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第一部 講義 

 

遊びのイロハ 

子どもにとっての遊びの本質とその必要性を見つめよう 

 

 

原 純子（平安女学院大学短期大学部保育科） 

 

  



 2 

山地さん： 

おはようございます。大阪市立総合医療センターのプレイスペシャリストの山地と申し

ます。今日はよろしくお願いいたします。 

私の方から簡単には語り尽くせない程の様々なご経歴のある講師の原純子先生ですが、

簡単にご紹介させていただきます。ドイツで幼稚園教諭をされたご経験を元に、愛知の小児

保健医療総合センターの新設に伴う医療保育活動の立ち上げに携わって、当時のセンター

長である長嶋正實先生が掲げられたビジョン「病院らしくない病院」の実現に向けて、子ど

もの遊びと発達を保障する院内保育活動のため、保育の専門性に基づくプレイルーム作り

やその運営に関わる保育士さんたちをまとめることをはじめ、多職種スタッフと共に病院

全体で療養環境をしっかり考えていこうという体制を作ってきた素敵な大先輩になります。

今は関西のほうに移られて、児童養護施設や児童家庭支援センターなどで社会的養護に携

わった後、保育、幼児教育の教職に携わっておられます。 

いろいろなご経験とご経歴の中から、本日のテーマである「遊びの本質について考える」

について話していただきます。私も２年間、愛知の小児センターで働かせていただいたので

すが、２年間が１０年間ぐらいに感じられるような充実した時間で、いろいろな遊びとか子

どもや保護者への関わり方等を教わりました。早速ですが、お話を始めていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 吉川先生，山口先生，原先生   
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原先生： 

皆さん、おはようございます。ただいま過分なご紹介をして頂きましたが、４割位は言い

過ぎですから、今からのお話の中で、私という人物への理解について修正していきますね。 

 

改めまして、原純子５２歳です（笑）。子どもへご挨拶する時に、私たちはよく、「こんに

ちは、お名前は？」とまず名前を聞いて、例えば「さおりちゃん」と名乗ってくれると、「さ

おりちゃん、いくつ？」と続けて年齢を聞いたりします。すると子どもは、指を３本立てな

がら「３歳」と答えてくれたりしますね。でも、大人は自分のことは言わない。相手の名前

を聞く前に自分の名前を名乗らなかったり、相手の年齢だけ聞いて自分が何歳かを言った

りしませんね。それってどうなんだろうと、ある時から思いましてね、いつからか子どもに

対して「私は原純子、５２歳です。」と先に言ってから、「あなたは？」と子どもに尋ねるよ

うになりました。そうすると、傍にいる保護者がさっと目を逸らすんですね（笑）。私は保

護者ではなくて、目の前の子どもだけに何歳かを聞いているだけなのですが、年齢の話にな

るとお母さんはさっと目を逸らしたり、苦笑したりします。そういう時は「お母さん、大丈

夫です。お子さんに聞いているだけですから安心してください！」とか言って、笑いあった

りもします。そうやって、子どもや保護者との関わりのきっかけのひとつとして、私も自分

の名前や年齢を先に名乗るようになりました。 

日本には今のところこういう挨拶文化はあまりないようで、自分がなぜこうなのかは自

分でもよくわからないのですが、いずれにしても私は自分でも実体を掴めぬ生き物である

ということかと思います。以上が、私についての簡単な自己紹介でした。 
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さて、子どもにとって「遊びは生活そのものである」という有名なフレーズがありますけ

れど、その言い方を借りれば「原純子は遊びそのものである」、少なくとも私のこの５２年

間を振り返りますと、なんか「遊びの塊」だったなというような印象があります。ですから、

本日この場にお呼びいただいて、医療というご専門に携わる皆さまにお話するのは非常に

恐縮しております。私自身は、ただの遊びの塊だというだけで、医療とか医療保育の専門性

に基づく高尚な話は出来ないと思っていますが、遊びの塊である私が話すような、こういう

ノリの話が好きな山口先生だから、この場に呼んでいただいたという事かと思っています。 

ですから、本日は、なんか良い話とか大事な話とか専門的な話とか一切ありませんので、

日頃お忙しい皆さまも気を抜いて、遊びに来たというくらいの気持ちで聞いていただきな

がら、この空間と時間を通して、そもそも遊びってなんだろうな、とそんな風に軽く感じて

帰っていただいたらいいかなと思っております。とにかく大した話はしませんのでという

ことで、さっそく始めさせていただきますね。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

本日のテーマ「遊びの本質について考える」というお題を頂戴いたしました時、私は「遊

びのイロハ—子どもにとって遊びの本質とその必要性を見つめよう—」というタイトルに

したのですが、正直「遊びの本質」なんてわかんないなーと思いました。でも、「遊びのイ

ロハ」という言葉を見て、まず「いろはかるた」が思い浮かんだんですね。そうして、講演

準備をしないといけないのに、ひょいといろはかるた自体への関心に移っていきました。 

いろはの「い」って『犬も歩けば棒に当

たる』、でも「ろ」がわからない。そうなる

と、私はもう遊びの塊ですので、講演準備

放って、ばーっとそっちに行くんですね。

そうしていろはかるたについて調べたら、

江戸では「い」は『犬も歩けば棒に当たる』、

「ろ」は『論より証拠』、「は」は『花より

団子』、「に」は『憎まれっ子世にはばかる』、

「ほ」は『骨折り損のくたびれ儲け』、「へ」

は『下手の長談義』、「と」は『年寄りの冷

や水』、こんな風にあるんですね。面白いことに上方、今の京都や大阪は全然違うんですね。
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上方の「い」は『一寸先は闇』とか？！江戸と全然違う。面白くないですか？東京『犬も歩

けば棒に当たる』、京都、大阪『一寸先は闇』ですよ？それから尾張、今の愛知ですか？「い」

は『一を聞いて十を知る』、こんな風に地域文化なのか県民性なのか、いろいろ違ってくる。

このままいくと地域文化学の話になりそうで、今日はちょっとずれますが、ただこの差はな

んだろうなって思いながら１つだけ共通点を見つけました。「へ」です。「へ」の列に同じ言

葉が並びました。『下手の長談義』…ここで地域の違いがちょっと落ち着いたわけですが、

神様に「下手な話を長々と続けてるんじゃないよ」と言われたような気がしますので、いろ

はかるたの話はここら辺にして先に進みます。 

 

少し真面目な話に戻って…、本日のお題は「子どもにとっての遊びって何だろう」という

遊びの本質と必要性についてでした。そこで、「そうだ、遊びの本質を『いろは』に掛けて

みよう」としたら、いつのまにかいろはかるた自体の話になっていってしまったのですが。

話を戻して…「遊びのイロハ」って何だろうって考えました。つまり、病気の子どもたちの

環境に即した遊びの本質を考えるための基本として、「い」はなんだろう、「は」はなんだろ

うと、遊びの本質を構成する因子をはめてみようとしたのです。 

私はこういう言葉遊びが好きなので、たとえば「療養環境のあいうえお」とか、ですから

今回も「遊びのいろは」を寝ないで考えようとしました。普段８時間寝ますが、７時間しか

寝ないで考えました。でも、結局わからなかったんですね。遊びは「い」ろい「ろ」あって、

後は「は」ははと笑っておきましょうと…これぐらいしか思いつきませんでした。そうし

て、ようやくこんなことしていたらダメだと思いまして、ちょっと、少しだけ、遊びに関す

る理論の方に行こうと思います。 
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基本的な保育用語について説明されてい

る「保育用語辞典」というものがありますが、

そこで「遊び」について調べてみました。広

い意味では「生産性のある労働の対極」つま

り労働と真反対にあるということらしいで

す。そして「非生産的なものと理解される」

生産性を望まないということです。つまり、

遊びをしたことによって、こんな良いこと

がありますとか、こんなことが得られます

という期待はないということですね。生産的なものではなく非生産的であるということが、

２番目に言われていますが、一方で「労働の報酬としての意味づけにされる」こともあると。

労働、いわゆる働いたこと、やらないといけないことに対してのご褒美としての遊びという

意味合いも含まれていると、保育の方では理解されているようです。 

 

西村先生の「遊び論」というものがあります。今回山口先生に「ノウハウより原理のお話

を」と言われたこともあり、ここで言われる遊びとはなんだろうと、今回この本から遊びの

原理をちょっと紐解いてみたんですね。そうしたら「遊び」とは、「ある独特の存在状況で

次には充実されるはずの…宙づりにされた期待の…そこに生じる緊張と解消からなる遊動

に共に乗り合わせる同調…」これ、ぱっと読んだだけでは何を書いているのかわかりません

ね。私が今もにゃもにゃとごまかして読んだ赤い部分、「僥倖（ぎょうこう）」と読むらしい



 7 

です。次に、宙ずりにされた機会の期待の「遊隙（ゆうげき）」とそこに生じる緊張と解消

からなる「遊動（ゆうどう）」に共に乗り合わせる同調…が遊びの原理として説明されてい

ます。 

これ 初に読んだ時、どういう意味かさ

っぱりわからなかったです。まずは言葉が

わかんないやということで、そうだ！辞書

を引こうということで、さっそく辞書を引

いてみました。「僥倖（ぎょうこう）」とはど

ういう意味かというと、「思いがけない再会、

偶然に得る幸運。幸運を願い待つこと」とあ

りました。遊びの本質には、これらが含まれ

ているということがわかりました。それか

らもう１つ、文字通り遊びの隙間と書いて「遊隙（ゆうげき）」と読むらしいですね。これ

は「遊びの隙間」、「予知で１つの未解決で不安定で自在な余裕」…少なくとも、ふわふわと

したもののように感じます。ここのキーワードは、余地、未解決、不安定、自在、余裕。こ

れらが遊びを表すキーワードなのかなと思われます。 

「遊動（ゆうどう）」、文字通り読めば「遊びの動き」と思いますね。ところがこれを辞書

で見ると「自由に動くこと」とありました。このことから遊びは、誰かの意思によって動か

されるものではなく、本人による自由な動きを前提としているものなのだと理解できます。 

それとおまけですが、「腹潤（はらじゅん）」というのは「原純子の略称、喘息で大食い、

捉えどころがなく得体の知れぬもの」…あ、面白くないですね。ここで笑わないのが医療関

係者って感じで…、保育士なのでつい遊んでしまいました。つまらないおまけ付きですみま

せん、てへぺろ！ということでお許しください。 
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遊びと子どもの関係とは…遊びの本質

について見ていくために、まずはここから

入っていきたいと思います。そもそも皆さ

んが「遊び」について何を困っておられる

かお聞きすると、遊びを介した大人と子ど

もの関係というもの、例えば子どもとどう

やって遊んだら良いか？ということがあ

るようです。しかし、（山口先生の眼も光

っていることですし…）どうやって遊ぶか

というノウハウの前に、まずは、そもそも

「遊びと子どもの関係性」とはどういうものなのかという基本に戻りたいと思います。その

基本、原点をきちんと踏まえてから、その遊びと子どもに大人がどう関わるのか、あるいは

関わらないのか、そういった具体的な方法を考えるのは次のステップかなと思っています。 

遊びと子どもの関係について考えると、いつの時代にも「不可分のもの」とされてきた、

つまり、遊びと子どもは切り離すことができないと専門分野においても言われてきました。

次に、子どもは「日々の遊びの中で様々な経験をする」ということ。これは言わずもがなで

すよね。「子どもにとって遊びは生活そのものである」という、黄色の吹き出しに書かれた

フレーズは皆さんもいやというぐらいに聞かされてきた、定番中の定番、常套句ですね。ど

こに行ってもこの表現なので、正直私はこの言い回しに少々飽きていて（笑）、他に何か新

しくて面白い表現はできないかなーと思っているわけですけれど、１０代、２０代の男の子

を理解するときに「思春期にとってラーメンは生活そのものである」というような、それぐ

らい基本中の基本であるということを言いたいのですね。「思春期男児の身体はラーメンで

出来ている。」とすれば、「子どもの生活は遊びで出来ている」という感じでしょうか。 

 

では、遊びの重要性とは…少し小難しい

ことをさらっと、少しだけ真面目に話した

いと思います。遊びの重要性とは。まず幼

稚園教育要領や保育所保育指針など、文部

科学省、厚生労働省から出されている行政

文書にも、乳幼児の遊びの重要性というも

のがしっかりと記載されています。基本の

１つ目として「遊びによって経験されるこ

とは幼児の成長発達にとって欠かせないも

の」とあります。さらに、遊びというのは

「自分の興味に基づく自発的な展開活動」なんだと、ここがポイントだと思いますね。あく

まで子ども「自身」が「自分」の興味に基づいて遊ぶ。時々大人は、大人側の興味・関心や

ねらいに基づいて考えた遊びを、一方的に与えることがありますね。そしてその遊びに関心

を示さなかったり、自発的に取り組もうとしなかったりする子どもに、それを強要するとい

うこともあるかもしれません。みなさんは、それを悩む訳ですね。せっかく準備した遊びの
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場に、子どもたちが来なかった、遊びの内容に関心を示さなかった、そんな子どもたちに、

どういう風に関わっていけば良いかわからなかった…という経験があるかもしれません。

だからこそ、ここでそもそも遊びというのは「子どもたちの興味・関心に基づく自発的な展

開活動」なんだ、というところをまずは押さえておきたいかなと思います。 

私もいろいろなタイプの職場で仕事してきました。幼稚園、保育所だけでなく、病院、施

設、相談支援センターそして企業も、子どもに関するいろいろな職場を広く経験してきまし

たので、それぞれの場所でいろいろなタイプの子ども、いろいろな保護者とも出会い、様々

な姿を見てきました。興味深かったのは、玩具産業界ですね（笑）。業界に喧嘩売るわけで

はありませんが…「知育遊び」ってジャンルがあるんですね。皆さん、「知育玩具」って聞

いたことありますか？子どもが遊びながら賢くなれるおもちゃらしいです。そこには、とに

かく子どもを賢くするという大人の一方的な狙いや目的が満ち満ちています。パッケージ

には「お子様を賢くする知育玩具」って書いてありますから。「さぁ、（賢くなる）おもちゃ

よ！さぁ、これで遊びなさい（そして賢くなりなさい）！」と熱くなる保護者の形相が見え

てくるようです。それがおもちゃの１つとして子どもの環境に置かれていて、子どもがそれ

を主体的に選択して遊んで楽しいと感じたり、結果として知的発達につながったりするこ

とは良いと思いますが、関心を示さない子どもにそれで遊ぶことを強要したら…子どもの

自発性や主体性を奪っているとも言えそうです。このパズルができるようになったら賢く

なる、このゲームが出来るようになったら集団適応力が育つ、そんな風なねらいに満ちたも

のが、子どもにとっての本当の意味での遊び、おもちゃと言えるのか？と、先の原理を踏ま

えながら私たちは問うていく必要がありそうです。 

 

これもわかりきったことですが、遊びは、

子どもが主体的に物事に関わり、自らの学

習動機で問題解決していく能力、生きる力

の育成の時間として重要視されています。

私が保育士資格を取得したのは３２年前で

すが、当時は今ほど遊び、遊びと聞かなか

ったように思います。その後、遊びという

キーワードが、ぶわぁっとこの２０～３０

年でクローズアップされ続けてきたように

感じます。そのため、３２年前の幼稚園、保

育所と 近の園では、保育内容、形態の形や質がずいぶん変わってきたようにも思います。

近は、多くの園で自由遊びを保育形態の中心としていて、コーナー保育、それぞれ子ども

が主体的にコーナーを選択することができるような遊びの空間を構成するというのが、主

流になってきました。私たちが学生だった頃は、多くの園では一斉保育で、遊びはコーナー

ではなく時間で区切っていたわけです。「はーい、今はお集りの時間でーす」と、みんなで

座って手遊びの時間、お歌の時間、マット運動の時間というように、保育士が事前に作る細

案に基づいて、保育内容が細かくプログラミングされていて、その活動に子どもが乗せられ

るというか、流されていくというか…小学校の縮小版というか、そういうイメージでした。
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そして達成主義。大人が良しとした計画に乗れたか乗れなかったか、大人に求められたこと

