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1 研究の目的

自分で作ったおもちゃで遊ぶ子ども達の表
情は満足感に満ちており，生き生きしている。
先日，厚紙で4歳児Ａと一緒に「ぴょんちゃ

んかえる」を作った。
厚紙に絵を描き，折って切る。そして，ゴ

ムを付けるという簡単な作業である。一時間
もかからずにできた。Ａ児はゴムの力で高く
跳ぶカエルを見て，感激をしている。
「わあ，すごくとんだ。」「さっきより，もっ
と高くとんだ。すげえやあ。」「ほら，もうす
ぐとぶよ。いちにのさん。」と何度も繰り返
し，高く跳ぶおもしろさに夢中になり，時を
忘れて遊ぶ。なぜ，こんなに面白いのか。そ
れは自分で作った「おもちゃ」だからである。
そして，作ったおもちゃが動くからでもある。
また，自分でイメージしたものを描いて色を
塗り，折る，切る，ゴムを付ける。など，手
と頭，目などの五感を使って作るところに大
きな満足感や充実感があるからであろう。
幼児は遊びながら「なんでとぶの？」と疑

問も投げかける。「ゴムっておもしろいね」
と新しい発見をする。ゴムの不思議に興味関
心を持つ。感性や創造性はこうして育つので
ある。更に，自分で作った作品に愛着を持つ。
市販のおもちゃははじめから完成したもの

であり，子どもは受動的になる。手作りのお
もちゃは完成するまでの過程が楽しい。私は
創り上げる過程にこそ，感性，知性，創造性
などが培われると考えている。
なぜなら，作っているときにこそ，作者な

りの感性や創意性が存分に発揮される。そし
て，失敗をしたり，それを乗り越えたりして
作るおもしろさを体感する。更に，もっとよ
りよくしようと意欲が湧き，智恵を出して工
夫すればするほど，おもしろさを実感する。
だから，生き生きと遊び，遊び方も工夫す

るようになると考える。「自分で作ったよ」
という「つくる喜び」や自信はこれからの生
きる力の基となるであろう。また，苦労して
作ったからこそ，作品に対する愛着も感じる
ようになり，ものを大切にする心が自然に育
つ。
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教師をめざす学生も自らが体験し，この手
作りによる「動くおもちゃ」の魅力や利点は
どこにあるのかを追究する。
学生は手作りによる「動くおもちゃ」を制

作することによって，「つくりだす喜び」を
体感し，手作りによる「動くおもちゃ」の魅
力に迫り，自らが実感したことや学んだこと
等を明らかにする。さらに，活動を通して幼
児にどんな力が育つのかを追究し，教師とし
ての役割を考察する。

2 仮説と方法

21世紀を生きていく現代の子ども達にとっ
て，「ものづくり」は個人的な教養的なもの
というより人間が生きていくために欠くこと
のできない重要な感性や創造性を養うもので
ある。それを自由に自己表現する最高の活動
でもある。また，幼児自身が本来持っている
感性や創造的な力をどこまでも伸ばし，その
力が花開くことを援助する日常的な，平凡な
もの作りの活動こそ大切にされなければなら
ないと考える。
「物」があふれている現代と比べ，「物」

のない時代には，身近にある材料を工夫して，
生活に使う物や遊びに使う物を作っていた。
「知恵を出す」「考える」「つくってみる」

などの活動は自己実現の喜びにつながり，創
造的行動力に富む人間を育てることになると
考える。
そのためには，自分の思いのままに表現を

楽しむ時間を確保したいものである。
苦労や努力を重ねて自己の思いを存分に制

作に打ち込み，創造的に表現することが創り
出す喜びとなり，心が満たされることになる。
そこで
⑴ 幼児が自分の力で作品の完成まで打ち込
める素材を準備する。そうすれば，苦手意
識が取り除かれ，制作の過程で「自分でで

きる」ことを体感し，自信が付く。幼児は
進んで持てる力を働かせ，つくりだす喜び
を味わうことになる。

⑵ 「自分の力でつくる」ことを貫く。そう
すれば，教師や親に頼らないで思う存分，
自由に表現活動を楽しむことができる。ま
た目標に向かってつくり続ける態度や発想
力，構想力，創造力が育成され，目標を実
現しようとする感動が心を癒し，心身の調
和的発達を促す。

⑶ 制作活動の過程を通して一人一人の可能
性やよさを見つけたり，正しい道具の使い
方を教えたり，適切な認め励ましの「言葉
がけ」をしたりする。そうすれば，自信を
持ち，材料や，用具の扱い方に慣れ，造形
感覚や技能が働き，美的感覚を高める事が
できる。

