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要約 

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

によって新たに見えてくる子どもの姿を通して、子どもの心の世界を紐解きながら、子ども理解を深め

ていく過程を明らかにした。また、エピソード記録の継続的な取り組みにより、何気ない日常的な保育

の積み重ねの重要性が検証されるとともに、エピソード記録の話し合いは、小グループごとの話し合い

や園内交流保育を取り入れることにより、保育者間の共通理解がより深められることが認められた。さ

らに、意見交換の意義を保育者自身が自覚化しながら受け止めることで、次の保育実践に向けての課題

を意識化し、保育の質をさらに高めていく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 

「いま保育の世界では、記録に基づいて自らの保育を振り返ることが質の高い保育に繋がると考えら

れるようになり、そのため、記録、記録と言われています」1)と指摘されているように、日々の保育の

営みを記録することの重要性が問われている。そこで、記録に関する取り組みが多くの園で行われてい

る状況にあることも確かなことである。しかし、記録のとり方によっては、その取り組みの内容も意味

も異なってくることが考えられる。保育における記録の中には、自分が担当する子どもの状況を把握す

るために日々記録される「保育日誌」をはじめ、「経過記録」「活動の記録」などがあるが、これらの記

録は、「『客観的に子どもの言動を記すこと』と養成校で指導されてきたこともあって、子どもの行動を

外側から見ただけの記録に終始していて、接面で捉えた子どもの心の動きの記録はそこに含まれてこな

かった」2)と述べられている｡たとえ子どもの姿が記されていても、それは外側から見た子どもの様子に

ついての記録であり、そこに子どもの内面の世界、心の動きが映し出されているとはいえない記録にな

っていることへの指摘でもある。一人ひとりの子どもの内面を理解するためには、そのとき、その場面

での子どもの行動やことばが何を意味しているのかを考え、子どもの心の動きを捉えていくことが重要

であり、記録としても「子どもの心の動きに迫る記録を残し、それに基づいて保育のあるべきかたちを
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吟味すること」3)が必要になるといえる。 

このような子どもを理解するということは、保育の原点でもあり、一人ひとりの子どものことを考え

て保育することは、ある意味で当たり前のことでもある。しかし、その当たり前の「子ども理解」につ

いて、その難しさと向かい合い悩んでいる保育者のいることも確かなことである。そのために、今一度

踏みとどまって子どもの姿を見つめ直し、自分の保育を振り返りながら、子どもの内面の世界を見つめ、

心の動きも含めての記録を描き出してみることが求められるようになってきていると考えられる。 

この子どもの内面の世界を見つめていくために、東京都内の公立H 保育園において「子ども理解を深

めるためにエピソードをもとにお互いの保育を考える ～子どもの行動から見る心の分析」というテー

マのもとに、継続的な園内研修が計画された。継続的な園内研修であるが、当初からこのテーマで進め

られていたのではない。1年目の取り組みは、「心を動かし、生き生きと遊ぶ子どもの姿とは ～子ども

が楽しく遊べる環境づくり～」という環境に視点が当てられたテーマであった。しかし、取り組みとし

て、目に見える物的なものを意味する物的環境からではなく、目に見えない子どもと保育者の心と心の

やりとりを見つめる人的環境から考え、それが物的な環境につながっていくことをめざしていく方向で

はじめられた。そこで、方法として、保育日誌とは別に、日常的な保育の営みの中で、子どもの姿を軸

に置き、保育者自身が心動かされたこと、気になったこと、うれしかったこと、悩んだことなどについ

て、具体的な場面をエピソードとして詳しく描き出してみようという試みがなされた。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、結果的に物的環境への配慮や工夫を生み出すことに繋がっていった 4)。さらに、

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、2 年目も同じテーマのもとに継続的な取り組

みが行われた。その結果、エピソード記録によって保育者間の共通理解が深まるととともに、その意義

が自覚化されていく過程のあることが明らかにされた 5)。 

本研究では、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新たに見えてくる子どもの姿を通して、子どもの心の世界を紐解きながら、保育

者が子ども理解をより深めていく過程を明らかにする。さらに、エピソード記録の継続的な取り組みに

より、何気ない日常的な保育の積み重ねの重要性について検証するととともに、エピソード記録につい

て、どのような話し合いの仕方が保育者間の共通理解をより深め、次への保育実践へと活かされていく

のかについて考察することをねらいとする。 

 

