
− 1 −

１　はじめに

（１）保育者のキャリア形成
　保育者は日々、子ども達の可能性を最大限に引き
出す工夫や努力をしながら保育を行い、実践を積み
重ねていく。
　保育所保育指針解説に「専門職である保育士は、
その職務に携わる中で、保育現場で求められる知識

や技能をより深め、更に専門性を高めていくことが
求められる。」（2018、p.344）、また「保育の質の向
上を図るには、保育所において子どもの保育に関わ
るあらゆる職種の職員一人一人が、その資質を向上
させることが大切である。特に、保育士は、毎日の
保育実践とその振り返りの中で、専門性を向上させ
ていくことが求められる。」（2018、p.345）と示され
ている。このように、保育者は日々の保育を行うだ
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けでなく、保育実践を積み重ねていく中で自身の保
育を振り返り、反省や省察をし、子どもや職員と学
び合い、研修等での学びも保育に活かしながら保育
の専門性を高めていくことが必要である。そして、
保育実践や知識の積み重ねが個々の保育者としての
キャリアを一歩ずつ構築していく。
　またキャリアを構築する際には、保育職に携わる
長期的な計画も重要である。保育職に携わる者とし
て、将来像を思い描き、目標を立てる。その目標に
向けて、自身の課題を見極め、それに向けての布石
を打っていく。その布石をどのように選択しどの時
期に実行していくか、それが個々の保育者がそれぞ
れの道を進んでいくキャリア形成に繋がっていく。
そのため、自身がどのような保育者を目指すのか、
どのように保育の専門性を高めていきたいのか、具
体的には乳児保育の専門性を高めていきたいのか、
子育て支援を深く学びたいのか等、個々のキャリア
計画が重要である。
　
（２）研究の背景と目的
　保育者のキャリアについての先行研究の中には、
以下がある。
　平松・槇尾（2015）は保育の専門職にもキャリア・
アンカーがあることを示し、専門職として必要な技
術や技能を知っていることや保育者に必要な力量に
ついて論じている。神戸他（2016）は、20代及び30
代の現役保育者と過去に勤務経験のある保育者を
対象とし、長く続けるための対策を検討している。金・
片川（2019）は、保育者が次年度のクラス担任の希
望を出す際の学年の持ち上がりを希望する保育者と
持ち上がりを希望しない保育者を比較し、それぞれ
の理由について明らかにしている。
　また、TEMを活用した保育者のキャリアについて
の先行研究の中には以下がある。
　TEMとは複線径路・等至性モデル（Trajectory 
Equifinality Model）の略であり、この手法はヴァ
ルシナーの発案に基づいたものである。（サトウ、
2009）。

　安田・サトウは「TEMは，時間を捨象せずプロ
セスとして人間の発達や人生径路を捉える方法論で
ある。」（2016、p.45）と述べている。
　先行研究の中では林他（2018）は、子どもの頃
に来日した経験のある第２世代の保育者に焦点をあ
て、アイデンティティの揺れを含みどのようにキャ
リアを形成してきたのか、その過程を明らかにして
いる。野屋敷・川田（2019）は、４名の保育者の保
育者を継続している理由や価値に着目し、共通の変
化やキャリア形成の違いを論じている。香曽我部他

（2020）は、男性保育者がキャリアを築く過程の中で
のトークニズムの影響について論じている。浅井・
浅井（2021）は、保育所の乳児クラス及び幼児クラ
ス担任のキャリアを築く決定要因の比較を行い、そ
れぞれの決定要因の違いを明らかにしている。
　保育者は年度ごとに乳児クラスや幼児クラス等に
入り保育を行うが、保育者は保育所という組織の一
員でもあるため、自身のクラス担任の希望や自身が
立てたキャリアプラン通りに進まないこともあるだろ
う。それは、保育所におけるクラス担任等の配置を
決定する立場は、管理職である保育所の園長が多い
からである。
　そこで本研究は、保育者の保育実践の積み重ね
がキャリア形成に繋がっていくことを鑑み、毎年の
クラス担任の配置を決定する園長に焦点を置き、ク
ラス担任を決定する過程とその判断理由を明らかに
することを目的とした。どのような過程を経てクラス
担任の配置を決定するのか、保育者本人の希望と同
じ場合または希望と異なった場合は、どのような判
断をしてそれぞれのクラス担任を決定しているのか
を明らかにすることとした。

