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要約 

現場の保育者と大学の研究者が参加して行われてきた H 保育園における園内研修の事例を分析し、

「参加型園内研修」の意義と課題について考察する。 

研修は乳児クラスの各年齢において2回行われ、保育実践の可視化および保育の課題の明確化を促す

ステップ 1、保育の省察および新しい実践の模索としてのステップ 2、保育実践の共有および保育実践

の応用可能性の検討としてのステップ 3 で構成されていた。参加型園内研修の意義は、3 つのステップ

からなる保育実践における行為の中の知の生成であるといえ、そこでの研究者の役割は、保育者自身の

知の生成過程を支えることであるということが示唆された。 
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1．はじめに 

平成 20 年に告示された保育所保育指針においては、保育の運営に関する事項として、保育内容や方

法の改善、保育所の機能の強化など保育所の質の向上に努めることが明記された。そして保育所保育指

針第7章職員の資質向上に「職員は子どもの保育及び保護者に対する保育に関する指導が適切に行われ

るように、自己評価に基づく課題等を踏まえ保育所内外の研修等を通じて、必要な知識及び技術の習得、

維持及び向上に努めなければならない。」（傍線筆者）と研修の重要性が記されている。 

しかしながら実際の保育の現場では、保育時間の長時間化によって職員の勤務形態が複雑になり、(1)

研修のための時間を確保することが難しいとされている。また、保育所における平素の園内研修内容と

して「園外講習会の伝達」「他園との合同研修会」「個人テーマの設定」(2)などが行われている現状が報

告されるとともに園外における研修によって得た知識は保育実践に応用することが難しいといった問題

が指摘されている。(3)このように保育所の質の向上のために園内研修を行うことの重要性を認識してい

ても、実際の保育現場においては研修の在り方やその内容がうまく機能していないといった現状がある。 

H 保育園では 2014 年度に大学の研究者が参加し月に一回の園内研修を行ってきた。本研究では著者

たち自身も参加してきたH 保育園における「参加型園内研修」（注ⅰ）の事例分析を行い、その意義を明ら

かにすることによって保育園の園内研修の在り方について新たな方向性を示すものである。 

 

実践報告 
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2．園内研修事例および事例の分析 

(1)保育所における園内研修 

厚生労働省は保育所保育指針をうけ、平成 21 年に「保育所における自己評価ガイドライン」を公表

した。そこには保育所における自己評価の基本的考え方として、保育所の自己評価は保育士等職員一人

一人の自己評価が基盤になっているとし、研修やカンファレンス（事例検討や協議等）を通して認識し、

話し合う中で、取り組みの結果や保育所の課題について共通認識を深めるものである(4)としている。近

年はこれまでの園内研修における問題点をふまえて、外部講師を招いて上の立場の人から「教わる」と

いう従来の研修から、個人が提示した保育事例をもとに職員同士が事例検討を行う保育カンファレンス(5)

