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この論文は幼児期と学童期とのスポーツ指導の接点を考える上での基本的な問題について
検討すべ<，４歳児，５歳児にゲーム遊びを（じゃんけん，鬼ごっこなど）１ケ年間援助
し，この援助過程での幼児の活動を観察・考察した事例的研究である。
その主な結果は，１），４歳児はゲームのルールを理解して遊ぶことよりも，走る，跳

ぶ，よじ登るといった基本的な運動遊びに興味がつよい。２），５歳児は個人差があるも
のの仲間との教え合いでゲームを理解している。３），５歳児はルールを工夫してゲーム

遊びを発展させて楽しめる。このことから，基本的には４歳児はゲーム遊びへの準備期と
捉え，基本的な動作学習と仲間の存在を知って遊ぶ時期であり，５歳児は仲間と一緒にゲ
ーム遊びの体験を豊富にする時期であるといえよう。

キーワード：就学前期，運動遊び，発育・発達，指導法

１はじめに

幼児期の運動能力の発達に欠かせない活動的な遊びの実践について，現在の幼児をとり

まいている環境は，交通の発達や都市化による遊び場の減少，少産化による遊び仲間の減
少で活動的な遊びを十分行うことは困難な状況であるといえよう１，…''４）

Ｏ

幼児にとっての遊びは身体の生理的な発育。発達のみならず，意欲といった心理面，仲
間との協力，役割認識といった社会性の発達'0)にも関与している。
また，幼児期の活動的な遊びの充実が次の児童期の運動能力の発達'1)に関係しているこ

とに加えて，生涯スポーツが徐々に定着化しつつある現在，幼稚園，保育園における運動

遊びは，幼児の身体と運動能力の形成，さらに，仲間と協力してゲームを楽しむ態度や行
動の学習の場として，心身ともに豊かな人間形成にとって重要な活動である。

そこで，本研究の目的は幼児期と学童期とのスポーツ指導の接点を考える上での基本的
な問題について検討すべ<，４歳，５歳児を対象に保育計画の中にゲーム遊びを位置づけ
て－カ年間の実践指導からみた幼児のゲーム遊びの援助過程での幼児の活動を分析し，幼
児期のゲーム遊びの援助について役立てようとするものである。

－７５－

和歌山大学教育学部教育実践研究指導センター紀要Ｎｏ３１９９４

２方法
1）対象園：大阪府忠岡町Ｔ幼稚園，４歳男児33名，女児26名，５歳男児31名，女児31名。

2）期間：1992年４月から翌年３月までの期間に通常の保育活動の中に週２－３回，
ゲーム遊びの時間（約20-30分）を設定して，保育者の援助をうける。
3）ゲーム遊びの内容・指導

伝統的なかくれんぼ，鬼ごっこ，ジャンケン，表現遊びなどを基本にしながら子ど
もの興味と遊びのイメージが子どもにとって理解しやすく，しかも鮮明に描けること

を考え，人気テレビ番組，例えば，アンパンマン，ドラゴンポールなどのアニメや音

楽を活用して，子どもにとって身近なゲーム遊びを援助し，同時に子どもと相談しな
がらゲームを発展させた。

４）その他：新入児の４歳児は各クラス単位で，仲間や保育者とのゲーム遊びに慣れるこ
とに視点をおき，変化をみながら援助した。５歳児は前年のゲーム遊びの体験を基に
自発的な活動ができることをねらに，－学期間はクラス単位，二学期以降はクラスを
解体し，１グループの６－７名でのゲーム遊びができるように援助した。
Ｓ結果・考察
１）４歳児のゲーム遊びの指導過程

表１－１，表１－２は，４月から７月の各ゲーム遊びにおける内容，子どもの様子及び，
保育者の援助・考察を要約した表である。

ケンケンとびのできない子，ジャンケンの意味が理解できない子，仲間との係わりがで
きない子などが存在する中で，保育者はゲーム遊びを援助したが，保育者のねらいや予測
からずれることが多々あった。例えば，お尻パッチンゲームの場合，保育者とはゲームが
できても仲間とはできない子，ジャンケンをしなくてお尻のタッチのみを楽しむ子がみら
れ，ゲームを楽しむより，自己の欲求を充足させる行動が観察された。

また，鬼ごっこでは，合図と同時に逃げなければならない場合でもその場にいる子が観
察された。次に述べるのは，このような状況の中での４歳児の－学期におけるゲーム遊び
の援助の要点である。

