３（３）
［２］高橋敏之基調講演「北イタリア、レッジョ・エミリア市の保育実践に学ぶ」
※敬称略

司会・西山修：本日、基調講演としまして、「北イタリア、レッジョ・エミリア市の保育
実践に学ぶ」と題して、高橋敏之先生より御講演いただきます。高橋先生は、岡山大学教
育学部教授・芸術学博士として保育者養成に御尽力されながら、これからの幼児教育に指
針を示す学術研究を推進されていらっしゃいます。また、今回の教員養成ＧＰの取組責任
者でもいらっしゃいます。御専門は保育内容学、児童文化学、芸術教育学、子どもの保育
に心を砕き、研究への厳しい視線を備えていらっしゃいます。広く深い保育への御見識を
備え、本日も、レッジョ・エミリア保育実践を独自の視点から、御紹介いただけるものと
思います。一方で、イタリアの空と海の青さをこよなく愛し、時には歌も飛び出す陽気な
イタリア通でもいらっしゃいます。《笑い》 それでは、高橋先生よろしくお願いいたし
ます。
高橋敏之：皆さん、こんにちは。それでは、お手元の資料及び前
のスクリーンを見ていただきながら話をしたいと思います。お昼
ご飯を食べた後なので、どうしても眠くなるかもしれません。お
まけに会場が暗くなりましたし《笑い》、今日は「眠気 VS 語りの
面白さ」を主題に頑張ってみたいと思います。
１．話の注意点
最初に、話の注意点です。先ず、今日のレッジョ・エミリア保育実践の話は、イタリア
全土で行われている幼児教育ではない、ということです。北イタリアにあるレッジョ・エ
ミリア市の公教育の話です。
次に、イタリア語がどうしても出てきますが、私は日本人なので、イタリア語はよく分
かりません。私がイタリア語を話せるのではないかと誤解なさらないように、お気を付け
ください。
「私は日本人です。イタリア語はよく分かりません」は、イタリア語では「Sono
giappnese.（ｿｰﾉ ｼﾞｬｯﾎﾟﾈｰｾ）Non capisco bene l'italiano.（ﾉﾝ ｶﾋﾟｽｺ ﾍﾞｰﾈ ﾘﾀﾘｱｰﾉ）」と言う
のですが、私がイタリアで一番よく使うイタリア語会話です。《笑い》
最後に、日本の保育がよくないと言っているのではない、ということです。日本の保育
が悪いというお話ではありません。イタリアのレッジョ・エミリア市の保育を紹介しなが
ら、日本の保育を見直すきっかけにしましょうということです。
この３つが、今日私の話を聞いて誤解のないようにお願いしたいところです。
２．身近なイタリア語
イタリアに興味をもっていただくために、身近なイタリア語を探してみました。
先ず spaghetti。そのまま、スパゲッティです。実は、spaghetti は複数形で、単数形は
spaghetto になります。ですから、茹で具合を確かめるために１本だけを取り出す時は、
spaghetto です。フォークでガサッと持ち上げた途端に spaghetti に変化します。《笑い》
次は、pizza（ﾋﾟｯﾂｧ）です。ピザのことです。元々は、ナポリの郷土料理です。
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la serie A（ﾗ ｾｰﾘｴ ｱｰ）は、セリエＡ（ｱｰ）というイタリアのサッカーリーグのことで
す。serie の後ろに s を付けると英語の series に変わりますから、セリエＡとは、シリーズ
Ａ（ｴｲ）のことです。その次に gamba。これはガンバ大阪のガンバです。多くの人達が、
「頑張ろう」の短縮形「がーんば」だと思っていますが、実はこれはイタリア語の「脚(あ
し)」という意味です。あれは、「株式会社・脚大阪」という会社なのです。《会場のどよ
めき》 何の変哲もありません。サッカーが、脚でするものだからです。
次は、最近コンピュータのオー・エス（OS：operating system）に登場した vista（ｳﾞｨｽﾀ）
です。これは「眺め」「景色」という意味です。Windows Vista というのは、前半が英語で
後半がイタリア語です。piccolo（ﾋﾟｯｺﾛ）、これは「小さい」という意味です。『ピコロ』
という保育雑誌も出ています。子どものことです。
次は、車の名前３連発ですが、luce はマツダのルーチェ、diamante は三菱のディアマン
テ、domani はホンダのドマーニです。luce は「光」、diamante は「ダイアモンド」、domani
は「明日」という意味です。私達は、「明日」に乗っているわけですね。《笑い》
次の dove（ﾄﾞｰｳﾞｪ）は、「どこ」という意味です。これと全く同じ綴りのシャンプー
がテレビに出ていて、「どこ」という妙な名前のシャンプーだと思っていたら、「ダヴ」
というのが正しい読みでした。《笑い》
日本語は形容詞は前からかかりますが、イタリア語は後ろからかかります。casa bianca
（ｶｰｻ ﾋﾞｱﾝｶ）は、casa は「家」bianca は「白い」という意味なので、
「白い家」です。Porco Rosso
（ﾎﾟﾙｺ ﾛｯｿ）は、宮崎駿の『紅の豚』の主人公です。Porco は「豚」、Rosso は「赤い」で
す。形容詞の「赤い」が後ろからかかって、赤い豚つまり「紅の豚」ということです。
度量衡を表す ㎝、m、㎞、g、㎏ などは、日本と全く同じです。イタリアでは「40 ㎝」
