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はじめに

本稿は， rベルリン教育要領j (Berliner 

Bildungsprogramm) を手がかりにしながら，

ドイツの幼児全日施設(Kindertagesstatte)にお

ける道徳教育について検討しようとするもので

ある O

我が国の平成20年版の『幼稚菌教育要領jの

第 1章「総長引では，幼稚顕教育の基本として，

「幼稚密教育は，学校教育法第22条に規定する

目的を達成するため，幼児期の特性を踏まえ，

環境を通して行うものであることを基本とするj

という従来の文言の前に， r幼児期における教育

は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な

ものであり j という文言が新しく加えられた。

つまり， r人格形成の基礎を培うJという表現が

示しているように，幼児期における道徳教育の

基礎の重要性が意識されるようになつたω

しかしι，幼;鬼包期における道f徳徳壱恵、教育に関しては，

その f幼稚留教育要領jを銚めても，第 2章

「ねらい及び内容jに示された 5領域の一つであ

る「人間関係jの領域のなかで，次のような文

章が，平成10年版の『幼稚i語教育要領Jから，

一字一匂の変更もないかたちで記されているだ

けである O

「道徳性の芽生えを培うに当たっては，基本的

な生活習慣の形成を図るとともに，幼児が他の

幼児とのかかわりの中で他人の存在に気付き，

相手を尊重する気持ちをもって行動できるよう

にし，また，自然、や身近な動植物に親しむこと

などを通して豊かな心情が育つようにすること O
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特に，人に対する信頼感や思いやりの気持ちは，

葛藤やつまずきをも体験し それらを乗り越え

ることにより次第に芽生えてくることに配慮す

ること。Jω
このような記述以外には 平成20年版の f幼

稚圏教育要領jでは，直接的に道徳教育に関し

て記した文章はまったく見られない。つまり，

第 1章「総別jにおいては，幼児期における道

徳教育の基礎の重要性が意識されても，第 2寧

fねらい及び内容Jにおいては，それに対ー応する

かたちの文章は示されていないのである。すな

わち，平成20年版の f幼稚園教育要領jは，若

干の加筆修正を施したものの，全体的に従来の

内容にあまり手を加えておらず，そうした全体

的な傾向が基本的にそのまま道徳教育に関して

も反映したものになっている O

ところが，平成18(2006)年に，我が国では認

定こども圏が法制化され，幼児期の教育は，大

きな転換期を迎えようとしている O したがって，

次回の『幼稚顕教育要領jの改訂では，今回と

は異なり，大幅な変更が予想される O そのよう

な状況にあって，幼児期における道徳教育が，

いつまでも平成10年版の内容を継承しているだ

けでは済まされないであろう O 特に，青少年の

規範意識の低下が問題視されているなかで，そ

の基盤となる幼児期の規範意識の問題，すなわ

ち幼児期の道徳教育が抜本的に検討されなけれ

ばならないであろう O

その際に， ドイツの首都である『ベルリン教

育要領一就学までの全目指iJ施設における子ども

の I~旬冶・~JlI育・養護 (2004年ベルリン市政府行

政)_j(3)に記された道徳教育の有り様は，我が

国の幼児期における道徳教育のよりよい在り方



を模索する上で，大いに参考になると考えられ

るO なぜなら， OECDでも， rベルリンの教育

委領jは，次のように注白されているからある O

「ベルリン・カリキュラムには，教育(エデユ

ケーション)の仕事と方法についての lつの

章があり， r毎:8の生活を子どもとデザインす

るj という節カfある O そこではペダゴーグ

(Erzieher)の仕事が列挙されているが，それ

は施設での生活が，子どもの自律性および

種々の集団内で責任をもち民主的に生活する

能力を強めることを保障するためのものであ

る。jω

しかし，この教育要領の詳細については，管

見する限り，我が屈ではほとんど研究が行われ

ていないj犬j兄である (5)。

そこで，本稿の目的は， rベルリン教育要領J
を手がかりにしながら， ドイツの幼見全日施設

における道徳教育の特質の一端を明らかにする

ことである O そのために，まず，ベルリンの幼

児全自施設と教育要領について，その位置づけ

を確認する O 次に『ベルリン教育要領Jの全体

像を明らかにした上で，教育の目標について明

確にする O さらに 教育内容の特徴を領域ごと

に明確にする O これらを踏まえて，最後にドイ

ツの幼完全日施設における道徳教育の特質につ

いて探究する O

1.ベルリンの幼児全日施設と教育要領

周知のように，日本では，幼稚留が文部科学

省の管轄にある O そのために，学校教育法の規

定に基づいた『幼稚匿教育要領Jが文部科学大

臣によって告示される O また，保育所は厚生労

働省、の管轄にあるために 児童福祉法の規定に

基づいた f保育所保育指針Jが厚生労働大臣に

よって告示される O したがって， r幼稚園教育要

領jと『保育所保育指針jは法的拘束力，制約

力を有しており，基準性が強いものであること

から，そこでは必要最低限の内容が記載され，

詳細については各々の解説書が補うかたちにな

っている O

それに対して， ドイツでは，そもそも設置基

準をはじめ，教育要領の法的位置づけなどがま

ったく日本と違ったものとなっている O

ドイツには，保育所 (0~ 3歳児を対象)と幼

稚国 (3~ 6歳児を対象)を総合したような幼児

全呂施設が広く点在している O その施設は，児

童・青年援助法(Kinderund ]ugendhilfegesetz) 

という， r教育と福祉jの縦割り行政を超えた総

合法に員IJって作られたドイツ社会教育施設であ

る(6)。ドイツでは，この児童・青年援助法を基

盤として，各ナHの政府は，規制と財源を記した

社会法第 8条 (SGBVIII法)によって，設置す

る枠組みを満たすとともに，各自治体法によっ

て幼児全日施設の具体化を図ることになってい

る(九首都のベルリンでは，ベルリンの幼児全

日施設助成法(Kindertagesおrderungsgesetz)に

基づいて，幼児全自施設の役割が提示されてい

るO 特に幼児全日施設における教育のねらいに

ついては，次のように記されている O

「保育は，家庭に近い世話(Betreuung)の形態

の中で，責任のある (eigenverantwortlichen)， 

共同能力 (gemeinschafts臼higen)のある人格

(Persりnlichkeit) の発達を促すべきである O

そのために，家庭における教育(Erziehung)， 

陶冶(Bildung)を保護し祷い，そして仕事と養

育が両立できるように保護者を支援するoJ(8) 

このねらいに示されているように，幼児全日

施設では， r人格の発達Jという目的を遂行する

ために，家庭教育の補完を「家庭に近い世話の

形態、J(familiennahen Betreuungsstruktur)と

いう保育スタイルによって実践することが義務

づけられている O したがって，その法的ガイド

ラインに沿って『ベルリン教育要領Jが発行さ

れている O その fベルリン教育要領Jでは，物

理的条件である構成員をはじめ，活動時開・空

間，使用道具・教材などが記され，その保育ス

タイルの特質が明らかにされている O

まず，構成員について言えば，その構成員は，

乳幼児，幼児の混合年齢であり，さらに，障碍

児をはじめ，さまざまな文化的背景をもった子

どもなどの異質集団を前提としている O 次に，

活動時間・空間と使用道具・教材ーなどについて

言えば，個々の保育時間は家庭条件によって違

うことから，フレキシブに対応できることが求
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められている O したがって 建物の構造や教室

のしきりといったハード面をはじめ，カリキュ

ラムや教材といったソフト面でもオープン教育

のスタイルが採用されるとともに，子どもの自

発的な体験的活動を保障する空間が用意されて

いる O その空間についてもう少し詳しく言うと，

保育室，慰庭，閣外が設定されており，それぞ

れの場において，いくつかの教育領域へ子ども

が自発的に向かい 「生活に役立つ学びの体験J

(Zusammenfallen von lebenspraktischen 

Tatigkeiten und Lernerfahrungen)ができるよ

うに，環境が整えられている O そして，子ども

の体験を意義あるものにするために，子どもに

円一分な余地J(genugend Freiraum)が保障され

ている O したがって，保育室にはいくつかの教

育領域のねらいに応じたコーナー，機器，道具，

材料，展示物などが備えられており，できるだ

け子どもが自己のイニシアティブで使用し，学

習を発展することがでで、きるようになつている (ω9ω)