(1)ジャンケンを必要とするゲームでは，ジャンケンがタイミングよくでき，しかも勝敗
の意味が理解できることが基本であり，ジャンケンが理解できない子にはゲーム遊び
は困難であり，この子たちには言語の発達を助長した遊びの援助をする。

(2)ジャンケンは，「グー・チョキ・パー」の３つから成り立っているので，勝敗の理解
は４歳児では困難な子が多い。先ず，手でグー・チョキ・パーをつくる体験が必要で
ある。

次に，「グー・チョキ・パー」を自分の声に合わせてタイミングよくだす体験をし，
勝敗の理解を援助する。負けることを嫌う子には何度も体験することで負けた気持に
慣れることや自発的にジャンケンを行えるように常にジャンケンを体験する援助を行
う。
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表１－１４歳児のゲーム遊びの内容，子どもの様子及び援助・考察（４月一７月）
ゲーム名

内容

子どもの様子

援助・考察

お尻パッチ

．－対一でジャンケンを
し，勝つと相手のお尻を

・お尻を叩く動作に興味を
示し何度も挑戦する
．負けることが嫌いで，し
ない子もいる

ジャンケンの理解のでき
ない子もいて，まず ジャ
ンケンを理解しタイミング
よくできる援助をした
(Ｔ）対（Ｃ）のジヤン
ケンを重視した援助

ン

(室内）

叩く

(Ｔ）対（Ｃ）
(Ｃ）対（Ｃ）
Ｔ：保育者

●

，

●

Ｃ：子ども
ケンケン．

ジャンケン

(室内）

椅子とりゲー
ム

(室内）

ロンドン橋

(室内）

男女に分かれ両チーム
から一人ずつケンケンで
進みジャンケンをし得点
をつける
●

･いすを丸く並べた周り
をピアノの曲に合わせて
歩き 曲が止まった時す
ぱやく椅子に座る
，

ジャンケン

汽車
(室内）

ジャンケンの理解のでき
な子もいることで，動物
（ねこ，ねずみ）の絵を使っ
●

緒に喜び，応援の声もある

たジャンケンなどの工夫を

．すばやく座る際，近くの
椅子に座らずに，遠くの自
分の椅子に座る
自分の椅子を探すことに
集中する

･最初から椅子を円周にお
いたことが理解を困難化さ
せた．部屋の各コーナーに

●

した

椅子をおき，引っ越しする
よう援助すると理解ができ
た

･前の子の肩を持って汽車

｡園庭を自由に走り周り，
鬼に捕まると鬼の仲間に
なり）仲間を増やしてい

．つかまることに抵抗のあ ・ゲーム時間（２分）を決
定した
る子は隅っこで動かない
・最初は楽しむが疲れを訴 ．音楽でゲーム時間を決め
た
えやめていく
｡逃げる範囲を限定したひょ
うたん型，島型にした

●

(室内）

2割いた
･チームの仲間が勝つと－

，

た

･趣味をもち楽しんで活動
する子と全然興味を示さな
い子との相違が明確である
･女児に興味を示す子が多

く

カエルとザ
リガニ

数が多くて待てない子が約

･ケンケンのできない子に
歩行でジャンケンを行っ

は

･歌に合わせて，２人組
のトンネルを仲間の肩を
持ち合って汽車をつくり
トンネルをくぐり，捕ま
た子がトンネル役
~つ

増え鬼
(園庭）

・ゲームに参加せずみてい
る子が約２割いた
・男児15名，女児14名で人

(Ｔ）が鬼になる

い

になって動けない
トンネルは１ケ所よりも
●

２ケ所にすると，混雑せず
に汽車になって進みやすい

・縄跳びの縄で円をつく
りザリガニの隠れ葉にし，
ピアノの合図でカエルは
両足とびでザリガニを捕
まえる，早く葉の中に入
ると捕まらない

．捕まりたくない子は葉の ･両足とびでは十分な活動
ができないので，ピアノの
中から移動しない
・両足とびなので動きが遅 音に合わせて走るようにし
た
く
行動範囲も狭い
カエルとザリガニでは鬼
．遊びを繰り返すうちにザ
リガニになりたい子がでて ごっこのイメージからはず
れ理解が困難である
きた
･鬼とザリガニにすると理
解し易くなった