2．エピソード記録の取り組みと分析 

(1)エピソード記録の描き方と話し合いの方法 

「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
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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」6)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 

育の生活文脈の中から拾い出し、エピソードとして描いていくという試みを3年間積み重ねた。特に本

報告の対象となる3年目の取り組みには、3つの新たな試みが織り込まれた。 

第1は、各自の描いたエピソードを互いに読み合った上で、話し合いの対象とするエピソードを抽出

し、まず2グループ（50歳を境に経験年数別のグループ）にわかれて抽出されたエピソードについて話

し合い、その後に、全保育者で話し合うという試みである。第2は、2クラス（0歳児と5歳児クラス、

2 歳児と 3 歳児クラス、1 歳児と 4 歳児クラスの 3 グループ）ごとに互いの保育を見合うという園内交

流保育を実施し、その交流保育の中で得られた印象的なエピソードを、担当クラス以外の保育者が描き、

全保育者で話し合うという試みである。第3は、園内研修の講師を務める大学教員が撮影したビデオ映

像をもとに、2グループ（50歳を境に経験年数別のグループ）で、映像により記録されたビデオの意味

と気づきを出し合い、その後に、全保育者で検討を重ねるという試みである。 

なお、第 1，2 の試みは、エピソード記録の話し合いの仕方に関する検討を目的に行われた。第 3 の

試みは、第三者の目を通してビデオに記録された日常的な保育の場面をもとに、何気ない日常的な保育

の積み重ねの意味についてその重要性を検証する目的で行われた。 

また、エピソード記録について、描いた理由を保育者間で共有するために、「エピソード」に加え、「エ

ピソードをとった背景」を必ず書くことの確認がなされ、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、①において取り組みの方向性が話し合われ、②および③

において各保育者が収集したエピソードからの検討会がなされ、その後に、園内交流保育をもとにした

エピソードの検討会が行われた（④⑥）。ビデオ記録をもとにした検討会（⑤）は、その間で行われた。

検討会では、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、率直に意見

を出し合いながら、保育者の気づきも含めた話し合いが行われた。その後、⑧の公開保育に向け、⑦に

おいて、エピソード記録を軸にそれぞれの気づきや考え、提案などを話し合いながら、子ども理解を深

めていく過程や保育者間における共通理解の深化について、その検証がなされた。 

話し合いは、13時から14時半、16時半から18時半の時間帯を利用し、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。 

なお、本論では、エピソードの話し合いおよびビデオ映像とそのエピソード記録をもとに話し合った

②および④⑤の内容を考察の対象とした。 
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表１ 園内研修の流れ 

日時 内     容 

①5月24日 研修方法と方向性の話し合い 

②7月4日 同じエピソードをもとに２グループでの話し合い 

③7月26日 エピソードの描き方についての話し合い 

④8月30日 ３グループ（ABC）よるエピソードの話し合い 

Ａ：０歳児と５歳児 Ｂ：１歳児と４歳児 Ｃ：２歳児と３歳児 

⑤10月25日 ビデオ記録とエピソード記録による２グループ別の話し合い 

⑥11月22日 ２クラスごと３グループ（④に同じ）よるエピソードから見え

てくる年齢別の課題と、保育の工夫についての話し合い 

⑦12月27日 ①から⑥の振り返り 

⑧1月30日 公開保育（全クラス） 

⑨2月28日 1年の取り組みの振り返り（成果と課題）  

 

