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Abstract
In the kindergarten and elementary school years, children’s reasoning develop rapidly.
Simple addition, subtraction, multiplication, concept of figures, time, and surroundings are
the basis cognitive acquisitions at this age. Abstract thinking, the ability to imagine other
perspectives or alternatives, and the ability to anticipate needs and actions’ concept building
also starts at this stage. Children in this age group usually start to understand the concept
of simple arithmetic, language, paper folding, and family structure. Cognitive skills mature
rapidly and problem solving advances accordingly.

Introduction
Most of the curriculum includes the children’s interest, abilities and specific needs
considering the individual differences. The education at this stage is based-on development
rather than academics. Early childhood activities should be plan according to the child’s age,
developmental stage, and personal interest（Bergan, J. R., Sladeczek, I. E., Schwartz, R. D.,
& Smith, A. N., 1991）
. Physical activities are also widely included in the preschool education.
These are fine and gross motor skills. The fine motor activities involve the control of the
fingers, hands, and feet with proper acquisition of sitting, walking, and jumping etc. The gross
motor activities involve control of trunk, arms, and legs, eye hand coordination and balance
in different body postures are the activities for physical skills（Allen, K. E., & Hart, B., 1984）.
Children in their play, experiment and explore their environment, practice their fine, gross,
and other skills needed later in their life. The best way of learning for young children is
learning through their own senses and the movement of body（Kumar, S. & Harizuka, S.,
1998）
.
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Intellectual Changes
At ages 6 to 10, child develops a more mature and logical way of thinking. He or she
gradually becomes able to consider several parts to a problem or situation. This is a change
from the simplistic thinking of a preschooler（Burchinal, M. R. , Roberts, J. E., Riggins, J. R.,
Zeisel, S. A., Neebe, E., & Bryant, D. M., 2000; Denham, S., 2006）. Even though their thinking
becomes more complex, children in this age group still think in concrete terms, which means
they are most concerned with things that are real rather than with ideas（Myers, D. G., 1999）.
Generally, these things are those that can be identified with the senses. For example, actually
touching the soft fur of a rabbit is more meaningful to a child than being told that an object
is soft like a rabbit. Because they still can mostly consider only one factor of a situation or
perspective at a time, children of this age have difficulty in fully understanding how things are
connected. Around the age 6, children begin to change the way of they think about the world.
They leave behind the preschooler’s egocentric thinking and begin developing more mature
way of thinking. A first grader is able to perform simple addition and subtraction（Fig. 27）,
and and usually begins to read and write simple sentences（Meisels, S. J., & Atkins-Burnett,
S., 2000, 2006）
. These tasks require that the child consider information from several sources,
evaluate it, and come up with an interpretation. The contents become rich with the age as in
Fig. 5, 7, 10 drawn by a child of 5 years and Fig. 6, 8, 9 by a child of 8 years. A 2 year’s child
just draw some curvy or roughly straight lines on the name of a picture drawing and can not
fill the colors within the boundaries and colors cross the boundaries as in Fig. 2, 11, 15, 16,
17, 18, 19, and 20. At the age of 7 to 9 years can draw and fill the colors properly as in Fig.
1, 3, 4, 22, 23, 24, 25, and 26. Trend of maturity can be seen clearly in the Fig. 12 to 13
to 14 of biri-biri-jin pictures using tear off papers. Folding a paper and simple paper folding
pictures also starts at the age of 2 years（Fig. 21）. The child has the concept of face items as
of nose, eyes, eyebrows, forehead, mouth, ears, cheeks, and hairs etc., and can draw according
to their images. The maturity level is still low as seen in paper folding activities, as one eye
（right）is smaller; and has difficult to express the mouth movements, but can fold a paper
in nearly two equal halves. These cognitive abilities continue to evolve over the next 4 to 5
years as the child performs increasingly complex, sequential, and symbol-based tasks, such
as interpreting the context of a paragraph and composing stories. With these new cognitive
skills, their appreciation of humor and word games increases. Board games are a great way to
enhance cognitive development. Games that use memory skills, such as checkers, tic-tac-toe,
and pocket monster cards, are especially useful. A child may needs to win games always while
playing, but this help the child learn games that he or she can play alone, such as matching of
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memory, power, and type of a card. Children this age are also now able to think of themselves
in more sophisticated ways. This more advanced thinking brings about comparisons to others,
self-examination, and changing self-concept and self-esteem. Still, reasoning is immature. In the
kindergarten and early elementary school years, children’s reasoning is tied to the here and
now. They are not good at problem solving because it requires abstract thinking, the ability to
imagine other perspectives or alternatives, and the ability to anticipate needs and actions（Fig.
1, 6, 9, 12, 14, 25）
. For example, children in this age group usually do not fully understand
the concept of time, period, and era. They may know that dinosaurs lived on Earth more
than 200,000 years ago but do not really understand the vast time span between then and
now. However, cognitive skills mature rapidly and problem solving advances accordingly.
They mostly remember the names of favorite cards and characters may be in hundreds. Selfregulation is the capacity to control one’s impulses, predict school success in first grade over
and above children’s cognitive skills, that is linked with achievement.