が出来たか出来なかったかによって子どもが評価される。そういう保育形態が、３０年前の

保育現場にはまだまだ多かったように思います。設定された課題が出来るか出来ないかで

評価する幼稚園や保育園…当時の保育園はまたちょっと別の雰囲気でしたけれど、幼稚園

は評価主義だったところが多かったように記憶しています。 

当時、学生だった私は、日本ではまだまだ少ない、自由保育を主流としていたキリスト教

系の幼稚園に実習に行かせてもらっていました。キリスト教保育を行う幼稚園というのは、

１００年も前から自由保育をしていました。キリスト教系幼稚園は、主にカナダやアメリカ、

イギリスなどの宣教師が来日して作った園ですので、西洋の個人主義をベースとした保育

観に基づく実践として自由保育がされていたと思います。そういう西洋の文化的背景もあ

り、特にキリスト系幼稚園や保育園は早い頃から、ひとり一人の子どもという個人を尊重し

た保育活動として、ひとり一人の興味・関心に基づく自由保育が展開されていたんですね。 

自由保育では、自分がしたい遊びを自発的、主体的に選択できる環境が構成されています。

今ではすっかり主流になりましたが、日本は欧米の実践と比べると、ずいぶん出遅れたこと

になります。 

私が学生の頃、お世話になっていたキリスト教系の幼稚園に、全国からたくさんの幼稚園

関係者がぶわーっと視察にやってきました。何故かというと、１９８３年～８５年ぐらいだ

ったと思いますが、当時の文部省の臨教審から出された答申に、これからの幼児教育が目指

す方向について、それまでなかった概念がバンッと出されたからです。それが、自由保育の

勧め、すなわち、幼児に自発性、主体性を育てる教育をしなさいと、そのための自由遊びの

勧めが文部省の方針としてバンッと出されたことをよく覚えています。それで全国の幼稚

園が困ってしまいました。「自由遊びって…なに？？」と…。そうして、当時から自由保育

をしていたキリスト教系の園に一斉に視察にやって来た。現場実践としての「自由遊び」を

見に来たんです。そうして、遠路はるばる来られた先生たちは唖然としていました。「え？

こんなんでいいの？」とか、「これって放任じゃないの？」と。自由と放任の差がわからな

かったんですね。つまり、そもそも自由とは何か、放任とは何か、ということです。それが

わからなければ、視察側もどこを見たらいいのか、何を見たらいいのか、つまり見るべき視

点を持てないということだと思います。まずは、「自由遊びをどう理解したら良いのか？」

ということからですね。私は２０歳の頃から、養成校と実習園による教育のおかげで、自由

保育についても強い問題意識を持っていて、視察団が困惑する様子を見ながら、学生なりに、

「日本はまだこういう現状なんだ。」と感じたことを今でもはっきり覚えています。 

学生時代、 初に実習させてもらったところが、自由遊び、コーナー保育をしっかりと展

開しているキリスト教保育の園だったので、子どもにとっての自由遊びが、私の保育観の中

で強い価値になっていたわけです。しかしながら、その頃の日本ではそうではないところが

圧倒的に多かった。そうして、そもそも子どもにとっての自由遊びとはどんなものなのか？

というとこを、漠然とした感覚や経験ではなく、もっとしっかりと学びたくなりました。で

も、当時の日本で学ぶには限界があるなと思って、先ほど山地さんにご紹介頂いたように、

ドイツの幼稚園に勉強しに行きたくなりました。フレーベルという方は、世界で 初に幼稚

園を作ったおじさん…フレーベル大先生、業界ではよく知られているドイツ人なのですが、
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彼が何を思って、どうやって幼稚園を作ったのか、その 初のところを知りたくてたまらな

くなって、それでドイツに渡ったんです。そしてドイツの幼稚園と日本の幼稚園がどれぐら

い違うのかをまざまざと見せつけられて、えーっ！と数々の衝撃を受けました。いずれにし

てもそれはもう３０年前の話で、今は、実習巡回で幼稚園を回ると、殆どの園で自由遊びや

コーナー保育が展開されるようになっていて、ああ時代は変わったな、としみじみ思います。 

当時は、行政から学校教育のように細かくプログラミングをした保育・教育課程が示され、

それに基づく細案を現場が作成し、幼児期からこういうことを教えて、こういう発達課題を

こなして、と保育に追われているようにも感じたことがありました。多くの保育、幼児教育

の場で、学校教育のように達成目標が中心であるように感じていました。保育は方向目標だ

と言われています。方向目標というのは、何が出来たか出来ないかを評価するための目標で

はなく、子どもが望ましい方向に向かって変化しているかというものです。いま何が出来て

も出来なくても、その子どもが望ましい方向に向かって変化していれば良い。横の子どもと

比べることではなく、大人によって設定された目標や課題をクリアしたかどうかではなく、

ひとり一人の在り方を見定めながら、その子自身が変化していれば良しとする、それが「方

向目標」と言われていますね。この言葉は、 近、どの教科書にも散見されるようになりま

した。方向目標に基づく自由遊び、自発活動がようやく多数派によっても認められて、我が

国もようやく、「はい、自由遊び頑張って！」となってきたように感じます。 

現在の我が国の保育は転換期にあるとも思われます。大人が一方的に作ったプログラム

にどれだけ上手に子どもを乗せるかではなく、子どもたちの自発性、主体性をいかに引き出

すかというところに着眼、注目されるようになって、それこそが、実は子どもの生きる力の

源になるのだと認識されるようになってきたと思います。子どもが自身の興味関心に基づ

いて、自分がしたいことを自由に選択し、それに集中し、堪能する。この能動的、自発的な

活動としての遊びこそが、その子の人生を支える軸になる、生きる力になるのだと、そうい

う風に日本の教育を担う方々も理解するようになってきたということでしょうか。 

 

では、自由遊びの重要性とは何でしょう。

自由遊びは、私もドイツで徹底的に学ばさ

れたものでありますが、まずは「自己責任

の原理において活動される」ということな

んですね。「自己責任の原理」ですよ？！

自由遊びっていうのは。つまり、たとえ子

どもであっても、自分で選択したことに、

自分で責任を持つということです。 近の

我が国でも、「自己責任」という言葉をよ

く聞くようになりましたが、３０年も前に

ですね、ドイツでまさにそれを、それも「保育現場」で見たんです。凄く面白かったですよ。 

 

あるドイツの幼稚園での事例をお話します。私が就職したドイツの幼稚園で、コーナー保

育が展開されていました。保育室が隅々までコーナー設定されていて、ここはごっこ遊び、
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ここはゲーム遊び、ここは制作遊び、ブロック、積み木、人形遊びと遊びのコーナーの他に、

お茶を飲んだりおうちから持ってきたパンや果物を食べたりするコーナー、休憩するコー

ナー、ソファに座ってのんびり絵本を読むコーナーなど活動用途に応じて、保育室が細かく

分けられていました。凄く印象的だったのは、まず、パズルのコーナー。縦割保育ですから、

同じクラスに３，４，５歳の子どもがいるわけです。縦割保育は 近日本でも少しずつ増え

てきているようですが、ドイツではそれがメジャーでした。縦割保育の場合、おもちゃや教

材も３，４，５歳のためにそれぞれ揃っています。つまり、パズルコーナーには、来月から

小学校へ行きますという年齢の高い子ども、在園経験が３年も４年もあるような子どもが

１人で完成できてしまうような３００ピースのパズルが置いてありますが、それをまだ勿

論できない３歳の子も手に取ることが出来る環境にあるということなんですね。ある日、３

歳の女の子がその３００ピースのパズルを持ってきました。すると保育者がすっと寄って

きてですね、「ヘイ、カトリーヌ、それはあなたにはまだ難しいわよ」と声を掛けました。

３００ピースはあなたに多いと、降園までに完成できない、と助言したわけです。しかし、

その３歳児は、「やりたい！」と言いはり、保育者は「１人ではできないかもしれないわよ」

と３回ぐらい言っていました。日本と一緒、３回は言うんだなって（笑）。それでも彼女は

「やる」と言いはったんですね。すると保育者は、「わかった、じゃあ、どうぞ」と。そこ

で３歳の子は、自己責任を持たされたわけです。自分で選択した。先生の助言を聞き入れず

自分の意思を通すことを選択したのです。３００ピースのパズルは難しすぎて、当然その子

には出来ませんでした。すぐに飽きてきて疲れてもきた。そしてその子が諦めて、ばーっと

大量のピースを箱に戻して棚に片付けようとすると、また保育者が近付いてきて、「あなた

が選んだのだから、 後までやりましょう」と言ったわけです。その３歳児は、「できない、

もうやりたくない」って言いました。けれど保育者は、「これはあなたが選んだ、私はあな

たに難しいと言った、しかしあなたはすることを選んだ。だから 後までやりましょう。」

え、え、えー！？ですよ。そうくるんだ！とビックリしました。静かに力強い保育者の語り

掛けに、３歳児はふえ～っと泣き出しました。それでも保育者は、「泣いてもいいよ、でも

後までしましょう」みたいに言っていました。例え３歳でも、自分が選択したものに自分

で責任を持たせる、という場面の例でした。保育環境では子どもが自由に遊びを選択できる

よう設定されていますが、自分が選択したものには 後まで自分で責任を持たせるという

教育的働きかけだったと後から聞きました。面白い！これがドイツの教育かー？！と大変

驚いたり学んだりした経験ですけれど、そういった場面は日常的でした。 

この事例について、ドイツの個人主義など国民性の観点からも調べたりしたら面白いと

思いますが、当然、風土、歴史、気候などの影響を受けている国民性も、私たち日本人とは

凄く違いますね。彼らは、自分で自分を守らなければならない歴史的背景を持っていました。

何故なら…ドイツという国が何ヶ国に取り囲まれているかご存知ですか？思った以上に、

すごい数ですよね。私１回数えて、もう忘れてしまいましたけれど、少なくとも１０ヶ国は

ありました。我が国のように海に囲まれてもいませんから、多くの国と隣接する大陸続きの

地形上では、絶えず侵略したりされたりが繰り返されてきました。隣国がある日突然攻め込

んできて…普通に国境線を越えてぶわーっと入ってくるんですよ？陸続きだから簡単に。

だから、ヨーロッパでは地下倉庫が発展したと聞きました。どんな時でも敵の侵襲に備えて、
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自分たちの飲み物、食べ物を確保するために地下倉庫を作ったんですね。だからドイツでは、

ソーセージやワインとか貯蔵食品が発展しているのでしょうか。個人宅に、普通にワインセ

ラーがありました。そうして各家庭に作られている地下倉庫には、いつでも瓶詰、缶詰の他、

冷凍食品などの保存食品がいっぱい置かれています。戦争や侵略が繰り返されてきた歴史

的背景によって、国は自分たちを守ってくれない、自分は自分で守るしかないという自己責

任感と個人主義が育ち、それに伴う国民性や教育観が出来ていったのでしょうか。そういう

歴史的背景によって、ドイツ人はまだ子どもが幼い時から、自分で自分を守ること、自分の

選択や判断が自分の身にかかっていくことの全てを、日常的な経験を通して学ばせていく。

これがドイツの教育なのか、と学びました。ですから、自由遊びと言っても、自分がそれを

主体的に選択したら、それを 後まで責任を持ってやり切る。私、本当にびっくりしました。

そうなんだー！と思って…。 

 

またある時、こういう事例がありました。保育室外の廊下にも、大きい絨毯と小さい絨毯

という２つのコーナーがありましたが、大きい絨毯では５人まで、小さい絨毯では 3 人ま

でと遊べる人数が決まっていました。法律が厳しい国と言われていますからね、ドイツは。

小さい頃から決まりごと、ルールの遵守について徹底的に教えるようです。これも先ほどの

歴史的背景の話と関係しますがたくさんの多民族国家と大陸続きにあるドイツには、昔か

ら絶えず他国民が出たり入ったりしていました。移民も多いようですから、文化や価値観、

国民性が異なる様々な人々と同じ場で生きていくために、まずはルールによって統制して、

自分たちの治安を守らなければならないのでしょう。ですから幼児教育の場でも、ルールや

決まりごとを厳密に教えて守らせるという印象が日常的にありました。そういった教育上

の意図もあり、大きい絨毯では５人、小さい絨毯では３人までしか遊んではいけない、と厳

密なルールが決められていたんだと思います。小さい絨毯には、子どもに人気のブロックが

置かれていて、その日も朝早くから３人の男の子が楽しく遊んでいました。そこに４人目の

男の子がやってきて「一緒に遊びたい、仲間に入れて」と言うと、３人は拒否したわけです。

「やりたくてもダメ」「３人までって決まっているのを知ってるだろ、君は４人目なんだか

らだめ、あっちへ行け」というわけですね。 

そんな子どものやり取りがあったら、日本ではどう対応するでしょうか？「そんなこと言

わないで、一緒に仲良く遊びましょう」と言ったり、一緒に遊んでもらうことを前提として

「どうしたら、仲良く遊べるかな？」と子どもの意見を促したり…。そして子どもが「仲間

に入れてあげるー」と言えば、大人は「あら、優しい！ありがとうって言おうね」とかでし

ょうか。時には、仲直りのしるしとして双方の子どもの手を握らせて、握手をさせたりする

場面も見たことがあります。子どもの意思や理由、事情などは取り上げられず、ただ仲間に

入れるよう大人が誘導したり、仲間に入れない子どもに「ごめんね」と言わせたり、入れて

あげたら「ありがとう」と言うことを優しい言葉で強要する。子どもが感謝の気持ちを持っ

ていなくても「ありがとう」、悪いと思っていなくても「ごめんね」と言えば、とりあえず

その場は解決する。日本の保育現場で、少なからずそういう場面を見てきたように思います。

日本もまた日本固有の歴史、風土、国民性によって、そういう人間関係の文化があるのだと

思うのですが、「ありがとう」「ごめんね」とか、「仲間に入れて」「いいよ」というフォーム
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によって場が解決する？ような場面は、ドイツではあまり見られなかったように思います。 

さて、話を戻すと、小さい絨毯に入れてもらえなかった子どもは、そこで泣き出しました。

すると保育者がさ～っと現れ、「どうしたの？」と尋ねますが、事情を把握した保育者もま

た、「あなたは入れない」って 4 人目の子にはっきりと告げる。「ここは３人まで。残念！」

って言うんですね（笑）。するとその子はまた、うわーんと泣き始めます。でも、保育者は

「残念」と言い続け、まずはルールを理解し守らせようとしています。しかし保育者はプロ

ですから、それでは終わりません。教育、発達支援の専門家ですから、今度は絨毯で遊んで

いる３人に向かって言いました。「私は、彼が昨日からずっとここで遊びたいって言ってい

たのを知っている。」「確かにあなたたちは早く登園して来て、先にこの場所を取ったのだか

ら、あなたたちにここで遊ぶ権利はある。ルールもちゃんと守っている。」「でも、この子も

また、あなたたちと同じように、ここで遊びたいとずっと思ってきた。」と事実だけ伝えま

した。泣いている子にこうしてあげてとか、こうしなさいと、暗にお願いしたり強要したり

するようなニュアンスはいっさいありませんでした。するとそこに座っていた１人が突然

立ち上がり、「代わってあげる！」と言い、４人目の子に「どうぞ」と言って立ち上がった

のです。それに対して、泣いていた子もちいさい声で「ありがとう」と言って、絨毯に座り

ました。日常的にそんな感じでした。大人は、譲ったり仲間に入れたりすることを絶対子ど

もに強要しない。事実を伝えたり、気持ちを代弁したりした後は、子どもの意思や判断に任

せます。その代わり、場所や玩具を譲らなかった子どもも、また別の時に自分が譲ってもら

えない経験をしっかりと経験させられることになります。その経験を通して、相手の気持ち

を理解し、主体的な判断や行動をすることができるようになるのでしょう。ドイツの保育者

は、「仲間に入れてあげましょう」「お友達でしょう？」など行動や意思を絶対に強要しない。

子どもが「いや、この子とは友達じゃないよ」と思っているのに、同じクラスの子どもとは

仲良しのお友達であるべきと考えて、「仲間に入れて」「いいよ」のやり取りに柔らかく誘導

しながら、互いに思いやるというフォームを作っていくようなことはしない。あ、これは私

が日本で見てきたものとは随分違うな、と当時愕然とした次第です。こういう事例をいくつ

も経験しながら、自由は責任とセットなのだと学ぶことになりました。 

 

私が３０年前に勤めていたキリスト教保育をする幼稚園に視察に来た幼稚園の先生が、

「これって放任じゃ？ずっと、子どもに好きなことだけさせといて大丈夫なんでしょう

か？」と戸惑ったように質問されていました。例えばこういう事例についてです。朝、登園

後の３歳児が砂場に行きます。そして、お弁当の時間までずっと穴を掘っているんですね。

ずーっと掘り続けているわけです。お弁当を食べた後も、お迎えまでの自由遊びの時間も、

ずっと砂場で掘っているんですね。すると、その保護者がある日泣きながら主任の所にやっ

てきて、「先生、ちょっとよろしいですか？」主任は、「あ、はい、どうぞ、どうぞ」とお母

さんのお話を聞きました。すると、「１週間くらい悩んで眠れないんです」と不安そう。「ど

うされましたか？落ち着いてゆっくり話して下さったらいいですよ」と言うと、「先生、う

ちの子、将来、土木に行くしかないでしょうか…」「送りに来た時も、迎えに来た時もいつ

も砂場で穴を掘ってるだけなんですけど…あの子は土木作業員になるしかないのかと思っ

て…」と沈痛な表情で涙ぐまれたのです。土木作業員という仕事も、私たちの文化的な生活
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のために大変大事で価値のある仕事ですね。土木の方々のご尽力によって、私たちは今この

