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幼稚園の教育課程は、各領域を横断する総合性と生活に即した事物や行事を積極的に取り入れた編成が可能である。本

稿で取り上げた茶の湯については、岡倉天心の『茶の本』で述べられているように仏教などの宗教性と華道のような芸術性を

兼ね備えた日本人の美意識や文化を表象するものである。幼稚園において幼児に茶の湯を体験させることの目的は、『幼

稚園教育要領』に示されているように、幼稚園にて日本文化を生活の一部として体験し、人と関わる力、幼児が自分なりに表

現する力などを培うことにある。その目的に対応する教育実践として、茨城大学教育学部附属幼稚園では表千家による立礼

方式により茶会を行ったが、茶の湯を肯定的に受け止め楽しむ幼児が多数を占めた。これらの幼児は既に家庭において茶

道にふれており、家庭文化の延長として幼稚園での茶会を楽しんでいたことがわかった。この事実から、伝統的技芸を教育

課程に位置づけても、家庭文化と親和性がなければ教育効果が期待できない場合があり、幼稚園教育課程編成時におい

ては、幼児たちの背後にある家庭文化を勘案する必要性があることを示唆する結果となった。 

 

 

はじめに 

 

 

―――――――― 
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 遣唐使をはじめとする中国文化受容の一環として喫茶が日本に伝えられて以来、奈良時代から平

安時代にかけて朝廷や寺院で茶がふるまわれるようになった。鎌倉時代に栄西が中国から禅宗と抹

茶法を伝えて以降、喫茶は武家のみならず一服一銭の飲茶が庶民にも広がった。そして、室町時代

後期から江戸時代にかけて珠光、武野紹鷗、千利休とその後継者により佗茶が展開していく。明治

初期に一旦廃れていたが、やがて政治家や経済人の数寄者による茶道復興、岡倉覚三の『茶の本』

が出版されたことにより茶道が日本文化として国際的な認知がなされていくとともに、1880年に神

仏への献茶が京都北野神社（現北野天満宮）で行われたことが契機となり茶道の大衆化が進んでい

った。 

 近代の学校教育では、1872 年に創設された京都の新英学校・女工場、東京においては 1875 年創

設の跡見学校（現跡見学園）、1885年創設の華族女学校（現学習院女子大学）、1886年創設の共立女

子職業学校（現共立女子大学）などの女学校学科課程において点茶が位置づけられた。それまで男

の嗜みと観念されていた茶道は、近代になって女子中等学校に受容され発展をみたのである。 

 現今、学校での茶の湯を教材とする活動は小学校・中学校・高等学校の教育課程の総合学習や特

別活動に散見されるが、それらに比して弾力的な教育課程の編成が可能となっている幼稚園では健

康・人間関係・環境・言葉・表現の5領域にまたがる教育効果が茶道に期待できるため茶道を取り

入れた教育課程を編成する事例が多い(1)。 

 本稿は、2021 年 11 月に茨城大学教育学部附属幼稚園で実施した茶会の教育効果について考察す

ることを目的とする。園児がお茶を楽しむことは勿論のこと、自然を愛で、抹茶・茶菓を味わうこ

となどを通じて醸成される「季節感」形成(2)と家庭の教育文化との関係性を探ってみたい。 

 

 

幼稚園教育課程と茶会開催 

 

幼稚園行事としての茶会は、2017 年 3 月告示の幼稚園教育要領が示す 5 領域のうち「健康な心と体を

育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う」ことを目的とする「健康」領域、「他の人々と親しみ、支

え合って生活するために、自立心を育て、人とかかわる力を養う」ことを目的とする「人間関係」領域、「周

囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」こ

とを目的とする「環境」領域、「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表

現する力を養い、創造性を豊かにする」ことを目的とする「表現」領域という 4 領域と連関する。 

「健康」領域の内容として挙げられている「先生や友達と触れ合い、安定感をもって行動する」・「様々な

活動に親しみ、楽しんで取り組む」・「先生や友達と食べることを楽しむ」、また「人間関係」領域の内容とし

て挙げられている「先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう」・「友達のよさに気付き、一緒に活動する

楽しさを味わう」・「友達と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、協力したりなどする」・

「高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみをもつ」、そして「環

境」領域の内容として挙げられている「生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みに興味や関心

をもつ」・「季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く」、さらに「表現」領域の内容として挙げ

られている「生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ、イメージを豊かにする」・「様々な出来事
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の中で、感動したことを伝え合う楽しさを味わう」・「感じたこと、考えたことなどを音や動きなどで表現したり、

