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１　研究の背景と目的

（１）保育者におけるキャリアアップの必要性
　保育者は、子どもが好き、保育者になることが小
さい頃の夢であった等、様々な理由で保育者という
専門職に就いていく。そして保育経験を積み重ねて
いく中で、それぞれのキャリアを構築していく。
　平成30年４月より施行されている保育所保育指
針解説にも、キャリアについて以下のように明記さ
れている。「職員は、自己研鑽や保育所内での研修
に参加することに加え、キャリアアップを目的とする

体系化された外部研修の制度等に合わせて、保育所
において施設長や主任保育士等と共に、自身のキャ
リアを考え、自らの職位や職務に合った能力を身に
付けるための研修を受けることが求められる。これ
らによって、職員はそれぞれに必要な知識や技術を
修得し、より高度な専門性を得て、専門職としての
キャリアを形成していくことができるとともに、保育
所全体の保育の質が向上していくのである」。（厚生
労働省、2018、p.347）
　このように、保育者は自身の保育力を高めると共
に、保育所という組織の一員として保育所全体の質
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の向上に貢献し、保育実践をしながら先を見据えた
キャリア形成も求められるようになっている。

（２）問題の所在
　保育者のキャリアに関する先行研究では、平松・
槇尾（2015）は保育者におけるキャリア・アンカー
について調査し、保育職にもキャリア・アンカーが
あることを示し論じている。神戸他（2016）は、20代、
30代で現在も勤務を継続している保育者と過去に勤
務していた保育者を対象とし、離職の防止や長く保
育職を続けていくための方法についての検討を行っ
ている。
　 また 複 線 径 路・ 等 至 性 モ デ ル（Trajectory 
Equifinality Model:TEM）を活用したキャリアに関
する先行研究では、野屋敷・川田（2019）は、４名
の保育者の仕事を続けている個別の理由や多様な理
由があることを論じている。林・佐々木・ト田・戸田

（2018）は、子どもの頃に来日経験のある保育者のキャ
リア形成について、アイデンティティに着目しキャリ
ア形成の過程を示し論じている。
　このように先行研究では対象者それぞれのキャリ
ア形成に関する分析や離職者との比較を行ってい
る。
　保育所では０〜２歳児クラスを乳児クラス、３〜
５歳児クラスを幼児クラスとしてまとめられること
が多いが、双方の保育者のキャリア形成の過程には
違いがあるのだろうか。それを明らかにするために、
本研究では、乳児クラス（０〜２歳児クラス）及び
幼児クラス（３〜５歳児クラス）の担任保育者のキャ
リア形成の過程を描き、キャリアを築く決定要因に
ついてそれぞれに違いがあるのか比較検討をするこ
とを目的とした。乳児クラス担任及び幼児クラス担
任それぞれがどのような思いや願い、考えを基に保
育という専門職のキャリアを構築していくのか、そ
の過程の決定要因を明らかにすることは、低年齢児
保育のキャリアパスの構造化及び３〜５歳児保育の
キャリアパスの構造化それぞれの構築に繋がる意義
あることと考える。

２　研究方法

（１）対象
　今年度で公立保育所の勤務が５年以上となる、公
立保育所Ｄ園の保育者を対象とした。
　０歳児クラス担任３名、５歳児クラス担任２名及
び４歳児クラス担任１名に依頼し協力を得た。それ
ぞれの保育者の保育歴は、保育者Ａ（５年目）、保
育者Ｂ（11年目）、保育者Ｃ（12年目）、保育者Ｄ（11
年目）、保育者Ｅ（22年目）、保育者Ｆ（26年目）で
ある。
　安田（2016、p.40）は「TEMでは、対象者数を１
人、４±１（３〜５人）、９±２（７〜 11）人のいず
れかにすることが推奨されているが、対象者の数に
よって、描き方や描かれた径路が明らかに示す特徴
はそれぞれに異なっている。」と述べている。そのた
め、本研究では乳児クラス担任及び幼児クラス担任
それぞれ３名の保育者を対象とした。

