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序　章　研究の動機と目的

　本論文では、保育、看護、カウンセリングを比較
した上で、普遍的援助論の存在の可能性を探るもの
であるが、本論文では、まず、「自立」という概念に
注目し、「自立」という概念が、保育、看護、カウン
セリングに共通の概念であることを文献を通じた分
析により明らかにし、普遍的援助概念としての存在
としての大きな可能性を示すものであることを明ら
かすることを目的としての論考である。

　この問題を保育という現場から考察すると以下の
ようなケースが具体的に考えられる。たとえば、保
育園に体調不良の幼児が存在し入院と退院を繰り返
したとする。その時に入院中は看護という形での援
助が必要であり、退院して、保育園に戻ってからは
保育者からの援助が必要となってくる。しかし、そ
の場合、看護と保育は分離されることはない。入院
中の生活と退院してからの生活は連続しており、看
護からの援助と保育からの援助には連携が必要であ
る。だが、それぞれの分野の援助者、つまり、ナー
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スにしても、保育者にしても、非常に専門性が強く、
それだけ連携も難しい。だからこそ、その連携をス
ムーズにさせるための理論的な統合ということが重
要となってくる。
　また、小児性リウマチなどのように長期入院を必
要とする子どもも存在する。２年、３年と長期に入
院を必要とする病棟保育などにおいて、看護と保育
の接点は十分考えられる。この場合も上記のように、
看護、保育、ともに専門性が強い職業であり、考え
方の食い違いも当然生じる。このような場合、看護
と保育において、共通の援助概念が存在すると連携
がスムーズになる。
　育児不安で悩む母親がカウンセリングにかかって
いるとすれば、時として、保育者とカウンセラーが
連携を必要とすることもあるだろうし、また、保育
園で園児が体調をこわせば、上記のようにナースと
保育者は連携を取る必要が生じるであろうし、また、
心因性のストレスが原因で登園拒否をおこしている
園児に対しては、保育、カウンセリング、看護それ
ぞれの面からの援助が必要となってくる。その際、
保育における援助とは、保育者のねらいにそって幼
稚園および保育園で充実した園生活をおくることで
あるし、カウンセリングでは心の悩みを取り除くこと
であるし、看護においては健康を回復することであ
る。従って具体的レベルにおいては、異なる点が強
調されることもある。しかし、異なる点が強調され
る可能性があるが故に、その共通的な概念を探るこ
との意味があるといえる。このような状況において、
以下のような観点から保育、看護、さらには場合に
よってはカウンセリングにおける援助概念の普遍性
をさぐることは意義があると考え、援助概念を追求
することを本論考の目的とする。

第１章�　実践の科学としての統合理念の可
能性

　保育を看護やカウンセリングと並べて比較考察す
る意義は上述のような現場からの必要性ということ

がある。また、理論的な展開としては、そもそも、
学際的視点からしても異分野の思考過程を参考にす
ることは、発展の可能性を秘めているということが
前提となる。これは、すでに看護理論において、ベ
ナーが異分野の思想であるドレイファスの理論を看
護に取り入れることによって、その理論的展開を発
展させていることなどから立証されている。（１）特に、
保育においては、カウンセリング・マインドを念頭
に保育することの重要性は強調されているが、看護
理論の考え方を積極的に取り入れている場面は非常
に少なく、この点において、特に看護理論の保育へ
の応用は可能性を秘めていると言える。
　特に看護と保育は上述のとおり、ともに実践の科
学であること。つまり現場を持っていること。
　また、現場があるということは、実践が重視され、
ともすると理論は置いてけぼり、という可能性もあ
る。このことは、保育や看護の双方において指摘さ
れている。（２）

第２章�　幼児教育における援助論を中心と
した共通概念の考察

１．自立

　序章において、援助概念の普遍性の可能性につい
て言及したが、その概念について以下に挙げてみる。
　共通概念はいくつか存在するが、非常に重要と考
えられるのが、「自立」という概念である。

　保育においては、「幼稚園教育要領」「保育所保
育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」
それぞれに共通して「幼児期の終わりまでの育って
欲しい姿」として、10項目にわたる姿を示している。
これは、「幼稚園教育要領」で言えば、「総則」の第
２の３において示されているもので、「幼児期の終
わりまでに育って欲しい姿」は、第２章に示すねら
い及び内容に基づく活動全体を通して資質・能力が
育まれている幼児の幼稚園修了時の具体的な姿であ
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り、保育者が援助を行う際に考慮するものである。
このことは、各領域におけるねらい及び姿を通して
自ずとこの様な姿（様子）が子どもに見えてくると
言ったことであり、決して到達目標ではない。保育
者は数年間保育活動をしていく中で考慮しなくては
ならないこととしているのである。そのうちの一つと
して、「自立心」があげられている。これは、身近な
環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、し
なければならないことを自覚し、自分の力で行うた
めに考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり
遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動す
るようになる、ということである。
　つまり、日本の保育においては、このような「環
境を通して」「主体的」という概念は、極めて重要
な概念であり、保育において「自立」の概念が強く
求められていることがわかる。
　小川は以下のように述べる。

