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１．はじめに

　平成29年３月に改訂された新保育所保育指針で
は、保育所保育における基本原則において、保育士
が責務を遂行するための専門性の向上に絶えず努め
なければならない１）と示された。これにより保育士
の職務としてその専門性を向上させることが努力義
務として規定された。さらに、第５章職員の資質向

上には保育所が組織として研修機会の確保や充実を
図ることとし、施設長の責務や研修の実施体制の構
築について具体的に示された。保育所保育の質を高
めるために、保育所における職員の研修の重要性が
より一層強調されたととらえることができるだろう。
　公立Ｈ保育園では、2014年度より園に勤務する保
育士全員と大学の研究者が参加する参加型園内研
修を実施している。Ｈ保育園の研修会では、まずそ
の年度の研修開始時に園長、副園長および研修担
当保育者、研修講師（大学研究者）がその年の研
修の実施方法や方向性について話し合いを行ってい
る。2015年度の研修テーマは「子ども主体の保育を
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考える」であり、各クラスの担任保育者が記述した
エピソードをもとにグループに分かれて意見交換を
行うという形式で行われた。2016年度の研修は、遊
び場面の実践の様子をビデオカメラで撮影し、その
映像をもとに参加者が意見交換を行うことになった。
本研究では、2016年度にＨ保育園にて行われた園内
研修の様子を事例として取り上げながら、実践映像
をもとにした参加型園内研修に検討を加えるもので
ある。

２．研究方法

１）研修事例の分析
　2016年度にＨ保育園で行われた研修を研修事例
としてとりあげ、保育の実践映像を用いた研修の構
造とその意義および課題について考察をする。なお
2016年の研修はⅠ、Ⅱの手順にて行われ、研修の詳
細は表１、表２のとおりである。また、Ⅱの研修は
日常の保育後に行われるため時間は75分である。
　
Ⅰ　研究者による遊び場面の撮影
Ⅱ　 Ⅰの実践映像をもとにしながら研修参加者が意

見交換を行う

表１　2016年度Ｈ保育園研修内容

日　　　程 内　　　容

Ⅰ 撮影１
2016.7.15

０歳児、１歳児、２歳児の遊
びの様子の撮影

撮影２
2016.10.6

園庭での遊びの様子の撮影
（４歳児、５歳児を中心）

Ⅱ 研修１
実施日：2016.8.31

１歳児クラスの映像をもとに
意見交換。

研修２
実施日：2016.10.12

２歳児クラスの映像をもとに
意見交換。

研修３
実施日：2017.1.14

４、５歳児の園庭での遊びの
映像をもとに意見交換。

研修４
実施日：2017.2.8

園庭における遊びの映像を
もとに意見交換・まとめ

表２　Ⅱの研修の手順

１ ）約10分から15分の映像を視聴しながら各々が
気づきを付箋に記す。

２）付箋をカテゴリーに分けてシートに貼る。
３）気づきを共有しながら意見交換をする。
４）映像の再視聴
５）まとめ

２）事後アンケートの分析
　2016年度の研修終了後に研修に参加した保育者
に自由記述式のアンケートを行った。そのアンケー
トの記述内容をもとに、研修の構造とその意義およ
び課題について考察をする。

３．保育の記録

　保育の記録にはさまざまな形式がある。文字や図、
その日の子どもの姿をマップに書き込むなど主に文
字媒体を利用した記録がある。また近年は手軽に加
工できることもあり、デジタルカメラによる写真やビ
デオ映像を記録として利用することも多い。いずれ
にせよ保育の記録は、保育行為を見つめなおすため
の手段であると同時にその背後にある可能性を示唆
するもの２）としてとらえられる。
　前述したように保育を記録する方法はざまざまで
あるが、その記録方法によって特徴が異なる。例え
ば、文字による記録は書き記す過程において書き手
の解釈が加えられる。写真や映像は、全体の保育か
らどこを切りとるかという撮影者の視点によって記
録が異なってくる。
　2015年度にＨ保育園で行われた研修は、保育を
実践した当事者によって記述されたエピソードをも
とに行われた３）。そのため保育におけるどの場面を
エピソードとして取り上げるか、またそれをどのよう
にとらえたかといった内容について保育を実践した
当事者の考え方や見方が反映されている４）。また、「エ
ピソードを記述する」ということは、その時点にお
いて保育実践の当事者が保育を省察することにつな
がっている５）といえる。
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　一方、保育実践の映像は、保育実践当事者では
なく実践を撮影する側の意図が反映される。本研究
における研修事例でとりあげた映像は、研修講師に
よって撮影された。撮影の際には、子どもの遊び場
面とそれにかかわる保育者をできるだけ詳細にとら
えることに留意しつつ、保育室や園庭の遊び全体が
撮影されるよう心がけた。保育を実践した当事者は、
映像を見ることによって実践場面を思い出しながら
改めて保育を省察することになる。
　以上のように研修でとりあげられた保育の記録
は、2015年度の研修と2016年度の研修において視
点や位置づけが大きく異なるといえる。

