
１．研究の目的

　東京都Ａ区立Ｂ保育園では2014年度より夕方の
保育をやりくりしながら多くの園の職員と研究者が
参加する参加型園内研修を実施してきた。研修の内
容は日々の園の保育実践を対象としたものであり、
研修のスタイルは園長や研修担当である職員と研究
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者とで前年度の研修の反省をふまえ検討し、その実
施方法を変えている。本研究は2018年度にＢ保育
園でおこなわれた研修事例をもとに、保育所におけ
る研修の意義とそのあり方について考察を加えるも
のである。
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２．研究の背景

　待機児童の解消に向けて設置主体の制限が撤廃
され多様な運営主体が保育事業に参入するように
なった。また2015年より小規模園や企業内保育所な
ども認可保育所として認められるようになった。ど
のような運営主体であったとしても、またどのような
保育環境であったとしても保育所保育に関する基本
原則にあるように、保育所に入所するすべての子ど
もの最善の利益が考慮されなければならない。この
原則に従えば、保育施設によって子どもの経験や学
びが大きく異なるということは避けられなければな
らない。
　待機児童対策として保育所の数が急速に増加して
いる状況を受け、2018年に「保育所等における保育
の質の確保・向上に関する検討会」が設けられた。
中間的な論点の整理として保育所保育指針に基づく
保育実践の充実に向けた取組が日常的に行われるこ
とが重要であるという基本的な視点が示された。そ
して、保育現場の保育実践における検討事項として、
以下表１の内容が具体的に示された。
　また2018年４月に改定された保育所保育指針が

適用されたが、そこには日々の保育実践を通じて保
育の課題等の共通理解や協働性を高めること、日常
的に職員同士が主体的に学び合う姿勢と環境の重要
性が述べられている。保育所保育指針や表１からわ
かるように、保育の質の確保や向上が目指されてい
る中、保育者間の対話が促されるような園内研修が
保育所において重要な取組として位置づけられてい
るととらえることができるだろう。しかしながら、保
育の現場に目を向けてみると、研修を実施する時間
の確保の困難さや園内研修をどのように実施したら
よいか分からないといった課題も多く、園内研修に
取り組めていないという園もある。本研究はこうし
た課題を受け、Ｂ保育園における園内研修の実践を
通して、園内研修の方法を検討するものである。

３．Ｂ保育園における園内研修

（１）参加型園内研修
　中坪（2018）は、園内研修に「伝達型」園内研修
と「協働型」園内研修の２つのタイプがあるとして
いる。「伝達型」園内研修は、園長や経験年数の多
い保育者または外部講師が一方的に知識・技術・情
報を伝達するスタイルのことで「上意下達」モデル
と表現できるとしている。「協働型」園内研修は、経
験年数、常勤・非常勤、管理職の有無を問わず保育
者が相互に対話するスタイルのことで「下意上達」
モデルと表現できるとしている。また、松山（2011）は、

「教わる」場としての従来の研修から、職員同士が
自分の意見を表現し「互いに学び合う」場としての
研修として「参加型園内研修」を提唱している。こ
の「参加型園内研修」は保育者同士の対話を重視
するという点において中坪の「協働型」園内研修と
似ている。しかし、この研修において重視している
ことは参加の質であり、研修により積極的にかかわ
り、参加するという意識を持つことが目的の第一に
あげられている。園内研修参加者一人ひとりの意識
を重視する研修であえるといえるだろう。
　Ｂ保育園では2014年度より自園の保育実践につい
て全職員と研究者が参加し、同じテーマについて小

