
５月 ２月 ５月 ２月 ５月 ２月 ５月 ２月 ５月 ２月 ５月 ２月 ５月 ２月

306 300 609 625 725 722 229 223 234 234 689 688 212 210

11 11 23 24 30 30 11 11 8 8 31 31 10 10

212 211 366 384 635 630 197 191 162 163 598 609 199 197

10 10 14 14 9 9 3 3 9 9 9 9 1 1

94 89 243 241 90 92 32 32 71 71 91 79 13 13

21 21 37 38 39 39 14 14 17 17 40 40 11 11

単年齢クラスの数

先生のクラスの４歳児児童数

異年齢合同クラスの数

先生のクラスの４歳児児童数

４歳児児童数　　　　　　　

八幡西 戸畑区
施設数[乳児保育所（園）]　　　　　　　 37(1) 11

門司 小倉北 小倉南 若松 八幡東

18 34(3) 38 14 13(1)

1.クラスの子どもたちの全般的な状況

2.「言葉」に関しての項目について、どの程度気になるか

子どもの言葉で気になる実態についての調査

北九州市保育士会 調査部

担当副会長 黒田 玲子

委員長 鈴木 富美子

平成２８年、２９年と実施した「気になる子どもについての実態調査」「虐待についてのアンケート調査」において、

子どもの「言葉」の発達との相関が認められました。また今回の改定「保育所保育指針」でも、「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」の中で「言葉による伝え合い」を就学時の子どもの資質能力として捉える視点が重要視されています。