２　研究方法

（１）分析方法
　本研究は、TEMを活用し分析を行った。
　安田・サトウは、「私たちの主張はTEMを用いれ
ばある種の丁寧な研究ができる，ということに尽き
る。なぜなら，TEMは個々人のライフ（生命・生活・
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人生）に関するテーマについて，その人が生きて
きた時間を重視しながら考える方法だからである。」

（2016、p.4）、と記している。上田も、「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），何らかの最終状況（等至点）
へと至るプロセスを明示することができる。」（2014、
p.3）と記していることから、本研究でもTEM図を
活用し可視化することは、園長個人のクラス担任を
決定する際の選択や判断の過程を丁寧に描くことが
出来る効果的な分析方法であると考えた。
　そして、小山は「個人の辿った径路について、
TEMの概念ツールに文脈を補いながら文章化した
ものを『ストーリーライン』呼ぶ。」（2021、p.7）と
記しているが、本研究でもTEM図に沿ってストー
リーラインを記し文脈を補足した。

（２）対象者
　都内の公立Ｄ保育園の園長に協力を得た。園長の

略歴は保育歴40年であり、その内、副園長歴６年、
園長歴７年である。今まで異動を11回行い、現在の
園の園長に至る。
　１名の園長を対象とした理由は、サトウは、「TEM
の目的の一つは人間の多様性を描き出すことであ
り，個別の人間の具体性を描くことである。」（2009、
p.75）、また「TEMは人生における径路の複線性を
主張し，代替選択肢の重要性を主張する。また，個
人のなかに能力のようなものを仮定してそれを測る
ようなことはせず，人間をシステムとして捉え，時と
共にある人間の行為の変容を記述していく。」（2009、
p.199）と述べていることから、本研究でも１名の園
長を対象とし、園長個人が選択した判断や行動の過
程を丁寧に追うこととした。

（３）データの収集方法
　データの収集は、１回目は2021年４月23日、２
回目は７月16日、３回目は８月26日に行った。また
８月19日及び９月８日に不明瞭な箇所の確認を行っ

表１　TEM図に使用する用語（説明と意味づけ）
TEMに使用する用語 説　明 本研究での意味づけ

等至点
（Equifinality Point : EFP）

研究の目的に基づき設定する
最終的な到達点

最終的に全クラス担任の配置を決定する

両極化した等至点
（Polarized Equifinality Point : P-EFP）

最終的な到達点の対になるよ
うな状況

別の判断をして、クラス担任の配置を決定
する

必須通過点
（Obligatory Passage Point : OPP）

等至点に到達するまで、多く
の人が通過する可能性の高い
状況

・ おおよその配置を決めようと決意する
・保育者全員に希望調査を取る
・保育者全員と個別面談を行う

分岐点
（Bifurcation Point : BFP）

選択や進む道が分かれる状況 ・おおよその配置を悩む
・ 障害児が在籍するクラスの担任をどうし

ようか悩む
・ 保育者の希望調査を確認し、おおよそ配

置していたものと悩む
・ おおよそ配置していたが再度検討する
・ 異動者等を除いた配置を検討しようとす

るが悩む
・ １歳児２クラスの組み合わせをどうしよ

うか悩む
社会的ガイド

（Social Guidance : SG）
等至点に導く他者の行動や状
況

・ 保育者Ａ、Ｅ、Ｈ、Ｊ、Ｌも納得をする
・ 主任の保育者Ｍより、保育者Ｌの様子が

心配と報告を受ける
・ 保育者Ｌも納得をする
・ 主任の保育者Ｍや副園長候補から意見を

聴く
社会的方向づけ

（Social Direction : SD）
等至点に到達することを妨げ
られる状況

役所からの連絡
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た。
　インタビューでは、クラス編成や異動や産休、育
休の公立保育所の現状およびクラス担任を決定する
時期や判断理由等を園長に尋ねた。
　倫理的配慮に関しては、園長に本研究の目的や主
旨、研究の成果をどのように発表するか説明をし、
同意を得た。その後、インタビューを開始した。

