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学級で心を育む「お絵かき遊び」 (V)
― 養 護 教 諭 に よ る小 学 1・
佐田 和美

D・

新谷 りつ子

J・

2年 生 へ の 実 践 例 一

鋤
羽
松本 裕子 0岡 田 珠江

学級 で子 どもの心 を育むことを目指 し、筆者 らは「お絵か き遊 び」 を開発 し、実践 を積み重ねてい る。
本稿 にお いては、小学校 1・ 2年 生の学級担任か ら「お絵か き遊び」の要請 をうけ、養護教諭が行 った実践 を

での
リア

報告す る。「お絵か き遊び」 の取 り組み は、小学校低学年 におい て も子 ども達が 自分 の心 と向 き合 うことがで き
る方法で、子 ども達が気持ちを自由に絵で表現 し、それを子 ども達が認 め合 うと同時に教師にも認 め られる体験

付け

になった。小学校では、学級担任が 1人 で学級 の子 どもの問題 を抱えて しまいがちな傾向があるが、養護教諭 と
協働 して実施することで、多面的 に子 どもの姿 を見ることがで き、学級指導 。学級経営 を行 う上で役立つ もので

であ
視野

あ った。 また、養護教諭が実施 した ことで、学校生活に馴染むまで不安 の多い低学年 の子 ども達 と養護教論 との
関係作 りが早期 にで き、養護教諭や保健室が子 ども達にとって心理的に近 い存在 になった。
キー ワー ド :「 お絵か き遊び」・描画療法 ・養護教諭 ・学級担任

国語
ツー
しゃ

I

Ⅱ 本研究の 目的

は じめ に

本研究 は、 これ まで小学校 304年 生 を中心 に学級で

積極

』 の研
筆者 らは 『学級 で心 を育 む「お絵 か き遊 び」
・
究 を続 け て い る (岡 田 ・松 本,2007;松 本 佐 田 ほ

実施 して きた「お絵 か き遊 び」 を、小学校

られ

か,2007;松 本 0岡 田ほか,2009;佐 田 ・新谷 0岡 田

担任か ら「共に子 ども理解 を深めるために実施 してほ し

行的

,

1・

2年 生の

的な

2009)。

これは、通常 なん らかの問題行動 を既 に引 き起

い」 との要請 をうけ、養護教諭が行 った ものである。小

合い

こ した子 どもを対 象 として臨床心理士等 が、相談機関や

バを

医療機関等 において、個別にまたは小集団 に行ってい る

学校低学年 に「お絵か き遊び」 を実施する場合、 と りわ
け 1年 生 に実施するには方法にどの ような工夫 をするべ

ヽ コ

心理療法 (特 に遊戯療法や描画療法)を 応用 し、学校 の
教育活動 の中に適合す るよう開発 した手法である。 これ

うるのか、「お絵か き遊 び」 の方法 の吟味 と効果 の検証

きる
コ ン

られ
、実

までの研究では①教師 と子 どもの間に信頼感が生まれ
る、② これを基盤にして潜在的に指導を必要 としている
子どもの発見 と、その子 どもとの関係作 りに役立つ、③
学級集団に肯定的変化が現れる等、い くつかの成果を得
ている。
小学校

102年 生 の 子 ど もた ちは、学校 生 活 に馴 染 め

きなのか、また子 ども達に とつて どのような体験 にな り

l

を目的 とする。

具体的には、以下の点について実践 した学年毎に分け
て記述す る。

① l年 生で実施する方法
②子 どもにとってどのような体験だったのか
③学級担任 と共に子 ども理解を深める手立てになるのか

ず不安 を抱 えた り、言葉 で上 手 く自分 の気 持 ち を伝 え ら

i(奨

れず トラブル を起 こ した りす る ことが 多 い 。 また、友 だ

を

ちを上手 く作れず一人でい る子 も少な くない。 この よう

1成

Ⅲ

に、一人ひと り違 う子 どもの様子 を学級担任 は理解 し、
指導 しているが、 自分 の指導が適切か どうか不安 になる
時 もある。 この時、養護教論が一緒 に子 どもへ の理解 を