と書いてありますから、そのまま読めます。イタリア語では「クワランタ

チェンティー

メートリ」です。発音が違いますが、単位は全部同じです。また、JKWXY の５文字は、
イタリア語のアルファベットにはないので、アルファベットは 21 文字です。
３．イタリア共和国の概要
教育や国民性は、気候や風土、自然や文化に、どうしても影響されます。イタリアは、
地中海性気候です。例えばミラノの緯度は、北海道と同じくらいなのですが、随分暖かい。
そしてイタリア人は、人なつっこくて陽気です。私は、日本人としてはかなり陽気な男だ
と言われますが、イタリアへ行くと普通の男です。《笑い》
人類の歴史は、文化の交流と伝播が起こります。教育とは文化を背景にして行われます。
現代は国際社会なので、異文化理解ということを避けて通るわけにはいきません。ですか
ら今日のお話は、異文化理解についても勉強になるかと思っています。
イタリアは、正式にはイタリア共和国というのですが、首都はローマ、公用語はイタリ
ア語、宗教はカトリックが 99 ％の国です。子どもの生まれる数、合計特殊出生率は 1.23
です。日本と同様、少子化傾向が非常に強い国で、ヨーロッパで一番子どもが少ないと言
われています。さらに成年失業率が 32.1 ％です。これが子どもの少なさを引き起こして
いる原因の１つなのですが、要するに、定職を持たない男性と結婚しようという女性はさ
ほどいないということですね。当然、子どもはなかなか生まれません。
また、イタリアと言えば、世界の文化遺産の大半が集中した国です。それと幼児教育で
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は、M.Montessori ですね。M.Montessori の著作の多くを翻訳したのは、林信二郎という埼
玉大学教育学部の先生なのですが、私と同じ愛媛県伊予三島市にある三島幼稚園の出身で
す。《笑い》 林信二郎先生は、第 26 回の卒園生です。私は第 43 回です。
次は、イタリア人の幸福感と食事についてです。イタリアは、基本的に学歴社会ではあ
りません。能力や学歴や名誉ある職業と、充実した人生や幸福感達成の相関関係への評価
は、低い国だと言われています。日本人には、学歴や名誉ある職業が充実した人生や幸福
感に直結していると思う傾向がありますが、イタリア人は、そのようには思っていません。
日本と同様に、合計特殊出生率の低い国ですが、国民性は全く違うと言えます。
全ての就労者の平均通勤時間は、21 分です。日本人のように２時間もかけて職場に行
ったりしません。仕事が終わったら、自宅に直行します。途中で飲み屋へ寄ったりもしま
せん。なぜかというと、お母さんが怖いからです。《笑い》 イタリアでは、一般的に母
親が家庭の中心的存在なのです。特別の場合を除き、夕食は家族全員で自宅でとります。
昼食についても、仕事をしている人の７割、小学校から大学生の９割近くが、家へ帰って
家族と食べるということです。
４．レッジョ・エミリア市の概要
今日お話しする場所は、北イタリアのエミリア・ロマーニャ地方にあるレッジョ・エミ
リア市です。近くには、スタンダールの『パルムの僧院』の舞台になったパルマがありま
す。生ハムなどで有名なところですね。それから、モデーナという街も近くにあります。
ミラノから始まって州都ボローニャで終わる道筋は、エミリア街道と言われています。
レッジョ・エミリア市は、レッジョ・ネッレミリアが正式の名前で、2006 年の資料に
よると、人口が 16 万人となっています。低い犯罪率と失業率が特徴の小都市です。成年
失業率が、イタリア全土では非常に高いという話をしましたが、レッジョ・エミリア市で
は、そういったことはありません。犯罪も少ないし、失業率も低いです。
これは、レッジョ・エミリア市の市街地図です。何となく六角形で囲まれたような部分
が、旧市街地ですね。その周辺部は、どんどん街が大きくなったということです。ですか
ら主なものは、旧市街地の区画の中に大体あります。
これは、レッジョ・エミリア市の広場です。広場はピアッツァ
（piazza）と言います。イタリアへ行くと、こういう広場がどの
街にもあって、市民にとって非常に重要な空間になっています。
集いもすれば、散歩もするし、地域の人と雑談もする、出店も出
る、市場も立つ。とにかくイタリア人にとって、広場とは生活の
中になくてはならない空間であると言われています。話の終盤に、
このピアッツァを幼児学校の建物の中に取り入れている例も出て
きます。同じ広場を 180 度後ろを振り返ると、彫刻や噴水や時計
台があります。
これは市内の通りですが、警察官が自転車で走っています。レ
ッジョ・エミリア市には警察がたくさんいます。治安の良さは、
警察の多さで保障されているわけです。私もこうやって写真を撮
っているだけで、職務質問を受けました。最後まで、イタリア語
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が全くできない振りをしました。《笑い》
これはレッジョ・エミリア市の市場です。先程言ったように、
広場では市が立ちます。日用雑貨から野菜や果物、ありとあらゆ
る物が売られています。庶民は、ここへ行って買い物をするわけ