４．研修事例および考察

　本研究では、表１における研修２および研修３を
研修事例として取り上げ、考察を行う。研修２は撮
影１において０、１、２歳児の室内遊びを中心とし
た総撮影時間約60分の映像から２歳児クラスの約
10分間の映像を視聴し、研修３は４、５歳児の園庭
遊びを中心とした総撮影時間約70分の映像から約
15分間の映像を視聴した。

（１）研修２の研修事例
１）視聴映像の概要（2016.７.５撮影）
　撮影日は一日中雨が降っており、どのクラスも保

「バスごっこ」
　２歳児こぐま組の廊下には、大型積み木が橋のように並べておいてある。１ マサトはハンドルのおもちゃを
持って、運転の真似をしながら、積み木の橋の上を渡る。タクミ、フミカ、ユウスケはハンドルとカードを持ち、
廊下の橋を渡り保育室に入る。サトルは絵本コーナーから走って保育室に戻ってくる。こぐま組の保育室では、
保育者Ｂとミク、カズヤ、サトル、タクミらが子ども用のイスに座り「はたらくくるま」の歌にあわせてハンド
ルを動かしている。保育者Ａはアキトと廊下に座って保育室の中の様子を見ているがしばらくすると保育室に
入る。保育者Ａはアキト、そばにやってきたタクミ、サトル、フミカ、ミクとともに「おでかけしよう」と廊下
に出る。保育者Ａ「どこにおでかけしようかな」とハンドルを動かしながら廊下を行ったり来たり歩き２ 、子ど
もたちはそれに続く。サトルが廊下の端にある絵本コーナーに行き「止まりました」というと保育者Ａが「駅
ですか？ドライブインですか？じゃあみんなでおいしいの食べる？」と問いかける。サトル「バナナあーん。ス
イカあーん。」と言って食べるふりをする。タクミ、フミカもサトルのまねをする。３ 絵本コーナーのイスに座
りそれぞれが絵本を１冊選ぶと、４ 保育者Ａとフミカ、アキト、ミクが絵本をもって保育室に戻り子ども用のイ
スに座る。
　保育室では保育者Ｐが音楽をかける。保育者Ｂのひざの上にフミカとミクが座り、アキトが保育者Ａのひざ
の上にすわりマサト、カズヤ、タクミらが子ども用のイスに座って「大型バスにのってます」の歌に合わせて
ハンドルを動かしたり、飛び跳ねたりして体を動かす。５ 曲が終わり、保育者Ａが子どもたちに「どこについた？」
と問いかけるとサトル「動物園」と答える。保育者Ａ「動物園？何を見に行こうか」と言って「動物園に行こう」
と歌うように言い、保育室を出る。６ 子どもたちが「動物園」と言いながらＡについて保育室を出る。保育者
Ａは１歳児クラスの表示を指さしながら、「いたいたいた。あそこにうさぎさんがいた」と言うと、カズヤが「う
さぎさんがいた」と表示看板に近づく。７ 保育者「あっくまさんいた。くまさんどこにいた？くまさーん」と問
いかけると、「あっここ」とカズヤとフミカが自分のクラスの表示を指さす。８ サトルは「お、コアラ、コアラ
さんいた」とそのとなりの２歳児クラス表示を指すと、保育者Ａ「あっコアラさんもいたね。」と応じる。９ 保
育者Ａ「あと探しに行こう、まだなにかいるかな、なんか動物いるかな」というと「あゾウさん。」とユウスケ、
フミカらが保健室の札を指す。保育者Ａ「ゾウさんいたね。」と札を手に取り見る10 廊下での動物探しが一通
り終わると、保育者Ａ「こっちにはもっといるかもよ」と言い、子どもたちとこぐま組の保育室に戻る。
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育室内での遊びが中心であった。「バスごっこ」は
研修２で使用した映像の一部を文字で起こしたもの
である。なお（１）、（２）における名前はすべて仮
名である。
２）映像視聴後研修会にて出された意見
　映像視聴をしながら、それぞれが映像の気づきを
付箋に書き、テーブルの上の模造紙に環境・子ども
の姿・保育者の援助とエリアを分け貼っていった。
他の参加者が書いた付箋を一通り確認し、意見交換
を行う。以下ａ～ｆの意見が出された。
ａ ．保育者が子どもの声をひろって遊びを広げてい