地上１８階の会議室にいることができるわけですから。しかしそのお母さんは、土木しか選

択肢がないのかと追い詰められていたわけです。そこで主任は説明していました。大人が見

た特定の場面だけを切り取っただけでは、いつも砂場で穴を掘っているだけにしか見えな

いけれど、彼が入園してからこの半年間、この砂場でどれだけ多様な経験をして、どれだけ

多様な気付きがあって、どれだけの育ちにつながったかと。よく観察していると、この子の

遊びはどんどん発展していっている。確かに 初は掘っていただけ、でもそのうちに、そこ

に水を流そうとしたり、水が染み込んでいかないような水路を作ったりし始めた。 初は、

砂場の穴に水を溜められなかった。でも今では、どんどん水が流れていく豪快な水路を作る

ことができるようになった。その経験と育ちのプロセスが見えなかったら、ある特定の遊び

だけにこだわり、単調な作業を繰り返しているだけのように見えて、「将来は土木しか選択

肢はないのか」と思い悩み、追い詰められてしまうのでしょう。 

 

自由か放任かというのは、子どもの強い関心とそこからつながる育ちを見つめることが

出来る目を持つか持たないかという差かなと思います。ただ放っておくだけでは、もちろん

子どもの育ちを見ることはできない、生き生きと自由に遊ぶ子どもの１秒単位の変化を積

極的に見ているか、見えているかということなのですよね。１秒単位の変化が見られなかっ

たら、それは放任ですね、確かに。１秒は言い過ぎかな。でも、子どもが自発的、主体的に

選択した遊びで、どれだけ子どもが望ましい方向に向かって変化をしているのか。方向目標

という視点によって、子どもが育っているかをきちんと見つめ、適切な遊びへの援助がされ

ることを自由保育というのでしょうか。いずれにしろ、そこには私たちが強要、強制するこ

とのない自己責任の原理というものがあって、子ども自身によって選択され、展開されるも

のこそが自由遊びの本質かと思います。つまり、子どもが自分で選択し主体的に取り組んで

いるその活動は、失敗しようと成功しようと、そして楽しかろうと辛かろうと、自分が選ん

だことであって、その結果も誰にも責任転嫁できないものであるということ、この「自己責

任」が、自由遊びとセットで考えるべき重要な因子であるということです。子どもに限らず、

私たち大人もそうですが、やっぱり自分が選んだことをやり遂げた時って充実感を味わえ

ますし、自分で選んだことで、友だちや大人たちと心が通い合ったら嬉しさ倍増ですね。 

 

このように、子どもが自由と自己責任に応

じて展開した遊びの経験こそが、次の経験へ

の動機付けになるということがわかります。

自分自身の中から湧き上がるエネルギー。人

によって与えられ、動かされて次に行くので

はなく、自らの主体的な経験を通して自らの

中にエネルギーを蓄え、それを自ら使えるよ

うになるという事です。これは、問題を乗り

越えられるための支え、将来に渡って必要な

力になると思います。なぜ機関車にしたのか、皆さんにご理解していただきたいところです。 
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さて、遊びって言うと、子どもにとっては嬉しくて楽しくてたまらないもののようですが、

大人はよく「遊んでばかりいないで勉強しなさい」って言いますね。私も病院に勤めていた

時、看護師さんによく怒られました。「原さん！ここは病院です！遊ぶところじゃありませ

ん！」って（笑）。確かに病院は遊ぶところではないけれど、では子どもはどこで遊んだら

いいんだろう、病院にいることしか出来ない子どもは、どこで遊んだらいいんだろうって思

っていました。当時は、医療現場における子どもの保育についての理解も不十分でしたから、

「病院は遊ぶところじゃない！」って怒られても、そこのところを私は論破できなかった。

当時少なくともわかっていたのは、いま目の前にいる子どもひとり一人は、治療されるため

に生まれてきたのではないということ、治療するために生きているわけではないというこ

とで、それが何より言いたかったんですが…言えなかったですね…ある看護師さん、コワカ

ッタので（笑）。いま病院にいるかいないかを問わず、すべての子どもが生き生きと幸せに

暮らす権利を持っています。その権利が保障されていない療養環境下では、子どもにとって

重要権利ともいえる遊びをどう保障したら良いのか？けっして治療されるために生まれ

てきたわけではない子どもが、「遊ぶところではない病院」に毎日いなければならない場合、

どうしたら良いのか？これについて当時の私は医療者に対して、論理的に説明することが

出来ませんでした。今だったらなんて説明するかな…いまもまだ勉強不足ですね。当時より

はちょっとましかな？ 

 

ここでは、遊びの話でも、あまり取り上

げられない視点について話したいと思い

ます。子どもたちにとっての 大の魅力、

大の価値と思われがちな遊びですが、

実は 近「遊びたくない子ども」の問題を

ちょくちょく耳にします。ここに私たち

はしっかりと着眼していく必要があると

思います。これだけ遊びが大事だ、必要だ

と言われているのに、肝心な子どもが遊

びたがらない。この現象は非常に重要な

問題で、緊急に検討すべき課題だと思います。どんなに遊び環境が整っていても、大人から

遊びへの理解があったとしても、遊ぶことを望まない子どもが出現しているというのです。

教育者や研究者、多くの偉い人たちは、子どもたちが遊びたくないのは、「遊びの経験がな

くて、遊びの面白さがわからないからだ」「一度経験したら遊びたくなるもんだ」「大人が遊

びの楽しさや充実感を子どもと一緒に遊ぶことで教えたらいいじゃないか」と言っている

ようです。でも、そんなに単純な話ではないように感じます。 
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遊びたくない子どもの他に、「遊びが苦

痛な子ども」もいますね。療養環境下の子

どもにとって、検査や治療が苦痛になるこ

とはわかりやすい話ですが、「え？遊びも

苦痛になるの？」と驚かれたかもしれませ

ん。これは私たちにとって大事な視点だと

思います。これを理解しないと、子どもに

治療と同等もしくはそれ以上の苦痛を与

えてしまうことにもなりそうです。つまり、

遊びを強要するということです。遊びたく

ない時に強要する遊びは、本来の遊びとして意味を持ちません。遊びを苦痛に感じる子ども

の代表例といえば、例えば、何をどうしたらいいのかわからずに戸惑っている子ども。「さ

ぁ、プレイルームよ、いらっしゃい」「ほーら、いっぱいおもちゃがあるでしょ。何で遊ぶ？」

たくさんの玩具がそこにばっちり揃っています。ところが子どもは、そこで何でどうやって

遊んだら良いのかがわからない。少なくともこの環境下では、自分は何もする気がしない。

あるいは誰と遊べば良いのかわからない…。こういう風に感じる子どもはいると思います。 

例えば、初めての環境、初めての人、初めての物だとしたら、ただでさえ痛みやストレス

を多く感じる環境で、単にプレイルームに連れて行ったからと言って、あっさりと気持ちを

切り替えて楽しく遊び出すということばかりではありません。子どもにとっては、むしろそ

れが苦痛になり得ることもある。逆の心理、こういう視点も、私たちには必要だと思います。

遊びだったらオール OK、子どもは皆遊びを好むはずだ、嬉しいはずだ。勿論、これはこれ

で大事な視点だとは思いますが、こういう理解については、皆さん散々どこでも聞いている

と思いますから、あえて違う方向からの視点についても考えてみたかったわけです。 

 

このような遊びたくない子ども、遊びが苦痛な子どもって、片付けや集まりの時間になる

とほっとしたように参加し始めたりします。「さぁ、お片付けよ」というと、急に安心して、

張り切って片付け始めるとかですね。「さぁ、みんなでお集まりしましょう」って言うと、

キリっとした表情と良い子モードで参加するとかね。でも、「さぁ、自由に遊んでいいのよ」

と言うと、たちまちチーン…とテンション下がったりする子どもがいます。という話を昨日

ある先生と話していたら、「他のタイプもいますよね」と聞きました。あるコミュニティで、

「さぁ、みんなで自由に企画しましょう」って言うと出ていっちゃう子どもがいるそうです。

でも、「さぁ、片付けましょうか」って言うと、さっと戻ってきて誰よりせっせと片付ける

とか。このあたりも、日本の国民性、メンタリティも関係しているのでしょうか。勤勉実直

であることや規律性は得意だけれど、自発性とか主体性、自由な発想となると少々控えめと

言うか。そういうところの影響はもしかたらあるかもしれませんね、はっきりしたことはわ

からないですけれど。遊びは子どもの生活そのものと言うのであれば、それを苦痛とする子

どももいるという視点を私たちは是非持ったうえで、目の前の子どもとの関わりを考えて

いきたいと思います。 
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またちょっと逸れるのですが、そもそも遊びを語る下心…というのがありますね…私も、

それに漏れないのが残念ですが…。教育者が遊びを語る時には下心があると、こういうこと

を言っている学者もいて、面白いと言えば面白いですね。何故ならこれもさっき述べました

通り、大人たちはそもそも教育のために遊びの大切さを考えて、子どもたちにやらせようと

しているのではないか？という問題意識です。 

遊びは遊びですから、無目的で良いはずなのに、大人が設定した狙いのため、この遊びは

こんな可能性につながりますとか、こんなふうに育ちますとか、まずその狙いが定められた

ツールとして遊びが理解されていないか？と視点によって、遊びを語る教育者には下心が

ある、という話なんですね。この下心がある先生は、自分が休日に野球やゴルフをやりたい

という時の心理、態度と、子どもの遊びに求める態度は別物と考えています。遊びは本来、

大人が自発的、主体的に楽しむ野球やゴルフに近いのに、子どもには遊びを強要する。そう

いう大人の下心が見えて、そこに子どもが拒否感を持つのではないかという問題意識を持

っても良いかと思います。ですから、単に子どもたちに「無邪気に遊んだらいいよ」と言っ

ても、ことは収まらないということですね。この解釈、面白いです。 

 

小川先生による「遊びの探求」では、遊

びというのはこのように説明されていま

す。「遊びは本来、遊ぶ人が自ら好んで遊

びたいから始めるものであり、当事者が遊

びたくないと言っているのに、教育上遊ば

せる必要があるという主張は、遊びの本質

にもとる（背く）」ということですね。も

とるという意味は、権利に反するとかいう

意味になるのですが、まあ、それはそうだ

と思います。何らかの背景があって遊びた

くないとか、遊ばないと言っている子に対して、その背景を理解しようとせず、単に大人が

下心見え見えでとにかく遊ばせようと迫ってくるから、ますます拒否感がつのってきて、結

果、遊びたくない子どもとか、遊ぶが苦痛な子どもと言われる可能性もあるかと思います。 
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さて、保育者の役割についてです。遊びと言うものは本来楽しいものであるけれど、一方

で…という視点についても考えていきたいと思います。遊びは楽しい一方で、様々な葛藤と

隣り合わせでもあるという視点です。でもだからこそ、葛藤と隣り合わせだからこそ、ただ

面白おかしいだけではないからこそ、きっと子どもにとって必要なのだろうという風にも

理解できます。先ほど言ったことの繰り返しになりますが、子どもが自ら選んだ活動という

のは、失敗しようと成功しようと楽しかろうと辛かろうと、自分が選んだ以上誰のせいにも

できないという経験になるよう援助することが、保育者の一役割であると思います。という

のは、その活動が常に失敗したり常につらかったりすれば、当然子どもの成長にマイナスに

影響しますから、そこで保育者という援助者が必要となってくるわけです。保育者は、適宜

援助はするけれど、 終的には子どもが自分自身で活動展開できるよう援助していく立場

にあるということです。保育者がこの役割を果たしていれば、自由遊びは放任ではなく、自

発・主体活動への積極的援助の場であるということが理解できると思います。 

 

子どもの遊び文化とは、季節遊び、玩具、絵本、お話、紙芝居、劇、影絵…などのことを

言います。これはどの本にも書かれているので特に面白くないですけれど、療養環境といっ

た視点から見れば、もしかしたら逆にちょっと新鮮かもと思いました。子どもの遊び文化と

言われている遊びが、はたして療養環境下ではどれくらい完備されているかという視点は

あっていいかもしれません。一方、 近の子どもの遊び文化は大きく様変わりしてきました。

近の子どもは、日が暮れても遊べるようになり、家の中でも遊べるようになり、誰もいな

くても遊べるようになりました。現代の特徴的な遊び文化とも言えます。児童文化の授業を

担当する私がこれ話し出すと１日２日かかりますので、今日はさらっと説明しておきます。 
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戦後、漫画という文化が飛躍的に発達

しました。それに続いてアニメ、 近では

もっぱらインターネットによる動画鑑賞

や SNS などコミュニティーサイトへの

参加が流行していますね。昔は、月を見る

という雅な遊びがあったそうですが、現

代そういった夜の遊びはなくなったよう

です。お月様を見上げて遊んでいる人は

あまり見かけません。 

子どもの遊びの価値や効果を問うだけ

ではなく、例えば大人の利潤を目的として、子どもに強く迫ってくる児童文化の強くて大き

な流れは、私たち個人の意識や力だけではどうにもならない、社会全体の動きとして捉えて

いく必要があると思います。特に…これなんでしょう？そう、スマホですね。 近の子ども

の遊び文化に、スマホという機器が入り込んできました。大人によって与えられたスマホで、

子どもは、極端な話、ベッドの中でも延々遊び続ける。夜９時に自分のベッドに入って明け

方まで触っていることがある…でも親はそれを知らないわけです。そうして子どもは、睡眠

不足で起きられなかったり、ふらふらしたり、それによって学校生活でうんぬん起きたりし

ますが、実はスマホの影響だったりすることもありますね。スマホでゲーム遊びをするだけ

でなく、先ほど言ったインターネット・コミュニティサイトで、どこの誰だか知らない沢山

の人に出会うことも出来るのですが…これって凄い怖いことで、どこの誰か不特定多数の

知らない人が、子どものベッドの中に入ってくるとか想像できますか？…ということなん

です。安全なのか危険なのかわからない人が、夜な夜な子ども部屋の、子どものベッドの中

に入ってくるんですよ？！私たち現代社会が作り出した 新の「文化」は、子どもたちをそ

ういう危険に晒している、そんなことを書いている本もありました。 

療養環境についても、今、こういう場所に集まっている人にはいないと思いますけれど…

子どもの遊びをスマホに依存したりしていないでしょうか。病棟内でスマホの使用を許可

して、子どもの苦痛を軽減するというのは、もちろん１つの方法としてあると思いますし、

その効果もあると思います。しかし、スマホに子守りをさせないように、というか、子ども

がスマホの「何」に関心を持っているのかについても、私たちは関心を持つようにする必要

があると思います。場合によっては、物理的や心理的、何らかの危険に晒されている可能性

もある。与えるからには、是非、同時に子どもたちを守るための手段が必要だなと思います。 

私は児童家庭相談センターの相談員をしていた時に、多くの重篤な事例を見てきました。

例えば、思春期の女の子の家出のケースです。家出してどこに行くのでしょうか。行き先が

なければ帰ってくるしかないのですが、 近の子は家出しても困らないようです。何故かと

いうと、毎晩でもどの瞬間でも、泊めてくれる相手を簡単に見つけることが出来るからです。

「私いま天王寺駅前の左側改札口にいるの。誰か泊めてくれる人～？キティちゃんのバッ

グ持ってま～す」と、女子高生がバーッとＳＮＳで発信するんですね。するとそれを見た男

性がたちまち改札口にひゅーっと現れて、初対面でも泊めてくれる。そうやって、家出少女

は、毎日泊まるところには困らないと聞きました。そういう時代になっているわけです…。
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そういう 近の危機から、私たちは子どもをどう守るか、そういう新しい遊び文化に対し、

私たちはどのような視点で、何に対して関心を持っていくかをしっかりと考えていく必要

があると思います。ということで、病棟の子どもたちもまたスマホでどんな遊び方をしてい

るのか、それによってどんな風に感じたり何を考えたりしているのか…子どもを監視する

という意味合いではなく、詮索的ということではなく、あくまで子どもを守るために、そこ

ら辺について適宜上手に情報を得ていくことが必要かなと思います。 

 

では、子どもの発達と遊び文化につい

て軽くご説明していきたいと思います。

子どもにはどのような発達の可能性があ

るかといえば…いろいろな発達がありま

すね。身体・運動機能性、情緒性、知性、

社会性と、このように分類されたりもし

ています。 

 

 

身体・運動機能の発達でいえば、戸外遊びは代表格で、粗大運動でどんな効果があるのか

書かれています。専門家の皆さんには、説明するほどのことではないですね。こちらは室内

運動で、粗大運動に対して微細運動、手先を細かく動かす運動のことで、手先の器用さなど

の発達も促しますよということです。 
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それと、情緒の発達とか、知性の発達…、

砂団子遊びとか積み木遊びですね。積み木

って四角く切っただけの木という凄くシン

プルな物ですが、シンプルだからこそ子ど

もがここにたくさんのものを発見して想像

して学習できるのでしょう。遊びは知性を

発達させるものだと 近よく言われるよう

になりましたから（笑）、興味があればすら

～っと見渡してみて下さい。 

 