ジャンケンをして負け
ると相手の後ろにいき肩
を持ってつながる

先に一人汽車遊びを体験し
たこともありゲームの理解

●

，

●

は比較的容易であった
･先頭同士のジャンケンは
最初の頃は理解が困難であっ
たが，回数を増やすにつれ
理解できてきた

－７７－

ジャンケンが理解できて
いる頃で負けた子は後ろに
いくが，人数が増えるとで
●

きない

３人以上の汽車をつくら
ないで援助した
●
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表１－２４歳児のゲーム遊びの内容，子どもの様子及び援助・考察（４月－７月）
ゲーム名

内容

ピニールテープで家 ･活動よりも「オオカミさ
ん今，何時
(安全地帯）をつくり
ん今，何時」の言葉に興味
(室内）
子やぎが「オオカミさん を示し，ゲーム終了後も仲
今，何時」と 尋ね，「夜 間で言い合っていた
中の12時だ」 と答えると ．追いかけ鬼のゲームを理
オオカミが子ヤギを捕ま 解できて楽しむ子もいるが，
えにいき，子やぎは，す 理解できない子も数名程度
ばやく家に逃げるとセー いた
フ
捕まると，オオカミ

オオカミさ

援助・考察

子どもの様子

●

，

・２９人一斉に行うと，それ
ぞれの役に集中できない，
５人１組で遊ぶと，理解し
やすく集中でき・理解の困
難な子にはた保育者がオオ
カミになり何度もゲームを
体験する援助が必要である

，

の仲間になる

引っ越しｹﾞー
ム

(室内）

フルーツ

バスケット

(室内）

･椅子を円く並べ座り，
自分の椅子に座る子が多 ･椅子にカエルとカニの絵
カエルとカニの役を決め， い
をつけ，他人の椅子に座る
保育者の呼びかけで，呼
自分の役の動物名を呼ば 動機づけの援助の工夫がい
ばれた役の子は他人の空 れることに喜びを表現する る
いた椅子に移動する．移
動の際，それぞれの動物
の動作をまねて移動する
●

●

･椅子を円く並べ座り，

自分の役の果物を呼ばれ ・保育者が鬼になり援助す
ることに喜びを表現する
イチゴ，
ることで，問題解決を図る
リンゴ バナナの絵をか
・鬼になると泣きそうな子 .常に鬼になりたくて椅子
いたカードを持つ
もいた
に座らない子には，ゲーム
･鬼の役の子が呼んだ果 ・鬼になりたい子は椅子に のルールや楽しさを理解し
物の役の子のみ移動する 座ろうとしない
ていないとも考えられ，理
フルーツバスケットの 。空いている椅子に誘う声 解への援助が必要である
がでてきた
時は全員移動する
．鬼になりたいという要求
も充足させる
ブドウ

，

モモ

●

，

，

●

ネコとネズ
ミの座り鬼

(室内）

2人のネコの役の子が，
ネズミ役の子どもをタツ
チする
●

●

｢チュ」とい

つ

てタ

ツ

チ前に座ればセーフ
タッチされた子はネコ
の役になる
●

･最初は保育者がネコの役
をし，間合いを十分とった
ゲームだったので安心して
楽しんだ
鬼はネコの面をつけたの
で明確となり，また，雰囲
気も高まった
●

●

･鬼は面をつけて追いかけ
るので集中して遊べた
タッチで常に鬼が交代す
るが，面をつけたことで鬼
の役の子が明確化した
●

｢チュ」と鳴く時とタツ

チとのタイミングに問題が
多くみられた

(3)ゲーム時のみにジャンケンを援助するのではなく，用具，道具，玩具などの取り合い
が生じた時の解決法としてジャンケンを活用する援助や，保育者のだす「グー・チョ
キ・パー」を模倣して幼児が同じ「グー・チョキ・パー」をまねたジャンケン，また，
保育者のだしたジャンケンの手の形にすばやくだせる援助をする。

(4)ジャンケンの後に動作の加わるゲーム遊び，例えば，相手の肩を持つ，カエル，リス
といった動物になるゲームでは，先ず，ジャンケンなしで肩つなぎ，手つなぎを体験
すること，また，カエル，リス，ザリガニもジャンケンなしで，表現遊びとして，単
独でいろいろな動物になる体験をし，その活動が円滑にできる先行学習が必要である。

