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要約 

環境作りをテーマにした園内研修において、人的環境の視点から環境作りを考えていこうという園内

研修の取り組みが、保育者の学びを積み重ねていきたいという声によって、継続的に行われた保育園が

ある。本研究では、子どもが楽しく遊ぶ環境作りを考えていくために、目に見えない人的環境に視点を

あてた保育園での継続的な園内研修の試みを通して、日々の保育実践を振り返りながら、保育者が記録

したエピソードをもとに、保育者間で話し合うことによって生まれる気づきが、子ども理解を深め、次

の保育実践へとつなげる原動力ともなり、さらに、その取り組みが継続的になされることの意義を明ら

かにした。また、エピソード記録の継続的な取り組みにより、保育者間の共通理解が深まるとともに、

その意義が保育者に自覚化され、保育の質を高めるための深い学びとなっていることが考察された。 
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1．はじめに 

 「心を動かし、生き生きと遊ぶ子どもの姿とは ～子どもが楽しく遊ぶ環境作り パート２～」とい

うテーマのもとに、東京都内の公立 H 保育園において、継続的な園内研修が計画された。園内研修は、

「保育者の資質能力の向上をめざして、幼稚園や保育所の中で行われる研修活動」1)であり、「保育者が、

日々の保育をふり返り自分の保育を見直す機会になり、新たなる保育の課題をみつけ自らの向上目標を

得る絶好の機会となる」2) と考えられており、その意義は大きい。しかし、日々の保育の中で、保育

者がともに話し合うための時間をもつことは、大変な労力とともに互いの努力や協力を要することでも

ある。さらに、本テーマは、物的環境の視点からではなく、目に見えない人的環境に目を向けながら、

一人ひとりの保育者が子どもの姿をエピソードとして記録し、何気ない日々の子どもの姿をとえていく

ことによって、子どもへの理解と共通の認識を深め、そのことが結果として、目に見える物的環境への

工夫や配慮へとつなげていけるようにという目標のもとに、22年度から進められた園内研修である。そ

こには、個々の保育者がエピソードを描くという課題があり、それぞれの保育者にとって、研修に課せ

られたその課題の取り組みは、けっしてたやすいものではない。しかし、目に見えない人的環境に視点
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をあてたテーマだからこそ、日々のエピソード記録を積み重ねていくことの重要性が新たな課題として

みつめられ、継続的に取り組みたいという願いが保育者間に生まれることで、2 年目にもその取り組み

が認められ、継続的な園内研修として進められていくことになった。 

 1 年目の園内研修においては、一日の保育の経過を中心に記録する「保育日誌」とは異なる記録とし

て、保育者自身が心動かされ、個々の体験によって生み出された「エピソード」を描くという試みが行

われ、4 回の話し合いがなされた。その結果、描き出したエピソードを互いに話し合うことで、それぞ

れの保育者が、自分ごととしてエピソードを見つめ直すという過程が生まれ、子どもの姿をより丁寧に

見ようとする気持ちも深められていった。さらに、子どもの気持ちと深くかかわりたいと願う保育者の

思いが、結果的に、目に見える物的な環境への配慮や工夫を生み出し、保育者自身が、エピソードを描

くことの楽しさをも感じるようになるという過程が生まれていくことが明らかにされた 3)。 

 このような人的環境に視点をあてたエピソード記録の取り組みが、さらに学びを深めたいという一人

ひとりの保育者の願いとも重なり、継続的な園内研修の取り組みとして進められることになったという

背景がある。 

 本研究では、目に見えない人的環境に視点をあてた保育園での継続的な園内研修の試みを通して、日々

の保育実践を振り返りながら、保育者が記録したエピソードをもとに、園内の保育者間で話し合うこと

によって生まれる気づきが、次への保育実践にどのように活かされ、どのように深められていくかにつ

いて明らかにし、その継続的な取り組みの意義について考察することをねらいとする。 

 