く様子が見られた。
ｂ ．環境の中でイメージが連続している。子どもた

ちの遊んでいる世界、楽しさが共有されていた。
ｃ ．保育者がそれぞれ担当を決めて子どもたちにか

かわっている様子がわかった。
ｄ ．廊下などの場をうまく活用していた。こういった

利用の仕方があるのだと思った。
ｅ ．隣のクラスでどのような遊びが展開されている

のかということがわかった。
ｆ ．ビデオの映像によって保育中には自分の見えな

いものや見えない所が見える。

３）研修２の考察
　研修で取り上げた映像と研修会にて出された意見
をもとにしながら研修２について考察を行う。
　研修で映像事例として取り上げたこぐま組では、
廊下や絵本コーナーなどの保育室以外の場を活用し

（下線１、２、４）、保育者のかかわりによってバス
の運転ごっこが行われていた。映像からは、保育者
がハンドルや音楽といったモノを利用しながら子ど
もたちの遊びをリードし（下線２、５）、子どもたち
の興味や関心を広げながら遊びが展開されていく様
子がわかる（下線３、６）。
　保育実践を映像にすることの利点は、保育者と
子どもの動きややりとりを詳細に記録に残すことが
できるところにある。こぐま組の遊びの様子からは、
保育者の動きや言葉かけから子どもの遊びのイメー
ジが広がっていく様子（下線３、６、７、８）、さら
に保育者が子どもたちの発話に応答的にかかわるこ
とによって（下線９、10）遊びが続いていく様子が
読み取れる。そして研修会において映像を見ること
によって、保育場面を具体的な身近な場面として共
有できる（ａ、ｂ）と考えられる。またｅ、ｆにある
ように、映像では保育実践当事者たちが実践の中で
の視野では確認できないこと、また同時進行してい

図１　「バスごっこ」環境図
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る他の事柄を映し出す。こうした具体的な保育場面
の映像がｃやｄなどの新たな気づきを生み出し、自
己の実践への応用の可能性が開かれると考えられ
る。

（２）研修３の研修事例
１）映像の概要（2016．10．６撮影）
　10月６日は園庭での遊びを中心に撮影をした。「運
動会遊び」は、研修３で取り上げた映像の一部を文
字で起こしたものである。

「運動会遊び」
　２日前に運動会が実施されたこともあり、園庭では４歳児、５歳児が中心となって運動会の種目を再現して
いた。また周辺の砂場や藤棚の付近では、それぞれ好きな遊びを見つけて遊ぶ０歳児～２歳児の姿や、スクー
ターに乗って移動して遊ぶ４歳児の姿が見られた。11

