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子どもの創造性を育む活動と環境づくり 

―シュタイナーとレッジョ・エミリアの幼児教育の比較を中心に― 
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概要：人工知能の時代を迎え、人間のみが持つ創造性をいかに育てていくかというのは

極めて重要な論点を形成している。本稿では創造性教育の観点から、シュタイナー幼児

教育とレッジョ・エミリア幼児教育の比較検討を行った。この結果、シュタイナーとレ

ッジョ・エミリアは、どちらも子どもたちの創造性を育むことを重視する点で共通して

いるものの、両者には大きい相違点があることが明らかにされた。すなわち、シュタイ

ナーでは、人智学を基礎として、個々人の自由意志を形成し、内面を解放する人間形成

へと向かうのに対し、レッジョ・エミリアでは、共同体に基づくプロジェクトを中心と

して、子どもたちと教育者たちとの共同創造が目指されている。また、シュタイナーで

は、自然界のものが用いられるのに対し、レッジョ・エミリアでは、造形表現やプロジ

ェクトでも人工的素材が頻繁に用いられ、アトリエに様々な色や形の素材が準備されて

いることを明らかにした。 
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Abstract: In the era of artificial intelligence, the theme of how to nurture the creativity 

that only human beings possess is an extremely important. This paper presents a 
comparative study of Steiner and Reggio Emilia in the early childhood education from the 

perspective of creativity. It revealed that although both theories share similarities in 

fostering children’s creativity, they differ in a couple of aspects. Steiner is based on 
anthroposophy and moves towards a form of human development that forms the free will 

of the individual and liberates the inner psyche, whereas Reggio Emilia is based on 

community-based activities but with an emphasis on collaboration with children and 

educators. In contrast to Steiner’s environment, which incorporates more natural objects 
than artificial ones, Reggio Emilia makes frequent use of artificial materials in its 

figurative expression, and the artists have prepared materials of various colors and 

shapes in their studio. 
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はじめに 

グローバル化や ICT 化によって既存の産業構造が大幅に変化し、新たな業種が誕生し

ている。人工知能技術やロボット技術などの発展によって、これまで人間が行ってきた

仕事の多くの部分を機械が代替されている。こうした中で、人間が持つ創造性とは機械

が代替できない能力の一つとして注目されている。変化の多い時代における今後の教育

の在り方を展望した時に、実行者となる人間を育てることもさることながら、それにも

増して創造性を持つ人間を育てることが喫緊の課題となっており、「創造性の教育」の

重要性はますます高まっている。 

このような考え方は、世界の多くの国々の教育改革にも影響を与え、創造性を育む教

育実践に対する関心も広がっている。幼児教育における創造性の教育として、ドイツの

シュタイナー幼児教育と、イタリアのレッジョ・エミリア幼児教育に注目が集まってい

る。どちらも幼児を対象として理念を展開している点では共通しているが、レッジョ・

エミリアの幼児教育は創造性を育む観点で、グループワークや教師との共同作業を重視

している一方で、シュタイナー幼児教育は個々人の自由な意志や発想を重視しており、

個人の活動に重点を置いているという点で異なっている。 

シュタイナー幼児教育は、子どもの本性を重視し、意志の発動と模倣によって肉体諸

器官を特定の形態に作り上げていき、子どもたちの想像力や創造性を育む特徴を持って

いる。レッジョ・エミリア幼児教育論は豊富な素材を取り入れ、創造的なプロジェクト

を通して、子どもたちの創造性や可能性を引き出すという特徴を持っている。 

シュタイナーやレッジョ・エミリアについては、それぞれ多くの先行研究の蓄積があ

る。例えば、高橋晃は、モンテッソーリ、シュタイナー、レッジョ・エミリアの教育に

おける描画活動について比較する研究を行っている1。一方で、シュタイナーとレッジ

ョ・エミリアの幼児教育について、子どもの創造性を育む観点から比較した研究は見ら

れない。だが、両者はともに、子どもの創造性を重視する幼児教育の環境を準備した点

で重要な意味をもっている。そこで、本稿では、シュタイナーとレッジョ・エミリアの

幼児教育論の比較検討を通して、両者の創造性の教育についての理解を考察することに

したい。 

 