小学

方法
(1)

対象

深めることは、
学級担任 の指導 の参考 になる こともある。
調査
lcnu/

共 に子 ども理解 を深める手だて として、
今回の実践 は、
学級担任か ら養護教諭へ 「お絵描 き遊 び」実施 の要請が

1年 生 での実践

A小

学校 1年 生 4学 級 の児童

(男 子
(2)
(3)

43名

女子 57名

計 100名 )

養護教論 (学 級担任 は教室 内 に同席 )
実施期間 200X年 5月 〜 200X+1年 3月

実施者

あ り、継続的 に実践 した ものである。

(8・

9月 は除 く)

(4)実 施 時間・ 回数
1)名 張市立 つつ じが丘小 学校
2)名 張市立百合が 丘小学校
3)津 市立南 が丘小学校
4)三 重大学教育学部 附属教育実践総合 セ ン ター

朝学活後 の 10分 間 (2週 間に 1回 )年 間 9〜 12回

(5)準 備
①準備物
一‑55‑一

T
佐田 和美 ・新谷 りつ子 ・松本

・A4サ イズの描画用紙「い まのきぶんをおえか きしよ

裕子 ・岡田 珠江

り細かい絵 を描 きに くいこと、作業 に時間のかかること
を考慮 し、 これ までに実施 して きた「お絵か き遊び」に

う」 (後 述 様式 20304)
・ 16色 のパ ス テル

使用 した描画用紙 (様 式 1と す る)の 他 に、3つ の様式
を準備 した。

②校内体制 の整備
養護教諭が教室へ 出向 き、定期 的に「お絵か き遊び」
を実施するにあたっては、その時 間保健室が不在 になる
ので、緊急時の対応のため、職員会議で共通理解 を図る
と共に、保健室前の ドアに居場所 を明示する ことで、職
員 の協力 を得 た。
(6)「 お絵 かき遊び」実施の手順

以下に手順 を挙 げるが、具体的な教示法 は岡田・松本
(2007)を 参照 されたい。
①子 どもた ちは着席 し、 閉眼 して心 を落ち着け、 1分 間
様式 1:「 今の 気楚 お絵 かきしよう」

程度深呼吸する

A4縦

(学 級 の様子 をみて、 閉眼 はせ ず に実施)
「
② 今、 ここで」感 じてい る気分に着 目し、思 うが まま

自由に描 く
③可能であれば描画 した ものに題名 をつ ける
(2学期 よ り実施)
④描 いた作品 と自分の気持ちとを比較 し、 どの程度ぴっ
た りした感覚があるのかを書 き入れる

様式2:「 いまの きらミ
んをおえかきしよう」 A4横

(3学期 に実施)
(7)「 お絵 かき遊び」実施上の留意点

「お絵か き遊 び」 を始 める際 に、実施者 は子 どもた ち
へ大事 な ことと して次の 4つ のことを伝 えた。① 自由に
描 くこと (上 手 に描 く必要はない)、 ②作品 は大切 に扱

うこと、③描きたくない時は、描かなくてもよいこと、
④時間を守ることである。
(8)感 想の聴取
学期毎に「ふ りかえ り

卜」 を作成 し、子 ども達 に

様式3:様 式2に『 このえに
「だいJを つけよう』を追加

A4縦

感想 を聞 く。

(9)担 任 からの情報の聴取
担任へ の「ふ りかえ リシー ト」 によるアンケー トを実
施するとともに、感想 を随時間 き取 り、児童の様子 を聴
取す る。「お絵か き遊 び」実施前、実施後 にチェ ック リ
ス ト「学級での児童 の様子」 を使用 し、子 どもの様子 を
比較す る。

(10)ス ーパーバ イズ・ 事例検討
「お絵 か き遊 び」開発者の 1人 で ある、 岡田 よ り定期
様式4:様 式 3に「えと きぶん はぴったりかな ?J

的に指導 を受け、
「お絵か き遊び」の取 り組みの実態や、

(ぴ つたり度スケ→レ
)を 追加

気 になる子 どもの心の理解 についてスーパーバ イズ を受
ける。

A4縦

.