　４歳児、５歳児が両手に５歳児が運動会の踊りで使ったステッキを持ち、５歳児カンタの指示のもとに３列
になる。４歳児５歳児が混合で列を作り、園長、保育者Ｋが加わり音楽に合わせて踊りを始める。12 ５歳児の
カンタ、シンジ、アケミがテラスの前で踊りながら見本を見せる。５歳児のケンジは「回る回る」や「１，２，３，４・・・」
とカウントをとりながら踊っている子どもたちの中に入り指示を出している。13 踊っている４、５歳児を見てい
た０歳児、１歳児の子どもたちが、手にステッキを持ち、５歳児の動きに合わせて振っている。14 シンジは両
手にリレーの円形バトンを手に持ちながら、踊りの列に加わる。
　踊りが終わるとケンジが真ん中で「おーいリレーやるよ、リレー」と声をかける。「♪リレーやる人この指とまれ、
はやくしないと・・・・」15 ４、５歳児10名がステッキをかごに入れ、ケンジのまわりに集まる。「おれ、赤」「お
れ白の一番」とチーム分けをしている間に、４歳児、５歳児の女児を中心として10数人が４歳児の踊りで使っ
た旗を手に持ち始める。シンジと数名がバトンを持っって運動会の入場場所付近に移動をするが、旗を持った
保育者Ｔに「これやろうよ」と声を掛けられ、リレーに集まっていた子たちが旗を手に踊りの列に並ぶ。園長、
保育者Ｋ、保育者Ｔ、保育者Ｍが子どもたちと一緒に音楽に合わせて踊り始める。４歳児女児２～３名が前に
出て見本を見せながら踊っている。16 シンジは両手にバトンを持ったまま踊りに加わったり、踊りを見たりして
いる。終盤になると、５歳児のカンタ、シンジ、マサルがテラスで踊りを見る。音楽が終わり、シンジは「リレー
やる人」と円形バトンを挙げて周りの子に声を掛け、走って入場場所付近に移動する。「リレーやりたーい」「入
れて」と、４歳児、５歳児が入場場所付近に集まる。カンタ、ケンジを中心に白組と紅組にメンバーを分ける。
マサルは少し離れたところからその様子を見る。17 ある程度チーム分けが終わるとカンタが白組の子どもの色
帽子を返して白帽子にし、メンバーを各一列に並ばせる。マサルは、近くにあるトランポリンに１歳児と座り、
友だちが並んでいる様子を見ている。18「ピッピ、ピッピ」というケンジの声に合わせて、４，５歳児12人が
赤１列、白１列の２列になってリレーのスタート地点に移動する。マサルはトランポリンからテラスへ移動する。
　園庭では保育者Ｍによってトラックの白線がひき直され、コーナーにはコーンが置かれている。19 マサルは
トランポリンからテラスに移動し、座る。保育者Ｍによってスタートラインが引き直されると、５歳児のアキラ
と４歳児のケイタがスタートラインに立つ。マサルがケイタに近づいて走り方のアドバイスをし、またテラス
に座る。20 その時スクーターに乗った２歳児がトラックの中にはいろうとするが、保育者Ｍが「あっちへいこうと」
トラックの外へとうながし移動をする。21

　シンジ、カンタがテラスに座り、ケンジの「ヨーイドン」の合図でリレーがスタートし、保育者ＫとＴがトラッ
クの外から応援をする。22　保育者Ｔが音楽をかけ、スタートライン付近にいた１歳児をマサルの隣に座らせ
る。23 紅組の最終ランナーとしてカンタが走る。白組の最終ランナーであった４歳児のミカが走りだそうとせず、
勝敗がよくわからないままリレーが終わる。２回目のレースが始まる。
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２）映像視聴後研修会にて出された意見
ｇ ．子どもたちが好きなことを見つけて取り組んで

いる。やりたいことが保障されている。
ｈ ．遊びの中でケンジの声がちょっと大きいなと感

じていたが、改めて映像を見て、こんなことを言っ
ていたのかということに気づいた。（５歳児担任）

ｉ ．保育者の連携がとれていた。特に２歳児をやさ
しく誘導しているところがよかった。

ｊ ．マサルが遊びに入れていないように感じる。遊
べない子に対して、各年齢でどのようにかかわる
のか。

　（ｊの質問を受けて、各年齢の担任が意見を言う）
ｋ−０ ．まず子どもの様子を見る。遊びを探してい

るのか、見つからないのかを見極める。おも
ちゃを出して仕掛けをすると遊び出せること
がある。そこが工夫している点である。（０歳
児）

ｋ−１ ．家庭でのしがらみを引きずっていたりすると
保育者にべったりしていたい年齢である。安
心すると自分から動き出す。落ち着ける遊び
が楽しい。（１歳児）

ｋ−２ ．まだ保育者にくっついていたい年齢である。
特に外だと自信がなく自分から遊べない。そ
ういう段階と考えている。（２歳児）

ｋ−３ ．自分から遊びを見つけ遊べるようになった。
遊べないと感じる子はいない。保育者が遊び
に誘うと、遊びにくる子もいる。（３歳児）

ｋ−４ ．映像にあったように、スクーターに乗って何
をするでもなく遊びがみつからずただ行ったり
来たりする子がいる。それが長い子も短い子
もいる。友だちと一緒にいることは楽しいが、
こうしようということはあまりない。（４歳児）