（４）TEM図の作成
　実施したインタビューの内容を文字化し、まとま
りごとに整理しTEM図を作成した。TEM図を２回
目、３回目の際に園長と確認し、内容や時系列の並
べ替え、また修正を行い、２名で確認作業を行った。
　安田・サトウが「一度会って話を聞き，その内容
でTEMを描き，それを持って会いに行き話を聞く。
そしてそれをもとにさらにTEMを描き，それを持っ
て会いに行き話を聞く。つまり，３回会うことによっ
て，両者が納得のいくTEMを描くことが可能にな
る。」（2016、p. ９）と述べているように、本研究も
園長と一緒に丁寧に確認作業を行った。

３　結果と考察

　インタビューから得られた園長の語りを基にTEM
図を作成した。

（末尾資料　参照）

　以下、期ごとのストーリーラインである。
　　　　　　は園長の語りの抜粋、（保育者〇）及
び下線は筆者が補足として記したものである。
　
（１）第1期　経験からおおよその配置をする時期
　園長は今までの経験からクラス担任のおおよその
配置を決めようと決意する（OPP）。今年度は、新
型コロナウィルスの影響で、例年よりも２か月から
３か月ほど集団保育をする時期が遅れ、職員が全員
揃って保育する時期が遅れたため、おおよその配置
を決めようと決意する時期は遅くなったと語ってい
た。

　園長はクラス担任のおおよその配置を決めようと
するが、配置をどうしようか悩む（BFP）。悩んだ末
に、ひとまず今までの経験から以下と決める（並行
して検討したため、順不同で記す。）
・ 今年度の０歳児クラス担任から、１名来年度も０

歳児担任に配置する。
・ １歳児クラスの２クラスからそれぞれ２名持ち上

がりで２歳児クラスにする。
・ ２歳児クラスの２クラスからそれぞれ１名持ち上

がりで３歳児クラスにする。
・ 来年度に向けて新人保育者が入った場合は、０歳

児クラスにする。
（上記４項目は第１期の時点では個人名は決めず、体
系のみ決めた。）
・ 保育者Ｎは今年度１年目のため、来年度も０歳児

クラスに１名残すことは荷が重いからしない。
・保育者Ｇは育休明けのため、０歳児クラスにする。
・保育者Ｊは持ち上がりで４歳児クラスにする。
・ 保育者Ｈは、今まで産休、育休を繰り返し乳児ク

ラスだったため、来年度は幼児クラスにする。
・ 保育者Ｃは２年間０歳児クラスだったため、来年

度は０歳児クラスには配置しない。
・ あと１年で異動になりそうな保育者Ａを幼児クラ

スにする。
・ 保育者Ｅは今まで２．３．４．５と持ち上がりで受け

持ったため、次は乳児クラスにする。
　
　園長は今までの経験から、０歳児クラスは保育室
の使い方等を含め次年度の複数担任に伝えながら保
育ができるよう、今年度の０歳児担任から１名、来
年度も０歳児クラスに配置することを決める。しか
し今年度１年目の保育者Ｎを残すことは荷が重いと
判断し、０歳児クラスに配置はしないと決めた。また、
１歳児２クラスからそれぞれ２名ずつ持ち上がりで
２歳児クラスに配置すること、２歳児２クラスからそ
れぞれ１名持ち上がりで３歳児クラスに配置するこ
とを決める。この時点では具体的な保育者名は決め
ておらず、体系のみ決めていた。持ち上がりの保育

斜体文字
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者を配置する理由は、子ども達が進級後も安心して
生活できる配慮であった。
　そして３歳児クラスから１名持ち上がりで保育者
Ｊを４歳児クラスにすることを決める。この判断理
由は、一緒に受け持っていた保育者Ｋは異動の可能
性が高いため、まだ異動対象ではない保育者Ｊを持
ち上がりの４歳児クラスに決めたためであった。ま
た育休後の保育者Ｇを０歳児クラスにした理由は、
子育てで急な休みを取りたい場合も複数担任の乳児
クラスの方が休みを取りやすいこと、育休明けであ
るが保育歴は長いため、乳児クラスのリーダーを任
せたいと判断したためであった。
　保育者Ｈは、今まで産休、育休を繰り返し保育歴
は長いが幼児クラスを受け持ったことがなかった。
そのため、次は幼児クラスと決めた。園長は育休明
けの際は複数担任の乳児クラスに配置されることが
多いと語っていた。
　保育者Ａは来年度異動対象になりそうなため、ま
だ受け持ったことのない幼児クラスにすることを決
めた。
　以上のように第１期は、現段階では昇任者や異動
者が未確定のため、今までの経験からおおよその体
系を決めていた。