⑷ つくった作品でたっぷり遊ぶ。教師は制
作中の態度や気持ち，表現の面白さなどを
沢山見つけて言葉に表す。そうすれば，作
品のよさを味わう感性，遊びを通した仲間
との交流ができる。

⑸ 学生自らも「手作りおもちゃ」を制作し，
失敗体験，考える面白さ，つくりだす喜び
を体感し，自らの感性，創造性を伸ばす。
そうすれば，教師としての役割を自覚し，
適切に指導ができる力を付けることができ
る。

3 研究の内容

本研究は幼児4～5歳を対象とする。なぜ
なら，4～5歳児にもなると興味・感心が高
まり，自発的に，主体的に物事に関わり，何
を作りたいかという目的を持つことができ
る。また，子どもらしい自由な発想で個性を
発揮しやすく，気持ちを表現しようとする年
齢である。だから，気持ちや願いが作品に込
められて喜びも大きい。



（平松清美）「手作りおもちゃ」の制作で育つ力と教師の役割

117― ―

この時期は人として生きる力の基礎となる
心情，意欲，態度などを身につけていく時期
でもある。以上の理由から4～5歳児とした。
⑴ 4～5歳児が自力でつくれる「手作りお
もちゃ」の材料や適切な素材を選択する。

⑵ 幼児が自分で作り，「つくる喜び」を体
感できる手作りおもちゃの題材を工夫し開
発する。

⑶ 「手作りおもちゃ」を作ることによって
幼児にどのような力が育つかについて実践
を通して考察する。

⑷ 作った作品で遊ぶことによって，友だち
との関わりや遊ぶことの意義を考察する。

⑸ 学生も「手作りおもちゃ」を制作し，つ
くる喜びを体感し，教師として大切な資質
は何かを追究する。

4 実践と考察

【1】幼児が自力でつくれる「手作りおも
ちゃ」の材料や適切な素材を選択する。

まず，今日までに作られている「身近にあ
る材料で作れるおもちゃ」にはどの様な物が
あるかを文献から調べる。つくった後で「遊
ぶ」おもちゃとしては下記のようなものがあ
げられる。
【紙類＋身近な材料】で作れるおもちゃは
・折り紙で遊ぼう ・新聞紙で遊ぼう
・飛ばして遊ぼう（紙皿のブーメラン，古
内輪ペープサート，紙飛行機など）

・水に浮かべて遊ぼう（牛乳パックなどの
船，カップラーメンや紙コップ，画用紙，
プリンなどのからなどから作る船など）

・けん玉で遊ぼう（紙コップと割り箸，輪
ゴムなど）

・投げて遊ぼう（空き瓶や心棒を使った輪
投げなど）

・魚釣りで遊び（あき箱や磁石，画用紙，
糸などで釣り道具と魚をつくる）

・紙ずもうや紙笛で遊ぼう（画用紙，空き
箱，ストローなど）

・木の実で遊ぼう
・その他……電話遊び，影絵遊び，ボーリ
ング遊び，動く人形遊び，尺取り虫遊び，
動く動車車，たこ揚げ遊び，こま，メン
コ遊び，太鼓遊び，動く動物，お面遊び，
ぱっちんあそび，人形遊び，ビー玉ころ
がし遊びなどである。

幼児が自力でつくれるものには紙質などの
材料や使う道具などに限度がある。幼児が容
易にハサミで切ったり，おったり，曲げたり
できる適切な材料や道具が必要である。そこ
で，Ａ幼稚園，Ｂ保育園，Ｃ幼稚園で使って
いる材料や道具を調査した。
【紙類を主にした材料】
・新聞紙 ・紙コップ ・紙皿 ・折り紙
・画用紙 ・空き箱 ・牛乳パック
・アイスクリームの空箱
・ラップなどの芯 ・ダンボール
・セロファン ・包装紙 ・和紙 ・模造紙
・ラシャ紙 ・クラフト紙
・カラーフォルム ・ミューズコットン
・白ボール紙 ・ティシュペーパー
・カラートーン
などである。