ですね。教会が、後ろに見えます。その前には、このようにライ
オンが並んでいます。こういうものを子どもが見つけた時にどう
いう行動を起こすかというと、なぜか必ず乗りたくなる。《笑い》
母親に許可を取って、撮影させていただきました。男の子ですか
ら、バンビーノ（bambino）です。
この後、レッジョ・エミリア市の建造物がいくつか連続して出
てきます。建築物の上の部分に彫刻を並べたいという感覚は、日
本人にはありませんね。尖塔のある建物などもそうです。イタリ
ア人は、塔が好きです。これは、どうも図書館みたいです。人口 16
万人の小都市にある図書館が、こんなに豪華な感じなわけです。
第二次世界大戦の時に非正規軍が戦ったということで、パルチ
ザンによるレジスタンス運動のモニュメントなどもあって、戦争
で亡くなった人に常に花が手向けられています。これは、戦争慰
霊碑ですね。こちらは、正規軍です。その軍人の慰霊碑ですが、
ヘルメットを被って、銃剣を持って、マントを着けています。大
きさをここの人と比べてみてください。そして、ここにも花が手
向けられています。どの国でも、戦争で亡くなった人々は、この
ように大事にされます。
５．レッジョ・エミリア保育実践の概要
レッジョ・エミリア市の幼児学校、公立の幼児教育は、第二次
世界大戦後の 1945 年に、レッジョ・エミリア市の近くのヴィラ・
チェラという村で始まったと言われています。ドイツ軍が置いて
いった戦車やトラックを村の人達が解体し、スクラップを換金し
てブロックを１つずつ買って学校を建てたことが、レッジョ・エ
ミリア市の学校の始まりです。
それと、革新的教育改革者 L.Malaguzzi は、レッジョ・エミリ
ア保育実践の基礎を作った人です。残念なことに、1994 年に亡く
なりました。彼が最も愛した言葉は、「子どもには 100 の言葉が
ある」です。普通の言語という以外に、造形的な言葉や音楽的な
言葉、身体的な言葉、表現と置き換えてもいいのですが、その子
どもの 100 の言葉に私達は耳を傾けようというのが、彼が愛した
言葉です。L.Malaguzzi の尽力その他によって、1963 年、イタリ
アで最初の公立幼児学校がレッジョ・エミリア市にできたという
のが歴史です。
レッジョ・エミリア市の幼児教育に関して、T.Filippini が述べ
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ている言葉を取り上げると、「ペダゴジスタ（教育専門家）という職業は 1970 年代に登場
した。Bologna、Modena、Parma、Pistoia などの自治体が幼児教育や乳児保育に関する自
前のシステムを始めた。ペダゴジスタは北イタリアで最初に、そして最も多く現れた」と
なっています。19 の幼児学校と 13 の乳児保育所があります。幼児学校は 25 人の子ども
を、担任と副担任ではない、対等の立場にある２人の保育者が担任します。
私達からすると考えられないことなのですが、市の予算の 10 ％以上を幼児教育に使い
ます。もっと驚くことに、最近入手した情報によると、市の予算
の半分は教育費だそうです。そして残りの半分は、歴史的な建造
物等の修復に使っているそうです。
これは、13 の乳児保育所の施設名と住所が並んでいるリストで
す。後で出てきますが、これが、アルコ・バレーノ乳児保育所で
すね。次は、19 の幼児学校が上に出ていて、これも後で出てきま
すが、ディアーナ幼児学校や、アンナ・フランク幼児学校の名称
が見られます。そしてこれが、保育施設をマッピングした地図で
す。戦争慰霊碑が立っているすぐ後ろが公園なのですが、実はこ
の公園の中にディアーナ幼児学校（Scuola Diana）があります。19
ある幼児学校のうちの１つです。このディアーナ幼児学校が、今
日の話ではたくさん出てきます。
レッジョ・エミリア市の公立の幼児教育を理論的に構築したの
は、L.Malaguzzi という人です。彼は、J.Piaget、L.S.Vygotsky、あ
るいは J.S.Bruner などの教育理論を基に、レッジョ・エミリア市
特有の幼児教育理論を構築したと言われています。レッジョ・エ
ミリア保育実践の創設者ということです。
レッジョ・エミリア市教育委員会の 1996 年の資料によると、
幼児学校の時間割と教職員は、以下のようになっています。３学
級、３歳児・４歳児・５歳児です。１学級 25 人ですから、子ど
もは 75 人です。教師は、１学級に２人ずつ付きますので６人で
す。それと、レッジョ・エミリア保育実践の特徴として、美術専
門家のアトリエリスタが１人います。そしてコックが１人、補助
スタッフ４人。年間予定は、９月１日に始まって６月 30 日に終
わります。開校時間は、月曜から金曜日の 8:00 〜 16:00。延長サー
ビスは、始まる前が 7:30 〜 8:00 の 30 分と、幼児学校が終わった後の 16:00 〜 18:20 です。
次は、教師の１日の予定です。早番の第１シフトが 8:00 〜 13:48、第２シフトが 8:27 〜
16:00。で、アトリエリスタは３分遅く来てもよく、8:30 〜 15:33。この２、３分を細かく