（２）データの収集方法
　調査日は、６月16日、22日、７月７日、14日、21
日、28日、８月４日、９月１日である。その間、参与
観察または半構造化インタビューを行った。参与観
察を行った理由は、半構造化インタビューに向けて
筆者自身が対象園の保育方針等について理解するこ
とに加え、先生方がリラックスして語ることが出来
るよう、関係構築を行うためであった。
　また倫理的配慮については、園長に本研究の目的
や主旨、研究に協力いただく保育者６名の個人情報
の保護についての説明を行い、同意を得た。その後、
保育者６名それぞれに同様の説明を行い、同意を得
た後、半構造化インタビューを開始した。

（３）分析方法
　６名の保育者に半構造化インタビューを実施
し、得られたデータを基に複線径路・等至性モデル

（Trajectory Equifinality Model：TEM）を活用し
分析を行った。
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　安田・サトウ（2016、p.31）は、「TEM図は、対
象への理解を深めるための気づきのためのツールで
あり、複雑な人生の時間の流れを、いったん手のひ
らサイズにすることで把握し、対象者への理解を深
めるプレゼンテーションのツールである。」と述べて
いる。また「TEMでは、非可逆的な時間の流れの
なかで、等至点（Equifinality Point：EFP）に向か
う歩みにおいて、物理的・精神的な妨げになるよう
な社会的方向づけ（Social Direction：SD）と、そ
れとは逆に、後押ししたり導いたり道標になったり
する社会的ガイド（Social Guidance：SG）とのせめ
ぎ合いのなかで、径路の分かれゆく有り様と可能性
が描かれる。そして、その枝分かれするポイントが
分岐点（Bifurcation Point：BFP）として焦点化さ
れる。」（同上p.175）と述べている。
　上田（2014、p.3）も、TEMを用いて分析するこ
とを、「TEMではある個人が外界と相互交渉しなが
ら（社会的ガイダンス、社会的方向付け）、選択し（分
岐点）、多様な径路を辿りつつ（複線径路）、何らか
の最終状態（等至点）へと至るプロセスを明示する
ことができる。」と述べている。
　そのため、本研究でも保育者６名それぞれのキャ
リア形成の過程をTEM図で描くことは、１人１人の
保育者の保育経験を丁寧に描くことが出来るため、
分析方法として効果的だと考え、この質的方法を用
いることとした。
　そして安田・サトウ（2016）の基礎概念に基づ
き、「 等 至 点（Equifinality Point：EFP）」、「 必 須
通 過 点（Obligatory Passage Point：OPP）」、「 分
岐点（Bifurcation Point：BFP）」、「社会的ガイド

（Social Guidance：SG）」、「社会的方向づけ（Social 
Direction：SD）」と分類し分析を行った。
　本研究での等至点は現在のクラスとし、必須通過
点は、保育者養成校を卒業する、公立保育所の配属
となるとした。また、キャリアを形成していく過程に
おいて、乳児クラス担任及び幼児クラス担任のそれ
ぞれの決定要因に繋がる選択や状況を分岐点とし、
家族からの励まし、知り合いや先輩保育者からの助

言を社会的ガイドとした。さらに、自分の意志では
決めることの出来ない異動辞令や希望ではなかった
部署またはクラスへの配属の発表を社会的方向づけ
と分類した。
　TEMに用いる用語の説明及び本研究での意味づ
けは表１とする。

