生活を営むために必要なことが培われる時期であるこ

とが知られている」（前掲 p.28）と述べられているように、幼児期は自分の興味や欲求に基づいた

直接的・具体的な体験（環境への主体的な関わり）の中で学んでいくのである。よって、保育者は

「教育内容に基づいた計画的な環境をつくり出し、幼児期の教育における見方・考え方を十分に生

かしながら、その環境に関わって幼児が主体性を十分に発揮して展開する生活を通して、望ましい

方向に向かって幼児の発達を促すようにすること」（前掲 p.29）が必要となる。この「望ましい方

向」が明確にされた幼児教育において育みたい資質・能力であり、各領域のねらい及び内容に示さ

れている事項である。そして、「望ましい方向」に向かって促すことで、5歳児の終わり頃には個人

によってそれぞれではあるものの結果的に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が見られるよ

うになる。 

また、幼児教育は「遊びを通しての総合的な指導」を中心としている。幼児の遊びは、遊ぶこと

自体が目的であり、人の役に立つ何らかの成果を生み出すことが目的ではない。興味・関心がある

から（楽しいから）環境に関わり、夢中になって遊ぶことを通して、結果的に幼児の成長や発達に

とって重要な体験となるのである。また、「幼児期は諸能力が個別に発達していくのではなく、相互

に関連し合い、総合的に発達していく」（前掲 p.35）ことから、具体的な指導の場面では、遊びの

中で幼児が発達していく姿を様々な側面から総合的に捉え、発達にとって必要な経験が得られてい

くような状況をつくることが必要となるのである。 
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このようなことから、幼児教育において保育者の援助（環境を構成することも含めて）を検討す

る際には、幼児が主体的に環境に関わり展開する生活や遊びの事例から検討することが適している

と考える。 

 

領域「環境」と「数量・図形」 

 

幼稚園教育要領第2章ねらい及び内容に、領域「環境」は「周囲の様々な環境に好奇心や探究心

をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」領域と明示され、ねらいが 3

項目、内容12項目、内容の取り扱いが5項目示されている。数量・図形に関する事項を以下に抽出

する。 

1ねらい 

（3）身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感

覚を豊かにする。 

2内容 

（2）生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みについて興味や関心を持つ。 

（9）日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。 

3内容の取り扱い 

（5）数量や文字などに関しては、日常生活の中で幼児自身の必要感に基づく体験を大切にし、数

量や文字などに関する興味や関心、感覚が養われるようにすること。 

 

また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の中で数量・図形に関係のある事項は次の2項目

である。 

カ 思考力の芽生え 

  身近な事象に積極的に関わり、物の性質や仕組み等を感じ取ったり気付いたりする中で、思

い巡らせ予想したり、工夫したりなど多様な関わりを楽しむようになるとともに、友達等の様々

な考えに触れる中で、自ら判断しようとしたり考え直したりなどして、新しい考えを生み出す

喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。 

ク 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 

  遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役

割に気付いたりし、自らの必要間に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようにな

る。 

 

 このように、幼児期の教育において、数量や図形への関心、感覚の育成は重要視されている。

しかし、保育現場では、数量、図形の関心、感覚を育成することの重要さが十分に意識されていな

いのが現状であり、それに伴う保育者の環境構成や教材開発、一人一人への援助のあり方などの研

究・保育者の実践例も少ない（久米・牧田 2019）と言われている。 
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幼児の数学的概念 

 

通常子どもは「生得的に備えている数の知識(biologically primary mathematical abilities)」

を踏み台に、小学校へ入学するはるか以前から「二次的な数の知識(secondary mathematical 

abilities)」を身に付けていると言われている。子どもが小学校入学以降にとりくみはじめる形式

的で系統だった数の学習は、就学前から日常的に培われてきた数量の感覚に支えられている（山口、

2012）と言えるだろう。就学前に習得されている知識は、学校教育における算数と区別して「イン

フォーマル算数」（informal mathematical knowledge）と呼ばれている。このインフォーマル算数

の知識とは、具体的な活動と結びついた概念であり、物を数えたり、どちらが多いかを判断したり、

ある集合に要素を加えると多くなることがわかったりするようなこと等（分離量、連続量、平面・

立体図形、空間、時間などの観念と操作に関する広範囲な知識）があげられている（丸山・無藤、

1997）。さらに、同じ形の物を並べたり、積み木を重ねたりするなどのことは図形に関するインフォ

ーマル算数の知識と言えるだろう。これらについての「インフォーマル算数」と「算数、数学」と

のつながりとしては、算数、数学においての自然数の概念、数の大小関係、図形の合同等に対応し

ている。同じ形の物を並べることは、平行移動、回転によって２つの物を重ね合わすことができる

ことであり、積み木をずれがないように重ねることは、重ねる面の図形が合同であることに対応し

ているが、インフォーマル算数においては、これらを日常的に培われてきた感覚で理解することで

あると考えられる。幼児は生得的な数能力獲得の基盤をもとに、自らの経験を通してより高度な技

能や理解を獲得することから、幼児の経験に基づく知識は、文化的実践としての数的活動の影響が

大きいと言える。日本においては、幼稚園や保育所等での保育者による「埋め込み型」（数的学習を

目的としていない保育活動に数的支援が埋め込まれる形）の数的支援によって子どもの数概念が促

されると主張されている。園生活で順番に並んだり、欠席人数を確認したり、縄跳びで跳んだ回数

を数えたり、砂の山を作ったりという状況の中に埋め込んだ活動を用意する保育者の働きかけ（無

意識的な働きかけも含めて）が幼児の数概念発達に有効であるとしている。保育者が意図していな

いにもかかわらず、実際の保育活動では、「埋め込み型」の数的支援が頻繁に行われているという観

察結果は注目に値すると述べられている（榊原、2006）。 

 