や職員一人ひとりが自分の意見を表現し合う「参加型園内研修」(6)が広がりつつある。 

(2)H保育園およびH保育園における園内研修の概要 

H 保育園は東京都A区立の公立保育園である。H保育園では、産休明けより保育を行っており、園児

は3歳未満児50名、3歳以上児74名の計122名である。職員は園長・副園長・保育士・看護師・栄養

士・用務員・補助員よりなる。開園時間は月~土の午前7時 30分～午後6時30分であり、通常の保育

以外に一時保育や園庭開放なども行っている。 

東京都A区内の保育所では、近年乳児期の保育において担当制保育を行うようになった。担当制保育

を行うにあたり、保育者と子どもとの愛着の形成が重要となるとのことから、H 保育園では 2014 年度

の園内研修テーマを「乳児保育の実践・実習研究会～愛着形成を中心に～」とし、月に一回の園内研修

を行ってきた。研修は保育を担当する全職員が参加できるように職員会議の後、1 時間を目安に行われ

た。本研究では著者である大学の教員が参加した計7回の研修の一部について、研修のレポートおよび

研修の場で出された意見をとりあげ分析を行う。 

表１は大学の研究者が参加した計7回の研修内容である。表からわかるように、乳児クラスの各年齢

において2回の研修が設けられており、３つのステップからなる。ステップ１は保育実践場面の映像に

よる保育実践の検討である。同年齢担当の保育者が分かれるように 5～6 人の３つのグループに分け、

そこに園長・副園長・大学の研究

者（4 名）が加わる。各自映像か

らとらえた良いと思った点、疑問

に思った点、改善点などを付箋に

書き出し発表をしながらグループ

にて意見を出し合う。ステップ２

はステップ１で出された意見をも

とにしながら、担当クラスでの話

し合いをし、日々の保育実践に応

用できるものに関しては実際に実

表１  園内研修の実施状況 

実施時期 内容 

研修１ （2014年9月） 0歳児クラスの保育実践ビデオ視聴 

研修２ （2014年10月） 0歳児クラス月案反省で振り返り 

研修３ （2014年11月） 1歳児クラスの保育実践ビデオ視聴 

研修４ （2014年12月） 1歳児クラスの月案反省で振り返り 

研修５ （2015年1月） ２歳児クラスの保育実践ビデオ視聴 

研修６ （2015年2月） ２歳児クラスの月案反省で振り返り 

研修７ （2015年3月） 一年間の振り返り 
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践してみる。ステップ３は、担当クラスの振り返りや改善点などをもとに全体討議を行うというもので

ある。 

スッテップ１およびステップ３の話し合いはH保育園内ホールにて行われた。 

(3)園内研修の事例 

1) 0歳児クラスの研修事例（研修１） 

食事の場面および子どもが遊んでいる場面の VTR を見ながら、各々が気付いた点（良かった点、改

善点）について付箋に書きだしていき、最後にグループで意見を出し合った。出された意見を大きくわ

けると、「ついたてを利用し落ち着いた空間を作り、1 対１で食事が進められている」「一人ひとりがし

たい遊びができるよう環境が工夫されている」といった間接的な保育者の援助としての[環境の構成]と

「遊びをいつも見守っている」「保育者の言葉掛けがたくさんある」といった子どもに対する直接的な援

助としての[保育者の援助]の２つとなった。各グループから出された主な意見と最後に研究者より出さ

れたコメントを表にすると表２のようになる。 

2）0歳児クラスの研修事例（研修２） 

研修１の内容をもとに、0 歳児クラスで話し合いがもたれ、保育の改善を行い改善後の子どもたちの

表２ 研修１の事例 

 環境の構成 保育者の援助 

良
か
っ
た
点 

・手作りの遊具を活用することで子どもたち

の動きを保障している。 
・ついたてを利用し落ち着いた空間を作り、

一対一で食事が進められている。 
・一人ひとりがしたい遊びができるように環

境が工夫されている。 
・寝るところと遊ぶところがわけられ工夫さ

れている。 

・子どもが食べたいという意思表示、意欲、タ

イミングを大切にしている。 
・一人ひとりの生活のリズムを大切にしている 
・子どもの発話に応じる保育士の声のトーンが

穏やかである。 
・あそびをいつも見守っている。 

改
善
点 

・探索活動といっていたが、棚の中に何も入

っていない。棚の中に何か入っていると楽し

いのではないか。１ 

・1 歳児に向けて食事の時の仕切りを減らし

てもよい。閉塞感がでる。２ 

・自らたべる意欲につなげるため手づかみが

できる食材があるとよい。 
・コップの中の牛乳の量が多かった。 

・食事の時、職員の声掛けが少なく、無言だっ

たり無表情だったりする。３ 

・横からの介助だと目と目が合わないため、表

情が読み取れずタイミングよく言葉かけがで

きない。４ 

・子どもの指差しに気付かない。５ 

・子どもの声があまりしない中で、保育者の言

葉かけがたくさんあるように感じた。６ 

研
究
者
の
視
点 

・保育士の言葉かけの文言が決まっているように思う。「共感」とは表情で読み取ることであ

る。１ 

・保育室のマットの色の並べ方を変えただけでも、子どもに与える印象は大きく異なる。マッ

トの色がバラバラだと、落ち着きのない印象を与える。 
・クラスの保育をビデオに撮って公開することは素晴らしい。撮影する際は、全体の様子を撮

影してから焦点を絞って撮影すると、見ている人に伝わりやすい。２ 
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姿について発表があった。研修１で出された改善点の項目について、具体的にどのような援助や配慮を