3．エピソード記録と話し合いにおける考察 

表1の②および④⑤におけるエピソードの検討会において、取り上げられたエピソードをもとに提起

された保育者の気づきや意見をもとに考察していく。 

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)2グループの話し合いから全体へ 

表1の②におけるエピソードでは、4歳児のエピソードについて、50歳を境に経験年数別にわかれた

2グループによる意見交換の後、全体での話し合いが行われた。 

【4歳児クラス エピソード1をとった背景】 

全体の活動にも積極的に参加し、友だち同士の遊びの中では、やりたいことを言葉にしながら遊びを

進めるナツミ。しかし、家ではなかなか甘えられず、泣くことで気持ちを表出していることがあるよう

だ。個人面談でその話を聞いた後も気がかりであった。この日は甘えたい気持ちが手に取るように分か

る一日だった。 

【エピソード１：こっち おいで】 

ユウコの後ろにまわり抱き上げ、グルグルと回し、朝のちょっとしたふれ合いタイムを楽しんでいる

と、ユキコ、サトミ、ユタカ…が次々とやってきて「やって」「やって」と言って、保育者の前に後ろ向

きで立ち、回してもらうことを要求してきた。その後ユウコは、床に座った保育者のひざの上に、笑顔

で座ってきた。そこで、ユウコを後ろから抱き上げるようにして、身体を上下に揺らしながら「ユウコ

ちゃんかわいいね～」と声をかけながら2人の時間を楽しむことにする。その様子をジーッと見ていた

ナツミ。急に近づき「ユウコちゃんいけないんだよ。抱っこは赤ちゃんなんだよ。ユウコちゃんばっか

りはダメだよ」とユウコに対して厳しく思いを伝える。保育者が「えー？」と言ってユウコとともにナ
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ツミを見ると、ナツミの表情は明らかに「私にもやって」と言っている。それを言葉で素直に言えない

ナツミがそこにいた。「ナツミちゃんもなの？」と聞くと静かに「うん」とうなずく姿を見て、兄弟が多

い中、甘えたくてもうまく伝えられず泣くナツミの姿が目に浮かび、ナツミの気持ちが痛いほど伝わっ

てきた。保育者が「次はナツミちゃんの番！」というと、ユウコもナツミの気持ちを感じ取り、さっと

ひざの上からおりてナツミに代わってくれる。「やって欲しかったらお口で言って！」と否定的な言葉を

かけなくて良かった！！ 元気に過ごしているように見えるナツミの悩みに、一歩近づいた一日であっ

た。（4歳揺児クラス 2012.6.28.） 

エピソード 1 では、2 グループにわかれて話し合いが行われ、その後の全体での話し合いにおいて、

「次はナツミちゃんの番」と言ってさらっと順番を代わることで、ナツミのプライドを傷つけずにすん

だのではないか、ユウコも気持ちが満たされているのではないかなど、子どもの思いに関する分析が 1

グループから報告された。一方、ナツミがユウコに対して本音で言える関係があるという考えが別のグ

ループから示唆された。それぞれのグループでの意見を受けて、ユウコの気持ちが満たされていると同

時に、言える関係にある2人の中だからこそ、ナツミの気持ちを受け止めることのできたユウコがいた

のではないか、そして、そのユウコのナツミへの思いを肌で感じ取る保育者の思いが、「ユウコもナツミ

の気持ちを感じ取り」という表現でエピソードに綴られたのではないか、という子どもの心の動きにあ

る背景と子ども同士の関係づけ、さらに、そこにいる保育者の思いが重ね合わされながら、保育者間で

共通理解として深められていく過程が認められた。 

このように、2 グループによる話し合いから全体へという検討の仕方については、少人数のグループ

討議であることと年齢の近い関係での話しやすさも加わり、率直にそれぞれの意見を出し合いやすい環

境が生み出され、保育者間において活発な意見交換ができるとともに、それぞれの気づきを繋ぎ合わせ

ることで、より子ども理解を深めていくことができる過程のあることが示唆された。また、言葉で素直

に言えないナツミの思いが痛いほど伝わってくるという、子どもの心の動きにふれる保育者の思いにつ

いての共有も保育者間で深められ、こうした心と心の接面の重要性が、日常的な保育の中にはあること

の確認もなされた。また、頑張ったり一生懸命に取り組んだりする姿はほめてもらえるが、ぐずぐずし

たり、甘えたりする姿はなかなか認めてもらえないことが多いのではないかという意見が出されるとと

もに、そのときの子どもが何を求め、何を必要としているかを肌で感じ取り、子どもの心に応えていく

ことの重要性が、保育者の共通認識としてより深められていく過程も見出された。その証として、エピ

ソードの 後に「やって欲しかったらお口で言って」と否定的な言葉をかけなくて良かった、という保

育者の思いに深くうなずき合い、共感し合う姿が認められた。そこには、エピソードを自分ごととして

受け止めている保育者の姿が映し出されていることが考えられる。 

 