  

方   法 

 

榊原により、日本の幼稚園で行われている数的支援の実態（数的支援が頻繁に行われているが、

大多数が数的学習を目的としない保育活動に数的支援が埋め込まれる形で行われており、数的学習

に的を絞った数的活動はほとんど行われていない）が明らかにされ、その中で、保育者が幼児の数

能力の発達を効果的に促す役割を果たしていることが示された。日本の幼児教育は「環境を通して

行う教育」を基本としており、幼児が主体的に環境に関わることを重視する保育を行っていること

から、数や量に関する活動に焦点化するというよりも、生活や遊びのなかで必要に応じて気付きを

促したり援助したりしている（埋め込まれている）からであろう。では、その埋め込まれた援助に

ついて、保育者自身はどのように幼児の育ちを読み取り、どのような意図をもって援助しているの
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か。そのような視点の実践事例は少ない。そこで、本稿では、そこに視点を当て保育者自身の実践

事例から数量・図形に親しむ経験を促す保育者の援助について検討することとした。 

事例について 

・保育者自身が保育を記録するという方法を用い、保育者が幼児の気持ちや活動の方向性を読み

とり、意図をもって数的支援を行っている実態を明らかにする。 

・幼児教育の特徴を踏まえ、幼稚園で繰り返されている生活や遊びの中から、数量・図形に親し

む経験をした（促した）と思われる事例をあげ、援助の状況を明らかにする。 

・事例から幼児の数量や図形への関心、感覚を育成するための援助について考察する。 

対象について 

・茨城県内のF幼稚園（3歳児1クラス、4歳児2クラス、5歳児2クラス） 

・主体的な遊びを中心とした保育を展開している園 

・事例提供保育者 保育経験20年（40代）  

 

 

事   例 

 

＜事例1＞生活の中の数量① 

   「先生、番号で呼んで！」（5歳児4月）   

新年度が始まり、年長児になった喜びを生活のあらゆる場面で味わっている子どもたちである。靴箱や

ロッカーについている標示も、年中児までは名前やマークであったが、年長児は意図的に出席番号のみ

とした。子どもたちは自分が何番だということを気にしている。毎朝、提出しているファイル（園と家庭を行

き来するもの、手紙類を入れて持ち帰る）にも番号が記載されている。 

 

【展開】   下線部…数量に関する子どもの関心    【教師の援助】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師が「そろそろ帰る支度はできたかな。支度が終わっ

た子は、先生の近くに集まってね」と声をかけると、子ど

もたちがどんどん周りに集まってくる。子どもたちの準

備が整うと、教師はさらに「では、今からお手紙ファイル

を配ります。○○さん」と呼び始める。すると、R男が 

①「先生、もう年長さんだから、番号で呼んで！」と提案

してくる。他の子も「そうそう、名前呼ばなくても番号だ

けで分かるから！」と話す。教師は「そうなの？年長さん

になってまだ２日目だけど、もう自分たちの番号を覚え

たの？」と返すと、子どもたちは「知っているよー」「大

丈夫だよ」「呼んでみてよ」など、早く試してほしいとワ

クワクしている様子で教師に要求する。教師が、②「ぺん

ぎん組さんって、全員で何人いるんだっけ？」と尋ねる 

① 新しいクラスになり、生活リズムも新しく刻み始 

めるこの時期、子どもたちは「年長組になった、大き

くなった」喜びを抱いている。子どもたちからの要求

に、教師は丁寧に耳を傾け、年長児らしさを感じられ

ると考え柔軟に対応していく。子どもたちの表情は期

待に満ちている。子どもが感じたことを素直に発言で

きる雰囲気を大切にしていきたい。 

② 教師はさりげなく新しいクラスの友達の人数を子 

どもたちに尋ねて確認し、クラスの人数に関心をもつ

ことができるような働きかけをする。 

③ １番から順に番号で呼ぶと、自分から積極的に行 

動しようとしている子どもたちに、教師はほほえみな

がら「覚えたんだね」「もう分かっていてすごいなぁ」 
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≪考察≫ 

 新学期が始まり、子どもたちは新しい生活に期待感でいっぱいだ。当たり前に思える生活の流れ

の中にも、子どもたちは新鮮さを見出している。順序数を数えることは、園生活の中でもあらゆる

場面で頻繁に表れるが、この場面では 25番までの数に一人一人友達の存在があることで、より仲間

意識を強く感じられているのではないかと考える。園生活の生活リズムの中で、子どもたちが自然

に数に親しみ、順序性に馴染んでいくことができる環境を、教師が意識して生み出していくことが

大切だと考える。また、一人一人の数量への関心や理解度を把握する機会としてとらえていくこと

も必要である。 

 

＜事例2＞生活の中の数量② 

   「椅子は５個までね」（5歳児4月）   

 F 幼稚園では、遊び後や降園前等にクラス全員で集まり遊びについての情報交換を行ったり、困

ったこと等の解決策を話し合ったりする時間を設けている。だれもが参加しやすいように、椅子を

円状に並べて行っている。話し合う時間が終わると、座った椅子を片付けるのであるが、新年度が

始まったばかりで、椅子の片付け方がまだ明確にはまだ決まっていない。 

                              

【展開】   下線部…数量に関する子どもの関心     【教師の援助】                   

 

 

 

 

 

 

 

 