図 1「 お絵 かき遊び」の描画用紙

実践 を始めた 5月 は、様式 2を 使用 した (描 画 1)。
そして、担任 と協力 し子 ども一人ずつに、絵 の内容や描
いている時の気分について話 を聞き把握 した。子 ども達

2.方 法 に工 夫 を した点
(1)複 数 の用 紙 を準 備 す る
一 般 的 に、 1年 生 が す べ ての ひ らが なの学 習 を終 える
時期が 6月 中旬 で ある ことや、手 先 の発達段 階 にかかわ

のひらがなの学習が進むにつれて、絵の中に文字を書い
て絵 の説明をする子が出て きたので、2学 期からは様式
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学級 で心 を育む「お絵か き遊び」 (V)
使用 した (描 画 2)。 3学 期、最後 の時間には様式 4
を使用 し、絵 と気持 ちについて も考える ことがで きるよ

の大 きさを大 きくしてほ しい とい う希望や、描 く時間を

ぅにした (描 画 3)。
(2)閉 眼をせずに内省するための教示

学期末の「ふ りかえリシー ト」には、 自由記述で感想
を記入できるようにした。感想は、次のような内容であ
る。

3を

と
に
:式

「お絵かき遊び」のはじめに、「着席 し、閉眼 して心を

もっと長 くして欲 しい などの要望が書かれていた。

落ち着け、 1分 間程度深呼吸する」 ことを試み た。 どの
学年の子にも閉眼する ことに抵抗 を示す子がお り、その
ょうな時には、 これまでの実践 において も個人に無理 を
しない よう指示 を して、不安 を回避 して きた。 しか し、
1年 生 にはその指示が うまく伝 わ らず、各 クラスに数名

不安定 にな り抵抗 を示す子が いた。そこで、不安 を解消
するため、教示の内容 を「ゆっ くり息 をして、 自分 の気
もちはどんなか、考えてみ よう」 とした。すると、静か
に呼吸 を整 えなが ら、 自分の気持 ちに心 を向 けることが
できるようになった。
子 ども達のふ りかえ りの感想には、
「自分で感 じた ことをもっと描 いてみたい」「描 いてい る
と気分 よ くなった」な どもあ り、教示 を変えて閉眼 をし
なくて も、 自分 の心 を見つめるとい う目的を達する こと
がで きた。

3.子 ども達にとってどのような体験だつたのか
(1)「 お絵かき遊び」実施時の子ども達の様子から

子 どもた ちの様子 は、 どの子 も「お絵 か き遊 び」 に積
極的に、すす んで取 り組 む姿 が見 られ、描 い て い る 間 に、
その絵 につい てのお話 を語 りなが ら描 く子が い た り、養

資料 1「 お絵かき遊び」の感想
筆者が追加

(子

どもの記述通り、下線は

)