(5)合図で場所を移動するゲームの場合，移動する場所を明確にし，移動のイメージが明
確になるような例を挙げ，理解しやすくする。また，仲間の持ち物を交換し合うゲー
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ムでは，交換の意味を理解させた後，準備時間を十分設定して援助をする。
(6)動物や果物が登場するゲームでは絵を活用し理解度を高め，自己の役割を明確にする
道具（鬼の面，リスのしっぽなど）の工夫が必要である。

(7)言葉を使ったゲームは，子どもの興味，関心を高める言葉かけを工夫する。
(8)始めと終わりの合図は，保育者の言葉だけなく，ピアノや音楽の曲を活用することは
ゲームに対する雰囲気，関心，意欲などが向上し，ゲームの理解に役立つ。
(9)安全面，理解面を考慮して，最初は４－５人ごとに援助した方が適切である。
00初期の援助は，室内を利用した方がゲームに集中でき理解度の面で適している。
以上のことからみて，４歳児の場合は基本的な運動（走る，跳ぶ，よじ登るなど）の体

験学習期であるといえる。このことは，基本的な歩く，走る，両足でとぶ，相手の肩を持
つといった動作は，発達の個人差4)がみられるものの動作は可能であり一方，言語面は４

歳の場合，遊びの順序やルールをつくるための話し合いは困難であることからも理解でき
るところである。

マイネルは5)，直立歩行と言語の発達が行動範囲の拡大への基本であり，これに運動衝
動や活動衝動が加わり，むだな随伴動作，過剰運動の過程を経て洗練された運動へと発達

すると指摘している。今回のゲーム遊びの援助過程をみても体験を増すにつれゲームの雰
囲気をつかみ，とまどいながらもゲーム遊びに参加しているが，言語の発達の個人差がゲ

ーム遊びの発展の課題となる場面が多々観察された。援助を徹底する意味で繰り返し，訓
練的な援助を行うことも考えられるが，運動衝動や内発的動機'213)を重視した自発的学習
こそ，生涯スポーツ7)の基本であるとの考えに立脚し，４歳児の場合，自己の運動欲求の
充足に視点をおいた自発的な活動を重視した援助が適切と考える。

特に，生涯学習が叫ばれ「早期完成型教育から継続型教育」「効率のよい指導法から対
話十解釈十推論十分析の指導法」'5)の今日，保育者の援助が主体のゲーム遊びから幼児自
身が人間や物的環境との交流を活発に，しかも，豊富にもてる環境づくりの援助が重要で
ある。

すなわち，子どもが自発的に行う運動や保育者が子どもに与えた運動は，子どもによっ

て，それぞれのイメージで表現されるものであることを認識し，子どもの表現を承認し，
さらに，－人ひとりの表現した運動をふくらませる援助が基本である。

しかし，また，子どもの自発性を尊重しながらも，ゲーム遊びの準備的な活動を体験さ
せることや基本的な運動を完成するために保育者主体の指導性のつよい保育も必要である
ことも認識しておきたい。

２）５歳児のゲーム遊びの援助過程

表２－１，表２－２は，４月から７月の各ゲーム遊びにおける内容，子どもの様子及び，
保育者の援助・考察を要約した表である。
幼稚園での一年間の運動学習や言語学習に加えて仲間との豊富な交流の体験がこれらの
ゲームに表現されている。

５歳児では，特に知識，理解面（ジャンケンの理解できない子が２名いる）での個人差
がみられるものの，ゲーム遊びを楽しむ運動面，理解面の能力は発達していると考えられ
る。そこで，５歳児のゲーム遊びでみられた主な活動を以下に列挙した。
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表２－１５歳児のゲーム遊びの内容，子どもの様子及び援助・考察（４月一７月）
ゲーム名

内容

子どもの様子

援助・考察

お尻パッチ

．－対一でジャンケンを
し，勝つと相手のお尻を
叩く
(Ｔ）対（Ｃ）
(Ｃ）対（Ｃ）
Ｔ：保育者
Ｃ：子ども

･相手の身体を触れる遊び
だけに声を出してゲームを
楽しんだ，特に，笑顔の少
ない２名の表情が生き生き
していた
･毎日したいと要求の声が

ジャンケンの理解できて
いない子が２名いる，この

ン

(室内）

ﾋﾟストルジャ
ンケン

（室内）

でた

●

子に注目し，援助しながら

ゲームを行った
ジャンケンだけでなく身
●

体接触があることが全員楽
しめる要因であろう

ジャンケンの理解できな
い子は仲間からはずされる
･１０数え方は，声をだす子 ・保育者はこの子に援助を
る
と指で数える子がいた・自 するが発達を待たねばなら
．負けた子は，その場に 主的に３人組をつくり，２ ないようだ
人が負けると重なるように ･子ども同士の触れ合いを
倒れる
・１０数えると起き上り再 倒れた身体接触を楽しんで 積極的に行う援助が必要で
ある
いた
度ジャンケンをする
｡－対一でジャンケンを
し，勝つと指先でピスト
ルをつくり撃つまねをす