以上を踏まえ、保育現場における言葉の状況や保育士の意識を探り、今後保育の言語環境や子どもの言葉の育成のあり

方について研究していくため、今年度は「子どもの言葉で気になる実態について」調査を行いました。

対象は、「言葉」のやりとりや会話が成立し話し方の問題が顕著になってくる４歳児にし、できれば来年度も継続調

査・研究していくことを考えています。

結果：子ども同士のトラブル以外の項目

は、平均値が３を超えており、ある

程度安心して一日の生活を過ご

している。

考察：年度当初から、子どもは保育所

（園）生活を安心して楽しんで送っ

ていることが読み取れる。2月に

「子ども同士のトラブル」が上昇し

ているのは、子どもが言葉での意

思表示したり、やりとりが活発に

なってきたりしていることがうかが

える。

《他に気になる点》

・友達との関わりの中で、言葉よりも先に手が出てしまいトラブルになることもある

・言葉の発音や舌の使い方が十分でないことがあり気になる

・女児より男児のほうが、言葉の発音など遅いような気がする

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

子ども同士のトラブルは多い

保育士等に話をしようとする意欲は高い

保育士等の話を聞こうとする意欲は高い

楽しんで一日の生活を過ごしている

安心して一日の生活を送っている

５月

２月

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

絵本に興味を示さない

友だちとの会話が続かない

奇声を発する

言葉による指示が理解できない

会話の中で助詞や接続詞を使わない

見たり聞いたりしたことを言葉で説明できない

自分の気持ちや欲求を伝えられない

語彙が少ない

話の内容が理解できない

乱暴な言葉を使う

現在・過去・未来の時間を表す言葉が使えない

否定的な言葉をよく使う

話を聞く態度がよくない

話を最後まで聞くことができない

声の大きさが調節できない

相手や場に応じた話ができない

しゃべりすぎる

５月

２月

結果：１回目の調査より、 どの項目も平均

値が2.5をほぼ超えておらず、言葉

で気になる状況としてはいずれも大

きな課題としてあがって来なかった。

「絵本に興味を示さない」が少ない

のは、保育所（園）での活用が多い

ためと考えられる。※問９結を参照

考察：５月調査でどの項目も数値が高くな

かったのは、 ４歳という発達年齢を

考えると妥当な数字と思われる。

「話の内容が理解できない」は年度

初めの調査で、月令の差が大きい時

時期だからではないか。

全体に５月より２月の方が「気になり度

」は下がっており、４歳期の言語面の

成長が感じられた。しかし上位３項目

は変化がなく、５歳で成長するものか、

継続調査が待たれる結果となった。

また、「話を聞く態度がよくない」「声

の大きさが調節できない」などは、今

後子ども達がスキルとして身に付け

ていくものであろう。

家庭の影響として気にしなくてはいけ

ないのが、「乱暴な言葉を使う」「否

定的な言葉をよく使う」などではない

だろうか。



6.言葉を通した子どもの関わり方について、どの程度意識して関わっているか

3.言語面で豊かに育っている子どもの状況

4.言語面の豊かな育ちに影響しているものは

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

声の大きさが調整できる

自己制御が可能

相手や場に応じた言葉の使い分けができる

相手の気持ちを理解しようとする

現在・過去・未来の時間を表す言葉が使う

順序立てて話そうとする

言葉遊びを楽しむ

人の話をある程度長く聞くことができる

質問をよくする

語彙が豊富

会話を通して人と関わろうとする

自分の経験や考えを言う、話す

生活や遊びに必要な言葉を使おうとする

園長・主任 保育士

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

その他

メディアとの関わりが適切

保育所（園）で言葉に関わる遊びによく参加

友だち関係がよい

園で肯定的な受け答えを意識している

家族以外の関わりが豊富

家族関係がよい

きょうだいの影響

家庭で肯定的な関わりをされている

絵本が大好きで読んでもらっている

家庭で丁寧な説明や受け答えをされている

乳児の頃から家庭での経験が豊かで言葉がけも多い

身近な人に自分の話を楽しんで聞いてもらっている

園長・主任 保育士

⑬その他（保育士等）

・語彙は豊富だが自己肯定感や自己制御は反比例

・一方的に話すことが多く、聞いてほしい

・メディアとの関わりが多く、言葉が盛ん。

・家族の関わりが希薄

⑬その他（所（園）長・主任）

・豊かな体験を重ねている ・本来持っている能力

・多くの大人に囲まれている

結果：園長(主任)・保育士共もに、子どもの言語面の豊かな育

ちには身近な環境が大切だと考えているが、一方で言語

発達の基盤は家庭であると認識している。保育士に家庭

の影響を強く捉える傾向があり、園長(主任)は園や家庭両

方の肯定的関わりや絵本の影響など幅広く捉えていた。

