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１．はじめに

　近年、待機児童の問題が大きく取り上げられ、多
様な事業体の保育事業への参入や、地域型保育事
業などにより保育形態の多様化が進んでいる。この
ような状況下において目指されるべきことは、保育
を必要とする子どもたちに単なる受け皿を確保する
ことではない。児童福祉法にあるように、「入所する

子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を増進する
ことに最もふさわしい生活の場」を確保することで
ある。事業体や保育形態を問わず、質の高い保育
が展開されているか否かが重視されなければならな
い。
　保育の場において質の高い保育を展開するため、
保育所職員の専門性を高めることが重要であるとさ
れている。平成20年に告示された保育所保育指針
では、職員の資質向上に向けて、保育所内外の研修
等を通じて、必要な知識および技術の修得、維持向
上に努めなければならないと示されている。一方、
各保育園において研修の重要性は認識しているもの
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の、ローテーション勤務による時間の確保やより効
果的な研修のあり方をめぐっては試行錯誤の状態で
ある。平成29年の保育所保育指針の改定に向けた
中間とりまとめでは、職員の資質・専門性の向上に
ついて、職務内容に応じた専門性の向上を図るため
の研修機会の充実が必要であるとし、研修機会の確
保に取り組む必要があることや職場で研修および日
常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢の重要性な
どが示されている。（１）質の高い保育実践を支えるた
めに、専門性を高める学びの深い研修について検討
していくことが課題であるといえるだろう。
　公立Ｈ保育園では、2014年度より研究者４名が参
加する参加型園内研修（２）を実施しており、その研
修は継続的に実施されている。本研究の目的は2015
年度に行われたＨ保育園の研修事例の分析を通し
て、保育実践に結びつく効果的な研修のあり方やそ
のような研修を可能とする要因について示唆するこ
とである。

２．Ｈ保育園における園内研修の事例

①2014年度の園内研修のまとめ
 　公立Ｈ保育園では、2014年度に「乳児保育の実践・
実習研究会～愛着形成を中心に～」というテーマで
大学の研究者が参加する参加型園内研修を行ってき
た。その園内研修は０歳児～２歳児まで各２回の研
修を実施し、１回目はビデオの視聴をしてそれにつ
いての話し合い、２回目は話し合いをもとにした担
当保育者による振り返りを行った。研修事例を分析
したところ、この参加型園内研修が《保育実践の可
視化》・《保育課題の明確化》を促すステップ１と《保
育の省察》・《新しい実践の模索》であるステップ２、
《保育実践の共有》・《保育実践の応用可能性の検討》
のステップ３という構造において成り立っていること
が示唆された。またその参加型園内研修における研
究者の役割は、研修を通した現場保育者の実践にお
ける行為の中の知の生成を支えることであった。（３）

　Ｈ保育園で行われた園内研修は、保育の個別事
例を職員全体で検討することを通して、結果として、

保育の課題や実践について園の職員が共通認識を
持つ、保育の省察を通して各自の保育について考え
る機会を提供するという研修事例であったととらえ
ることができるだろう。