護教諭や友 だち とのかか わ りや、会話 を楽 しみ なが ら過
ご して い る子が 多 か った。

以上のように、子 どもたちの感想 は、肯定的に捉 えた

画材 にク レパ ス を使 う こと も影響 す るのか、大胆 に色

記述が多か った。

を楽 しむ子や、色 を重 ねた後 の手触 り感 に興 味 を持 つ 子

これ らの ことか ら、子 どもたちにとって「お絵か き遊

が い た。

び」 の時間 は、子 ども達がのびのび 自分 の世界 を楽 しみ

(2)子 どもの感想 か ら

描 く時間 とな り、その手法 を家で も取 り入れる ようにな

各学期末 にふ りか え リシー トを使 って「お絵 か き遊 び」

るなど、気持ちを描 くことを心地 よ く認識 してい ること

につい ての感想 を聞 い た。 その結果 は 図 2の 通 り、 どの

が見て取れる。 これ らの ことは、筆者 らが「お絵か き遊

学期 も 8割 以上 の子 が「お絵 か き遊 び」が 「 とて も楽 し

び」 を開発 した 目的 と、一致 してい ることがわかる。

かった」と答 え、
「楽 しか った」と合 わせ る と、
9割 の子が、

(3)学 級担任 の感想から

楽 しい 時 間 に感 じて い た ことが わか った 。

「お絵か き遊び」の取 り組みについて、
学級担任か らは、

「 少 し楽 し くなか った 」 と回答 した子 の 感想 には、紙

次のような感想があげ られた。

質問 :お 絵 かき遊びは楽 しかつたです か ?

。子 ども達が楽 しんでい た
。あ りのままの 自分 を出せるようになった
。子 どものその時 々の気持 ちの動 きがわかる
。意外 な面 を見つ けられた
。のびのび感 じたことを描ける ようになった
。すべ て OKの 感覚 を持てた
。絵 を描 くことに抵抗が少な くなった
。子 ども達が よろこんでいるのが よくわかった

1)。
P才 苗

ゝ達
蒙い

い 国 楽し
ても楽し
い
□と

表式

図 2「 お絵かき遊び」の感想

く
ない □ 楽し
く
ない
楽し
口 少し

資料 2 学級担任による「お絵 かき遊び」の感想

一‑57‑一

諄

(自

由記述)

佐田

和美 ・新谷 りつ 子 ・松 本

裕子 ・岡田

珠江

また、学級担任 に「お絵か きする日としない 日で、ク
ラスの様子 はかわったと思 い ますか ?」 とい う質問をし

見る ことが男女共に多 かった。 しか し、
「お絵か き遊び」

た結果、
4ク ラス 中 3ク ラスの担任が「かわ った」と答え、

は、子 どもの感想にも「い ろいろ考えてそれを描 いてい

う」 に印刷 されてい るキャラクター を描 いてい る様子 を

「 どんなふ うにか わ りま したか ?」 との問 い には、次 の

るのが とて も楽 しい」な どあ り、 自分で感 じた り考 えた

ような記述があ った。

りした ことを描 こうとしていたことがわかった。
また、就学前 の幼稚園 ・保育所 などか ら課題画 を描 く

。ほんわか した状態になったように思う
。1限 目が元気。 目覚めた感 じがする

経験 を重ねてい る子 どもにとっては、 自由に絵 を描 くこ
とへ の戸惑 いが見 られた。就学前 を家庭のみで過 ごして

・リラックス しているように思 う
資料 3「 お絵 かき遊び」でかわったこと

いた子 にとって も、 自由に絵で遊ぶ経験 は少なか ったよ
(自

うだつた。子 ども達が絵 を描 いて遊ぶ 時には、
「 じゆ う

由記述)

がち よう」に描 いていたような何かの模写 であ った りし

(1)〜 (3)か ら、子 どもた ちが「お絵 か き遊び」の

て、 自由な発想か ら描 く経験 は少なか った との声が聞け

時間には自分 を自由に表現 で き、同 じ体験 を友達 とも共
有 し、それを認めて くれる教師の存在 を感 じていること

た。上手に描 きたい (描 かなければならない)と いった
思 い の強 い子 は、
「お絵か き遊 び」 の取 り組みに慣 れる

がわか る。 この ことか ら、「お絵 か き遊 び」が子 どもと

まで少 し時 間がかか ったが、1年 生は他 の学年 に比べ る

子 ども、子 どもと教師の関係構築において も有効に作用

と、 自由に遊ぶ感覚 を早 くつかんで楽 しめるようになっ

してい ることが、再確認 された。

た と感 じた。

(2)養 護教諭 と子 どもとの関係作 り

4.学 級担任 と共 に子 ども理 解 を深める手立て
になるのか
「お絵 か き遊 び」 の 時間、学級担任 は教室 に 同席 した。

入学 したばか りの 1年 生は、生活科 の学習 の 中の学校
探検 などを通 してい ろい ろな先生方 と出会 い、学びの場
を広げてい く。保健室 にも、学校 の教室 の 中の 1つ とし
て訪れ、その学習や健康診断などを通 して養護教論 と出