「今から外で遊ぶので、自分が座っている椅子を片付

けたら外に出ましょう。」と教師が話すと、子どもたちは

我先に椅子を置いて外に向かおうとする。A 子が「ちょ

っとー！置きっぱなしじゃダメだよー」と叫ぶと、投げる

ように置いて行ったＫ男が申し訳なさそうに戻ってく

る。向きを整えて、丁寧に置き直した。 

 今度は、①その椅子に次々と椅子を重ねていく。いくつ 

① 子どもたちが自分たちで気付いていくことを大 

切にしたいと思い、子どもたちの反応を把握しながら

待つようにする。 

② 年中組のときの経験を思い出し、どのくらい椅子 

を重ねるといいかを考えている様子であった。K子が

友達に意見を求めている姿を、教師は頷いて（肯定し

認めて）見守るようにした。 

と、子どもたちは「２５人！」と答える。「そうだったね、

２５人だね。じゃあ、呼んでみようかな。③１番さん」と

呼ぶと、A男は「はい！」と勢いよく前に出てくる。「２

番さん」「はぁい」と I さん。次々に教師は番号を読み上

げ、子どもたちは嬉しそうにファイルを取りに来る。 

教師と子どもたちのファイル渡しの繰り返しに、子ど 

もたちからも、④「１７番」「１８番」「１９番」と声に出

してのカウントが始まった。「２０番」と友達が取りにく

ると、K男が⑤「あと５人だ・・・」とつぶやく。「２５

番さん」と教師が呼び、Y 男が「はい！」と取りに来る

と、クラス全体が「つながったぁ」と、最後まで数がたど

り着いた満足感を味わっていた。 

などと一人一人を認める言葉をかける。早く自分の番

号を呼んでほしいと願っている子どもたちにも視線を

送り、「自分の番そろそろかなぁ、聞いていてね」と話

し、集中できるようにしている。 

④ 友達と声を出して数唱することを楽しみ、友達と 

顔を見合わせながら一体感を味わっている様子だっ

た。教師も子どもたちと声を揃えながら順番に呼んで

いった。 

⑤ 「あと５人」と、２０番の時につぶやいたK男は、

残りが何人かと瞬時に反応した。はじめに教師が、クラ

ス全員で２５人だねと確認したことも、意識を保って

いた要因かもしれないと感じた。 



神永・栗原・平野：数量・図形に親しむ経験を促す保育者の援助 

 - 71 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪考察≫ 

 はじめからきまりがあることに自分たちが合わせていく場合と、自分たちの生活に必要感が生ま

れ、友達同士で考えてきまりを生み出していく場合がある。今回は後者の事例だが、子どもたちは

椅子の安全な積み重ねる数を真剣に考えていた。実際に体を動かして測ることを試す中で、椅子の

重さや形によるバランスなどの法則に気が付き、安定して重なる最大個数を導き出した。子どもた

ちが生活する環境の中には、様々な法則が隠れている。椅子をたくさん重ねると崩れるという規則

性に気付き、「椅子を片付けるときには 5脚ずつ重ねる」というきまりを作っていった。そのきまり

をクラスのみんなに伝えるときには、とても誇らしげだった。このような生きた経験が、今後の数

量に関して考えたり試したりして答えを導き出そうとする意欲へとつながっていくのではないかと

考える。 

 

＜事例3＞クラス全体での活動の中の数量 

「猛獣狩りに行こうよ！」（ゲーム） （5歳児4月） 

新年度が始まり、新しい友達と同じクラスで生活していくために親しみが湧くように、集団ゲー

ム「猛獣狩りに行こうよ」を計画した。 

 

【展開】   下線部…数量に関する子どもの関心   【教師の援助】  

 

 

 

 

 

 

 