（２�）第２期　自身の思いと個々の保育者の思いを照
らし合わせ検討を繰り返す時期

　役所から障害のある子どもが入所すると連絡が入
る（SD）。園長は、障害のある子どもが入るクラス
の保育者の配属をどうしようか悩む（BFP）。悩んだ
末に、保育者Ｅを配置することに決める。その理由は、
保育者Ｅもそろそろ異動対象者であり、同園で今ま
で２歳児から５歳児まで持ち上がりで担任をしてい
たため、第１期の時点でもすでに次は乳児クラスへ
の配置を決めていた。その０歳児から２歳児クラス
の中でも異動前に新たに障害児保育を経験してもら
いたいという思いと、役所もＤ保育園も初めて受け
入れる障害名の子どもであるため、ベテランの保育
者にお願いしたいという思いから、障害のある子ど

もが在籍するクラスへの配置を決めた。
　その後、全職員に障害のある子どもが入所するこ
とを伝える。そして保育者全員に来年度に向けて希
望調査を書面で実施する（OPP）。書面を回収後、
保育者の希望を確認し、園長のおおよそ配置したも
のと照らし合わせ悩む（BFP）。
　実施した希望調査では、ほとんどの保育者が持ち
上がりを希望していた。その中でも保育者Ａは持ち
上がりと幼児クラスを希望し、保育者Ｅは障害児が
在籍するクラスを希望していた。また保育者Ｌの希
望は持ち上がりの２歳または子ども達が０歳児の時
に受け持っていた３歳児クラスであった。
　園長は希望調査を確認し、保育者Ｌの２歳児また
は３歳児クラスへの希望には添えないが、保育者Ｌ
を障害のある子どもが在籍予定のクラスへ配置を決
める。その判断理由は、幼児クラスは同園で勤務歴
が長い保育者Ａと保育者Ｈを先に幼児クラスにする
考えがあったためである。保育者Ａに関しては本人
の希望の中にも幼児クラスが入っていたことを踏ま
え、異動前にまだ受け持ったことがない幼児クラス
の４歳児あるいは５歳児クラスに配置することを決
める。保育者にＥに関しても、本人の希望と園長の
考えが一致していたため、障害児が在籍するクラス
の配置を決める。
　その後に保育者全員と個別面談を行い（OPP）、
１人１人に来年度のクラス担任配置について、現時
点で決定していることを伝えた。そろそろ異動対象
である保育者Ａには、異動の前に幼児クラスに配置
すること、配置するのであれば、子ども達が小さい
時にクラスを受け持ったことのある来年度４歳児ま
たは５歳児と伝えた。また園長は保育者Ｌとの面談
の中で、自身の思いや考えを伝えた。
　以下はインタビューの抜粋である。

「〇〇さん（保育者Ｌ）は、希望としては持ち
上がり、もしくは３歳とかねっていう経験もし
てみたいなっていうのがあって、彼女はぜんぜ
ん希望じゃないところで、ここはちょっとお願
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いして乳児に、やっぱり幼児の枠っていうのが
狭いんですよね、２人ずつ、持ち上がりたくて
も。」

「４に○○さん（保育者Ａ）や〇〇さん（保育
者Ｋ）の方が先に幼児経験を、○○さん（保育
者Ｌ）まだ若いから、まだもうちょっとこの園に
もいられるからって、そんな話をして。」

　保育者Ｌを含めて、保育者Ａ、Ｅ、Ｈ、Ｊも面談
時に園長の思いや考えを聴き、納得をした（SG）。
　園長はインタビューの中で、幼児クラス担任の枠
は狭く希望しても配置できないこともある、と語って
いた。Ｄ保育園では、乳児クラス（０～２歳児）の
保育者数が14名に対し、幼児クラス（３～５歳児）
が計６名のため、幼児の担任枠は狭く、保育者が幼
児クラスを希望しても叶わないこともあるという。
　その後、園長は再度、配置を見直そうか悩む

（BFP）。そのうちに、役所から昇任者および異動者
の連絡が入った（SD）ため、それを受けて、昇任
者や異動者を除いたクラス配置を見直そうと決意す
るが、配置をどうしようか悩む（BFP）。
　悩んだ結果、以下と具体的に決める（並行して検
討したため、順不同で記す。）
・ 異動だと思っていた保育者Ｋが異動しないと分か