　 　これまで保育の援助の重要な側面について１つ
１つ取り上げて論じてきた。今回は幼児の遊びを
中核にすえて、その遊びの展開に必要な援助の条
件を述べることにしよう。いいかえれば、遊びの
ダイナミックスを考えることである。大人の場合、
遊びは本来、他者の援助など必要としないもので
ある。その意味では遊びでは援助の関係を考える
こと自体ナンセンスなことである。

　 　なぜなら、遊びとは本来、自ら楽しみを求めて、
行うための自主的・自発的活動だからである。し
かし、幼児の場合、自らの自発的、自立的行為と
してやりきることが難しい段階にある。そこで保
育者は援助によって自発的、自立的行為としてそ
の活動を行い充実感・達成感を味わうことができ
るようにすることが求められる、それゆえ、保育
者の援助は、最終的には、自らの役割それ自体が
必要でなくなる方向に向かわなくてはならないの
である。それは幼児が自立的、自発的行為として
展開できることである。（３）

　つまり、保育者は最終的には自分がいらなくなる
方向で保育をしていることになる。これは遊びに限
らない。保育者のねらいの中に、幼児に規則正しい
生活習慣を身につけさせる、というのがあるが、た
とえば、食事に手を洗わせるために、「さあ、お弁当
だから、手を洗いましょう。」と保育者は幼児に声を
かけて、規則正しい、生活習慣が身に付けさせるよ
うに促す。やがて、幼児がその意図をくみとり、保
育者が声をかけなくても自分から食事前に手を洗う
ようになれば、この場面に限っていえば、保育者は
不要となる。つまり、保育者は最終的には自分が幼
児達に不要となるために保育をしていることになる。

（実際には、保育者が何らかの事情で声掛けをしな
くなったりすると、幼児の生活習慣はすぐに乱れて
しまうことが多いので、これほど単純にはいかない。）
　自立とは、上述のように、極めて単純に考えれば、
入園当初一人で着脱できない子が卒園時には一人で
着脱できるようになる。また、入園当初には一人で
食事ができない子が卒園時には一人で食事をするこ
とができるようになる。入園当初には、一人で排泄
できない子が卒園時には一人で排泄できるようにな
る。このような発達の姿を説明することができる。
　一人で着脱ができ、一人で食事をすることができ、
一人でトイレにいくことができるようになることが自
立の一つの姿であると言える。
　自分が最終的に不要となるように努力していると
矛盾しているようにも感じられるが、これこそが、
カウンセリングや看護の援助にも共通する根本的な
概念だと考えられる。
　カウンセリングや看護においては保育における援
助よりもさらにはっきりしている。
　カウンセリングの分野においては、クライエント
が何らかの問題を抱えてカウンセラーの所へ来る。
カウンセリングは始まり、問題が解決したらカウン
セリングは終了となり、契約は終了となる。

（注）カウンセリングは必ずしも問題が解決すること
を目指すのではなく、クライエントが問題解決能力
を身につけることを目標とする。
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　ロジャースは、「カウンセリングとサイコセラピィ」
の中で以下のように述べている。

　 　結婚の問題や、職業選択の問題に直面している
人に「あなたはこうすればいい」などというのは、
超人的は能力が必要とされるはずだ。

　 　相手をとらわれから自由にしてやり、自分で意
志決定できるようにすることは人間の力でも十分
できる。（４）

　カウンセリングにおける自立は、このロジャースに
おいての分析を試みているが、ロジャースはアメリ
カでの非常に影響力の強いカウンセラーであり、特
に日本では、最大の派を構成していると言える。し
かし、言うまでもなく、カウンセラーはロジャースだ
けではない。ただ、この自立という概念は、アドラー、
フランクル等でも見られる。
　カウンセラーの諸富祥彦は、アドラー心理学を以
下のように定義している。
　「自分は社会で必要とされている。
　「自分の社会で存在意義を認められている」
　「自分は、社会で役にたつことができている
　つまり、社会に対する貢献感と自己存在感の必要
性を説いている。（諸富祥彦「学校現場で使えるカ
ウンセリング」～
さらに、諸富は、この自己存在感の必要性が「自立」
につながるとも指摘している。
　また、フランクルに対しては
　「自分を必要としているなにか」がある。
　「自分を必要としている誰か」がいる。
　そして、この何か、や誰かのために、自分にでき
ることがある。
　ここから、ボランティアなどの自立性をもった行
動ができるとしている。