ピストルのしぐさだけに
男児が楽しんだ
●

●

伝言ゲーム
(室内）

このゲームは４歳時に経 ｡－つの単語を伝言できる
６人１グループで縦一
列に座り，前から順に言 験しているから容易にゲー 子，文章を伝言できる子の
葉を耳もとでささやくよ ムは理解できたが，一年保 個人差が明確でありゲーム
うに送り，最後の子が発 育の子は，初じめてで理解 を楽しむに短い言葉が適切
である
に時間を必要とした
表する
･経験者は仲間に教えてい

ジャンケン

毎日したいといった要求
2組に分かれ「ジヤン ・ジャンケンが好きで自主
があり４日間連続でこのゲー
ケンドン」の合図で相手 的に何度も行った

●

●

た

ドン

●

●

をみつけジャンケンし，

(室内）

・ジャンケンは運だめしの

ムを行った

要素が高いだけに，活動性 ．楽しいゲームは連続的に
の乏しい子もチャンピオン 実践しても飽きがこないよ
に連れていかれる
勝っている子は何度も になれ，仲間からの承認を うだ
･豊富な体験により自主的
繰り返しジャンケンをす 得ていた

負けると相手の家（陣地）
●

に行えるようになった

る

あて っこドッ
ジ

(園庭）

･１２ｍ×５ｍのコートで
のドッジボール
●

当てられた子は応援席
(平均台）で一曲終了す

るまで応援する
●

曲目「もう一度ピータパ ･応援席で待つのが退屈な
ン」は子どもの動きを活発 ので，外野からのポールが
●

にした

･ポールを投げる子は決まつ
ていたから’逃げることを

残っている子の数を競 楽しむ子が殆どであった

＞

つ

しっぽとり
鬼ご
(１）
(室内）
￣

~つ

Ｌ－

でた
●

ワンバウンドで当たった

時はセーフにしたが，ルー
ルの理解が殆どできていな
い

･タオルをしっぽにして，
オオカミが子どものしっ
ぽをとる．しっぽのとら
れた子はオオカミになり
しっぽをとる側になる
●

投げられるルールの要求が

リズム室で行ったので早 ・子どもは活発に逃げ回る
から疲れが早い
<全員オオカミになった
･休みなく走りまわるので ・休憩時間と休憩場所の工
夫が必要である
すぐつかれ休憩する
●

(Ｔ）がオオカミにな

る

しっぽと鬼
ごっこ（２）
(室内）

●

タオルをリスのしっぽ

にして遊ぶ
・休憩時間をとるために，
しっぽを室内の壁につけ

ている時は休憩時間とする

･生活の中でリスごっこの ･ゲーム終了後，話し合っ
体験があり理解が容易であっ て全然，移動しない場合の
ルールづくりを行った

た

･壁に常時くっついて全然，
移動しない子がでてきた

－８０－

●

｢10読む間」を休憩時間

とした
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表２－２５歳児のゲーム遊びの内容，子どもの様子及び援助・考察（４月一７月）
子どもの様子

援助・考察

（２）のルールに「1０
しっぽと鬼
ごっこ（３） 読み」ルールが加わり，
移動（引っ越し）しない
(室内）
場合はアウトになる
(Ｔ）＝オオカミ

･ルールを理解して遊べる
しっぽをとられ，オオカ
ミにはなるが，リスに変わ
りたくて，しっぽをつける
子がいた

再度 リスになりたいと
いう気持ちを活かすための
ルールを話し合った

（３）のルールにオオ
カミの家をつくり，捕ま
たリスはこの家で助けを
待つ．仲間にタッチして
もらったリスは再度，ゲー
ムに参加できるルールを
加える。（Ｔ）＝オオカ