分けている割には、イタリア人は、時間に結構大雑把なのですが…。《笑い》
次は、レッジョ・エミリア保育実践の特徴ということで、６項目挙げてみました。「創
造性と共同性の実践哲学」「プロジェクト学習」「ドキュメンテーション（実践記録）」「ア
トリエリスタ（美術専門家）とペダゴジスタ（教育専門家）」です。それから、「ピアッ
ツァ（広場）、アトリエの空間、豊富な教材や素材」、そして「学びの共同体の形成」、特
徴を言うとこの６つです。
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６．創造性の教育
これからレッジョ・エミリア保育実践の本質に迫る話になります。それでは、最初の「創
造性の教育」についてです。
先ず、私達の保育と違うところは、子どもに対し「見えないものを描く」ように励ます
ということがあります。それから、「アイディアの表出としての描画」です。「何かアイ
ディアがあるなら、それを描いてみなさい」という指導です。イギリスの研究者 H.Read
が、「美的感受性の発達には、具体性、知覚の鋭敏さ、感情の自発性、注意力、観想力、
相対的洞察力、理解力が必要である」と、今から 40 年以上も前に言っています。日本の
教育、幼児教育も含めた学校教育に足りないのは、これです。H.Read が言ったことから、
さほど進んでいない。やはり日本の幼児教育、あるいは学校教育で足りないものは、美的
感受性の教育です。昔は、知徳体だったわけです。知育・徳育・体育で、本当は、その次
に美育が出たのですが、最近、食育に逆転されました。今は、食育ばかりが脚光を浴びて
いて、美育などは一番最後です。レッジョ・エミリア保育実践は、この美的感受性を非常
に大事にする保育だと言えます。
これは、まだ歩いたり走ったりが十分にできない幼い子どもで
すが、このように大きな紙の真ん中に座り、汚れてもいい服を着
せてもらって、絵の具壺から筆をとって周りに絵を描いています。
日本の４つ切りや８つ切りの画用紙の大きさとは、全然違います
ね。小さい紙ではなくて、周りが全部紙の真ん中に座らせてもら
って、絵を描いています。こうして小さい時から造形表現に親し
むわけです。
これは、アルコバレーノ乳児保育所の中の子どもの隠れ家です。
子どもは、隠れるのが好きです。狭いところがとても好きですね。
多分、生命が誕生して間もない頃に、お母さんのお腹の中にいた
からだと思います。お腹の中に帰りたい、ということです。これ
はお昼寝の様子ですが、寝ている子どもは１人もいません。《笑
い》 先生が「はい、寝ましょうね」と言っているのですが、全
然言うことを聞いている様子ではありません。このようにマット
レスを敷いて、大きな枕があります。これもアルコバレーノ乳児
保育所で、まだ３歳にならない子どもの遊びの様子です。phoning
という題名を付けていますが、電話ごっこですね。宮崎駿の映画
に出てくる伝声管です。
それから、光と影という強烈な対比（contrast）は、イタリア人
の好むところですが、レッジョ・エミリア保育実践の大きな特徴
として、こういった影絵遊びを、常に保育の中でできるようにし
てあります。子どもは、OHP のスイッチさえ入れれば、影絵遊び
ができます。ここに OHP が置いてあって、そこに何でも置いて映
すことができる。これは、舞台裏と観客側が同時に写っているス
ライドですが、向こう側が影絵劇をしています。こちら側は、影
絵劇を見ています。子どもが自発的に、もちろん教師の援助はあ
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りますが、そういうことをしています。これが舞台裏です。日本
の子どもと同様に、こういう恐竜のモデルが好きですね。それを
影絵に映して遊んでいる様子です。
これは、ディアーナ幼児学校（Scuola Diana）の入口です。一番
奥が玄関です。ここに子どもの大きな画面の絵が展示してあった
り、ドキュメンテーションという実践記録が掲げられていたりし
ます。手前にある三角形のものは、中が鏡です。その中に入ると、
子どもが万華鏡の中にいるような遊びができます。大きな、ガラ
スではない鏡を３枚合わせ鏡にして、中で子どもが遊べるように
しています。これがその様子です。万華鏡の中にいるような感じ
がします。「あっちにもこっちにも自分が映っている」と、子ど
もがわいわい言っています。
これは、子どもが演じている人形劇です。ほかの子どもが、人
形劇を見ています。こちら側には、児童劇に出るためのお姫様が
います。右の方に青いヘルメットを被った不思議な少年がいます。
役柄が未だによく分からなくて、困っているのですが…。《笑い》
幼児学校にはこのようにコンピュータなども潤沢に置かれてい
ます。日本で考えると、幼稚園の子どもがコンピュータで自由に
遊ぶことができるという状況です。ドラムセットも置いてあって、
子どもがそれを叩き、その横で子どもが踊るということもしてい
ます。
少し学術的な話になりますが、「見えないものを描く」につい
て研究者達は、
「主題の変奏」と言っています。C.Edwards, L.Gandini
& G.Forman によると、「子ども達に、音を目に見える絵にし、目
に見えるものを奏でる音にすること。こうしたことは、様式を交