②2015年度園内研修の概要
　公立Ｈ保育園では2014年度に引き続き、2015年
度に参加型園内研修が行われた。参加者は園長、副
園長、看護師を含めた全職員、保育者養成大学の
研究者４名である。月１回、職員会議後の約１時間
を研修の時間として設定した。研究者の役割は前年
度の研修同様に研修講師としてではなく、「学び合
いの場」に参加者として参加することである。2015
年の研修のテーマは「子ども主体の保育を考える」
であり、表１が年間を通した研修概要である。
　2015年度の研修における大きなポイントは、研修
１において研修担当者による昨年度の研修の振り返
りと本年度の研修の方向性について話し合いが行わ
れたことである。ここではまず本年度の研修のテー
マである「子ども主体の保育」ということの確認が
なされた。続いて研修の方法について全体で話し合
いが行われ、各年齢の担任が発達の連続性を考慮
しながら、現在悩んでいること、困っていることを
エピソードにまとめ、それを検討していくことに決
まった。
　研修２では、参加者全員が担任の書いた0歳児の
エピソード記録および考察、１歳児のエピソード記
録および考察の読み合わせをするとともに意見交換
がされたが、研修３～研修５では参加者を２つのグ
ループに分けて意見交換が行われた。これは研修２
において全員で意見交換をすることにより時間配分
が難しかったという前回の反省による改善策である
と同時に、より多くの参加者が意見を出しやすくし
たいという園長の意図によるものである。研修２の
後の研究者との打ち合わせの際、この参加型園内研
修の目的を「クラスを越えて話ができることで、エ
ピソードを提供した当事者やそのクラスの担当だけ
でなく各自が保育観や保育の見方について振り返り
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ができること」としていた。研修６においては、研
修のまとめとして１年間研修に取り組んできたこと
による感想を発表し、それらを参加者で共有した。
　研修事例および保育者による研修後のアンケート
等を用いて2015年度の研修について考察を加えて
いきたい。

③保育者のエピソードによる研修事例
１）エピソードを記述することの意義
 　本年度の研修においてはまず担任保育者がエピ
ソードを記述するところからスタートする。まずは、
表１研修３における研修事例をもとにしながら、エ
ピソードを記述することの意義について考えてみた
い。表２は２歳児担任保育者より提出されたエピソー
ドである。なおエピソードにおける子どもの名前は
仮称である。
 　日々保育を実践している保育者にとって、エピソー
ドを記述するということは、保育を振り返りその中
で自身が気になることを切り取る行為である。エピ
ソードを提供した保育者の願いは、子どもたちが自

分たちの好きな遊びを見つけて楽しんでほしい（下
線１）ということである。そんな中、自信がなくうま
く友だちと関わることができないケンくんの姿が気
になり、（下線４）援助に悩んでいる様子が読み取
れる。エピソードに記述された日はケンくんとマーく
んとのやりとりを中心にして、保育者がその場の様
子をどうとらえ、どのように援助したのかということ
が記述されている。
 　保育実践をエピソードという形で言語化すること
は、自身の保育実践を改めてとらえなおす機会とな
る。日頃かかわっているケンくんの姿を自分はどの
ようにとらえて、どのように理解しているのかという
ことを再認識し、またその認識にもとづいて自身が
どのように援助し、その結果どうなったのかという
ことを省察しているといえる。また、改めてケンくん
と友だちとのかかわりをとらえ直すことにより、考察・
分析において今後の援助の方向性（下線５、６）を
導き出している。
 　上記見てきた通り、保育者にとってエピソードを
記述するという行為は、自らの実践を事後に振り返

表１　2015年度参加型園内研修の実施概要
研修実施時期 内　　　　容

研修１
2015年８月

研修の方向性について参加者による話し合い
現在悩んでいること、困っていることをエピソードにまとめそれをみんなで検討
していくことに決まった。

研修２
2015年10月

０歳児・１歳児クラスのエピソードおよび考察をもとに参加者全員で意見交換。
０歳児「僕は面白い！　だけど・・迷惑」
１歳児「ストロー落とし・人形遊び」

研修３
2015年11月

２歳児クラス（２クラス）のエピソードおよび考察をもとに意見交換（２グループ）
２歳児「これで、よかったの？」
２歳児「その線路いいなあ」

研修４
2015年12月

３歳児・４歳児クラスのエピソードおよびその考察をもとに意見交換（２グループ）
３歳児「園庭の地面がアートになった！～電車ごっこ～」
４歳児『「○○がいい」「○○がつくりたい」「つくるって楽しい」』

研修５
2016年１月

５歳児クラスのエピソードおよびその考察をもとに意見交換。
５歳児「僕　明日　先生に手紙書く」

研修６
2016年２月

研修のまとめ
研修会全体を通しての感想をそれぞれが発表
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ることによって、その日におきた出来事やその背景
を意図的に構成し、今後の見通しについて考える機
会を提供しているといえるだろう。