考察：「友だち関係がよい」「保育所(園)で言葉に関わる遊びに

よく参加」「園で肯定的な関わりを意識している」などは

保育所でできることだが、数値が低いため保育士の意

識改革が必要ではないか

5.言葉を通した関わり方で、どの程度悩むことがあるか

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

子どもを認めたり、ほめたりする言葉がけを…

言葉をかける回数が少ない

言葉遣いが乱暴になってしまうことがある

子どもの言葉や話を受容的・共感的に聞く

TPOに合わせた言葉遣いや話し方ができない

声量のコントロールができない時がある

子どもの言葉や話に耳を傾けてじっくり聞く

正しい文法での会話が難しい

子どもや場面に応じて適切に応答する言葉が…

言葉をかけ過ぎてしまう

言葉がけの語彙が乏しい

否定的な対応になっていることがある

子どもの発達や特性に応じた言葉がけができ…

指示語・禁止語が多くなってしまう

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付ける

体験を通じてイメージや言葉を豊かになっていく

友達の言葉に興味・関心をもち～聞いたり、話し…

したり、見たり、聞いたり～したことを自分なり…

人の話を注意して聞き、相手に分かるように話す…

生活の中で必要な言葉が分かり、使うことが

したいこと、してほしいことを言葉で表現した…

絵本や物語に親しみ、興味をもって聞き、想像を…

保育士の言葉に興味・関心をもち～聞いたり、話…

親しみをもって日常の挨拶をすることが

7.「言葉」の発達に関して実践している中で、大切にしていること

《他に気になる点》（保育士）

・言葉は豊富で保育士相手に会話は楽しめても、友達

関係が築けない子どもたちもいて、気になる

・一つ一つの言葉をはっきり言っている

・早くつたえようとして早口になる

《他に気になる点》

・一日を通して一人一人との会話の回数に差があり、平等

に話ができていない

・時間に追われ余裕がなくなってしまう

・遊ぶ上で簡単なルールを決めているが、それらができて

いないときに「ダメだよ」など否定的な言葉を使ってしまう

時があり反省している

《他に気になる点》

・お手伝いなど子どもが自発的にしようとするよりも、

保育士が要求することが多くなっていないか

・標準語で話すことを意識しているが、つい方言が出て

しまう

《他に気になる点》（所（園）長・主任）

・話の途中で、自分の考えや意見を言おうとする

結果：この問いは、４歳児の言葉の豊かさを保育士等がどう捉え

ているかが分かる。園長(主任)・保育士ともに、多い項目の

順番はほぼ同じであるが、担任保育士は人との関わりを意識

した項目を言葉の豊かさと捉えている。

考察：平均を比べると担任保育士よりも、園長（主任）の方が子ど

もの言語面の豊かさを広く捉えている。

結果：『指示語・禁止語が多くなってしまう』（2.7）等、全体的に

平均点が3以下であり、全ての項目において点数が低い。

考察：現段階では、あまり悩んでいない状況が推測される。

保育士の言葉かけや関わりが課題である。

結果：どの項目においても平均点を超え、保育士が意識

して関わっていることがうかがえるが、下ふたつの項

目への関わり方は平均点以下で、保育士の意識とし

てはどちらかといえば低い。

考察：子どものイメージが膨らむような保育士の言葉かけ

や表現力が求められている。



7.「言葉」の発達に関して実践している中で、大切にしていること

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

その他

言葉に関する保育環境を整える

子どものモデルになるように文法に気を付けて話す

言葉遊びの中で様々な言葉に触れる機会をもつ

表情豊かに話す

声の大きさやトーン・速さ・間に気を付ける

肯定的な言葉を使う

子どもの言いたいことを言葉に置き換えたり気持ちを…

話を聞きやすい環境設定になるように工夫

年齢や発達、個人差を考慮した言葉がけをする

意図的に質問したり待ったりして対話ができるように…

感謝や思いやりの気持ちを言葉で表す

子どもとたくさん話す

子どもの話をよく聞く

分かりやすい言葉で簡潔に話をする

子どもの言葉に共感し、気持ちを受容

8.「言葉」を豊かにするために、保育所（園）・保育士に求められているものは

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

専門機関・専門職によるサポートを利用する

その他

子どもがより長い文章で答えられるような質問をする

「言葉」に関する研修会に参加する

助詞・接続詞・形容詞などを意識して話す

人的環境への配慮

場に応じた言葉を使う

子どもが人前で発表できるような機会を多くもつ

言葉に関する保育環境を整える

肯定的に応答する

質問や感想を伝えることで子どもの中にある考えを言葉にして…

感情的な言葉で終わらず理由を言葉にして返す

子どもの発達を理解し子どもに応じた働きかけをする

子ども同士で言葉のやりとりができるように仲立ちする

会話を通して人との関係を豊かにする