友達と親近感をもち、クラス全体で楽しい雰囲気を感

じられるように「猛獣狩りに行こう」のゲームを提案す

る。教師①「『ヘビ』という言葉の中に音は何個入ってい

るか分かるかな？『ヘ・ビ』だから…」と聞くと、「２」

と答える子が多い。教師「そうだね、『へー・ビー』だね」

と、声に出すとともに指を折って音の数を確かめる。教 

① 友達とのつながりを感じながらゲームを楽しむ 

ことを「ねらい」とし、初めて行うゲームの内容に不

安を抱いたり緊張したりしないように、安心して参

加できるような雰囲気作りを心がける。 

② いくつかの動物を例に出し、音の数と集める人 

数の数が合うようにするルールを確認してから始め 

か重ねると、ガラガラ～と崩れた。Ｍ子が「やっぱり、崩

れると思った。多すぎるよ。」とつぶやく。②「年中さん

の時の椅子と違う椅子だし、何個ずつ重ねる？」とＫ子が

言う。Ｔ男が③「やってみればいいじゃん。何個になった

ら崩れるか」と提案し、周りにいた友達が「いいねぇ～。

やってみようよ！」と言って実際にやってみることにな 

った。 

 ④４脚は安定、５脚も安定、６脚になると前に倒れてく

る。何度か重ね直して整えても、やはり前に流れてくる。

Ｍ子「だめだ、６個はだめ。５個までにしよう」と周りに

伝える。 

 その日から、椅子を重ねるのは５脚までというきまり

がクラスに浸透し始めた。 

③ T男の実際にやってみようという提案に、周りの 

子どもたちは興味津々で、さっそく重ねてみようと体

が動き始める。教師は、年中組の時と同じ感覚で４脚

ずつにすればいいのではないかと考えていたが、子ど

もたちが納得するようにやってみるのがいいと判断

し、近くで様子を見ていることにした。 

④ 実際に重ねて試している際に、子どもたちは自分 

は椅子を上手に重ねることができるだろうと、我先に

試そうとしている。教師も一緒に「1、2、3、4、5、・・・

6！」と６脚目が重なることを期待して様子を見守っ

た。６脚目を重ねようと意気込むが、何度やっても崩

れる様子に、「５個がよさそうね」と認める言葉を添え

た。 
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≪考察≫ 

 みんなで遊ぶ集団ゲームの中で、動物名の音の数と人の数を同じに合わせる内容を繰り返し遊ん

でいくことで、自然に数を数えることが楽しいという感覚になり、名前の音数や人数に対して関心

をもっていくことがわかる。また、教師の答え合わせにより集まった人数が正解だったという喜び

の感情経験をたくさん味わうことで自信につながり、数合わせなどの興味や関心が広がり、またや

りたいという挑戦する気持ちにつながっていくのだと考える。動物の名前の音を数える、その数と

同じ人数を集める、多すぎたら分かれる、足りなければ合わせるなど、このゲームの中だけでも多

くの数学的体験をしていることがわかる。実際に「数を使う」ことを通して数量を理解していくと

思われる。 

 

＜事例4＞遊びの中の数量・図形① 

「ビー玉10個あるかな？」 （5歳児4月） 

積み木の板を傾斜にして、空き容器やキャップのフタを転がして遊び始めた M男や K子、H男や

K 男。何度も繰り返し楽しんでいたが、転がり方が大きく単調であったため、次第に満足しなくな

り違う材料を求めてきた。 

 

【展開】   下線部…数量に関する子どもの関心   【教師の援助】  

 

 

「先生、ピタゴラスイッチみたいな、ビー玉あります 

か？」とM男が尋ねてくる。教師は「ビー玉？あるよ。 

 