表１　TEMに用いる用語（説明と意味づけ）
ＴＥＭに用いる用語 説明 本研究での意味づけ
等至点

（Eq u i f i n a l i t y 
Point：EFP）

研究者による研
究目的に基づい
て設定する最終
の状況

現在のクラス（乳
児クラスまたは幼
児クラス）

両極化した等至
点

（Polarized
Equifinality Point 
：P-EFP）

等至点の対にな
るような状況

別のクラス（乳児
クラスまたは幼児
クラス）

必須通過点
（Obligatory
Passage Point：
OPP）

等至点に到着す
るまで、多くの人
が通る可能性の
高い状況

・ 保育者養成校を
卒業する

・ 公立保育所に配
属となる

分岐点
（Bifurcation 
Point：BFP）

選択や進む道が
分かれる行動や
状況

キャリアを積み重
ねていく過程にお
いて、乳児クラス
担任及び幼児ク
ラス担任のそれ
ぞれの決定要因
に繋がる選択や
状況

社会的ガイド
（Social Guidance 
：SG）

等至点に到着す
るまでの好意的な
助言や援助

・ 家族からの励ま
し

・ 知り合いや先輩
保育者からの助
言

社会的方向づけ
（Social Direction 
：SD）

等至点に到着す
ることを妨げられ
る状況

・異動辞令
・ 希望ではなかっ

た部署またはク
ラスへの配属の
発表

３　結果

　半構造化インタビューで得られた保育者の語りか
ら、乳児クラス担任及び幼児クラス担任の保育者が
キャリアを積み重ねた過程をTEM図で記し、概要
を記した。

（末尾資料　参照）

（１）乳児クラス担任
　３名の乳児クラス担任に半構造化インタビューを
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実施しTEMを用いて分析をした結果、乳児クラス
を担当する、あるいは今後も担当したいと思う決定
要因は、実際に乳児と関わるなかで、乳児の可愛ら
しさや乳児保育の重要性、低年齢児保育の魅力を実
感したことが、その後も０〜２歳児保育のキャリア
を築くことに繋がっていたことが示された。
　以下が、各保育者の語りの概要である。

（１−①）保育者Ａの語りの概要（保育歴５年目）
　保育者養成校を卒業し（OPP）、公務員試験に合
格し公立保育所に勤務する（OPP）。初年度は担当
クラスの希望は出せず、園長から０歳児担任と発表

（SD）があり、０歳児担任となる（BFP）。
　社会人１年目の時期は、乳児の泣きの対応に戸惑
うこともあった。しかしその中でも、一緒に担当し
た先輩保育者から０歳児保育について色々な事を学
んでいき（SG）、１年目なりに先輩保育者に相談し
ながら製作案や対応を考え実践していった。
　次年度に向けては、１年間担当した子ども達を引
き続き担当したいという気持ちから、１歳児クラス
の担任の希望を出す（BFP）。自身が初めて担任と
して関わった子ども達のため可愛いと語った。そし
て希望が叶い、１歳児担任を経験する（BFP）。続
けて２歳児も担当したいと希望を出す（BFP）が、
園長から１歳児担任と発表があり（SD）、全員、新
入園児のクラスを担当することとなる。全員が新入
園児のため、昨年度受け持った持ち上がりの１歳児
とは異なり、保育をする上で難しさを感じ、室内環
境作りを模索する。しかし同じクラスの先輩保育者
から保育を学んだり（SG）、室内環境作りや保育に
ついて話し合ったりと、その中で新たな保育技術を
学び実践していった（BFP）。また次年度も一緒に
持ち上がりたいという気持ちから２歳児担任の希望
を出し担任をする（BFP）。持ち上がりを希望し引き
続き２歳児の担任をする中で、子ども達の成長を感
じ、子どもの思いを汲み取りながらやりとりすること
を楽しんでいた（BFP）。その後も持ち上がりの３歳
児または乳児保育を深めたいという思いから０歳児

担任の希望（BFP）を出し、０歳児担任となり、乳
児保育の大切さを実感する。
　保育者Ａは、乳児クラスの魅力を、幼児クラスの
ように大きなことではないが、伝い歩きから手を離
し立つ過程のように、日々の成長を近くで見守るこ
とができることが幸せであり、それを保護者と共有
できることが嬉しいと語っていた。そして現在に至
る（EFP）。