２．エピソード記録を軸にした園内研修の方法 

(1) 継続的な取り組みとしてエピソードを描く 

 「エピソードとは、もともと欄外の余白に書き込まれるちょっとした出来事、話の大筋に差し挟まれ

るちょっとした挿話という意味ですが、保育者の描くエピソードは、何らかの点で保育者の心が揺さぶ

られた場面、つまり、保育者が描きたいと思ったもの、あるいは描かずにはおれないと思ったものだと

言ってもよいでしょう。その意味で、その日のできごとを客観的かつ手短に綴った（綴ることを義務づ

けられた）保育の経過記録とは明らかに異なっています」4)と説明されており、保育者自身が心動かさ

れたそれぞれの体験によって描き、綴られていく記録といえる。このような保育者が個々に体験した心

温まるような思いや心に深く刻み込まれた感動、あるいは逆に心を痛めたことがらなどを、日常的な保

育の中から拾いだし、エピソードとして描いていく試みを、1 年目の園内研修を土台に新たな視点も取

り込みながら、園内の保育者が取り組んでいくことになった。 

 新たな視点としては、園内における公開保育を全クラス（0歳児、1歳児、3歳児、4歳児、5歳児は

1 クラスずつ、2 歳児は 2 クラスの計 7 クラス）において実施し、その公開保育の話し合いを次への保

育につなげていくことをめざしながら、その過程で得られるエピソードを記録していくという試みがな

された。それぞれの保育者が描くエピソードが個々のエピソードとして存在しているのではなく、保育
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園全体の中で生まれる全保育者共有のエピソードとして位置づけられることをめざしての視点である。

また、子どもの心の動きをとらえながらエピソードを描くとともに、その場にいない第三者が、エピソ

ードを共有できるような記録となるように心がけていくことも、保育者間で確認され、進められた。 

(2) 園内研修の流れ 

 前述のようなエピソード記録をそれぞれの保育者が描きながら、表1に示した①から⑨の流れで園内

研修が行われた。表1に示されているように、園内における保育者のみを対象とした公開保育（以下園

内公開保育とする）とエピソード記録に関する話し合いが7回（②～⑧）もたれた。そのうちの②から

⑤は園内公開保育における話し合いとして次につなげる課題が提起されるとともに、エピソード記録の

とり方や心揺さぶられるエピソードへの思いなどについて、保育者の気づきも含めた話し合いが行われ

た。⑥と⑦は、エピソード記録を軸に話し合う検討会とし、提起されたエピソードを通して、それぞれ

の気づきや考え、提案などを話し合いながら、保育者間の共通理解を深める場とされた。⑧は、区内全

域にわたる園外の保育者を対象とした公開保育（以下公開保育とする）に向けて、保育の検証を行う場

とされた。話し合いは、13時から14時半、16時半から18時の時間帯を利用し、保育に支障のないよ

うに、保育者が交替体制を組みながら行われた。 

 また、表1に示されるように、園内4回(表1②～⑤)と足立区内1回(表1の⑨)の計5回の公開保育が

行われた。公開保育については、園内公開保育も含め、1年目は4歳児クラスのみの実施であったが、2

年目は全クラスを開放し、すべてのクラスについての公開が行われた。 

なお、本論では、エピソード記録に関する検討を中心に行った⑥および⑦の話し合いの内容を主な考察

の対象とした。 

 

表１ 園内研修の流れ 

日時 内      容 

① 6月23日 エピソード記録のとり方や研修を進めるための方向性を話し合う。 

② 7月7日 園内公開保育（5歳児）および話し合い  

③ 7月12日 園内公開保育（4歳児・3歳児）および話し合い 

④ 9月6日 園内公開保育（2歳児こぐま・1歳児歳児）および話し合い  

⑤ 9月8日 園内公開保育（2歳児こあら・0歳児）および話し合い 

⑥ 10月19日 エピソードの検討会  

⑦ 11月17日 エピソードの検討会  

⑧12月20日 公開保育に向けての保育の検証 

⑨1月25日 公開保育（全クラス） 

 

３．エピソード記録と話し合いにおける考察 

 エピソードの検討会においては、4 回の園内公開保育（表１②～④）を通して得られた保育者の気づ

きや次につなげる課題の話し合いをもとに、各保育者が描いたエピソードの中から検討を深めたいと考

えられたエピソードが各クラスより1つずつ提起され、そのエピソードを中心に行われた。その提起さ
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れエピソードについて考察していく。なお、エピソードに登場する子どもの名前は、すべて仮名である。 

(1) 第1回エピソードの検討会から 

 表 1 の⑥におけるエピソード検討会では、3、4、5 歳児の 3 つのエピソードについて話し合われた。 

 