【紙以外の材料や道具など・その他】主に
・うちわ ・空き缶 ・輪ゴム ・わりばし
・木の実 ・クレヨン ・クレパス
・絵の具 ・自然木 ・木の皮
・ホッチキス ・テープ ・ビニール袋
・ビー玉 ・石 ・リボン ・布 ・たこ糸
・ボンド ・フェルトペン ・爪楊枝 ・糊
・両面ダンボール ・ふで ・刷毛
・紙粘土 ・毛糸 ・カッターナイフ
・ひご ・のり ・綿 ・ヤクルトのから
などである。
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上記のように幼児達はすでに各園で多様な
材料を扱っている。こうした材料や道具を
使った題材を考えたい。下記の写真のように
割りばしやトイレットペーパーの芯を使った
手作りおもちゃを幼児と共に作った。幼児が
自分の力で作り，幼児同士が遊んで楽しむこ
とができた。『実践1』
一つはトイレットペーパーの芯を使って輪

ゴムで飛ばして遊ぶ「飛ばして遊ぼう自分の
○○」である。もう一つは割りばしにゴムを
付けて引っ張る。そのゴムにセンタクバサミ
を通して上下に動かすおもちゃである。セン
タクバサミには鳥や魚，犬，猫，サルなど好
きな動物を描いて貼り付けると面白く動く。
幼児は自分の力で作れたことに自信を持ち，
飛ばし方や動かし方を工夫しながら自己充実
感に満ちていた。簡単に使いこなせる材料で
題材を考えたことがよかったといえる。

【2】幼児が「つくる喜び」を体感できる
「作って遊べる」手作りおもちゃの題材
を工夫し開発する。

★「ぼくの（私の）○○モノレール」
この作り方は「紙おもちゃ全集」に記載さ

れている。それをオリジナルのモノレールに
する。自分で名前を付けて「○○モノレール」
とする。レールも自分で作り，模様も自分で
考えて作るおもちゃである。
材料は……牛乳パック，セロテープ，

ひも，色紙，セロファン
道具……ハサミ，ひも

【作り方】
①牛乳パックの真ん中に線を引き，ハサミで
切る。下の方のみ使う。

②上の2カ所に切り込みを入れる。2センチ
の切り込みを4本入れる。

③切ったところを内側に折り，セロハンテー
プでしっかり止める。

④折ったところにひもを付ける。一方は長い
ひも，もう一方は短いひもを付けて，テー
プで止める。

⑥ひっくり返して車体にする。そこに，自分
の好きな柄や模様を入れる。色画用紙を切
り抜いて貼ってもいい。

・ヒモを
外 に し
て，ひっ
くりかえ
す

⑦この車体を他に3～4台つくる。車体をひ
もでつなぐ。

⑧牛乳パックの残った部分で車体をのせる
レールを作る。切り目を入れる。

・一枚
ずつ前
後に折
るる

⑨レールをセロハンテープでつなぎ，台の上
に並べて好きな長さにする。

⑩車体をレールの上にのせてひもを引っぱっ
て走らせる。

⑪完成図（図は紙おもちゃの全集より）
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Ｄ幼稚園の児童12人を対象に実践

『実践2』
●幼児の制作過程の様子

・Ｃはハサミが上手く使えなくて時間が
かかった。40％できたのに思い通りに
できなくてもう一度挑戦していた。

・Ｃは努力を続けた。「ねえ，きれいに
切れたでしょ？」とＤ児に自慢げに見
せている。

・Ｄは「こうしてもっとつなぐとおもし
ろいよ」「よく動くよ。やったー。で
きた。」と大歓声。

・Ｄは材料を思いに合わせて切ったり
はったりして模様を作り，存分に楽し
んでいる。

・Ｃは表現したいもののイメージがなか
なかぴったりこないから苦労してい
た。
「先生，ここどうすればいい？」「こ
うしてみようか」とピカチュウを描い
た。Ｃは「面白いやあ」と言ってバイ
キンマンを描いて貼った。そして，Ｃ
は「うん，これでいい。やっとできた
よ。ねね，ここに葉っぱを付けてもい
い？」「いいよ。思った通りにやって
ごらん」葉っぱを付けたら楽しくなっ
たようである。「ああ，きれいなモノ
レールができるね。」と教師が声をか
ける。

・それを見たＤは「ああ，きれいだ。ぼ
くも付けよう」と外に飛び出し，葉っ
ぱを持ってきた。

・ＣもＤも作った作品を見合って「ぼく
のも見て，見て」と自慢している。自
らの作品に感動して友だちに見せてい
る姿はほほえましい。

・その後，作品を走らせて部屋中を駆け
めぐって遊んだ。「競争しよう」のか
け声に「うん，いいよ」と楽しく遊ん
でいた。

・「レール無しでいいやぁ」と，部屋中
を走り回って遊んでいる。作った幼児
はどんどんと遊び始めた。

【実践2の考察】
⑴ 幼児たちは無意識のうちに「よりよいも
のを作りたい」「きれいに飾りたい」とい
う表現意欲を表している。そして，活動の
楽しさや喜びを体感している様子である。