（１−②）保育者Ｂの語りの概要（保育歴11年目）
　保育者養成校を卒業し（OPP）、公務員試験に合
格し公立保育所に勤務する（OPP）。初年度は園長
から２歳児担任と発表（SD）があり、担任となる。
最初の５年程は社会人としての振る舞いや仕事を覚
えることに精一杯だったが、その中でも乳児クラス
の担当が多かったと語った。２歳児クラスの次は１、
２歳児の担任をし、その後異動（SD）となった。異
動後も１、２歳児の担任をし、その後に３歳児、４
歳児、５歳児と持ち上がりで担任をした。３〜５歳
児の担任をする中で、言葉が通じるようになったか
らこそ、幼児一人一人の気持ちや考え方の複雑さを
実感し、子どもの思いと保育者の思いのぶつかり合
いなど意思疎通の難しさを経験した。
　そして２回目の異動（SD）後は０歳児クラスの担
任となり、以前よりも落ち着いて保育が出来る様に
なったこともあり、０歳児クラスの子ども達を可愛い
と思う気持ちが増している、日々の成長に感激して
いる（BFP）と語った。また乳児保育の魅力を、日
ごとに成長していく姿を身近で見守ることができ、
１対１の信頼関係の結びつきや自身を必要としてく
れることに喜びを感じていると嬉しそうに語り、今
後も０歳児担任をしていきたいと語っていた。
　更に、今まで乳児保育に関する本や研修にも参加
してきたが、現場で実際に試行錯誤をする中で乳児
保育の重要性を実感している（BFP）と語った。
　幼児クラス担任時は幼児一人一人の気持ちや考え
方の複雑さを実感し意思疎通の難しさを経験した中
で、自身では、どの学年もその学年の可愛さがある
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が、保育士を志望した理由が幼稚園教諭よりも小さ
い年齢の子どもを見たいという気持ちからというこ
ともあり、低年齢児の担任の方が良いと語っていた。

（１−③）保育者Ｃの語りの概要（保育歴12年目）
　保育者養成校を卒業後（OPP）、認可外保育所に
勤務し０歳児の担任をする。その時期は同じ年の保
育者ばかりで保育に関して分からないことを聞くこ
とのできる環境ではなく大変さを味わう。自身の将
来を見据え１年で退職し、公立保育所のアルバイト
を始める。その際、アルバイト先の園長に公務員試
験を受けることを勧められ（SG）、受けることを決意
する。そして試験に合格するが初年度は役所の事務
に配属となる（SD）。その後、保育所配属を希望し、
念願の公立保育所に配属となる（OPP）。初年度は
２歳児担任と発表（SD）があり、２歳児担任をす
る（BFP）。次年度は妊娠希望もあり０歳児担任と
なる（BFP）。その後、育休・産休を取る。初めて１
歳児の担任をした際に、同じクラスの先輩保育者に
自然物を取り入れた様々な保育実践を教わり（SG）、
１歳児保育の面白さを実感した（BFP）。その後も、
妊娠希望もあり複数担任の低年齢児を希望しながら
低年齢児保育のキャリアを積んでいく。その中で、
特に乳児期は人生の土台を作る大事な時期だと実感
したと語っていた。そして現在は新任育成をしなが
ら、先輩に教わってきた保育実践を自分なりに実践
している。

　以上のように、乳児クラス３名の保育者の保育経
験年数やクラス担任をした順番や回数、事務経験の
有無は異なるが、毎年の保育経験を重ねながら、乳
児の可愛らしさや日ごとに成長する姿を実際に関わ
りながら保育してきたこと、そして乳児保育及び低
年齢児保育の大切さを実感することが、乳児クラス
の担任をしたいという思いへと繋がっていったこと
が示された。また保育者Ｂのように、３〜５歳児の
担任も経験し幼児クラスの子どもとの関わりと比較
し、１対１の乳児との関わり合いや愛着形成の重要