【エピソード１（3歳児）：3匹のこぶたごっこ】 

 ログハウスの横で「先生、お風呂に入ろう！」と言われ、4人でお風呂に入っていると「入－れ－ 

て」と他の子どもがやってくる。いっぱいだったので、「だ－め－よ」と保育者が言うと「あっ、おおか

みみたい！先生、おおかみさんやろう！」と言ってログハウスに入って行き、そこから三匹のこぶたご

っこが始まった。太鼓橋（藁の家に想定）の下にたくさんの子どもたちが集まり、「おおかみさん、こっ

ちだよ－」と保育者に向かって誘いかけてくる。子どもの中でおおかみ役をする子はいないかな、と様

子をみていたが、今か、今かという子どもの表情に誘われて、保育者がおおかみになって太鼓橋へと歩

いていった。保育者が「ぶたの匂いがするぞ！」と言うと、「ダメダメ、あけないよ！」と子どもたちか

ら返ってくる。保育者が「こんな家、吹き飛ばしてやる！フ－フ－のフ－！」と言うと、今度は「へっ

ちゃらさ」と言うことばとポーズが返ってくる。このやりとりのあと、子どもたちは、ログハウス（煉

瓦の家に想定）と農園横（木の家に想定）の左右に分かれて逃げていく。保育者が農園横に追いかけて

行くと、ログハウスへ逃げていた子どもも、あわてて農園横へ走ってきた。もう一度同じことを繰り返

し、今度はログハウスに逃げるときに、保育者が 2 人の女児を捕まえると、2 人もおおかみになり、一

緒に「フ－フ－のフ－！」と言って吹き飛ばそうとする。ログハウスの中では、「グツグツ…」とこぶた

になりきった子どもたちがスープを作っている。おおかみ役がログハウスに入り、お尻を火傷した真似

をして「あっちっち－！」と言って逃げていくと、「まて－！」と追いかけてくる。砂場前まで追いかけ

て来て、こぶた役の子どもたちが「もう、悪いことはしないか！」と言うと、おおかみ役は「ごめんな

さい。もう食べないよ」と答える。その後、「じゃあ、一緒に遊ぼう！」ということになり、＜あぶくた

った＞の遊びがはじまる。（3歳児クラス 2011.10.14） 

 エピソード1では、お風呂ごっこに「いれて」とやって来た子どもに対して「だ－め－よ」と返した

保育者のことばがけについての話し合いからはじまった。「だ－め－よ」と言われた時の子どもの気持ち

はどうだろうかということを考えたとき、保育者のことばの中には、単なる拒否ではなく、いっぱいな

ために入れない状況をどうしようかという投げかけも込められているのではないかという指摘がなされ

た。その時の保育者のことばのトーンや表情によって、「どうしようか」という投げかけを子どもが受け

とめ、「どうやって遊ぼうか」という子ども自身で考える気持ちにつながっているのではないかと言う意

見も出された。「あっ、おおかみみたい」という子どもの返答のなかには、少なからず「先生、いじわる」

という思いがあっても、それ以上に保育者の「だ－め－よ」を楽しみ、新たな遊びの提案を生み出す子

どもの姿があるように推察できる。そこには、この子にはこのことばを返しても大丈夫と言う子どもの

状況を把握していることに裏打ちされた、子どもと保育者との信頼関係があることも示唆された。 
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 エピソード 1 を通して、3 匹のこぶたごっごの情景は、話し合いの場でも子どもの生き生きと遊び、

楽しむ姿として保育者間において共有されていた。また、同じ時間に園庭で遊んでいた1歳児クラスの

子どもたちもワクワクしながらその様子をじっと見たり、3 歳児の後を追って走っていく子どももいた

りしたことが伝えられ、クラスを超えて遊びが共有されていく姿が生まれていたことが確認された。さ

らに、遊びの中でかわされた子どもの「へっちゃらさ」ということばとその時とったポーズについては、

2 歳児の時の劇遊びが再現されているのではないかという指摘もなされ、遊びの中で積み重ねられる体

験が、次の遊びの中に反映されていくという育ちの一側面も、改めて保育者間で共有された。 

 

