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触覚から始まる幼児造形あそびの実践研究
―超軽量紙粘土を用いた３歳児の事例から―

佐 藤

哲 夫，三 村

友 子，名 塚

裕 子∗

１．はじめに
一般に造形は、素材を用いて，目の前の物や思い描かれた物のイメージを表現することだ
と理解されている。この場合「イメージ」は，視覚イメージであると想定されている。しか
しイメージは，必ずしも視覚イメージに限られない。人間の五感それぞれのイメージが考え
られる。聴覚イメージ，味覚イメージ，嗅覚イメージ，そして触覚イメージなどもある。こ
れらの中で触覚イメージは，最も未分化で分節化困難なイメージである。
「すべすべ」
「ぐに
ゅぐにゅ」といった低次の擬態語で表される身体感覚的なイメージである。触覚は，外部に
ある物と身体としての自己が直接に作用し合うところに発生する，生命の原初的実感とも
言うべきものである。
造形は，物の形やイメージを表現することである以前に，まず，自己の身体である手によ
る物（素材）の探究であり，変形の可能性の追究であると考えられる。本実践研究では，ま
だ，物の形やイメージを表現する以前からの発達段階にある年少組の園児を対象に，超軽量
紙粘土を用いた実践を行い，園児の活動観察とその解釈についての考察を行った。
用意した超軽量紙粘土は，真っ白で，柔らかく非常に延びの良い軽量粘土で，手が汚れる
こともない不思議な感じのする粘土である。これを，まず最初，視覚を遮断した袋の中で与
えて触らせ遊ばせた。そしてその後に，袋から出して自由に粘土あそびをしてもらった。
本研究は，三名が共同して行った。研究と活動のねらいとテーマ，大まかな実践内容は佐
藤が決め，活動案の具体は全員で協議しながら決めた。実施は，年少さくら組の担任である
名塚が行い，佐藤と三村は，観察と写真，ビデオ撮影を行った。また，当日と後日，活動の
振り返りの話合いの場を全員で持ったが，実践の見取りと解釈は，あえて一つにまとめずに，
各自が執筆，それぞれ提示することとした。そして，最後に，３人の考察から分かったこと
を佐藤がまとめた。
２．活動案

さくら組造形あそび活動案
∗

新潟大学附属幼稚園
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新潟大学附属幼稚園
男子 7 名

年少さくら組
①

計 20 名

実践日時
令和４年２月８日（火）

②

女子 13 名

10：30

ねらい
触覚を働かせて超軽量紙粘土の触感を十分に味わい，手を動かしながら，できた形で見
立てあそびをしたり，変形させたりしてつくって楽しむ。

③

用意する物
○超軽量紙粘土「K クレイ」
○「ふしぎなおみせ」の場と「ふしぎな袋」（T シャツ型をした不織布袋。両袖から手
を入れて，手を動かせる。）
○粘土板代わりのシート
○加工道具（穴をあけられる棒，わりばし，へら等）