このような保育ス夕イルによつて，幼児全日

施設は営まれているが，そこでは，子どもと保

育者だけでなく，保護者も加えたかたちで，三

者がケアリング・コミュニティの成員として共

同体を構成している(1ヘその中で f人として生

きること，知ること，為すこと，共に生きるこ

とJ(1))が学ばれることになっている O その点か

らすれば，幼児期の発達へのホリステックな教

育アプローチが採用されていると言えよう O

したがって， ドイツの幼児全日施設は，保育

所のような環境をベースにしながら，ホリステ

ァクな教育アプローチを基本にした幼稚園のよ

うになっている O その意味では，この幼児全日

施設は，小学校(初等教育)へのレディネスに

重きを置いたカリキュラムになりがちな日本の

幼稚園とは，根本的に違うものであると言えよ

λ (12) 
ノ O

その幼児全日施設の教育呂標や教育内容など

については，たとえばその大きな目標は， rベル

リン教育要領jにおいて， r社会における倫理的

規範的信念に基づき，さらには社会的な発展の

分析に基づいたものであるJ(13)とされたうえで，

ドイツ連邦青少年管理委員会の分析を根拠とし

た幼児の「人格発達J(Persりnlichkeitsentwi-

cklung)に置かれている O その内実は，知識基

盤社会に備えた問題解決能力， リスク社会での

アイデンティティーの維持，労働社会の受容，

社会での自己責任の確立，民主的な考えと行為，

多種多様の市民社会の強化，共生，協同の形態

の発展への寄与となっている(1九

このような目標に関することだけでなく， rベ
ルリン教育要領jには，教育内容などについて

も，詳細で具体性のある記述がなされている O

なぜならば， rベルリン教育要領jは，日本のも

のとは異なり，特に強い制約力を持たないとい

うこともあって，日本のね)J有tl語教育要領iに

記された内容の要素とともに，その解説書の内

容の要素も合わせて包含したようなものとなっ

ているからでさる O したがって，この fベルリ

ン教育要領jの内容を丹念に 11今i床検討ーすること

は，ベルリンの幼児全日施設の教育目標をはじ

め，その内容なととの基本的な特徴を的維に把握

できる点で，有効な方法である。そこで，以下

では，この『ベルリン教育要領jを詳細に見て

しミくことにする O

11.幼児全日施設の教青自標

『ベルリン教育要領Jでは， ，-幼児の陶冶過校

(Bildungsproses)は総体的かつ包括的であるJ<ゆ

として， r陶冶理解J(Bildungsverstandnis)が

着呂され，その「陶冶過程jを基i/!UIとした目標，

保育者の課題，教育内容(各領域)，その他の事

柄が構成図で示されている O この構成図は，互

いの関連性を視覚的に体系化したものである

(図 lを参照)0 以下では それぞれの笛所につ

いて簡潔に説明する O

まず，図 lの左上に示すれ均冶理解」は， rlj句

冶とは人間自身が外界への表象に向かう習得行

為(Aneignungsta tigkei t)であるjとし 1うフンボ

ルト (Humboldt，Friedrich von) の考えに依拠

し，幼児の特性を踏まえた，あくまでも「子とと

も側からの意義Jとして， r陶冶理解」が三つに

区分されている O すなわち， r子ども自身の世界

における子どもjつまり「自己のイメージに向

かう J(sich ein Bild von sich selbst machen) 
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こと， r子どもの社会の中における子どもJつま

り「他者のイメージに向かう J(sich ein Bild 

von sich anderen machen) こと，そして「外

界の事象体験，外界探求jつまり「外界の表象

に向かう J(sich ein Bild von der Welt machen) 

ことである O

次に，図 1の中央上に示された邑標は，前述

の「陶冶理解jに基づいて構成されている O つ

まり，前述の 3つの区分において，習得する能

力がそれぞれ明らかにされている o r呂標は幼児

の人格発達(Persりnlichkeitsentwicklung)Jに

自を向けて構成されているjとあるように，そ

の「能力J(Kompetenzen) とは，人格発達を

促す能力である O その能力が四つ示されている O

<陶冶理解>

目標

. r自我能力」

. r社会的能力J

• r事物能力」

. r学び方能力J
¥¥  

<陶冶理解> <陶J合理解>

幼児側からの意義 保育者側の課題

-自分の世界の中の子ども -日常生活の中で

-子ども社会の中の子ども <教育の領域> -遊びの中で

-世界現象の体験と探求 . r身体と運動と健康J -プロジェクト活動

. r社会的、文化的環境J -保育室の工夫

. rコミュニケーションj

言葉

文字文化

メディア

. r造形的表現」

. r音楽」
両親との協同 「同 . r数学の基礎体験j Il 小学校への移行

. r自然科学、科学技術

の基礎体験j

民主的なかかわり

-コミュニケーション

-参画

観察 と 記録

図 l 教育要領の構成図
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すなわち， r自手文能力J(Ich -Kompetenzen) ， 

「社会的能力J(Soziale Kompetenzen)， r事物

能力J(Sachkompetenzen)， r学び方能力J
(Lernmethodische Kompetenzen)である側。

まず「自我能力Jは，自分自身のことを意識

し，自分の力を信頼し，自分で責任をもって行

動し，依存を離れて独自のイニシアティヴを発

達させるものである O 次に， r社会的能力Jは，

社会的な関係を受け入れ 相反するものに対ーす

る承認-尊敬の心を形成し さらに社会や経済

社会の状況を把握し 他者との交際の中で責任

をもって行動し，様々な関心事を協議しながら

取りきめるものである O また， r事物能力Jは，

世界を習得する，つまり生活留にある事物を理

解し，論理的かつ実用的な知識と実現性(能力

と熟練)を身につけ そこで判断したり活用し

たりする遂行能力及び表現能力を発達させるも

のである O さらに， r学び方能力jは，何を学

び，どのように学ぶかという人間が学ぶことの

基礎的な理解である O つまり，自分自身で知識

と実現性の能力を身につけ，些細な中から重要

な事柄を判断し，他者カか〉ら学ぶd心L心、構えを身につ

けるというものでで、ある(川l口川7η)