【エピソード2（4歳児）：秋の音】 

 土手に上がると草が膝の上まで生えている。「（草が）くすぐったーい」「前が見えない！」などと言い

ながら進む度にたくさんのバッタが跳び、歓声があがった。保育者が手で捕まえようとするが逃げられ

てしまう。それを見て「バッタは速いね」とかんた。「あっ！逃げられた」と言いながらバッタを追いか

けてどんどん歩いていくと、草むらが途切れる場所に出た。保育者が虫の鳴き声に気付き、「何か聞こえ

るね」と問いかけると、「ほんとだー」「何の音だろうね」としずか。「じーって」「セミかなぁ」とけい

た。土手下を自転車が通るのを見て、たろうが「違うよ 自転車だよ」と答える。この日はあえて正解

を出さず、「また来よう」ということにする。 

 ５日後、「虫捕り行かないの？」「運動会の練習、上手にやるから練習終わったら土手に行こう」とい

った声が、子どもたちからあがる。保育者が「そうだね。今日は何もって行く？」と言うと、子どもた

ちの中で、網や虫かごの用意が自主的に始まった。「バッタいるかなぁ」「今日は捕まえられるね」とは

るおとひろこと話しながら土手に上がると、今度はトンボの大群。「わーっ！今日はトンボだー」「すご

い すごい！この指とーまれ」「先生見て！私の後をついてくる」「えいっ！」（とジャンプ）など、会話

も弾む。保育者が網でトンボを捕まえると、「とれた とれた！」「先生上手！」「ぼくにも網かして！」

と言っては網に手が伸びる。網を渡すと、自由に虫捕りが始まり、網の順番を待つ子は、草むらに座り

込んでバッタや幼虫を探すといった姿が見られた。すると子どもたちから「今日も鳴いてるね」「ほんと

だ」「何だろう」との気付き。するとたろうが、「これはコオロギだよ」「静かにしないと鳴かないよ」と

教えてくれた。（4歳児クラス 2011.9.22） 

 エピソード2では、土手を散歩しながら、子どもたちが、草の感触やバッタの様子、虫の鳴き声など

多くのことを発見したり、想像したり、気づいたりしていることが話し合われた。バッタを探して、見

つけて、捕まえることができるという 4 歳児の姿から、3 歳児の担任より「3 歳も土手に散歩に行った

が、草が顔にかかり泣いたり、バッタも追えずに空を見ていたりした」という 3 歳児の姿が語られた。

また、1 歳児は保育者がバッタを追いかけていると興味をもってついてきた姿が語られ、保育者がして

いることに関心を寄せ、なんだろうという好奇心が感じられた。2 歳児はバッタを見せたら恐がる子も

いたが、虫を恐いと感じるその恐さがわかるからこその姿であり、これも育ちなのかもしれないなど、
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それぞれの年齢に結び付けての話し合いが生まれていった。そこには、土手という同じ場におけるそれ

ぞれの年齢の子どもの体験と保育者のかかわりを保育者同士が語り合うことで、育ちの過程を共有し、

子どもの育ちのあり方を、ある年齢だけを切り取って見るのではなく、連続した子どもの育ちの姿とし

てつなげながら具体的に理解し、深めていくというともに学び合う保育者の姿が存在していると考えら

れる。来年はこういう姿が見られるかもしれないという期待や予測も生まれ、子どもの育ちを支え、見

守ることの楽しさが、保育者の中で自覚化され、共通理解として深められていく過程が生まれていると

いえよう。 

 また、5 日後に見られた網や虫かごを自主的に用意する 4 歳児の背景には、5 歳児が網を持って虫を

採ってきたことを見ていた姿のあったことが説明され、保育者が用意していたらこの気づきは生まれな

かったことが示唆された。子どもの気づきを支え、見守る保育の大切さについても共有される場となっ

た。 

 