① 1人２個という個数は、子どもたちが扱いやすい 

数（ひとまとまりとして数えなくてもわかる数）なの 

師「じゃあ、②ライオンは？」「ゴリラは？」など、いく

つかの動物を例にして説明し、子どもたちが理解してい

るかどうかを確認していく。 

教師「じゃあ、みんなで一緒にやってみよう。今から出

てくる動物の名前と、お友達の数が同じように手をつな

いで集まってみよう。同じになったら座ってね。さあい

くよ」と、ゲームを始める。③「カバ！」と教師が言う

と、子どもたちは声を出して指を折り曲げながら「カ、

バ、２、２だ！」と、近くにいる友達の手を取り、嬉し

そうに座る。全員が座れたところで、教師が答え合わせ

をする。④「２が大正解でした！さあ、第２回戦いくよ。

マントヒヒ！」子どもたちは、マントヒヒと声に出しな

がら指を折り、「５だ、５人！」と、音の数を確かめなが

ら周りにいる友達と手をつないで座る。⑤人数が多すぎ

ることに気付いた子が、「マントヒヒ、１，２，３，４，

５。やっぱり人が2人多いよ。分かれて！」と言い、音

の数と人数を照合していた。楽しい雰囲気の中で何度も

繰り返して遊びが続いていく。 

る。音と人数が合う度に、大いに認め自信につなげて

から実際のゲームに移っていくようにした。 

③ 「カバ」の２音だと2人で座るということが分 

かり 2 人で集まって座った子どもたちは自信に満

ち、早く答えを知りたいと求めてくる。全員が座るこ

とを確認してから答え合わせをする。正解と分かる 

と、跳びはねて喜ぶ様子が見られた。 

④ 様々な動物を問題に出していき、難易度を上げ 

てみた。小さな数で正解していたため、「オランウー

タン」など、文字数が多くなっても、あきらめずに音

を数え、友達を集めようとする姿が見られたため、最

後まで取り組めるように見守っていくようにした。 

⑤ 人数が食い違った時は、子どもたちの仲間関係 

が見えやすい。友達同士が分かれたりくっついたり

する際の言葉のやりとりを丁寧に聞き取り、どのよ

うに人数を合わせていくかを見るようにする。 
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≪考察≫ 

 ビー玉遊びは少しずつコースを変化し、難易度を上げようと友達と考えを出し合いながら、夢中

になって遊びに取り組んだ。片付けの際には、毎日必ずビー玉数えが始まる。一回で10個そろう日

もあれば、いくつも行方不明になることもある。しかし、他の遊びを片付けている友達にも助けを

借りて、みんなで探すような雰囲気が生まれ、単に 10個見つけるだけでなく宝探しのような楽しさ

を感じながら、見つけているのが印象的だ。10までの数は子どもにとって馴染み深い。遊びや生活

の中で毎日決まった数を揃えることも、子どもたちの安心につながる一場面であると考える。 

 また、ビー玉の球形という形の特徴に関しても、遊びの中でその法則性への気付きが多々見られ

た。転がり方、壁に当たったときの跳ね返り方、段差があるときの落ち方、ビー玉同士がぶつかっ

たときの動きなどである。遊びの中で子どもがそのようなことに気付いたとき、気付きそうなとき

に、気付きを認めたり気付きを促したりする保育者の言葉がけや行動が大切であると感じた。 

使いたいの？」と答え 

る。K子が「そうそう、 

ビー玉を使って、コー 

スを転がしたいの」と 

伝える。教師は「わか 

った。一緒にビー玉を探してみよう！」と、４人を連れ

て教材室に移動する。様々な色のビー玉がたくさんあ

り、子どもたちは「わー」と感激している様子だった。 

教師が「いくつ必要ですか？」と尋ねと、M男「①ぼく

は２個使いたいなぁ。」K男「ぼくも」、K子「わたしだ

って」、H男「みんな２個ずつください」と次々に話す。 

教師はM男が持っていた小さな箱に８個入れた。②「１、

２、３、４…」と数え、「８！…。先生、なんか…気持ち

悪いから、あと２個足して１０個貸して。ほら、友達が 

入れてって来た時に、使えるように、少し多めで・・・」

教師は③「１０個って多いけれど、毎日遊び終わった時

に数を確認できる？３歳のりす組さんもいるから、こん

なに小さいビー玉が無くなったり転がったりしていた

ら大事件になっちゃうから」と話すと、４人は「大丈夫

です！毎日確かめまーす！」とオッケーサインを出し

て、嬉しそうに遊びの場に戻って遊び始めた。そして、

ビー玉を入れる箱に④「ビーダま10こ」と書いていた。 

 それから、毎日片付けの時には、「ビー玉１０個あるか

な？」とつぶやきながら、数を揃えたり、足りなければ

⑤「あと１個ありません。みんな、探すの手伝ってー」

と探したりする様子が見られた。 

ではないかと感じた。２個であれば、一人一人が管理

しやすく、自覚しながら愛着をもって遊ぶことができ

るだろうと考えた。 

② ４人が２個ずつ要求したので、合わせて８個を 

一つの箱に入れた。それを数えたH男が「気持ち悪い 

から…」と言う表現に、集合数として10のまとまり

は経験上馴染みがあるのだと思う。「気持ち悪いから」

という思いに、教師は妙に納得してしまった。あと２

個足す理由も、途中から友達が仲間に入った時の道具

の分け方など、経験を重ねてきた経験からであろう。 

③ しかし、１０を毎回確認するのは難しいだろうと 

教師は予想し、片付けの際に毎回数を確認できるか尋

ねる。子どもたちは、自信をもって管理できると返し

てきたため、子どもたちと一緒に、毎回数えることを

習慣にしていこうと意識をもてるようにする。 

④ 教師から１０個のビ 

ー玉が入った箱を受け取 

ると、M男はすぐに鉛筆 

を取り出し、数を書き始 

めた。教師は「なるほど～。こうやって書いておくと、

他の友達にも伝わるし、必ず１０個あるんだよって分

かるね。いい考えだね」と、言葉を添えた。 

⑤ １個足りないことに気付き、友達の力を借りて 

クラス中探し回り、最後まで数を合わせようとする意

識が育っている姿だと感じた。 

 

 

 

 



茨城大学全学教職センター研究報告(2021) 

 - 74 - 

＜事例5＞遊びの中の数量・図形② 

「オタマジャクシ、一気に 3人つかまえたよ」 （5歳児5月） 

園庭で遊んでいた子どもが、池の中にたくさんのオタマジャクシが生まれ泳いでいる様子発見す

る。飼育ケースを探して来て、捕獲しようと試行錯誤している。 

【展開】   下線部…数量に関する子どもの関心   【教師の援助】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪考察≫ 

 幼児期の子どもにとって、数える対象によって決まった助数詞（数助詞ともいう）をつけること

は難しい。日常生活の中では、人を数える「〇人」を使う機会が多い。虫やウサギ、鳥も、「３人い

る」と表現することが幼いほど多い。教師は、数を認知して相手に伝えたいと願う子どもの気持ち

を大切に受け止め、共感して言葉を返す際に「３匹いるね」と添えるように努めている。興味深い

のは、数えきれないくらいの大きな数を、「100」と表現することである。これも園生活の中では頻

繁に出合う。子どもにとって「100」は、数えられないほど「大きい」数量としての意味合いがある

のではないかと感じた。 

 

子どもたちが北面の庭で自由に遊ぶ中で、オタマジャク

シを発見した。次々に子どもたちは歓声を上げ、「オタ

マジャクシがいっぱいいるー！」「つかまえようよ」「ぼ

く、シャベルもってくるー！」「わたしもー！」とはりき

ってオタマジャクシ取りが始まった。オタマジャクシも

捕まらないように、スイスイ逃げる。それでも子どもた

ちはあきらめずに、シャベルですくおうと試みる。 

「先生、つかまえたよ！」「ぼくも！」と、教師に見せ

たくて次々に伝えてくる。教師も「わー、元気なオタマ

ジャクシだね。よくシャベルでつかまえられたね」など

言葉を返す。「先生、①オタマジャクシ一気に３人つか

まえたよ」と見せにくる。教師は「本当だ、３匹一気に

つかまえられたんだね！」と言葉を返すと、「そう、３匹

一気にね！」と、自慢気に答えた。 

その後も、②５匹一気に、７匹一気にと、複数のオタ

マジャクシを一回ですくえると嬉しそうに見せにくる

様子がしばらく続いた。みんなでつかまえたオタマジャ

クシは、一つの飼育ケースに入れられ、保育室に戻る頃

にはケースの中が真っ黒に見えるほどだった。「③うわ

～、１００匹くらいだ！」と大量のオタマジャクシをつ

かまえて満足そうな子どもたちは、興味津々で観察しな

がら、動きの面白さや特徴を話し合っていた。 

春のこの時期だからこそ大切にしたい自然の生き

物であるオタマジャクシ、五感でオタマジャクシと出

合ってほしいと思い、つかまえたり観察したりする時

間を十分に保障する。 

① シャベルですくって 

一気につかまえたK男は、 

周りの友達や先生に見て 

ほしくて、興奮しながら話しかけてきた。人以外の生

き物を数える際に、「〇人」と単 

位を表現することが多く、その度 

に教師は意識して「〇匹ね」「〇 

羽ね」と助数詞を意識して置き換 

え、子どもに自然に返していくこ 

とを心がけた。 

② Ｋ男との会話を聞き、周りの子どもたちが真似 

をして伝えにくる。一人一人の収穫数や気付きを認め

ていく。 

③ 集合数がある程度大きくなると、大きい数の表 

現として「100」の数を 

使おうとする。教師は、 

「それくらいいるかもね。 

たくさんだものね」と表 

現を緩め、言葉を返した。 
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＜事例6＞遊びの中の数量・図形③ 