特 に 1学 期 間 は、 子 ども一 人 ひ と りに向 き合 い 、絵 の 内

会 う。 しか し、月日を経て学校 生活に慣れて きて も、困 っ

容や思 い を聞 き取 り記録 しなが ら、絵 を描 く子 どもの様

た と きに自分か ら保健室 を訪れる 1年 生は例年少 な く、

子 を観 察 し、子 どもが絵 につ い て語 る話 に耳 を傾 け て い

学級担任や上級生 に付 き添われて くることが多 い。 しか

た。「 お絵 か き遊 び」 を続 けて い る と、 普段 の学 習場 面

し、今 回 1年 生の学級 に養護教諭が「お絵か き遊び」 に

で は見 せ ない子 どもの 素顔 が見 えるこ ともあ り、子 ども

行 くことによ り、子 ども達 にとって養護教論 との距離 を

と一 緒 に「お絵 か き遊 び」 の 時 間 を共 有す るこ とで 、担

近 く感 じることになったため、何かあった時に子 どもが

任 は子 ど もの心 理 的理解 を深 め る こ とに役 立 つ もの に

自分で判断 して保健室 を利用で きる様子多 くみ られ、担

なった。

任か らも驚 きの声があがった。

また、「 お絵 か き遊 び」 の 中で気付 い た 子 ど もの様 子
や、 休 み 時 間 な どに保健室 でかかわ りを もった子 につい
て、 養護教論 と学級担任 との情報 の共有や交流 がス ムー
ズ にで きたため、教室 と保健室が連携 して子 どもの心理
的支援 を行 う こ とがで き、保護 者ゃ関係機 関 との連携 に

Ⅳ

小学

2年 生 で の 実 践

1.方 法

もつ なげ るこ とがで きた。

「お絵 か き遊 び」 の実施手順 は、原則 としてⅢの小学
1年 生での実践 と同様 である。

5日

(1)対 象

実践 を通 して気付 い たこと

(1)「

B小

学校 2年 生 1学 級 の児童

(男 子

じゆうがちょう」と「お絵かき遊び」の違い

小学 1年 生の子 ども達 は、入学時 よ り「 じゆ うがち ょ

女子 16名

計 32名 )

(2)実 施者
養護教諭 (学 級担任 は教室内に同席)
(3)実 施期間 200X年 7月 〜 200X+1年 3月

う」 を各 自で持 ち、休み時間や授業の課題 を終 えた後 の
時間に「お絵描 き」 をする ことが多 く、普段か ら自由に

16名

(8月 は除 く)

(4)実施時間 :回 数

絵 を描 くことがで きる環境 にある。その ような子 ども達

木曜 日 4時 限 (学 級活動 の後半)20分 間

に「お絵か き遊び」 を実施 した場合、「 じゆ うがちょう」
へ のお絵か きとどのような違 いがあるのかを観察 した。

(2週 間に 1回 )

年間 10回

(5)特 記事項

休み時間に教室で「 じゅ うがちょう」 にお絵描 きして
い る様子 を見 ると、
鉛筆や色鉛筆 を用 いて
「 じゆ うがち ょ
一‑58‑―

用紙 はⅢの実践様式 3を 使用 し、描 画 には「だい」
をつ ける。

学級 で心 を育 む「 お絵 か き遊 び」 (V)