そして４番目の社会性の発達については、特に療養環境下の子どもに関わる皆さんには、

大事なポイントとして押さえてほしいと思います。こうして見てくると、身体面、情緒面、

知的面の発達は、１人遊びでも身に付けることはできそうです。どんな遊びによるかは臨床

の皆さんにこそ具体的にイメージできると思います。しかし社会性を１人遊びで身につけ

ることは難しくないですか？社会性は、友達との遊びの中、あるいは大人との関わりの中で

しか身につけることはできない重要な発達要素だと思います。 

私があいち小児で仕事をしていた時に、外来保育活動のコーディネートもしていました。

外来には内科、心療内科、外科、眼科、耳鼻科と色々な科があって、各科の待合いにあった

プレイルームをどうコーディネートしようかなと考えた時、各科のプレイルームはそれぞ

れ別物にすることを思いつきました。例えば、耳鼻科プレイルームにはままごとだけ、眼科

にはレール遊びだけという風に。いろいろな遊びを選択できるようにするのではなく、敢え
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て１つのアイテムに絞り込んでそれにボリュームを持たせる。だから眼科にはぶわーっと

大量の木製レールを置いたんです。何故かと言えば、眼科に来ていた多くの子どもが、追視

を促すとか、何かを見ようとする意識を高める視能訓練に来ていたので、プレイルームの遊

びでもその発達をフォローできないかなと思いました。案の定眼科に来た子どもは、電車を

レールに乗せたり、レールを繋げたりするために一生懸命見ようとする姿がありました。身

体を横にして電車を走らせ、電車の動きを追いかけて見て楽しんだりもしていました。その

ため視能訓練士さんから、訓練室内での訓練よりも子どもが意欲的に取り組んでいて、プレ

イルームの方がよっぽど訓練になっているわと笑いながら言われたりしました（笑）。 

一方、耳鼻科には何故ままごとしか置かなかったと思いますか？耳鼻科には、聞こえない、

聞こうとしない子どもが聴覚訓練に来ていました。聞こえにくいから聞こうとしなくなる、

耳からの情報が制限されるから、周囲への関心が薄くなるのも当然で、そうして自分だけの

世界に入って１人遊びになりやすい。補聴器の訓練を始めた子は聞こえるから、それに反応

したり、自分から発信したりしていましたが、そうでない子は１人遊びになっていることが

多かった。だから、あえて周囲との関わりが生まれやすいよう、ままごとだけを置きました。

レールは１人遊びになりやすい。でもままごとだと、ご馳走ができるとニコッと笑って振り

返り、傍に座っているお母さんに「どうぞ」と渡す動きが出てくる。お母さんも「おいしい、

ありがとう」と応えて関わりが生まれる。そこにテーブルを置くとコミュニティが出来て…。

つまり、聞こえにくい子どもたちに社会性の発達を援助するという大人の下心で、耳鼻科プ

レイコーナーにままごとだけ置いたという話でした（笑）。 

 

ざっくりといきましたけれど、総括する

と、遊びは子どもの心身のあらゆる面の発

達において大きく関与しますから、遊びが

十分展開されるような環境設定が望まし

いということです。つまり私たち大人は、

遊びを与えて遊びをやらせる人ではなく、

環境という視点を持つ必要があるのでは

ないかということです。環境を設定するプ

ロになるということです。環境なんですね。

子どもたちの自発的な遊びを引き出すこ

とができるように。その遊びを選択した子どもたちが葛藤しながらも、 終的には達成感や

充足感を得ることが出来るように、そして自己肯定感を持てるような環境を作る。教えるの

ではなく、遊ばせるのではなく、遊ぶ環境を作り出す。それこそが、私たちの職性ではない

かと考えているわけです。 
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さて、遊びの原空間というのを聞いた

ことがありますか？保育では基本理論で、

遊び環境を考える上でとても大事な視点

です。遊びの原空間。子どもの遊び環境は、

６つにカテゴライズされると言われます。

６つの遊びの原空間。これは特定の物理

的環境を示すものではありません。私が

勤めたあいち小児保健医療総合センター

には幾つものプレイルームがありました

けれど、そこが遊び場所です、という概念

がないということです。特定の場所を指さない、つまり原空間は、子どもの遊び行為が展開

される実体的空間だということ、子どもが自分で選んで遊んでいるその場が、遊びの原空間

になるということです。そこで子どもの実体的な遊び行為というものが展開されたら、そこ

はもう、子どもにとってかけがえのない遊び空間になる。例えば療養環境でありがちな話か

もしれませんが、「そこは遊び場じゃないでしょ」と言ってしまいますね。安全管理上から、

やむを得ないことです。でも、子どもにとっては、自分で決めた遊び場です。子ども自身が

選択し、自らの遊び行為というものを展開している実体的な場所です。私たち大人の意思や

都合で決めた遊び場がどこかではなく、今、目の前の子どもがどこを遊び場として、なんで

夢中になって遊んでいるかという視点を持ちたいと思います。 

もちろん、遊び場では 低限のルールがいると思います。特に、安心・安全です。子ども

が不安になる状況は遊び場として許容することではないし、ましてや危険なところは絶対

にいけませんね。遊びに際する安心・安全を守るためのルールはきちんと押さえながらも、

もっと遊びの可能性ってあるんじゃないかな、遊び場所の可能性ってあるんじゃないかな

と思います。ぜひ療養環境に関わる皆さんには、お伝えしておきたいところだなと思います。 

 

原空間は６つあります。自然スペース、遊具スペース、道スペース、アナーキースペース、

オープンスペース、アジトスペース。そのうち、自然、オープン、道が中心的空間であり、

子どもは少なくともこのうち１つの空間を十分に持っていることが必要であると言われて

います。今日は時間の関係で、この３つの中心的空間に絞り込んで、ざくっと説明したいと

思います。 
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まず道スペースです。このスペースは、

子どもたちの出会いの空間となり、様々な

遊びの拠点を連携します。ネットワーク空

間として重要な性格を持っているのです。

例としては、道とか路地とかになりますが、

安全で、大人の目もある場所のことです。

そこで代表的な遊びが、三輪車、自転車、

ローラースケート遊び。例えば、病院にも

長い廊下があるでしょう？そこでみんな

一斉にローラースケートでゴー！なんて

やったら、たちまちクビになっちゃいそうですね。でも、普段使っていない、人通りのない

長い廊下で「三輪車に乗ってもいいよ」「キックボードしてもいいよ」「自転車の練習しよう

や、もうすぐ退院だしね」とか、そんな風に言ってあげられる道スペースが院内にあっても

良いのではないかなーと思います。ただダメダメではなくて、探してみたら、工夫したら、

可能性はいくらでもあるんじゃないかと思うんですよね。当然、子どもひとり一人の健康や

発達機能には十分配慮してのことだと思いますが。 

後でお伝えしようと思ったのですが、２００１年だったかな、診療報酬の改定があって、

保育士加算を請求出来るようになりましたよね？保育士にお金がつくようになりました。

保育士加算のためには、２０平米のプレイルームがあることが条件だったのですが、それは

病棟内にあることが望ましいと明記されている中、私たちは当時厚生労働省に喧嘩を売る

ような…つまり、「プレイルームは病棟内にあることも望ましいけれど、病棟外にあること

も望ましい！」と言って敢えて病棟外に作ったんです。敢えて、病棟外に作っちゃった（笑）。

ですから、子どもは２階の病棟から出て３階へと上がっていかねばなりません。当時、20

平米ある唯一の空間であった３階の医局のカンファレスルームを頂いたというか取ったと

いうか…そこをプレイルームにしたんですね。「わくわくるーむ」って言うんですが、その

わくわくるーむへ行く道が素敵なんです。子どもがベッドから降りて、ちょっと着替えたり

おしゃれしたりして、大きな病院の中を移動していく。これが道スペースですね。そこで出

会う人たちに「どこいくの？」と聞かれてワクワク。「いいなー、先生も行こうかなー」と

いうドクターに「ダメ、子どもだけ！」とか言って、医師に対して日頃持ち得ない優越感を

持って、子どもたちは意気揚々と進んでいくんです。 

その病棟外プレイルームは、特に外科の先生たちに喜ばれました。術後覚醒の援助になる

とかで。術後の覚醒時にパニックになったりするでしょ？それでも、外科手術の場合、すぐ

にリハを開始しないと行けない、すぐに歩いたり、動いたりしないといけないとかで、よく

術後の子どもが大泣きしながらお母さんと病棟内をぐるぐると歩きまわったりいました。

術後の覚醒パニックでも、医師に歩け歩けと言われているから、親も泣きそうな顔で泣きわ

めく子と一緒に歩いているわけですね。そういう親子に対して、いつからか外科医たちが

「わくわくるーむへ行っておいで」と言うようになりました。これが効果的に働くためには、

術前にわくわくるーむの楽しさを十分に経験していることが必須条件なのですが。ちなみ
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にその子どもたちがわくわくるーむへ行く時は、エレベーターの利用は禁止されています。

２階の病棟を出て、てくてく歩いて、階段を３階まで昇って…と自分の足で大移動しなくて

はなりません。時には泣いたりわめいたりしながらも、這うようにしてでも、わくわくには

向かうんですよね。「わくわく行っておいで」は何より強烈なリハだと外科医に喜ばれてい

ました、はい。 

 

次に自然スペース、子どもの遊びの空間

の中で も基本的かつ重要なもの…です

が、重要なのはこれを療養環境でどう実現

するか、ですね。医療機関では、当然感染

リスクのある雑菌たっぷりの生き物、ナマ

ものの飼育には後ろ向きです。でも、すぐ

に「ダメ」じゃなくて、すぐには諦めない

で、出来るだけの可能性や代替機能を考え

られたらいいなと思います。 

 

オープンスペースは、とにかく動き回れ

る、身体いっぱいのエネルギーを受容でき

る広がりのある場所ですね。病気や怪我を

している子どもが、安静を余儀なくされる

のは当然ですけれど、ある時点からもっと

身体を動かしておいた方が良いかもしれ

ない、退院に向けて、その経験をしておく

必要があるのかもしれない。勿論、子ども

ひとり一人の個別的なニーズを捉え続け

るプロであって欲しいなと思います。 

 

今日は３歳児の発達についてちょっと

話したいと思います。児童福祉法でいう

子どもは０〜１８歳からですが、その発

達段階を全部見て行ったら９０分では足

りませんから、今日は３歳にフォーカス

したいと思います。３歳はその発達がま

たぐんとステップアップする年齢です。

０～２歳児の成長発達に重要な要素が母

子関係。３歳以降においても、とにかくベ

ースには母子関係が必要ですが、母親と

の基本的愛着、信頼関係をベースとしながら、さらに遊びというものが発達に重要なカギを

握ると言われています。今更改まって言われなくても、わかりきったことですね。 
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では３歳児の遊びについてです。２歳

までの見立て・つもり遊びが、３歳になる

とごっこ遊びへ発展していきます。この

頃の発達特徴として、真似る心の動きが

盛んになってくるからです。自分と違う

役をイメージして、それに成りきって楽

しむ。何々のようにふるまう、何々らしく

振舞うようになるんですね。そしてこの

ごっこ遊びが、イメージの育ちが成立す

る先行として必要となるようです。 

 

３歳児には、絵本の読み聞かせもしっ

かりしたいですね。何故なら３～４歳に

かけて言葉の数が も増えるからです。

地域の主に健康な子どもの平均的な発達

に照準化して言うと、3 歳の表出言語は、

６００～１０００語、理解言語１５００

語と言われています。単語だけの１語や、

２つの単語を連ねた二語文だけではなく、

動詞、形容詞も用いるようになって人の

動きや様子、気持ちの表現も可能になっ

てきます。でも、いま目の前にいる療養環境の子どもはそうではない、それは出来ないとい

う理解と、その個別性に応じた対応は重要です。しかしすべての子どもが、この先もずっと

病院にいるのではなく、遅かれ早かれ地域へと帰る可能性もありますから、地域の子どもの

多くはこういう状態であるという実態についても、私たちは把握しておきたいと思います。

そうでないと、地域の子どもとのあまりに大きな違いによって、退院児がたちまち不適応を

起こし、外科から退院した後、例えば不登校などの適応障害によって今度は心療内科に入院

してくるということにもなるからです。私も、いくつかのそういったケースを見てきました。

ですから私たちは、常に安心安全な病院の中で入院児を一方的に守ろうとするだけでなく、

地域で何が起きているのか、地域の子どもはどんな状態であるかについても把握しながら、

退院児が地域生活に楽しくいきいきと適応していくちからをつけるための課題についても、

療養環境にいるこの瞬間から、治療と並行してしっかり考えていきたいと思うわけです。 

とにかく、絵本の読み聞かせによって子どもの想像力や空想力はどんどん広がりますし、

読書習慣の基礎を作る大切な時期ともなるということを、ここで改めて確認しておきたい

と思います。 
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さて、多くの子どもが、自分と同じ年齢

くらいの子どもや動物が登場する絵本や

お話を好むようです。子どもは、それらの

登場人物を自分の親しい友達として、あ

るいは自分と同一視して見入っているこ

ともあります。ここを次の話につながる

ポイントとして押さえておきたいと思い

ます。また、多くの子どもは、絵本の中で

リズミカルに繰り返されるフレーズや、

擬声語、擬音語に興味を示します。絵本を

読み聞かせてもらいながら、そのフレーズの部分に来ると一緒に声を掛けたりしながら、自

ら空想の世界を駆け巡っているんですね。 

 

では、幼児の遊びの代表格でもある「ごっこ遊びあれこれ」ということで、まずひとつぶ

の事例を２つほど、マトリョーシカと七ひきの子ヤギの話をしたいと思います。昔むかし、

今から２０年前のお話です。皆さんはマトリョーシカってご存知ですか？ロシアの伝統玩

具です。木製の人形の中からどんどん小さい人形が出てくるのですね。これがたまたま私の

手元にありました。そして当時、私の愛息子であるまるちゃんは２歳でした。私は、これを

２歳の子どもに与えたら、どんな風に遊ぶのかなと思ってさっそく渡してみたんです。勿論

これはこういうものだとか、こうやって遊べるとか、こうやって開けるとまた１つ入ってい

るとか一切教えない。全部のマトリョーシカが１つにまとまった状態のものを、ただ彼の前

にドンと置いたんです。息子は見たことのない新しいおもちゃにキャーと喜んで早速手に

取り、なんだろうという様子であれこれいじくりまわしていました。そうしているうちに、

そのお人形がパカッと半分に割れることに気付き、その中からもう１つ出てきたことに驚

き、それがまた半分に割れて次のが出て来て、パカッと割れた人形からひと回り小さな次の

人形が出てくるたびにキャーッと興奮して、楽しそうに遊び続けました。全部で８個入って

いたと思います。全部出尽くすと、今度はせっせと順番に閉まっていくわけです。また１つ

の大きなマトリョーシカに戻すわけですね。そうするとまた開けていってキャー！全部開

けるとまたせっせとしまって…を延々と繰り返し、もうマトリョーシカもうちの子も壊れ

ちゃうんじゃないかというくらいにね（笑）、何回も楽しそうに繰り返し遊んでいました。 
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私がとっても尊敬しているある幼稚園の主任の先生は、「子どもって繰り返しの中でしか

生きられないんだよねえ」という名言をつぶやかれました。その子どもにとって大切な繰り

返しを、私たちは大人の都合で取り上げてしまっていることが多いかもしれません。「この

絵本読んで」と何度も同じ絵本を持ってくる子どもや、読んだ直後にもう１回読んで欲しが

る子どもに、「またこれ？」とか、「もう読んだじゃなーい」とか言ってしまったりします。

でも、子どもは繰り返しの中で生きている、繰り返しの中で育つのだという名言があれば、

忍耐強く、子どもの繰り返しを見守ったり、それに付き合ったりすることが出来そうです。

私も当時その名言を胸に刻みながら、マトリョーシカでキャーと繰り返し叫び続ける愛息

子を見守り続けることが出来ました（笑）。 

さて、愛息子はこのキャーを散々繰り返した後、突如として木箱とおもちゃの車を持って

きました。「これ何？」と尋ねると、「これは工場なのよ、まるちゃんが作った工場なのよ」

と答えたんですね。「工場？何の工場？」と聞くと、「脱皮工場なのよ」「脱皮工場？」「うん！

マトリョーシカが来て、こんにちはって来て、あ…車に乗ってこないといけないんだった」

と、マトリョーシカをトラックのおもちゃにどんと乗っけて、「ぴゅーん」とそれを走らせ、

木箱の前に到着させて、「マトリョーシカ脱皮工場で～す！こちらでお降りください、お疲

れさまでした～」って言うんですね。私もつられて、思わずマトリョーシカに「お疲れさま

でした！」って頭下げちゃったりして（笑）。トラックからマトリョーシカが降りてくると、

彼は「はーい、今から脱皮をしま～す」って言って一番大きなマトリョーシカを開けて、「お

ひとり様、脱皮です！」とか言うんですね。次に２個目を開け、「おふたり様脱皮です！」

それで３つ目を開く時になんて言うか聞いていると、「はい、お３人めの様…？なんて言う

んだろうね？わかんないけど、いっか！３人目の様、脱皮で～す」ってね。その後も４番目

の様、５番目の様！と言ってマトリョーシカを８回脱皮させていきました。全部開けると、

「はい、脱皮完了です、お疲れ様でした！」そしてこれもまた、何度も繰り返すわけです。 

以上、マトリョーシカの脱皮工場の話でしたが、愛息子は日頃から非常に虫とかに興味が

あって、いつもぶつぶつ言いながら昆虫図鑑を見ていました。そこにある日セミの抜け殻を

拾って来て、脱皮というものを知ったようです。それでマトリョーシカを手にした瞬間、脱

皮のようだと感じたのでしょうか。そしてセミではない、マトリョーシカを脱皮させるのは

工場なんだと何らかの経験か動機付けによって思ったんでしょうね。まぁ、そういう彼なり

に作られたイメージの世界で遊びは発展していきました。そんなごっこ遊びでは、子どもが

自分で経験したことを全部つなぎ合わせていって、自分だけの楽しい世界を作っていく。ご

っこ遊びによる発達の可能性云々ではなく、これが単純にごっこ遊びの醍醐味というとこ

ろでしょうか。 

 