「6本のボトルでちょうどいい！」 （5歳児1月） 

友達と一緒に「ホテルを作りたい」と遊び始め、フロントや客室、レストランや足湯など、自分

たちで作ってみたいスペースを友達同士でやりとりしながら進めていた。その際に、ホテルには「自

動ドアを通って入れるようにしたい」との案が出た。厚紙の枠に大きな透明ビニール袋を張り、ド

アは完成した。次はどうやって自動で動くようにするかの話し合いが始まった。 

 
【展開】  下線部…数量に関する子どもの関心 【教師の援助】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 子どもたちが考えた素 

材を使って試すことができ 

るように、製作棚に様々な 

素材を準備しておく。自分 

たちで考えた仕掛けを自分 

たちの力で作ろうとする姿 

が見られたので、教師は子 

どもたちの会話や動きが見 

える場所で見守ることにした。はじめは色が目立たな

い麻ひもを使って試していたが、途中でスズランテー

プに変えて再度組み立て始めた。教師が「どうしてひ

もを交換したの？」と尋ねると、「だって、麻ひもだと

滑りにくくて動きが悪いし、引っ張るのも重いから。

つるつるするスズランテープに変えてみた！」と説明

した。教師が「なるほどね～、考えたねぇ」と言葉を

返すと、嬉しそうな表情で作り続けていた。           

② 自分たちで考えた自動ドアが動き、大成功と喜ん 

でいると思いきや、もっと 

本物に近づけたいと願うM 

子がドアの動きに満足せず、 

さらにスムーズに動くよう 

にできないかと友達に伝え、仕掛け 

をさらに深めて考えていく。教師も 

何か重りになるものはないか考え、 

重さになりそうな素材や廃材をい 

ろいろと選択して試せるように準備しておいた。 

③ １本ずつ重さを確かめていく姿は真剣そのもので 

あった。ドアを開いた状態で支え続ける Y 子、重りを

１本ずつ固定するM子とS 子、１本増える度にドアの 

 

 

 

 
 

ドアがどうやったら自動で開くかをみんなで考えて

いた。Y子が「ドアの上にひもを付けて、フロントの人

がひもを引っ張ったらドアが開くようにするっていう

のはどう？」「それで、お客さんがドアを通ったら反対側

からひもを引っ張って元の場所に戻せばいいんじゃな

い」と提案する。周りにいたK子やM子、S子も納得

して早速仕掛けを作り始めた。①フロントの端からドア

の端までを友達と協力しながら長さを測り、ドアを開閉

できる長さを調整した。完成すると、実際に動かしてみ

る。ドアの開閉はゆっくりだが、ひもを引く動きだけで

ドアが動く。子どもたちはやったねと満足し、何度もお

客さんを呼んで、ドアの開閉を楽しんでいた。 

翌日も引き続き自動ドアで遊んでいた。すると、K子

が②「なんかさぁ、やっぱりドアの動き方が自動ドアっ

ぽくないんだよね。動き方が変。」とつぶやく。周りの友

達も「そうだねー。フロントの人が開けたり閉めたりし

ているのがバレバレだよ」とうなずく。どうしたらいい

かと、しばらく考えていると、M子が「そうだ！重りを

使って、手を離したらサッと閉まるようにしたら？」と

思いついたことを伝えた。何を使って重りにしようかと

話し合ったところで片付けの時間になる。 

その次の日、登園後から考えていると、友達が色水の

入ったミニペットボトルをいくつも抱えており、ちょう

どフロントの前でボトっと落とす。W 子が「あれ使お

う！」と提案し、ミニペットボトルを探してきて水を入

れる。 

③１本目、ドアはびくと 

も動かない。２本、３本と 

水の入ったミニペットボト 
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≪考察≫ 

 「重さを比べる」ことを遊びに生かした事例だった。子どもたちは自動ドアを「本物みたいにす

る」ことへこだわりをもち、少しでもスムーズに動く自動ドアを考え続けていた。はじめに試した

のは、ドアにつけたひもを左右に引っ張ることだった。お客さんがドアに触れずに開閉するという

ことでは十分な動きだったが、子どもたちは「ドアの動き」に満足していなかった。お客さんが通

った後にスッと閉まる感覚を実現させたかったのである。４人が話し合っている間のもやもやした

表情が印象的であり、違う遊びをしていた友達がミニペットボトルを落とした瞬間を見て、アイデ

アがひらめき、作っていくスピード感はすごかった。ドアが最後まで閉まる力を水の入ったボトル

で調整していった体験は、「重さ」を利用する実体験として関心を広げ、豊かな学びへとつながった

と考える。自動ドアを４人作り上げ、お客さんがから「すごーい！」「とおりたい！」「もう一回！」

などと認められたことで、満足感や充実感を味わうことができた。 

 
＜事例7＞遊びの中の数量・図形④ 

「本物の橋を作り直そう！」（５歳児 ３月） 

修了が近くなった２月下旬、園庭の池に架けられた橋が壊れてきたことに気付いた子どもたちが、

自分たちで橋を新しく作り直して幼稚園に残していきたいという提案をしたことから、学年全体で

の取り組みとなっていった。その中で、木材の長さを測ったり、必要な板や釘の数を数えたりする

姿が見られた。 

 
【展開】  下線部…数量に関する子どもの関心 【教師の援助】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊びがひと段落し、クラス全員での振り返り（椅子を