自由にかいたり、つくったりなどする」という項目が茶会開催の教育効果として期待される。 

身近な生活からの学びを重視する幼稚園教育では、家庭との連携が強調され現在に至る。「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が、共働き世帯の増加によ

って家族が集まって季節の行事を楽しむ時間の確保が難しくなっていることや年中行事を行う意識

が希薄な家庭の増加などの理由により年々低減している。そのため幼稚園教育に対して、家庭教育

を補完する季節感を持たせる教育を充実させる役割が大きくなっており、茶会の開催は季節感を園

児に体感させる体験・経験として教育的意義を持つ(3)。 

2018 年 2 月刊行の『幼稚園教育要領解説』の「第 3 節教育課程の役割と編成等」にある「適切な教育課

程の編成」では幼児の心身の発達、幼稚園の実態、地域の実態、創意工夫を生かすこと、という 4 点が掲

げられた。特に地域との連携について「幼稚園における教育活動が、教育目標に従ってより一層効果的

に展開されていくためには、保護者や地域住民に対して幼稚園の教育方針、特色ある教育活動や幼児

の状況などの基本的な情報を積極的に提供し、保護者や地域住民の理解や支援を得ることが大切（下線

部筆者）」である（４）。地域の茶道団体が幼稚園の教育活動にコミットすることは、地域と幼稚園との連携の

みならず、生涯学習の観点からも促進することが期待されている。 

 

 

茶会の準備 

 

 幼稚園での茶会開催については、幼稚園の教職員と茶会実施者との入念な打ち合わせと、幼稚園教

職員の園児に対する茶会への働きかけという二正面の対応が必要となる。 

Ⅰ．幼稚園教職員と茶会実施者 

幼稚園教職員と茶会実施者との事前準備については、両者の意思の疎通が重要となる。茶会実施日

を 2021 年11 月 17 日（水）に定めて、事前準備の入念な摺り合わせを行った。 

 幼稚園との正式な打ち合わせは 2021 年 10 月 13 日及び 11 月 2 日に行い、以下の事項につき検討・

確認した。これらに従って茶会実施者のなかで更に具体的な手続きの検討・確認を行った。 

（1）茶会参加の学年と人数 

①茶会には年長のきりん組（24 名）とぺんぎん組（25 名）が参加し、支援に教員 4 名（白井りえ、川島友里

花、中田大裕、平野由起子）と石川真裕美副園長があたる。 

②見学希望があってもコロナ禍への対応のため、保護者は遠慮していただく。 

（2）茶会実施者 

①表千家の小林直彦（師範）、南秀利、大森恵子、飛田玲子、川井育望、白田忠教、桜井勝秀、佐藤環

（計 8 名）。 

②記録・撮影は個人情報保護に留意して佐藤環が担当する。 

（3）茶会の形式 

 立礼にするかお座りにするかが問題となったが、立礼に決定した。 

（4）晴天時と雨天時の対応 

①晴天時の茶会は附属幼稚園南面の屋外グリーンコート（人工芝部分）で行う。形式として座敷（茣蓙と毛
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氈を使用）とするか長机を用いるかの選択となったが、長机を用いることになった。また水屋として使用

するためテント（天蓋タイプ）を張る必要があったが、附属幼稚園園舎を活用することで時間と労力を圧

縮した。 

②雨天時の茶会は、附属幼稚園屋内プレイルームで行う。 

（5）その他 

①茶会に供する菓子を主菓子にするか干菓子にするかが問題となったが、園児の趣向や望ましい分量

の観点から干菓子に決定した。 

 

図１．各種の干菓子（２０２１/１１/１７、佐藤環撮影） 

 

 
図２．銀杏と松ぼっくりの干菓子（２０２１/１１/１７、佐藤環撮影） 
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②掛物 

 掛物とは、床の間や壁などに掛けるために作成された書や画である。今回の茶会開催にあわせて、園

児が季節感を感じるような掛物を作成し、茶会当日、屋外に掲示することができた。 

 

図３．園児が作成した２幅の掛物（２０２１/１１/１７、佐藤環撮影） 

 

③消防法により釜に入れる炭の使用は認められないので、ヒーターを使用することとなった。 

 