また，図 lの右上は， r陶冶理解jを根拠とし

た保育者の自指すべき諜題が整理されている O

「教育のプロセスは総合的(gesamten)に幼児全

日施設の呂常によって遂行するJ(18)ことから，保

育者の教育的に計画した課題や活動で区切らず，

U、下のような場面に応じて教育課題が分割され

て，適宜に実施する総合的な教育が目指される

のである O

以上のような「陶冶理解jによる目標が示さ

れたうえで，図 lの中央に，それに向けての教

育内容としての「教育の領域jが，次の七つの

各領域のかたちで提示されている O すなわち，

①「身体と運動と健康J，②「社会的，文化的環

境J，①「コミュニケーションJ，④「造形的表

現J，①「音楽J，⑤「数学の基礎体験J，⑦「自

然科学，科学技術の基礎体験J，である O

さらに，図 1の左下に示されている「両親と

の協同jは，両親との協力的な活動がいかにで

きるかという可能性を導き出したものである O

また，図 1の右下に示されている「小学校への

移行jは，幼児から児童へ移行する時の子ども

の精神的な状態，両親の不安などを克明に記し，

いかに支援すべきかを示唆している O

関 1の中央下に示されている「民主的な関わ

りjは，協同とコミュニケーションに対する要

請である O 本文では f幼児全日施設における仕

事の組織，運営規員IJ，共同活動的な文化性は幼

児たちの陶冶過程において決定的な影響を及ぼ

すJ(9)として，仕事の組織に関与するうえで弐

主的であるために，共同的な活動，民主的なマ

ネージメントの方法 民主的な資質の担い手と

して幼児に応じるための相互の関わりについて

記載されている O

なお，図表 1の下に示されている「観察と記

録j は，子どもの rll~û冶過程j を効巣 Ij'J に支援

できる大切な方法として保育者に諜せられ，そ

のうえで，保育者の専門tl:を位置づける有効的

な手段として位置づけられるとともに， t.:J、下の

ように明確に義務づけられている。

r子どもの態度がしゅ、なる根拠に義付けーられて

いるのかを推測し それを発達課題に置くため

には，保育者の明確な観察と専I:JIJIYJな経験，お

よび保育者間の意見交換によって検討されなけ

ればならないjl紛

さらに，子どもを客観的な根拠によって，理

解し的確に働きかけることができる保育者の専

門性を高めるために 同僚との協力関係が重視

されている O

以上， rベルリン教育要領jにおいて示された

構成!習を見てきたように，その基軸は「陶冶J
というところにあり， rll旬冶理解Jが目標と深く

関係している O 特に [~ 1の中央上に示された

rl淘冶理解Jのところの諸能力は， r大人の意図

的な働きかけ (Anregung)のプロセスによって

なされる陶冶J，すなわち， r陶冶の方向性を明

らかにした『目標Jを定め，系統だった取り組

みを行う J陶冶である点で，幼児全日施設にお

ける中核的な教育白擦として提示されたもので

ある，と言えよう(印。
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ill. 幼児全自施設の教育内容

ここでは，中核的な呂擦と最も関連性のある

教育内容としての「教育の領域jを取りあげる O

具体的にいうと，前述した七つの教育内容の領

域，すなわち，①「身体と運動と健康j，②「社

会的，文化的環境j，①「コミュニケーションj，

@I造形的表現j，①「音楽j，①「数学の基礎体

験j，⑦「自然科学，科学技術の基礎体験Jを取

りあげ，それぞれについて詳細に検討していく

ことにする O その際に， 11)毎冶過程jにおける意

義と目標を中心に，取りあげることにする ω0

1. 1身体と運動と健康Jの領域

fベルリン教育委領jでは， 1運動は特有かっ

基本的な教育内容の領域のひとつであり，これ

は空間的，身体的，操作的な方向感覚を導くも

のであるj仰として，運動によって方向感覚を

導くことの意義が二つあげられている O 一つは，

子どもの思考の発達を促すという点である O つ

まり，幼児は，感覚による身体的経験を獲得し

ようとする知覚運動的な行動を出発点として，

運動能力の発達に伴い，経験の認識を洗練して

記憶することで思考の発達を促しているとして

いる O いま一つは，将来の感情的葛藤の寄り幅

(in der ganzen Spannbreite der emotionalen 

Konflikte) を決定する要因になるという点であ

るO 子どもは自己の感覚を基準にした自己決定

によって行動する O そして その経験から情報

を感覚的な領域に取り込み獲得していく O しか

し，自己の感覚的決定に対する大人のかかわり

方が管理的であったり 抑制的であったりする

と，感覚を働かすことができず，幼児は行動に

対して臆病になったり 無謀になったりすると

いうことである O

健康に関しては， WHOの「自己の健康に配

慮し，健康的な生活条件を生み出すための能力

を人間に与えることJが課題とされている O そ

れは，自己の身体的健康の維持や食事に対する

だけではなく，重要課題として「子どもが偏見

を持たずに自己の性を発達させることができる

ことJ側として，精神的な健康も包含されてい

るO

また，前述した「拘冶過程jを踏まえて，教

育目標との関連性の中で構造的な具体化が図ら

れている O その際に， 1子ども側からの意義」に

基づいた「陶冶理解jの三区分が活用されているO

『ベルリン教育要領jには それに関して詳細

な記述がなされている O その記述を要約して表

にまとめれば，次の表 1のようになる O

表 1 1身体と運動と健康jの教育目標

自分の世界の中の子ども 子ども社会の中の子ども 世界現象の体験と探求

機敏性，調整力の獲得 身体欲求，興味，感清の自己表 -知ることへの楽しさ発見
-自己の身体的可能性の把握，連 現と同時に他者理解 文化的な背景による自己の性に

自 動への興味と挑戦 -他者との身体接触を好む 気づく
我 -健康状態を表現する -性的自己同一性の意識化 -環境にある危険を判断し，その
ぷn、レE -性的欲求が発揮できる -快適な食事文化への貢献 心構え，能力の発達
力 -食事を楽しみ，主体的に選び取 気候状況に相応しい衣類により

れ，空Jl夏，のどの渇き，満足を 身を守る
知る

体を動かす中で自己の決まりを -身体遊びにおける提案や解決を 違った体験への参加意欲
見出し，他者の決まりを認める 申し出，相手の興味を支持し， -性的役割，外見による文化的な

社能力ム的式

-他者の身体能力に気づき，助け 集団遊びの決まりを受け入れて 棺違の尊重
て協力する 協力する -違った体験をしている人の身に

-自己の限界を支持し，他者の限 身体接触のルールを話し合って なって感じ取ることができる
界も受け入れる 決める

-他者に挑発された時，一線を密
することができる

-身体部位の名称，身体機能に関 -喜びと粘り強さで，国難な運動 -違った生活環境での生活条件の
する基本的理解 に挑戦し克服する 共通性と相違性に関する基本的
性別に関する事柄，健康的な事 -感情，身体感覚表現で発見した な知見
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事 柄の基本的な理解の獲得 ことをf患者と伝えあう O 食鵠供給の世界的な密接なかか
物 食事習t畏，身体，性，健康，役 -他者との共通のi味覚，相違を主fl わりに関する基本的な知見
宝".刀ι、 割，人との関わり方の文化の違 る 世界における不均一，不公平に
i哉 いに関する基本的理解 関する基本的な知見
~‘レE -自己体調に関わる事柄の知識の -健全な環境，生態系の循環に関
力 獲得 する知識

-宣伝の意思，機能にi謁る基本的

な知見

運動，食事による健康維持，自 -集団には身体的な能力が様々な 自己の世界イメージの中での経

弓管理への意識へと導く 子どもがいるという基本的な認 験や観念の整理

-自己の成長の可能性に対する意 識の獲得 歴史的，文化的に現れる事象と
学び

識を育てる -集団における決定構造を認識 実体験との関連
方
の

し，決定に関わる意志をもっ テレビ，コンピューターなどの

力能
-他者の考え，他者の感情を知る 仮想、の世界と実体験との関連

2. 1社会的，文化的環境jの領域

人間は，誕生するとすぐに親との社会的関係

性を陶冶行為の有効な手段として，親の持つ文

化性を刻み込んでいくことになる O それによっ

て，保育者はその家庭の文化を尊重し，理解し

て，それを広げていくことで，自己と他者を尊

重できる文化的な環境とともに，民主的な社会

性とは何かを学び それを身に付けていくこと

のできる環境を整えていかなければならない。

それと同じような「社会的 文化的環境Jを整

えることが，幼児全日施設の中でも求められる O

その点に関連して， rベルリン教育要領jの中で

も，次のような記述によって， 1社会的，文化的

環境jの有り様が示されている D

「幼児全日施設の中が，子どもにとっての初め

ての大きな子ども社会であり，その中で根本

的にすべてが同等の権利と可能性をもつよう

になる O そして，デモクラシーに対する子ど

も相応の体験のための特別な前提条件がもた

らされる O 子ども社会内の共通性，相違性の

発見，互いの正義の承認，公平なこと，不正

なことのための対立，関争による自己表明が，

学ぶことの楽しさ，広い経験に

対する好奇'心，自己の活動範問

の拡張を発展させる

このような子ども社会においてのみ現れてく

るO ただし，決定者を除いてなされたIl寺，こ

のような質の高い有効な関係性は子ども社会

の中を乱してしまうということについて，保

育者は気づかなければならなし」それと同時

に，子どもが他者によって自分の権利を傷つ

けられた時には，実任を持って対ー処すべきで

ある oJ<お)