１．シュタイナーの幼児教育と創造性 

（１）シュタイナー教育の教育理念 

シュタイナーは、教育学のみならず、医学、哲学、 宗教学、心理学などの見地から、

1919 年にシュトゥットガルトに自由ヴァルドルフ学校を設立して、自らの教育理念を実

践する。 

シュタイナーによれば、我々人間は、「身体、魂、霊」という 3 層で構成されている。

「人間認識は、心的・精神的生活と身体的・気質の生活の真の結合に基づくものである

ことに気づき、教育や授業が真の人間認識に基礎をおく、ひとつの芸術になるべきだ」

とシュタイナーは考えている2。 

シュタイナー教育には、彼が提唱する人智学の認識論がベースにある。シュタイナー

教育は、「自由への教育」を目指した教育実践が展開されている。子どもは自分の意志に

よって自分の目標を見つけ、自分の能力を思う存分に生かしていけるようになるためで

ある。 

シュタイナー教育は、人間の発達段階を 7 年期ごとに分けている。第Ⅰ・7 年期から

第Ⅸ・7 年期までである。シュタイナーは、「人間を物質体（肉体）、エーテル体（生命

体）、アストラル体（感情体）、自我体」から構成されると考えている3。シュタイナーは、

人智学を基盤に人間本性をこの四部分から捉える。 
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第 1・7 年期は 0 歳から 7 歳までの乳幼児期であり、人間の本質のうちの 2 体が重視さ

れる。それらは、物質体（肉体）とエーテル体（生命体）である。E・M・グルネリウス
4によれば、シュタイナーは、7 歳までの子どもには、「健全で強固な意志を育てる」こと

が重要だと述べている5。また、シュタイナーは、「子どもは歯が生え替わるまで、模倣し

ようとします」と述べている6。7 歳までの幼児教育は、意志を育み、良い模範を通して

子どもを教育するものである。幼稚園においては、園児の模倣を念頭においた保育活動

がさまざまな場面に浸透している。 

シュタイナー教育の代表的な実践者であるグルネリウスによれば、この３つの段階に

おいて、子どもの心の働きは、第一が「意志」、第二が「感情」、第三が「思考」の順に

働くのが、大人とのプロセスは反対である7。7 歳までの子どもが環境から影響を受ける

時には、第一に「行動の直接的模倣（意志の発動）」、第二に「反復的行動による共感や

反応の体験（感情の喚起）」、第三に「知的関心の目覚め（思考の獲得）」という順で反応

が起こる8。 

幼児期である第一期の課題は、「肉体的諸器官を特定の形態になるまで作り上げる」こ

とであり、その後に続く成長は「７歳までに形成された肉体的諸器官を基盤」としてな

されるため、「もし７歳までにこれを怠れば、後で取り戻すことはできない」とシュタイ

ナーは指摘している9。 

幼児期の教育については、「模倣」を通じて肉体的諸器官を形成するため、「教育者は

正しい物質的環境を与える」とともに、自らも環境として「模倣」の対象になるよう努

めるべきとしている10。  

 

