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【概要】保育の現場で、子どもや子どもに関わるすべての人が使いやすく、子どもを豊かに育む環境と

は、どのような環境だろうか。ユニバーサルデザイン（以下 UD と略記）の 7 原則を踏まえ、発達援助

の視点を考慮し、保育上大切な要因を加味して「保育のユニバーサルデザイン」の要素をまとめた。そ

こから、今回研究対象として抽出した４園の保育環境・保育内容を捉え直し、単なる UD でない「保育

の UD」の機能と今後の可能性について考察した。保育の現場に UD の視点を取り入れることは、保育

環境・内容を考える際、子どもや子どもに関わるすべての人にとって、よりよい保育を構成するわかり

やすい枠組みを与えると共に、UD 的な保育の場は、地域の人々との繋がりを生み広げる力をもち、保

育の現場から子どもたちと周囲の大人たち、栃木全体を元気にできる可能性を秘めていると考える。 

 

１．研究の背景 

1.1 子どもにとっての環境の大切さと UD 

幼稚園教育要領（2017）では「環境を通して行

う」教育が基本であり、保育所保育指針（2017）

では「保育所における環境を通して」保育を行う

とされる。子どもの育ちにとって環境の果たす役

割は計り知れない。しかし、環境を考える上で重

要な UD の概念が、保育現場において浸透してい

るとは言えない状況がある。 

1.2 UD について 

ノースカロライナ州立大学UDセンター元所長

で建築家のメイス（Ronald Mace）は、UD とは

「すべての年齢や能力の人々に対し、可能なかぎ

り最大限に使いやすい製品や環境のデザイン」と

し、UD に必要な 7 つの原則が提唱される。 

 

２．研究の意義と目的 

 この研究では、UD という考え方が保育の中で

浸透し、子ども達にとってより良い環境、心地良

い環境をたくさんの人が考えたり、再検討したり

するきっかけになることを期待する。その実現に

向けて、現状の保育の場における保育の UD の状

況を具体的に検証しつつ、保育の中でどのような

UD が求められるのか、保育の UD における大切

な要素を明らかにすることを目的とする。 

 

３．研究の方法 

保育環境やUDに関する文献調査を行った上で、

栃木県内でのフィールド調査（８月 7 日実施）、県

外の園への質問調査（感染症対策の観点からオン

ライン・郵便による調査、10月27日～30日実施）

を行った。 

 

４．結果と考察 

4.1 保育のユニバーサルデザインとは 

 上述したように、UD には基本的に必要な７つ

の原則がある。それらを踏まえ、保育における主

たる利用者である「子ども」「保育者」の利用しや

すさを更に考慮し、保育にとって欠かすことので

きない要素である「発達援助の視点」を大切にし

て、保育のユニバーサルデザインに大切な７つの
（Center for Universal Design NCSU より） 

 

1．Equitable Use（誰でも公平に使えること） 

2．Flexibility in Use (使う上での自由度が高いこと) 

3．Simple and Intuitive(使い方が簡単で、直観的に理解できること) 

4．Perceptible Information（必要な情報がすぐ見つかること） 

５．Tolerance for Error（うっかりミスや危険につながらないこと） 

６．Low Physical Effort（身体への負担が軽く楽に使えること） 

７．Size and Space for Approach and Use（接近したり利用したりす

るために十分な大きさと広さが確保されていること） 

 

 



視点としてまとめたものを、以下に示す。 

1．子どもに関わるすべての人が使いやすい 

2．子どもの遊び・経験が広がるようなデザイン 

3．子どもにもわかりやすい 

4．子どもが主体的に関わりやすい 

5．子どもに関わるすべての人が安全に使える 

6．子どもの個性と能力が発揮できる環境 

7．子どもが伸び伸びと遊ぶことができ、生活し

やすい 

4.2 わが国における保育の UD の現状 

まず、実際の保育現場で、現在、保育の UD と

いう考え方がどの程度取り入れられているかに

ついて、インターネットによる情報収集を行った。

2020 年 5～6 月現在で「保育」および「ユニバー

サルデザイン」で検索したところ、建築設計事務

所や自治体が紹介する取り組み事例にとどまり、

各園の HP等で積極的に保育の UD として紹介す

る例は見当たらなかった。 

そこで、各園における保育環境の観点から幅広

く特徴ある園を洗い出すことを目的に、「自然」

「宗教」「食育」「健康」「表現」「多文化保育」「交

流」「保護者支援」で検索し、20 園が抽出された。 

それらのうち、保育環境を重視し、保育の UD

の視点から検討することに意味があると考えら

れる関東と関西の保育園 4 園を、今回の詳細な分

析対象とし、調査研究を行った。 

4.3 研究対象 4 園における保育の UD の視点 

4 園それぞれについて、保育 UD の視点からま

とめたものが、下の表である（表１）。 

 