Ⅱ．教職員による園児への働きかけ 

 茶会実施までに教職員が園児に対して事前指導を行い、以下の反応があった。 

・お茶会が催されることに、期待感や楽しみに思う子どもたちがほとんどであった。  

・家庭でもお茶を点ててもらった経験がある子どもも数名おり、「苦いから一緒に甘いお菓子を食べるん 

だよ」と友達に話したり「ぼくの家には茶筅があるんだよ」「お茶椀をゆっくり回すんだよ」などと伝えたり

する姿が見られた。  

・担任から、「お茶会の前までにみんなで作った掛け軸を飾りたいけれど、どのようなものにしようか」 と相

談した際に、さつまいも掘りを体験したばかりの時期だったこともあり、さつまいもをイメージして絵の具

で染めた紙を用いて、一人一人が『自分が掘ったさつまいも』をハサミやクレヨンを使ってそれぞれが

生み出し、クラスみんなのさつまいもを掛け軸一面にレイアウトし始めた。細長いお芋、太っちょお芋、

ちっちゃなお芋、デカデカお芋と、子どもたちが愛着をもって名付けたさつまいもの作品が掛け軸に並

ぶ。そこに、幼稚園の園庭で見つけたモミジの葉や柿の葉、登園する際に道端で見つけた木の実など、

秋の自然の贈り物を飾りに加え、色とりどりの美しい作品に仕上がった。子どもたちは大満足で、掛け

軸作りがお茶会当日への期待感を膨らませていた活動の一つとして位置づいたように感じた。 
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（以上、平野） 

・「お茶会って何？」という園児がほとんどであったが、話をしていくうちに、「抹茶？飲んだことある」「見た

ことある」など、経験したことや知識を話す子もいた。 

・クラスで話をすることで、知らなかった子たちも、「おいしいの？」「ぼくたちもできるの？」「いつやるの？」

と興味をもち、心待ちにする姿が見られた。 

（以上、白井） 

・お茶を飲むのが初めての子、飲んだことがある子と様々だったが、飲んだことがある子や、お茶をたて

たことがある子が、経験したことがあることや知っていることについて話をして、みんな興味をもって聞

いていた。 

・掛け軸をつくる時には、いろいろな葉っぱや枝をもってきて、お茶会を楽しみに、模造紙に貼ることを楽

しんでいた。 

・“頂戴いたします”と言ってからお茶を頂くと話をすると、みんな口々につぶやいたり、復唱したりして、

練習をしていた。 

・「器を回して飲むんだ」「私、お茶をたてたことがあるよ」とそれぞれ知っていることを共有していた。 

（以上、川島） 

・クラスごとに秋の様子を紙にはりつけてあらわした。 

（以上、中田） 

 

 

茶会の実施 

 

 2021 年 11 月 17 日（水）に知徳会（表千家：小林直彦代表）により茨城大学教育学部附属幼稚園での茶

会を開催した。 

（１）茶会実施者が行う前日の準備（2021/11/16・火） 

12：30  小林直彦師範宅に集合 

14：30  幼稚園に荷物の搬入開始（1回で済むように段取りを行う） 

（2）当日のスケジュール（2021/11/17・水） 

①茶会実施者 

園児登園以前の8：00に集合し、湯の用意。 

 準備物（干菓子、抹茶、懐紙、花、掛物）の展開 

②茶会の時程 

 8：30～9：10  園児の登園 

 9：30～10：30  きりん組（24 人）  お茶会 

  ・8 名×3 回（1 回約20 分）      

 10：40～11：40  ぺんぎん組（25 人） お茶会 

  ・8 名×2 回＋9 名×1 回（1 回約20 分）      

  12:00  茶会実施者が撤収 

（3）茶会の風景 
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 年長園児に対して茶会実施者がお茶と干菓子を供した。園児は日本文化としての茶道を季節感ととも

に味わっていた。 

 

図 4．茶会の一場面（２０２１/１１/１７、佐藤環撮影） 
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図 5．茶会の一場面（２０２１/１１/１７、佐藤環撮影） 

 

図 6．茶会の一場面（２０２１/１１/１７、佐藤環撮影） 

 



茨城大学全学教職センター研究報告(2022) 

- 46 - 

 

図 7．茶会の一場面（２０２１/１１/１７、佐藤環撮影） 

 