（２）シュタイナー幼児教育の「環境」 

日本の幼児期の教育は、教育基本法第 11 条で「生涯にわたる人格形成の基礎を培う

重要なもの」と捉え、「幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本」

とすることと明記されて、幼児期を生涯学習の基礎期として捉えている。シュタイナー

幼児教育も環境を重視している。ここでは、環境を「物的な環境」と「人的環境」と捉

える。シュタイナー幼児教育における創造性は、「人的環境」の「模倣」から創造力を身

に付けさせる。また、「環境」は、子どもたちが創造性を活かす重要な場所である。 

グルネリウスによれば、シュタイナー幼児学校の環境は、以下の２つのことを考慮し

て設計している。まず、幼児は、大人が想像する以上に「環境に依存」し、「周囲の人間

からもっとも強い印象を受ける」。また、「周囲の人間以外の諸事象」も幼児の成長に関

係することである11。つまり、「人的環境」と「物的な環境」は子どもに強い影響を与え

る。 

「人的環境」は、子どもの周りにいる人々のことを指している。ここでは、学校にい

る時間帯は、教育者だけが「模倣」できる「人的環境」を指す。シュタイナーは「子ど

もは幼児期に、全存在が一個の感覚器官である」12とされ、全身をもって周囲の印象をす

べて受け入れる。そしてこのプロセスは、「模倣」によって学ぶことである。シュタイナ

ー幼児教育の場合は、「模範」として教育者が子どもの眼前で行う行為を子どもが「模倣」

することである。大人が道徳的な説教や理屈的な説明をし、技術などを直接に教えるの

ではなく、子どもたちは教育者の行動や表情などを見て、内的要求と興味関心によって、

「模倣」する。そのため、教育者の態度や行動は正しく模範的でなければならない。「温

和な態度や愛情的な雰囲気の中で、健全なお手本を模倣する」ことが重要だとされる。

また、教育者は、知性だけを持つのではなく、「豊かな芸術感覚を備えて」いなければな

らない。それは、子どもが生まれながらにしてもつ芸術感覚や象徴的ファンタジーに教

育者は訴えかける必要があることや、「芸術が創造力を発達させて自分の内なる魂的人間
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の存在を目覚めさせる」ことができるからだという13。このように、「模倣」は創造の源