さをより感じられる乳児保育の方が自身には向いて
いると感じると語っていた自己分析も、乳児保育や
低年齢児保育のキャリア構築に繋がっていくと考え
られる。

（２）幼児クラス担任
　３名の幼児クラス担当に半構造化インタビューを
実施しTEMを用いて分析をした。その結果、幼児
クラスを担当する、または担当したいと思う決定要
因は、３〜５歳児の集団保育の中での行事への取り
組み過程の面白さや達成感、年長児への期待や願い、
３、４歳児クラスを担当後はそのまま卒園まで子ど
も達を見守りたい、責任を持って卒園させたいとい
う思いがあることが明らかとなり、その後も３歳〜５
歳児クラス保育のキャリアを築くことに繋がってい
たことが示された。
　以下が、各保育者の語りの概要である。

（２−①）保育者Ｄの語りの概要（保育歴11年目）
　保育者養成校を卒業後（OPP）、公務員試験に合
格し公立保育所の配属となる（OPP）。初年度は２
歳児担任と発表があり（SD）、２歳児クラスを担任
する。研修で学んだ保育を実践しようと挑戦し、先
輩保育者から保育方法について学んでいった（SG）。
その後は他の保育者の異動なども重なり、１、２歳
児の担任を経験する。そして初めて５歳児の担任を
するが、初めての年長児の担当で悩む事が多かっ
た。しかし異動の話もあったため辞める選択はしな
かった。そして異動先では１歳児を担当することな
り、１歳児担任となる。その子ども達を３歳まで受
け持つこととなり、３歳児を受け持つことで卒園ま
で担当をしたいという気持ちが高まる（BFP）。その
後も運よく希望が叶い、継続して４歳児クラス、５
歳児クラスの担任となり、その中で幼児の成長を感
じ、行事が多い分、行事に追われることもあると語
りながらも、幼児だからこそ味わえる子ども達と一
緒に作り上げていく行事や保育の楽しさを実感して
いった（BFP）。
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（２−②）保育者Ｅの語りの概要（保育歴22年目）
　保育者養成校を卒業後（OPP）、公務員試験に合
格し公立保育所の配属となる（OPP）。初年度は１
歳児担任と発表があり（SD）、担任となる。その後
も持ち上がりを希望し２歳児の担任をするが、元気
の良い子どもが多いクラスで対応に試行錯誤した。
その子ども達が３歳児になり、他の保育者が持ち上
がりを希望しなかった（SD）こともあり、自身が３
歳児担任の希望を出し（BFP）、引き続き担任となっ
た。子どもや保護者対応に試行錯誤したクラスだっ
たため、辞めたいと考えた時期があったが、親に励
まされ（SG）、退職はしなかった。
　その後は別のクラスを担当し、３歳児で担任を受
け持った子ども達が５歳児になった際に再度担任を
受け持つこととなる。それは園長からの発表（SD）
でもあり、先輩保育者から、一緒に卒園させようと
誘われたこと（SG）がきっかけであった。その年に
先輩保育者から保育について学び（SG）、先輩の見
よう見まねで保育実践を行い、少しずつ充実感を味
わっていった（BFP）。
　その後は初めての異動も経験し、異動先で４歳児
の担任をする（BFP）。４歳児を担当したことで引き
続き卒園まで見たいという気持ちが高まり（BFP）、
２度目の５歳児クラスの担任となり、その中で保育
の面白さを実感していった（BFP）。その後に卒園生
を送り出したため、受け持ったことが無かった０歳
児の希望を出すが叶わず（SD）１歳児担任となる。
１年間担当すると引き続き担当したいという気持ち
から、引き続３歳児まで担当をする（BFP）。その後
に産休・育休を取得し復帰の際は希望が叶い５歳児
クラスの担任となったが（BFP）、この子ども達は３
歳児の際に担任をしていたクラスであった。
　その後は２回目の異動があり（SD）、異動先では
２歳児の担任となった。３歳児クラスをそのまま持
ち上がりで担当したい気持ちもあったが、同じクラ
スの保育者と意見のすれ違い（SD）もあり、初めて
の０歳児担任となる。しかし次年度は４歳児クラス
の担任を希望する（BFP）。このクラスは３歳児クラ