 教員の茶会に参加した園児に対する印象は、以下の通り。 

・お茶会当日は、普段と違う園庭の雰囲気に、順番で席に座る子どもたちの表情も凜としており、遠目から

見ると背筋も自然に伸びているように映った。お茶を点てていただいている間は、子どもたちも静かに

待っており、自分の目の前に届いたお茶に対して、丁寧に向き合う空気が流れていた。  

・お茶会に臨む際に、一列に並んで会場に入る際の子どもたちは、保育室から外をのぞいて、お茶会最 

中の友達の様子を遠目で見ながら、笑顔を浮かべながら「ドキドキする～」「楽しみだね」「早くやりた

い・・・」と、それぞれが前向きにお茶会に参加しようと感じていたようだ。  

・お茶をいただいて保育室に戻ってきた子どもたちは、とても満足そうな表情で、それぞれが友達同士 

で感想を述べ合っていた。「お茶、苦かったね」「でも、全部飲めたよ！」「お菓子が可愛かった～！」 

「先生、見て見て。お菓子の下にこんな素敵な紙が敷かれていたの。素敵だから、お家に持って帰って

お母さんに見せてもいい？」「私も！まだ、お菓子の甘い香りがすこーしだけ残ってるから、香りも持ち

帰りたい！」「またお茶会やりたい。冬にやったら、きっとお菓子も違う形だよね。」など、お茶会の余韻

を保育室でも味わい、友達と共感し、季節の移り変わりをお茶菓子の形から想像する子もいる。また、

お茶会の雰囲気を自分の大切な家族とも共有したいと願い、園と家庭とイメージを結ぶための「お茶菓

子の下敷きの紙」を大切に通園バッグにしまう子どもたちが大半であった。その日の晩、 家庭でどのよ

うな会話が展開されたのか、教師も想像すると心が温まった。 

（以上、平野） 

・お茶会当日は、普段と違う園庭の雰囲気に、順番で席に座る子どもたちの表情も凜としており、遠目から

見ると背筋も自然に伸びているように映った。お茶を点てていただいている間は、子どもたちも静かに
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待っており、自分の目の前に届いたお茶に対して、丁寧に向き合う空気が流れていた。  

・お茶会に臨む際に、一列に並んで会場に入る際の子どもたちは、保育室から外をのぞいて、お茶会最 

中の友達の様子を遠目で見ながら、笑顔を浮かべながら「ドキドキする～」「楽しみだね」「早くやりた

い・・・」と、それぞれが前向きにお茶会に参加しようと感じていたようだ。  

・お茶をいただいて保育室に戻ってきた子どもたちは、とても満足そうな表情で、それぞれが友達同士 

で感想を述べ合っていた。「お茶、苦かったね」「でも、全部飲めたよ！」「お菓子が可愛かった～！」 

「先生、見て見て。お菓子の下にこんな素敵な紙が敷かれていたの。素敵だから、お家に持って帰って

お母さんに見せてもいい？」「私も！まだ、お菓子の甘い香りがすこーしだけ残ってるから、香りも持ち

帰りたい！」「またお茶会やりたい。冬にやったら、きっとお菓子も違う形だよね。」など、お茶会の余韻

を保育室でも味わい、友達と共感し、季節の移り変わりをお茶菓子の形から想像する子もいる。また、

お茶会の雰囲気を自分の大切な家族とも共有したいと願い、園と家庭とイメージを結ぶための「お茶菓

子の下敷きの紙」を大切に通園バッグにしまう子どもたちが大半であった。その日の晩、 家庭でどのよ

うな会話が展開されたのか、教師も想像すると心が温まった。 

○保護者からの反応として：降園時に、お茶会の様子について伝える。コロナ禍で行事が縮小される中、

貴重な体験をして頂き有難いというお言葉を頂く。 

（以上、白井） 

・朝からお茶会を楽しみに登園してきた。「頂戴いたします」と口に出したりしながら、少し緊張している様

子もあった。 

・お茶会が始まると、いつもと違う雰囲気を味わいながら、緊張した様子で臨んでいた。 

・お茶の先生の服装や、お茶をたてる様子に関心をもって見ている姿があった。 

・お茶が運ばれてくると、みんな姿勢を正して向き合っていた。 

・「頂戴いたします」と挨拶をするのを楽しみにしていた子は言えたことが嬉しそうな様子だった。 

・お茶を飲むと、「苦い」「思っていたよりおいしい」とそれぞれ感想を言いながら、初めての味を噛みしめ

ている様子が見られた。 

・お菓子の形をみながら、「銀杏の葉っぱだ」などと嬉しそうに伝えてくる様子があった。 

（以上、川島） 

・お茶会の様子（場の設定・服装）に興味が高まっていて，多くの子どもが場所を見に来ていた。 

・お茶会後部屋に戻ってきた時は，楽しかったといわんばかりの表情でにこにこしていた。味は「にがくな

かった」と背伸びしているように聞こえた。 

（以上、中田） 

 

 

茶会による教育効果 

 