このように，幼児期に胸治される「民主的な

社会性Jが明確化され，その観点から三つの道

徳性が示されていることに気づかされる O すな

わち，一つ自は，子ども社会内の共通性，相違

性の発見による他者理解である O 二つiヨは互い

の正義の承認である O 三つ自は公平であること，

つまり権利の明確化である制。

なお，この領域は，以上の事柄に加え，自分

自身に影響を与えているベルリンとし寸環境の

学習も含まれている O

また，前述した 11淘冶過程jを踏まえて，教

育目標との関連性の中で構造的な具体化が，同

様に示されている O その記述を要約して表にま

とめれば，次の表 2のようになる O

表 2 1社会的，文化的環境Jの教育目標

自分の世界の中の子ども | 子ども社会の中の子ども | 世界現象の体験と探求

-自分自身の欲求，言葉，感情の|・自己の関心，興味，感情の言語|・自分自身で何かができるという

意識化 | 表現による他者との意志の疎通| 意識の発達

・自己の欲求，興味，感情の相応 I.他者と結びつく共通性， ;f自違性， I .社会の能動的な一員としての理

しい表現 i 互いに提供しあえることによる i 解
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有を -自分の能力への信頼 所属感の認識 考えを発達させ，他者を尊重し

力
-家族への所属感情 -自分の考えを築き，他の考えの つつ，イニシアチヴをとって信

文化的な形成による自己のアイ 受け入れ 念を貫く
デンティティー(自己，家族の -子どもにある公正の認識，自己 -経験，知識，情報に好奇心をも

経歴，伝統)への気づき，認識 の公正の保障，不正に対する抵 って自己を開く

-破壊，危険，矛盾による生活の 抗への信頼
過渡期，境の克服

-期待，要求，感情などに気づき， -他者に耳を傾けることでの視点 -子ども簡，大人との相互関にお
思いやる関係性 を変えた理解 ける興味の違いへの知覚，認識

子土 -家庭とは違う規範，規則を認識 -違う希望があることを伝え，対 -居住地包ごとの住民の興味の差
ぷヱミ入 した時，その理解への努力 立する事柄は話し合って決め， 異への知覚，認識

的 行動の順番の認識 必要に応じて最終的に妥協する 様々な生活形態おける文化的，

能 という事 宗教的差異への知覚，認識，尊

ブユ -苦情を表明し合い受け取る 重
. Kitaの共同生活における規範，

規則の申し合わせ

-事象，現象の知覚，その共通性， -相違，共通性の区別認識 -普遍的なこと，一般的了解事項

事
相違性の認識 -普遍的なこと，一般的了解事項 の教育(過去，現在，未来の違

物
-一般的な身の屈りの事柄への理 の習得(専門分野で認められて い，地理的な基本理解)

宝11.刀心、
解 いる事柄) -道路交通上，公共交通機関にお

i哉
-用具，メディア，工具，物品の ける安全行動

ぷn、~
操作，取り扱いの技能 自己体験とメディアとの相違の

力
-メディア体験の遊びへの置き換 認識

-メディアが提供するものへの批

判的な付き合い方

経験，イメージの整理，系統だ -様々な解決を生じさせるための -自己の見かたを正す必要がな
司L戸 様々な経験，意見交換 く，他者と争わねばならない事

学び -自己と他者の行動における関係 -共通の事物における共同，分担 柄に関する基本的理解の発達
性，関わりの認識 様々な事柄の学びの準備 -決定構造を知る

ブ7 -電化メディアの知識，情報のたの

力能
めの利用を知る

-自己実現，決定の可能性を広げ

る教育の認識

-世界の歴史の成り立ちを知る

3. rコミュニケーションjの領域

i可じ事柄が様々な言語で示されることに幼児

が気づいたとき，言葉や言葉の現象にについて

深く考え始める O したがって fベルリン教育要

領jでは， r言葉の知覚は，思考の発達を促進

し， r文字への途上j(auf der Weg zur Schrift) 

における重要な認知となる。J(27)という考えから，

多言語に触れる機会が幼児全自施設の活動に取

り入れられている O また， r映像，文字言葉との

早期のメディア体験や出逢いが，言語陶冶の構

成要素となるJ(28)という考えから，文字や文字

文化や数字への子どもの興味を捉えて，これら

に関連したきっかけを与えるメディア環境を作

り出すことも保育者の課題として捉えられてい

るO

けられている O 現実としては，テレビの体験が

こやっこ遊びに組み込まれ 子ども同士の話題の

きっかけになり，遊びのレパートリーを広げて

世界を認識して習得するとした実態から，メデ

ィアが包含するものが，非常に早期の知覚過程

に入りこみ，現実的な陶冶と結び付き，アイデ

ンティティーの形成に寄与している O そのよう

な現実を踏まえ，子どもとメディアの関係性に

ついては，次のような指摘がなされている O

「メディアの多様性，自由裁量性，常在性が今

呂の子どもたちに多くの情報源を開放し，

様々なコミュニケーションの形態を与える

ようになった O すでに園児もこの状況の中

で，メディアを手段として世界を習得してい

る。j側

特にメディア環境にかかわっては，注意が向 しかし，これは世界認識の拡張と同時に，ス
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テレオタイプや闘争的な態度を思定化させる

場合もある O そのために メディア体験に関

する取り組みは，幼児全百施設の重要な仕事

に組み込まれている O 保育者は， Iメディアを

利用することで，子どもの内にあるものを理

解し，それと結び付いた感情，体験，現象を消

化(verarbei ten)させることを支援する。J(30)とし

て，メディアを子どもから避けるのではなく，

一緒にメディアとかかわる中で，メディア認識

を確立して消化させることが目指されている O

さらに，自己責任において，メディアを扱わせ，

自己の表現，コミュニケーションの手段に利用

する機会を与えている中で，重要かっ積極的な

取り組みとして，メディアを批判的に扱うこと

が求められている(山口

さらに，子どもの言葉の習得の特徴は， I相互

関係行為J(Handlungszusammenhangen)であ

るとされている O つまり 相互の関係文脈から

子どもは言語を理解して習得していくわけであ

るO したがって，相手に伝えたい，伝えたこと

を理解してほしいと欲する子ども自身の意志に

よるコミュニケーションの場が重要である O し

かし，幼児にとって，言葉の習得を呂的として

コミュニケーションカfあるのではなく，コミュ

ニケーションのために言葉を獲得することから，

本領域の目的はあくまでもコミュニケーション

であり，言葉，文字はそれ自身が目的なのでは

なく，邑的のための手段に過ぎないとされてい

るO

なお， rベルリン教育要領jでは，いわゆるマ

イノリティーに属する子どもに対しても，配慮

がなされている D 一つは， ドイツ認を第 2言語

として習得する子どもに対ーする配慮であり，い

ま一つは，障碍をもっている子どもに対する配

患である O

前者について言うと，子どもの言語，それに

伴った知識への敬意や興味を十分に示して，子

どもを勇気づけることの重要性が，保育者に求

められている O さらに， I最初は訂正せず，自由

に表現や理解をさせて，子どもの意志への励ま

しがとりわけ有効である O 大人の持続的，肯定

的な共感を与えないと，子どもは諦め，黙り込

んでしまう。J<沼)という考えから，子どもの感覚

的に獲得した表現-理解の受容と子どもの意志

が第一義的に尊重されている O

また，後者についていうと，子どもの観察を

通した言語の障碍の早期発克も保育者の重要な

仕事であるとされている O そのうえで，ベルリ

ンでは， I嘩碍児を別にしないという統合教育が

支持され，保育者の両親，専iヨ1)家たちとの連携

が非常に重視されている O 場合によっては，保

育者の手話の習得も求められている O

前述した「陶冶過程jを踏まえて，教育目標

との関連性の中で構造的な具体化が，同様に示

されている O その記述を要約して表にまとめれ

ば，次の表 3のようになる O

表 3 IコミュニケーションJの教育目標

自分の世界の中の子ども

-自己の関心，興味，感情の表現
.他者への言葉による伝達

-言葉，話すことへの喜び，自分
の言語能力に対する信頼，言葉

自| の広がり
I .読んだ本の話の中に興味を見つ

我| け出す。

部|・自己のアイデンティティーの一
一| 部である家庭言語を意識する

力|・自己のイメージを発達させ，表

現して「自分が何者かJを知る
・メディアで見開きしたこと，そ
れとつながっている感情を表現
に用いる

子ども社会の中の子ども

-他者に希望，感情を伝え，傷つ
けられたときに言う

-自己の考えを伝え，理由を説明
する

理想、を言葉で表し，それに対す
る興味を喚起しようとする

-自己の属している言語群を意識
する

-言葉やその意味の風習を楽し
み，機知に富んだ言葉を獲得し
ていく
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世界現象の体験と探求