【エピソード3（5歳児）：プラネタリウムごっこ】 

 「秋の星ってきれいなんだよ」と、おさむ。クラスにある星座・星の図鑑を見て、紙に星座（秋）を

書きはじめるたかこ。すると[七夕の時プラネタリウム楽しかったよね！」とたけしが言うと、「またや

ろうよ！みんなで」とたかこが言った。「星座って何だろうね？」と保育者が声をかけると、「星と星を

線で結んだもの」「見たことあるよ！俺オリオン座知ってるよ！」とかずお、えみ。それぞれが旅行や降

園時に星を見た経験を話しはじめる。 

 「みんなでやるなら、まずプラネタリウムで必要な材料をみんなで考えよう！みんなで一度に使うも

のが見られたほうがいいから、先生、ホワイトボードに書いてよ！」とたかこ。たけしとまりこが司会

者となり話し合いが始まる。話し合いでは、「星は何で作ったっけ？」「画用紙」「星を照らす時に懐中電

灯も使ったよね」「隣のクラスからも懐中電灯借りたよね」「そういえばこの間プラネタリウムごっこし

た時、周りにつけていたゴザが崩れちゃったよね…」「誰か押さえたほうがいいね」など、それぞれが覚

えていることを出し合う。話し合いの結果、プラネタリウムの囲い（ゴザ）をおさえる係、プラネタリ

ウムの中の星をライトで照らす係、お客さんを案内する係、星を布に貼る係ができた。 

 巧技台で4本の柱を置き、周りにゴザを巻いて、画用紙で作った星をいっぱい貼った暗幕をかぶせる

など、クラス全員で自分たちが書いた計画表を見ながら準備がはじまった。(5歳児クラス 2011.10.18) 

 エピソード3は、「七夕の時プラネタリウム楽しかったよね！」というたけしのことばにあるように、

7 月の園内公開保育（表 1②）において「プラネタリウムごっこ」が取り上げられ、保育者間での話し

合いも行われている。その話し合いにおいて次の保育実践につなげる課題があげられ、その中のひとつ

に「プラネタリウムごっこで体験したことを基に、みんなで考え工夫して遊びを創る楽しさが共感し合

えるようにしていく」という課題があげられていた。子どもたちは、この7月のプラネタリウムごっこ

を覚えており、秋の星座への関心が広がり、もう一度みんなでプラネタリウムごっこをするにはどうす
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ればよいかの話し合いが、子どもたちの中から生まれている。さらに、子ども自身が進めるためにわか

りやすくしたいと、保育者にホワイトボードに書いてもらう提案も、子ども側からなされている。7 月

のときの体験をもとに、失敗の解決策の提案も含め、子どもが意見交換し合いながら準備が進められて

いる様子が読みとれる。保育者がホワイトボードに書いた計画表は、「準備をするときに見やすいから」

と子ども自身が紙に書き写している姿もあったことが説明され、ここに、7 月の課題につなげられてい

る保育の展開があることが理解された。7 月の体験が生かされ、子ども自身で進められるようになった

姿に成長を感じるという感想も交わされ、プラネタリウムごっことしては2回目であるが、日々の保育

の中で常に課題を意識し、子どもの意見を引き出しながら、子ども同士で意見を出し合えるような援助

のあり方を心がけていた保育者の姿勢の中に、その成果が隠されていたのではないかと示唆された。 

(2) 第2回エピソードの検討会から 

 表 1 の⑦におけるエピソード検討会では、0、1、2 歳児の 4 つのエピソードについて話し合われた。 

 

【エピソード4（0歳児）：お家ごっこ】 

 保育者が家型の仕切りとテーブル、ままごと用の食器、食べ物を用意していると月齢の高い子たちは

もちろん、一番月齢の低いとおるも（9ヶ月）興味を示し、その場所にやってくる。 

 家の仕切りには窓として何ヶ所か穴が開いているが、子どもたちは窓という認識はまだなく、ただ穴

が開いている仕切りと思っているようである。そのため、何人かの子どもたちは窓をくぐりぬけたり、

またいだりして遊んでいる。けん、ひろこは仕切りと仕切りの間から顔をのぞかせていたので、保育者

が仕切りの影に隠れて「ばぁ～」と顔を出すと笑って喜ぶ。次に子どもたちが仕切りの影に隠れたり、

窓から顔を出し「ばぁ～」と言って「いないいないばぁ～」ごっこを楽しんでいた。 

 保育者がテーブルにつき、食べ物をのせた食器を「どうぞ！」と渡すと、何人かの子どもたちはそれ

を受け取り、食べる真似をしたり、「どうぞ！」の仕草をしながら保育者に食べ物を渡すなどして、やり

とりを楽しんでいた。(0歳児クラス 2011.11.11) 