２）研修参加者によるエピソードの検討
 　研修３では全体を２つのグループに分け、意見交
換が行われた。表２のエピソードをもとにしながら
研修参加者によって出された意見について考察を加
えたい。全体を２グループに分けることによって１
グループが10名以下の小グループとなり、活発に意

見が交換された。出された意見はおおむね子どもの
理解に関すること、保育者の援助に関すること、環
境の構成に関することの３つに分類できた。
 　下線２は担任保育者がケンくんの行動の気になる
点について記述したものである。「注意されるような
注目行動」と記していることより、その行動が好ま
しくないものとしてとらえていることが読み取れる。
それに対して、友だちと一緒に遊びたいという気持
のあらわれではないか、友だちのことをまねするこ
とを楽しんでいるのではないか、保育者とかかわり

表２　研修３のエピソード　「その線路いいなあ」

子どもの姿
・友だちと同じ遊びの場で遊ぶ
・ヒーロー（ヒロイン）になったつもりで遊ぶ
・好きな友達を誘って遊ぶ
・言葉でのやりとりをしながら遊ぶ

保育者の願い
・自分の好きな遊びを見つけて楽しんでほしい１

子どもの姿　　ケンくん（男児）　３歳２か月　４歳児に姉
・初めてのことに対して興味はあるが、一番には手を出せない気の小さいところがある。
・「ケンくんできないよ」と何かをする前から言い、自信がない。
・友だちが注意されたことをすぐにまねをして注意されるような注目行動をする。２

エピソード　　「その線路、いいなあ」
・ケンくんは朝保育室から自分のクラスに入ると、はじめに牛乳パックバスのオレンジを選ぶ。マーくん
は木製線路のブロックを出してきて線路をつないで遊び始める。ケンくんはマーくんの遊ぶ様子を、ど
うやって作るのかなあ・・・というよりは、早くできないかなあというような雰囲気でマーくんの遊びを
見ている。ケンくんは線路ができあがりそうな頃に線路にバスを走らせようとした。その姿を見てマー
くんに「やめてよ！」と言われるが、２、３回同じことをして、とうとう激しく「ケンくんやめてよ」と
言われる。ケンくんは近くにいたが何も言わない保育者の顔をチラリと見て３、仕方がないか・・・とい
うような表情でその保育者のひざに座り、マーくんの遊びを黙ってしばらく見ていた。そこへカズくん
がマーくんの線路につなげるようにして遊びに加わる。それも黙って見ていた。ケンくんは、保育者の
ひざから一息つくようにして立ち上がり別の場所でバスを走らせて遊び始めた。

考察・分析
・自分ではマーくんと同じような線路は作れないと思っているのか、マーくんが作るのを見ているだけと
いう姿にケンくんの自信のなさを感じる。４　保育者はその気持ちを汲み取り、遊ぶ中で一緒に何かを作
り上げる経験を重ね自身につなげていくような援助が大切である。５
・友だちとの関わり方が分からないケンくんだが、関わりたい気持ちがあることを受け止め、ケンくんの
気持ちや、友だちの気持ちを言葉にしたり、代弁したりするなどして仲立ちする６　ことも必要である。



－ 181 －

東京未来大学研究紀要  Vol.10　2017.3

たいのではないかといった意見が出された。こうし
た意見をうけ、担任保育者は今後も否定も肯定もせ
ず見守っていきたいとしている。またエピソードに
ある「ケンくんが友だちの遊びを見ている」という
ことについて、見る行為とは一緒に体験する行為で
もあるとし、自分だけの世界から自分たちの世界へ
の移行期であるから、見るという行為も大切である
という意見が出された。参加者によるこうした子ど
もに対する読み取りは、担任保育者のケンくんに対
する理解に新たな視点を提供したととらえることが
できるだろう。
 　続いて研修における保育者の援助や環境の構成
における意見について考えてみる。下線３に対して
「もし保育者がケンくんに一緒に作ろうと声をかけた
ならどうなったか」や「線路を組み立てることに自
信がないのであればブロックなどで作る活動をうな
がしてはどうか」という保育者の援助や「木製線路