行ったか、あるいは行っていくかという点と、それによって子どもたちのどのような姿が見られるよう

になったかという点、および最後の研究者のまとめについて表3に示す。 

 

3）0歳児における研修の分析 

厚生労働省より出されている保育所における自己評価ガイドラインでは、自己評価の循環的なシステ

ムとして、保育の計画(P)－実践(D)－評価(C)－改善(A)というモデルを提示している。H 保育園にて行

われている研修は、各年齢における実践(D)をもとにそれを全職員および研究者にて評価(C)し、どのよ

うに改善(A)するかということの検討を中心に行われているととらえることができるであろう。よって研

修事例を評価と改善という視点に沿って分析していきたい。 

 

表3 研修２の事例 

項目 改善点の具体策 子どもたちの姿 
あそびの環境設

定について 

・子どもたちの探索活動の保障や、自

分から遊びたいという欲求を満たせる

よう遊具棚の設定、遊具の置き方を考

えていく。１ 

・遊具棚を覆っていたボードをはずし、

自由に遊具を取り出せるようにした。２

・床のマットはできるだけ同色を合わ

せてみた。 

・目新しい遊具などを置いたこともあり、

環境の変化にすぐに気付き、一人ひとり

が興味の引いた遊具を持ち出し触れてい

る。１自分で取り出すことにより個々の興

味が何にあるのか気づくことができた。２

食事指導につい

て 

・個々の状態を見極め落ち着いている

子は2対１で食べるようにし、1枚仕切

りをはずしてみた。３さらに職員間で話

し合いをしたり、お互いの食事介助の

様子を見合い改善に努める。４

・アレルギー児や集中しきれない児はコ

ーナーで仕切っている。1 枚仕切りをは

ずしたことで圧迫感が軽減されたが、

時々大人の動きや周りの様子を気にして

後ろを振り向いたりする子もいる。３

子どもたちの指

さしについて 

・子どもたち一人ひとりの動きや表情

に注目しながら気づき、応答的対応に

努める。５ 

・特に食事の場面で指差しが多く見受け

られる。しっかりと自分の食べたいもの

を指さしており、それに応じることで意

欲的に食べている。４ 

保育士の言葉か

けについて 

・意識しながら言葉かけしているが「待

っててね」という言葉かけが多い。子

どもたちは“いま〇〇がしたい”こと

が最大の要求であるので、次に期待が

ふくらむ言葉かけをさらに意識する。６

 

研究者によるコ

メント 

・「待っててね」という表面上の言葉の意味より、それに込められた保育者と子ど

もとの関係が大切である。待っていれば保育者が必ず次に自分のところにきてくれ

るという子どもとの信頼関係があってこそ、「待っててね」の保育者の言葉が伝わ

る。３ 

・１回目の研修において出された意見を担当者で話合い、すぐに実践に活かしてい

こうとする姿勢がすばらしい。４
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表 2 における下線 1、下線 2 は保育環境を客観的に見たときの意見である。あそびの環境設定に関し

ては、表3の波線１にあるような基本的な考え方のもと波線2のように環境設定を変えたということが

分かる。またそのことにより二重傍線１にあるような子どもの姿が見られるようになり、今まで気づか

なかった新たな発見（二重傍線 2）があったことが読み取れる。下線 2 については、波線 2 のように環

境を改善してみたものの、新たな課題が出てきた(二重傍線3)という事例である。 

表 2 の下線 3、4、5、6 は保育者と子どもとの応答関係に関する意見および課題である。0 歳児とい

う年齢を考えると、子どもと保育者との相互コミュニケーションの中心は言語ではない。波線5におい

て、子どもの動きや表情に着目することの重要性が再確認され、またそうすることによって子どもが良

い方向に成長していることを実感している(二重傍線4)ことが読み取れる。 

研修 1 と研修 2 における研究者のコメントやまとめには 2 つの方向性がある。１つは点線 1、6 にあ

るように、言葉の意味や保育者の援助に対して補足をし、保育者の理解を促しているということである。

2つ目は、今回とりあげた保育の事例ではなく、点線2、4のように研修会の方式等、研修会全体の構成

について言及しており、参加型園内研修全体の在り方や意義について補足をしているものととらえられ

るだろう。 

「食事のとき職員が無表情である」「保育者の言葉かけがたくさんある」といった気づきの事例から読

みとれるように、日々の保育実践は意識をされないまま実践される行為、認知、判断があるといえる。(7)