 エピソード4では、月齢の差はあるが、もっとも月齢の低い子どもも、保育者の用意した仕切りやま

まごと道具に関心をもっている様子が見られ、子どものやりたい気持ちを見守り、この年齢にみられる

探索活動を保障できるような環境づくりが大切であることが話し合われた。たとえば、中に入っている

物を全部出そうとしている子どもがいたときに、それを「ダメ」と言わなくてすむような環境づくりを

心がけることの大切さが共有された。また、仕切りは片付けているという説明に対し、いつでも遊べる

ように出しておくとよいのではないかという意見が出され、サンルームの活用が提案された。保育者同

士が率直に話し合い、意見交換するなかで、新たな提案が生まれ、子どもの育ちを全員で支えていくと

いう協働の姿のあることが推察される。 
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【エピソード5（1歳児）：おでかけごっこ】 

 朝の遊びの時間に、ほふく室にままごとコーナーのテーブルを出すと、自分でお椀を持ってきたり、

保育者のお玉を「ちょうだい」と言って、ごはん作りをする。絵本コーナーには数名、じっくりと絵本

を見ている子がいるが、それ以外の12～3名は、ほふく室の中にいる。その中で、カバンを持っている

あきえとみすずがいたので、保育者がほふく室の外にもテーブルを置いてジュースを並べ、「お買い物に

行こうか」と誘う。とみこは「ジュース下さい」と言ってジュースを１本ずつカバンに入れては、ほふ

く室の中に「ただいま～」と帰ってくる。あきえが真似をして「ただいま～」と笑顔。その後、他の子

たちもカバンを持ってきたので、並べてあるパックイスをバスに見立て、おでかけごっこに誘ってみる。

すると、どんどん座り、10 人ほど集まった。「出発～！」と言って保育者が揺れると子どもたちも揺れ

る。保育者が「ごはん食べようか？」と食べる真似をすると、カバンに入っている食べ物を出して食べ

たり、食べ物がなくても食べる真似をしたり、慌てて、ほふく室から食べ物を持ってくる子もいたりし

た。となりの子が何も持っていないことに気がついたとみこは、「一つしかないの、ごめんね」と言いな

がら食べている。「おいしいね」と子ども同士、顔を見合わせる場面もあった。その後、何度かバスに乗

ってのおでかけごっこを楽しんだ。(1歳児クラス 2011.10.21.) 

 9 月の園内公開保育（表 1⑤）後の話し合いにおいて、次の保育実践につなげる課題のひとつとして

「遊びの発展と子どもが自分で出して遊べる環境設定」という課題があげられていた。そこで、ほふく

室の柵を開け、子どもが登ったり、降りたり、くぐったりしながら自由に行き来できるように工夫され

た環境づくりが示された。エピソード5の遊びには、そこを行き来する子どもの姿が描かれており、そ

の意味で環境づくりの成果が保育者間で共有された。同時に、ダンボールによる隠れ家やままごとコー

ナーにおける仕切りの提案がなされ、じっくり遊べるコーナー設定についての意見交換が深められた。

また、「一つしかないの～」と謝る子どもの姿から、他者を思う子どもの育ちとともにそれを描く保育者

の中に、子どもの気持ちに近づきたいと願う思いがあったからこそではないかという意見もかわされ、

願いをもって子どもの姿を見守る大切さが、改めて保育者間で共有された。 

 

【エピソード6（2歳児）：電車遊び楽しかった】 

 おやつ後、帰り支度を終えた子どもたちに「テラスで三輪車に乗って遊ぶよ」と声をかける。「わーい

三輪車だって！」と言いながらわれ先にと準備をし、テラスに移動する。遊ぶ前に「三輪車に乗って遊

ぶけど、今日は少ししか遊べないからね。おしまいよって言ったら片づけね。約束ね」と念を押すと、

子どもたちは「ハーイ」と大きく返事をする。この日は、三輪車に一人一台ずつ乗ることができた。ま

た、三輪車もほぼ全員こげるようになったので、それぞれのスピードで走り楽しんでいる。そろそろ踏

切ごっこをして遊びを発展させようと考えていた時、タイミングよくはなこが側にやってきて「先生、

電車やりたい」と言う。「いいよ」と答えると、はなこは三輪車を降り、踏切ごっこの場所に移動する。

保育者が踏切番となり踏切に見立てたホースを持って「カン、カン、カン」というと、はなこは電車に
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なり、｢電車が通ります」と言いながら、腕を汽車の形にしてホースの前を走り抜ける。三輪車は踏切の

手前で止まり、電車が通過するのを待ったり、電車が通過し踏切が上がると一斉に三輪車が走り出した

りといった光景がしばらく続いた。踏切ごっこの仲間は 終的には4人になり、電車は距離を伸ばした

り、電車好きの子からは「次はスペーシア、千代田線、あさぎり」と電車名が出たりした。この日は、

「片付けだよ」の声かけにスムーズに応じることができた。はなこは「またやろうね」とにっこり、保

育者も「楽しかったね、またしようね」と微笑み返す。(2歳児 こぐま組 2011.11.2.) 