　表１　保育の現場における保育実践（傍線筆者）

職員間の対話を通

じた理念共有

・各保育所等における保育理念の明

確化・園全体での共有

・子どもや保育に関する職員間の対

話が促される環境の構築

保育の振り返りを

通じた質の向上

・改訂指針を踏まえた「保育所にお

ける自己評価ガイドライン」の見直

し

保育の環境や業務

運営改善

・安全快適性と保育充実に資する環

境（人・物・空間・時間）の工夫

・質向上や保育士等の業務軽減に資

する業務運営

保育士等の資質・

専門性向上

・各種研修の質的充実

・多様な経歴の初任保育士支援

・園長等のマネジメント能力向上
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グループで意見を出し合うという研修を行ってきた。
当初から各参加者全員が意見を発信し合うことがめ
ざされており、松山のいう参加型園内研修が実施さ
れてきたといえるだろう。
（２）実践映像による研修
　Ｂ保育園では、2016年度より自園の実践映像の視
聴を基本とした園内研修を実施してきた。これまで
の研修の過程も含め、実践映像を用いた研修の利点
と課題について考えてみたい。
　映像記録の利点は、保育現場の実際をありのまま
記録できることにある。そのため、研修におけるビ
デオ映像の視聴によって、その場にいなかった保育
者も状況を共有することが容易であると同時に、保
育にかかわっていた当事者も含め状況を客観的にと
らえなおすことができる。一方で、保育全体の中で
どこを撮影するかということに関して撮影者の意図
が反映されてしまうこと、映像の中に情報量が多す
ぎて短時間で焦点を絞り、意見をまとめることが難
しいなどの課題も見いだされた。さらに映像を撮影
してから研修までに時間が空いてしまった場合など
は、すでに映像で見た実践が過去のこととなってし
まい、取り上げた映像をもとに話し合った内容をそ
の後の保育に活かすことへと結びつけづらいなどの
課題が見られた。
（３）2018年度の研修における実践映像
　Ｂ保育園においては、それまで実施してきた実践
映像を用いた研修の反省点をふまえ、2018年度は定
点撮影をした映像を用いで研修を実施することに
なった。定点カメラは、月に１日２歳児クラスの保
育室または砂場に設置することとなり、どちらも全
体を俯瞰できる位置にカメラを設置し連続して90分
程度の撮影をした。子どもたちから距離があるため、
子どもや保育者の会話や発話の詳細を把握すること
はできなかったが、時間経過に伴い子どもがどのよ
うな動線をたどり遊んだり生活したりしているのか
ということをとらえやすい映像となった。
（４）2018年度研修の概要
　2018年度のＢ保育園の研修は、園長、副園長、研

修担当職員と研究者との話し合いのもと、研修の
テーマを「環境から見える子どもの遊び」とし前述
したように研究者が定点カメラによって撮影した実
践映像をもとに行った。研修においては、60分ほど
の映像を倍速での視聴を含め15分程度で視聴し、
それをもとに小グループで話し合いが行われた。
2018年度にＢ保育園実施されてきた研修の概要は表
２のとおりである。また保育後にＢ保育園において
行われる１回（90分）の研修は研修担当保育者のファ
シリテーションのもと以下①〜④の手順にて実施さ
れた。

　　　表２　2018年度研修概要

内容

研修１ 2018．６ 砂場撮影（Ａ）
映像Ａ視聴・保育の検討

研修２ 2018．７ ２歳児保育室撮影（Ｂ）
映像Ｂ視聴・環境の検討

研修３ 2018．10 ２歳児保育室撮影（Ｃ）
映像Ｃ視聴・保育の検討

研修４ 2018．11 砂場撮影（Ｄ）
映像Ｄ視聴・保育の検討

研修５ 2019．１ 砂場・２歳児保育室撮影（Ｅ）
映像Ｅ視聴・保育の検討

研修６ 2019．２ 研修のまとめ

①　実践報告
　前回研修にて出された意見をもとに実践した
保育者の感想を共有。１

②ビデオ映像の視聴
　15分ほどの映像を視聴しながら各自付箋に気
付きを記入する。
③グループ討議
　７〜８名のグループにおいてグループ討議。
気付きの共有とそこから今後意識してやってみ
る内容を検討。用紙にまとめる。
④発表・全体討議
　グループの代表者がグループにて討議した結
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　しばらくすると３歳児女児Ｍが２メートルほどの雨
ドイを運んできて砂場の縁を利用して傾斜をつける。
雨ドイをつなぎ組み合わせて、長くするが傾斜がゆ
るくなり、ほぼ平らになってしまったため、保育者が
近くのベンチを利用して傾斜をつけ雨ドイをつなげ
合わせる。Ｍは傾斜がついた雨ドイの上に電車型の
玩具を数個つなげて置き、手で押して電車を走らせ
るようにして遊ぶ。しばらくすると男児Ｎも同じ雨ド
イに電車の玩具を走らせるようにして遊び始める。