⑵ 創造表現の能力は自分の持てる力を働か
せながら，新しい発想を生み，試行錯誤す
る中で育つ。葉っぱを付けると面白い。子
どもの発想は新鮮である。幼児は常に新し
い発想を生み，表し方を工夫する。
こうして作りだす過程の中で幼児の感性

や創造性は自然に育まれ，更に創造力，自
己表現力が培われる。同時に真剣に主体的
に取り組む中で技術や技能も培われてい
く。
今回も幼児は楽しみながら基礎的，基本

的な力を身につけていった。それは「自力
で伸びつつある」姿であり，自己実現の喜
びを体感している姿でもある。幼児の満足
そうな表情はすばらしかった。

⑶ 牛乳パックをハサミで切る時，堅いので
幼児は苦労していた。しかし，教師が正し
い持ち方を教えたり，手の大きさに合った
ハサミを使ったり，励ましたりしながら苦
労を乗り越えさせた。Ｃ児は自分でできた
ことやハサミを使えたことに満足げな表情
で作品作りに打ち込んでいた。あらかじめ
カッターなどで切りくちを付けておこうと
思ったが，Ｃ児の頑張りを見て考えが変
わった。これでよかったのだと思った。ハ
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25～30センチ 1．5センチ

サミを使い慣れているＤ児と慣れていない
Ｃ児は技術面，器用さなどに大きな差があ
ることもよく理解できた。5歳になるまで
に道具の使い方にも慣れて作品作りに抵抗
のないようにしておくことも大切であるこ
とが分かった。

⑷ レールを作ってその上を走らせるように
したが，固定されて楽しくないようである。
子ども達は床の上を自由に引っ張って遊ん
だ。しかし，レールがないのでひっくり返っ
てしまう。「輪っぱがいいな」と何気なく
言うＢ児の言葉に驚く。車輪を付けて引い
た方が自由に楽しく遊べると思った。作っ
た後の遊びの活動を意欲的にすることも大
切であることが分かった。
そこで，下記のように改善した。

②【改善と開発】
ア 車輪はぺットボトルのキャップを使う。
イ ダンボールを1センチの幅で30センチ位
の長さに切る。

ウ 切ったダンボールを堅く巻く。テープで
止めて，キャップの中に入れる。

エ それを4個作る。
オ 渦巻きの中心にボンドでひごを付ける。
カ ヒゴをストローに差し込み，もう一方の
渦巻きの中心にひごを付ける。

キ 車体の下にストローを取り付けて完成す
る。

ク 幼児の発達や実態に合わせて，素材は牛
乳カップでなくても紙コップでよいことに
する。

『実践3』
★上記のように改善「動く○○電車を作ろう」
と題材を変えて実践した。
素材を紙コップと牛乳パックのどちらにし

てもよいことにして改善した実践である。下
記の写真はぺットボトルのキャップを使った
車輪である。ダンボールをカッターで切るの

は難しいのであらかじめ，25センチと幅1．5
センチのものを準備しておく。

同じくＤ幼稚園の園児を対象に行う。
●幼児の制作過程の様子

・ハサミが上手く使えなくて時間がか
かっていたＣ児はハサミにも慣れて上
手く使いこなしていた。

Ｔ・「Ｃさん，ハサミ上手く使えるよう
になったね」

・Ｅ児は一つ作ったら「一つでなくて二
つ繋ぎたい」という。そうしたいばっ
かりで「はやくやりたい」と焦ってい
る。

・Ｆ児はヒゴをストローにさしてキャッ
プにダンボールを丸めて詰め込み，
輪っぱを付けるとよく回るのが面白く
て夢中になっている。

・Ｇ児は「貨物列車にしたい」と言って
は箱の中に小さな荷物を作って入れて
楽しんでいる。

Ｔ・「Ｇさんは面白いことを考えたね。
荷物をいっぱい入れてどこに行くのか
な？」

・「爺ちゃんと婆ちゃんが居る青森まで
行くんだ」

・Ｆ児は「見て，ぼくとお父さん，お母
さん，妹が乗っているよ」「中でお弁
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当を食べるんだ」
Ｔ・「Ｆさんも楽しそうね。家族一緒っ
ていいね」