ではないもので牛乳パックバスを楽しく走らせる環
境を工夫してみてはどうか」などの意見が出された。
保育者たちのさまざまな意見は、保育実践における
援助の選択肢の幅を広げるものとして機能するもの
と考えられる。
 　Ｈ保育園の研修事例にみられるような保育現場に
おけるエピソードの検討は、エピソード提供者の気
がかりな点について検討されることを通して、明日
からすぐに応用できる新たな保育の知を生成してい
るといえるだろう。

３）研修の振り返り
 　全研修が終了後、参加者に研修会自体を振り返る
アンケートをお願いした。質問項目は　１．エピソー
ド提供者として研修に参加し、気づいたこと感じた
こと　２．エピソードの検討者として研修に参加し、
気づいたこと感じたこと　３．研修スタイルや研修

表３　研修の振り返りアンケート
Ａ保育者 Ｂ保育者 Ｃ保育者

１ ．エピソードの
提供者として

様々な意見を聞いてこんな
声かけをしたら、もっと違う
遊びになったり、その児自身
の遊ぶ意欲を盛り上げたり
することになったのではない
かという反省７や今度はこん
なふうに働きかけてみようと
いう思いにつながったり、８
自分の中で様々な思いが出
てきた。

どの場面を選ぼうか、と日ご
ろの子どもたちの姿を思い、
考えていく中で自分が子ども
たちのサインや声に気付い
ているかちゃんとキャッチで
きているか改めて省みる９こ
とができました。
　自分が考えていることは
本当に視野が狭かったと感
じられる検討の時間は、とて
も有意義で、新たな保育の
発見、切り口10でした。

エピソードは日常の保育の中
にたくさん存在していて、掘
り下げて考えるとどれもこれ
も深く考えてみたいと感じま
した。今回はその中でも自分
の保育の“迷い”を提案させ
ていただきました。自分の迷
い（エピソード）について沢
山の意見や解答を述べてく
ださる機会に恵まれた11こと
を嬉しく思います。

２ ．エピソードの
検討者として

エピソードがあることによっ
て検討者として、提供者の
思いや悩み、感じ方などに思
いをめぐらせたり、自分に置
きかえて考えてみたりする12

ことに集中できた。

毎回、今回はどんなエピソー
ドかなと楽しみにしていまし
た。エピソードから浮かび上
がってくる保育者の視点や
考え方はとても勉強になりま
した。ひとつのエピソードを
いろいろな保育者で検討し
て意見を出し合う13時間も、
自分の思ったこと感じたこと
を伝えあい互いに認め合うこ
とが良かった14です。

子どもの姿をエピソードから
拾い、内面まで考えていく時
間はとても貴重だったと思い
ます。また職員の保育を感じ
ることができました。保育を
語り合う時間はなかなか作れ
ない状況がありますが、日常
を振り返りその中から新たな
ことが見えることもあり、15
保育を、また自分をリフレッ
シュすることが出来ました。
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全体を通して気づいたこと　であり、自由に記述を
してもらった。研究者を除く12名の参加者より回答
を得たが、紙幅の都合により、その中から一部を取
り上げ考察する。（表３）
 　エピソードの提供者として多く出された意見は、
まずエピソードを作成する際に下線９にあるように
自己の保育を省察することにつながるということで
ある。また自分のエピソードを検討されることを通
して他の保育者の新たな考え方や見方に触れること
ができるとしている。（下線８、11）そのことがまた
自分の保育を改めて見直してみる契機につながると
している。（下線７、10）同様に他の保育者のエピソー
ドを検討する場面においては、まずエピソード提供
者の考え方に触れることで自分とは違う見方に気づ
き（下線13）、検討の場を通して、いろいろな意見
を見聞きすることで、自分の保育を振り返る機会（下
線12、15）になるということである。
 　続いて、研修のスタイルや全体についてのことに
ついて出された意見から、研修のあり方について考
察を加える。表４は2015年度に行った研修全体につ
いての参加者の記述をまとめたものである。表４か
らわかるように、研修スタイルに関しては、参加型