である。 

シュタイナー幼児教育の「物的な環境」は、自然界のものを重視し、使っている。子

どもたちの豊かな感性を育て、子どもの感情を重視している。また、自然と触れること、

想像力と創造性を活かせる場所やものを用意している。 

幼稚園の設計では、屋内と屋外の遊び場を用意している。屋内について、保育室は「快

適で日当たりのよい」ことが望ましい。保育室には主要な空間とならんで、もうひとつ

「小さめの空間」がある。それは、子どもの 1 つのグループが他のグループに邪魔され

ずに自由遊びをすることができるからである。壁紙は、「淡い色調のパステル・カラーで

一色に塗り、うんざりさせられるような壁紙の図案は不要」だということである。そし

て、天井は「真っ白かとても淡い色調」にする。家具については、「自然な明るい木の色

調」と周囲の淡い色調とがぴったり合う。室内の色は人間の気持ちに影響を与える。そ

のため、子どもにとって、「心地良い色」を選んでほうがよいとグルネリウスが述べてい

る14。 

園庭の設計について、遊び場と花壇という 2 つの場所がある。遊び場は、「雪が容易に

除ける」ように、「土があまり柔らかすぎず」、雨が降ったあともすぐに使用できるよう

にしている。「日当たりのよい、風当たりの強くない」場所を選ぶことである。花壇につ

いて、園庭は、「自然からそのつど与えられた可能性」を配慮して、「夢のあるものにす

る」ことが重要であるとグルネリウスは論じている15。 

幼稚園設計に対する他の提案もある。子どもたちが家のなかへ入るように、その中に

「もぐりこめる植込み」をいくつかつくることである。庭のそこここに子どもたちひと

りひとりのために「小園庭」を用意する。そうすれば子どうもたちは、春になって「植

物の成長の過程を種から開花まで順を追って観察」できる。また、「空地」も必要である。

子どもたちが穴掘りできるようにするとグルネリウスは指摘している16。 

 幼稚園の設計以外のことでは、幼稚園の設備の問題がある。幼稚園の設備も、独特な

特徴がある。そこで、園舎内の設備と園庭での設備を分けて述べる。 

まず、保育室の設備についてである。グルネリウスによれば、「ねん土細工のような共

同作業のために「一つの大きな机」を用意する。また、「水道」も各部屋にあると便利で

ある。子どもたちが絵の用具のパレットを洗ったり、ろうそくをつけた小舟を浮かばせ

たりできるような大きな「水槽」も必要である。保育室の中には、戸棚と小さな小屋も

用意する。「いろいろの材料、クレヨン、ふで、図画紙、色のついた紙、また毛系、はさ

み、のりといったもの」をしまっておくための大きな戸棚も必要である。色のついた布

をかけておくことのできる軽い木製のきゃたつは、「遊び用の小さな小屋」を建てるのに

とくに好まれているとグルネリウスは捉えている17。 

おもちゃも、その戸棚に置く。では、どのようなおもちゃがよいのだろうか。グルネ

リウスは、「おもちゃとは、子供が自分の周囲から受ける印象をあらたに活気づけること

のできる手段です。おもちゃは、根源的なイメージにまで単純化することができるもの

です。おもちゃはその形態が固定化されなくなればなるほど、そして子供のために想像

の余地が残されていればいるほど、ますます遊びの可能性を提供するようになります。

子供は、何度でも新しく創造的におもちゃと結びつくことができますし、おもちゃに寄

せる喜びはいつまでも続きます」と指摘している18。つまり、出来合いのおもちゃのよう

に固定化されておらず、想像力を膨らませて、何回遊んでも飽きない、新たに想像でき、

創造的なおもちゃが、子どもにとってよいと考えられる。例えば、人形には、眼や口、

鼻がない。子どもたちがいろいろな場面で、様々な表情の顔を想像して遊ぶことができ
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る。 

園庭の設備も大切である。園庭に欠かせないものは、砂場である。砂場は多様な活動に

役立つ。子どもたちは、そこで様々な形のものを想像したり、創造したり、作ったりす

る。また、砂場の大きさもある。グルネリウスは、「一グループにふさわしい砂場の広さ

としては、たて五メートル、よこ三メートルくらいがよい」と述べている。園庭には「ブ

ランコ」、それに組み立て用の「板」と「台」、子どもたちがそのなかに入ることのでき

る遊び用の「小屋」があることも大切であるとグルネリウスは主張している。また、「平

衡感覚の練習をします、そのためには木の幹を地面にころがしておくのがよいのです。

板は坂をつくったり、すべり台やシーソーをつくったりするのに役立ちます。さらには、

穴掘り用具、シャベル、鋤、子供が乗れる木の車、その車を引っ張るための縄、いくつ

かの空っぽの、かんなできれいにけずった木箱、なわ跳び用のなわ、ボール」について

も言及している19。子どもたちは、それらの遊具を使って、想像の世界に満ちた豊かな遊

びをすることができると考えられる。 

シュタイナー幼児教育は、自然界のものを取り入れ、人工物はあまり望ましくない。

遊具や施設の素材は、木材を多く利用している。 

様々な活動の際に、子どもたちは、固定工具と移動工具を利用して、様々な遊びを創

って、体を動かして遊ぶのである。教育者は、子どもたちが「模倣」できる行動や話し

をすることを常に意識している。子どもたちの創造的な遊びができるため、力を注いで

いる。 

 