き
子を
達び」
ヽ
てい
争えた

2.子 ども達 に とって どの よ うな体験 だ つたか。

3学 期〉
〈
お えか きで、 自分の気 もちをあ らわす と、 どんな気 も
ちの ときで も、心が いや されました。 自分の気 もちを、
あいてにつ たえられるといい気 もちにな りますね。

(1)子 どもの感想から
2学 期 3学 期末にふ りかえ リシー トを使 って「お絵か
き遊 び」 について感想 を聞いた。その結果、9割 以上の

r描 く

どくこ

子 どもが「 とて も楽 しか った」「 楽 しか った」 と答 え、
楽 しい時間だった とい うことがわかった。

資料 5 女児 Cの 「お絵 かき遊び」の感想

]し て
)た よ

(子

どもの記述通 り)

「お絵か き遊び」 を繰 り返 し実施す ることで、 自分 の
質問 :「 お絵かき遊び」は楽 しかったですか ?

気持ちを描 き表す ことが出来るようにな り、 自分 の気持

)ゆ う

ちも心地 よい ものになった ことを、文章に書 き表わせる

二りし

ほど変化 したことがわかる。

ド聞け
｀つた

分 の気持 ちと向 き合 い気付 くことがで きる、良い手立 て

彗れ る

になるとい うことがわかった。

ヒベ る
こな っ

D学 校

このように「お絵か き遊び」は、子 ども達に とって 自

囲 とても楽しかった
囲 楽しかった
なかった
目 すこし楽しく
なかった
楽しく
□ まったく

(2)子 どもの事例 から

囲 とても楽 しかった

数回「お絵か き遊び」 を実施 した ことにより、描 いて

圏 楽 しかった

なかった
■ すこし楽しく
なかった
楽しく
E]ま ったく
■ 無回答

い る様子 に変化が見 られた事例 を紹介する。
事例

図 3「 お絵かき遊び」の感想

1

描 くことが不安 だ った D男

バの場
Dと し

合と出

「『お絵か き遊 び』 を してどうでしたか ?」 の質問

D男 は初 回の とき、 自由に自分の思 い を書 くことにとま
どってい た。何度 も「何 をかいて もいいの ?」 と問いかけ
た り、書 きかけると、
「こ
「 ちょっと先生来て。」 と呼 び、
れで いいの ?」 と聞い た りした。 しか し、4回 日以降は楽

(自

由記述)に 対 しては、次のような感想があった。

、困 つ
な く、
しか
バ」 に
巨離 を
ビもが
電、担

Э/1ヽ 」
羊

)

席)

しそ うに自分 の描 きたい絵 を枠 いっぱい に描 き、養護教諭
に絵の話 をした。

・絵 をかいてすっきりしました。
。い ろい ろな絵 をいっぱい えがかけてお もしろかった とき
や うれ しかったときやたの しかった ときがあ りました。
・お絵か きの時間になった ら、何で もいい よってゆって く
れたか ら、じ分 のお もってい ることが、かけて うれ しかっ
た。
。い ろい ろな絵 をか い て、 まんぞ くです。 もっとい ろい ろ
か きたいです。 またで きるといい なと思 い ます。
・い ろんな気 もちをそのままかけて、 自分 をか い た りどう

事例

毎に周囲の様子 を見ることな く描 くようにな り、9回 目に
は自分 の部屋 の絵 を描 き、養護教諭に楽 しそ うに自分の部

しかった りかな しかった りうきうきした りして、い ろん
な気 もちになれた。い ろい ろな絵:を いっぱいかけたとき、

屋の絵の説明をした (描 画 4)。

こころがはれて うれ しかった。
(子

どもの記述通 り)

事例 3 形 にならない絵を描 いた F男

以上の よ うに子 ども達 の感想か ら、「お絵 か き遊 び」
は 自分 の思 い をそのまま描 き、楽 しく、お もしろ く、心
が落ち着 いたと感 じてい ることがわかる。