(2)園内交流保育から3グループごとの話し合いへ 

表 1 の④におけるエピソードの話し合いでは、2 クラス（0 歳児と 5 歳児クラス、1 歳児と 4 歳児ク
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ラス、2 歳児と 3 歳児クラス）ごとに互いの保育を見合うという園内交流保育を実施し、その交流の中

で得られたエピソード記録（担当クラス以外の保育者が描いたエピソード）をもとに、全体で話し合わ

れた。まず、0 歳児と 5 歳児クラスの園内交流保育において、0 歳児クラスの保育者が記録した 5 歳児

のエピソードについて考察する。 

【エピソード2をとった背景】 

5 歳児とは朝夕保育とわくわくタイムで接するが、日頃、こんなふうに過ごしているのかと思う一面

を発見しエピソードを描く。三つ編みをする活動で、まず2人組を作り三つ編みの材料となるすずらん

テープをそれぞれ決められた長さに切り、三つ編みを始める。私は子どもがすずらんテープを切る時の

補助をする。 

【エピソード2：友だちとつながって】 

2 人組みですずらんテープを切りに来た。ミナコ、マリコのペアは相談することなく、ミナコがすず

らんテープを手に取り、1 人で腕を広げハサミを持って切ろうと苦戦する。マリコはその様子をじっと

見ているが、キョロキョロ眺めて手を貸すことはない。担任がその様子を見て「2 人で一緒にね」と声

をかけるが、2人に声は届かない様子。ミナコは腕を伸ばしたままでいるので、「ミナコちゃんお手伝い

してねって言うんだよ。教えてあげてね」と具体的に伝え方を知らせると、ミナコは「マリコちゃん、

手伝って」「ここ持って」と言う。マリコは座ってテープの端を持つ。そこで担任が「お手伝い上手。2

人で一緒にやっているのね」と声をかけたところ、マリコはにこっと笑う。その後、2 本目のすずらん

テープを切ることになる。「マリコちゃん、ここ持って」とミナコが言うと、「はい」と、とても良い返

事をしてすずらんテープを切り、自分の席でうれしそうに三つ編みを始めた。 

次の人に交代する時に、「切り方を教えてあげよう」という約束があったので、ナナエは「端までの

ばして」「ひとりは持っているんだよ」「そして切るの」と手順を伝え、ヨシコは「ちょっとすずらんテ

ープ重いけど我慢して」と教えるなど、子ども同士で声を掛け合っていた。（5 歳揺児クラス 

2012.8.20.） 

エピソード 2 の話し合いでは、2 人組になってすずらんテープを切るという活動のなかで、ペアを組

んだミナコが一人で苦戦している様子やそれをじっと見ているマリコの姿から、保育者の声かけについ

ての意見交換からはじまった。保育者は、2 人の姿から「2 人で一緒にね」と声をかけ、さらに「お手

伝いしてねって言うんだよ」という具体的な指示を出している。これに対し、マリコがミナコの様子を

じっと見ていたのには何か思いがあったからではないかという意見が示され、なぜ、マリコはミナコの

ことを見ているだけなのか、保育者はマリコのこの気持ちを聞いてから次の助言に入っても良いのでは

ないかと言う意見が出された。マリコはミナコの指示を待っていたのかもしれないし、ミナコに言えな

いでいるマリコの思いがそこには重ね合わされていたのかもしれないという意見を通して、保育者がす

ぐに言葉をかけずに待つこと、見守ることの意味についての話し合いが深められていった。このような

場面において、保育者は2人組でできるようにすることを優先し、つい声をかけがちになってしまうが、
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話し合いでは、その声かけの是非を問う議論ではなく、目の前にいる子どもの思いを「なぜ」という視

点から見つめることの大切さが話し合われた。その結果、その大切さが、それぞれの体験と重ね合わさ

れながら浸透し、保育者間の共通理解として深められていく過程が認められた。 

 