（３）シュタイナー幼児教育の活動 

シュタイナー幼児教育の活動は、シュタイナーの教育理念に基づいている。7 歳まで

は、子どもの意志の力を育成することを中心に保育活動は行われるのである。シュタイ

ナー幼児教育の教育方針は、リズムと繰り返し、お手本と模倣は、幼児教育の上で重要

な位置を占めている。幼稚園には様々な保育活動があり、主に、自由遊び、オイリュト

ミー、散歩、お絵かき、粘土細工、歌などがある。これらの活動は、空想、想像、創造

と直接にかかわる。 

まず、自由遊びについて説明する。グルネリウスによれば、シュタイナーは、「子供自

身の力にゆだね」、「子供は遊びながら、周囲の対象にむかって、どれが自分の遊びにか

なっているかをあれこれためそうとする」のであり、「子供はそのようにして自分自身の

意志を遊びの中で活発に働かせ」ると述べている20。つまり、子どもたちは、自分でやっ

てみたい遊びをする。そして、自由遊びを通して、丈夫な体をつくり、意志の力を育む

のである。さらに、様々な体験をし、経験を積み重ねていく。 

自由遊びは、天候や季節に応じた屋外や園内での自由遊びがある。園庭や保育室の中

には、様々な遊び道具がある。グルネリウスは、「これらが園児たちの自由にゆだねられ

ます。誰にも強制されずに子供たちはそれらの遊び遊具のところへ行き、そのなかから

好きなものと取りだして、勝手に遊びはじめます」と説明している。例えば、織物をす

る時に、見本を渡さないで、子どもの独自な創造性に委ねることもあるとグルネリウス

は述べている21。 

次に散歩について説明する。散歩は、全員で一緒に行う活動である。子どもの力を試

させるものであり、安全な場所では自由に活動させる。子どもたちの歩き方は、大人と

異なり、脚を交互に出して一歩一歩進むのではない。グルネリウスは、「彼らは、跳んだ

り、走ったりして、その力をためしたいのです。だから交通の危険のないところでは、

できるだけそれを許してやるべきです」と述べている22。そのように、子どもたちが自ら

の力を試すことで、自分の力を知り、自分ができることを確認していく。 
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オイリュトミーは、グループ全体の活動である。幼児期のオイリュトミーは、身体で

線を作るフォルメン線描である。そして、基本的な図形を描いくことを通して、子ども

の運動感覚、均衡感覚という基本的な内部感覚を育む運動芸術だと言われている23。それ

に基づいて、グルネリウスは、「オイリュトミーは自由に自然な仕方で運動する喜びを発

達させ、子供のファンタジーをもっとも美しく刺激する可能性を持っているのです。童

話からとられた情景も、詩的＝音楽的に単純ながらリズミカルな仕方でオイリュトミー

によって表現されます」と指摘している24。子どもは、オイリュトミーによってリズミカ

ルに身体表現を行う。そこで、子どもがいろいろなことを想像したり、感じたりするの

である。身体的な表現を通して、感情が表れるのである。 

 以上は、よく体を動かす活動であるが、芸術的な活動もある。お絵かき、粘土細工、

歌唱という活動がある。シュタイナーは、「芸術の練習が繰り返しの上に成り立っており、

芸術の繰り返しが喜びを与えてくれるから、芸術は意志の育成に特別に大きな効果があ

る」と述べている25。つまり、意志と芸術とには、強い関連性がある。お絵かきは、グル

ープ全体による集団活動であり、黄、青、赤の三原色の原料の水彩を使って、太い筆で

紙面に塗り、画面にひろがる色彩を体験する。シュタイナーは、「色調に対する感覚を目

覚めさせることも、教育にとって不可欠」であると指摘している26。グルネリウスは、「紙

の上の色は、生まれては消えていく変化のなかに現れます。そのようにお絵かきは、ひ

とつの内的な体験であると同時に、周囲の事物を感覚的に理解するための鍵にもなる」

と捉えている 27。保育者は、この場合、子どもの手本としての役割がある。お絵描きの

時間では、保育者は、全員の子どもたちが「登園するまでお絵かき」をして見せる。そ

の「保育者の周りに子どもたちが集まって、しばらくの間は静かに見て」いる。自然に

子どもたちが描きたいという意欲が高まっていってお絵かきが始まると、グルネリウス

は説明している28。つまり、それらの活動は、子どもの意欲と保育者の手本によって展開

されるのである。粘土細工の活動でも、同じことを指摘することができる。 

 さらに、集団活動には歌唱がある。シュタイナーは、「音楽がエーテル体にリズムを通

して働きかけるとき、それによって人は、すべての事物の中に潜んでいるリズムをも感

じ取る能力を獲得する」と言われている29。歌唱は、リズムと繰り返しと強く関わってい

る。 

以上のようにシュタイナー幼稚園では、様々な芸術活動と集団活動を行う。シュタイ

ナーは、「芸術は、造形芸術も文芸や音楽芸術も、子どもの本性を育てる上で非常に大切

なのです」と述べている30。これらの活動を通して、丈夫な体をつくり、子どもの本性や

意志の力を培おうとしているのである。シュタイナーは幼児教育において、「子どもの遊

びを美的要素で満たすことを目指していた。シュタイナーは子どもの想像力の育成を考

えた」のである31。 

 