④ 活動の実際
時間

幼児の動き

反応

教師の働きかけ

留意点

援助
10：25

自分の椅子やお絵描き道具等を用

テーブルを出す。

・「ふしぎなおみ
せ」に袋を４つ用

意し，座る。
10：30

「わー，なんだろう」

「今日の『ふしぎな

意する。

おみせ』で遊ぶ新し

・「ふしぎなおみ

い特別な材料が手に

せ」の不織布袋に

入りました。袋の中

手を入れて中で

で，いっぱい触って

動かす真似をす

みてくださいね。」

る。
・クレイ粘土を

「早く，やりたいね」

見せないように，
10：33

４つの袋の前に座る。

不織布袋が空いた

袋に入れる。

ら，保育者がつぎの

・順番を待つ子

子の名前を呼んで，

はお絵描きをす

順番にやることを知

る。

らせる。
・視覚を用いな
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い粘土遊びを体

「できたよ。見てみよう」
子どもの合図を受け

験後，その粘土を

て，不織布袋から粘

もって自席に戻

土を出す。

る。

「わー。おもしろい

・十分に遊ぶ時

ねー。」

間をとる。

10：50
「ふしぎなおみせ」の袋で触って

子どものつぶやきを

遊んだら，続きは自分の席で今度

認める。

は見ながら粘土遊びをする。
見立てに共感した
り，感じたことを共
有したりする

11：10

「ここに，へらやお

・手と目で十分

箸があるから，遊び

に遊んだのを見

「これは，何だと思う？」
「雪だる

に使ってみたい人は

てから，加工道具

まみたい。」

どうぞ。」

を置き，紹介す

「割り箸を使ってみたいな。」

楽しかった思いを共

る。

「楽しかった。」「またやりたい。」 有し，翌日以降もそ

・個人用ジッパ

の遊びができること

ー付き袋を用意

を知らせる。

する。

３．見取りと考察①（名塚）
このたびの活動は，保育者が年少児と新しい素材が「ふしぎなおみせ」で出会うように計
画した。素材「超軽量紙粘土」は，一人一人の子どもの自発的な活動としての造形遊びを支
え，新しい経験を残していった。その経験を生じさせた「素材との出会い」「活動中の子ど
もの様子と捉え」，「この経験から得られたもの」について考えていきたい。
（１）素材との出会い
年少児は，普段「軽量ウッディ油粘土」を個人使用している。どの子も 1 日 1 回以上，自
分で「やりたいな」と思った時間（登園後に走ったり体を動かしたりした後や，給食後のち
ょっとした時間）に粘土遊びをしている。今回，視覚を遮る「ふしぎなおみせ」で初めてこ
の素材に出会った。最初に触覚を中心に遊び，その後に目の前で素材を見ながら遊ぶので，
幼児には 2 回出会いの場があった。現在使用中の「軽量ウッディ油粘土」の特徴は，茶色く
手の熱で簡単に柔らかくなる。今回の「超軽量紙粘土」は，白くて軽く，弾力があり，引っ
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張ると糸を引くように伸びる。最初に視覚を遮断（手元を不織布袋に入れる）した「ふしぎ
なおみせ」では素材が見えないことや，「粘土」と知らずに触れたためか，感覚を頼りに情
報を探っているようだった。保育者が一緒に袋に手を入れてみると，幼児は手のひらで握っ
たり，指先で押したりするなど扱い方は少し控えめな子が多かった。数分で「できたよ」と
いう子もいれば，中には「まだまだ」と言って 10 分ほど袋の中で触り続け，感触を確かめ
る子もいた。その子らしさの表れた出会い方ができていた。
（２）活動中の子どもの様子と捉え
4 人の幼児の遊びの様子と普段の姿と関連付けて振り返り，この遊びの何をどのように楽
しんだのか捉えたい。
①

A さん

茶色い粘土あそびでは，１個か２個の塊をパンに見立て「いらっしゃいませ」と友達を呼
んだり，友達の作っている粘土の食べ物に「何屋さんですか」と関わったりすることを好む。
その A さんが，指先を使い（写真１），白い粘土を 20 個以上も丸めていた。
「超軽量紙粘土」
の白くてきれいな表面や滑らかな手触りに夢中になって作ったことがうかがえた。作業シ
ートに置かれたお椀にお団子を盛り（写真 2），加工道具の割りばしを添えて保育者に「ど
うぞ」と勧めてくれた。素材と向き合ううちに，ちぎる，丸める等の加工が容易な粘土の特
性に気付き，幼児の生活体験がありのままに表現されたと考える。