子どもの言葉に共感し言葉にして返す

子どもの気持ちを受容し言葉にして返す

園長・主任 保育士

結果：言葉の発達を実践する中で、保育士が大切

にしていることは、「共感、受容」「簡潔に話を

する」「子どもの話をよく聞く」「子どもとよく話す」

である。

考察：上位の項目は保育士が意識してできているこ

となので、新任保育士などは押さえておくべき項

目といえよう。

9.絵本の読み聞かせについて

0 50 100 150 200

ほとんどない

週１～２回程度

週３～４回程度

基本的に毎日

結果：「基本的に毎日」が16１園「週3～4回程度」が12園、

「週1回～2回」が１園であり、ほとんどないと回答した

保育所はなかった。

10.絵本の保育環境

0 50 100 150 200

場や環境がある

とくに設けてない

保育室の中に子どもが手に取ることができる環境

0 1 2 3 4

表紙が見えるように

季節や発達に応じた絵本選び

絵本棚の絵本はいつも整理

絵本棚や絵本コーナーでの絵本の置き方

結果：９８％の保育所（園）で子どもが

絵本を手に取ることができる環境

を設けている。

結果：季節や発達に応じた絵本を意

識して置いている。

⑰その他（保育士）

・日常生活の中で伝え合う喜びを
味合わせ、言葉の感覚を豊かにし、自己

表現力をつける

結果：園長(主任)が大切に思っていることは、「子どもの気

持ちを受容し、言葉にして返す」40.4％ 「子どもの

言葉に共感し、言葉にして返す」 29.4％ 「子どもの

発達を理解し、子どもに応じた働きかけをする」22.3％

であった。

4歳児担当保育士では「子どもの気持ちを受容し、言

葉にして返す」 30.1％ 「子どもの言葉に共感し、言

葉にして返す」27.4％ 「会話を通して人との関係を

豊かにする」19.0％ であった。

考察：園長(主任)、保育士ともに、「子どもの気持ちを受

容したり、子どもの言葉に共感し、言葉にして返すが

大切であると考えている。

園長(主任)では、子どもの発達の理解と個別支援の

大切さを重視していることがあげられ、4歳児担当保

育士では会話を通して子ども同士の関係をつない

でいこうとしている姿勢が現われている。

⑰その他（園長・主任）

・楽しい遊びを経験する

考察：保育所では「絵本の読み聞かせ」を大切にしており、

子どもが日常的に絵本に親しむ機会があることが明ら

かになった。問２「絵本に興味を示さない」の項目の

低さはここに相関していると考えられる。



4歳児クラス担任
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結果：4歳児クラスの担任経験年数は、7年以上15年未満が65人で最も多く、

7年以上の保育士が175人中、124人と7割以上を超えている。

4歳児クラスの担任は、経験豊富な保育士が多い。

12.園での年間絵本購入について

16

60

42

48

絵本年間購入数

０～１０冊（１学年１～２冊）

１０～３０冊（１学年３～５冊）

３０～６０冊（１学年５～１０冊）

６０冊以上（１学年１０冊以上）

62

94

10

絵本購入予算の計画について

一定の額を絵本購入予算としている

予算化していないが、必要に応じて一定の額を

その他

結果：多くの保育所（園）は、絵本購入に予算をとっ

おり、年間３０冊まで、６０冊まで、６０冊以上と一

定の絵本購入をしている。。

考察：ほとんどの園が、毎年一定以上の絵本購入を

しており、絵本が子どもの言語発達に必要であ

り、保育に不可欠であることを認識していると考

えられる。

11.保育者の「言葉」「関わり方」に関して、どの程度気になるか

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

言葉をかける回数が少ない

受容的・共感的な言葉や関わりが少ない

言葉遣いが乱暴に感じる

否定的な対応が多い

人や場に応じた言葉遣いができない

子どもの発達・特性に応じた言葉がけができない

声量のコントロールができない

言葉がけの語彙が乏しい

正しい文法での会話になっていない

言葉をかけ過ぎてしまう

指示語・禁止語が多い

結果：「指示語・禁止語が多い」「言葉をかけ過ぎ

てしまう」「正しい文法での会話になっていな

い」が、保育者の関わり方で気になることの

上位を占める。

考察：点数的にはどの項目も、気になる3点、とて

も気になる4点までは行っていないので、

自分の関わり方についてはそれほど気にし

ていないのではと考えられる。

ウ：その他

・一定の額を予算化していないが、

必要に応じて購入（３園）

・内容をみて、その都度買っている（４園）

・保護者に買ってもらっている

・園の蔵書が3,000冊以上あり、絶版になった本も多々ある

言語面で豊かに育っている子どもの状況

8%

22%

37%

27%

6%

経験年数

～３年未満

３年以上７年未満

７年以上１５年未満

１５年以上

３０年以上



経験　順番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
気持ち理

解(2.82)