差した表現と呼ばれており、新しい見解と洞察という光をもたら
す」。これが、日本の幼児教育にはない視点ですね。そして、「見
えないことについて描くように励ますこと。なぜなら、そこから最も面白いアイディアと
理論が現れる」。これが、レッジョ・エミリア保育実践の、創造性という大きな柱の背景
にある理論です。研究者によっては「変換認知的学習」と言ったりもしますが、具体的に
は、「さっき食べたオレンジの香りを、絵や音で表現してみよう」といった保育になるの
です。そういう保育を日常的にしています。
７．プロジェクト学習
（１）プロジェクト学習の基本理念と日本の保育との相違
プロジェクト学習は、イタリア語では Progettazione（ﾌﾟﾛｼﾞｪｯﾀﾂｨｵｰﾈ）と言います。レ
ッジョ・エミリア市の保育では非常に特徴的な学習形態で、日本の保育の理念にはないも
のです。大雑把な捉え方をすると、日本の保育理念というものは、『幼稚園教育要領』あ
るいは『保育所保育指針』を読む範囲では、「自発的・主体的な活動＝遊び=学習や総合
的な体験である」、これが現在の日本の保育理念です。自発的あるいは主体的な活動とは、
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遊びであり、遊びとは子どもにとっては学習、あるいは総合的な体験である。
ところが、レッジョ・エミリア保育実践では、遊びはもちろん大事にされますが、それ
よりもより上位の概念として、プロジェクト学習があります。レッジョ・エミリア保育実
践の文献を読むと、「re 〜」という言葉が盛んに出てきます。「re-reading（読み返す）」、
「reflection（反映させる）」、「revisiting（立ち戻る）」。それ以外の翻訳の本を読むと、「再
訪」「再構築」「再解釈」「再構成」「再変換」「再組織化」と、「再」が盛んに出てきます。
その意味するところは、「螺旋状の循環性」をレッジョ・エミリア保育実践が、非常に大
事にしているということなのです。一度きりで保育実践が終わったりはしないわけです。
何回も同じ主題を追求する。それを学術的に言うと「螺旋状の循環性」という言葉になる
し、文献を読むと「re」や「再」が盛んに出てくることになるわけです。これは、日本の
保育とは、大きく違った視点だと思います。
日本の幼児教育と根本的に違うものとして、レッジョ・エミリア市の教師は、特定のね
らいを定式化しません。定式化せずに保育をする。日本は逆です。具体的なねらいを定め
ています。「この保育実践は、どこにねらいがあるのですか？」と必ず聞かれる。「そん
なものは、決めていません」と教師が言うと、批評する人は「それは、いけませんね」と
恐らく言います。
C.Edwards によると、「教師は、プロジェクト学習をする子どもの２〜５人のグループ
が、どこに行き着くのかを知らない。このような開放性は教師の仕事を非常に困難さを加
えるけれども、仕事を一層面白いものにしている」とあります。これは学級に２人配属さ
れている教師の言葉ですが、L.Rubizzi は「私は不確かな状態で働いています。それは、
すばらしい経験です。でも、一緒に航海することを熱望しているのです」と述べています。
私達は、子どもと一緒に航海に出るような気持ちでプロジェクト学習をしている、と言っ
ています。あるいは、レッジョ・エミリア保育実践の研究者である L.Gandini は、「教師
は、あらかじめ一般的な教育目標を立てておくが、事前に個別のプロジェクトや活動に対
しての特定のねらいを形式化しない作業の方法によってプランを作る」と記述しています。
大まかには決めているが、ぎちぎちに決めたりはしないわけです。
日本は、
『幼稚園教育要領』や『保育所保育指針』の「指導計画作成の留意事項」や「保
育の計画作成上の留意事項」などの部分を読むと、やはりそれぞれ「具体的なねらい」が
４回程度出てきます。これは冒頭で申し上げたように、日本の保育が悪いと言っているの
ではありません。全然違う保育理念によって、レッジョ・エミリア市は、保育をしている
ということです。
（２）プロジェクト学習の事例
次は、プロジェクト学習の形態と事例についてお話しします。
プロジェクト学習は、２〜５人の子どもで活動します。その中身
は、日々の出来事、着想、問題、体験です。普通は午前中に行わ
れ、「年に１回はプロジェクト学習に参加しましょう」と子ども
は指導されます。ディアーナ幼児学校の『群衆』プロジェクト学
習や、ラ・ヴィレッタ幼児学校の『街と雨』プロジェクト学習、
あるいはアンナ・フランク幼児学校の『恐竜』プロジェクト学習
が、文献の中では非常に著名です。
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あとは、このように大画面を使って子どもが絵を描くというこ
とも盛んにしています。これはディアーナ幼児学校の大画面の絵
画制作なのですが、魚や鳥がいたり、西瓜があったりします。日
本人の感覚からいうと、非常に装飾的で、色鮮やかで、華やかで、
デザイン的です。日本の子どもが描く絵と比べて、大変ファッショ
ナブルですね。これは自分達が描いた絵の前で、子どもが身体表
現をして踊っている場面です。