２．レッジョ・エミリアの幼児教育と創造性 

（１）レッジョ・エミリアの教育理念 

1945 年、ファシズムによる独裁と第 2 次世界大戦が最後を迎えた。その後、イタリア

の君主制度が廃止され、国民投票の結果、共和国に移行した。新しいより公正な世界の

創造を求めて、レッジョ・エミリア市の人々は、力を合わせて、子どもたちのために、

学校を建てようとしたのである。ヴィラ・チェック地区の母親たちは、解放が達成され

たその数日後には、廃墟から集めたレンガや建材を使って子どもたちの幼児学校の建設

にとりかかった。その時代の有名な団体であったイタリア女性連合（the Union of Italian 

Women:UDI）が力を合わせ、率先して想像力を出し合って幼児学校が創られ、1967 年ま

で続いた。 
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ローリス・マラグッツィの教育思想は、多様な理論の総合であり、様々な哲学者や教

育者などに影響されている。レッジョ・エミリア幼児学校は、マラグッツィの貢献によ

って独特な理念を形成していった。レッジョの教育理念は、マラグッツィの「子どもた

ちの 100 の言葉」という詩が根底になっている。また、デューイ、ヴィゴツキー、ピア

ジェなどの思想を幼児学校の理念に取り入れ、理論と実践を往還しながら前進している。 

レッジョ・エミリア幼児教育が他の幼児教育と異なるところは、いくつかある。それ

は、レッジョ・エミリア幼児教育のアート教育、プロジェクト、ドキュメンテーション、

人々の権利と共同体の思想についてである。これらは、子どもたちの創造性を育むこと

と直接的に関わり、強く関連している。 

（２）レッジョ・エミリア幼児教育の環境 

レッジョ・エミリアの幼児教育は、シュタイナーの幼児教育と同じく、環境を重視し

ている。レッジョ・エミリアの教育者によると、環境は、「第三の教育者」と位置付けら

れている。 

また、レッジョ・エミリアでは、シュタイナー教育と同様に、創造性と直接的かかわ

る「物的な環境」と「人的な環境」が重視されている。レッジョ・エミリアの場合は、

この２つの環境は、子どもの創造性と強く関連している。 

まず、「人的な環境」というのは、ペダゴジスタとアトリエリスタのことである。佐藤

学は、「各幼児学校と乳児保育所には『ペダゴジスタ』（教育学者）と呼ばれる教育主事

と『アトリエリスタ』（芸術家）と呼ばれる芸術教師が配置され、創造性の教育において

中核的役割を果たしている」と述べている32。レッジョ・エミリア市の乳幼児学校と幼児

学校には、ペダゴジスタとアトリエリスタが配属された。ペダゴジスタやアトリエリス

タは、子どもたちの創造性を引き出すように指導や支援をする役割を果たす。 

ペダゴジスタは、学校全体の運営と教師たちの専門性を高めるために力を注いでいる。

子どもたちと直接にかかわるのは、アトリエリスタである。アトリエリスタは、子ども

たちの創造性を発揮するために、造形表現の方法を助言したり、指導をしたりする。プ

ロジェクトを共に進め、子どもたちにとって必要そうな新しい素材を事前に用意するこ

とも１つの役割である。さらに、子どもたちは、周りの仲間の作品ややり方などを見た

り、かかわったりする機会があるからこそ、互いに影響し合い、無意識の中で、吸収す

る可能性がある。その経験をきっかけに、子どもたちの創造性は、より一層拡大してい

くと考えられる。 

次に、レッジョ・エミリアの幼児学校の「物的な環境」である。この環境は、レッジ

ョ・エミリア幼児教育の特徴であり、創造性と不可分で、非常に重要なところである。

つまり、アトリエという部屋である。アトリエには、様々な色や形の素材、豊富な材料

を備えている。 

レッジョ・エミリア幼児学校の教室内には、人工的な素材がたくさん用意されている。

教室は、光が溢れている。光は、自然光だけでなく、人工光もある。それは、いくつか

のガラスと鏡があり、部屋と部屋の仕切りは、透明な壁もある。レッジョ・チルドレン

は、幼児学校では、「光の景観を構成する」ということを重視していると指摘している33。

人工光としてでは、OHP（オーバーヘッドプロジェクター）、スライド、ライトテーブル、

ビデオ、コンピューター画面、懐中電灯などを用意している。これらは、多用であり、

研究発表やプレゼンテーションの際に用いられる。マラグッツィは、幼児に対する光に

ついての教え方を究明する必要があると述べている。「光は、きわめて広範的な感覚的、

知覚的相互作用を引き出す」とチルドレンは言われている34。マラグッツィにとっては、

光とかかわる影も教育上の大きなテーマとして幼児教育に取り入れている。また、人工
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的なものとして、カメラ、テープレコーダー、スライド投影、タイプライタ、ビデオカ