2学 期 と 3学 期 で、 自分 の気持 ちの変化 を次の ように
書 いた子 どもがいた。

友達 の様子 が気 にな った E子

E子 も初回の ときは、友だちが書 き始めて もなかなか書
けず、5分 ぐらい経過 して も周囲を見渡 し、友だちの描 い
てい る絵 を見てい た。終了時間が近づ くと、隣の子 どもと
同 じ絵 を描 い た。「お しまい です。最後 まで描かな くて も
いいです よ」 と伝 えて も書 き続けた。 しか し、回を重ねる

ぶつであ らわ した りで きてよかった。口ではい えない気
もちを絵 に してみた ときは、心が少 しおちついた。 うれ

資料 4「 お絵 かき遊び」の感想

2

F男 は 3回 目の と き、「描 きた くない」 といったので、
養護教諭 は「描 きた くなければ描かな くていい よ。描 きた
い気持 ちになった とき、描けばいい よ。
」 とF男 に伝 えた。
F男 は しばらく周囲の様子 を見ていたが、形 にならない線
で自分 の気持 ちを描 い た (描 画 5)。 その描 いてい る様子は、
「描 きた くない」 と言 っていたに もかかわ らず楽 しそ うに
描 いてい た。
その後、木曜 日の学級活動 には参加 で きな くて も、
「お
絵か き遊び」のために来る養 護教諭 の姿が遠 くか ら見える
と、机 の上にある物は全部片付け、クレパ スを出 して待 つ
ようになった。

2学 期〉
〈
じぶんの気 もちをえにあ らわすのはむずか しい と思い
ます。
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このように周囲の様子が気 にな り描けなか った子 ども