 

園 特色 該当すると考えられた保育のＵＤの視点 抽出回数 備考 

K 園 

（栃木県） 

自然の環境 １．子どもに関わるすべての人が使いやすい ２ K 園の保育のＵＤ視点は「４．

子どもが主体的に関わりやす

い」「６．子どもの個性と能力が

発揮できる環境」の視点がより

多く抽出された 

２．子どもの遊び・経験が広がるデザイン ２ 

４．子どもが主体的に関わりやすい ４ 

６．子どもの個性と能力が発揮できる環境 ４ 

７．子どもが伸び伸びと遊べ、生活しやすい １ 

H 園 

（埼玉県） 

保育室の環境 １．子どもに関わるすべての人が使いやすい ２ H 園保育のＵＤ視点は「４．子

どもが主体的に関わりやすい」

の視点がより多く抽出された 

２．子どもの遊び・経験が広がるデザイン ２ 

３．子どもにもわかりやすい １ 

４．子どもが主体的に関わりやすい ３ 

５．子どもに関わるすべての人が安全に使える １ 

６．子どもが個性と能力が発揮できる環境 ２ 

７．子どもが伸び伸びと遊べ、生活しやすい ２ 

A 園 

（大阪府） 

多文化共生 １．子どもに関わるすべての人が使いやすい １  

３．子どもにもわかりやすい １ 

６．子どもの個性と能力が発揮できる環境 １ 

７．子どもが伸び伸び遊べ、生活しやすさがある １ 

M 園 

（大阪府） 

多文化共生 １．子どもに関わるすべての人が使いやすい １  

２．子どもの遊び・経験が広がるデザイン １ 

４．子どもが主体的に関わりやすい １ 

６．子どもの個性と能力が発揮できる環境 １ 

これによると、共通点として、「6．子どもの能

力と個性が発揮できる環境」の視点はどの園でも

当てはまることから、保育の UD の重要な視点、

あるいは取り入れやすい視点と考えられる。だだ

し、今回調査対象とした 4 園にたまたま共通する

視点であった可能性は否定できない。 

また、各園の理念や保育内容によって、保育の

UD 的要素の特徴に違いがみられた。  

4.4 自然を大切にした K 園の保育の UD 実践例 

 K 園では、子どもの成長する力を信じ、子ども

の遊びや行動を認め、環境を整えることで、主体

的な活動を促し、子どもの遊びを深め広げていく

ことを大切にしている。子どもの遊びや行動を認

めつつ、安全に配慮する実践例として、例えば、

保育者は、年上の子を真似して大型アスレチック

に登ろうとする０歳児を、止めるのではなく、い

表１．研究対象の４園の保育のユニバーサルデザイン 



つでも受け止める姿勢で見守りをする。また、主

体的な活動を促す環境例として、「デン」という空

間がある。保育室と保育室の間の壁下部一面に、

子どもが絵本を自由に取り出し、狭いところに隠

れこめることで絵本集中できる空間、また、壁一

面にホワイトボードがあり、子どもが自由に思い

っきり絵を描ける空間となっている。 

子どもの発達を促す環境は、子どもや保育者等

の使いやすさや安全性への配慮にとどまらず、同

時に、子どもが自ら挑戦でき、全力を出せる環境

を整えることが重要であることが見いだされる。

そして、保育の UD は、子どもが安心して遊べる

安全配慮と、子どもが主体的に自分の能力を発揮

する環境の絶妙なバランスの上で成り立ってい

くと考えられる。 

 

 

 

4.5  環境づくりを重視する H 園の保育の UD 実

践例 

 H 園では、保育者と発達心理学の専門家、家具

作家などのプロたちがそれぞれの専門性を発揮

しつつ協力して作りあげた環境がある。環境を作

る上で、ねらいを共有し、保育者がワクワク感や

納得感を徐々に作り上げていく過程を大切にし

ている。それは、H 園の理念である、結果にこだ

わり過ぎず楽しみながら努力していくプロセス

を重視することに基づいている。実践例として、

子どもの主体性を大切にした水回りの設計は、事

前に段ボールで実物大を用意し、高さや幅、蛇口

の出しやすさなどを考慮しながら作っている。ま

た、トイレは扉がなくオープンスペースにあるた

め、保育者の見守りを感じ、安心して長いときは

10～20 分トイレに座っている子どもの姿がある。 

 画一的な子どもの使いやすさの追求だけでは

なく、その園の理念を大切にしつつ、保育の現場

で醸成されるその場に見合った環境を整えてい

くことが重要であると考えられる。 

 