これは Self-portraits と題名が付いているので、自分の顔です。
自分の頭部を粘土で表現した、子どもの作品です。
これは、光と影を主題にしたものです。影絵のプロジェクトも
あります。光と影は非常に大事なテーマです。これは、水中のプ
ロジェクトです。水の中に実際に入るのは難しいですから、スク
リーンに鮫のスライドを投影しておいて、目の前で自分達が作っ
た水中眼鏡をかけ、上半身裸になって潜っています。この子は、
水の中を潜っている気持ちで身体表現しています。「水の中って、
こんな感じじゃないのかな？」ということを地上で体験するとい
うプロジェクト学習です。
これは、非常に科学的なプロジェクトなのですが、the water
machine と題名にあるので、水の力を利用して何かを動かす仕掛
けを、子どもが保育室で作っているところです。アート、具体的
には美術、造形、図画工作といったことだけではなく、こういう
科学（science）の勉強も、レッジョ・エミリア市の子どもは、こ
ういう形で自由にしています。
これは、噴水プロジェクトです。上から水が落ちて、それを傘
で受け、そこからこぼれた水がまた下の傘へ落ち、さらにその下
の水槽に溜まるという仕掛けを、子どもが自分でデザインしてい
ます。アイディアは、最初は紙に描くわけです。それをみんなで、
グループの中で討論して仕上げていきます。
これは、測定のプロジェクトです。豆の重さを量っています。
子どもがこういう顔をする時というのは、何かを学んでいる時で
す。こういうことを、教師が援助する形でプロジェクト学習して
いきます。
これは、「園庭に小鳥が集まる公園を作ろう」という小鳥の公
園のプロジェクトです。小鳥が驚かないように小屋を作って、そ
こからそっと双眼鏡で覗いています。
これは、地底探検のプロジェクトです。みんなヘルメットを被
って、頭に懐中電灯を付けて、地図を片手にリュックを背負って、
長靴を履いて、「先生と一緒に地面の下に潜りましょう」という
場面です。
以上が、プロジェクト学習の事例です。
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（３）保育者の役割
保育者の役割について、まとめてみましょう。
C.Edwards, L.Gandini & G.Forman によると、「幼児は、言葉、身体運動、絵画、彫刻、
影遊び、コラージュ、劇遊び、音楽などを使って、自分達の環境を探求し、自分自身を探
求することを励まされて」います。つまり、自己表現活動です。
J.Hendrick は、「プロジェクトが進められている間、表現したり、問題を解決するよう
に求められる。また、最終的に自分達が出した結論について説明をする」と述べています。
これは、私達の感覚ではかなり高度なことです。問題解決能力、あるいは自分達が出した
結論について説明するということです。私達は、４歳や５歳の子どもにそういうことをあ
まり要求しません。L.Malaguzzi によると、レッジョ・エミリア市の子どもは、「僕は思う
んだけどとか、僕の見方だととか、僕のアイディアがみんなによって正しいのかどうか分
からないんだけど」と言うそうです。小さい時から、そういう能力を訓練されているのだ
と思います。
最終的に、レッジョ・エミリア市の子どもに、保育者は何をさせたいと思っているのか
について、R.S.New は「保育者はプロジェクトを通して、子どもに意味のある内容の知識
を身につけさせる」ことが目標であると言っています。
次は、学びの方法についてお話しします。C.Rinaldi は、「我々の課題は、聞くことから
始まる。子どもが、どうして月があるの、と聞いてきた時、あなたはどう思う、と聞き返
してほしい。子どもは独自の心を持っており、その独自の解釈とアイディアが大切である。
重要なのは問いの答えではなく、あなたと子どもが一緒に答えを探す過程である」と述べ
ています。同様に、L.Malaguzzi は、レッジョ・エミリア保育実践に関して「教えたこと
の自動的な結果として、子どもが学んだことは生じない。むしろ、子ども自身の行為に、
学びはその大部分を依拠している」と言っています。これは、L.Malaguzzi が亡くなる前
年に言った言葉です。
８．ドキュメンテーション
レッジョ・エミリア保育実践の特徴の大きな柱の１つであるドキュメンテーションにつ
いて、簡単に触れてみたいと思います。ドキュメンテーションは、イタリア語では
documentazione（ﾄﾞｸﾒﾝﾀﾂｨｵｰﾈ）と言います。これは保育記録なのですが、ドキュメント
を集めて、記憶、評価、記録に役立てます。具体的には、「カメラ、テープレコーダ、ス
ライド投影、タイプライタ、ビデオカメラ、コンピュータ、そして、コピー機」、これら
を総動員してドキュメントを作ります。その目的は、「再訪、省察、解釈、知識の構成、
記憶、学びの過程の痕跡、確認、交渉の発見、自己修正、他者と比較、自己評価、グルー
プの評価、意見の相違による葛藤、話し合い」に役立てることです。日本の幼稚園や保育
所では、保育室の壁には壁面構成がありますが、レッジョ・エミリア市では、ドキュメン
テーションがあります。
子どもが、プロジェクト学習のためのミーティングをする場面
では、誰かがアイディアを紙に描いて、それを説明します。横か