写真 1
②

写真 3

写真 2

写真 4

B さん

砂場の砂を盛って，体長１メートル程のワニに似た恐竜を作ったことがあり，自分の中に
作りたいもののイメージがはっきりしている。白い粘土を引っ張ると，伸びて曲線を描き，
腕や足のような動きが出た（写真３）。それから，
「これは，ヒーロー」と B さんは語り，３
体（写真４）を並べた。伸ばしてひねりを加えたことにより，人の体らしい動きが出たこと
が本人の見立てにつながった。触り，作り，見立て，それを動かす一連の遊びから，B さん
の新しい一面にふれた。人の形を立体として把握していることやヒーローが活躍する物語
が，B さんの内面に散りばめられていることを知ることができた。
③

C さん

日頃から，思ったことをよく言葉にする。視覚を遮る「ふしぎな袋（ピンクの不織布袋）
」
を使う時には，「見えないよ」と言いながら「どうして見えないの？」とも言っていた。目
の前に物体があって触れることができるのに，それが見えない状況のもどかしさを語って
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いたようだ。その後，両手で感触を確かめながら棒に粘土をかぶせてみた（写真５）。そし
て，大胆に引き伸ばし，
「ブーンブーン」と言って回す動きを楽しんだ（写真６）。触れてい
るのに見えなかった対象（粘土）との出会いは，大きな喜びにつながったと考えられる。
D さん

④

自然物を使った「お料理」では，葉っぱや花を対称に配置するなど，自分の作る物にきれ
いさや細やかな工夫を求める子である。最初の活動である「視覚を遮った粘土遊び」では，
集中した表情で耳のついたキャラクターを作った（写真５）。頭部から 2 つの耳が大きく丸
く引き出せたことにとても満足していた。
「これはね，耳だよ」
「D が作ったんだよ」と，自
分が思ったものを思ったとおりに形作れたことを得意そうに，そして当たり前のように語
った。「粘土を見ながら遊ぶ」時には，指で押して「ふかふかしてる」と言いながら作り始
めた（写真６）。
「これ見て，パンだよ」と言い，そのパンは，普段の茶色い粘土で作るより
D さんの思う本物らしさが出せたようで，指先を忙しく動かしていくつもシートに並べて
いた。