り、５歳児クラスに配置する。
・ 保育者Ａも予定通り、幼児クラスに配置する。そ

の中でも、保育年数が長い保育者Ｋを５歳児クラ
スに決めたため、保育者Ａは４歳児クラスとする。

・保育者Ｂを今年度同様に０歳児クラスとする。
・ 幼児クラスを経験したことのない保育者Ｈを３歳

児クラスに配置する。
・保育者Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｍを２歳児クラスとする。
・ 保育者Ｏは０歳児保育に苦手意識を持っていたが、

来年度に異動対象になりそうなため、まだ受け持っ
たことのない０歳児クラスに配置する。

・ 保育者Ｌは予定通り、本人の希望ではないが、同
園で勤務が長い保育者から幼児クラスに配置した
ため、保育者Eと同じく障害児が在籍するクラス

に配置する。
　園長は、保育者Ｋについては、異動だと予想して
いたが今年度は異動しないことが分かり、５歳児ク
ラスに決定した。その判断理由は、保育者Ｋもいよ
いよ残り１年と思い、幼児クラスのキャリアが少な
いことから、受け持ったことのない５歳児クラスに
決定した。

異動だと思っていた〇〇さん（保育者Ｋ）が残っ
た、〇〇さん（保育者Ｋ）ももういよいよ残っ
ても１年かなって、〇〇さん（保育者Ｋ）幼児
のキャリアが少ないんですよ、乳児で。それで
○○さん（保育者Ｋ）、今、〇〇さん（保育者
Ｊ）と持ち上げるよりは、〇〇さん（保育者Ｋ）
年長持ったことないって言ってたので、ぜひね、
〇〇さん（保育者Ａ）は４にして、〇〇さん（保
育者Ａ）よりもまず〇〇さん（保育者Ｋ）と思っ
たので、年長持って異動するっていうのがいい
かなと思って、やっぱり、キャリアをつけたい
と思ったの。どうしてもやだっていう事であれ
ばあれですけど、話をしたらやってみようかな
という事だったので、ぜひ力発揮してほしいっ
て事で、〇〇さん（保育者Ｋ）を５歳に持って
きました。」

　上記の語りのように、園長は保育者Ｋの保育力に
期待して、５歳児クラスへの配置を決断した。
　保育者Ａについては、この園に残ってもあと１年
で異動と予想した場合、年長でも良いと考えていた
という。しかし保育者Ｋの方が同園の勤務年数が７
年と長く、５歳児クラスを経験したことがないこと
から、先に保育者Ｋを年長クラスに配置することを
決めたという。
　保育者Ｂについては、第１期の時点で今年度の０
歳児クラス担任から１名来年度も０歳児担任に配置
することを決めていたが、その保育者を保育者Ｂと
決めた。園長はインタビューの中で、次期中堅リー
ダーになってほしい、内に秘めているものをぜひ発
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揮してほしいと語っていた。
　保育者Ｈについては、今まで産休や育休を繰り返
していたことから乳児クラス経験が多く、第１期の
時点でも次は幼児クラスと決めていたが、本人の希
望も持ち上がりの３歳児だったため、幼児クラスの
中でも３歳児クラスと決める。園長は、産休・育休
後に職場復帰した際は、複数担任の乳児クラスに配
属されることが多いと語っていた。
　持ち上がりの２歳児は保育者Ｐ（子育て支援広場
経験が長く、保育所は２年目）と保育者Ｑも持ち上
がりの希望があり、この２人を本人の希望通りの持
ち上がりとした。しかしこの２名は保育経験が浅い
ため、残りの２名は保育歴の長い保育者Ｒと主任の
保育者Ｍの配置を決める。４名の組み合わせは現時
点では未定であった。
　上記のように、第２期では、自身のおおよそ考え
ていた配置と保育者自身の希望の間で悩みながら
も、昇任者や今年度の異動者も明確になったことか
ら具体的な配置を決定していった。
　保育者本人の希望と一致した場合の園長の判断
理由は、園長も保育者本人同様に持ち上がりの学
年が良いと判断したこと、あるいは保育者本人が新
たな保育分野の経験をしてみたいと希望した幼児
クラスあるいは障害児が在籍するクラスを任せたい
と園長自身も考えていたためであった。一方、保育
者本人の希望では無かった判断をした理由について
は、異動を見据えて来年度の異動前に受け持ったこ
との無いクラス、０歳児保育または幼児クラスの保
育の経験を積んでもらうことを重視し判断をしてい
た。これは、異動時は異動先の園のことを知るため
に、複数担任の乳児クラスに配属されることが多い
という都内公立保育所の特性を考慮し、同園に在籍
している間に受け持ったことのないクラスを経験し
て、「キャリアをつけたい」「力発揮してほしい」と
いう園長の思いや計画からであった。また０歳児部
屋の使い方を他保育者に伝えながら保育する中で、
次期中堅リーダーを育てたいという思いや計画から
であった。