ら先生が覗き込んで聞いて、同時にテープレコーダで録音します。
それがやがて、壁の後ろにあるようなドキュメンテーションにな
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るわけです。最終的な作品だけでなく過程も見せていこう、それ
がドキュメンテーションの思想です。これも保育室ですが、壁に
ドキュメンテーションが掲示されています。レッジョ・エミリア
保育実践を見ていて、私達が最初に感じることは、その豊かさで
す。教育にお金をかけているという感じがします。日本も、教育
にもっとお金をかけるべきではないでしょうか。これはレッジョ・エミリア市にあるド
キュメンテーションセンターで、ここで保存と管理をしています。
９．アトリエリスタとペダゴジスタ
アトリエリスタとペダゴジスタに少し触れます。アトリエリス
タは、各幼児学校に１人ずつ配属されている美術専門家です。ペ
ダゴジスタは教育専門家で、数が決まっていて、各幼児学校に１
人ずついるわけではありません。１人のペダゴジスタが、何校か
を巡回指導するという形になっています。この人は、ディアーナ
幼児学校にいる V.Vecchi というアトリエリスタです。私が行った
時には不在だったのですが。日本にも何度かいらっしゃったこと
があるようです。これは、教師のミーティングですね。男性教師
もいます。
10．広場・アトリエ・素材
イタリア人の生活に欠かせないピアッツァ（piazza 広場）が、保育の中にも取り入れら
れています。L.Malaguzzi の言葉によると「私達にとって広場は、イタリアの街の中心を
表すものです。出会い、おしゃべりをし、政治について語ったり参加し、商いをし、路上
芝居をやり、講義を行い、通行の場である」と言っています。アトリエ（atelier）、ミニ・
アトリエ（miniatelier）というものも学校の中にあるのですが、これは後で紹介します。
レッジョ・エミリア保育実践では、空間は第３の教育者と言われています。第１と第２
は、保育者です。そして、豊富な素材。これは、今日何度も登場
したディアーナ幼児学校です。これが玄関で、中はこのようにな
っています。先程見た三面鏡、大きな鏡はここにあります。ここ
に洋服掛けがあって、ここが３歳児学級ですね。ここにミニ・ア
トリエがあります。それで、ここが４歳児学級ですね。ミニ・ア
トリエは、ここにあります。上のここが５歳児学級で、ミニ・ア
トリエがここにあります。それとは別に、大きなアトリエがここ
にあります。各学級にもアトリエが附属しているし、全体での大
きなアトリエもある。ここはトイレ、中庭、ここは食堂ですね。
これが入口、玄関フロアです。ここに実は、洋服を掛けるクロー
ゼットがあります。洒落ているでしょう。子どもが喜びそうです
よね。双眼鏡もあるわけです。これが、ミニ・アトリエで粘土造
形をしている様子です。天井も高いですね。奥にはドキュメンテー
ションが、パネルとして掲げられています。これはライトテーブ
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ルです。下から光を当てて、色々なものを透かして見ることがで
きます。
東京大学の佐藤学先生は、レッジョ・エミリア保育実践では「豊
かな素材が所狭しと並べられ、しかもそれらが端整に分類されて
美しく配置されている。ありとあらゆるものが造形表現の素材と
して準備されている」と述べています。その中身は、「様々な葉
や木の実や小枝、動物の骨や何種類もの貝殻、細かく色別に分類
されビンに詰められた砂、金属の破片や大小のボルトやナット、
トランジスタなどの電気器具の部品、釘や針金や金網、多様な形
の透明と不透明のプラスティックの破片」などです。レッジョ・
エミリア市の子どもは、これらを使って日々学んでいます。それ
と、恐らくこれは自分というものを意識させるための工夫だと思
うのですが、鏡がたくさんあります。ゆがんだ鏡もあれば、割れ
た鏡もあって、３枚の合わせ鏡もあったりします。とにかく自分
を映して見るということをしています。これは、素材のパレット
（Palettes of materials）です。このようにいつでも使えるようにし
てあります。これを子どもが使った後、先生が整理整頓するのは
大変でしょうね。あるいは、きちんと子どもに指導しているのか
もしれません。これは、小さい子どもが大きな素材を使って、園
庭で何かを作ろうとしている場面です。
11．学びの共同体
学びの共同体の話に進みます。レッジョ・エミリア保育実践の
大きな特徴の１つは、地域と共に学ぶという思想が非常に強いことで、１人だけが学ぶと
いう考え方はありません。「私が学ぶということは、みんなが学ぶということである。み
んなが勉強するということは私が勉強するということである。そして、誰も急いだり緊張
したりしていない。ゆっくりとしたペース、ゆったりとした気持ち、時間通りに終わるこ
とを目標にしない」。この辺が、私達とは違うわけです。
D.Hawkins は、「教師には、学び手を価値ある者として捉えて専門的に学ぶという役割
がある」と述べています。つまり、子どもだけが学ぶのではなく、教師も学ぶということ