･仲間にタッチをし助ける
ことに興味が向いた
(Ｔ）２人のオオカミに
みつからないでタッチする

タッチの際，名前を呼び
合い，仲間意識の高まりが
観察されたことで，自主的
な鬼ごっこへと発展しだし

内容

ゲーム名
●

●

しっぽと鬼
ごっこ（４）
(室内）

●

~つ

●

●

スリルを味わっていた

●

，

●

た

ご

～

色鬼
(室内
庭）

鬼になった子どもが集ま 一定の色が多くなり，鬼ご
鬼に色をたずね，鬼が答
えた色をさがしてタッチ り相談し色を決める行動が ことしては発展が困難であ
る
するとセーフ，色をさが みられた
している間に鬼にタッチ ・判断の困難な色（ピカピ
されるとアウトで鬼にな カ色など）をいう子もいた
る
・はさみうちといった捕ま
●

，

園

~つ

える工夫がみられた

ダルマさん
がころんだ

(室内，園
庭）

カード集め
ジャンケン

(１）
(室内）

・鬼と子が向かい合い合 ･動と静の動作があること ･言葉遊び，名前を呼び合
つ
動と静，スリル感の諸
が楽しさの要因のようだ，
図する
・鬼は背を向けて言葉 特に，スト ツプの動作に興 要因をもつこのゲームは自
己の能力に応じた動作が可
｢だるま。．」を読みあ 味を示した
げ，読み終わると同時に ･鬼になり友達の名前を呼 能で全員が楽しめた
後方を振りかえる，この びだくて意図的に鬼になる
時〆動いた子が鬼となる・ 子が目立った
鬼の背中をタッチすると
シール１枚
･ゲーム時間は５分
＞

，

２グループ対抗で行った
１グループ６名で５ｍ
離れた位置のジャンケン が，自分のグループの時は
マンとジャンケンし，勝 活発にできるが，他のグルー
つとカード１枚受け取る プを応援したり，観察する
．負けた場合は，元の位 態度はできていない
置に帰り再度挑戦，カー
ﾄﾞをとるまで繰り返す
1分間で集めたカード
の数を競う

･ゲームを楽しみたくて応
援や観察して待つことがで

タッチを繰り返して休み
（１）のルールに負け
た場合は再挑戦しないで， なくジャンケンをするから
次の子にタッチするルー 傍観的な子はみられない
ルにする
･勝つと興奮して次の子に
1分間のゲーム時間を タッチすることはを忘れる
・リレー形式に順序よくジャ
曲で知らせる

･興奮しだすとルールを忘
れる子がいるから，５グルー
プ同時にゲームをせず，２
グループ対抗でゆとりある
ゲームを援助する
･ルールを忘れたり，無視
をした時は，その場に援助
をする

●

●

●

カード集め
ジャンケン

(２）
(室内）

●

●

●

ンケンに走っていくことが
理解できていない子がいた，
この場合，仲間からの注意
や教え合いが見られた

－８１－

きない

６人グループなので，他
のグループのゲーム中待機
や応援の態度ができていな
●

い

･他のグループのゲームを
待つ時間を少なくなるゲー
ムの工夫をする
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（')５歳で入園した子は初めてのゲームでは戸惑いをみせていたが，仲間相互で教え合う

行動がみられ，初心者も仲間の協力でスムーズにゲームに参加できた。（伝言ゲーム）
(2)４歳児は活動そのものを楽しむ傾向がみられたが，５歳児は各ゲームの特性を理解し，
つねにルールをつくりかえ，楽しみ方を工夫していた。（ピストルジャンケンで２人

から３人グループをつくる活動，また，常時ゲームに参加できるルールの工夫）
(3)マイネル5)は運動における就学前の発達の特徴として「並列性」「同時性」を指摘し
ているが，５歳児は，運動と言語との同時性の発達もみられ，ジャンケン遊びや鬼ごっ
こなどで自己の欲求を充足させ，同時にその運動に相応しい言葉を使用していた。

(4)ルールを理解しゲームを体験するに従い競争性が高まって，走る能力，ポールの投
げる能力が勝敗を左右する傾向が強くなり，ドッジボールでは，当てる子，逃げる子
といった役割や男女差が生じ，各ゲーム間に個人の興味差が生じた。
(5)競争が高まるにつれ，待ち伏せや挟み打ちといった先取りや作戦の行動がみられた。