（３�）第３期　他保育者の意見を聴き、意思を固め
る時期

　具体的な配置を決定した後、主任の保育者Ｍより、
保育者Ｌの様子が心配と報告を受ける（SG）。園長
も保育者Ｌを心配に思い、２回目の面談をしようと
決意する。面談では、３歳児は現２歳児の２クラス
の中からそれぞれ１名選出して配置するため３歳児
クラス担任への配置は難しいこと、４歳児クラスに
は先に同園で経験年数が長い保育者から幼児クラス
を経験し、保育者Ｌはまだ同園にいられる年数があ
り次年度以降に幼児クラスを経験することができる
こと、ベテランの先生と一緒に保育を行うことも勉
強になることを伝えた。面談の結果、保育者Ｌも納
得をする（SG）。その後に、主任の保育者Ｍに１歳
児の２クラス、２歳児２クラスの担任の組み合わせ
を相談する。その後、主任や次期副園長候補の保
育者Ｆに意見を求める（SG）。意見を求めた理由は、
日頃の様子や保護者との人間関係、今までの担任
の組み合わせなど、細かいところを確認するためで
あった。意見を聴いた上で、１歳児２クラス、２歳
児２クラスの担任の組み合わせを決定した。そして、
全クラスの担任の最終的な配置を決定するに至った

（EFP）。
　以上のように、第３期の段階では、主任や次期副
園長候補の保育者に意見を聴きながら、最終的にク
ラス担任の配置を決定していった。第３期の最終的
なクラス配置を決定する際も、園長は保育者Ｌのク
ラス配置を第２期同様の障害児が在籍するクラスと
し変更はしなかった。最終的に全てのクラスの配置
を決めた際にも、保育者Ｌの希望と園長の判断は一
致しなかったが、その判断理由も、幼児クラスは同
園で勤務歴が長い保育者Ａと保育者Ｈを先に幼児ク
ラスに配置したことによる、他保育者との兼ね合い
を考慮したためであった。
　園長はこの時期に、本人の希望では無いクラスに
配置した保育者Ｌと再び面談を行い、どうして希望
では無いクラスの配置となったのか、園長の思いや
考えを丁寧に説明した。園長はインタビューの中で、
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判断理由と共に、障害のある子どもが在籍するクラ
スも勉強になるし、お願いしたいと話したと語って
いた。このことにより、保育者Ｌも自身の希望では
無いクラスを園長の判断により受け持つことになる
が、園長の決断を受け止めた。日頃から子どもや保
護者の様子だけでなく、保育者の様子も気にかけて
いる主任や次期副園長候補、園長であるからこそ、
保育者Ｌのいつもと様子が違うことに気づき、３名
の連携により、保育者Ｌが最終的に納得のいくよう
導くことができたのであろう。

４　総合考察と今後の課題

　本研究は、保育所にてクラス担任を決定する側の
園長に焦点を置き、クラス担任を決定するまでの過
程と判断を明らかにしたものである。
　その結果、Ｄ保育園の園長はクラス担任を最終的
に決定するに至るまで、個々のライフステージの状
況を踏まえながら各クラスが円滑に保育運営できる
よう様々な検討を重ね、保育者と個別面談を行い、
主任や次期副園長候補の意見を聴きながら最終的に
各クラスの担任を決定する過程を辿っていた。
　その判断過程の中で、園長の判断が保育者本人
の希望と一致している場合とそうでない場合に分か
れた。前者は、保育者Ｃ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｍ、Ｎ、Ｐ、
Ｑ、Ｒのように本人が希望した持ち上がりの学年が
園長も良いと考え判断したこと、また保育者Ａ、Ｅ
のように、保育者自身が幼児クラスや障害児が在籍
するクラスを希望し、園長の今まで経験したことの
ない保育を任せたいという考えが一致したことによ
り、保育者の希望と同様の配置となった。一方、後
者のように園長の判断と保育者Ｂ、Ｋ、Ｌ、Ｏの希
望が一致しない場合もあった。それは保育者Ｋのよ
うに、本人は持ちあがりの４歳児クラスを希望した
が、園長は５歳児クラスへの配置を決断した場合で
あった。その際の園長の判断は、今までに年長クラ
スを持ったことがないこと、来年度で異動すること
を想定し受け持ったことのない年長クラスを担当し
新たなキャリアを積み、その中で力を発揮してほし