写真 5

写真 6

写真 7

写真 8

（３）経験から得られたもの
これまで保育の場面では，幼児の対象（砂や土，植物，雪などの自然物やもの作りで使う
紙類等）へのアプローチの第一歩は「じっと見る」ことだった。それから，1 本の指で押す，
触る，ちぎる，自分の思うままに動かし遊びに使う等の段階を踏んでいく。そこにはその子
特有の感じ方やそれまでの体験から身につけたやり方があるようだ。今回，視覚を用いない
遊びでは，見えないことを楽しむ子やいぶかしむ子，見えないことをあまり意識しない子が
いた。幼児は，触ることができる身近な物に気持ちを寄せる。しかし，今回のように自分の
手中にありながら見えない状況を作ることで，自分の目の前に出てきた時の新鮮な喜びが，
その後の手と目を使った製作への意欲につながっていった。興味深いことに，子どもによっ
ては触っていることで「見えている」と考えている子が少なからずいたようだ。幼児の会話
やつぶやきからも，触覚に集中している時の幼児は「見えている」と感じていることが伝わ
った。視覚を遮ることは五感の分断を生じさせたが，触覚に意識を集中しながら表れた言動
により，感覚の未分化を再確認する形になった。一方で視覚以外の感覚を頼りに対象を把握
することは，自分の経験から収得した知識を総動員する思考の姿が明らかになったとも考
える。
「ふしぎなおみせ」で触覚により柔らかさや重さ，手に持った感じを味わった後に，目の
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前でよく見て「色，表面の手触り，ツヤ感」の比較をし，未知の白い物体を「これは粘土み
たい」と結論づけた子がいた。幼児は粘土を伸ばし丸め，思い思いの見立てや感想を保育者
や友達と交流させながら，五感を通して対象とかかわる造形遊びの楽しさを味わっていた
と考える。
４．見取りと考察②（三村）
視覚や固有名詞による形態の言語化に捉われない造形遊びの試みとして，視覚を遮断し
素材を触ることから始める今回の実践方法は，触覚を始めとした視覚以外の知覚を育むこ
とに有用であると考える。今回の実践において，筆者は主に映像・写真撮影を担当した。造
形遊びに取り組む子ども達の豊かな表情を追い続ける中で，会話や動作から印象に残った
点について述べる。
まず，不織布袋の中で軽量紙粘土を触る「ふしぎなおみせ」(写真９)の場所の動画撮影を
行った。記録目的とともに，子どもたちの魅力的な表情や発言を自分の目と耳で捉えること
に注力した。その場で特に印象に残ったのは，嗅覚に関する発言である。４つ並んだ席に着
いた子どもたちは，
「手が全然入らないー」
「中に何も無いよー！」などとめいめいに発言し
ながら不織布袋の２つの穴から両手を入れて準備を開始した。準備ができた子どもには，保
育者が軽量紙粘土を子どもに見えないようにして袋の中で手渡した。E さんは、着席時から
明るい表情で「ふしぎなおみせ」を体験していた子どもであった。乾燥防止のラップが巻か
れた粘土を手渡された E さんは，触った瞬間「わかった、チーズ、チーズのムニュムニュ
だ」と声をあげ，袋の中で感触を探っていた。保育者がラップを外すと，「のびのびー」と
擬態語を用いながら，両手で粘土を持ち伸ばしてはまとめる行為を繰り返していた。(写真
10)途中，隣の子がすぐに粘土を不織布袋から取り出したため，自分が触っている素材が何
かそのタイミングで判明してしまったが，E さんは粘土を触る体験を継続した。その後は両
手で粘土を丸めたり，机と手のひらの間で転がして球状にしていった。その後顔と不織布袋
を近づけ，「粘土のにおいしちゃった！」と筆者に対し笑顔で発言した。その後１つに丸め
た粘土を取り出し(写真 11) ，
「おだんご」に見立てて食べる真似をした後，
「ふしぎなおみ
せ」での体験を終え，個人の机へ戻り制作に取り組んでいた。その後も「ふしぎなおみせ」
では，別の子どもたちがにおいの有無について会話する様子が見られた。(写真 12)
実践の事前検討では，触覚に対する言及や反応があることは予想されていた。隣の子ども
が取り出した粘土を見てしまった影響も考えられるが，視覚を遮断され手の感覚でものを
味わう体験の中で，嗅覚に対する発言が聞かれたことは新たな発見であった。
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写真 9
写真１

写真 10

写真３
写真
11 丸めた粘土を「おだんご」に見立てる
丸めた粘土を「おだんご」に見立てる

写真４
写真 12 会話をしながら粘土の手触りを楽しむ
会話をしながら粘土の感触を楽しむ

不織布袋の中で粘土を伸ばす E さん

次に，粘土を不織布袋から取り出した後の取り組みにおいて，F さんと G さんの素材の特
性に対する反応を記す。F さんは一人でじっくり制作に取り組むよりも，保育者や隣の子と
のコミュニケーションのツールとして粘土の造形を用いることが多く見られた。その中で
も，粘土をひとかたまりにまとめて団子状にしたものを持ち上げ，机の上に落として跳ねさ
せ，筆者がカメラを向けながら話しかけると「見て見て！」と言いながら粘土が跳ねる様子
を楽しんでいた。(写真 13)
また，「見立て」によってコミュニケーションを取る様子も今回多くの子どもたちに見ら
れた。前述した F さんと隣の席の G さんは，筆者が二人の席に近づくと「これ何でしょう？」
と粘土を見せながら話しかけてきた。特徴的であったのは、何度も形を変化させながら見立
て遊びを楽しんでいたことである。おもち，にんじん，割り箸に刺して焼きマシュマロなど，
主に食べ物に見立てて謎かけをしながら，何度も形を変化させていた。(写真 14)完成形を
求めるのではなく，流動的に変化する形を楽しむ取り組みは，触覚による素材感の体験を踏
まえた造形への反応ではないかと推測する。
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写真５
写真
13 丸めた粘土を落として跳ねさせる
丸めた粘土を落として跳ねさせる