教育プラニング、評価と測定
国の学年教育プラニングと目標によれば、８歳では学ぶこととして、自分から進んで気づき、
問題意識を持って取り組む。自分の考えを持ち、相手にはっきりとわかりやすく伝える。友達の
ことを気にかけ、良い関係を作るために努力する。相手の目を見て大きな声で挨拶をする。たく
さんの友達と進んで関わり、共に楽しく過ごせるように遊びや運動に取り組む。何事も丁寧にす
る。時間を守り、学習中に集団で落ち着いて行動することができる。友達の行動に関心を持ち、
関わりを持とうとする。自分の考えを伝えることに消極的な面も見られる。友達の発言を受け入
れられず、感情的に行動する姿も見られる。
学年教育目標達成には、学習に臨む姿勢作りとして用具の準備や挨拶の習慣化、伝え合う活動
の活性化として話す意欲を高める学習活動を取り込むことが求められる。役割分担など協力して
活動する機会を作り、友達と気持ちよく挨拶を交わす習慣を作る。遊び方の工夫やバラエティー
にとんだ遊び方。６歳、７歳、８歳の違いを考えると、６歳児は学習用具の準備や点検が自分
でできる。大きな声でしっかりと相手の目を見て挨拶ができる。任された場所の掃除ができる。
積極的に外に出て遊ぶ。７歳児は学習活動に見通しを持って取り組むことができる（菊地明子、
2005）
。自分から進んで挨拶ができる。友達と分担を決めて、責任を持って掃除ができ、遊びの
仲間を増やすことができる。８歳児は問題解決のために、積極的に話し合い活動に取り組む。誰
にでも笑顔で気持ちよく挨拶ができる。掃除の仕方を工夫し、自分たちで遊びの計画を立て、楽
しく過ごすことができる。良いことには、誰にでも気さくに声をかけ、いろんな友達と楽しく過
ごそうとする姿、知り合えると話が弾み、良い雰囲気を作ることがある。課題としては、友達の
話を最後まで聞かずに話しに割って入ったり、自分の気持ちだけを相手に伝えようとしてしまう
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ことがある。また、自分がどうしたいのかを伝えることがなかなかできないなどがある。８歳児
の知りたがることとして、知的好奇心がでて、やる気が出てくる。自分の周囲に興味・関心を持っ
てくる。難しいことばをどんどん使う様になる。冒険心や意欲が出てくる。本をたくさん読み始
める。やりたがることには、体力がついてくる。友達とボールゲームをして遊ぶことが大好きに
なる。新しい遊びにどんどん挑戦していく（柴崎正行・無藤陸、2000）。例：違うじゃんけんや
替え歌。行動範囲が拡大する。ことばの発達としては、言葉で考え、コミュニケーションをする
力の達成。話したり聞いたりする力が強調される。大事なことを聞きとったり、伝えたいことは
何かを考えて話したりする。書くことでは、事実を正しく書いたり、段落のつながりを考えて書
いたりするようにする。新しい漢字を200字学習する。国語辞典の使い方も学習し、習字も習う。
算数の達成としては、たし算、ひき算に加え、かけ算、わり算など、四則計算の基本も習う。
千万までの数ができ、大きい数のたし算、ひき算を筆算できる。２桁数、３桁数のかけ算の筆算
もできる。あまりのあるわり算のやさしい問題をする。時間、重さ、長さ、水の量の単位が分かる。
運動面の発達には、体のバランスをとる感覚や回転運動する感覚、鉄棒で逆さになる感覚などい
ろいろな運動の感覚が育つ。ボールなどを使ったチーム対抗のゲームもできるようになる（小林
芳郎

2003a.b）
。

情緒や社会性の平均的発達：
満３ヶ月の子どもは、ものや人間の顔などをじっと見つめる。外に連れて行くと機嫌がいい。
あやすと顔を見て笑う（アバババ！）など。
満６ヶ月では、気に入らないことがあると、そりかえることがある。部屋にだれもいないと泣
く。知らない人が家に来ると、じっと見つめる様子がいつもとは違う。
満10ヶ月の子どもは、抱かれたくて、声を出し、身をのり出す。食べ物や食器を見ただけで食
事を期待し、喜んで待つ様子を示す。大人の怒った顔を見て、怒っていることがはっきりわかっ
た様子を見せる。
「いない