時間言葉

(2.82)

関わろう

(3.63)

必要な言

葉(3.54)

語彙豊富

(3.22)

質問よく

する

(3.20)

長く聞く

(3.13)

言葉遊び

(3.10)

時間言葉

(3.01)

気持ち理

解(2.98)

使い分け

(2.95)

自己制御

(2.92)

順序立て

(2.68)

声の大き

さ(2.63)

考え話す

(2.33)

時間言葉

(2.80)

使い分け

(2.80)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0人の項目

表情豊か

(2.25)

質問対話

(1.50)

文法モデ

ル(1.0)

発達考慮

(2.25)

声に注意

(1.50)

言葉機会

(1.0)

置換・代

弁(1.81)

文法モデ

ル(1.0)

肯定言葉

(1.81)

言葉機会

(1.0)

聞く環境

(1.5)

声に注意

(1.5)

自己制御

(2.57)

順序立て

(2.84)

必要な言

葉(3.45)

質問をよ

くする

(3.22)

語彙豊富

(3.17)

考え話す

（2.10）

関わろう

(1.54)

考え話す

(3.35)

必要な言

葉(3.33)

関わろう

(3.27)

語彙豊富

(3.13)

言葉あそ

び(3.03)

質問よく

する

(3.01)

順序立て

(2.98)

長く聞く

(2.94)

自己制御

(2.70)

声の大き

さ(2.62)

言葉あそ

び(3.12)

長く聞く

(3.0)

使い分け

(2.68)

気持ち理

解(2.82)

よく聞く

(2.52)

多く話す

(2.38)

聞く環境

(2.33)

簡潔話す

(2.26)

共感・受

容(2.0)

感謝言葉

(1.76)

置換・代

弁(1.58)

肯定言葉

(1.25)

保育環境

その他

声の大き

さ

（2.50）

聞く環境

(2.37)

多く話す

(2.33)

よく聞く

(2.31)

発達・考

慮(2.15)

発達・考

慮(1.90)

感謝言葉

(1.75)

置換・代

弁(1.71)

肯定言葉

(1.7)

質問対話

(1.69)

共感・受

容(2.06)

簡潔話す

(2.04)

感謝言葉

(1.84)

声に注意

(1.72)

表情豊か

(1.50)

表情豊か

質問対話

(1.45)

保育環境

その他

文法モデ

ル(3.0)

よく聞く

(2.54)

共感・受

容(2.37)

多く話す

(2.35)

簡潔話す

(2.0)

言葉機会

(1.4)

保育環境

(1.0)

その他

(1.0)