 エピソード 6 では、2 歳児こぐま組のほぼ全員が三輪車をこげるようになっていることから、ただ三

輪車をこぐだけでなく、踏切ごっこにつなげていくことができないかと考えていた保育者の思いと、は

なこの「電車やりたい」という願いがうまく重なり、三輪車も加わって充実した電車遊びが展開してい

る。その充実した子どもの遊ぶ姿をそれぞれの保育者が思い描きながらエピソードが共有された。同時

に、「なぜ、念を押したのか」「人数分の三輪車がなかったらどうするか」という、質問もなされた。念

押しは、次への行動の切り替えがスムーズにいかないことが多い状況にあるため、前もって話をするこ

とにしたこと、三輪車が人数分ない場合には、ベンチに座って交代するのを待つということが説明され、

何気ない日々の生活から、互いに気持ちよく生活していくためのルールに気づかせていくことの大切さ

が共有された。そこには、保育者が願いをもって子どもとかかわることの重要性があるのではいかとい

う気づきも語られた。また、昨年度の2歳児も同じ遊びをしたが、子ども自身が電車になるという発想

が子どもには生まれていなかったことが語られた。それを受けて、電車になるという発想の是非を問う

のではなく、保育者が子どもの遊びにどんな願いや思いをもつかによって、子どもの遊びの中にも自由

な発想が生まれ、その生まれた発想を大切に受け止めることが重要ではないかという意見が交わされた。 

 

【エピソード7（2歳児）：土手すべり】 

 「お散歩行きますよ！」の声にすぐ反応する子どもたち。「どこ行こうかなぁ？」と言うと、「土手！！」

と次々声があがる程、土手は大好きな場所である。4 月頃は、足を滑らせてしまったり、四つんばいで

登ったりする子も多かったが、今では足の力がつき、斜面の上り下りが上手になってきた。この日は草

がきれいに刈られていて、土手すべりにはちょうど良かった。 

 子どもたちにソリすべりをすることを伝え、ソリを見せる。はじめて見る子もいたので興味津々であ

った。はじめは保育者が見本になって滑る。その後、子どもたちにソリの乗り方を知らせ、順番に滑っ

た。三人乗りはあまりスピードが出ないが、滑るときのドキドキ感、ワクワク感など、楽しさを味わっ

ている。保育者に見守られながら繰り返し遊ぶうちに、「楽しい」「おもしろい！」「ちょっと怖かった！」

「もう一回やる！」と次々に歓声が聞こえてきた。よしおは、一緒に乗ったじろうと「よいしょ」「よい

しょ」と言いながらソリを運ぶ。上まで運ぶと「疲れたね」と言って、並んで待っているゆきに渡そう

とする。じろうはソリを放さない。よしおに「順番だよ」と言われると、しぶしぶ手を離した。ソリを

運ばず要領よく乗ろうとするめい。その様子を見ていたじろうに「だめだよね」と言われ、めいはその
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場を離れてしまった。(2歳児 こあら組 2011.10.12.) 

 エピソード７では、土手で遊ぶ楽しさを体験しているからこそ、土手で遊びたい気持ちが子どもたち

の中に生まれていること、斜面の上り下りが上手になり、ソリという道具を使って遊ぶ楽しさやその道

具を自分たちで運ぶなど、保育者の手助けがなくても遊べるようになってきていることなど、その子ど

もの姿を通して、それぞれの保育者が育ちのあり方を感じながら、エピソードが共有されていった。ま

た、順番だとわかっていてもソリを離さないじろうが、よしおに「順番だよ」と言われ、しぶしぶソリ

を離し、その後、ソリを運ばないめいに「だめだよね」といったじろうの心の動きについても話し合わ

れた。じろうはよしおに「順番だよ」と言われたから、めいに「だめだよね」と、自分の思いを重ねな

がら、「ぼくだって順番守ったよ」という思いを自問するように伝えていたのではないかと言う意見も出

された。集団の中で一緒に生活していくためには、自分の思いや願いを調整していくことも必要であり、

子ども同士のかかわりの中から子ども自身の気づきも生まれていることを改めて確認し合った。 

 