研修概要
　映像視聴の後、研修リーダーのもと３つのグルー
プでディスカッションを行った。各グループより出さ
れた主な意見は以下である。

果を発表。全体で今後実践してみることを決め
る。２

　これまでＢ保育園で実施をしてきた園内研修と異
なる点は、管理職員である保育者ではなく研修担当
の保育者が研修テーマや研修方法を決定し、各回の
研修を進行した点にある。また研修の構成において
は、二重傍線２にあるように今後すぐに実践してみる
ことを決め、それを共有し実践したこと、そしてその
具体的な実践を二重傍線１にあるように次回研修で
共有したことである。

４．研修事例

　表２にあるように研修は全６回実施されたが、研
修１と研修４でおこなわれた砂場の映像をもとにし
た研修事例を取り上げ、研修事例に考察を加える。

（１）研修１（砂場）
映像Ａ概要（６月）
　４歳児男児３人が砂場近くのテーブルの上に準備
されたタライから繰り返しカップに水を汲み、砂場
の山に水をかけたり水を砂場のくぼみに溜めたりし
て遊んでいる。５分ほど遊ぶと他の遊びへと移る。
２歳児の保育者がシャベルを使って砂山作りを始め
ると砂場脇に置かれている砂場遊具入れから遊具を
選び、２歳児が砂場で遊び始める。２歳児５名が保
育者と一緒に砂をシャベルで掘ったり型に入れたり
して遊ぶ。途中で、新しい遊具を探すため遊具の入っ
たカゴを背伸びをして覗き込み、遊具を選んで取っ
てくる。

図１　映像Ａ環境図

〇物的環境で気付いたこと
・遊具の置き方や場所が適切か。（遊具を取り
づらい）１

・乳児と幼児の遊具の工夫が必要。
・子どもたちの遊びの様子を見て、タライの場
や数を用意した方がよい。２

・タライの水が無くなったから子どもがいなく
なったのではないか。（水の置き方・水道の使
い方に課題）
・砂場周辺にタイヤが乱雑に置かれている。３

・遊びの時間と空間が保障されている。

〇こんなふうにやってみよう
・雨ドイを使った遊びを広げよう。４（転がせる
ものや車輪のついた玩具を準備する、長さの違
うトイを準備する）
・砂場の遊具の置き方やタイヤの置き方につい
て朝の準備の際に意識する。５

・大人が連携して子どもの遊びを見ていこう。
（他のクラスの子どもたちでも）
・砂場まわりの子どもの遊びをじっくり見守ろ
う。６（子どもたちが遊びを展開できるように）
・乳児用の砂場があると楽しい
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　各グループの発表後、ファシリテーターである研
修担当者の進行にて、全体討議が行われた。そこで
は、なぜ砂場の遊具入れが二段で置かれているのか
ということや、遊びに使用する水をどのように準備
しているのかということを全体で共有した。そして、
明日からすぐに実践してみることとして、朝の環境
整備のときにタイヤの置き方に留意する事、遊具入
れを一段にし、低年齢児にも遊具が選びやすいよう
に配慮することが共有された。また、担任をしてい
るクラスの子どもたちの遊びだけではなく、砂場で
の子どもの遊びを連携して見守りながら、遊びを広
げていくこと、現在の長いトイだけではなく異なる
長さのトイを準備してみることなどが共有された。

（２）研修４（砂場）
映像Ｄ概要（11月）
　１歳児、２歳児が遊具の入れてあるカゴを覗き、
自分で遊びたい遊具を選んでは保育者のそばで遊び
始める。多いときには10人ほどの子どもたちそれぞ
れが型にスコップを使って砂を詰めたり、山を作っ
たりして遊んでいる。

　砂場の奥では、５歳児がビールケースと長さの違
う雨ドイを組み合わせて傾斜を作る。作り終わると
２歳児の子どもたちと交互にボールを転がして遊ん
でいる。５歳児が傾斜を作り変えては２歳児と５歳
児が交互にボールを転がして楽しんでいる。

研修概要
　他の回の研修同様、３つのグループに分かれグ
ループディスカッションを行った。各グループにて

図２　映像Ｄ環境図

出された意見は以下である。

〇物的環境で気付いたこと
・遊具のカゴを低くしたことで（取りやすくなり）
子どもたちが遊具を選んで遊んでいる。７

・砂場の遊具を自分で選べることで遊びが続い
ている。８

・短いトイは乳児に扱いやすくなった。工夫し
て遊んでいる。９

・トイの遊び：水→ボール季節的に適している。
・トイ、ビールケース、タイヤなどすぐに使える
ようになっている。組み合わせを工夫している。
・トイが異年齢交流のアイテムになっている。
年長児がバケツで調節したりしていた。
・保育者がそばで見守っていることで遊びが続
いている（自発的に遊ぶ）。10