言語面で豊かに育っている子どもの状況を保育士はどう捉えているか、保育士の経験年数によって捉え方に違いがあるか調べた。
〈結果〉

・「生活や遊びに必要な言葉を使おうとする（必要な言葉）」「語彙が豊富である（語彙豊富）」「ことば遊びを楽しむ(ことば遊び)」は、保育士の経験年数に

かかわらず言語が豊かな子どもの姿として捉えられている。

・「質問をよくする（質問よくする）」は、経験7年未満の保育士では２番目に高いが、経験年数が長くなるにつれ４番目・６番目と下がる。

・「人の話をある程度長く聞くことができる（長く聞く）」も、経験年数１５年未満の保育士では５番目だが、１５年以上では８番目と経験が長い保育士では低い。

・「会話を通して関わろうとする(関わろう)」姿は7年未満の保育士では最も低いが、7年以上の保育士では1番目・３番目と高く評価している。

・「自分の経験や考えを言う、話す(考え話す)」は、経験年数15年までの保育士では低いが、15年以上の保育士ではトップだった。

・「自己制御が可能(自己制御)」「声の大きさが調整できる(声の大きさ)」は、保育士の経験年数にかかわらず重視されていない。

〈考察〉

保育士の経験の長短にかかわらず、「必要な言葉」「語彙豊富」「質問よくする」「ことば遊び」は、言語豊富な子どもの状況として捉えられている。

経験が短い保育士では、「質問をよくする」「語彙豊富」「長く聞く」など目に見える子どもの姿が言語面で豊かに育っている子どもの姿として捉え

られている のに対し、経験が長い保育士では、「関わろう」や「考え話す」など言葉を介在して人と関わろうとする姿が重視されており、Ｑ４Ｑ８で

園長（主任）が関わりを重視していることと相関する。

「自己制御」や「声の大きさ」が保育士全般に評価が低いが、そのことと問い２で言葉で子どもの気になる状況として「しゃべりすぎる」「声の大きさ

が調整できない」などが上位に上がっていることとは関連があるか今後検討課題である。

7
～
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年
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年
以
上

7
年
未
満

7
年
未
満

7
～
15
年

15
年
以
上

「言葉」の発達に関し実践する中で、保育士が大切にしていることについて、その経験年数によって違いがあるか調べた。
〈結果〉

・「子どもの話をよく聞く（よく聞く）」「子どもとたくさん話す（多く話す）」「分かりやすい言葉で簡潔に話す(簡潔話す)」「子どもの言葉に共感し、気持ちを受容

する（共感･受容）」「年齢や発達、個人差を考慮した言葉がけをする（発達・考慮）」は、保育士の経験年数にかかわらず誰もが実践していた。

・「感謝や思いやりの言葉を言葉で表す(感謝言葉)」「子どもの言いたいことを言葉に置き換えたり、気持ちを代弁したりする(置換･代弁)」も、上位ではない

がどの保育士も実践している。

・「表情豊かに話す（表情豊か）」は、経験7年未満の保育士では5番目と上位だが、経験年数が長くなるにつれ１０番目・最下位と下がる。

・「子どもの言葉に共感し、気持ちを受容する（共感･受容）」はどの保育士も実践しているが、経験年数が上がるにつれ上位に上がり大切にしていることが

伺える。

・「子どものモデルになるように文法に気をつけて話す(文法モデル)」は、15年未満までの保育士では最も低い方だが、15年以上の保育士ではトップである。

・「話を聞きやすい環境設定になるよう工夫する（聞く環境)」は15年未満の保育士ではトップ・3番目と上位だが、15年以上の保育士では11番目と低位。

・「言葉遊びの中で様々な言葉に触れる機会を持つ(言葉機会)」や「言葉に関する保育の環境を整える(保育環境)」は、どの保育士においても低かった。

〈考察〉

保育士の経験の長短にかかわらず、「よく聞く」「多く話す」「簡潔話す」「共感･受容」は、言葉の発達に関して大切に考え実践していた。経験が短い保育

士では「表情豊か」が重要だと考えていたが、経験が長くなるにつれ下がり、15年以上の経験ある保育士ではそう思う人は全くいなかった。これは軽視し

ていることではなく、３つ選ぶ選択肢の中に入らなかったということであろう。

逆に 「文法モデル」は経験１５年未満の保育士では最も重要度が低かったが、経験１５年以上の保育士では最も重要度が高く、「共感･受容」とも併せ経

験の長い保育士の方が子どもとの意識的な関わりが大切だと考えている。経験年数の短い人ほど「よく聞く」ことや「簡潔に話す」「表情豊か」に話すことな

ど、保育士が意識しやすくすぐに取り組めることが実践されている

「言葉遊びの中で様々な言葉に触れる機会を持つ(言葉機会)」や「言葉に関する保育の環境を整える(保育環境)」は保育経験の長短にかかわらずどの

保育士でも余り重要視していないが、これは保育の中で保育士が意識して取り組まないと難しいと思われる。

3.言語面で豊かに育っている子どもの状況

7.「言葉」の発達に関して実践している中で、大切にしていること