次に、1歳児と4歳児クラスの園内交流保育において4歳児クラスの保育者が記録した1歳児のエピ

ソードについて考察する。 

【エピソード3をとった背景】 

年齢なりの人間関係が見られるとともに、クラスのほのぼのとした雰囲気を感じる場面であった。 

【エピソード3：うばった～！】 

ほふく室に絵本やブロックなどの数種類のおもちゃが設定され、おやつ後、支度を終えた子どもたち

が遊びに入ってくる。保育者が「はたらくくるま」の歌をうたうと、手にしている車を動かしたり、持

っている車の歌をうたって欲しいとせがんだりする。カバンを下げているスミレは、歌に合わせて鼻歌

をうたっている。突然ケイタが大声で「うばった～。シンゴがブーブうばった～」と言った。しかし、

シンゴは車を手にしたまま、ケイタをチラッと見て背を向けて歩いていく。その場に座り込み泣いてい

るケイタに、シンゴは女の子が乗っている違う車を差し出すが、ケイタは首を横に振る。近くにいたツ

トムが「とっちゃたの？」と立ち上がり、シンゴに近づく。ヒデキは、手に持っていたブロックをぶつ

けようと、シンゴに身体を向けた。シンゴは車をパッと下に落とし、その場を離れていく。ツトムが車

を拾ってケイタに渡す。続いて聞こえる保育者の歌に合わせて、ケイタが車を走らせた。 

エピソード3においては、シンゴに車を取られて泣いているケイタを応援する子どもたちの姿やケイ

タの車を取ってしまったシンゴにも、悪いという思いがあるからこそ別の車を差し出すという行為が生

まれたのではないかという子どもの心の動きに関する意見が交わされた。このような意見交換を通し、

それぞれの子どもの中に他者を思う気持ちの育ちが感じられるとともに、子どものいざこざの場面であ

るにもかかわらず、安心して遊ぶ子どもの姿が感じ取れるエピソードであることが示唆された。そこに

は、園内交流保育を通して、4 歳児クラスの保育者が、その場に漂う安心して遊ぶ子どもの姿を共有し

ながら描いた1歳児のエピソードだからこそ、その安心感が行間に込められ、全体での話し合いにおい

ても保育者間で共有されたのではいかと考えられる。園内交流保育の意義が、保育者間で認識されてい

く過程のあることが推察される。 

 

後に、2 歳児と 3 歳児クラスの園内交流保育において、2 歳児クラスの保育者が記録した 3 歳児の

エピソードについて考察する。 

【エピソード4をとった背景】 

ままごとコーナーに子どもたちが殺到し、トラブルが多発する中、個々の遊びがどのように展開され

ていくのか気になっていた。自分の遊びをするために、まわりを気にせず他児の中に入っていったり、
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静かな場を探して遊んだりしながら、子どもたちは自分の遊びを進めていく。他児の動きに影響を受け

遊びが変わっていく子が多い中、ずっと自分の遊びをするツヨシの姿が気になった。 

【エピソード4：ぼくは ねる！！】 

プールの後、着替えを終え、好きな遊びが始まる。ままごとコーナーに、子どもたちが集中し、それ

ぞれが自分の使いたい遊具を取ろうと狭いスペースに次々入り込み、遊びが始まっていく。そんな中、

ツヨシは、シートを敷き布団に、カラービニール袋を掛け布団に見立てて、穏やかな表情で狭いスペー

スに寝る。まわりにトラブルがあっても動かない。そのうち、ゴロウがカラービニール袋を持って別の

場へ動こうとした時、ツヨシのものと入れ替わってしまう。それに気づいたツヨシは、ゴロウに飛びか

かっていく。ツヨシの身体を止め、ゴロウに布団が入れ替わったことを伝えるが、お互いに納得がいか

ない感じである。保育者の仲立ちがあり、自分のものが戻ってくると、ツヨシは元の場所に戻り寝る。

今度は自分の周りに遊具棚（ダンボール製）を運び、自分の場を作る。（3歳揺児クラス 2012.8.9.） 

エピソード4は、ずっと自分の遊びをするツヨシの姿が心に留まり描かれたエピソードである。ツヨ

シが周りに左右されずに集中して自分の遊びを楽しんでいる背景には、その遊びのイメージをしっかり

もっているからだろうという意見が出された。その意見に対する保育者間でのうなずきの中、「穏やかな

表情で」という記録の表現が注目された。その場にいる保育者がツヨシに対しそう感じとっているとこ

ろにこそ、その世界を楽しんでいるツヨシがいることの証ではないか。「穏やかに」と表現した描き手の

中に、楽しそうを越えるツヨシの世界を感じ取ったのではないだろうか。そう感じとる保育者の思いも

エピソード記録として重要ではないかという示唆でもある。その場を共有している保育者だからこそ、

肌で感じとることのできる子どもの思いがあるのではないかと考えられる。さらに、掛け布団に見立て

たカラービニール袋がゴロウのものと入れ替わってしまうと、ツヨシはゴロウに飛びかかっている。自

分の遊びの世界があるからこそ、自分の掛け布団へのこだわりもあるのだろう。保育者の仲立ちで納得

できた後、ツヨシが作った自分の場をダンボールの遊具棚で囲むという行為も、その世界を守っている

ことの反映として捉えることもできるだろう。同時に、このような遊びを保障していくことの大切さが、

保育者間で共有された。 

 