「おおかみと七ひきのこやぎ」という、もうひとつぶの事例…私はこれにも本当に苦しめ

られていました（笑）。当時２歳の息子は、この絵本が本当に好きだったんですね。ネット

検索をしたら当時とまったく同じものがひゅっと引っ掛かってきてくれたので画像をダウ

ンロードしたのですが、外出時に駅の売店とかでひゅっと買ったものだと思います。こんな

にコンパクトで数百円で、アニメっぽい挿絵ですね。職業柄うちにはたくさんの「選び抜か

れた」絵本がたくさんありましたし、私は息子にそれらを次々と読み聞かせてきましたが、
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彼にとってはこれがいちばんのお気に入りでした。保育士、幼稚園教諭免許を持つ母親が、

国内だけでなくドイツからも数々の絵本を選び抜いて置いていたにも関わらず、愛息子は

それらにはいっさい関心を示さない。 

実はこの絵本は、ちばちゃんという息子が敬愛してやまない祖母が、孫との移動中に駅の

売店で買ってくれたもので、彼は、ちばちゃんとセットでこの絵本を愛していたんですね。

とにかく何度読まされたかわかりません…。私としては、私がこつこつと揃えてきた自慢の

絵本も読んでほしかったのですけれど、とにかくもうこれだけ。日々繰り返し読み続け、

散々読み尽くした２歳の彼は、ある日「かあさんとちばちゃん！集まってくださーい」と言

ってきました。私たち２人が「はーい」と言って集まると、息子は「じゃあ、今からまるち

ゃんとかあさんとちばちゃんで、おおかみと７ひきのこやぎごっこをします！はじまり、は

じまり～」って声高らかに宣言しました。「じゃあ、まるちゃんがいちばん小さいメエメエ

（子ヤギ）ね！」…時計の中に隠れて、唯一助かった子ヤギのことです。「ちばちゃんは、

メエメエの優しいお母さんで～」そして…「かあさんはおおかみさんね！」毎回、私が狼の

役ですよ？毎回、私が狼。それである時、「今日は違うのがやりたいな」と言ってみたので

すが、息子に「かあさんはおおかみです、頑張りましょう」と言われて、「はい、頑張りま

す…」と。それが、毎日ですよ？朝から晩まで、本当に毎日毎日、どれだけやったかわから

ないけれども、毎日、毎日、繰り返し、繰り返し。当時、５０歳を過ぎていた祖母はさすが

に疲れてきて、「これ、いつまで続くんですか？」と聞いてきました。「子どもは繰り返しの

中でしか生きられないのです」と私が答えると、「はい…わかりました…」と保育士の意見

に従い、息子に「ハイ、やろうか！」と根気よくメエメエのお母さんをしてくれました。 

愛息子が毎回楽しみにしていたのは、当時住んでいたマンションにあった細いクローゼ

ットに隠れることでした。ガラガラと扉を開けて中に入れる、茶色くて細長いクローゼット。

それは子ヤギが隠れたあの振り子時計に見えたようです。そのイメージが、このごっこ遊び

に発展するきっかけだったのかもしれません。だから、ごっこの 後には必ずここに隠れる

のです。そのため、自分がさっと入りやすいように、私はこのクローゼットの中を片付けさ

せられ、掃除機とか撤去させられました。いちばん小さい子ヤギになった自分が、狼の脅威

から身を守るために、しっかりと隠れられる空間が必要だったのです。掃除機なんかをしま

っておく場合ではありません。毎回狼役の私が「ぐわぁぁぁ～っっ！」と叫んで出ていくと

ですね、息子は「わーっ！おおかみがきたー！」と叫んで、クローゼットの中に飛び込み、

じっと息をひそめます。この瞬間は、本当にわくわくした！と、彼は後に話してくれました。

狼が去ると、「ああ！私の子どもたちー！」とちばちゃんが泣き叫びながら登場してきて、

クローゼットから飛び出してきた孫と祖母は「良かった！良かった！」「あーん！こわかっ

たよー！」と泣きながら抱き合い、孫はおばあちゃんに抱きしめられ、溶けそうな笑顔を見

せるのですが、それ、毎日ですよ…。 

あまりにもこればかり続くので、１～２ヶ月経った時に、ふとこの子の発達が心配になり

ました。そうして、もし七ひきのこやぎごっこが２０歳まで続いたら、発達支援センターに

連れていこう、まだ１８年あるから…とりあえず、メエメエ、ガオーとやっておこうと肝が

据わりました。それから２０年、２２歳になった息子から、子ヤギごっこをねだられること

はありません。 



 31 

 

そのごっこ遊びに明け暮れていたある日、ちばちゃんが「ちょっと気になることがあるん

だけど…」と言ってきました。「買い物から帰ってきた時にあの子１人で遊んでたんだけど、

１人でぶつぶつ言ってたのよね。独り言だと思って 初は気にしなかったんだけど、なんか

違うのよね。私ね、ドア開ける前にお友達が来てるのかと思ったのよ。だって『じゃあ今度

はまるちゃんの番ね！ちがうの、ちがうの、こうするんだよ！そう、上手だね～』って、ま

るで誰かと一緒に遊んでいるみたいに喋ってて…」祖母がドアを開けたら、誰もいなくて、

孫が空中に向かって１人で喋ったり笑ったりしている。まるで、そこに誰かいて一緒に遊ん

でいるかのように喋っている。それで、「まるちゃん？」と声を掛けても、おばあちゃんの

声も聞こえないぐらい夢中になって「誰か」と喋っている、必死になって「誰か」に遊び方

を教えている、おばあちゃんにはその相手が見えなくて、「ちょっとゾクッとしちゃった」

と話してくれました。そして、「まるちゃん？誰と遊んでいるの？」と近付いて声を掛ける

と、彼は「まるちゃんのお友達！」と答えて、「ちばちゃんもまるちゃんのお友達に、こん

にちはって言って！」と言ったそうです。ちばちゃんが「誰もいないじゃない？」と言うと、

「いるんだよ、見えないの？」と。それから、おやつに誘った祖母に「いまお友達と遊んで

いるから、もう少し待ってて」と「誰か」と遊び続けたそうです。祖母は、「この家、なん

かに憑りつかれているんじゃないの？」とちょっと怖がっていました。いわゆる座敷童かな

んかがいるのでは、と心配したんですね（笑）。息子は祖母に、「まるちゃんのお友達、○○

ちゃんって言うのよ」と名前まではっきり教えてくれたそうです。 

 

 

この事例は、おばあちゃんにしてみるとちょっとゾクッとした怪談話になりますが、実は

アニミズムという学術的理論を説明できる事例であるとも思いました。アニミズムをご存

知でしょうか。すべての物に魂が宿っているという考え方で、１９世紀の名付け親タイラー

さんによれば、人間以外のものに魂とかの存在が宿っていることを認めるという考え方で、

精霊信仰とも言われています。ピアジェさんは、子どもの自己中心的な思考の特徴として出

現するものなんだと、子どものある特徴的な心理面についてちゃんと指摘してくれました。

外界のすべての事物に、自分と同じ生命や意志があるとみなす概念です。おばあちゃんには

見えなかったけれど、もしかしたらそこには彼が友達とした「何か」があって、息子はそれ

を自分と同じ生命を持つ友達とみなして、それを相手に生き生きと会話していたのかもし
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れない。これがアニミズムですね。アニミズムと言えば、くるみ割り人形ってご存知です

か？女の子のお気に入りのくるみ割り人形が、夜になると動き出して自分を守ってくれた

という話ですが、あれもまたアニミズムの例として説明しやすい物語です。 

 

 

私が祖母からこの話を聞いた時は、 初アニミズムかなと思ったのですが、実際に彼女

に見える何かがそこになかったとしたら、それは息子のイマジナリー・コンパニオンだっ

たかなとも思いました。子どもの心理や発達とこのイマジナリー・コンパニオンに関する

研究はまだあまり見当たらないのですが、 近よく聞かれるようになった「イマジナリ

ー・コンパニオン」とか「イマジナリー・フレンド」、想像上の友達、仲間のことである

と言われています。 

いわゆるイマジナリー・コンパニオンを持つ子どもの特徴としては、実際の友達が少な

かったり、１人遊びやごっこ遊びをすることが多かったりするようです。子どもが１人２

役をするということではなくて、明らかに自分と違う人格を持った実態として子どもには

意識されていますが、信じてもらえないと内に秘めるようになります。どうせ私が言って

いることをかあさんもおばあちゃんも信じてくれない。「誰もいないじゃない！」とか、

「そんな変なこと言うのやめなさい」とか、自分に見えないものは否定してしまいがちで

すね。でも、アニミズムとかイマジナリー・コンパニオンとか、子どもの遊びの中で出て

くるものを理解していれば、安易に子どもを否定したり傷つけたりしないで済むというこ

とでしょう。うちのおばあちゃんも、 初はちょっと怖かったけれど、こういうことを知

っていれば、この子にはちゃんと見えている友達がいるんだと理解して落ち着くことがで

きます。そういえば、我が息子は１人っ子ですから、どんなに私たちが頑張って一緒に遊

んでいたとしても、きょうだいがいる子どもに比べればずっと１人遊びが多かったと思い

ます。私も仕事を持っていて不在することも多く、彼にはイマジナリー・フレンドが必要

だったんですね。 

例えば、トトロと猫バスですね。もう世界中からの人気を博した「となりのトトロ」で

すが、メイちゃんでした？主人公の子どもは、お母さんが入院中で寂しい、田舎に住んで

いて友達も少ない。そういう環境で現れたイマジナリー・コンパニオンがトトロであり、

バスを大きな猫に見立てたことがアニミズムかもしれませんね。つまり、これはまさに、

アニミズムとイマジナリー・コンパニオンが合体したものであり、となりのトトロは、そ
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のような子どもの心理的特性を理解し、子どもの気持ちに深く寄り添うアニメだったのだ

と、だからこんなに世界的人気を博したんだと改めて感動したわけです。今さら映画の宣

伝をするわけではありませんが。 

 

どうして私が本講の 後に、アニミズムとかイマジナリー・コンパニオンの話題を持っ

てきたかというと、日常的に一緒に遊ぶ友達が少なくて１人遊びが多いという子どもは、

療養環境下こそ、病棟にこそ比較的多いのではないかと思ったからです。家族から離れて

友達とも離れて急な入院や治療を余儀なくされるようになった子どもが、病室でイマジナ

リー・フレンドに出会う。あるいは、そばにある枕が話したり動き出したりしてお友達に

なって、子どもはそれに話しかけたり、抱きしめたりとかするアニミズム。そういうこと

が起きていてもおかしくないなと思うわけです。療養環境という、子どもの身体や心理に

負荷を掛ける環境下、もともと幼児に見られる心理的特性が強化されてもおかしくない。

でもそれがちゃんと理解されないと、この子ちょっとおかしいから児童精神科で見てもら

おうとか、霊を感じやすい子なのかな、この病院なんかいるんじゃないかとか、そういう

話にもなってしまいます。不十分な理解や誤った理解によって、せっかくの遊びが子ども

の不利益にならなければといいなと思い、今日はこの話題を持ってきたということです。 

 

何がどうであれ、子どもにとっては自分が大事にしているものを、身近な人にもまずは

認めたり信じたりしてもらうことが大事なことでしょうか。こういう子どもの様子も、幼

児期の自我形成が終わって学童期に入る小学校入学前後に消えてくると言われています。

しかし、精神科外来に、イマジナリー・フレンドがいる 20～30 代の患者さんが受診に来

るという報告もあります。成人に対してはまたいろいろな治療アプローチがあるのだろう

と思うのですが、私は専門外なのでわかりません。子どもについては、幼児期のある発達

段階に見られる特徴的な現象として捉えると同時に、「見えないお友達」が必要とされる

子どもの背景理解や、遊びの援助について工夫を深めていく必要があるかなと思います。 

 

 

山口先生、「かきまわして」とのことでしたが、掻き回し過ぎちゃったでしょうか…。

皆さん、このとりとめもない話をご理解いただけたでしょうか…。 
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私たちは、子どもを遊ばせようとか楽しませようとか、どこか気合いが入り過ぎていな

いか、ということを本日 後の問いにして終わりたいと思います。もしかしたら、遊ばせ

よう、楽しませようと頑張り過ぎる余り、強迫性を与えてしまうことになっていないか。

そもそも私たち大人自身は、遊びを本当に価値あるものとして認めているか。私たち大人

もちゃんと遊んでいるか、遊べているか。まずは大人自身が遊びの本質を理解し、遊びを

堪能できていれば、子どもにもちゃんとそれを伝え、保障できるのかなと思います。 

ということで、ご清聴ありがとうございました！ 

 

＊本講義のイラストは いらすとや http://www.irasutoya.com から許諾範囲で使用しました。 

 

 

司会者： 

ついつい私もこのセンターに働いてみたいなと思ってしまいましたが、講演時間丁度に

終わっていただきました。どうも先生ありがとうございます。もう一度拍手をお願いします。

この後プログラム上、まとめとなっているんですけれど、それぞれの立場から、それぞれの

見方というものがあるので一言でまとめる必要性もないですし、ぜひ、遊びという本質や、

先生のこれまでの経験を参考にしながら、午後のグループワークでは自分がどういう風に

感じたかとか、学んだかというところを話し合っていただければなという風に思います。是

非、この機会に先生に聞いてみたいとか、わからないという部分があれば、この時間帯に解

決してしまおうかなと思っているんですけれど、どなたかいらっしゃいますか？講演の中

でわかりにくかった、もしくはもうちょっとここ聞きたいんだけどというところはないで

しょうか？ 
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第Ⅱ部 グループワーク 

 

 

吉川由希子・大阪セミナー2016 参加者・原純子 
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１． グループワークの企画と運営 

 

 ここでは大阪セミナー2016 のグループワークの企画・運営について紹介します。 

 

(１) グループワークのねらい 

･ 検査、治療や健康障害などで行動制限のある子どもへの遊びを創造し、子ども

が遊びを発展させる種を作る。 

･ グループを職種の混成したメンバーにすることで職種による遊びの視点の違い

に気づく。 

･ 作成したものをプレゼンテーションすることで参加者と共有する。 

 

(２) グループの構成 

  職種や経歴がばらばらになるように 7～8 名程度で１グループを構成した。 

 

(３) ワーク 

①  実施方法 

i. あらかじめスタッフが作成した４つの模擬事例（38，39 ページ「病気の子

どものトータルケアセミナーin 大阪 2016 グループワークメモ」参照）か

ら１つを選び， 幼児期から学童期前半の範囲で年齢を設定し、疾患や状況

設定などはグループで話し合い、決定する。 

ii. 状況設定された子どもへの遊びの目的やねらいを考える。 

iii. 具体的な遊びの内容を創造し、可視化する。遊びは既成のゲームや商品を利

用するのではなく、身の回りにあるものなどを使って創造していく。 

iv. プレゼンテーションあるいはロールプレイを行う。 

 

② ワークを進めるにあたってのファシリテーターの留意点 

･ 状況設定のブレーンストーミングには、模造紙や付箋などを活用して可視化

していく。 

･ 状況設定の話し合いを進めるときにグループのメンバーが設定状況をイメー

ジできているかを確認していく。必要に応じて、設定されている疾患や健康

状態について分かるメンバーに説明を依頼したり、補足を行う。 

･ なぜその遊びを創造したのか、どのようにして遊ぶのかなど、メンバーの職

種や経験による違いを引き出していく。 

 