-思考，アイデイアを発達させ，
表現して他者を感動させる

-言葉，文字の美しさを発見する
.自分の認識や身に着いた自立的

な思考，実行を喜ぶ
自己のi味覚を伝え，自立性を獲
得する



-注意して耳を傾け，それについ -他者に何かをしてあげたり，も -他者の企画を引き受け，実行す

て何かを言ったり，行動したり， らったりするつながりをもっ る

質問したりするといった反応に 他者が抱いている視点に立って 地者の好きなこと，表現形態を

よって，他者と意志の疎通を図 考え，理解しようとする 尊重する

る 他者の考えに耳を貸し，試すこ -遠距離の人とのコミュニケーシ

-話の中で言葉をとらえ，自己の とで考える ヨン体験をする(例:国，文化

興味を伝える -意志の疎通の仲立ちをする が離れている子どもとの交流)

社 -対立者と話し合って決着をつけ (例:通訳，対立の仲裁，他者

る の支援)
ぷZZL 誰とととのように話すべきかを知 デイスカッションへ建設的に参

的
る 加する

外圏語に対する価値観と好奇心 -様々な言語が等価値であること

ム目レ芭 を発達させる を認、める

p C，メディア利用時に協力す -誰かに自分の言葉をからかわれ
力 る たり，仲間外れにされたり，差

別されたりしたら我慢しなし」

-共同作業をして，自分の知識を

共有する

-他者にメディアで見聞きしたこ

とで話しかけ，ごっこ遊びをす

るために配役を話し合って決め

て交替して遊ぶ

-言葉の表し方に気づき，理解し， -取り決めに精通する -疑問を伝える

繰り返す -様々な言葉，文字を見分け -文字には意味があることを知る

-音韻，音韻結合を開き分けて生 る (例:通知を解読して読む)

成する -筆記用具， p C，カメラ，ピデ -音韻学的認識(例:接頭音の違

-外国語の音韻を認識する オなどと関わる い，同じ頭文字の認識をする

事 -文房具の実験的な利用 他の子どもの名前を正しく発音 -記号，象徴，ピクトグラムの認、

物 -自分の名前を書く して読む 識をする

舌Jl.刀乙、 -絵のない物語，お話についてい -決まりの標識を見つけ出し，申 -象徴を見つけ出してメモをして

ける し合わせる 利用する
i哉

自分について話し，自分の好き 自分のことについて説明した -作られた世界であるメディアの
ぷH、E， 

な話を語り，韻語を作り，計画 り，話を考え出して諾ったり， 現実を認識し，現実と仮想体験

ブ3 していることや意図的な行動に 過去，現在，未来について話し を豆別する

ついて話す たりする

-電化製品と慎重かつ正しく向き -できたら，本の読み開かせをす

合う る

-メディアから得た話題，関心，

感情を表現する

-諾葉や文書について質問する -分からないことがある時は質問 • i保々な情報源を用いる(例:百

様々な状況が様々なコミュニケ する 葉，本，インターネットなど)

ーション方法を生み出すことを -自己の知識，他者の知識を他者 -自分にとって必要なものを大量

矢口る と共有する の情報の中から選び取る

学
-様々なメディアが与えた可能性 -情報源としてメディアを共同利 -他者から学ぶ備えをする

で自己表現できることを知る 用する -現在，過去において人類が行っ
び てきたことの意味，意義につい

方 て質問し，そこから重要なこと

σ〉 を知る

古を 記号，象徴の構造原理を理解す

力
る

-情報の真因を究める

-人間によって作られたメディア

製品を認識する

-人間なくしては，機械は f無能J
であることを知る
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4. 1造形的表現jの領域

fベルリン教育要領jでは，物づくりの過程

は， 1認識過程J(Erkenntnisprozesse)と見な

され，子どもが自分の昂辺にあるものに能動的

に取り組み，自己体験を消化して，その印象か

ら新たな考えを表明する過程として捉えられて

いる倒。したがって，このような子どもの集中

的な知覚，事細かで意識的な探求，並びにすべ

てに創造的な活動は，世界認識と密接につなが

るものとされている O それと同時に，精神的な

体験の行程も辿っていることから，子どもの創

造的な活動は，認識領域であり，かつ感性領域

でもある重要な教育的な課題であると捉えられ

ている O そして，子どもの造形的活動と密接に

かかわるものとして，文字，記号文化のような

象徴構造の獲得過程もこの領域に含まれている O

と自己体験が基調となっていることから，認識

に関する不思議な思考，実行性，ファンタジー

の傭人差や年齢差を尊重することになっている O

造形活動では， 1子どもは自分で世界のイメージ

を示し，関係性に関する仮説を発展させ，自分

の根拠に基づいて試し，新しい可能性を発展さ

せることで自分の位界を発展させるJとし寸 O

さらには，子どもは，自分の規野を広げ¥可能

と不可能なこと，現実的なことと非現実的なこ

ととの間にある緊張感を解き放ち，自分自身で

自分の世界を形成していくことができるとい

λ(34) 
ノ O

また，前述した I1淘冶過程Jを踏まえて，教

育目標との関連性の中で構造的な具体化が，同

様に示されている O その記述を要約して表にま

とめれば，次の表 4のようになる O

子どもの造形的な表現は，子どもの自己感覚

表 4 r造形的表現」の教育目標

自分の世界の中の子ども 子ども社会の中の子ども 世界現象の体験と探求

-自然、や文化に対する自己感覚を -他の人の作品を知り，それに鏑 意識と感覚を{すぎ澄ます
意識させる 値を抱く -発見物がたくさん潜む自然環境

自
-絵や造形などで自己表現できる 他の家庭にある(文化的)装飾 に行って，収集したものを仕分
事を意識させる 品を知る け，展示する

干支 様々な材料が使えるという感覚 ファンタジーカf育ち，それを表

を発達させる 現する
ぷ自‘レ芭 -様々な色，形と独自の感情的行

力
為とを関連させる
独自の作業に価値を置く

自分の好きな色を発見して，そ

の色の名前を言う

-他の子どもや大人の作業に価値 -他者の作品に価値を抱く -他者の表現形態の意識化

千ム耳的能力土

を置く -活動や作品について，他の子ど -他者と共同して何かを生み出す

. Kitaで特別に製作できること もとコミュニケーションするこ -共同で行った活動経験を披露す
と，家では難しいことを認識す とカfできる る

る . r美しい，美しくないj等，他 -活動，作品における共通性と相
の子とともと意見を交わし，違う 違性を見つけ出す

感じ方を認識する

-様々な材料とその性質を認識す -製作技術を知って使う -様々な時代や様式の作品と出会
る -染め補強等の経験から修理や加 い，自己の活動につなげる

-様々な材質感触を経験する 工を知る -他の文化の製作技能と出会う
事 -様々な色，色合いを知る -危険材質，安全基準など自然、の -現在と過去の表現形態をIR別し
物 -必要な道具で切ることができる 基礎知識を獲得する て比較することができる
三p.万乙、