保育者は研修を通して日々の実践の VTR を見返すことにより、無意識の保育行為について意識化する

ことを可能としていると考えられる。また自らの気づき、他者から指摘されることにより得た気づきか

ら、日々の保育を省察し、新たな保育実践を組み立て、実践していく手立てを探り出すことができると

いえるだろう。 

4）1歳児クラスの研修事例（研修3） 

1 歳児クラスの研修においては、高月齢児と低月齢児に分けて行われたトーンチャイムの活動および

食事場面の映像をもとにしながら、これまでの保育の取り組みや環境について1歳児クラスの担任から

説明があった。1 歳児は月齢による発達の差が大きいこと、また数か月で子どもの様子が変わってくる

ことなどから、現在の保育の映像だけでなく、これまでにどのように保育室の環境を変えてきたかとい

うことについても説明があった。そのため良かった点、改善点だけでなく、環境を変えたことによる疑

問点なども多くだされた。環境構成の0歳児の研修事例と同様に各グループから出された主な意見を環

境の構成と保育者の援助についてまとめたものが表４である。 
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5）１歳児クラスにおける研修事例（研修4） 

研修 3 の内容をもとに、1 歳児クラスで話し合いがもたれ、出された疑問点や改善点に対しての答え

や改善後に子どもたちの姿にどのような変化があったかということが発表された。各項目について疑問

点や改善点の具体策および子どもたちの姿に分類したところ、表５のようになった。 

 