も良 い と指示 されて も、何 をどの ように描 くか とまどい

「描 きた くない」 と自分の思 い を伝 えることが 出
達や、

があ り、なかなか 自分の気持 ちに向 き合 えないこ とがわ

来なか った子 どもも、 自分の気持 ちが養護教諭 にわかっ
て もらえた と確 かめることが 出来た時には、 自由に描 け

かつた。 また、前 日か ら「お絵か き遊び」の予定 を聞 い
てい る と、 自分の今 の気持 ちに向 き合 う前 に、何 を描 く

る様 になった。

か考 えて きて描 いてい る子 どもが見 られた。 しか し、考

(3)学 級担任 の感想から

えて きた絵 を描 く途中で、今 の気持 ちを描 くように変化

お絵 か きを した 日としない 日の学級 の様子 の変化 は、

す る子 どももいた。 この ような柔軟 さは、年齢が低 い程

「わか らない」 と答 えてい る。 しか し、前 日に「お絵 か

見 られる と思われる。

き遊び」 をす る予定 を告げると、大変喜 び、楽 しみに し
てい る子 ども達が多か った。片付 けが苦手でなかなか次

「お絵 か き遊 び」での絵 も枠一杯 に描 くだろ うと思 って

の準備 が出来ない子 どもも、「お絵か き遊 び」 の と きは

い たが、 その よ うな子 どもで も、なかなか描 けない子 も

早 く準備が出来る ようになった。

い ることに気付 き、 自分が知 ってい るのは、子 どもの全

養護教諭 は、普段 友達 と楽 しそ うに遊 んでいる子 は、

「お絵か き遊 び」 は、子 ども達がほ っ として、自分の

てではな く一部 である ことや、多面的に見て子 ども理解

思 い を出せ る時間 となった。その ような時間を確保で き

を深 める必要性 を再確認 した。 これ らのことか ら「お絵

た とが、 よかった と学級担任 は感 じてい る。

か き導 び」 は、子 ど も理解 を深 めることに役立つ とい え

学級担任 は養護教諭が行 う「お絵か き遊 び」に同席 し、

る。

一人ひとり描 いてい る様子 を見てい ると、授業では見 ら

(2)養 護教諭 と子 どもとの関係作 り
2年 生の教室 と保健室 は他学年 に比べ ると近 い場所 に

れない うれ しそ うな、楽 しそ うな表情 をしてい る子 ども
が多 いこ とに気 づいた。
次年度 も準備物等が整 えば、「お絵 か き遊 び」 を実施

位置 してお り、休憩 時間に保健室へ 来る子 どもの割合 は
他学年 に比 べ て多 い。その 中で も特 に「お絵 か き遊 び」

したい と、終了後の感想 に書 いてあった。

を実施 して い た学級 の子 ども達 は、2学 期 中頃か ら頻繁
に保健室へ 訪れるようになった。

3.学 級担任 と共 に子 ども理 解 を深 める手立 て
になるのか

養護教論の仕事 を助 けたい様子 を見せ る子 どもや、登
校時校 門で一緒 になると、手 を振 りなが ら挨拶 をする子
ども、走 り寄 って来る子 どももお り、養護教諭が 自分の

学級担任 は、 日頃か ら気 になっていた子 どもについて
養護教論 と交流する ことで、 よ り子 ども達 のことが理解

ことをわかって くれてい る、私 の学級 を担当 して くれて
い る先生 の ような心理的に近 い存在 になった。

で き、対応することがで きた。例 えば次の ような ことが
あった。
先述 した事例 3の F男 は、学級担任が気 にか けていた
子 どもの一 人だった。「絵 を描 きた くない」 と言 ってい

V

ま とめ と今 後 の 課題

業 の時 もF男 が「 した くない」「いや」 と言 い なが らも、

学級 で子 どもの心 を育む ことを目指 し、筆者 らは「お
絵か き遊 び」を開発 し、
実践 を積み重ねてい る。
本研究は、
その取 り組みについて 102年 生の担任か ら要請をうけ、

与 えられた課題 をこな し、そのことを褒める とうれ しそ

養護教諭が行 った実践である。

うに していたことを思 い 出 した。そのことか ら、学級担
任 に反抗 的な言葉 をいい なが らも、 自分の存在 を気 にか

目的①、 1年 年 に「お絵か き遊 び」 を実施する方法 の
吟味 につい ては、1年 生のひ らがな習得 までの期間を考

けてほ しい とい うア ピール をしてい ることに気付 いた。

慮 した描画用紙 を用意 し、養護教論 と担任が子 ども達ひ

養護教論 は、学級担任が F男 の心のメッセー ジに気付
いたことを確 かめ、気持 ちを受け止めた ことをF男 に伝

と リー 人に対 し絵 についての聞 き取 りをしたことで、子

たが、楽 しそ うに描 いてい る様子 を見て、学級担任は授

えるよ うに勧 めた。 F男 は学級担任が 自分の思 い をわ

ども理解 の一助 となった。
「お絵 か き遊 び」 を始める前
の教示 も、不 安 を呈 する子 ど もに配慮 して変更 した。 し

かつて くれた と理解 した後 は、反抗的な言葉 を言 うこと

か し、子 ども達 は閉眼 しな くて も自分 の気持ちを感 じる

が少な くな り、友達 とも仲良 く遊ぶ 日が多 くなった。

ことがで き、それを絵 に表す体験 をする ことがで きた。
目的② 「お絵 か き遊び」が子 どもにとって どのような

4口

体験 だったのかについては、子 どもや学級担任の感想か

実践 を通 して気付 い たこと

らもわかるように、子 ども達が 自分の心 を見つ める きっ

(1)子 どもの様 子 を見 て

かけ とな り、気持 ちを自由に絵で表現 し、互い に認め ら

自由 に描 くこ とに不安 の あ る子 、周 囲 の 友 だちの こ と

れる体験 になった。 この体験 を通 して、学級集団にも良

が気 になる子 、絵 を描 くのが 苦手 な子 は、 自由 に描 い て

好 な変化が見 られ、子 どもの心 を育むために有効である
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ことが確認 された。
目的③学級担任 と共に児童理解 を深める手立てになる
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自分の部屋

(E子
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「お絵かき遊び」作品
今の気持ち (F男 )
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