-工具，材料を正しく使える 'PCを使って絵が描けることを
識
官主

-文化的な違いを知る 知る

力 -光，影による禄々な効果を教え
る

自然、美，人間が作った庭の美，

建築美を知る
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-木材を使って何かを作る経験を -自己の収集物，記録を保管する -歴史的な認識が育つ。例:I過
する ことカfできる 去JI当時JI今日JI未来j

学び -様々な材料で作った経験を新た -記録には様々な方法があること 予定を立て，待ち合わせをして

な材料に転用することができる を知る。例:写真，映像，ポー 会うということができるように
ブ7 トフォリオなど する。そして，自発的に視野を
の

力能
-実験を経験する 広げる

-危険を判断することを学ぶ

.PCは人工的に作られた媒介で

あることを知る

5. I音楽jの領域

fベルリン教育要領jによれば，子どもの時に

音 楽を行うのは， 音 感 の 洗 練 や 発 声 や 楽 器 の 熟

練のみを発達させるのではなく， I子どもの精神

( Geist)と心(Seele)に影響Jし， I子どもの知性

と心の調和を育成jするためである問。つまり，

音楽は，子どもの精神や心にとってよい影響を

及ぼすというので ある O ベルリンの小学校の調

査結果 (Bstian1996-1999) でも，音楽によっ

てクラスの社会的な態度が良い方向に変化し，

さらに音楽を通して子どもが自己イメージを肯

定的にとらえるようになった，ということが裏

づけされている倒。

また，前述した「拘冶過程Jを踏まえて，教

育目標との関連性の中で構造的な具体化が，同

様に示されている O その記述を要約して表にま

とめれば，次の表 5のようになる O

表 5 I音楽jの教育自襟

自分の世界の中の子ども 子ども社 会の中の子ども 世界現象の体験と探求

物質的な音を出す道具が独自に 聴覚的な特質，聴覚的に作用す -好きな音楽，様々なメロデイー

意識され，表現できることは試 るものへの感じ方(心地良さ， を見つける

自 す 悪さ，うるささの違い)を知る 騒音，静寂の感覚を意識的に体

我 -自分の声は感情表現としても使 -自分が音楽的に好きなもの，自 験する
fj、E う。沈黙を意識的に体験する 分の感情的な状況に作用するも

力 どんな楽器，歌が気に入って楽 のを認識する

しめるかを知り，楽しむ -自分が表現できることを集団と

の関わりの中で意識する

-自分の感動を音楽的に他者に伝 -互いに開き合うことで，他者の -他の伝統音楽と出逢い，違う伝

えることができる 自分の声に対する認識を知る 統がある事を知る

社
-音が大きすぎたり，小さすぎた -自分の声に対する他者の感'情的 -聴覚的な表出は他者と違うこと

iz=L z 
りした時，伝えることができる な状況を認識する に気づく

的
-他の子どもの身体的な響き(歌

能
い方)を意識する

力
-一緒に音楽を奏でることで，調

和と不協和音を知る

-他の子どもの音楽的な表現方法

を意識する

-音の大小，高低， リズムの早い -他の言語の歌を知る 聴覚的知覚の違いを認識する

遅いが区別できる -音の高低の違いを認識する -内臓音を確認する

-自分の声の大小を認識して歌う -音色の違いを認識する。例:ソ -色々な物音や音の強さに対する

いくつかの歌詞，メロデイーを フト，ハードな音 個人的なイメージを形成する

女1]る -単純なリズムがとれる -様々な留でどの様に音楽を奏で

事 -様々な楽器や，音を響かせる物 -音楽を使つての人形劇や演劇を るのかを知る

物 を知る。その音の大小やリズム 知る -例えば中国語，ナイジエリア3苦，

三11.万心、
の早さ，遅さを知る -様々な楽器と出会い，それを響 ロシア語などの様々な国の言葉

i故
-楽器を正確に知って使う。珍し かせてみる の響きや歌を知る

い楽器や違う文化による楽器も -カノンを認識して歌う -伝統に基づいた祝祭日，誕生日，
JHdg ， 

矢口る -いかに指;翠をするかを知る 四季の歌を知る

|力 自分で楽器を作る (1鳴木，タン -外国の歌を認識する フcレークダンス，タンコ二メヌ
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パリン) エット等，様々な時代の踊りを
-音を生み出す経験をする 知る
-様々に使われている機器を知っ 違った空間での音楽の響きの違
て操作してみる いを知る

-自分が音楽的表現できることを -一緒に音楽を奏でることで，互 コミュニケーション手段として

:び子
意識する いを開き合い，話し合いを必要 の音楽を認識する。例.見知ら

-他者の音楽的な表現方法を知っ とするということを意識する ぬ人との出逢い

方 て，理解に努める 様々な音楽的な文化があること 音楽製作所の専門的なメロデイ
の を意識する ーを利用する

力
音楽が何かを象徴するというこ 音楽が商品であることを学ぶ
とを認識する スターが行った事のiゃから学べ

-様々な音を出す技術を認識する る苦手を認識する

6. r数学の基礎体験jの領域

『ベルリン教育要領jでは， r人間は時間，空

間の経験から，すでに測定，推測， ~c列，比較

という数学的な操作をすることができるJ(37)と

いう考えに基づき，幼児は本能的に，数，量，

そこから得られる記号や秩序の整理によって外

界のイメージを構成すると見なされている O つ

まり，数学的思考の土台が幼児なりに形成され

ている， というのである O したがって，数学的

な日常の現象に対する子どもの疑問と発見と陶

冶の国果関係については，次のように述べられ

ている

「子どもは，先を予測することがまだできない

世界にいるために，規則性，型，決まった配

列時間の繰り返しゃ長さの経験が，空間的な

環境や時の流れを感覚で当てようとし，そこ

から可能性や確かなもーのを獲得することに対

して喜びを見出すようになる」附

このようなことから，保育者の主要な課題は，

次のこつと考えられている D 一つは，いかにし

て子どもに喜びゃ驚きを感じさせるような数学

的経験を与えることができるかであり，いま一

つは，言葉で明確に表現することで， 日常の活

動に「数学的位置価値J(mathematischen 

Stellenwert) (39)を与えることができるかである O

さらに， rベルリン教育要領jでは，数学，自然

科学が男性の専門領域であり，男性の方が{憂位

であるとされてきた偏見に対しても，言及がな

されている州。そこでは，保育者がその偏見に

とらわれず¥男子，女子の機会均等の権利を達

成することが重要な前提条件とされている O な

ぜなら， r女子も男子も同様に数学的操作を行

い，秩序を整理することで外界のイメージを 71~

成しているj付けからである O その意l床で，性別

的特性による相違性の根拠はないJ(.j2lことが，強

調されているのである O

また，前述した「陶冶過程jを踏まえて，教

育目標との関連性の中で構造的な具体化が，同

様に示されている O その記述を要約して表にま

とめれば，次の表 6のようになる O

表 6 r数学の基礎体験」の教育目標

自分の世界の中の子ども 子ども社会の中の子ども 世界現象の体験と探求

-自分の年齢を知る -自分が良くできる事を知る -数学的秩序構造を習境的に繰り

-自分の体の自，耳，足，腕，指， -数学的操作に関連したアイデイ 返すことによって，方向性を見

自 歯，頭，鼻の数を知る アを発展させ，イニシアテイヴ 出す

干支
-時間の理解を育てる。例:昼食， をもっ。例.比較，数える，加 -時間と空間における自分の位置

昼寝，おやつ，お迎えが来る時 える，減じる を確かめる能力を獲得する

ム目レ乞 間の前後にある事柄 自己の興味，実行性を発展させ 独自の疑問，知識欲を言葉で表

る 現する
力 アイデイアを発見し，イニシア

テイヴを持つ。また頭をひねっ

て考えることを喜ぶ

-社会的状況を築くための数学的 -グループでの所属を感じたり， . 1患者の期待や疑問に気づく

表現，分ける，交替を知る 独自の事柄は区別したりする欲 -様々なグループの興味の違いに
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-問題解決のために他の子どもが 求を満たす 気づき，認める