(6)仲間を応援する，自分のグループや自分の番まで待つといった態度は，－学期は困難
な状態であった。〔自発的に仲間を誘い合ってゲーム遊びを深めるに従い，三学期に

は，徐々に応援や自分の番まで待機する態度や行動ができる子や待つ態度をとらねば
ならないと努力してる子の様子が観察された。〕以上から５歳児はゲーム遊びを体験
するいい時期と考えられる。

この活動状況を踏まえ５歳児が自発的にゲーム遊びを楽しむには，成功体験や効力感の

体験が意欲向上の要因2)となることから，全員がチャンピオンになれる体験や承認される
体験が得やすいゲーム遊びを行うことである。それには，競争性の強いゲームに偏重せず

に，カイヨワ'7)のプレイの分類を参考に，アゴン（競争），アレア（運だめし：ジャンケ
ンルミミクリー(変身・模倣：鬼ごっこ)，イリンクス(めまい：スリル感)の４つのカテ
ゴリーをゲームの中に活用したゲーム遊びが５歳児に適したゲーム遊びと考えられる。

結びとしてこれらのゲーム遊び活動の発展した事例として５歳児の11月のグループ対抗
（１グループ６－７名の10グループ：２クラスの合体）のゲーム遊びの事例を紹介する。

(1)鈴ならしジャンケン｛Ｓ字状の５ｍの長さのラインを両端から走り，ジャンケンで勝
ち抜き相手グループの鈴をならす｝，(2)ワニワニパック｛コート内にいるワニ役の
子にタッチされずに身をかわしながらゴールまで行く，ワニ役の子は足を動かさない

状態で手でタッチする），(3)動物集め｛五種類の動物の絵を描いた迷路板に小さい
玉をころがし，玉が入ったところの動物と同じ絵の動物を園庭にセットした場所まで

行き10匹早く集める，(4)王様とジャンケン｛クマ，ウサギ，王様の順にジヤンケン

をし，三回連続して勝つと１点｝，(5)ダルマさんがころんだ｛表２－２を参照｝，（６）
ふりふりずもう｛最初は二人組の背中合わせの状態でふりふりダンスを行い，笛の合
図で向かい合って押しずもうをする｝，の６種目のゲームを各グループが自主的にゲ
ームを選択し，対戦グループを次々と交代しながら各ゲームを楽しむ遊びを行った。
このゲーム遊びでは，肥満児はふりふりずもうで，敏捷性の高い子はワニワニパツ
クやダルマさんがころんだゲーム遊びでそれぞれ自己の欲求を充足させていた。

また，種目を選択することで，待つことなく常にゲームに参加でき，集中してゲー
ム遊びを楽しんだ。
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４まとめ

４歳児，５歳児にジャンケン，鬼ごっこなどのゲーム遊びの１ヶ年間の援助を通してぞ

れぞれの年齢の各ゲーム遊びに対する理解や活動の楽しさの観察結果から次の点を指摘す
ることができる。

１，４歳児はゲーム遊びの準備学習として基本的な運動（走る，跳ぶよじ登など）の

学習時期であり，また，人間や物的環境との交流を自発的に体験する時期でもある。
２，５歳児は個人差があるものの，前年の－年間の園生活の体験からルールを工夫し，
ゲーム遊びを発展させて活動ができることから，ゲーム遊びを体験するいい時期であ
ると考えられる。

３，運動学習には，「わかる・できる．楽しむ」といった側面'6)あるが，４歳児は理解
できなくても，自己の欲求どおりの表現や行動を自発的に実践し自己の欲求充足に視

点をおいた援助が適切である。５歳児はゲームの理解力の発達に併せ自己の運動欲求
を充足させるルールを工夫しながらゲーム遊びを豊富にする援助が適切であると考え
られる。

４，生涯学習の今日，保育者の指導性の強いゲームの進め方よりも，幼児が自主的に行

動し判断して表現した運動を保育者が発展させる援助の方が適切であると考えられる。

（謝辞：稿を終えるにあたりご協力頂きました大阪府忠岡幼稚園，東忠岡幼稚園の諸先生
と園児の皆様に深く感謝致します。）

〔共同研究者：總田スミ子，小西光子,小森弘美，山下富子，大谷栄子，宮口勢津美，田
辺裕美子，勝元昌代，勝元雅子，字澤俊江，勝元富士子，植木まゆみ〕
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