４．おわりに 

 白石は「子どもの記録とは、単に文字化することではない。それをもとに他と話し合い、それを通し

て記録した自分と向き合い、自分の『目』を見直すという一連の作業の中での保育者の成長の過程でも

ある」5)と述べている。環境作りというサブテーマにおいて、人的環境の視点から環境作りについて考

えていくために、エピソード記録を2年にわたり積み重ねたH 保育園の園内研修では、日常的な生活の

営みに見られる子ども同士や子どもと保育者とのかかわりの姿が描き続けられ、1 から 7 のエピソード

の話し合いにみるように、その記録を通して保育者一人ひとりが自分と向き合い、自分ごととして省察

している姿がある。その姿は、まさに、白石の述べる「自分の『目』を見直す一連の作業の中での保育

者の成長の過程」を意味しており、その成長は、保育の質を高める深い学びにつながるものと考える。 

 大場は「保育の口述の場に居合せることは、その保育者がことがらをどう意味づけて受け取っている

かという関心を、同席する者の心に喚起させてくれる効果がある」6)と述べている。1から7のエピソー

ド記録の話し合いにおいても、たとえば、「だ－め－よ」や「おしまいよって言ったら片付けてね。約束

ね」という保育者のことばかけについての話し合いをみると、保育者の思いも語られながら意見交換が

なされている。その意見交換を通して、保育者間でその意味が共有され、行為が意味づけられ、保育の

考え方や見方が深められていくという過程が、そこに存在していると推察できる。また、「話し合いとは、

意味づけの相互作用なのだ」7)とも大場は指摘している。本論の園内研修においても、エピソード記録

を継続的に行い、話し合いを積み重ねていく過程で、自分の保育を見つめながら、それぞれの保育者が

その意味を自覚化していく姿があるように考える。その自覚化こそ、話し合いによる意味づけの相互作

用の中から生まれるものであり、保育の質を高めていくための深い学びになっているのだと考える。 

 このように、エピソード記録について保育者間で話し合うことは、保育を見つめ、次への保育実践に

活かしていくという保育の質を高めるためにもとても重要なことであるといえるが、大場は、「園内研も
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含めて、保育者間の話し合いがなぜ大事なのかということが、今ひとつ研究的なレベルで注目されにく

いのはなぜなのだろうか。会話とか討論あるいは協議という行為を、実践の支えとして大事なものであ

ると、観念的には了解できても、それ以上に詳細の検討対象として追求する“実践研究”はなかなか見

当たらない」8)と、保育者間の話し合いに関する実践研究のあり方を危惧している。話し合うことの重

要性は、保育の場に限らず、ある意味で自明のこととして扱われているともいえよう。しかし、保育に

おける実践研究として、その意義を論ずることの大切さを大場は指摘しているのだと思う。それだけに、

エピソード記録についての話し合いを継続的に行い、互いの保育を見つめ合い、良いところも悪いとこ

ろも含めて率直に話し合うことで得られた保育者間の共通理解や意味づけの自覚化は、話し合うことの

意義をさらに明確化したものであると考える。実践研究として、見つめ続けていくことを課題としたい。 
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付記 

 本稿は、平成 23 年度における足立区子ども家庭部保育課（主催）および足立区教育委員会（共催）

の助成により行われた園内研修の報告書をもとに、保育における記録と話し合いの意味を考える継続的

な実践研究として、園内研修においてともに学び合った保育者とともに、昨年度に引き続き2年目の記

録についてまとめたものであり、文字通りの共著である。そのため、園内研修にかかわったすべての方々

を執筆者として記すべきなのだが、紙面の都合上、今年度も、代表として園長・副園長・主査・研修担

当者との共著とさせていただいた。ここに、実践研究としてまとめることで、改めて園内研修にかかわ

ったすべての先生方に感謝の意を表しつつ、保育における記録のあり方とその話し合いにおける学びを

さらに深めていくための一助となることを願っている。 
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