表5 研修４の事例 

項目 疑問点および改善点への具体策 子どもたちの姿 
トーンチャイム

の活動について 

・担任がトーンチャイムの研修を受

け、1 歳児にもトーンチャイムの音

色の心地よさ、刺激の弱い優しい音

をきかせ、気持ち良さを同じ場で共

有したいと思い取り入れた。６

・まずは音を聞く、響きに触ってみる、大人

と一緒に鳴らしてみるという段階を踏んで

進めていった。映像では自分でもやってみた

いという気持ちになり、子どもが手にとって

鳴らしている。５

食事前の混雑に

ついて 

・手を洗った後、すぐに手が拭ける

ようにタオル掛けの位置を変えると

ともに、テーブルの配置を変え、ス

ペースを広くした。７

・手洗いから食事のテーブルにつくまでの動

線が子どもの動きに合っており、混雑が解消

された。6 

食事の仕方や食

具の使い方 

・スプーンを中心に使用している。

メニューによってフォークでしか食

べられない麺などはフォークを使用

し使い分けられるようにしている。

・アレルギー児が4名いるため、前半2名と

後半2名に分けており、その他は月齢の低い

子どもから食事をしている。７ 

表4  研修3の事例 

 環境の構成 保育者の援助 

良
か
っ
た
点 

・食事のスペースと遊びのスペースがついた

てで仕切られていて、それぞれの活動に集中

している。 
・棚とかほふく室を利用して遊びの環境を工

夫している。 
 

・トーンチャイムの活動において低月齢児と高

月齢児の反応の違いに合わせた保育者の対応

が良かった。 
・トーンチャイムを見せるところで、子どもの

興味を惹きつけており、子どもとの良い関係が

できている。 
・食事において子どもの食べたい気持ちを汲み

取りながらの援助ができていた。 

改
善
点
や
疑
問
点 

・食事に入る前に手洗いをするが、混雑をし

ておりスペースの狭さが課題である。７食事に

移る時に時間差があった方が良いのではない

か。 

・食事のときのついたてを低くしたことの効

果はどうであったか。８ 

・なぜ研修における映像事例においてトーンチ

ャイムの活動を選んだのか。トーンチャイムの

音を聞くねらいとは何か。９ 

・食事の仕方や食具（スプーン・フォーク）の

使い方や使い分けが知りたい。１０ 

研
究
者
の
視
点 

・生活の中で保育者と子どもとの間に安定した関係が育っているからこそ、活動に対して期待

を持って待つことができる。５ 
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ついたてを低く

したことについ

て 

・ついたての高さを 75cm から 65cm

へと低くしたことにより、保育士が

ついたての向こうで遊んでいる子の

様子が見られるようになった。８ 

・ついたてが高かった時は、遊んでいる子が

ついたての向こうの様子が見えずに気にな

ってのぞいたりしていたが、低くなって中の

様子が見えるようになり、安心して遊べるよ

うになった。８

研究者のコメン

ト 

・食事のときのついたてを減らしたり、高さを低くしたり子どもの様子に応じて環

境を変えているところが良い。子どもの育ちを見通しながら、年齢によって使い分

けることが必要である。６

 

6）1歳児の研修における分析 

0 歳児の研修のときと比較して、改善点の他に疑問点が多く出されていた。そこで、改善点と疑問点

とに焦点をあて分析をしていく。表4下線7は保育環境における課題である。波線7にあるように環境

の構成を変えたところ、子どもどもたちの動きに変化(二重傍線6）が見られたということである。下線

8 は同様に環境を変えたことについて参加者からでた疑問点であるが、ここではまず保育者の保育にお

ける変化(波線 8)とそれによって子どもたちに安心感が生まれたという変化(二重傍線 8)が報告されてい

る。 

表4における下線9、下線10は、他の年齢の担当の保育者から出された保育内容に関する疑問点であ

る。多くの保育所が年齢別のクラス保育を行う中、日常の保育において自分の担当外のクラスでどのよ

うなねらいをもってどのような保育を行っているかということを知ることは困難である。二重傍線5や

二重傍線7にあるようにこの研修が1歳児クラスでどのような保育が行われているかということを知る

良い機会となっていることが分かる。 

研修3と研修4における研究者のコメントも0歳児の研修時と同様２つの方向性をもっているととら

えられる。点線5は子どもと保育者の関係に対する考え方の提示であり、下線6は子どもの生活の連続

性を視野にいれた研修事例の他の年齢の保育に対する応用可能性を示唆するものであるととらえること

ができるであろう。 

 

３．考察 

2014 年度に H 保育園にて行われてきた研修は、現場の保育者と大学の研究者とが参加者として参加

すする「参加型園内研修」である。研修事例の分析をもとにしながら、研修の意義を考察していきたい。

今回H保育園にて行われた園内研修は、各年齢2回からなり、それぞれ3つのステップがあることを前

述したが、それぞれのステップについてその意義とつながりを検討していく。 

まず、ビデオ実践の VTR の視聴とグループでの気づきを共有するステップ１であるが、これは無意

識のうちにおこなわれがちな日常の保育実践について可視化するという効果があるといえるだろう。ま

たこの可視化および他者からの指摘を通して、保育の課題を明確にすることができる。ステップ1をう

け、担当クラスでの話合いを行うというステップ２は、自分たちの保育を省察し、自分たちの保育行為
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の背景にある考え方を整理し、新たな実践について模索をする機会であるととらえることができるだろ