社能力会的
考え出した違う決まりを認識す 大小様々な子ども社会において
る 共同責任を感じる

. 1つのものを分け与えたいこと

を伝える

. I時間の秩序的な構造に対する基 -一つの事柄によって，もたらさ -数字，測定のシステムの基本的
本的な理解を育てる(前後，昨 れる事柄を知る 特質を知り，さらに疑問を持つ。
8，今日，明日，月日，週) -現象を分類して知覚する。例. 例・いくつ，何番呂，何回

事
-序数，基数を知る 何が同じで，何が違う。誰が， -符号や数字が機能して事柄を認

物
自分の家の番地，電話番号を知 何が大きいか，小さいか，長い 識する
る か，短いか，重いか，軽いか -普遍的な概念を形成する

舌p.刃し、 -自分自身に関する大きさや数量 -棟々な数字や記号を知る

計占 を知る -日常生活の中での自分の位置を

dHdE ， -数量比較を認識する 確かめるために，秩序構造の概

力
形が違う容器でも伺量であるこ 念(時間，数字，順番)を発展
とを認識する させる。
図形の基本を理解する 'PCの必要性，利用に関する基

'PCによる基本的な知識をもっ 礎知識，自発的にできることを
長日る

-数学の秩序的な構造を発見して -ある問題に共同したり分業した -経験やイメージを整理して組み
使う能力を獲得する りして取り組み，その際に各々 立て，事物と現象の関連性を確
集団で動いたり，試したり発見 の特別な能力を発揮する 立する

ザμzー， 
したりすることを喜ぶ -様々な経験を交換し合い，新た -数名で新たな解決を生み出すた

び

方
-挑戦することで誤り，間違いを な解決への考えを生み出す めに，根本的な間違いには粘り

の
見つめ，原因を見つけ出す -過去を思い出し，自己の時間的 強く取り組む

-個人的，標準的な生活時間が人 体験を振り返る メートル法という尺度で世界を
i日dE一

ブ] によって違うこと認識する -自分の時間を認識する 再編成させている地図を認識す

7. r自然科学，科学技術の基礎体験」の領域

幼児は，全感覚によって自然を理解しようと

い感知したり観察したりできる性質の土，水，

火，空気の根本要素との感覚的な出会いを出発

点とする O また，幼児はその表面的な性状を探

求し，相違性や共通性を観察すれば，自分の世

界で生じた様々な驚きから他者に質問を投げか

けるようになる O 幼児の頻繁な「どうして」と

いう質問は，自然科学的な現象に向かい，外界

を習得する作業であると捉えられている O なぜ

なら，幼児は，日常の中で，水が凍ったり，雪

が溶けたりする物質の特性や，何かが落ちた時

の物理的な重力の現象や，砂と水を混ぜ、たり，

紙を燃やしたりした後に変容した化学的な反応

との出会い，また四季や動植物を通した自然、の

システムとの出会いなどを，その感覚的な体験

の中で外界を解釈しながら習得しているからで

ある O したがって，このような自然科学の基礎

体験は，幼児の陶冶過程においてきわめて重要

る

-メディアで情報を入手できるこ
とを認識する

なプロセスであるとされている O

それと同時に，子どもは，人間の仕事を代用

したり，軽減したりする科学技術製品と人間が

どのようにかかわっているかについて観察し，

その中からさまざまな疑問を抱き，外界を習得

している O たとえば，それらが機能しなくなっ

た時，人は廃棄するのか，それとも修理をして

もらうのか。あるいは，人間が機能しなくなっ

た時も同じなのか。燃料補給と生命あるものの

栄養の摂取の相違は何なのか。技術，自然のシ

ステム間にはどの様な共通性，相違性が存在す

るのか，などである O 子どもは，観察，描写，

比較，値踏みによって，生命あるもの，無いも

のの環境を知覚して，その関わり方を獲得して

いる O したがって，科学技術の基礎体験も，幼

児の陶冶過程においてきわめて重要なプロセス

として意義づけられている O

特に，幼児は環境を理解する時に，生活に密

着した現象の因果性についてはよく理解すると
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されている O 幼児には， Iどうして，何が，どう

なったかJというように観察を秩序立てて解読

しようとする特性が備わっており，そこに解釈

が得られると，幼児は洞察を発達させることが

できるという O その具体例として，次のような

現象があげられ，土台となる洞察の重要性が示

されている O

次のような記述がなされている O

「全く消えてなくなる物，物質はない。それゆ

え，私たちは地球を妨害したり，傷つけたり

しないようにゴミ問題を解決しなければなら

ない。J(ω 

「水の中に溶けてなくなった角砂糖の実質が再

び溶液から取り戻させるような，秘密めいた自

に見える現象が説明できることを認識したなら，

土台となる絹察を発達させることができるyω

なお，この領域でも， I数学の基礎体験jの領

域と i可様に，自然科学，科学技術も男性に優位

なものとされている国定観念が問題視され，男

女の平等性を前提にすべきことが強調されてい

る同}。

また，前述した「陶冶過程Jを踏まえて，教

育自標との関連性の中で構造的な具体化が，同

様に示されている O その記述を要約して表にま

とめれば，次の表 7のようになる O

さらに，できれば，そのような現象が環境意

識 (Umwel tbewusstsein)につながる教育にまで

発展させるべきであるという O その点に関して，

表 7 I自然科学，科学技術の基礎体験jの教育目標

自分の世界の中の子ども 子ども社会の中の子ども 世界現象の体験と探求

-疑問を投げかけ，独自の答えを -違った疑問を抱くことで，根本 多様な経験ができる環境との触

我能力自

見出す 的な事柄に向かうことを望む れあいを楽しむ

-忍耐強く事物を調査することに -忍耐強く様々な調査を試す . )琵辺の探求のためにアイデイア

喜びがある . 1つのものに執着して，失敗し を発展させる

-動植物の世話をすることに喜び でもあきらめない

がある

-他者に提案し，共に解決を探し -探求する時に提案や，解決策を -集団の中に自己の能力を投入す

求める もたらす る

社
-他の子どもに探求方法を提案す -他の疑問を採り上げ，解決策を -違ったJVj待，関心に気づき. J:!l! 

izz k 
る 生み出す f砕を示すことができ，それに応

的
-動植物の世話をする -他の子どもの興味の相違性に気 じる

古E
づき，尊重する -地区，都市における興味の相違

力
-他者との経験を作り出し，解決 を他者と一緒に探求して気づく

策を見つけることに喜びを感じ

る

-動植物の世話を九帳面にする

-事物，現象を包別して，全感覚 -作業技術，工具，材料，科学技 -世界に関する生態系の基本理解

で知覚する 術機器の取り扱いにおける技能 を発達させる

-動植物における環境，物理，化 を学ぶ -自然、の要素の相互の結びつきを

事 学的現象，科学技術的事象の性 -他者から学ぶこと，他者と協力 感じ取る

物 状の類似性，棺違性についての して物事の根本に向かうことを -観察，整理，予iJ!lJ，試し，検査

三ロ，刃心、 観念を築き，役立てる 心がける ができる

識
-事物，動植物とのかかわりにお -他者と共同して普遍的なこと， -環境探求のi時に推論することを

いて科学技術機器の自発的な操 概念を築く 学ぶ
ムHkE 作技能を発達させる -集団で実験することで，技能を 空間と時間の関係性，自然現象

力 -メディアとの関係性の中で，現 発展させる の成り立ちに関する基本概念を

実と仮想、の相違に関する基本的 -探求の時，集団の中で独自の技 用いる

な理解を発展させる 能を自由に使えるようにする 自然、物と人工物で類似したもの

の違いを認識する

-簡単な原因や相互作用を見出 -協同したり，分割したりして活 -自己の認識を修正することや，

し，経験やイメージを整理して， 動する 違った認識を自己の世界観に組

構成し，事物と現象の関係性を -自己の認識は探求の中で他者に み入れることに意味があること
づλとユらー

見出す よって拡大したり，修正したり を他者との意見交換で認識する

|び -一つのテーマで経験したり，学 しなければならないという基本 -経験，イメージを整理し，構成
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方 i んだりできるという基本的な事 的な理解を発達させる して，事物と現象との関係性を