・トイが壊れても自分たちで工夫して遊んでい
る。
・全クラスが（園庭）出ても交流ができて良い。

〇こんなふうにやってみよう
・トイの長・短が使いやすいように片づける場
があるとよいのでは。
・ビールケースを何個か砂場の近くに置いてお
いたほうが良い。11

・砂場の遊具は上の段だけでなく下の段も出し
ておいた方が良い。12

・トイを使って遊ぶ材料がいろいろあると面白
くなりそう。
・砂場遊具の置き場所を変えてみると遊びが変
わってくるかも。13

・どんぐり、落ち葉など季節の素材を転がした
り流したりできそう。
・使わなくなって放置されている遊具は元にも
どすのはどうか。

　各グループの発表後、全体討議が行われた。そこ
では、すぐにやってみることとして、ビールケース
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を砂場近くのどの場所に置いておくかということ、
遊具棚のカゴをすべて下に出しておくこと、季節の
素材を意識的に遊びに取り入れることなど砂場にお
ける遊び環境でそれぞれが配慮すべきことが共有さ
れた。

（３）研修事例における考察
　2018年度にＢ保育園にて行った研修の新しい試み
は、映像視聴にて得た気付きや省察をもとに次の日
から具体的に実践することを話し合い、参加者全員
で共有したことである。まずはこの新しい試みがど
のような効果を生み出したか考えてみたい。
　研修１においては、グループ討議において下線１
〜下線３の意見が出され、「なぜたくさんのタイヤが
砂場近くに乱雑に置いてあるのか」、「砂場の遊具の
入ったカゴがカートに二段に載せられているのはな
ぜか」といったことについて全体で意見交換がされ
た。普段あまり意識をせず行っていた環境構成であ
るが、子どもの動きとともに映像を客観的に見たと
き、その問題点が明らかにされ、全体に共有された
ととらえられる。実践映像を使用した研修の利点は、
前述したように状況のありのままを客観的にとらえ
られる点にある。実践映像の視聴は子どもの姿に対
する新たな気付きや保育実践の省察を促すと考えら
れ、これまでの研究においてもその効果について述
べてきた。また、これらの実態から、下線４、下線５、
下線６にあるようにどう実践していくのかということ
も全体に共有された。
　図３は、研修４の映像撮影時の遊具置きの様子で

図３　砂場の遊具棚（11月）

図４　長さの違うトイ（11月）

あるが、研修１で共有された通り、遊具置きのカゴ
が二段ではなく一段で置かれている。また、図１と
図２を比較した時に砂場の近辺に置かれているタイ
ヤが減っていることがわかる。同時に研修１の後す
ぐに外部に依頼をして長いトイをカットし、短いトイ
を準備したことも報告された（図４）。研修時におい
て今後の課題の共有をして終わるだけでなく、それ
を実際に実践したということがこれらのことから推
察できる。
　続いて砂場の定点カメラの映像をもとに２回目に
実施された研修４において出された意見について考
えてみたい。下線７、下線８、下線９からは、研修
１をもとに環境を変更し、それによって子どもの動き
や遊びが変化したことを映像視聴を通し実感してい
ることが読み取れる。また下線10にあるように、環
境構成だけでなく、保育者の子どもへのかかわりに
よって子どもがより自発的に遊べるようになったとし
ている。これらのことから、研修１によって得られ
た実践の課題を実践してみることによって、子ども
の遊びが質的に変化したことを場にいる参加者が実
感できたと考えられる。また、さらなる課題として
下線11、下線12、下線13が出され図５、図６にある
ように遊具やビールケースの置き方に関して、その
内容が実践されたことがわかる。
　保育実践は、子どもの姿をとらえて保育を計画し、
実践した後、その実践を評価し改善をするという循
環のもとに成り立っている。保育者は多忙な日々の
実践に追われていると、子どもの様子から実践を評
価し、意識的に環境を再構成するということを見落
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としがちになってしまう。2018年におけるＢ保育園
の園内研修は、保育の基本といえる実践の循環を参
加者全員で体現し共有する場となっていたといえ
る。
　中坪ら（2014）は、保育実践のビデオ映像を使用
したカンファレンスにおける４園の談話記録をもと
に保育者に対してどの園のカンファレンスが自己の
成長に繋がると思うか、その理由について自由記述
をさせ、保育者が捉える自己成長につながるカンファ
レンスの特徴を次のように述べている。研修自体が
焦点化され、議論がぶれないような展開によって自
らも焦点を当てて考えることができること、カンファ
レンスの議論を自園の保育や自分の保育に置き換え
て検討すること、また多様な意見を出し合いながら、
園全体が一丸となって考えるようなカンファレンス
となること、保育者はこれらを自分たちの成長に繫
がると考えているということである。この中坪らの
研究結果をもとにＢ保育園の研修を振り返ってみる
と、砂場という場に焦点を絞り、実践映像をもとに
して環境について園全体が考えるという今回の研修
構成は、保育者たちの考える保育者の成長に繋がる