Ｈ・「私も乗せて」「いいよ」「ここにのっ
ていい？」と小さな人形を入れる。

Ｆ・「いいよ」
Ｈ・「出発待っててね」Ｈ「つなごう
か・・・」

Ｋ・「みんなのをつなごうよ。長い長い
列車だよ」

Ｌ・「Ｄ君のかっこいいなあ。つなごう
よ」

・Ｊ児は「自分で引っ張りたいから嫌だ」
という。

・作った作品を見合ってＩ児は「スト
ローで吹けば動くよ。ほら，こうして
ね。」

・Ｋは「見て，見てよ。もう倒れないよ」
と車輪の棒の長さを同じくしてみたら
うまくいった。自ら感動して作品を友
だちに見せている。

・その後，作品を走らせて部屋中を駆け
めぐって遊んだ。「競争しよう」のか
け声に「うん，いいよ」と楽しく遊ん
でいた。

これは牛乳パックで作った列車である

【3】「手作りおもちゃ」を作ることによっ
て幼児にどのような力が育つかについて
実践を通して考察する。

【実践3の考察】
⑴ Ｃ児は自分で作ることを繰り返すことに
よってハサミなどの道具の使い方に慣れ，

ハサミを選んで使うようになった。力のい
れ具合もよくなり，上手く使えるように
なっている。また，Ｃ児はテープも過去に
は無駄に使っていた。しかし，今では必要
な分を無駄なく使い，ねじれないように使
うようになった。智恵が働いて自分に合っ
た使い方ができている。こうして，道具を
使う技能が身に付いてくる。手作りおも
ちゃの利点である。

⑵ Ｇ児のように作っている内に発想が生ま
れ，次々に「こうしたい」と言う願いを実
現している。また，ＧやＦ児のように家族
の生活をイメージし，楽しい想像の世界に
浸る。Ｆ児は夢中になって制作を楽しんで
いる。こうした姿は幼児が作りながらイ
メージを広げ，感性と表現する力を豊かに
している姿である。そこには自分の存在を
実感し充実感をもって制作している。これ
も手作りおもちゃの利点である。

⑶ 幼児達は制作後の遊びのことを考えて
作っている。作った後に遊びが待っている
ものは楽しみが続き，その得意げな表情は
素晴らしい。素朴な幼児の感性はどんどん
広がりを見せている。全身の諸感覚を働か
せながら，その中で面白さや不思議さなど
に気付いている。Ｈ児は友だちの作品のよ
さにも気づいている。こうして友だちや教
師と思いを共有することによって感性は一
層磨かれていくことが分かる。

⑷ 活動の中でＴ（教師）は幼児の心の動き
や願い，成長を教師が受け止め，認める言
葉がけをしている。ことによって幼児は自
分の感動の意味を明確にし，自分の成長を
体感しているのである。幼児が自己表現を
楽しめるように幼児理解を深めることの大
切さに気付いた。こうして，幼児は基本的，
基本的な力を身につけながら，「自力で伸
びつつある」ことに感動をした。
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【4】作った作品で遊ぶことによって，友だ
ちとの関わりや遊ぶことの意義を考察す
る。

●遊んでいるときの様子

キャップで作ったタイヤはよく走る。
机の上で息を掛けて走らせている子，「ス
トローの方がよく動くよ」とストローで
おもちゃを動かして遊ぶ子などがいる。
・貨物列車にしておもちゃを乗せてたこ
糸を引き，自分が運転手になって遊ん
でいる。

・電車に家族を乗せている子，友だちと
遠足に行った時の気持ちになっている
子など，仲良く楽しくおしゃべりしな
がら遊んでいる。

・ほとんどの子が床で自由に動かして遊
んでいる。

・「いいなあ。ぼくも荷物のせる」「ほら，
荷物と家族も一緒に運べるよ」と糸を
つないで長い列車にして遊んでいる。

・「ぼくのはタイヤがとれてしまうよ」
と嘆く子に先生は「こうしましょう」
と，一緒になってとれない方法を教え
ている。

・教師はどの子にも「よく考えたのね」
「なるほど，工夫したね」と声を掛け
ている。遊びに入れないＪ児，Ｋ児に
遊び方を教えている。自分も一緒に遊
び自信と喜びを味わわせている。

・Ｊ児とＫ児はやがて，動くおもちゃが
できて自分に喜びを持ち，友だちと楽
しく競争している。

【実践3「作ったおもちゃで遊ぶ」の考察】
⑴ 幼児はそれぞれに自分なりに考えて，自
分の力でやってみようとしている。まず，
自分がやりたいことを持ち，遊びを生み出
している。やっている内に目当てが明確に