 

4.6 多文化保育を行う園の保育の UD 実践例 

 以下の関西地区の２園（A 園、M 園）は、コロ

ナ禍の影響により実際の訪問調査が実施できな

かった。そこで、環境の類似する同地区内におい

て、独自の多文化保育を実践する２園を取り上げ、

HP による情報や当該園の保育に関する文献など

を参考にして、比較対照することにより、検討を

行った。 

（１）A 園 

 A 園では、日本の文化を大切にしながら多国籍

の文化を取り入れて保育をしている。また、園内

研修では、保育者同士（多国籍のルーツを持つ職

員もいる）が密に話し合うことを通して、多国籍

のルーツや文化、心情を深く理解し合う機会を毎

年設けている。 

この話し合いの特徴として、各国間の歴史経緯

に基づく辛さや不快感、多文化保育への葛藤や悩

写真１． 

見守りやすい園舎と 

大型アスレチック 

写真４． 0～１歳児のトイレ 写真５．２歳児のトイレ 

写真２． 

「デン」の 

お絵描きコーナー 

写真３． 

水回りの環境 



みなども含め、多国籍のルーツをもつ保育職員も

共に思いを共有しながら受容し合う機能をもっ

ている。結果として、保育者が、多国籍のルーツ

をもつ子ども達や保護者の思いに気づきやすく

なり、それを参考に保育を計画することができる。

多様な背景でも、ありのままを受け入れ、子ども

のうちから自尊感情をもてるような保育を可能

としている。 

 多国籍ルーツの子ども達の心情理解により、一

人ひとりの子どもに寄り添い、その子らしさを大

切に育むことができる保育の実践の工夫や仕組

みを整えていくことが、表面的・形式的なレベル

にとどまらない保育のUDにつながっていくと考

えられる。 

（２）M 園 

 M 園では、保護者・地域との連携に関する取り

組みを積極的に行い、家庭訪問、地域の小学校な

どの交流や、M 園における表現活動に地域の人が

参加、多文化に触れるきっかけになっている。 

 日本語以外の言語環境で育っている子どもも

含まれる中で、日本語でのやり取りを重視しない

体力作りや表現活動などを積極的に取り入れ、体

も心も元気な子どもが育つように環境つくりを

している。例えば、ハイキングやドッチボール・

バスケットボールなどの体力作り、望ましい食生

活のためのクッキング、子ども劇団などの取り組

みがある。 

 言語や文化の背景が異なっていても共に楽し

み、分かりやすい活動をする工夫に力を入れてい

ることが、保育の UD 的な視点と合致すると考え

られる。 

（３）A 園と M 園における保育の UD からの比

較と検討 

 ２園は同じ地区内にあり、どちらとも多文化保

育を行っている。しかし、保育理念・基本方針の

違いや保育内容も異なり、抽出された保育の UD

の視点も異なっている。また、７つの視点すべて

が抽出されたわけではない。 

そのことから、地域性を考慮し、園の理念や基

本方針を大切にしながら、すべての人が利用しや

すく保育を充実させる環境を整えるためには、保

育のUDの７つの視点をすべて満たすことが重要

ということではないかもしれない。しかし、園の

独自性を強調するだけでなく、UD 的視点をもっ

た保育デザインを意識することにより、幅広い視

野をもった偏りのない豊かな保育が展開しやす

くなると考えられる。 

 

５．まとめ 

 今回の研究により、保育の UD の浸透度が低い

ことに加え、すべての園に画一的な保育の UD 的

視点は見いだされにくい現状が明らかになった。 

しかし、各園での取り組みの工夫例は、結果と

して保育の UD 的視点を多く含むものであり、保

育の UD は、よりよい保育環境を構成し、保育シ

ステムを向上させる重要な視点の一つになり得

るといえる。一般的な UD は、すべての人の使い

やすさを追求してデザインされているが、保育の

UD は、単なる使いやすさの追求にとどまらない、

すべての人を子どもの発達援助へと、より良く方

向付け助け導くデザインといえるのではないだ

ろうか。そして、保育の UD は、園の理念や特色、

地域性を生かしつつも、子どもの発達を援助する

バランスのとれたデザインとして、各園の保育を

より充実させる力を発揮し、豊かな保育へと貢献

する力を秘めていると考えられる。 

 更に、現在インクルーシブ保育や SDGｓの進展

が図られる時代において、保育の UD が、園の理

念や地域性を超え、より普遍的ですべての子ども

たちの成長に効果的なものとなるように、その仕

組みや設計、生活デザインを整理追求し、広めて

いくことが課題である。 
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