　カウンセリングにおいても共通の概念としての自
立がロジャーズ派以外にも成立することが示されて
いる。

　看護の分野でも、そのことははっきりしている。
患者はどこが具合が悪くて入院等をする。そして、
自分でできない点をナースに援助してもらうが、や
がて治療により体力が回復し、ナースの援助を必要
としなくなれば退院してしまう。
　看護における援助概念の必要性は以下のように考
察できる。看護理論においては、ナイチンゲールの
存在が大きい。
　多くの看護理論家を比較検討している看護理論に
おいては、ナイチンゲールは以下のように記述され
ている。（５）

　　 　専門職としての看護の歴史はフロレンス・ナ
イチンゲールに始まる。ナイチンゲールこそ、
女性が国の事業としての教育も雇用も受けてい
なかった時代に、教育を受けた女性たちの集団
として看護師を思い描いた人物だった。彼女は
クリミア戦争の負傷者に対して、長年にわたっ
て組織的なケア活動を行ったのち、ロンドンの
聖トーマス病院に看護学校を設立するという展
望を実現させ、近代看護の誕生を運命づけた。
看護実践におけるナイチンゲールのパイオニア
的活動と、その後に書かれた看護に関する彼女
の著作は、20世紀初頭のアメリカに看護学校を
設立するにあたって指針としての役割を果たし
た。

　上述の記述でわかるとおり看護理論の発展におけ
るナイチンゲールの存在は圧倒的である。看護理論
および看護理論の歴史をひもとくと、ほぼ確実に第
１章としてナイチンゲールがとりあげられる。ここで
は、ナイチンゲールの理論そのものには踏み込まず、
看護の発展におけるナイチンゲールの位置づけにつ
いて考察する。
　ナイチンゲールが現在の看護理論の中心的存在で
あることは、現代を代表する看護理論家たちが、ナ
イチンゲールの看護理論を分析した上で、さらに自
分との関わりまでも分析していることで十分伺える。
　現代の看護理論の多くはナイチンゲールの影響を
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受けている。なぜ、影響力を持つか。その最大の理
由は、ナイチンゲールが他の看護理論家と違い、看
護とは何かを求めたのではなく、看護を発見したか
らである。彼女は「他によい言葉がないので看護と
いう言葉を使う」（６）と述べている。そういう意味では、
看護理論とは、創始者がたいへんはっきりしている
研究分野であると言える。今日、看護理論および看
護理論家が数多くいるが、しかしそれらの理論、理
論家はすべてナイチンゲールにさかのぼることがで
きる。従ってその存在を無視することはできないの
である。
　では、そのナイチンゲールの看護理論はいかなる
のものであるか。
　「看護覚え書」というナイチンゲールの最もよく知
られている著書には、あまりよく知られていない事
実もある。（７）それは、この看護覚え書は生涯に計３
版まで発行されているという事実である。この初版
は一般家庭婦人向きである。そして２版はこの初版
に大幅に手を加え書き直した、職業人たる看護婦向
けの著書である。ここまでの経緯は容易に理解でき
る。しかし、その完成度の高い第２版を発行したあ
とナイチンゲールの看護はあえて、第３版として労
働者向けの著書を著している。名門貴族の出であり
ながら、生涯下級兵士および労働者についての丁寧
なる説明を試みたナイチンゲールは、この労働者を
手をさしのべたことによって、いわゆる「白衣の天使」
のイメージを作り上げたことは容易に考えられる。
　そして、この３回の書き直しにおいて微動だにし
なかった彼女の看護への信念。それが「自立」であ
る。ナイチンゲールは、看護においては相手（患者）
への思いやりはやさしさを強調した。しかし、彼女
が最も強調したこと。それは、患者がナースの援助
を受けながら、一人で、病気に立ち向かう自立の考
えであることは終始、この「看護覚え書き」の中で
強調されている。
　現在、確立されている看護理論の多くは、ナイチ
ンゲールの影響を強く受けている。それは、看護を
作ったのがナイチンゲールであるという事実から言

えることである。そして、また、中心となるナイチン
ゲールの看護理論で最も強調されているのは、「自
立」の概念である。よって、看護においても自立の
概念が強く指摘されていることになる。
　カウンセリングや看護の分野でみたように、カウ
ンセラーにしてもナースにしても、最終的には自分
が不要となるために、日夜努力に励んでいるという
ことになる。
　自分が不要となるために、つまり、それは相手を
自立させることを目標とするのが、援助の根本概念
といえる。