スの際に担当できなかったクラスであり、念願が叶
い担任となる（BFP）。そして５歳児担任も希望し

（BFP）担任となり（BFP）、卒園児を見送った後は、
０歳児で担当をしていた子ども達の３歳児クラスを
担当する（BFP）。そして３回目の異動（SD）となり、
現在の園では１歳児クラスから毎年持ち上がりで５
歳児担任をしている。
　保育者Ｅは、自分のクラスに一生懸命になってし
まう、自分が責任を持って見て小学生に送り出した
い気持ちがある、と語っていた。
　保育者Ｅは、０歳児から５歳児までのすべての学
年の担任を経験しながら、幼児クラスを持つ楽しさ
ややりがいを実感していった。また運よく、０歳児
で担任をしていた子どもが３歳児になった際に再び
担任をしたことにより、子ども達の成長を強く感じ、
継続して卒園まで見届けたいという気持ちが高まっ
ていったと考えられる。
　このように、担任として関わり、自分が責任を持っ
て小学校に送り出したいという思いが、継続して幼
児クラスを担任することに繋がり、その積み重ねが
幼児クラスのキャリアを発展させることに繋がって
いると考えらえる。
　保育者Ｅは幼児クラスそれぞれの年齢の良さを、
３歳児はひと頑張りしたいと思う年齢、４歳児は気
が緩みわがままも出てくる年齢、５歳児は１番大き
いと自信を持つ年齢と、それぞれのクラスの特徴を
嬉しそうに語り、環境の変化で子ども達の姿が変わ
るところが面白いと語っていた。

（２−③）保育者Fの語りの概要（保育歴26年目）
　保育者養成校を卒業後（OPP）、私立幼稚園に就
職をする。５年間勤務しながら楽しさややりがいを
感じていたが、朝早くからの園バス対応等で勤務を
継続していくことが難しいと考え退職をする。その
時期に知り合いから公立保育士になることを勧めら
れ（SG）、長く保育職を続けていきたいという思い
から公務員試験を受ける事を決意する。そして児
童館で働きながら試験を受け合格する。初年度は
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老人施設の配属であったため（SD）、次年度に向け
て保育所の配属希望を出し、保育所の配属となる。

（OPP）。そして２歳児クラスと発表され（SD）、初
めて２歳児クラスを担任することとなる。その後も、
幼稚園勤務経験があることから、しばらくは乳児ク
ラスの配属を希望し、低年齢児クラスを経験する中
で乳児の無条件の可愛らしさを実感する。そして２
度目の異動先で３歳児担任をする（BFP）。その後
は引き続き担当したいという気持ちから卒園まで担
当することとなる（BFP）。年長組が卒園した後は、
１歳児担任と発表があり（SD）、育休・産休後に異
動となる（SD）。異動後は２歳児担任となり、持ち
上がりで３歳児担任の希望を出す（BFP）。その１年
間は子どもや保護者の個別対応で大変だった。しか
し、この子ども達を自分の責任で卒園させたいとい
う気持ちが芽生え、希望を出し、継続して卒園まで
担任をする（BFP）。その後は幼児リーダーを任され

（SD）３歳児担任（BFP）し、卒園まで受け持つこ
ととなる（BFP）。
　年長組の魅力や面白さを、５歳児最後の１年間は
就学前の１年間であり、園の中でも年長に対する思
いが強くなる。子ども達も年長としての自覚が出て
子どもが輝く。また色々なことが出来るようになるた
め働きかけると反応が良く、その年長組の子ども達
と一緒に行う保育が面白く、やりがいがあると語っ
ていた。
　その後に異動となり（SD）、１歳児担任となり、
引き続き２歳児まで受け持つこととなる。この子ど
も達を幼児クラスでも受け持ちたいと希望をしたが
叶わず（SD）、１歳児担任となる。その年の３歳児
担任の願いが叶わなかったため、次年度に向けては
４歳児クラスの担任を希望し、願いが叶い、４歳児
を受け持つ。子どもの成長を実感し、卒園まで責任
を持って担当したい（BFP）と語っていた。そして
現在に至る（EFP）。
　保育者Ｆは、幼稚園教諭の時期から４、５歳児の
保育にやりがいを感じていた。乳児は無条件に可愛
いと感じながらも、保育の中で保育者が色々な仕掛