写真６14 割箸に粘土を刺して「焼きマシュマロ」に見立てる
写真
割箸に粘土を刺して食べ物に見立てる

以上の観察から，今回行った「視覚を遮断し素材を触る造形遊びの導入」は，視覚以外の
触覚や嗅覚の感覚を再認識させるために有用である。今回の方法を用いても，はじめからキ
ャラクターや食べ物など具体的なものを作ろうと試みる子どもも多く見られたが，初めて
紙粘土に触れた時の感覚を擬態語で表現したり，においに反応したりする姿も数人の子ど
もから見て取れた。また，各自の机での制作においても，多くの子どもは具体的な食べ物や
キャラクターを制作したが，その過程で素材の特性を手で何度も確認する姿が見られた。
今回の実践は子どもたちの知覚する力や想像力を広げ，豊かに育む点において有用であ
ると考えるが，遊び方の誘導や場所作りに課題が感じられた。子どもによって粘土を不織布
から取り出すタイミングが違うこと，「ふしぎなおみせ」は４名ずつ交代で取り組む仕組み
になっていたことから，始める前や途中から素材が何か判明してしまった。対象が年少児で
あり，大人数が１つの部屋で取り組む環境では困難ではあるが，造形遊びを始めるタイミン
グを全員統一するなど，それぞれが新鮮に素材を味わう体験ができるよう工夫が必要だと
考える。
加えて、別の素材でも検証が必要である。今回の超軽量紙粘土 K クレイは，通常の油粘土
と異なり伸びがよく柔らかいという特性があったため，子どもの反応が素材の特性に引き
出された可能性もある。例として，石や流木による造形あそびを提案する。
１.河原や海辺で収集した石や流木を，視覚を遮断した状態で触る。
２.中身が何か想像し，感触(すべすべ，ざらざら，つるつるなど)を楽しみ，言語化する。
３. 取り出して表面に絵を描く。色を塗る。
４.見立てて遊ぶ。複数個組み合わせて形を作ってみる。見立てるの繰り返し。
石や流木を用いた造形遊びでは，自然の素材がもつ質感や立体感，土地との繋がりを触覚を
通して知覚することが期待される。しかし，投げる，ぶつける等の行為も予測されるため，
対象年齢の引き上げや遊び方のルール設定など安全面での留意が必要である。
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５．見取りと考察③（佐藤）
年少児のさくら組の中でも，H は，今回，特に活発に粘土遊びを行っていた。初めて触れ
る軽量紙粘土という素材の触覚的特性と可塑的特性に引きつけられている様子で，強い集
中力を見せた。初めて出会った素材に触れながら，素材の興味深い特性を発見しながら，
次々に多様な造形を行った。

写真 15｜写真 16｜写真 17
[10:33] 写真 15
中身が見えないようにした袋に手を突っ込み，中のものに触れたり押したりして，隣の子に
（これは）「粘土だよね」といいながら，その後も楽しそうに袋の中で粘土を握ったり捏ね
たりしている。
[10:35] 写真 16
・袋から取り出したボール状にまとまった粘土の塊を手に席に着く。
[10:36] 写真 17
・塊の一部を引っ張り伸ばす。

写真 18｜写真 19｜写真 20
[10:37] 写真 18
・引っ張った部分は，すぐにちぎれずに伸びる。
・さらに引っ張っると，糸を引いた状態でちぎれる。
・どれくらい伸びるかというこの粘土の性質を確かめようとするかのように，この行為を何
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回も繰り返す。
[10:43] 写真 19
・マットの上には，伸ばしてちぎった粘土が貯まっていく。
・長く伸びた紐状の粘土をブレスレットのように手首に巻き付ける。
[10:44] 写真 20
・伸ばしてちぎった全部の粘土を，ひとつにまとめる。