③ シェア 

1 グループで 5～7 分程度のプレゼンテーション（ロールプレイ）を行う。プ

レ船テーションでは、子どもの状況設定と遊びについて、なぜその遊びを創造し

たのか、どのような遊びなのかを交えて発表する。 

＊ 大阪セミナーでのプレゼンテーションは 40 ページから 45 ページを参照 
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(４) タイムスケジュールと準備物 

 

① タイムスケジュール 

･ グループワークのすすめ方の説明と事例紹介 

 10～15 分 

･ グループワーク 

 状況設定を膨らませるワークなどがあるので 90～120 分は必要。 

セミナーでは 120 分を確保した。 

 休憩は適時とる。 

･ プレゼンテーション・シェアリング  

 グループ数によるが 1 グループあたり発表と移動も含めて 10 分程度見る 

 とよい。 

･ 振り返りとまとめ 

 10～15 分 

 

② 準備物 

模造紙・画用紙・クレヨン・サインペン・はさみ・のり・セロテープ・付箋 

セミナーでは上記のもので実施した。 

その他に必要に応じて遊びの素材となるようなグッズがあってもおもしろい。 

 

吉川 由希子（敦賀市立看護大学） 
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病気の子どものトータルケアセミナー in 大阪 2016 グループワークメモ 

グループメンバー： 

 

 

グループワークの内容：以下の状況の事例から 1 事例選択し、その子どもにとって必要

な遊びを創造してプレゼンテーション（ロールプレイ）してください。 

１．治療中で免疫力が低下し、個室から出ることができない子どもの場合 

配慮しなければならない点：遊びの提供者はマスクを着用。部屋へ物を持ち込むと

きには消毒液で拭かなければならない。生物・植物や

消毒のできないものの持ち込み不可。 

２．治療（牽引・術後の安静など）の目的で仰臥位での安静が必要な子どもの場合 

配慮しなければならない点：上体を起こすことができない。軽く体をひねる事は可

能だが横を向くこと（側臥位）は禁止。 

３．ターミナル期で体力が低下して点滴中の子どもの場合 

配慮しなければならない点：利き手ではない側に点滴をしている。子どもにはター

ミナル期であることは話していない。感染予防のため

遊び道具は消毒が必要。 

４．脳性まひなどで運動障害（および知的障害）がある 10 歳の子どもの場合 

配慮しなければならない点：知的レベルは３歳程度。「はい/いいえ」を示す発語は

あるがその他の会話は困難。笑顔など表情は豊か。上

下肢の筋力はほとんどなく拘縮があるため、骨折に注

意が必要。座位保持装置（特注の車椅子）に乗ること

で座位になることは出来る。 

※年齢は幼児期～学童期前半の範囲で、グループで相談して決定し、事例を完成させて

ください。 

事例の紹介（どのような事例か、事例を紹介してください）： 
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遊びの目的・ねらい（なぜその遊びを創造したのか紹介してください）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊びの紹介（どのような遊びを創造したのか紹介してください）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本紙はセミナーの改善や情報共有のために活用いたします。 

同意いただける場合は、本紙をセミナースタッフにご提出ください。お疲れさまでした。 
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２． 大阪セミナー2016 でのグループ・プレゼンテーション 

 

５グループ： 

それでは５グループの発表をさせていただきます。事例の４番を選択しました。事例紹介

をさせていただきます。８歳の男児、脳性まひ、気管支炎で入院中、抗生剤投与中、点滴が

入っています。付き添い者はなしで全介助、手のひら、足の裏の感覚はあります。遊びの目

的は、寂しさの軽減、座位にすることで視界が変わる、外からの刺激を感じる、自分が参加

できていると感じわくわくできる、です。 

続いて遊びの紹介です。マラカスは児の手のひらにマラカスの柄を置いて、一緒に振るこ

とで音を鳴らして遊ぶことができると思いました。そろばんは音も鳴りますし、玉の１つ１

つの感触が刺激になるかなと思いました。絵の具は直接手に絵の具をつけて紙に色を塗っ

たりして作品を作って、面会に来られたご家族さんにも見ていただけるということで考え

ました。ボールプールなんですけど、中に入って全身でボールの感覚を感じたりすることも

できますし、車椅子に座った状態でも手や足を入れて楽しんだり、他の子どもさんと一緒に

なって遊ぶことで、子どもたちの楽しい声も刺激になるかなと思ってあげました。小豆の入

った袋を作って、その中に手を入れてあげたり、手を揉んであげることで手の感覚を養った

りとか、じゃらじゃらとか音もするので聴覚の刺激になって遊べるかなと思ってあげまし

た。風船だったら手で触ることができるので、風船の上で手で遊ぶとしました。手のひらの

感覚で、ボールとか小豆とは違ったふわふわとした刺激になるかなと思ってあげています。

以上です。ありがとうございました。 

 

６グループ： 

６グループです。６グループは４番の脳性まひの子どもを考えました。お名前は M くん、

６歳の小学校１年生で、脳性まひ、知的レベルは３歳です。普段は在宅なんですけど、今回

はレスパイトのために入院という形になりました。いつもは車椅子で支援学校に行ってい

ます。音に興味があってマラカスが好きな子です。お姉ちゃんと弟がいてにぎやかなところ

が好きです。膝関節、肘関節はゆっくり動く子です。 

遊びの目的、ねらいなんですけど、入院という普段とは違う生活という事で、より普段に

近い生活を送らせてあげるて不安や緊張を和らげてあげる。また療育環境で人との関わり

を持たせてあげるということと、楽しいを見つける、楽しみを見つけてあげられるようにし

ていくことで、家族のも喜びにも繋げられるかなと思いました。 

後に遊びの紹介ですが、導入としてこの子はマラカスとか音とかが好きなので、音楽を

プレイルームにかけてマラカスとかを振って遊べるようにということを考えました。こち

らの環境設定として音が出るもの、マラカスだったりカスタネット、吹き戻しを用意してお

いて、その子が振っているのを見て他の子もやってきて、皆で一緒に遊べるようにしたら人

との関わりが広がるかなと思ったのです。それともう１点が風船なんですけど、風船を膨ら

まして手で持ったり、ほっぺたにくっつけたりとかの感触を楽しんだり、膨らませることで

肌に振動を感じて楽しめるかなと遊びの紹介として考えました。 

音の出るものとか、風船とかを用意しておいて、M くんが新しく楽しめるものを見つけ
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ることができたら新しい楽しみにつながるし、寂しがりな子という設定だったんですけど、

プレイルームで遊んだりとかしてから部屋に戻っていく時には寂しくなると思うんですけ

ど、新しく楽しいと思えるものをお部屋に持って帰ってこられたら楽しそうだなというこ

とをみんなで考えました。以上です。 

 

８グループ： 

８グループは治療中で免疫力が低下していて個室から出ることができない子どもの場合

というのを選びました。では始めます。ここはわくわく病院です。S くんは５歳の男の子。

半年前から白血病の治療のために入院しています。大好きな幼稚園にも行けず、辛い治療で

気持ち悪くなることもあり、ちょっとブルーな気持ちです。夕ご飯の後、お母さんが帰って

しまって S くんの気持ちはブルーです。「お母さん、帰ってしまって、寂しいよ。」「夕ご飯、

食べ終わった？S くん？」「うん、食べた。」「お母さん、帰ったね。」「うん、寂しいし、つ

まんない。」「S くん、何もってんの？それ？」「これ？電車。」「電車？好きなん？」「むちゃ、

好き。」「好きなんだ。今日、看護師さん、夜勤やけど、線路とか書く？」「書く！」「すごー

い！」「わーい、わーい！線路、線路。」「すごーい、上手。家も書いてみたら楽しいと思う

よ。」「家、いいなぁー。池とかもいいなー。ディズニーランドとかにもいってみたいなー。」

「また明日、今日ちょっと遅いから、また明日電車走らせようか」「また明日いろいろ作る

ー。」「すっごく楽しかった。わくわく明日が楽しみ。」あれあれ、S くんの気持ちも少し明

るくなったようですね。明日からの治療もこれで頑張れる勇気が貰えたかな？ 

８グループでは設定の子どもたちへの目的として楽しめること、不安寂しさの軽減、とし

ました。また就寝前ということもあり、寝る前の子どもの気持ちを尊重して続きを明日や明

後日へと継続できるもの、そしてお母さん、ナース、保育士にもできる。そして本人の意思

でわくわくしながら行き先を追加したりできるものとしました。またコミュニケーション

については本人が電車が好きだということとわくわく、夢があるということと夢が広がる

ことを取り入れました。以上です。 

 

９グループ： 

事例の１を選択しました。紹介の前にロール・プレイの配役を紹介します。まず、３歳の

男の子。そのお母さん。保育士さん。そこに入ってくる看護師さん。そしてドクター２人。

以上でロール・プレイをお楽しみください。まず事例の紹介です。 

３歳の男の子Ｎくんは、今抗がん剤の治療２クール目で個室から出ることが出来ません。

しかし、室内の中では動いたり、移動したりすることは可能です。普段はお母さんと一緒に

YouTube とかＤＶＤとかを見て過ごすことが多いです。今回の遊びの目的としては、

YouTube とかを見ることが多い N くんの運動機能を少し伸ばしたいなという、身体を動

かして遊びたいなということ。また、他の子どもたちと関わることがないので社会性のとこ

ろも少し何か遊びの中で取り入れられたらなということでしました。では今から始めます。

お母さんとＮくんがお部屋にいるところからスタートです。 

「Ｎくん、何みているの？」「エグゼイド。」「エグゼイド、好きなん？」「エグゼイド、む

っちゃ好き、これ欲しいねん。剣、ベルト。」「エグゼイドのベルト作る？」「作る！」紙と
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ハサミとクレヨンを作って保育士さんとＮくんは一緒に作ることにしました。「できたー、

ベルトー。」「かっこいいのできたね。」「上手に出来たね」「つけるわ、かっこよくなったー」

「かっこよくなったねー。Ｎくん。」「剣もつくるー」「剣も作ろうか？」「できたー。」「凄い

強そう、Ｎくん。」「これ、お父さんにあげよー、僕のも欲しい。」「じゃあ、もう１個作ろう

か？」「できたー。」「一緒にあそぼ？」「ほんまに？いいの？」「やったぁ！」「うぇーい！！」

「負けたあー。」そこに看護師さんが入ってきました。「お熱測りに…後で遊ぶから測っても

いいかな？」「いうこと聞きなさい。」「はい、お願いしまーす。お熱ないわ。いい？」「はい。」

「負けたー。」ドクターもそこへ診察に入ってきました。「お母さん調子はいかがですか？」

「かっこいいの持ってる。」「かっこいいやろー？」「戦おうか？」「いいんですか？ありがと

うございます。」「やー！とー！」「わーおー！やられたぁー。」 

Ｎくんは普段 YouTube を見たりすることが多く、それは楽しかったんですけど、そこ

からＮくんのやりたいという思いを形にしようという事でそこから運動をしたり、できた

らいいなということでこのような遊びにしました。社会性というところでは、個室なのでな

かなか難しいですが、家族に剣をプレゼントしてみようとか、他の医療者と一緒に遊ぼうと

いう事を促していけたらいいなという風に思いました。以上です。 

 

１グループ： 

１グループは事例１を選択しました。年齢は７、８歳ぐらいの女の子で同年代は面会禁止

となっています。YouTube やゲーム中心の生活をしています。そこで遊びの目的としては、

スマホから少し離れた生活をしてもらって、ルールのある遊びをすることで社会性を養っ

ていくということを遊びの狙いとしました。遊びなんですけれど、すごろくを作るんですが、

画用紙に絵を描いて升目を書いていきます。これをラミネートパックして消毒がいつでも

できるようにして、これを看護師が対象の子どもの部屋に持って行きます。対象の子どもの

部屋に行って、升目を１個、１個作ってもらうわけです。升目を１個１個子どもたちに貼っ

てもらって、先生にも貼ってもらって。これを個室管理されている子どもたちの部屋に行っ

て貼ります。これで完成したすごろくとサイコロを持って、各部屋へ行って好きなシールを

自分と見立てて、さいころを振って、進めて、という遊びです。 

お題があるんですけれど、「食べたいものを１つ言う」とか「変顔する」とか「一番怖い

と思う人はいる？」とか、それを使って遊んでいく。部屋に来た看護師だったりとかと一緒

に遊ぶ。例えば隣の部屋の子はこう言っていたよとか、あの部屋の子はこう言っていたよと

か、顔はわからないんですけど、個室管理されている子どもたち同士のコミュニケーション

ツール、つながりを入院している子が感じられるツールとしてこういうのを１グループは

考えました。以上です。 

 

２グループ： 

ターミナル期の子どもを選択しました。具体的には小学３年の男児。積極的治療はやめて、

両親はターミナル期であることを受け入れている。でも、その子にとって出来ることはある

んじゃないのかなと思います。私たち２グループの思いは、やはり本人の希望をどのように

して実現するのかということです。でも、本人の希望を形にするには私たちが越えなければ
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ならない壁があります。それは思い込みや先入観という「できない」「むずかしい」という

ものを超えていく事で、その先にこの子ができる、わくわくした体験やこの子のわくわくし

た表情があると思っています。それで私たちができると思っているのは「つながり」という

ことです。 

例えばこのセミナーでもそうだと思うんですけど、私たちというのはやっぱり他者とつ

ながったり、同じ時間を共有することに「生きる」ということを実感したりするんじゃない

かなと思います。具体的に３つのつながりについて説明すると、例えば家族とのつながりに

関してですが、例えばこの子が「家族とスポーツ観戦をしたいな」と言ったとします。今の

時代だったら、噂のソフトバンクとかドコモがネットで配信するということをしているの

で、そう言ったものをプロジェクターで大きめに表示して皆でみるということだったりと

か、家族と一緒に作品を作ったりとかする。もしなかなか会えないのなら、家できょうだい

がどこかの部分を作って、病室内でその子が自分の担当パートを作るというようにしたら

どうか。こうしたことでやはり家族での思い出というのを作れるし、時間を共有するという

事も、なんか重要なんかではないのかなということになりました。 

次に病院の外とのつながりということなんですけど、これも僕は１０歳の時に小児がん

を経験しているのでわかるんですけど、やっぱり病院と家との行き来で外の世界を知るこ

とができません。そこで私たちが思ったのは、作った作品をツイッターやインスタグラムで

発信することで、ネットを介してその子が外の世界と繋がれる。それに何か返信とか来たら、

それが何か繋がっているという証拠となるので、そういう技術を使ったら繋がれるんじゃ

ないのかなと思いました。また、例えば旅番組を見てアメリカの景色にその子が憧れている

んだったら、小児がんだったら、アメリカ・チャイルドフッド・キャンサー・アソシエーシ

ョンというところとかがあるので、そういう所とスカイプを使って中継して、そのアメリカ

の人が外の風景をパソコンとかでパンっと映してあげるだけでも、そこにはリアルな世界

が画面を通してなんですけど広がっている。そういう体験、その瞬間を生きているという実

感に繋がるんじゃないかなと思いました。 後に、病院の友達とのつながりなんですけど、

普段開催されている病院の行事だったり、家族と一緒に何かを作るのもいいんですけど、友

達とするとかのそういうアプローチをすることで病院内のともだちとも繋がるということ

が出来るのではないかなと思いました。以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

３グループ： 

３グループは１番の事例です。治療中で免疫力が低下し、個室から出ることが出来ない子

どもの場合というのを選びました。事例については、小学校１年生で入院の時期は友達がで

き始めた５月頃、そして入院して院内学級に通って３週間が経った頃に治療のために個室

で過ごさなければいけなくなった。６月には入院前の前籍校で運動会がある予定。現在は訪

問教育継続中でベッドサイド教育です。ご家族は両親、祖父母が毎日交代で面会に来るとい

うお子さんを想定して、「運動会すごろく」というのを作りました。 

遊びの狙い、目的としては、学校や院内学級でこうやって友達ができた頃にその環境から

離れるという不安を少しでも取り除いてあげるというような設定を考えました。遊びの中

でも、院内学級の先生にも協力してもらって「リンゴがすきな K さん」というメッセージ
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カードと、実際にその K さんの顔写真を作って神経衰弱のようにしていくという遊びなど

を通して今までのつながりを大切にしていき、疎外感を取り除いたり、季節のイベントとか

の運動会で少しでも経験できるようにしていくということ。すごろくは中にあるのを自由

に組み立ててもらって、その組み立てる過程で出来るものだったり、一緒に組み立てる人と

コミュニケーションを取れるようにというのをしていきたいと思いました。遊びの紹介な

んですけど、僕たちで仮に作ってみたんですけど、スタート位置が設定されていて、お子さ

んにまるの位置とか、ゴールの位置とかを設定してもらうことになっています。 

実際にすごろくを振ってもらって、自分で作った丸のところに誰でも出来るミニゲーム

を用意しているんです。例えば「３０秒以内にアニメのタイトルを３つ答える」とか、風船

を使って軽い１０回ぐらいのラリーをしてもらうとか。あと、軽いゲームのお絵描きをして

もらうとかというふうになっています。例えば「お茶を飲む」とかなっているんですけど、

小学校１年生なんですぐに集中力が切れるのもあれなので、ここでお茶を飲んで一服して

もらって軽い漫談をしてもらうという、そんな感じになっています。ゴールした暁には景品

がありまして、可愛らしいキャラクターとかを書いたマスクをプレゼントしたりして、ゴー

ルする意欲を掻き立てるということを考えました。以上です。 

 