いない

ばあ！」 を喜ぶ。

満１歳２ヶ月の子どもは、追いかけられると逃げて喜ぶ。鏡の中の自分におじぎをしたり、笑
いかけたりして遊ぶ。家族の集まりの中にいるのが大好き。乳母車の中から、道を通る人やイヌ、
自動車などを一心に見る。
満２歳児は、歩くとき、手を引こうとすると、振りほどいて一人で歩こうとする。大人が電話
をかけていると、自分も電話に出たがることがよくある。実際には電話で答えなど話しができな
い。友達と手をつないで歩いたりする。大人から注意されても、自分の要求を変えようとしない
ことが多い。
「おかたづけ」といわれてもきりがなく遊んでいる。
満３歳では、
一度期待を持たせてしまうと、
だましが聞かない（例：パパ、日曜日はMc行くよね）、
長い時間覚えている。年下のお世話をやきたがることが多い。例えば、だっこしようとすること、
食べさせようとすることなど。以前電話で話しができなかったが、もう３歳ぐらいでは電話で交
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互に会話ができる。見知らぬ人にはまだなじみにくいことがある。初めまして、ありがとうなど
がまだ言えない。

乳幼児期の認知・運動・情緒･言語面の一般的な発達
６歳ぐらいになると昼寝もせずに一日中遊んでいる。睡眠時間も大人と同じぐらいになる。体
力もついてどんな運動面の活動もできるようになる。仲間への関心も強くなって友達を求め、活
動範囲も拡大し、グループで遊ぶようになる。

運動の範囲が拡大する
２歳までには、転ばないで走れるようになって、２歳過ぎからは階段も交互に足をだして登り
･降りができる。３歳児は跳んだり、すべりだいで身体の座った姿勢をキープしながらすべるよ
うになり、スキップや片足立ちも上手になる。５歳までには、手先、指先を使った細かい運動を
含めてどんな運動もできるようになる。例：今まで大人にしてもらってたピーナツもわれる、キャ
ンディーの袋を破ってキャンディーを食べられる。スプーンや箸を使って上手に食べることがで
きる。平均的に靴を脱ぐのは２歳前、衣服を上手に脱ぐのは４歳前後、ボタンをはずし・はめる
のは３歳半ぐらいである。

情緒・社会性が熟する
６歳ごろまでには喜び、共感、怒り、嫌悪、恐怖、不安、失敗、競争などの感情がでてくる。
５歳ごろまでには成人の感情に近づき、自分の感情をある程度コントロールするようになる。親
から離れても自由に遊べるし、転んでも泣かない。２歳ごろになると、大人と同じことをやりた
がる、自己主張も強くなるが、うまく対処できないので子ども同士のトラブルも生じやすい。大
人が間に入らないと処理ができない。３歳ごろになると友達と一緒に様々な遊びを通して遊びの
楽しさがわかる。４歳過ぎになると、好んで集団で砂場遊び、かくれんぼなどをする。５歳児は
集団遊びの中自分の役割を持って協力し合いながら、自分たちでバラエティーのある遊び方がで
きる。例えば：砂場でいつもとはちがうケーキを作る、ハンバーグを作る、トンネルを掘る人、
水を持ってくる人、川やダムを作る人の役割で最後に計画通りに水が流れるとみんなその瞬間、
気持ちが共感できる。喧嘩が生じても子どもだけで処理ができ、昨日ごめんねとも言える。
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認知面の発達として
１歳を過ぎると目の前にいない物でも模倣することができる。例えば：パンダやウサギなどの
ぬいぐるみを寝かしつけるふり遊びができる。イヌやネコのまねをする。手を目の前に持ってき
て、カーテンに隠れて「いない・いない・ばあ」をする。おもちゃごっこやお母さんごっこがで
きる。
基本的に、
電車は「長い」ひも「短い」
、
ゾウさん「大きい」アリさん「小さい」、ママのコーヒー
は「熱い」アイスクリーム「冷たい」
、重い・軽い、うすい・厚いなどの感覚がずいぶんわかる
ようになる。しかし、ピアジェーの発達論に出てくる形・量の保存の法則がまだわからない。例：
細長い同じコップ二つに同じ液体を入れて、一つの液体を横に広いコップにうつしてから「どっ
ちが多い」と聞いて見たら、細長い方が多いというなど。その感覚は６歳で分からず、７歳では
微妙、８歳ではっきり分かるようになる。他者へのこころの理解も５歳ぐらいからできるように
なる。例：ある冷蔵庫にジュースがある、ある子どもがそれを見てコップを取りにいく、その間
別の子が来て、ジュースが冷えているといって冷蔵庫から出して、別のカゴに入れておく。最初
にきた子どもがコップを持ってきて、さあ、その子は冷蔵庫に行くかな、カゴに行くかな、
「どっ
ち」
。それに対して、３歳児の答えは「カゴ」であって５歳児の答えは「冷蔵庫」である。経験
が少ないため、ものの理解の限定もある。例えば：缶に入っているのはいつもジュース、三日月
をバナナと言っていた（昇地三郎、1998）
。