構築するの| を理解する

的|・学びにおいては，疑問，追及，

-自分が関与することで探求に寄

与している事を知る 調査の疑問を発展させる

ナi 熟考が助けとなることを知る

ノ) I .独自の能力を高めることを望む

-解決策は他者と共同することで

見つけやすくなることを知る

-説明の試み，その新たな認識の

源、となる検査を体験する

-解決方法を探し，試してみるこ

とや追究したり，頭をひねって

考えたり，菌難を乗り越えたり

することを喜ぶ

-他者との経験を描きとめたり，

記録したりすることで自己の認

識を確実にし，深められるとい

う基本的な理解を発達させる

-環境に友好的なテクノロジーの

有効性に関して自覚する

-実験を構想して実行し，そのi漂
に観察，記述，比較，評価をす

る

N. ドイツの幼児全日施設における道徳教育の

特質

以上， rベルリン教育要領jを中心に見てきた

ように， ドイツでは，教育目標は， r社会におけ

る倫理的規範的信念に基づき，さらには社会的

な発展の分析に基づいたものjであり，幼児に

対-しでも， r陶冶Jの方向として「人格発達Jが

邑指されることになっている O そのような大き

な社会の枠組みが意識されたうえで， r人格発

達Jを意識した幼児全日施設の毘襟が定められ

ている O つまり，人格発達を促す能力として，

[I.C]つの能力があげられている O すなわち， r自我

能力j，r社会的能力j，r事物能力j，r学び方能

力Jである O

また，それらの能力の育成にとって，有益と

考えられる領域が七つ想定されている O すなわ

ち，①「身体と運動と健康j，②「社会的，文化

的環境j，①「コミュニケーションj，④「造形的

表現j，①「音楽j，⑤「数学の基礎体験j，⑦

「自然科学，科学技術の基礎体験J，である O こ

れらの七つの領域は，あくまでも「外界習得の

ための経路j(Zugange zur Weltaneignung) (46) 

であって，それ自体が教育の目的ではない。あ

くまでも各領域は手段である O したがって，外

界を習得していく過程，つまり陶冶のプロセス

の中で， rいかに人格を形成するかJが重要であ

るO この点に関しては，七つの各領域ごとに，

教育呂襟を四つの能力に区分しながら， r子ども

1~IJ からの意義j の区分を組み合わせて具体化を

図っているところに その特徴は垣間見られる O

そこでは，全体的に， r人格発達Jにかかわる実

際的な行為が重要視されている O 特に， r社会的

-生態系の基本理解，環境の保護

を知る

能力Jにかかわるところでは，道語的な行為の

育成が多く包含されている O しかも，現代的な

社会問題にもつながる現実社会に通用する道徳

的な行為が取りあげられている O つまり， ドイ

ツでは，共生や協同などの市民社会の形成者を

「陶冶Jの方向性として意識するために，現実社

会を強く意識した道徳性の育成が幼児期の教育

から行われていると言えるのではないだろうか。

日本のように，実際の行為ではなく，虚構の

世界の中で「道徳的行為をしようとする気持ちj

を殊のほか大切する道徳教育の有り様と，大き

な違いが見られるのである O そこには，育てよ

うとする道徳性を，内面的自覚として捉えるよ

うとするのか，あるいは道徳的意識と道徳的行

動を統合したものとして捉えようするのか，根

本的な違いも垣間見られるのである O 日本の場

合，道徳性を内面的自覚として捉えるために，

幼見期には「道徳性の芽生えを培う jというこ

とに留まってしまうのに対し， ドイツの場合，

幼児期といえども，社会の形成者としての人格

形成に向けて積極的な働きかけが行われ，具体

的な方策が講じられるのである O

おわりに

本稿では， rベルリン教育要領jの記述内容，

それも中核的な目標とそれに最も関連性のある

教育内容のみを取りあげるにとどまった。 保育

者側からの働きかけや環境づくりなどについて

は，ほとんど言及できなかった。幼児教育にお

いては，教育内容と教育方法が一体となってい

るとはいえ，保育者側の働きかけとして教育方

法についての考察は必要不可欠である O 今後は，
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それらについても検討するとともに，実際的な

施設における具体的な実践についても考察する

予定である O
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Elementarer Bildung， Potsdam， 2004， S， 21正

(37) Berliner Bildungsprogramm， S. 89. 

(38) ebd. 

(39) r数学的位置儲値jとは，遊ぶのに単に f椅

子が必要だJと言いのではなく「それぞれ子とと

もに 1脚ずつ，全部で 4脚の椅子が必要だ」と

具体的に言うことで，子どもが外界のイメージ

を構成しやすくするということである O

(40) ebd.， S. 89f. 

(41) ebd.， S. 89. 

(42) ebd. 

(43) ebd.， S. 99. 

(44) ebd.， S. 100. 

(45) ebd.， S. 99f. 

(46) ebd.， S. 32. 

(付記)

本研究は，共同の討議を重ねて進めてきたもの

であるが，本稿の執筆にあたっては， 1はじめにj

と町と「おわりにjについては吉田が， 1とEと

田については相賀が，それぞれ主に分担した，と

いうことを最後に明記しておく。
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Eine Untersuchung uber die Moralpadagogik in Tageseinrichtungen 

in Berlin in Deutschland: Mit einigen Anhaltspunkten durch 

"Das Berliner Bildungsprogramm“ 

2008 wurde in Japan das padagogische Programm fur Kindergarten verbessert. 

Tal日oYOSHIDA 

Yumiko AIGA 

Dabei ist der folgende Satz neu zu der Gesamtanordnung dieses ersten Kapitels hinzugefugt worden: 

Die Erziehung der Kindheit ist darum sehr wichtig， weil man damit eine Grundlage dafur bildet， auf lebenslang 

eigene Personlichkeit zu entwickeln. 

Die Sache ist namlich so， dass die Grundlage der Moralpadagogik in der Kindheit als wichtig betrachtet wird， 

Aber merkwurdigerweise ist die Beschreibung des lnhalts der Moralpadagogik im zweitem Kapitel "Ziel und 

lnhalt“dieses obengenannten Programms im Vergleich mit der Beschreibung vor zehn Jahren gar nicht 

verandert. 

Wenn man auserdem die Situation Japans berucksichtigt， dass 2006 im unserem Land eine neue Form 

registrierter Kindergarten legalisiert worden ist und die Padagogik der Kindheit in eine grose Umstellungszeit 

eintreten ist， dann wird es deutlich， dass es erforderlich ist， den lnhalt der Moralpadagogik neu zu formulieren. 

Dazu mochten wir den folgenden bemerkenswerten Text vorstellen， der in Hauptstadt Oeutschlands Berlin 

herausgegeben wurde und die Aufmerksamkeit der OECD auf sich gezogen hat， weil wir durch die von diesem 

Text reflektierte Situation wichtige Anregungen fur die Moralpadagogik bekommen konnen: 

"Das Berliner Bildungsprogramm fur die Bildung， Erziehung und Betreuung von Kindern in 

Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt“(2004 SenatsverwaltungおrBildung， Jugend und Sport). 

Da in Japan dieses "Berliner Bildungsprogramm“noch kaum untersucht ist， ist das Ziel unserer Untersuchung， 

dass wir durch diesen Text einige Anhaltspunkte finden， damit wir ein Teil der Moralpadagogik der Kinder in 

Tageseinrichtungen in Deutschland erlautern konnen. 

Der lnhalt dieses Aufsatzes ist wie folgt: 

1. Einfuruung 

2. Das Ziel der Padagogik fur Kinder 

3. Der lnhalt der Padagogik in TageseinrichtungenおrKinder 

4. Die Eigenschaft der Moralpadagogik in Tageseinrichtungen fur Kinder 

一-Miteinigen Anhaltspunkten durch "Das Berliner Bildungsprogramm“-

5. Abschluss 
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