２�．自立から「問題解決能力を達成する」
成長へ

　前節で、幼児教育、カウンセリング、看護の分野
での共通の援助概念として、「自立」という概念を
用いた。この節では、その「自立」の延長としての「自
己成長」という点に触れる。
　前節で小川の援助論の引用から、保育の援助の
最終的な目的は、保育者自らの役割それ自体が必要
でなくなる方向に向かわなくてはならないのである。
それは幼児が自立的、自発的行為として展開できる
ことである、ということを述べた。小川はこれと同じ
ことを別の箇所でも述べている。

　 　幼児の遊びの志向性をさぐり、適切な指導がで
きるためには、幼児達が保育者の援助をできるだ
け必要としない状態に達していなければならない
ことになる。しかし、遊びにおける援助の目的は
幼児が自立的に活動に取り組むことである。そし
てそのために幼児理解が必要だということである
ら、この幼児理解とのかかわりの関係は、循環す
る関係になる、幼児理解が的確であればあるほど、
幼児の遊びは自立していき、保育の援助をより必
要としなくなるといえるし、幼児が自主的に遊び
に取り組めば取り組むほど、理解が確かなものと
なる。（８）
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　上記の自立という考え方には、自立してさらに、
自ら問題解決する、という考え方につながる。この
ことは前説でもふれたが、カウンセリングを例にと
るとわかりやすい。カウンセリングの分野において
は、クライエントが何らかの問題を抱えてカウンセ
ラーの所へ来る。カウンセリングが始まり、問題が
解決したらカウンセリングは終了となり、契約は終
了となる。カウンセリングとは、必ずしも問題が解
決することを目指すのではなく、クライエントが問題
解決能力を身につけることを目標とするのであるか
ら、本当の意味での終わりとは、ある個別の問題が
解決するだけでなく、その問題解決するにいたる過
程の中から、トラブルに対しての一般的な解決処理
能力を身につけるところまでいかなくてはならない
し、そういう点まで高めて挙げるのが援助である。

　小川はこの点に関して、援助を以下のように定義
つけている。

　　 　「援助」とは幼児に対して、どうかかわるこ
とが可能なのかをみきわめた上で、こどもがの
ぞましい姿に達して欲しいという大人の願いを
もってこどもとかかわることである。（９）

　興味深いことであるが、小川自身が自らの引用と
して、カウンセリングと看護の立場からの、問題解
決にふれている。こちらの方がより、問題解決とい
う点をはっきりと出している。

　　 　ロジャースのカウンセリングの非指示的用
法では、最終的にカウンセリーが自らの自分の
問題解決ができるように援助するのがカウンセ
ラーの仕事だと考えられている。（10）

　看護の分野では以下のように述べる。

　　 　看護婦と患者がおたがいにとりかわしている
体験の中に〈安全・安楽・自立〉の要素のふ

くらみを増すような行為がより看護的といえる
ものになりましょう。看護する者の思いだけが
でなく、その思いを相手である患者がその時そ
の場でそれとして受けとめられるような行為で
あったとき看護といえましょう。相手である患
者がもつ、肯定的、継続的な力の発見をてがか
りにして、次の行為を生み出すという相互作用
の円、すなわち継続性もまた行為が看護となる
ための要件と考えられます。（11）

　つまり、自立というのは、その後一人でやってい
ける、ということと同じ意味で用いられ、幼児教育
でも、カウンセリングでも、看護でも、当面の問題
との葛藤、そしてそれを克服していく過程から、そ
の後においても問題を解決していく能力を身につけ
る。そういう段階までの成長という意味を含んでい
る。この点について小川ははっきりと結論づけてい
る。

　　 　生涯教育の観点からすれば教育の最終目標
は自己改革（自己形成）であり、教師を常に必
要とせずに自ら学ぶことのできる人間を形成す
ることのである。（12）

３．個人の可能性について

　先の引用で、小川は、以下のように述べた。

　　 　「援助」とは幼児に対して、どうかかわるこ
とが可能なのかをみきわめた上で、こどもがの
ぞましい姿に達して欲しいという大人の願いを
もってこどもとかかわることである。

　上記の「どうかかわるかみきわめた上で」とはど
ういうことであるのか。
　小川は別のところで以下のように述べている。

　　 　保育者のかかわりの基本は援助であるという
場合援助とは幼児の自己形成の可能性を読み、
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そこから保育者の関わり方を決定していくとい
う意味で、幼児理解が援助の一部となる。（13）