です。そして L.Malaguzzi は、「子どもについての事柄あるいは子どものための事柄は、
子どもから学ぶしかない」、これが、保育者の使命であると言っています。間違い、葛藤、
失敗、異なった考えの交流は、レッジョ・エミリア保育実践では大事にされます。成功す
ることだけではなく、間違いや失敗を大事にする。それを G.Forman & B.Fyfe は、学術的
に「交渉する学び（negotiated learning）」と言っています。
そして、意志の疎通が非常に大事にされます。人と話をするのは、大事なことです。
「私
とは、私達である（Io chi siamo ｲｵ ｷ ｽｨｱｰﾓ）」。イタリア語では、私は「io（ｲｰｵ）」と言
いますが、io の後ろに来る「〜である」という意味の動詞 essere（ｴｯｾﾚ）の変化形は、
「sono
（ｿｰﾉ）」です。「Io sono」は「I am」のことです。「Noi siamo（ﾉｲ ｽｨｱｰﾓ）」が「We are」
です。
「noi」が「私達」、
「siamo」は変化形です。
「chi」は「誰」という意味で、
「Io chi siamo」
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で「私とは誰か、それは私達のことである」という合言葉です。私とは、私達のことであ
る。ですから、io の後ろに sono ではなく、本来 noi の後ろにあるべき siamo を付けてい
る。これが、彼らの学びの共同体を表すキャッチフレーズです。
「私とは、私達である」という言葉を、レッジョ・エミリア市の
教師は、好んで使います。
子どもには、一人一人にメッセージ・ボックスがあります。メ
ッセージを、親が入れたり、先生が入れたり、友達が入れたりす
るのです。これは、食堂で子どもが食事をしているところです。
これも別の学校の食堂ですが、赤い椅子もあれば、こちらに茶色
い高い椅子もあります。先生方も一緒に食事をしている。これは、
地域の人々とのミーティングです。こういう地域の人々の集いは、
盛んにあるわけです。やはり子どもには、自分達の教育や保育に
関して、大人が真剣に話し合っているのだという、その事実を知
らせることが非常に大事です。大人はみんな、自分達のことを真
剣に考えている、自分達の将来のことを一生懸命考えて、どう育
つのがいいか、どう育てたらいいか、ということを考えている。
それを伝えることが大事です。
12．話のまとめ
レッジョ・エミリア保育実践が、非常に革新的で、世界の幼児教育関係者から注目され
ている大きな理由の１つは、二項対立の克服です。
先ず、H.Gardner は、こう述べています。「芸術と科学、子どもと大人、楽しみと学習、
核家族と大家族」、本来なら、このように対立するはずの２つのものを、レッジョ・エミ
リア保育実践は、克服していると言っています。これまで見てきたようなプロジェクト学
習を中心とした学びの共同体、創造性を育む教育、その中で、本来対立するものを克服し
ています。
次は、佐藤学先生の言葉ですが、
「子どもは未熟、大人は成熟、子どもは知らない存在、
大人は知っている存在」と思われているけれど、レッジョ・エミリア保育実践は、それを
克服していると述べています。
今から 2400 年くらい前の哲学者である Platon は、「芸術は教育の基礎たるべし」とい
う言葉を残しています。これは私の考えですが、Platon の言葉を保育で実現しているのが、
レッジョ・エミリア保育実践だと思います。
会場にお見えの方々は、色々な人がいらっしゃいますが、学生や大学院生には、それぞ
れの勉強、それぞれの論文、それぞれの学術研究があると思います。幼稚園や保育所の先
生には、次世代育成という意味での、非常に重要なお仕事があります。私は私で、保育者
養成あるいは研究者養成という、日々の業務があります。「何事も多大の努力をしなけれ
ば成し遂げられない」。物事を達成するには、大きな努力が必要です。イタリアには、こ
れにぴったりの諺があります。「ローマは一日にしてならず」。
最後に、私とイタリアの子どもの写真をお見せします。これはミラノのスフォルツェス
コ城ですが、私が「あの子どもと写真が撮りたい」と言ったら、順正短期大学の前島英輝
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先生が引率の先生に交渉してくれて、これを写してくださいまし
た。子どもも喜んで協力してくれて、大切な記念の１枚になりま
した。
それでは、これで今日の私の話を終わります。御静聴ありがと
うございました。《拍手》
司会・西山修：普段も先生の楽しいお話はあっという間に時間が経ってしまうのですが、
今日もあっという間でございました。また、お話しいただける機会を期待しつつ、改めま
して拍手をもちまして、閉会にさせていただこうと思います。ありがとうございました。
《拍手》

付記
講演で使用した映像資料は、講演者がレッジョ・エミリア市現地で撮影した写真と、レッジョ・
チルドレン協会で入手した資料、地図、及び REGGIO CHILDREN S.r.l.（1994）OPEN WINDOW
のスライドによる。
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