なってくる。こうして自分の思いが実現す
るように工夫する力が育ちつつある。

⑵ 幼児の行動や思いをありのままに認めて
いる教師，幼児の心の動きに沿って，幼児
を見守り，教師の気持ちや考えを伝えてい
る教師の姿勢は評価できる。自分の思いや
考えが受け止められた喜びを味わっている
幼児の表情は輝いていた。教師と一緒に
じっくり考え，支えられ，認められる充実
した時間を過ごすことこそ，幼児が素直に
自分らしくのびのびと過ごし，楽しく生き
ていこうとする力の基盤が育つものである
と痛感した。

⑶ 幼児は作ったおもちゃで遊んでいる内に
友だちの作品を見て，そのよさに気付いて
いる姿が多く見られた。「いいなあ」「一緒
に運べるよ」などの言葉には，友だちの作
品のよさに感心し，一緒のことをして楽し
みたいという思いが伝わってくる。遊びを
通して幼児同士の関わりが深まり，心が癒
される。仲良くすると楽しいことや思いや
りの心がこうした遊びの中でも育まれてい
ることが嬉しい。

⑷ 自然に友だちと遊びを通して仲良くなっ
ていく姿はほのぼのとして心地よいもので
ある。こうして友だちと十分触れあうこと
によって親しみを持ち，安心して過ごせる
ようになる。存在感はこうして育つと思わ
れる。

⑸ 幼児は自分にこうと決めたらそれにこだ
わり，頑固に貫き通そうとする姿も見られ
た。わがままのようであるが，これは自我
が芽生えている姿であり，自分の力でやろ
うとする意欲の表れであると言われてい
る。すなわち，自立へと向かっていく成長
の表れであることが分かる。



（平松清美）「手作りおもちゃ」の制作で育つ力と教師の役割

123― ―

・上記の写真は牛乳パックを使って貨物列車にして
家族や荷物を積んだおもちゃである。

【5】学生も「手作りおもちゃ」を制作し，
つくる喜びを体感し，教師として大切な
資質は何かを追究する。

『実践4』
★「動くおもちゃを作ろう」の実践
学生は木材を活用して「動く手作りおも

ちゃ」に挑戦した。
材料は木材，自然の木でも市販の木材を活

用してもよい。学習の課題は「木材で動くお
もちゃを作ろう」である。
学生は各個人でテーマを持ち，イメージス

ケッチをした。大学生だから寸法も入れて構
想を意図的計画的にまとめる。
教師になろうとしている学生は道具の使い

方や道具の特質，使い方のコツ，どんなとき
に使うと便利であるか等，技術も身につけな
くてはならない。学生は自由に自分のイメー
ジを描きおもちゃ作りを始めた。
学生が計画した動くおもちゃは