 茨城大学教育学部附属幼稚園教員が家庭文化との関連に言及した茶会による効果について、以下の

ように報告された。 

・翌日以降、「家でもおばあちゃんがお茶を点ててくれたよ」との報告があったり、「久しぶりに和菓子屋さ

んにお菓子を見に行った」と伝えてきたりと、お茶会を介して子どもたちが下敷きの紙と共に体験した
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話を持ち帰ったことで、家庭生活の流れに新しい風が吹き込んだり久々に行動に変化が生まれたりと、

家庭への刺激も大きかったのではないかと、子どもたちからの話を聞いて感じ取った。 

（以上、平野） 

・後日、保護者から「息子から、お茶会の時の菓子が食べたいと。どこで販売しているのか。とてもおいし

かったらしい」話があった。 

（以上、白井） 

・お茶の味など、感想を伝え合っていた。「楽しかった。またやりたい」と充実した時間を過ごせた様子だっ

た。また、初めてのお茶会を経験したことや、お茶を飲むことができたことで成長したような、自信につ

ながったような表情をしていた。 

（以上、川島） 

 

 これらの報告は、「隠れたカリキュラム」を指摘した言及である。「隠れたカリキュラム」は 1960 年代に米

国の教育研究で注目され、目には見えにくく潜在的に伝達・受容されるカリキュラムであり、学校で行われ

る正規のカリキュラムとは別に子どもたちが暗黙裡に学び取っているカリキュラムである。つまり、学校の

正規カリキュラムの中にはない、知識、行動の様式や性向、意識やメンタリティが、意図しないままに教師

や仲間の生徒たちから教えられていくといったものとして観念される。 

 実施した茶会において、家庭の教育文化との対応に注目せざるを得ない。幼児の大多数の家庭では

すでに茶道文化を有しているほか、園児はその文化を継承することに違和感がないことが明らかとなった。

茨城大学教育学部附属幼稚園は 1967 年開園であり歴史が浅いとは言え、戦前の茨城県師範学校・官立

茨城師範学校の系譜にあることで地域における威信が高く、また入学希望者に対して選抜試験がなされ

ているため、家庭教育と学校の教育文化との親和性に注目する必要性があろう。 

 

 

結語 

 

茨城大学教育学部附属幼稚園で幼児に対する茶会開催の効果について以下の二点を指摘できる。 

第一点。学校と地域との連携における実践がなされたことが指摘できる。茶会開催を快諾戴いた表千

家の小林直彦代表は水戸市内の学校において茶会を実施した実績を持つが、小林代表と人的つながり

がある者の仲介により茶会が実現できたと言える。学校のカリキュラム・マネジメントにおいて学校と地域と

の連携・協働が強調されるけれども、それらの実効性を担保するには学校に対して協働することを肯んず

るだけの人間関係の構築が前提となろう。今後、この点に関する論究の蓄積を望みたい。 

第二点。「隠れたカリキュラム」、つまり家庭文化の延長として園児が当たり前のように茶会を楽しんでい

ることである。茨城大学教育学部附属幼稚園は一般的な幼稚園とは異なり、戦前からの師範学校の系譜

にあることや試験選抜を実施していることにより世評が高く、入学した幼児の背景にある階層文化も伝統

文化との親和性が高いことが推察できた。 

これらのことから幼稚園で企画される行事の成否は、子どもの背後にある家庭文化により制限される可

能性を考える必要があろう。幼児の背後にある地域性や階層文化の実態を踏まえた行事の立案・実施・評
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価をすることが求められているのである。 
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注 

 

(1) のぞみ幼稚園『おさきにどうぞありがとう：茶道教育実践記録 のぞみ幼稚園創立 15周年記念』

のぞみ幼稚園、1990 年。本多紀朗、萩原英子「幼児教育における体験と学びについて : 実践授業

「土粘土で抹茶茶碗を作ってお茶会をしよう!」による指導法を事例として」大阪芸術大学短期大学

部学術研究委員会編『大阪芸術大学短期大学部紀要』41号、2017年。 

(2)佐藤環「幼児の季節感を醸成する保育－幼稚園教育要領における環境領域を中心として」『2021 年度

茨城大学全学教職センター研究報告』、2021 年、1-11 頁。 

(3)同上注。 

(4) 上原貴夫「地域における年中行事と子ども達の参加の変遷に関する研究 －少子高齢化時代を見据

えた子どもが参加する地域づくり－」『児童文化研究所所報』35 号、2013 年、27-36 頁。 

 

 