園内研修において、より効果的で活発な意見交換が
されるための人数やグループ分けなどの条件につい
て記述されている。今回の研修事例においては、表
３下線14や表４下線16にあるように、人数構成が適
切であったということが推察できる。また、研修の
位置づけに関することでは、日常の保育実践と研修
における学びとの関係について記述されており、下
線17や18からわかるように今回の研修が実践に応
用できるものとしてとらえられていることがわかる。
④事例の考察
 　Ｈ保育園ではこれまで継続的に参加型園内研修を
行ってきた。2014年度の研修は保育場面の映像を
もとにしながら、2015年度は担任保育者が作成した
エピソードをもとにしながら保育実践について研究
者も含めた参加者全員が意見交換を行うものであっ
た。2014年度の研修事例よりこの参加型園内研修が
《保育実践の可視化》・《保育課題の明確化》を促す
ステップ１と《保育の省察》・《新しい実践の模索》
であるステップ２、《保育実践の共有》・《保育実践
の応用可能性の検討》のステップ３という構造をた
どるものであることを示した。（５）

 　今回のエピソードをもとにした研修の事例や研修

○研修スタイル
・今回は、同じグループでの協議会だったので、いろいろな保育者が語りあえるような形がよいと思います。
・人前で発言することが苦手なので、少人数で話し合いができたことがよかった。
・意見を交換しあうことが自分へのあらたな学びともなり、一歩踏み出す勇気もありますがめげずにできる
雰囲気も必要だと思う。今年はとてもいい雰囲気の中意見交換ができたのではないかと思う。
・時間が限られている中で活発な発言を出すには少人数のグループに分かれてすることは良いと思った。今
回の２グループは適当と感じた。16
○参加型園内研修の位置づけ
・毎日あわただしく過ごしている中でこのような時間を持ちじっくりと“保育”に向き合えたことは自分の保育
を振り返ることにもつながり保育を改めるきっかけ17になった。
・エピソードを描くことは“たいへん”とやはり身構えてしまう気持ちがありますが、エピソードを通し、目の
前の子どもたち（日々かかわっている子どもたち）を捉え、保育をどう進めていくかが大切と思う。18
・理論より実践、理論あっての実践と思いますが、保育経験年数を重ねている保育者が多い当園において“実
践ありき”と思うところもあります。

表４　研修会全体に関する意見
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後のアンケートの結果から、このステップ１～３が
時系列に沿ってまた順を追って生起しているわけで
はないことがわかる。エピソード提供者としてエピ
ソードを描くことそれ自体が保育実践の可視化であ
るとともに保育の省察でもある。また他者によるエ
ピソードの検討を通して新しく見えてくることがあ
り、再度自らの保育を振り返ることによって新しい
実践の可能性が見えてくるというような複雑な過程
をたどる。エピソードの検討者もエピソードから自
身の保育と置き換えて考えてみたり、他の人の意見
から自分とは違った新しい実践の可能性に触れたり
する。その過程は一方向ではなく、重層的に行き来
しながら保育実践における行為の中の知がエピソー
ドの提供者にもエピソードの検討者にも生成されて
いくととらえることができるだろう。
 　研修全体を通した気づきからもわかるように、行