けをした場合、乳児はまだ１人遊びが多く出来る事
も限られているが、年長になると手先も器用になり
仕掛けに対する反応も大きい、また年長クラスの保
育は園全体の取り組みでもあることが多いため、大
きな役割を担っているやりがいのある仕事だと語っ
ていた。
　以上のように、幼児クラスの３名の保育者の保育
経験年数やクラス担任をした順や回数、幼稚園勤務
の有無は異なるが、毎年の保育経験を重ねながら、
幼児一人一人の成長や集団保育の面白さややりがい
を感じたこと、また卒園まで見届けたいという担任
の思いが、幼児クラス担任への希望へと繋がり、そ
の積み重ねが幼児クラスのキャリアを積み重ねるこ
とに繋がっていることが示された。

４　まとめと今後の課題

　半構造化インタビューを基に、TEM図を活用し
時間軸に沿って乳児クラス担任及び幼児クラス担任
のキャリア形成の比較を行った結果、キャリアを築
く過程の中で、それぞれの決定要因が異なっている
ことが示された。
　乳児クラス担任は乳児クラスを実際に担当する中
で、乳児の可愛らしさや乳児保育の重要性、低年齢
児保育の魅力を実感したことが、その後も乳児保育
や低年齢児保育のキャリアを築くことに繋がってい
たことが示唆された。乳児クラス担当は、実際に乳
児と関わり信頼関係を深めていくなかで、乳児の可
愛さや日ごとに成長していく姿を身近で感じ、子ど
もとの関わりの中で一人一人の欲求を把握しそれに
応答的に答えていくことの大切さを、身をもって感
じたことが、その後も乳児クラスを担当したいとい
う気持ちに繋がり、そのキャリアを積みかさねてい
くことに繋がっていったと考えられる。
　一方、幼児クラス担任は、乳児クラスも可愛くて
好きと語りながらも、幼児クラスの担任をしながら、
３歳児以上の活気あふれる集団保育を体験し、子ど
も達と共に活動や行事を作り上げていく過程の面白
さや醍醐味、作り上げた際の達成感を子ども達と一
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緒に味わう過程の中で、保育のやりがいや楽しさを
実感していったのであろう。また幼児クラスになる
につれ保育者は小学校生活という先を見据えて子ど
も達を見守ったり、活動の計画を立案したりするこ
とから、責任を持って卒園まで見届けたいという思
いが高まり、その結果、幼児クラスのキャリアを築
くことに繋がっていると考えられる。
　今回の結果では、乳児クラス担任と幼児クラス担
任で共通点も見受けられた。それは、１年間担当し
た子ども達への愛情そして継続して今後も担当をし
ていきたいという思いであった。担任として一番身
近で関わり、子ども達の成長や頑張り等を見てきた
からこその思いであろう。それぞれ共通し、継続し
て子どもと関わっていきたいという思いを持ちなが
ら、実際に乳児保育の魅力や面白さ、反対に幼児ク

ラスの保育の面白さや醍醐味、年長児への思いが分
かれ道となり、それぞれのキャリアを積み重ねる事
に繋がっていると考えられる。
　今回、乳児クラス担任及び幼児クラス担任それぞ
れがどのような思いや願い、考えを基に保育という
専門職のキャリアを構築していくのか、そのキャリ
ア構築の過程における決定要因を明らかにしたこと
は、保育職におけるキャリアパスの構造化の構築に
繋がる意義あることと言える。
　本研究は、保育所勤務の保育者のキャリア形成に
おける過程を検討したが、今後の課題は幼稚園教
諭や保育教諭など、通う子どもの年齢や業態が異な
る保育者のキャリア形成について比較検討を進めた
い。
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