写真 21｜写真 22｜写真 23
[10:45] 写真 21
[10:46] 写真 22
伸びる
・棒状になった粘土の一方から，手で握って押し出しながら長くする。
[10:46] 写真 23

写真 24｜写真 25｜写真 26
[10:47] 写真 24
渦巻きの形
[10:50] 写真 25
なわとびのような形
・「なわとび」と H が言ったわけではないが，塊を半分に分けるように，慎重にゆっくり引
っ張ると，細いロープ状で繋がった形が出来た。塊の部分をグリップにして握り，両手を内
側に曲げると，ロープがきれいな円弧状の曲線になった。
[10:51] 写真 26
めがね
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・穴をのぞきながら，「メガネ」という。しかしメガネをつくったのではなく，穴が２つで
きたので「メガネ」になった。幾何学的にはダブル･トーラスである。

写真 27｜写真 28｜写真 29
[10:52] 写真 27
輪のある造形
「こんなのになった」と出来た複雑で不定型な形を筆者に見せる。幾何学ではトーラス。
[11:12] 写真 28
「せんべい」のつるつるな表
・
「せんべい」のような(筆者)平たい形。
「つるつる」といいながら，筆者にも触って確かめ
るようにと差し出す。
[11:13] 写真 29
「せんべい」のざらざらな裏
・おなじ「せんべい」形の裏。こちらは「ざらざら」と表現。
袋の中の行為は分からないが，粘土の塊を持って席についての最小の行為は，塊の一部を
引っ張り伸ばすことであった。
（写真 17）この行為一つについても，考察に値する様々な要
素に満ちている。たとえば，H はなぜこの行為をしたのか。あるいは H にこの行為をさせた
ものは何かという問題がある。一般には，人が粘土細工をするとき，人形とか器とか，その
粘土を使って作りたいものがあると考えられている。しかし，ここでの H の行為の様子を注
視していると，何かを作ろうとしているようには見えない。軽量紙粘土の伸びが良い特性を
見出しつつ試そうとする行為であるように思われる。これは，「アフォーダンス」という考
え方によってより上手く理解することが出来る。アフォーダンスは，アメリカの心理学者 J・
J・ギブソンが提唱した、認知心理学（生態学的心理学）における概念で，環境がそこに生
活する（人も含む）動物に対してアフォード（提供）する「価値」や「意味」のことである。
H は，軽量紙粘土に良く伸びるという「価値」や「意味」すなわちアフォーダンスを探り当
て，この粘土の良く伸びるというアフォーダンスが，H に引っ張り伸ばすという行為をアフ
ォード（与える）するのである。ここでの H の行為をアフォーダンス理論によって理解する
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ことの利点は，造形を，内在として主体の中から生まれてくるというよりも，主体である人
間や動物が，環境（ここでは粘土）の中に「価値」や「意味」を「価値」を探索，発見しよ
うとする活動であると捉える点である。
『幼稚園教育要領解説』第１章総説第１節幼稚園教育の基本にも「幼児一人一人の潜在的
な可能性は，日々の生活の中で出会う環境によって開かれ，環境との相互作用を通して具現
化されていく。幼児は，環境との相互作用の中で，体験を深め，そのことが幼児の心を揺り
動かし，次の活動を引き起こす」と記述されている。環境との出会いと相互作用の決定的重
要性を強調している点が高く評価されるところである。ただその一方で，「可能性は幼児に
潜在している」とする見方は，より厳密には，
「可能性は幼児と環境の関係の中に潜在して
いる」というべきではないかと考える。なぜなら，人間の可能性が無限であるのは，人間が
環境の中で生きる存在であり，その環境には変化と多様性の豊かさがあるからである。
この引っ張り伸ばす行為におけるアフォーダンスの探索を主導するものは何であろうか。