いという理由からであった。
　年長クラスは受け持った翌年の春には卒園する
子ども達を受け持つことになるため、日々の保育に
加えて園の最高学年として園行事等も中心となって
活動したり、小学校進学にむけての準備をするアプ
ローチカリキュラムを実施したりと特徴的なクラス
である。保育者Ｋの希望ではないクラスだが、５歳
児クラスの保育を経験することは、子ども達と一緒
に活動や製作を一緒に作り上げていく喜びや達成感
を味わいながら、新たな分野の保育経験を積むこと
に繋がっていくであろう。
　また保育者Ｂは自身の希望ではない、２年間続け
て０歳児クラスを受け持つことになったが、園長の
判断理由は、０歳児部屋の使用方法を他保育者に伝
達しながら保育をすることで、次期中堅リーダーを
育てたいためであった。保育者本人が希望したクラ
スではないが、１年間担当した０歳児保育の経験を
活かし、０歳児部屋の使い方を他保育者に伝えるこ
とは、伝える力を養い、後輩育成をするリーダー的
な立場になる練習になるであろう。
　さらに保育者Ｌ、Ｏに関しても自身が希望したク
ラスでは無かったが、障害児保育やインクルーシブ
保育、０歳児保育といった新たな保育や知識を習得
する良い機会になるであろう。
　このように保育者本人の希望と園長の判断が異
なった場合も、園長の判断がきっかけとなり、新た
な知識を得るために書籍やキャリアアップ研修等で
専門分野を学び、専門分野の保育経験をすることで、
知識と保育実践を兼ね揃え、保育の専門性を高めな
がらキャリア形成をすることに繋がると考えられる。
　本研究で示したように、保育者がキャリアを構築
していく中で、園長の判断が保育者本人の希望と一
致している場合とそうでない場合があった。保育者
は保育所という組織の一員でもあるため、このよう
に自身の希望が通らないこともある。保育者自身の
希望と園長の判断が異なった場合、保育者個人が描
くキャリアの道筋から外れることもあるであろう。し
かし保育者がそれを新たな挑戦と捉えることにより、
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園長の判断や決断が、保育者の新たな保育や知識、
自分の可能性に出会うきっかけとなり、より多様で
豊かなキャリア構築に繋がっていくと考えられる。
　また今回、Ｄ保育園の園長は保育者一人一人と面
談をして、個々の希望を把握しながら園長の考えと
すり合わせを行い、園長の判断で決定したクラス担
任、つまり、個々のキャリアを導いていった。園長
の判断で保育者の新たな挑戦や意欲が高まり、保育
の専門性が向上することもあるが、その反面、保育
者のモチベーションを低下させてしまう場合もある
であろう。そのため、園長の判断は重要である。
　保育所保育指針解説に「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。」（2018、p.347）と示されている。園長側は、個々
の保育者のキャリアを築く際に大事にしていること
は何かを把握し、キャリアパスを共に考え時に導い
ていき、保育者の思いと組織の思いを合致させて進
めていくことが、それぞれの保育者が納得のいくキャ
リア形成に繋がっていくと考えられる。一方の保育
者側は、自身が考えるキャリア計画だけでなく、自
身よりも保育歴の長い園長の声や考えを受け入れ共
に考えることにより、より豊かな経験を積むことに繋
がり、個々の保育者としてのキャリアを豊かに形成
していくことに繋がると考えられる。また保育者１
人１人に向かう目標があり将来像が明確であること
は、長期的な見通しが持てるため、早期離職も防ぐ
ことに繋がるであろう。
　今後の課題は、異動がない私立保育所や認定こ
ども園の園長によるクラス担任決定の判断過程や理
由を明らかにし、比較検討をしていきたい。
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