７グループ： 

７グループは、事例４の脳性まひとかで運動障害がある子どもの場合を選択しました。事

例の紹介です。脳性まひの１０歳の男の子。レスパイト入院で治療はありません。毎日プレ

イルームで３０分程度の遊びを行います。視覚、聴覚はあり、四肢は動かせませんが、指先

は動かせます。遊びの目的、狙いとして、入院中に子どもが楽しく過ごせるようにというお

母さんの希望があること、信頼関係の構築、コミュニケーションツールとして残存機能の維

持、リハビリの目的、子どもに選択肢を与えること、他者との触れ合いの時間になることに

しました。それではロール・プレイで遊びの紹介をしたいと思います。 

これからプレイルームに行く時間です。看護師が迎えに来ました。「D ちゃーん、あっ、

D ちゃん、むっちゃ大きくなったなー。久しぶりー。元気していた？」「うん。」「今からさ、

久しぶりにプレイルームに遊びに行かん？」「うん。」「じゃあ、行こうか。」タッチングや声

掛けをすることでいろんな表情が見られます。これも遊びの１つだと捉えました。 

ではこれからプレイルームに向かいます。「モビールとか、むちゃむちゃキラキラしたも

のとかを、いま窓にセロハンを貼ってるの。凄い綺麗じゃない？」「うん。」「いいよね。」プ

レイルームは天井にモビールとかセロハンで飾りをしてあり、視覚的にも楽しい部屋にな

っています。 

「D ちゃんね、小豆で作ったお手玉とか片栗粉で作った粘土とか音の鳴る絵本とかある

んよ。何して遊ぼうか？お手玉とかどうだろうか？手の上に乗せるね。」「うーん。」「嫌？じ

ゃあ、粘土は？」「うんっ。」「これがいい？じゃあ、これで歌うたいながら、にぎにぎしよ

うか？」「うんっ。」「向こうで友達もいるよ、保育士さんもいるよ。一緒に歌おうか？」色々

な感覚で握ったりすることで、リハビリの目的と聴覚の刺激にもなります。「あ、みんな、

D ちゃんというお友達がきたけど、A ちゃんも T ちゃんもおいで。」「D ちゃん、あそぼ—。」

「皆来てくれたよ。」「お久しぶり。」「ちょっと髪伸びたねー。A ちゃん、あのおもちゃ持っ
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てきてくれる？」「持てる？ありがとう、A ちゃん。じゃあ、みんなで踊ろうか？せーの。

あ、D ちゃん上手に揺らしてる。」他の子と一緒に遊ぶことで楽しい雰囲気も味わえるかな

と思います。以上でおわります。 

 

４グループ： 

４グループは事例１を検討しました。お名前をしょうくんと命名して、これは嵐の櫻井翔

くんから取りました。年齢を４歳半の男の子としました。性格が寂しがり屋で物分かりがよ

く、お父さん、お母さんが大好きなお子さんです。入院する以前は保育園に通っていて、現

在お友達に会いたいと言う言葉や、自宅に帰りたいという言葉が出るようになっています。

しょうくんは白血病で入院して、入院期間が１年から半年ぐらいと先生から言われている

お子さんです。現在倦怠感があり、少し体が怠くなっています。点滴、ＣＶを胸に埋め込ん

でいるため、手足は自由に動かすことはできます。しょうくんのお友達に会いたいという言

葉から、保育園のお友達とのつながりについて考えながら遊びを展開出来たらと考えまし

た。狙いとしては、しょうくんが楽しく遊べること、しょうくんが自主的に遊びを創造でき

るようになること、運動能力はその中で維持出来たらいいかなと考えました。また子どもも

大人も楽しみながら交流ができる遊びを考えました。その中で丁度しょうくんがかるた遊

びにハマっていたことから、そのかるたを用いながら遊びの展開をしていきました。しょう

くんがかるた遊びをしていく中で、自発的にかるたを作りたいという言葉が聞かれたので、

そこに保育者や医療者、お母さんを巻き込んで進めていく事になりました。 

初めのうちはしょうくんが一生懸命に考えていたのですが、しょうくん１人で考えるの

ではなくて、病棟の先生であったり、看護師さん、お母さんにもかるたの絵札を作ってもら

ったり考えてもらいながら、周りを巻き込んで進めていくことにしました。その中で、絵札

の部分には普段使っているものを写真に撮って、それを絵札にすることも取り入れました。

また病院で使っている物だけではなく、お母さんに協力してもらい、保育園で使っていた物、

おもちゃや電車なども取り入れて、しょうくんが園のことを思い出しながら作ることがで

きるようにと展開していきました。出来上がったものをラミネートして消毒ができるよう

に加工したうえで遊びが展開していきます。その中で保育士や保護者と一緒にかるた遊び

をしたり、その遊びの中で、手だけでなく足を使ってかるたを取るなどの新しいルールなど

を設けて、体全体を使って遊べるようにと展開していけるようにしていきました。その中で、

できあがったかるたをコピーして、しょうくんが通っていた保育園でも使ってもらえるよ

うにプレゼントするにして、しょうくんのお友達とのつながりを持てるようにしました。以

上です。 
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３． プレゼンテーションに対する原先生のコメント 

 

原先生： 

ありがとうございました。それぞれのご発表を本当に楽しんで聞かせて頂きました。 初、

数分でコメントカードをと言われたんですが、各グループのご発表をお聞きしている間に、

私、数分ではなくてもっと喋りたいなと思ってしまいました。そうしたら発表が終わった時、

１０分、１５分話しても大丈夫ですよと言われて嬉しかったです！ 

初は、発表全体に総括しようかなと思ったのですが、あまりにもそれぞれの発表が良か

ったので、各グループにフィードバックさせていただきたいと思います。 

 

まず 初の５グループ、ケース４ですね。このグループに感心したのは、対応を考える前

にねらい、目的というものをしっかり、設定したことに非常に感心しました。まず何を目的

とするのか、をなくして対応策を考えると失敗することもありますので、まずは自分たちが

この子との時間に何をどうしたいのか、ねらいや目的を設定するというのがあったので、と

ても良かったなと思います。 

初のグループは、寂しさの軽減、視界の拡充と感覚刺激などをキーワードにねらいを設

定されていました。そこで、ただそろばんを持ってくるのではなくて、そろばんを介して、

そろばんというツールを持ってきて、音の刺激という聴覚刺激をもたらすねらいがはっき

りしているのでとても良かったと思います。さらに感覚刺激を明確に設定されていたので、

手の平への触覚刺激もしっかり挙げられていて、筆で手の平とかをなぞって刺激を与える

ということでしたけれど、手の平も面白いですけれど、手の甲とか手首とかにも移動してい

って、くすぐるとかね（笑）。くすぐられるという楽しさと嬉しさの経験と、１か所だけで

なく刺激が移動していく楽しさにわくわくしたり、その筆がどこに行くんだろうと予測し

たり、予測できなかったりする楽しさもあったり、１ヶ所だけでなくていろいろな所への触

覚刺激があったらますます楽しいかなと思いました。 

あと、ここにイラストがありましたね。イラストに気合が入ってまして、聞くところによ

るとですね、原先生だったようで（笑）。でも、このイラスト、これを書いて下さったこの

方に似てると思うんですよね。つまり、私たち２人似てます？楽しいですね（笑）。こんな

感じが遊びなんですよね。ありがとうございました。 

 

次は、ケース４を扱ってくれた６グループですね。レスパイトと言う言葉が出てきました。

ここにもケアの目的、ねらいがありました。対象児をレスパイトなんだとしっかり認識する

ことって、すごく大事だと思いました。つまり短期ということですよね。いきなり日常の中

から非日常的に環境を変えてくるお子さんであると対象児を理解しています。だから、ここ

にケアの目的を理解するための大事なキーワードが入っています。１つは「不安」です。非

日常がふわっと迫ってくる「不安」というキーワード。それから「緊張」ですね。これらが

しっかり入っていましたね。「不安」と「緊張」というこの２つを軽減するために遊ぶ、と

いうねらいが掲げられていました。 

さらに、子どもは新しい環境に来るのだから、緊張や不安を軽減するために何か非日常的
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で新しい楽しみを与えましょうよ、ということでしたね。そういうことを通して、自分たち

が一生懸命にお子さんに、例えレスパイトでも、例え短期間でも、精一杯その時間にお子さ

んへの楽しみを保障するという姿勢が、家族の喜びになるといいなと思いました。お子さん

だけではなくて、お子さんと一体である家族の喜びを保障しようとしていることに非常に

感心いたしました。 

一方、ここで緊張や不安を軽減するために、なるべく普段の生活につなげたいという風に

おっしゃっていましたね。なるべく普段に近い、日常の延長としてのレスパイト空間にした

いというのであれば、新しい物、新しい刺激、新しい楽しみと、新しいことばかり取り入れ

るのはどうなんだろうという問いが出てきました。そこに配慮しないと、矛盾にも感じてし

まう。つまり、新しい物ばかり、新しいことばかりの環境が、普段の日常生活になるのかな

という問いが出てくるわけです。だから例えば、新しいものと慣れたもの。あるいは日常と

非日常とか、この２つが巧みに取り入れられるともっと、より良い、質の高い環境調整にな

るのかなと思いました。例えば、私は、そうですね…家族への事前リサーチをするかな。皆

さんもされているかと思いますが、お子さんをお預かりする前の家族への事前リサーチと

して、その子の慣れ親しんでいる物とか、安心できる物とか、お気に入りの物とか、好きな

物とか、喜ぶものとか、その子の日常に近い物をリサーチしておいて準備する、ということ

もまた良いかもしれません。それか、あるいは、とにかくその子が安心する物を家から持ち

込んでもらう。お家で抱っこしてゴロゴロしているドラえもんのぬいぐるみを持ってきて

もらうとかして、夜寝る時もそれで安心する。新しい物、新しい刺激、新しい楽しみと慣れ

た物を巧みに取り入れると、またレスパイト環境の質的向上につながるかな、という風に感

じました。いずれにしても立派な発表でした。ありがとうございました。 

 

ケース１を扱われた８グループですね。ロール・プレイングを楽しませてもらいました。

ここが非常に良かったのは、面会終了直後の場面。就寝かつ面会終了場面にしっかりフォー

カスをしていたことです。この場面は非常に重要だとおもいます。医療環境に携わっている

者は、この場面の切なさを一通り経験していると思います。それこそ学生さんだとまだピン

と来ないかもしれませんが、現場に携わっていたら、面会の家族が帰る時の子どもの引き剥

がされるような雄叫びが耳について離れないということや寝る前の不安、子どもたち皆一

斉にナースコール押しまくりとかですね。あの場面、切ないですよね。ここを問題意識とし

て取り上げたことが、やっぱり素晴らしいと思いました。 

ある病院の事例です。夕方 5 時になると面会終了なのかな、5 時か 6 時に面会終了なん

ですね。その小児病棟は付き添いなしの完全看護でしたので、5 時、6 時になると『ゆうや

けこやけ』が一斉放送で流れる。選曲がまた切ないなと思ったんですけれど、音楽が鳴って

面会終了なんですよ。そしたらその音楽が流れた瞬間、病棟中の子どもが泣き出すんですっ

て。もう赤ちゃんから学童まで。もう一斉に泣き出すって。小児病棟では毎日 5 時に雄叫

びが一斉に始まる。怖いのは、それに慣れて平気でいる医療者が怖いなと思ったんですけれ

ど。大事な場面だと思います。人的パワーの限界があるとは言え、子どもひとり一人にとっ

ては強烈な分離不安の、強烈な場面ですから。子どもはそのお別れの曲から次の朝の面会ま

で、十何時間も待たないといけないことを知っているんですからね。その場面に、その気持
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ちにしっかり丁寧に関わったということは大事な視点で、聞いていてとても温かい気持ち

になりました。 

ここで線路を書き始めた時に、保育士が１つの役割を果たしているんですね。それが保育

者らしくて。子ども本人の固有の興味関心をばっちり保障したあとに「素敵だね」「長いね」

「どこにいこうかね」「ここにおうちがあってもいいね」って、そういうのがちょっと入る

と、子どもには新しいイメージが入ってきて、そうかということになるんですね。でもそれ

は、あくまで子ども自身がしっかり堪能した後になんですよ。自分の固有の価値がしっかり

保障されて、しっかりと楽しみを堪能した後に新しい刺激が入るとすっと受け入れられて、

「あ、おうち」。それで楽しいとなったのは、保育者の言葉掛けがあったからかなと思いま

す。次の遊びに展開させるという働きかけ、これがプロの技かなと思います。 

そしてここで凄く良かったのは「明日が楽しみ」という言葉、子どもに言わせたのは 高

に良いです。さっき申し上げたように、夜を迎える子どもたち、凄く不安になるでしょ？そ

れでいろんなお友達が出てくるんですけれどね。その夜を迎える子どもたちに、その夜を乗

り越える勇気と明日への期待という言葉が、ここでしっかり入っていたんですね。「期待」

と「勇気」。ここのシナリオには「夢」という言葉も入っていました。この期待、勇気、夢。

実は私が医療保育に参入する時に、以前の職場の上司から、「子どもたちが病気を乗り越え

る勇気を持てるように、そして自分の未来に向かってわくわくとした、いきいきとした夢を

持てるように精いっぱい接して下さい」という言葉をもらったんですね。大事にしていた２

つの言葉がしっかりと、明日という直近に対する期待というものが入っていたのでとても

嬉しかったです。 

もう１つの小さいヒントとかアドバイスがあるとしたら、「明日また来るね」というのは

その子の大事なものを保障する大切な言葉ですけれど、私だったら明日いつ来るかを明確

に伝えると思います。「明日」の概念が年齢によって違いますから。明日っていうのは起き

たら始まっているんですけど、小さい子ほど「明日の何時になったら、原さんまた来るのか

楽しみだな」と心待ちにしています。「原さんも明日ここに来るのが楽しみだな、明日３時

に来るからね」と、小さい子には長い針が１２で短い針が３になったら来るからねという風

に明確に伝えて、具体的な見通しを持てるような援助がちょっとあるといいなと思います。

例えば時計を作ってそこに置いてあげるとかですね。小さい子には。この手作り時計とその

本物の時計が一緒になったら来るんだなって、わくわくしますよね。もうすぐ来るというわ

くわくがあるといいのかなと思います。 

ちょっと思い出したことですが、小児センターに勤めていた時、私はイベントを周知する

ポスターはかなり気合いを入れて作ってもらっていたんですね。本当に気合いを入れて美

しいポスターを作ってもらいました。何故かというと、そのポスターを見始めた時から、子

どもはイベントに参加しているからです。そのポスターを見た時から、わくわくするんです。

子どもたち献立表見るのも好きですよね。他に見る物がないからということもありますが。

イベントのポスターを見るとわくわくする。そのポスターを貼った段階からわくわくの始

まりですから、しっかりしたポスターを作ってくださいと言ったんですね。あんまり気合い

を入れたポスターを作って喜んだのは、ある病棟の看護師さんでした。「保育士さん凄い！

看護部がやる行事のポスターを作らないといけないので教えて下さい」って言って、はさみ
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とのりを持ってきた時は嬉しかったですね。そんな風にして、ポスターの重要性、見通しを

立てさせるツールに対しての気合いという風に言ってもいいのかなと思いました。 

 