(３)ビデオ記録とエピソード記録からの話し合い 

表1の⑤における話し合いでは、第三者が撮影したビデオ記録のすべてを見た後に、撮影者が印象に

残った場面のエピソードを取り上げ、2グループ（50歳を境に経験年数別のグループ）にわかれて、取

り上げた意味とエピソードからの気づきを出し合い、全保育者でさらに話し合いを重ねた。 

なお、ビデオ記録から話し合いのために提示されたエピソードは、話し合い当日に撮影者より提示さ

れたものであり、提示された意味についても話し合いの課題として取り込まれた。 

【エピソード5：砂遊び】 

タダオ、オサムを含め何人かの子どもたちとＭ保育者が砂場で遊んでいる。タダオが砂を型抜きに入
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れ、台にひっくり返して形を作っている。オサムも同じように砂の型抜きに入れるが、砂を指でつまん

で少しずつ少しずつ入れている。Ｍ保育者は、そのオサムの様子をじっと見ている。オサムは「もうひ

っくり返していい？」という表情をしてＭ保育者を見たり、型抜きを見直して「もっと」というような

仕草をしたりする。何度かそういうやりとりを繰り返しながら、なんとか台に形をつくることができる。

やっとできた形をタダオがやってきて、手で押しつぶしてしまう。その時、傍らにいたＭ保育者は「あ！」

と言って、タダオを叱らずに崩れた砂を見つめる。壊されたオサムも保育者と同じような表情をして見

る。タダオは、悪いことをしてしまったと感じたかのようにさっとその場から立ち去ってしまう。しか

し、少し後にもう一度オサムとＭ保育者が作り直しているところへタダオがやって来て、さっき壊して

しまった場所に自分が砂を入れた型抜きで形を作る。Ｍ保育者に見せた後、少し離れた場所で他児と遊

んでいるＩ保育者にも「しぇんしぇ～ 見て！見て！」とできた形を見せる。Ｉ保育者から「すごいね」

と声がかかる。そのことばを聞いたタダオは、また違う場所へ移って行った。（１歳児クラス 

2012.10.4.） 

ビデオ撮影者からのエピソード5の提示の意味については、保育者と子どもとのかかわりの中から生

まれる“居心地のよさ”がそこにはあるという意見が出された。これは、撮影者自身もその場に留まっ

た理由として“幸せ”を感じ取ったと表現している。ビデオ記録を通して保育者の中で感じ取られる居

心地のよさは、子どもと保育者の心と心がふれ合う接面がそこに見出されていたからだと考えられる。

また、提示されたこのエピソードについては、直接子どもとかかわっていたＭ保育者自身も印象に残る

場面としてエピソードに描いていた。その背景には、1 歳児とじっくり向かい合うことのできた時間で

あったとともに、撮影者と他の保育者が感じ取った思いと同じ感覚が重ね合わされており、描かずには

おれないエピソードとして示されていた。タダオがオサムの作った砂型を手で押しつぶしてしまったと

きの「あっ！」というＭ保育者の声と同じような表情で見つめるオサムの姿には、静かにその現実を共

有しながらも、タダオが悪いことをしてしまったと感じ取るに足る十分な示唆力がそこに漂っている。

タダオとオサムが同じ空間で遊び込めているのも、叱る、止める、正すという外側からの直接的な力で

はなく、内側から願いをもって支える保育者の存在があってこその姿ではないかと考えられる。さらに、

タダオが再度砂場に戻り、型抜きをしてＭ保育者に見せる姿は、内側からの願いをもって支えているか

らこそ生まれた行為ではないだろうか。Ｍ保育者に見せた後にＩ保育者への見せる行為が生まれている

のも、自分の存在をＭ保育者に認めてもらったからこそのタダオの行為であろう。このような何気ない

日々の保育の過程の中に、保育における居心地のよさが裏打ちされていると考えられる。さらに、この

ような過程の中に、保育の質の向上へとつながっていくものがあるのではないかと推察される。 

 