う。改善点や子どもたちの変化を共有するというステップ 3（各年齢 2 回目の研修）は、改善された保

育実践を共有する場として機能するとともに、各年齢の保育者がその実践を受け、自分たちの保育をど

のように展開していくかということの応用可能性を検討する場として機能していると考えられる。 

H 保育園における園内研修は、保育実践の省察および改善を研修という場を通して意図的に行った事

例であるといえるだろう。日々の保育において、自らの行為や判断に意識をし、それを修正するという

ことは、保育の流れを止めることのできない保育者にとってはとても困難なことである。それゆえ、こ

れら研修の意義は、研修を通した保育実践の行為の中の知(注ⅱ)の生成にあるといえるだろう。またこう

した行為の中の知の生成は、研修の場のみで終結するのではなく、新たな循環と実践の応用可能性を生

み出し、クラスの実践という知から園全体の知への変換が可能となるのである。 

最後に「参加型園内研修」に研究者が参加者として参加することの意義について検討してみたい。園

内研修において研究者が参加する場合、多くは研修講師である。単に一般的な保育について講演する研

修は減ってきているものの、園の事例をもとにそれを研究者がどう解釈するのかという研修が多く行わ

れている。今回のH保育園での研修は、これら従来の研修スタイルとは大きく異なる。研修の柱となる

のは、現場の保育者たちによる現在の課題をもとにした行為の中の知の生成であり、研究者は理論的な

裏付けをすることでそれを手助けしているに過ぎない。また、研究者が全体的な研修スタイルについて

多く言及しているのも、個々の事例の検討も重要であるが、知の生成の過程およびまたその循環が重要

であることを示唆してのことであると考えられる。 

考察より、研修における3つのステップの構造を図式化すると以下図１のようになる。 

 

４．まとめおよび課題 

H 保育園における参加型園内研修は、実践における行為の中の知を生成する研修として成功した事例

であるととらえることができるであろう。しかし、どこの園においてもこうした研修が可能であるとい

 

 
図１ H保育園における参加型園内研修の構造 

ステップ１ 

（研修） 

保育実践の可視

化 

保育の課題の明

確化 

ステップ 2 

 

保育の省察 

（実践の意味づけ）

新しい実践の模

索 

ステップ 3 

（研修） 

保育実践の共有 

保育実践の応用

可能性の検討 

 

新たな知の生成循

環 

担当クラスの知→ 

  園全体の知へ 

研究者による理論的裏付けおよび意味づけ 
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うわけではない。まず課題としてあげられることは、保育者全員が会することができる時間の確保であ

る。勤務時間がシフトによって複雑に組まれている保育者にとって、保育時間以外の勤務は多くの場合

残業となる。単に時間の確保だけにとどまらず、研究者も含めた参加者全員がこうした時間を利用して

研修を行うことの意義を認識するとともに、研修を行うことによって得たものがあるという「学び合い」

の実感を積み重ねていくことが必要であろう。 

2 つめの課題として、園内における人間関係があげられる。各年齢における研修の 1 回目は各クラス

の保育実践ビデオを視聴し、良かった点、改善点を自由に出すというものである。事例にて示した通り、

H 保育園では良かった点と同時に改善点も数多く出されている。園内保育者の信頼関係がない場合、改

善点を出すことに気がひけてしまうことも多い。しかし、良かった点のみあげても保育実践は現状以上

の進展はみせない。園長や副園長を中心として、保育園全体の保育を実践者全体で良くしていこうとい

う気持ちと信頼関係があってこそ、参加型園内研修が保育実践における行為の中の知を生成する場とな

ると考えられる。 

今後は研修事例を重ねることにより、より詳細に保育実践における行為の中の「知の生成過程」につ

いて検討していくことを今後の課題とする。 

 

付記 

本稿は平成 26 年度に第二日ノ出町保育園にて行われた園内研修をもとにまとめたものである。研修

に参加していた第二日ノ出町保育園の保育者全員と東京未来大学の4名の研究者の共著であるが、紙面

の都合上、平成 26 年度の園長および副園長と研究者との共著とさせていただいた。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する。 

 

注 

（注ⅰ）ここでいう参加型園内研修の「参加」とは、秋田（2011）が述べているように研修にすわって

出席するということを指すのではない。ここでの「参加」は「参画」に近いものであり、保育者一

人一人が園運営の主体者としてこれから何かをしようという意識を培うことを目的として参加する

こととしてとらえる。 

（注ⅱ）ドナルド・A・ショーン(2007)は人の日常生活での行為は、意識しないまま自然に生じる、直

観的な行動であるとし、同様にプロフェッショナルの普段の仕事生活も、暗黙の行為の中の知の生

成に頼っているとしている。そして実践者が実践するときに利用する暗黙の認識や判断やふるまい

を行為の中の知としている。保育者もこうした行為の中の知によって日々の保育を実践していると

とらえられる。 
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