丸く並べてのミーティング）の時にK男が「みんなに言

いたいことがあります。①幼稚園が終わるまでにあと 

18 日、池の橋が壊れているからみんなで作り直しませ

んか？」と提案する。クラスの友達は大賛成。どうすれ

ば橋を作ることを実現できるかを話し合った。誰に聞く

と作り方がわかるか、どんな材料が必要かなどをホワイ

トボードに書き出し、「ビッグプロジェクト」を合言葉 

① ３学期に入り、カレンダーを 

用いて修了までにどんなことをし 

たいかなど話し合う機会を設けて 

過ごしてきており「修了まであと 

○○日」と、指で日にちをなぞっ 

て数える姿が見られ、数や日にち 

に親しめるように、保育室の環境 

を整えてきた。 

 

 

ルを足していき、ついに６本目に、ドアがスッと閉まっ

た。子どもたちは興奮し、何度も試してみる。「６本のボ

トルでちょうどいい！」と声に出し仲間同士で確認しあ

った。それからは、たくさんの友達を招待し、自動ドア

を通過してもらうことを喜び、それぞれのコーナーを楽

しんでもらうことに充実感を味わいながら遊びを展開

していた。 

 

閉まり方を遠目からチェ 

ックするK子、４人力を 

合わせながら、一つの目 

標に向かって取り組む姿 

が見られた。教師は、４ 

人の実験に耳を傾け、一緒にどきどきしながら見守 

り、客として呼ばれた際には、驚きと感動の思いを伝

えた。 
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に、まずは情報を集めようということになりその日は降

園する。 

翌日、K男やS男など数名の子どもたちが、巻尺を持

って池に向かう。K男は「S君そっちしっかり持ってて

ね。②ゼロって所に合わせて。…長さは３m１０ｃｍだ。 

板は、１，２，３…１５。一つの板に釘は４本使ってあ

るな。1、２、３、４、（数えて）…６０本！先生、太い

釘６０本と板１５枚用意してください」と興奮しながら

伝えてくる。クラスに戻り、２人は実際の橋の長さを巻

尺で再現する。クラスの友達は、③「うわー！こんなに

長いの！」「僕の背とどっちが長い？」「寝転がってみよ

うっと」「D 君と H 君がつながっても、橋の方が長い

よ！」「作りたくなってきたー！」「私も！」と盛り上が

る。 

その次の日、T男は「僕のお母さんが設計図を作って

くれたよ」と得意気に橋の模型を持ってきた。T男の話

を丁寧に聞いて母親が作った小さな模型と、橋を作る手

順の説明が書かれていた。④ひらがなで書いてある文を

声に出して読み、「この順番で作ってみようよ」と D 男

が言う。 

 それからは、年長児全員が関わり、毎日少しずつ作り

上げていった。⑤一枚の板に４本ずつ打って進めてきた

が、真ん中にも追加で打った方がより頑丈だと話し合

い、最終的には一枚の板に６本打つように決まり、釘を

分ける W 子も２本ずつ追加で渡すことに責任をもって

取り組む。釘を一生懸命に打ち続け、手のひらにマメが

できては「がんばりマメだ！」と、嬉しそうに友達に見

せて回った。 

 橋作りと同時進行で、池の看板も古くなって文字が見

えないことに気付いており、一緒に作り変えることにし

た。M子が⑥「『み・ん・な・の・い・け』で６文字だか

ら、1文字ずつ６枚の板を使って書こう」と提案する。

友達と相談しながら自分が書きたい文字を決め、クレヨ

ンでひらがなをカラフルに仕上げた。⑦トンカチが３本

を、みんなで交代して使おうと自分たちで決め、楽しみ

ながら夢中になって完成させた。 

 

② 橋を作ろうというひとつの目 

標に向かって、子どもたちが主体 

的に動き始めたので、長さを測る 

巻尺や自由に書き留めることがで 

きるようにメモ用紙や鉛筆を用意 

しておいた。また、友達と協力しながら知りたい情報

を調べることができるよ 

うに、活動時間や情報を 

共有する時間を十分に確 

保するようにした。 

③ 巻尺を使って、実際に保育室内で橋の長さを再 

現し、自分たちの身長と橋の長さを比較できるように

して実体験から橋作りへの関心を広げていけるよう

にした。また、子どもたちからの気付きやアイデアを

教師が反復して伝えるようにした。 

④ 保護者も巻き込んで橋を作り直す作戦を進め、S 

男の母親が再現した模型の説明 

を一生懸命に理解しようと声に 

出すB男を認め、友達に手順を 

示してほしいと伝え、普段接点 

のあまりない友達同士をつなぐきっかけになってほ

しいと考えた。 

⑤ 計画で決めた釘の 

数と実際に必要な釘の 

数が変更しても、臨機 

応変に数の調整を友達 

同士で話し合ってもら 

いたいと思い、見守った。 

⑥ 音声の文字と実際の文 

字を照合し始めたので、文 

字を書く正方形の板を多め 

に準備し、子どもたちが選んで作り始められるように

用意をしておいた。 

⑦ トンカチの数もあえて参加人数よりも少なく用 

意しておき、友達と貸し借りをしながら活動を進めて

いくことを願って、環境を設定した。 
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≪考察≫ 

 「幼稚園最後の日までに橋を作り変えたい！」とする子どもたちの強い思いから生まれたビッグ

プロジェクトである。この遊びの流れの中で、様々な場面の中で数量や図形に関して親しんだり広

げたりする様子が見られた。 

 子どもたちは、数や図形を覚えようという意識は全くなく、やりたい活動のゴールを達成するた

めに、調べたり数えたりしていた。それが数量や図形に対しての興味や関心へつながっていったと

考えられる。そして、橋に必要な板や釘、長さなど、自分だけで知って満足するだけではなく、機

会がある度に「みんなに知らせたい」、「みんなに教えてあげて、先を一緒に考えたい」などと情報

を共有する機会をつくってほしいと教師に要求する姿が度々見られた。友達に自分がわかったこと

を説明することで、理解が深まっていったと考える。 

 友達と一緒にやりたいことに向かって遊びを展開していく中で、自然と数量や図形に親しむチャ

ンスをどれだけ園生活の中に埋め込んでいけるか、教師は意識しながら環境設定をする必要がある

と考える。 

 