４．おわりに 

鯨岡は、エピソード記述の研修に臨む視点として次の 3 点をあげている。「子どもとの接面において

保育者の心が揺さぶられた場面を描くのがエピソード記述だということ、保育者がその接面で得た体験
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を他の読み手に伝えたいという明確な意図をもって書くのがエピソード記述であること、保育者が書い

たエピソード記述を職場内で読み合わせて、それを保育の振り返りに活かすこと」7)。鯨岡のあげたこ

の3点は、保育者が子どもの心とふれ合う接面によって心動かされ、描かずにはおれない思いで描いた

エピソード記録をもとに、そのエピソードを保育者間で共有し、話し合い、日々の保育実践を振り返り

ながら、次の保育につなげていくことの大切さを示唆していると考えられる。 

エピソード記録を3年にわたり積み重ねたH保育園の園内研修では、エピソード1のナツミ、エピソ

ード2のマリコ、エピソード3のヒデキ、エピソード4のツヨシ、エピソード5のタダオの記述や保育

者間での話し合いからみるように、子どもと保育者の心と心のふれ合う接面や子どもの思いが肌を通し

て保育者に伝わってくるような思いを軸に、描かずにはおれない思いが伝えたい思いと重ね合わされて

エピソードとして描かれている。そして、そのエピソード記録をもとに、子どもの心の動きを紐解きな

がら話し合いが深められ、保育者の思いや願いの意見交換を通して、それぞれの保育者が自分の体験と

重ね合わせることで、共通理解が浸透していく過程のあることが見出されている。そこには、保育者間

で話し合うことによって新たに見えてくる子どもの姿を通して、子どもの心の世界を読み解きながら、

子ども理解を深めていく保育者の姿があり、これが保育実践を振り返りつつ、次の保育につなげていく

ための重要な示唆になっていると考えられる。この示唆こそ、次の保育実践に向けての課題の意識化で

あり、保育の質をさらに高めていくための深い学びとなっていると考えられる。 

園内研修における話し合いにおいては、2つの方式がとられている。50歳を境に2グループで話し合

ってから全保育者で話し合う方式と、2クラスごとに互いの保育を見合うという園内交流保育を通して、

互いに心揺さぶられたエピソードを描き合い、話し合うという方式である。特に後者は、担当クラス以

外の保育者がその場に身を置き、印象に残る場面がエピソードとして描かれている。 

エピソード記録についての話し合いでは、互いに率直な意見を出し合うことが必要である。前者の方

式は、少人数での話し合いとともに、若手グループと経験者グループにわかれることで、話しやすさを

生み出し、全体での話し合いをより深めていくための土台となっていると考えられる。後者は、交流保

育という場を通して、それぞれの描くエピソードを自分ごととして自覚化していくことにつながったも

のと考えられる。このような話し合いの工夫も、保育者間での共通理解を深めるための重要な要因とな

っていると考えられる。また、エピソード記録の話し合いを継続的に行うことの重要さとともに、公立

保育園であるために年度ごとにメンバーの入れ替わりもあり、継続的な試みを全保育者間で共通に積み

上げていくことの難しさも否めない。その点も考えたとき、前述の2グループによる話し合いや園内に

おける交流保育は有効な手段にもなりうることが認められたと考えられる。 

岡花は「エピソード記述を描くことにより、保育者自身が抱える問題意識がより明確となり、その子

理解の枠組みが意識化された」8)と述べている。本報告におけるエピソードの話し合いにおいても、そ

れぞれの保育者の問題意識が明確化されたことはもちろん、その意識がエピソードを描いた保育者だけ

に留まらず、それぞれの保育者の中で、自分ごととして自覚化されながら受け止められていく過程が認
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められたと考えられる。その過程こそが、次の保育実践に向けての課題を意識化し、保育の質をさらに

高めていくための深い学びになっていくと考える。 

実践研究として、エピソード記録の検討を継続的に、さらに進めていくことを今後の課題としたい。 
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付記 

本稿は、平成 24 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3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、実践報告の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、保育におけるエピソード記録の重要性の確認とともに、その学びをさら

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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