ｋ−５ ．ふらふらの状況が長い場合、遊びたくて遊
べない子と遊びが見つからずに探している子
がいる。遊びが見つからない場合には、遊び
の提供をする。（５歳児）

３）研修３の考察
　研修で取り上げた映像と研修会にて出された意見
をもとにしながら研修３について考察を行う。
　映像では、４歳児、５歳児の子どもたちを中心と
して運動会で行った５歳児の踊り、４歳児の踊り、
リレーが再現されていた。園庭という限られたスペー
スの中で、意見ｇにあるように子どもたちそれぞれ
が保育者に見守られながら自分のやりたいことを見
つけ遊びに取り組む姿がうかがえる（下線11、12、
14、16、22）。
　保育実践を映像に記録することの利点は、状況性
を詳細に記録することができること、および映像を

図２　「運動会遊び」環境図
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再現することによって実践の状況性を共有できるこ
とである。映像の概要およびその映像視聴を通して
出された意見からは、実践中には気づかなかった子
どもの発言を改めて聞くことによって子どもの理解
を深めたり（下線13、15、ｈ）、子どもの状況に応じ
た保育者の援助（下線19、21、23）が、共有されて
いる様子（ｉ）が読み取れる。
　また、気になる子どもの様子（下線17、18、20）
をもとにｋ−０～ｋ−５のような意見交換がされてい
る様子から、研修の場がクラスを超えた実践の検討
の場となっていることが分かる。

５．研修参加者の事後アンケートによる考察

　研修の終了後、研修に参加した保育者にアンケー
トを実施した。質問の項目は、研修において（１）

ビデオ映像の視聴を通して気づき　（２）ビデオ映
像の検討を通しての気づき　（３）研修スタイルや
全体を通しての気づきであった。主な意見をまとめ
たものが表３である。
　研修で取り上げた映像は15分程度と長いもので
はなかったが、エピソード記録に比して情報量が多

図３　研修会における意見交換の様子

表３　事後アンケートの結果

（１）ビデオ映像
の視聴を通して
の気づき

・子どもたちの遊びの全体像が見られた
・ 子どもの動きや自分自身の動きを客観的に振り返ることでその時には気づかなかったことに気

づくことができた24

・ 子どもの姿を見て、感じること、見る視点、思い（気持ち）の見取りがそれぞれ違ったり、似て
いたりなどがあった

・保育者の姿を見て、自分だったら？と問いかけて視ることができた
・ 実際に見逃していた子どもの様子や保育者のかかわりなど見えてない部分を知る機会となっ

た。25

・他のクラスの先生方の関わりや工夫、子どもたちの育ちを確認できた26

・年齢に合った対応、環境設定が必要であると感じた27

（２）ビデオ映像
の検討を通して
の気づき

・同じ映像を見ても気づきや感じ方に違いがあり、検討会で話せたのは良かった28

・職員同士の共通認識を確認することができた29

・ 付箋にすることで、気づいたり感じたりしたことを書き留めたが、語り合っていける糸口がな
かなか見つけられなかった30

・ 小さい時からの経験が大事だということ、また年齢に合った対応、かかわりがつみかさなり、
年齢が大きくなるとともにつみかさなっていくのだと思った31

・映像１回だけだと読み取りが難しい32

（３）研修スタイ
ルや全体を通し
ての気づき

・共通のものを見ることで、その場面が共有できたことがよかった33

・テーマは大きいがその分いろいろ話し合いができた
・より具体的でピンポイントのものを扱うことでクラスの意見が出やすいのではと感じた34

・付箋に記入することで自分の考えをある程度まとめることができた
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いこと、場面を見逃してしまう場合がある（下線32）
ことなどから、意見交換を行うことが難しいように
見受けられた。しかし、研修の回を重ねることにより、
子どもの様子などについて活発に意見が交換される
様子が観察された。
　研修後のアンケートの結果から読み取ることがで
きる映像を使った研修の利点は、映像により保育の
状況性を詳細にそして具体的に見ることができるこ
と（下線26）、子どもの動きとそれに連動した保育
者のかかわりを参加者が客観的にとらえられること