・私は自然の樹木から材料を選び，キリンを
表現します。自然木の面白さを活かしたい
です。足に車輪をつけて動く。

・私はライオンに車を付けて動くおもちゃに
します。

・バネを利用して首振り羊を作ります。

・私は鉄棒をしている人形を作ります。
などと目標に向かって熱心に作業を始めた。
●造形表現を楽しんでいる学生と教師の会話

Ｙ・このキリン頭が大きくなりすぎて立
たない。どうしよう。

Ｔ・どれくらいの重さが必要かを調べて
ごらん。

Ｙ・こんなに重いものがいりますよ。
Ｔ・ではその重さの人間を乗せて見よう
か。人間を乗せたキリンもいいね。

Ｙ・ああ，そうしてみます。ありがとう。
Ｄ・先生，バネが長すぎて顔がたれてし
まいます。バネの長さを低くしてみま
す。

Ｔ・いい考えね。バネを細くて丈夫なも
のにしてもいいよ。よく考えてやって
ごらん。

Ｈ・鉄棒をしている人形の足をうまく付
けるために，このヒートンを使ったら
成功しました。嬉しい。ほら，上手く
回るでしょ。

Ｔ・ああ，よく回るようになったね。見
事ね。

Ｔ・Ｍさん困っているね。それならこの
棒を使ってみよう。釘でなく，ここは
ダボを使ってつなげてみよう。ほら，
こうしてダボを使うと便利だね。

Ｍ・本当だ。しっかり繋がってかっこい
い。

こうした会話が毎時間続く。作品作りにか
けた学生の熱心さに感心する。
一人一人の智恵や工夫が生かされた「動く

手作りおもちゃ」は学生の感性や創造性が存
分に発揮される。
学生Ｍはスケッチを基に作品をほぼ完成し

た。自己満足できた作品であり，充実感を味
わっている。



岐阜女子大学紀要 第38号 （2009．3．）

124― ―

・鉄棒とライオンの作品

制作の過程にて教師は常に一人一人の表現
活動に寄り添い，共に楽しみながら助言指導
をすることを大切にしている。また，取組の
様子や作品から，表現のよさや工夫点，努力
や苦労，表そうとしている思いなどをよみと
り，言葉を掛けるようにしている。
技法や発想を押しつけない。指示もださな

い。学生自身に任せた方が個性に満ちあふれ，
生き生きとした大胆な作品ができるからであ
る。教師は人の智恵や工夫，発想や感性のよ
さ，努力している態度などを見つけたり，思
いや願いを理解したり，共感したりして言葉
をかけるのみで，作品はどんどんよくなる。
学生の主体性に任せたのである。
学生は仲間の作品のアイディアの面白さや

動きの楽しさなどを感じ取りながら，自己の
感覚や感性を高めた。
学生も作ったおもちゃで遊んだ。そして鑑

賞しあった。互いに認められた喜びを感じ，
自己充実感に浸った。それは，作品を尊重す
る姿勢に変わった。幼児も学生も作品を大切
にする態度は自然に育まれたと言える。自分
で作った世界に一つしかない自分のおもちゃ
には愛着が湧くのであろう。ものを大切にす
る心はこうした活動をする中で育つものと考
える。

★作品を鑑賞し評価する。
非常に美しく，夢のある作品が完成した。

学内で作品展示会を開催し，互いに作品を鑑
賞して楽しんだ。自他の作品を含め，「作品
のよさや美しさ，工夫点，発想の面白さ，表
現の技能，作者の意図，努力や苦労の喜び，
失敗を乗り越えた素晴らしさなど」作品の見
方，考え方を高め，感性を磨き合った。鑑賞
して「よさを見つける」試みは，教師になっ
た時，幼児の作品を温かく受容し，よさを認
めて評価する力を付けることになるからであ
る。
そこで，鑑賞表を交換しおもちゃ作りのよ

さを体感した。

・私たちの工夫点や一番表現したかった
ところをすごく誉めてくれて嬉しかっ
た。

・細部の努力や苦労，表現の面白さまで
よく見ていてくれて感激しました。

・本物の木を使用して，大きく表現した
ことや頭が重くて立たなかったときの
苦労も「よく乗り越えたね」と努力を
認めてもらってとても嬉しい。

・教師になって誉めるときも，制作者の
努力点や，気持ち，思っていること，
表情のよさなど丁寧に誉めることが大
切であると気がつきました。

こうして感じたままを素直に伝え合うこと
によって，いろいろな見方や考え方があるこ
とに気付くと共に，自分なりの感じ方や見方
が深められて鑑賞能力も高まったと考えられ
る。
学生の記録より
★Ｅ学生「おもちゃ作りはとても面白い。自
分の思いや願いが発揮できて自己充実感を
味わうことができた。少し，自信がついた。」

★Ｔ学生「自由に思いのままに制作すること
の楽しさを味わった。「自分の力でできる」
ことの喜びは幼児も自分も同じである。
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作っている間に自分の感性が磨かれてお
り，自分の創造性も高まったと思う。」

★Ｍ学生「楽しんで作っている雰囲気こそが
創造性を伸ばすことに大きな役割を持って
いることが分かった。」

★Ｓ学生「本来持っている力が十分に発揮で
きるような，また，幼児や児童の願いが達
成できるように適切な「言葉がけ」や「適
切な助言」ができるように力を付けること
が大切であると思った。」

★Ｈ学生「今まで知らなった自分を発見でき
た。今，満足度100％。作品のよさや美し
さ，努力や工夫などを認める「鑑賞の仕方」
が学べて嬉しかった。」

★Ｙ学生「自分が創る楽しさを体感して，「自
ら学ぶ」ことの大切さに気付いた。これが
「子ども主体」の活動であることに気付い
た。」

★Ｗ学生「夢中になれた。私は失敗から学ぶ
ことができた。道具の使い方も含めて自分
に不思議な力が付いたようだ。自信となっ
た。とても嬉しい。」

5 まとめ

本研究は作って遊べる「手作りおもちゃ」
の制作を通して育つ力は何かについて，実践
を通して追究した。
⑴ 手作りおもちゃを通して幼児が育つ力と
して次のような点があげられる。