言語の面でも成熟する
１歳頃に簡単な単語として自分の名前、パパ、ママ等を覚えて１語文を話すようになる。１歳
６ヶ月から２歳までにママ、来て、ネンネ、イヤが言えて、２歳では「コレナーニ」「コレ、チョ
ウダイ」などの２語文と日常生活に直結する物の名前を聞きたがる。この時期を第一質問期とも
呼ばれている。語彙の増加スピードは急速に上がる。２歳６ヶ月では「ワンワンガイル」など短
い文章を使えるし、
「ネコニタベテイルヨ」など誤りも多い。物の名前も正しく言えないことも
よくある。例えば：ジャガイモをガジャイモ、
スパゲッティをスカベッティ、焼きそばをヤシコバ、
テレビをテベリ、かまぼこをかばもこ、砂場をスバナ、お子様ランチをオコサラマンチ、ひな祭
りをヒマナツリ、しみるを（ムヒのつながりで）むひる、煙突から（けむりを）くもりがでてい
る、古賀野さんをカゴノさん、栄子さんをおっけさん、餃子をガチョウ、ぴかちゅうをきぱちゅう、
ココナツをコケマツ、とうもろこしをところもし、18をいちじゅうはち、おさかなをおかさな、
メロンパンナちゃんをメロンちゃばちゃん、にくまんをにんにく、サンタクロースをセンタク・
クロース、クリスマスをクリマス、さしみをさみし、たまごっちをたまとまち、だるまさんをま
るまさん、だっこをだっちょ、さかさまをさまかさ、いただきますをいたます、ごちそうさまを
ごそさまの、
しゃぼんだまをさどうまな、
水テッポを水ポッテ、花に水あげるを水に花あげるなど。
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このような幼児語は５歳までには正しくなる。２歳10ヶ月は第２質問期とも呼ばれて、
「ドウシテ」
と物ごとの理由を聞く。例：今日はなんでドライモンのテレビないの（お母さんの答え：今日は
サッカーがあるから）
。２歳半～３歳頃には自分の欲求・意図・経験や周囲の状況などを簡単な
構文の「多語文」で話せるようになると同時に、世界（事物）や人間（行動）を言葉（分かりや
すい説明）で理解したいという知的好奇心の拡大によって、親（大人）に対する質問頻度が多く
なってくる。疑問を解決する楽しさ、新しいことを知る喜びを体験的に教えてあげることが出来
る。３歳では３語文以上が使用でき、
文章と文章をつなぐ単語「ソシテ」
「ソレカラ」などを使う。
５歳を過ぎると大人の言語にも関心が高く、大人っぽい表現をまねて覚えようとする。自分の経
験を他者の前でわかるようにしゃべったり、挨拶をするようにする。例：はじめまして、ありが
とうなど。５－６歳までには経験的に習得することになる。普通に一定量の会話がある生活環境
で育てられれば、話し言葉に関しては特別な勉強や訓練をしなくても習得することができる。こ
どばづかいが正しくなり、幼児語も少なくなる。

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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結果と考察
It is concluded that the children at preschool level gradually become able to draw the
pictures concretely as of their imaginations, can fill the colors within the picture boundaries,
get clear idea of things on the face, shape, color, size, form and the distance between the inter
and intra objects. Vocabulary to memorize the surrounding things expands. Child can play
bit far from the parents. The concept of good or bad is not much clear and influence by the
things of their in front of. Decision making still varies with attraction of objects and by the
influence of adults. Concept of time is a bit immature. Most of the gross and fine motor skills
are acquired at this stage. Basic knowledge at this stage is the acquisition of letters, numbers
up to 10, simple words writing, addition, and family members’ name etc.
At elementary school level, children get much more maturity and clarity in their ideas
and pictures. Concrete shape of picture are the example of fine motor activities, uses words
of their imagination in naming a picture, item, or a play activity that were less mature at
preschool level. Recognition of the surrounding items’ forms and states are towards perfection.
Word expression with reading and writing skills of sentences become mature as of adults.
Most of the time the child would like to play with friends rather than parents. The decisions
are still immature but mostly not disturbed by adults’ influence. Keep the promise of time,
aware of the family relatives, broaden friend circle are the addition knowledge at this level.
Addition, subtraction, multiplication, division up to 3 digits, basic reading, and writing also got
mastery at this stage.
Up to the age of 12 years, mostly the knowledge activities are concrete and some of the
emotion recognition skills are still immature. These are the main knowledge activities usually
seen in a child at preschool and elementary stage in terms of cognitive development.
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