（下線24）、およびその場面を繰り返し見ることがで
きることにあると思われる。また研修会において保
育実践当事者のかかわりの意図と映像を合わせるこ
とにより、より具体的に実践を共有できるという効
果がある（下線29、下線33）と考えられた。また、
見えていない部分を知る機会となったという意見も
出された（下線25）ことから、映像を見ることによっ
て子ども理解を深められるという効果があることが
考えられた。さらには、映像を通して、自分のクラ
スやクラスの子どもたちという枠を超えて下線26や
下線28に見られるように、連続性を意識しながら保
育をとらえていこうとする新たな視点を読み取るこ
とができる。
　一方、撮影時より視聴までに期間が空いてしまい、
実践に関する記憶が薄れてしまったことや、75分と
いう限られた研修時間の中で、参加者の活発な意見
交換を促すためには、扱う映像の吟味が必要である
などの課題（下線30、下線34）も見出された。
　
６．まとめおよび今後の課題

　研修事例の考察および事後アンケートによる考察
から2016年度に行われた参加型園内研修の構造を
図示すると図４のようになる。
　2017年３月31日に告示された保育所保育指針の
職員の資質向上の章６）には、新たに職場における研
修の項が設けられ、以下のように示されている。
　
　 職員が日々の保育実践を通じて必要な知識及び技

能の修得、維持及び向上を図るとともに、保育の
課題等への共通理解や協働性を高め、保育所全
体としての保育の質向上を図っていくためには、
日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢と環境
が重要であり、職場内での研修の充実が図られな
ければならない。

　３年に渡り、Ｈ保育園で実施されてきた園内研修
は「このような実践をしています」という実践の報
告ではなく、園内の日常の実践を例題として取り上
げながら、クラスや年齢を超えて意見を交わし合う
ことを重視している７）。まさに保育の課題への共通
理解や協働性を高めるための研修であるととらえる
ことができるだろう。Ｈ保育園では、これまでの研
修および本研究の研修事例からもわかるように職員
同士が主体的に学び合う姿勢は既に確立されている
ととらえることができる。今後は限られた研修時間
の中で研修会をどのように構成すればよいかという
ことが課題としてあげられるだろう。

注
１）保育所保育指針　第１章総則　１−エ
　　改定前の保育所保育指針において保育士の職務とし

て記載されていたのは、「専門的知識、技術や判断を
もって子どもの保育および子育て支援にあたること」
のみであった。

２）秋田は保育の記録によって同僚が保育を代理経験し、
出来事を共有できるとしている。そして、その記録に
は、園の文化や保育者たちの保育観などが表れるとし

図４　実践映像を活用した研修の構造
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ている。（秋田喜代美　記録したくなる園内研修のた
めに　2009　保育学研究　47-2　pp146-149）

３）及川留美・小野崎佳代・西村実穂・福﨑淳子・梶原
里美（2016）現場と大学との協働による園内研修の試
みⅡ　−保育者によるエピソード記述の検討を中心と
した研修事例の構造−　東京未来大学研究紀要　10　

４）岡花らは、「エピソード記述」を用いたカンファレ
ンスにおいては、一人称の〈私〉によって描き出され
るエピソード記述に自己の問題意識が明確に打ち出さ
れているために、そこに記述された子どもや保育者の
内面が議論の内容となっていたとしている。このよう
にカンファレンスで扱う記録の種類によりカンファレ
ンスでの議論も異なってくると考えられる。（岡花祈
一郎　杉村伸一郎　林よし恵　松本信吾　久原有喜　
日切慶子　落合さゆり　山元隆春　森の幼稚園カリ
キュラム作成にむけたビデオカンファレンスの試行　
2011　広島大学　学部・付属学校共同研究機構研究紀
要pp165-170）

５）前掲３）
６）保育所保育指針　第５章　職員の資質向上　平成

29年３月31日　厚生労働省告示第117号
７）研修後の研究者との会話の中で、園長が日常の保

育時間において保育者が一同に会する時間がなかった

り、保育について思いをめぐらせる時間がないからこ
そ、研修会という場においてクラス、年齢を超えて意
見交換をすることに意味があるとしていた。
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