メラ、コンピューター、コピー機、楽器、洋服、布、ゴム、紙、プラスチック、鉄、ボト

ル、糸、ボタンなどがある。教室内は、100 種類以上にもわたる自然物を置いている。木

の枝、石、貝、葉、羊毛などの自然物がある。子どもたちは、豊富な素材を利用して、

様々な経験をすることができる。ヴィゴツキーは、「想像力による創造活動は、人間の過

去経験がどれだけ豊富で多様であるかに直接依存している」と述べている35。この時期は、

経験を通して、子どもたちの創造性を育む環境を与えている。 

教室の壁も十分に利用して、子どもたちの作品を飾っている。サイズの大きい壁画は、

子どもたちの作品であり、展示されている。子どもたちの作品を飾るために、壁は、作

品の背景になる。そのため、教室内の色は、「彩度の低い色か単色」を使用するとチルド

レンは指摘している36。天井は、色彩よりも光で調節され、場合によっては、布のような

素材のベールで覆う場合がある。床や壁という空間の占める多い部分は、アクセントと

して機能する色もある。子どもたちが学ぶ空間は、色を限定せず、色が豊かで、多数使

うことである。 

学校の環境は、教育的な機能を果たすため、空間の色を考慮している。また、多様な

素材が存在し、人工物、自然物、耐性の低い・高いもの、透明や不透明なもの、重い・

軽いもの、動けるものと動けないものを用意している。子どもたちは、これらの素材と

触れて、その性質を知り、五感、感受性、表現力などを育てている。そして、自分の考

えや手で、新たなものを創り出している。子どもたちは、様々な創造的な体験を通して、

個性や可能性を最大限に引き出している。 

（３）レッジョ・エミリア幼児教育のプロジェクト活動 

レッジョ・エミリア幼児教育におけるカリキュラムは、日本の公立学校のカリキュラ

ムとは異なっている。レッジョ・エミリア幼児教育のカリキュラムは、あらかじめ設定

されたものではない。レッジョ・エミリア幼児教育のカリキュラムについて、Ｊ．ヘン

ドリックは、「保育者たちは大まかな目標を示し、活動や企画がどちらの方向へ進むかを

推測し、適切な準備をします。そして、子どもたちの活動を観察した後、自分たちの観

察結果を比較し合い、いっしょに検討し、解釈して、子どもたちの探求と学びにおいて

彼らに何を与え、どのように支えていくか、子どもたちと共有することを選択します。

実際、個々の活動あるいは企画の経過の中でカリキュラムが出現し、保育者たちや子ど

もたちとの絶え間ない対話を通じて柔軟に調整されます」と述べている37。レッジョ・エ

ミリア幼児教育のカリキュラムは、月ごとや年間ごとに、事前に細かく決め、それに沿

って、教師がリードして、子どもと共に、一歩一歩進んでいくのではない。レッジョ・

エミリア幼児教育の場合は、保育者が大まかな目標を決めて、子どもの実態を考え、保

育者たちと一緒に検討し、子どもたちとコミュニケーションをとりながら決めていく。

カリキュラムについて、秋田喜代美は、「子どもの活動の流れに応じて形作られていくカ

リキュラムは創発するカリキュラム（emergent curriculum）と呼ばれるカリキュラム編成

法である」と言われている38。子どもと保育者と一緒に主題を決めて、活動を進めながら

カリキュラムが形成されていく。 

レッジョ・エミリア幼児教育のカリキュラムの中で、プロジェクトは重要な活動時間

の単位である。３歳からの３年間のプロジェクト経験の積み重ねがカリキュラムを作っ

ていく。1 つのプロジェクトは、数日から数カ月にわたる。プロジェクトについて、ヘン

ドリックは、子どもたちが「グループで討議すること、発想や経験を再検討することは、

よりよい理解と学びを得る最善の方法であるという強い信念に基づいています」と捉え

ている39。レッジョ・エミリア幼児教育のプロジェクトは、教育者たちと子どもたちとと
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もに、共同創造で作り上げるものである。その中で、創造的なコミュニケーションを通