 

総合考察 

  
 F 幼稚園の保育者自身による、日常の生活や遊びの中の数量・図形に関する事例を取り上げ考察

してきた。それらの事例から次のようなことが言える。 
 ・日常の何気ない遊びの至る所に、数量や図形に関することが埋め込まれている。 
 ・幼児期の数量・図形に関する学びは、遊びの過程で生じた興味・関心に基づいて事象を探索す

ることによって、無自覚的に展開されている。 
 ・そこに保育者が適切に関わったり環境を用意したりすることによって、探索を通した学びを広

げ、数量・図形に対してより広がりのあるものへと導くことができる。 
 ・単に数を数えたり測ったりするのではなく、自分がやりたいことを達成したいという目的を実

現していく中で、数や形を友達と共有したり便利さを経験したりすることで、日常の世界をよ

り数量的な視点から捉える経験を促すものになる。 
 反面、次のような課題も見えてきた。 
 ・数量・図形などに関する援助は、生活や遊びの中に「埋め込まれて」おり、保育者の感覚に委

ねられている部分が大きい。 
 ・数量や図形に関わりがあると思われる活動を展開していても、保育者がどう取り上げるか（言

葉がけ、働きかけ方）によって幼児の数量・図形への興味関心、感覚の高まりに差が生じるの

ではないか。 
 ・幼児一人一人の発達状況を把握し、理解に応じた適度なレベルを遊びに導入していくことが必

要である。そのためには、幼児理解と適切な援助が行える保育者の力量が必要になる。 
 ・幼児の知的好奇心を揺さぶる（調べたい、比べたい、作りたいなどが起きる）ような素材や活

動を取り入れていくことが必要である。そのためには、教材研究が必要である。 
 ・幼児が学んだ数量・図形の知識を活用できるような多様な状況を、日常生活や遊びの中で意図
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的につくっていくことで、数量的に捉えることの便利さや楽しさを実感できるようにすること

が必要である。 
 
近年の研究で、幼児期に身に付ける数量や図形などに関する知識が、小学校以上の算数・数学学

習の重要な基礎となることが明らかになったこともあり、幼児教育における数量・図形等の体験の

重要性が注目されている。しかし、このことは早い段階から幼児に数量や図形を教えるということ

を意味するものではない。幼児教育における保育者の援助は、一見非体系的で効率が悪いように見

えるが、実は幼児の数量知識の獲得を効果的に促すものであることが、保育者の援助を幼児の数量

知識の関係を調べた研究（榊原、2006）からも明らかになっている。 
幼児教育の質向上が叫ばれている昨今、本稿で示したような事例を保育者同士で共有し、保育者

の遊びを見る目を磨き、それに応じてより適切に援助できるようにしていくことが求められている。

同時に、上記にもあげたが、数量や図形に関わる活動については、保育者の意識に委ねられている

部分が多く、幼児の数量・図形への興味関心、感覚の高まりに差が生じるのではないかと危惧の念

も抱かざるを得ない。それは、幼稚園の教育課程において、「数量・図形」に関する記述がある園は

半数程度であり、他の領域のねらい及び内容よりも低い数値を示している（名須川・小谷､2004）と

いう現状にも要因がある。教育課程や指導計画のなかに、数量・図形に関することをどのように標

記し援助していくかについて共通理解を図っていくことも検討していかなければならない。 
 
 

 引用文献 

 
文部科学省．2018．『幼稚園教育要領解説』（フレーベル館） 
久米央也・牧田航．2019．「領域『環境』における数量・図形の関心、感覚を育てる保育の研究－

保育者の環境構成と教材開発について－」滋賀短期大学研究紀要第44号 pp.25-37 
 山口真希．2012．「知的障害児における数概念の発達と均等配分の方略」発達心理学研究第23巻，

第2号 pp.191-201 
  山口真希．2012．「幼児期の均等配分の発達に関する研究展望」奈良女子大学人間文化研究年報､

27 pp.147-156 
 丸山良平・無藤隆．1997．「幼児のインフォーマル算数について」発達心理学研究第 8 巻 第 2
号 pp.98-110 
 榊原知美．2006．「幼児の数的発達に対する幼稚園教師の支援と役割：保育活動の自然観察にも

とづく検討」発達心理学研究第17巻 第1号 pp.50-61 
 丸山良平．2005．「幼稚園に終演する 3 年間で幼児が習得する数字命名の実態」上越教育大学研

究紀要第24巻 第2号 pp.637-650 
 名須川知子・小谷宜路．2004．「公立幼稚園における保育内容の実態調査報告書」兵庫教育大学幼

年教育講座 
 榊原知美．2018．「遊びを通して育まれる数量・図形の理解とその援助（特集 数量や図形、標識

や文字などへの関心・感覚）」幼稚園じほう46（7）pp.12-18 