　　 　援助という行為の一部としての観察は、援助
を受ける側の潜在的自己形成力を読むために行
われる。そして、その第一の仕事は、自己形成
力の具体的表れとしての、志向性のありかをさ
ぐりあてることである。（14）

　幼児の自己形成の可能性を読むとは、要するに、
幼児の中にすでに可能性が含まれている、というこ
とを意味する。
　このことを小川は具体的に以下のように述べてい
る。

　　 　援助の概念の前提には、援助を受ける存在
の中に潜在化している力（社会的に承認される
ような価値を獲得できる方向へ自らを志向させ
る力＝自立への動機）をもつものであるという
思想がみられる。（15）

　　 　こどもは本来、こども自身の中に将来結実す
るであろう潜在的能力を内在させている。それ
を、外側から働きかけることで、その能力の結
実を図るのが教育の仕事である。（16）

　この点についてはロジャースも彼のカウンセリン
グの３つの条件のうちの肯定的配慮の中で、「クライ
エントを可能性をもった人間として、支配的ではな
いやり方で心をかけてやる。」（17）と述べている。

　また、看護の分野では、バージニア・ヘンダーソ
ンが、その著「14の覚え書き」（18）の中で以下のよう
に述べている。

　　 　患者に食べさせるにあたって心にとどめてお
くことは、患者が自分でできることは自分でや
るようにし、できる限り速く自立を取り戻すよう

に努めることである

　幼児教育の分野でも、カウンセリングの分野でも、
看護の分野でも誰かに対して援助をしていく場合、
相手が何らかの形で成長してくれるという強い信念
がなくてはできないのではなかろうか。いずれにせ
よ、援助の対象に可能性を見いだすというのは援助
の共通概念である。

４．まとめと今後の課題

（１）まとめ
　以上、普遍的援助概念について考察してきたが、
その存在の可能性の一つとして「自立」を重要概念
として位置づけてきた。保育、看護、カウンセリン
グともに、自立という概念をもとに相互理解が深ま
ることが求められると考えられる。
（２）今後の課題
１）保育の幼児の関係性
　先にみたように、小川は保育の援助の最終的目的
は保育者が不要となることだとのべている。しかし、
それはあくまでも生涯学習ともからむ究極の話で、
実際には小川も保育者の役割を認めている。

　　 　幼児の安定をもたらす保育者の役割として
は、保育者の存在がどの幼児にも、予測され、
確認される必要がある。言い換えれば、保育者
が幼児にどう振る舞うかより集団にたいして幼
児たちの精神安定の磁場としての役割が求めら
れる。

　ここに小川が幼児の安定という点について、保育
者との関係性を重視していることがわかる。以下に
考察するが、カウンセリングにおいても、看護にお
いてもそれぞれクライエント、患者との関係性とい
うのは非常に大切にされている。従ってこの「関係性」
という考え方も、援助においても普遍的理念と考え
られる。援助概念の普遍性について「関係性」から
捉えることも重要であると考えられる。
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３）看護理論と保育との接点
　冒頭に述べたように、保育においては、カウンセ
リングの考え方は大いに取り入れられている。その
意味で、保育とカウンセリングにおける共通の概念
のあり方は、接点が深まっていると言えよう。
　しかし、看護は、カウンセリングに比べると、そ
の理論的な接点は少ない。
　ともに、現場を持ち、援助をしている。そして、環境、
人間関係など、領域的にも、保育とクロスする面が
多い。
　また、病棟保育においては、「遊び」の重要性な
どにも言及されており、適用の可能性が高い。
　しかしながら、看護理論が看護においても、必ず
しも、重視されていないという現状がある。
　これも、現場が第一という実践の科学の宿命では
あるが、逆にこのことが理論の必要性を強く求めて
いるという面もある。
　つまり、中岡などが指摘しているように、「死」と
直面している緊急病棟などで、逆に看護士が「死」
とは何か、「生きる」とは何か、等の問いに直面し、
そこから哲学が発生しているという現状もある。
　このような点において、現象学的アプローチが保
育と看護において行われている。であるからして、
今後、保育、看護、カウンセリングなどの普遍性を
追求するにおいては、このような現象学的アプロー
チのような哲学的アプローチが必要となるであろう。
まえてくるような事態になってしまったら、保育者は
身動きがとれず、収集がつかなくなってしまう。従っ
て、今回援助の中心概念としてのべてきた「自立」
という概念は幼児教育の援助においては、非常に重
要性が高いといえる。

　このような意味において、保育において集団臨床
と個としての援助の違いとの相関を考えることは重
要であると考える。この点も今後の検討課題とした
い。
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