為の中の知の生成を促すためには、研修会において
活発に意見交換がされることが不可欠である。その
ためには意見交換をしやすい人数の検討やグループ
分け、場の雰囲気といった研修の運営者による「研
修の場づくり」が大きな意味を持っていると考えら
れた。
　西（2013）は事例研究が発展していくためには、
事例理解・事例解釈のコミュニティが育まれていく
ことが必要であるとしている。それは保育を理解す
る目であって、同じように保育する仲間による保育
のコミュニティにおける交流の中で育まれていくも
のとしている。Ｈ保育園の保育者は全員が長期にわ
たり実践者として保育にかかわっており、事例理解・
事例解釈のコミュニティが育っていたことが考えら
れる。保育実践に関する共通の解釈コミュニティ（４）

があるからこそ、個々の子どもの理解や保育者の援

図１　2015年度Ｈ保育園における参加型園内研修の構造
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助の可能性についてさまざまな角度からとらえるよ
うな意見が活発に交わされたのではないかと考えら
れる。
　本研究の研修事例およびその考察をもとに2015
年度のH保育園における参加型園内研修の構造を図
式化したものが図１である。

３．まとめ

　Ｈ保育園における２年間の参加型園内研修の事例
を分析し、園内研修の意義とその構造について考察
を行ってきた。Ｈ保育園の研修事例からは個々が主
体的に研修に参加しながら保育者としての学びを深
めようとする姿勢を読み取ることができた。参加者
によるアンケートの結果から、限られた時間の中で、
日々の問題意識に寄り添いながら、明日の実践に生
きる新たな知を生み出すという点において、この参
加型園内研修は効果的であったととらえることがで
きるであろう。
　しかし参加型園内研修はＨ保育園での事例と同様
に行ったとしても必ず効果的なものとなるわけでは
ない。まず、実践経験の少ない保育者にとってはエ
ピソードとして保育を切り取ること自体がかなり困
難である。そして保育歴の異なる保育者間で効果的
な意見交換をするためには、まず保育実践に関する
共通の解釈コミュニティを生成することが必要とな
るだろう。その上で、参加者人数を考慮したグルー
プ分けやグループの人数、時間配分や話しやすい雰
囲気づくりなど研修自体を俯瞰的な視点でとらえる
ことが必要となる。つまり、研修会の参加者および
運営者（６）による研修会自体の省察が研修会を効果
的なものにするために大きな意味を持っているとい
えるだろう。
　今後も研修事例を重ねることにより、効果的な園
内研修のあり方を探っていきたい。
註
（１ ）保育所保育指針の改定に関する中間とりまとめ　
平成28年８月２日　社会保障審議会児童部会保育専
門委員会資料

（２ ）ここでいう参加型園内研修の「参加」とは、研修
にただ座って出席する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。

（３ ）及川留美・小野崎佳代・福崎淳子・西村実穂・坂
本晴代・楠敦子　現場と大学との協働による園内研
修の試み2016　東京未来大学研究紀要　191-200

（４ ）本稿では、保育者が保育後に自分の保育を「物語る」
という視点から描かれている内容をエピソードとと
らえる。また研修で検討するにあたり、提示された
エピソードの記述内容を含め、研修において検討さ
れている内容そのものを研修事例としてとらえる。

（５ ）前掲（３）
（６ ）例えば、Ｈ保育園における2015年の研修のテーマ
は「子ども主体の保育」である。子ども主体という
ことが子どもたちのどのような姿であるのか、また
保育者の援助として心がけることはどのようなこと
かといったおおよその共通イメージがすでに参加者
の中にあるということを指す。

（７ ）上田（2014）は研修効果を高める上で園長の多面
的なリーダーシップが要求されるが、年齢や経験年
数の異なる保育士を含めて頻繁な話し合の場を設け
ることによって、保育士の協働的な人間関係を促す
ことが重要であるとしている。Ｈ保育園では、この
研修が協働的な話合いの場となっているといえるだ
ろう。（上田淑子　園内研修と園長のリーダーシップ：
園内研修を行った保育士のインタビュー調査から　
2014　甲南女子大学研究紀要　人間科学編　第50号
　7-13）
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