①幼児が使いこなせる材料を準備し，材料に
対する抵抗感をなくして実践をした。幼児
は存分に自分の表現活動を楽しむことがで
きた。それは，「自分の力でできる」こと
に喜びと自信を持つことができたのであ
る。造形活動をすることによって「目的に
向かって主体的に作り続ける態度や集中
力」が育成される。

②色，形，材質などの組み合わせなど，目標

達成の制作過程において一人一人はよく考
え工夫し，試行錯誤する。その中で幼児の
視覚的な思考力や判断力が培われている。
また，発想力，イメージ力，創造力が育成
され，つくりあげた喜びは感動となり心を
癒す。それは心身の調和的な発達を促すも
のでもある。

③手作りおもちゃは道具を使わねばならな
い。切りすぎたり，切る場所を間違えたり
して失敗しながら乗り越えていく。材料や
道具の扱い方にも慣れて造形感覚や技能が
身に付く。そして，より美しく仕上げよう
とする美的感覚が育つ。

④制作の過程で教師が一人一人の努力や差，
苦労に励ましと，支援，賞賛の言葉がけを
することによって，自分に自信と夢や希望
が湧く。それは「生きる力」の基が育つ。

⑤作った作品で遊ぶことによって，遊び方を
工夫する。遊びを通して智恵や思考力がぐ
んぐん伸び，ものの見方考え方が幅広くな
る。また，自分が苦労して作ったからこそ
作品に対する愛着を感じ，作品を大切にす
る心も育つ。

⑥幼児は自分の五感を使って真剣に作ってい
た。「ふーん，これで車に変身だね」「わあ，
よく動く。おもしろいやあ」等とつぶやき，
工夫すれば車輪にもなることや，自分の発
想でモノレールにもなり，貨物列車にもな
ることに感動している。新しい発見や不思
議の面白さに興味感心，創造性，追究心が
育つ。

⑦仲間と共に遊ぶことによって，友だちの作
品のよさを感じたり面白さを見つけたりし
ている。そして，仲間との関わりが自然に
できるようになり，人間関係が深まる。

⑵ 教師の役割としては
①幼児が描くイメージの世界を十分に楽しめ
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るように多様な道具や素材を用意し，自由
に作れる場を確保し，「つくり出す喜び」
を体感させることができるように環境を整
えることである。

②幼児は作りながら「何で動くの？」と疑問
を持ったり「どうしよう。こうしてみよう」
と工夫したり，「わあ，こうすれば動くん
だ」などと感激したりして五感を使って活
動を楽しんでいる。幼児は活動を通して常
に発達している。失敗も自力で解決してい
く力を持っている。この過程は自我の形成
にとって重要である。だからこそ，教師は
一人一人を受容し幼児が何に心を動かし，
何を表そうとしているかを受け止めなが
ら，自己表現，自己充実感を十分に味わわ
せるようにすることが大切である。

③幼児が人と関わる力の基礎は，自分が教師
や友だちから温かく受け止められていると
いう安心感である。この安心感があるから
こそ一人一人は伸び伸びと自分らしさを発
揮できるのである。教師は幼児の行動や思
いのありのままを認めながら，必要な時に
は教師の思いや気持ち，考えを言葉や行動，
表情などで表現し，教師との信頼関係を築
くよう努めることが大切である。
同時に，幼児が様々なことを自分の力で

行う自立の精神を育てることを常に心がけ
ていることが大切である。

手作りおもちゃの実践を通して上記のよう
に「幼児が手作りおもちゃで育つ力」「教師
の役割」をまとめることができた。
学生は作る喜びを体感しながら自らの学び

を上記の「学生の記録より」に示したように
記録に残した。教師になるための道のりはま
だ遠いけれど，この大学の授業を通して，感
性や表現力，想像力を自らの力で高めること
の大切さに気づいた。仮説の⑴～⑸の実践研
究を通して，学ぶ喜びを体感し，その意義を
理解したと思われる。
そして，自らの感性や創造性を少しずつ高

め新しい自分を発見することができた。

今後の課題

★幼児の考えや表現したいと思う心の動きを
受け止めて適切な「言葉がけ」の在り方を
研究し，自らも支援できる力を付ける。

★理論と実践の関連の大切さと充実感，達成
感を味わう「手作りおもちゃ」の活動を広
げ新しい開発をする。

★更に自らの感性を高め，発想を豊かにする。
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