カンファレンスに近いものとなっていたととらえるこ
とができるだろう。
　最後に園内研修自体に対する保育者の意識とその
影響について研修事例より考察する。中坪ら（2014）
は、保育者は研修において資質の向上を志向するこ
とで自己が成長するととらえているとしている。こ
れまでさまざまな園で園内研修に携わってきたが、
中坪らの述べている研修において資質の向上を志向
することの以前の問題として、多忙な業務時間を割
いて園内研修に参加することの意義を見出すことの
できない保育者が存在することも事実である。その
ような保育者の意識を高めるためにＢ保育園での研
修事例は１つの示唆を与えてくれる。それは、研修
にて話し合われたことをもとにして実践をし、その
実践によって、「子どもたちの生活や遊びがより充実
した」という実感を持つことができるという点である。
それは研修１の「こんな風にやってみよう」を受け、
研修４のグループ討議において出された気付きの多
さやその内容から読み取ることができる。2018年度
のＢ保育園の研修においては、時期を変え定点にて
映像を撮影したことにより、子どもの動きや遊びの
変化をより実感することができたといえるだろう。こ
のように研修を通した実践によって子どもたちがよ
り充実した生活へ変化するという実感が次の研修に
向けた原動力になり、研修を通してより自らの資質
を向上しようという意欲へと結びついてくるものと
考えられる。

５．まとめ

　Ｂ保育園では、数年に渡り研究者とともに研修方
法やその構成について試行錯誤しながら参加型園内
研修を実施してきた。2018年度の園内研修は、管理
職ではなく、現場保育者が研修を組み立て、参加者
が主体的に参加したこと、現場の実践に還元できる
研修となったという点において、「参画」に近い本来
の意味での参加型園内研修＊）を実施することができ
たといえるだろう。
　研修事例からもわかるように、研修によって再構

図５　砂場の遊具棚（研修４）（１月）

図６　ビールケース（研修４）（１月）
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成した環境は保育の実践全体から見ればごくわずか
なものである。しかしながら、園の職員全員が同じ
テーマに沿って、計画（Ｐ）・実践（Ｄ）・評価（Ｃ）・
改善（Ａ）一連の流れを検討できたことの意義は大
きい。こうした小さな積み重ねが保育全体の質の向
上へとつながっていくものと考えられる。
　最後に園内研修自体の実践について考えてみた
い。今回は定点映像を視聴し、グループ討議の後す
ぐに実践してみるという研修の構成であった。Ｂ保
育園では、研修内容を実践に還元するにあたり効果
的な研修であると考えられた。しかしながら、こう
した園内研修の構成や実施方法がすべての園におい
て効果的であるとは限らない。Ｂ保育園において、
研修の実施方法に関して前述の計画（Ｐ）・実践（Ｄ）・
評価（Ｃ）・改善（Ａ）という流れにより数年にわた
り検討し続けてきた経緯がある。園によって保育者
の経験年数や園の環境は異なる。それぞれの園が「園
内研修の質」を高めるために自園の研修方法を検討
していく必要があると考えられる。

注
＊）秋田（2011）は、研修にすわって出席しているという

のではなく、保育者一人一人が園運営の主体者として
の感覚や意識を培えるような形で参加することを参加
型園内研修であるとしている。そのためここでの「参加」
は「参画」に近いものであるといえる。
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