それは，目（視覚）というよりもむしろ手と触覚である。軽量紙粘土の触覚的手ごたえが，
引っ張り伸ばす行為を誘発し，粘土が変形していくにつれて手に力の変化を返す。目も伸び
る粘土を追いかけ情報を受け取るので，粘土のアフォーダンス（意味）の探索に協同してい
るが，その視覚情報も触覚経験によって裏打ちされる。自らの手で触れながらの行為と，人
の行為をただ見ているだけの場合との違いである。粘土を経験するということは，視覚的経
験である以上に触覚的経験である。手（触覚）と粘土（環境）の相互作用が，幼児教育にお
ける基礎となる。
紹介したこれ以降の H の，目まぐるしい造形活動も，すべて触覚を用いた手による探索活
動と考えられる。しかし，そうではあっても視覚を遮断していた袋から取り出して以降の活
動は，触覚だけでなく視覚も用いられている。活動の流れは，次第に触覚だけではなく，そ
こに視覚も一緒に参与していくようになる。写真 24 の渦巻き，写真 25 のなわとび，写真
26 のめがねは，造形的に特徴的だが特に視覚的な要素が強い。写真 27 は触覚と視覚が半々
であり，写真 28,29 のせんべいは，再び触覚の要素が強くなっている。ここで写真 24,25,26
は視覚的と述べたが，これらの造形活動が，巻く，輪にする，穴を空けるという行為に基づ
いており，それは触覚を働かせた手と粘土の相互作用から生まれてきたものであることを
忘れてはならない。
幼児の粘土遊びは，手の触覚をベースに，目による視覚と，さらには言葉を媒介としたイ
メージ（見立て）も加わって，だんだん豊かになってくるように思われる。今回取り上げた
H の事例では，マスクの装着もあって残念ながら内容がよく聞き取れなかった。しかし隣の
友達に向けて，筆者にむけて，また独り言の言葉を発しながらの活動であったことを記して
おきたい。
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６．まとめ
最初の視覚遮断の状態で袋の中に手を入れて遊ぶ活動では、不思議な感触に好奇心が喚起
された幼児がいる一方で、見えないことに少し抵抗があり、活動が控えめになる幼児もいた。
しかしそういう幼児でも、手探りの体験は刺激になって、袋から出した後の目と手を用いた
活動を活性化していた。
（見取りと考察①）
触覚に集中している時の幼児は「見えている」と感じているようだという事実は、超軽量
紙粘土の触覚による想像のあり様を示している。そこから、分化する以前の「感覚の未分化」
を確認することが出来る。一方で視覚以外の感覚を頼りに対象を把握することは，自分の経
験から収得した知識を総動員する思考（＝想像力）の姿であることが明らかになった。（見
取りと考察①）
視覚を遮断した袋の中の活動で、幼児から嗅覚に関する発言が出たことは注目されるとこ
ろである。手による触覚が嗅覚に結び付いたのは不思議であるが、恐らく視覚遮断との関連
が強いのではないかと思われる。（見取りと考察②）視覚は、理知的認識機能に強く結びつ
いているので、嗅覚や触覚のような原初的身体的感受性を抑圧していると考えられる。嗅覚、
触覚と視覚には、相反関係の側面がありそうである。
また、
「見て見て！」といった具合に、保育者や隣の子とのコミュニケーションのためのツ
ールとして粘土の造形を用いることも多く見られた。次々と粘土を変化させながら、「これ
何でしょう？」と謎かけと見立ての遊びに使う姿が見られた。（見取りと考察②）
超軽量紙粘土に働きかける造形活動自体に微視的に注目しその意味を考えてみると、幼児
の、粘土の塊を手にしてからの初発の行為である引っ張り伸ばす行為に、既に超軽量紙粘土
におけるアフォーダンスの探索の原型を見出すことができた。粘土を経験するということ
は，視覚的経験である以上に触覚的経験であること、そして、手（触覚）と粘土（環境）の
相互作用は、幼児は、環境との関わりの中で学び育つという幼児教育の基礎であることが確
認できた。（見取りと考察③）
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