次ですね、９グループ、ケース１を扱ってくれました。ここは２つの制限に着目してくれ

ました。個室にいることを余儀なくされた子どもにあるのは、まず環境制限ですよね。個室

にいないといけないという環境制限。だけれども、運動制限はゆるい。しっかりとこの子に

とっての２つの制限内容を分けて考えておられました。これを分けることによって沢山の

遊びの可能性が広がっていくと思います。子どもはヒーローものにハマっているわけです。

ここも素晴らしいと思ったのはきちんと子どもの興味・関心に着目していました。私たちは

スマホって聞くとつい眉をひそめてしまいますけれど、子どもが興味・関心を持っていたら

取り上げる物ではないかなと思いますね。逆に活かしていく術はないかという風に考えて

いくのがプロだと思います。つまり、例えば、それが害や悪にならないよう危険から守り、

むしろ子どもに利益になるような使い方はなんだろうなと積極的に考えられたチームだと

思いますね。 

子どもがスマホで見るエグゼイドという動画に寄り添っている。エグゼイドという子ど

もにとっての価値、例え親や医療者に気に入られなかったとしても、子どもも大人も持つ固

有の価値ですね。固有の価値を 大限に尊重しているということが大事だと思います。ヒー

ローものに寄り添い、ベルトと剣を作る。そのヒーローにしてあげることによって、その子

はスマホを離し、のりとはさみと色鉛筆に持つようになった。これは非常に良い援助です。

ここで感動して思わず泣きそうになったのは、保育士がベルトと剣を作った男の子に対し

て「凄く強そう」って言ったからです。これいい言葉ですよ。本当にいい言葉です。だって

非常に弱い状態じゃないですか？病室からも出られず、多くの制限の中で非常に弱い状態

であるということは誰より子どもが自覚している。その子どもに「凄い強そう」って言葉を

掛けることによって、決して強い状態とは言い切れない子どもに、「あなたにはちゃんと強

さは残っているんだよ。あなたにはちゃんと強いところが残っているんだよ。ほら、こんな

に強いじゃない！」という想いと愛に満ちた言葉だと思います。そういう温かなメッセージ

に包まれた子どもには当然明日への期待というものが出てきます。 

ここで医療者を巻き込んだのが良かったですね。医療者は、医療行為をちゃんとやらない

といけない。ナースには、忘れてはいけない、外してはいけない役割がある。それを外して

しまったら、場合によって子どもは命を落としてしまいますから。医療者は非常に大事な役

割を果たしているんですね。でも、このシナリオの良かったところは約束を守ったことです。

子どもたちは沢山の大人たちが、その場限りのいい加減なことを言っていることに非常に

うんざりしているんですね。これ、非常に良かったです。検温して、しっかりと遊びました。

これは、子どもから医療者に対する信頼や協力体制を築きます。このナースは約束を守って

くれるから協力してもいいかなと。このナースの機嫌を悪くしたら、自分の利益も減るから。

そういう経験を与えましたよね。ドクターもやられましたよね。これって非常にいいですね。

子どもにとっては、いかに自分の命が守られるためだからと言っても、針を刺されたり、抑

えつけられたり…子どもにとってはやられっぱなしの日々なんですよね。そのやられっぱ

なしの自分が今度は医師や看護師をやっつけてやる。これは自己効力感、自分にはまだ強さ
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が残っているんだと、子どもが自分の価値を確認するために、医療者はやられないといけま

せん。ここを、しっかりやっていたと思います。 

エグゼイドへの関心が、結果として運動につながりました。この運動という精神的な解放、

体の解放に繋げた。あくまで、子どもはやらされた感ないですよね。結果的に大人が付き合

ったことによって、凄い身体を動かした運動になっているということで、なかなか良いシナ

リオだったと思います。 

そして出てきたスマホです。このスマホに着目した時の皆さんのお話を聞いていて、午前

中に話した道スペースとも言えるじゃないかという新しい視点を持ちました。道スペース

って、必ずしも物理的なものではない？遊びと遊びの中継地点。人と人とのつながりのツー

ルですよね。だとしたら、スマホを介して遊びと遊びが中継されたら、これは道スペースに

なるのではないか、あるいはスマホを介して人と人が繋がることが出来たら、これは道スペ

ースになるのではないかという視点を今日持ったわけです。だとしたら、例えば、この子が

ヒーローになって、エグゼイドになって、手作りのベルトや剣を作って身に付けてですね、

私だったら動画配信をしますね。ただしクローズです。個人情報ですから。だから家族とか

身内とか医療関係者とか、完全にクローズの状態にして動画配信をする。子どもにはその配

信がどの範囲かまでは関心がないですから。自分がヒーローになって戦って、ナースが倒れ

て、医者が倒れていくとか、そんな動画配信を自分で見られたらやっぱり嬉しいですよね。

それを、親戚とか保育所や幼稚園の先生にも飛ばして、病棟内にも遠くにいる親戚や園の先

生からコメントが飛んで来たら、スマホは１つの道スペースになるのではないかと感じた

次第です。モニター上で自分の姿を自分で見られたら、自分がテレビに出たみたいで、それ

も楽しいかなと思いました。 

 

次、１グループのケース１です。ここのケアの目的は、「社会性」と提示されていました。

もう１つは「スマホから離れる」というもので、オリジナルすごろくを作られていました。

さらにラミネートで感染対策をしていた。私ね、オリジナルすごろくというのに愛を感じる

んですよね。オリジナルって愛を感じますよね。だって、大変じゃないですか？いずれにし

ても人が人のために、一生懸命知恵を絞りだして何かを考えるとか作るというのは、決して

楽なことではないのです。勿論、その子に適切なおもちゃを探しまくるということにも愛を

感じます。けれど、手作りのオリジナル・ゲームを差し出されたら、子どもたちは「僕はこ

んなに大事にされている」「この保育士さんは、あるいは看護師さんは土曜日、日曜日、お

うちに帰って素敵なのを作ってくれた」と、すごろくそのものだけの価値ではない、作って

くれた人への価値にもつながるのではないかと思います。ちなみにあそこのグループの原

先生のイラストを描いてくれたお兄ちゃん、愛を感じましたね（笑）。やっぱりオリジナル

というのは愛を感じますよね。 

またここで、ちょっと思い出した例ですけど、あいち小児に勤めていた時に病院すごろく

というのを作りましたね。素晴らしいすごろくを作りましたよ。一番よく覚えています。子

どもたちの環境は制限されているでしょ？病院はたくさんの制限があるけれど、それがた

だうんざりとしたネガティブな環境ではなくて、少しでも楽しむ環境にしてしまう。自分が

普段行っている処置の場所や、検査の場所や、病棟とかトイレとか食堂とか。そういうのを



 51 

すごろくにしちゃったんですよね。実際に自分が移動する時に、すごろくのイメージで移動

したとか、例えばすごろくみたいに階段上がって３つ下がっちゃおうとかですね、そんな遊

びにも発展しました。自分で作るのもすごく良かったですし、それを作るプロセスによって

人とつながる。この２つを通して、自分の存在を確認することになって良かったと思います。 

 

２グループのケース３です。ターミナル期のお子さんのケアということで、非常に心に響

いたセリフがありました。「ターミナルであっても、その子にとって出来ることはある」。こ

れはとっても大切な、人間の根幹への理解、配慮だと思います。本人の希望をどう形にする

か？これは医療に携わる人たちにとって、絶対に忘れてはならない大事な問いだと思いま

す。これまたひとつ思い出したのですが、あいち小児の時に、もう今日明日の命というお子

さんがいたんですね。その子は小学校１年生でした。それで保育士は何をしたかというとお

母さんに入学式をしましょうって提案して、お母さんは泣きながらも、喜んでランドセルを

買いに行ったんですね。保育士は小学校にも連絡して、「入学式をするので来て下さい」と

校長先生と担任の先生を呼び出してですね。その子は個室から出られず、酸素マスクの状態

でしたけれど、大きな花束を買ってきて、病室内でその子のための入学式をやった。医師も

看護師も保育士もみんな集まって、誰も泣かない。みんなが笑顔で、意識があるかないかの

状態のお子さんを取り囲んで入学式をしたのを思い出しました。その後、ご両親に「本当に

いい夢を見させてもらいました」と、「あの夢と共に生きられるし、あの入学式をしたこと

であの子はずっと学校に通っているという風に感じられる」と「ランドセルと共にこれから

生きていきます」っていう風に言って下さったことがありました。 

２グループも、きちんと問題意識を提示されていました。ターミナル期のお子さんのケア

においてよりよい質の向上を図るには、自分たちが越えなければならない壁があると、理論

がしっかりと標準化されているように感じました。２つのキーワードは「思い込み」と「先

入観」でした。この壁を越えなければ、自分たちはケアの質を保障できないと。そこでもま

た１つ出てきたのは、「他者とのつながり」ということ。具体例としては、スポーツ観戦で

す。大型モニターを導入して家族で見たらいいのではないかという提案。それが、「時間」

という価値を共有し、「思い出」という価値になるということですね。このグループは非常

に理論の標準化に長けていたように思います。 

そして 後は「 新機器で繋がる」と発想ですね。私がさっきインターネット・ツールに

よる道スペースとしての可能性についてお話したように、スマホとか SNS とかの 新機器

で繋がって子どもの病室にリアルを伝えていく。外の世界と繋げて、子どもが生きていると

いうことを実感できると言われていましたけれど、ここにもう１つ、とても重要な視点が入

っていると思いました。病室内の子どもに対して、外のリアルをスカイプで伝えてくれたり、

SNS を使って繋がってくれたりする「人」の存在ですね。その生き生きとしたやりとりを

一緒にする存在や関係性に対しても、子どもは生きていることを実感していくと思います。

この瞬間、自分と繋がってくれる人が確かにいて、外のことを伝えてくれる人がいて、夜で

も朝でもこうやって繋がってくれる人がいる。そこへの喜びや感謝によって、自分は大事に

されているんだなという風に感じられるのかなという風に思いました。 
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３グループ、ケース１です。運動会すごろく、これもさっきのオリジナルすごろく同様に

素晴らしいですね。狙いとしては、孤独感の軽減という大事なキーワードを挙げられていま

した。ここでもやっぱり良かったのが、一緒に組み立てるというところですね。その組み立

てるプロセス、場合によってはパッとこちら側が組み立ててあげるのもいいんですけれど、

一緒に組み立てることによって、しっかり人とつながり、コミュニケーションのツールとす

る、というところで素晴らしかったと思います。 

子どもたち自身に、ちゃんとスタートとゴールを設定させる。これは、子どもに選択肢を

与えるということです。これは、極めて選択肢が少ない療養環境にいる子どもに、あらゆる

手段を使って何かの選択肢を与えるということは大事だと思いました。そこに、子どもたち

の主体性の育ちというのを保障していくということになります。 

景品プレゼントも良かったですね。マスクに口をつけたりとかですね。マスクは、感染防

止上どうしてもしなくていけない義務、そんな風に感じてしまいがちですけれど、そうでは

なくて、どうせならポップなものに変えてしまう、面白いものにしてしまう。マスクをファ

ッションと捉えることで、ポジティブな印象になりますよね。だから可愛いマスク、素敵な

マスクを景品にするというのは、とてもいいセンスだと思いました。私だったら、マスクで

すごろくをしますね。間違えた、福笑い（笑）。お母さんもマスクをしなきゃいけないこと

があるでしょ。じゃあ今日は「お母さん福笑い～」とか言って、顔面全体をマスクで覆っち

ゃう。そして、ここに目をつけたり、鼻をつけたり…って。今だったらスマホで撮れちゃう

から、出来たら撮って「お母さん福笑い～」とか。後、鼻に穴をつけたりとか、色んなツー

ルを作って、「マスク福笑い」とかして。例えばそんな風にして遊びに変えてしまうという

のもありかな、と思いました。 

 

７グループ、ケース４です。ここもレスパイトでしたね。ケアの目的として初めて出たキ

ーワード「信頼関係」です。子どもをケアの対象とか遊んであげる対象とか、そういうこと

ではなくて、いち「人」として、人と人の関係として着目したと思います。信頼関係と、選

択肢を与えることを設定されていました。午前中も言わせてもらいましたけれど、変化、子

どもにとって望ましい変化のことですよね。どんなに弱い状態にあっても、すべての子ども

は日々確実に変化しています。そこに、その小さい変化にも着目して、その変化を認めて喜

びを与えるとか、しっかりと強調されていて良かったと思います。 

そしてタッチングですね。子どもにとってはとっても嬉しいこと。タッチングをした時に、

「私はあなたに関心がありますよ」ということが伝えられます。関心ない人とかには触らな

いと思いません？タッチングをすることで、「私はあなたのことが大事なんですよ」という

意味合いをしっかり入れてくれていたことはありがたいです。もちろん医療環境ですから、

感染防止上、タッチングをしても大丈夫だという配慮がプロだと思います。多分、ロール・

プレイングの時間の制限上、やりとりのピッチが速くなったと思うんですけどね、例えば反

応の薄い子どもたちにとっては、反応をしなかったからと言ってすぐに次の関心に向けさ

せるのではなく、黙って、２人で１０分や１５分、キラキラと揺れるモビールを見ているだ

けでもいいと思うんです。子どもたちが何も反応しないからと言って、何も感じてないかと

言えば違うと思うんですね。そのキラキラしているものとか珍しいものをただ眺めている、



 53 

黙って２人で見ている時間も立派なケアだと思います。ケアというとどうしても、何かしら

関わっていかなくちゃならないのか。そうではなくて、たとえ何も話さない静かな時間でも、

ただそこにいて、一緒に過ごしているだけの静かな時間でも、とても大事で貴重なケアだと

思います。子どもに何かしなくちゃいけない、言わなくちゃいけない、と思わなくてもいい

のかなという風に思います。そして他のスタッフも、みなが子どもの小さな変化に目を向け

ていて、それを本人にきちんとフィードバックが出来ていて、とても良かったと思います。 

 

後４グループですね、ケース１でした。３歳児のお子さんでした？４歳半のお子さんの

プロファイルとして「物分かりがよく…」というところが少しドキッとしました。その子が

普段見せる姿や様子から、「物分かりのよい子」という表現になってしまったと思うのです

が、治療環境にあって、痛みを伴う治療を余儀なくされている子に対して「物分かりがいい」

と言ってしまっても大丈夫でしょうか？たとえ実際に物分かりが良かったとしても、その

子は物分かりがよくならざるを得なかった。物分かりを余儀なくされていたという理解が

必要なのかと感じました。そして、特に幼児であれば、「物分かりが良い」という言葉は褒

め言葉になるのかという問いが必要だなとちょっと思いました。なぜならその子をどう理

解するかによって、その子への対応は変わってくるからです。下手したらこの子には、物分

かりがいい子という理解ではなくて、本当は自分の主張をしたい、あるいは主張させなくち

ゃならない子という視点がいりますね。 

ここでもう１つキーワードとして出てきたのが「遊びの創造」です。さきほどから言って

いますように、子どもに与えるだけではなく、子どもが自分から創り出すことを凄く大事に

されていました。それは援助の基本なので、これが出て来たのが良いと思いますし、あくま

で子どもの興味がかるた遊びだったということに着目して、一緒にかるたを作ったという

ことがとても良かったです。 

ここで子ども１人ではなくて、皆を巻き込んで作るということが楽しさを増しましたし、

何より感心したのは、普段病院で使い慣れているものをかるたにしたこと、取りやすいです

よね？それも良いと思うんですけれど、今の自分にとって非日常となってしまった保育園

の物をかるたにする、これ素晴らしかったです。午前中もお話したと思いますが、例えば、

私たちは雑巾ってわかりますよね？でも、地域に帰れない入院している子どもたちの身近

に雑巾ってあります？ないですよね。雑菌だらけだから。だから退院後、地域に戻った時に、

先生に「お雑巾持ってきて」といわれて固まっちゃったりするわけですよね。オゾウキンっ

て何なのかがわからない。「おやかんやかん持ってきて」オヤカンってなんだろう？「雲梯

で遊ぼうか？」ウンテイって何？と、もしかしたら子どもには意外と知らないことが沢山あ

る。その時に聞けなくて固まっちゃう、それによって予期せぬ不手際が起こる可能性もある

んですね。だからお母さんだけではなくて保育園の保育士さんにも協力してもらって、子ど

もが園で日常的に使っている言葉やものをカードにして、事前に知っておく、かるたで慣れ

親しんでおく。これは地域適応のための楽しい準備だなーと思って、この発想は本当に素晴

らしいなと思いました。はい！以上です。 

 

 



 54 

本日午前中に拙い話をさせていただきましたが、本日ここに来させてもらって本当に良

かったなと思います。グループワークは、本当に素晴らしかったです。なによりいちばん素

晴らしいと感じたのは、日曜日に勉強に来る皆さん。本当に凄いです。日曜日に、それもお

金を払って勉強しに来るんですね。皆さんには、絶対に良いことがいっぱいありますからね。

皆さんがここにおられるという時点で、皆さんからの子どもたちへの愛を感じるわけです。

その子どもたちへより良いことをしたい、そのために子どもたちにどんなことをしたら良

いんだろうと。そうやってここに足を運んでいるという時点で、愛を感じたということです。

引き続き、みなさんはそれぞれの課題を持ち、それぞれ苦闘されたりと、いろいろな状況が

あると思いますけれど、少なくともみなさんには愛があるということをしっかりと確認し

ていただいて、皆さんお一人お一人の大いなるツールを持って、子どもたちへ沢山の愛を伝

えて欲しいと思います。 

子どもたちが皆さんの存在によって、何よりもまず愛を感じられたらいいなと思いまし

た。今日は、イロハかるたはできなかったですけれど、「遊び」という言葉で 後をまとめ

て終わりたいと思います。「遊びとはなんでしょう。」皆さんの「あ」い（愛）を、「そ」ば

（傍）に、「び」んびんと感じていること。遊びとは、子どもが皆さんの愛をびんびんに感

じること。そんなことなのかなと、皆さんとのお出会いを通して思わせていただきました。

ちょっと拙い部分がいろいろあって大変申し訳なかったとおもいますけれど、また皆さん

からお話を聞かせてもらう機会があればいいなと思います。本日はありがとうございまし

た。 
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