して、教育者と子どもたちの考え、意見などをまとめる。 

レッジョ・エミリア幼児教育のプロジェクトは様々な主題がある。秋田は、「木、水、

光と影、身体、命、街、群衆など、どの地域のどの子の日常生活の中にもある事物への

哲学的主題によってプロジェクトが構成されている点は特徴的である」と説明している。

また、秋田は、「プロジェクトを通して、子どもたちは 2 つの時間世界を体験する。『現

在』の時間とそこから解き放たれた『非現在』の世界、『ファンタジー世界』の時間経験

である。2 つの時間を往来する中にアートが生まれる。プロジェクトの中には、共感覚を

生みだすようなイメージの心理的解体や変形と組み立ての経験が織り込まれている」と

述べている40。このように、様々な主題によって、プロジェクトの経験をし、子どもたち

の創造性を育成するのである。 

（４）シュタイナーとレッジョ・エミリアの創造性教育の比較 

シュタイナー教育は、子どもの自由な意志に向けた創造性を育もうとする。子どもは

自分の意志によって、内面の解放、内面の自由から主体形成を求めている。シュタイナ

ー教育は、12 年一貫性であり、7 年期ごとの周期を基に、カリキュラムを構成している。

教師や子どもは、そのカリキュラムを基に毎日同じリズムで生活している。幼児期は、

第Ⅰ・７年期を基に、活動を展開している。子どもの個人としての形成を中心としてい

る。活動中や授業中は、保護者や地域の人々の参加は、できない。さらに、人工的なも

のに対して、批判的な態度である。たとえば、遊具は、自然物がほとんどである。活動

は、芸術と関わる活動を取り入れ、子どもの内面を育んでいる。また、活動の中で、子

どもの模倣的な創造性と内的な創造性を引き出している。シュタイナー教育は、子ども

が「自由な自己決定」を行うことができる「人間」となるためであり、幼児期の教育は

そのベースになる。 

それに対して、レッジョ・エミリア教育は、乳幼児期と幼児期だけ行う教育である。

個人の形成と集団の形成とを重視している。カリキュラムはないが、子どもたちと教師

と共に創って、最後に形成していく。活動中も保護者や地域の人々が常に参加できる。

子どもたちが使う素材は、非常に豊富であり、自然界のものと人工物も取り入れ、電子

機器なども使わせている。子どもは、活動を通して、協働関係の中で、アートの経験を

繰り返して体験し、人間性と創造性を育んでいる。さらに、豊かな素材と触れることを

通して、知恵を発見し、共同的な学びができる。つまり、内面的な形成と共同体の中で

一人であるという共同体形成を求めている。公共圏の中で、子どもや教師、保護者や地

域の人々も創造者であり、学校も地域も共同創造体である。 

 

おわりに 

本稿において、これまで見てきた通り、シュタイナー幼児教育論は、人智学の観点か

ら、子どもの本性を重視し、模倣を手段として、活動の中で、意志を育み、子どもたち

の想像力や創造性を育む特徴を持っている。それとは異なり、レッジョ・エミリア幼児

教育論は、豊富な素材を取り入れ、創造的なプロジェクトを通して、子どもたちの創造

性や可能性を引き出すという特徴を持っている。今日の日本や中国の幼児教育では、子

どもの創造性を高めることや引き出すことについて、どのような素材や遊具を用い、ど

のような活動を準備していくのか、教師自身もまた創造的であるためにはどのような教

育を必要とするのか、といった様々な課題が浮上している。シュタイナーとレッジョ・

エミリアの幼児教育の理念と実践は、子どもたちの創造性を育む活動と環境づくりを考

えていく上で、子どもの内面を重視し、豊かな素材を使い、活動と結びつけ、子どもの

創造性を育むという重要な論点を形成するものであり、これからの日本と中国における
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創造性教育の発展にとって貴重な示唆を与えるものであると言えよう。 
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