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保育研修会参加者の学習経験についての実証的な検討
― ｢あいち小児センター方式 ｣を学ぶことを通じて

参加者はどのような経験をするか―

大河内　　修

Empirical Examination of Childcare Workersʼ Learning Experience 
in the Handicapped Child Childcare Workshop : 

What do the participants experience through learning the 
“Aichi Childrenʼs Health and Medical Centerʼs method” ?

Osamu Okochi

〔1〕保育現場における発達障害児への対応と保育士の資質向上の必要性

　発達障害者支援法が成立し、広汎性発達障害や注意欠陥多動性障害など、いわゆる「発達障

害」の子どもたちへの対応が、国や地方公共団体の責務として、法的にも定められた。「市町

村は、保育の実施にあたっては発達障害児の健全な発達が他の児童とともに生活することを通

じて図られるよう適切な配慮をするものとする」（同法第 7条）とされ、発達障害児を含む統

合保育システムの整備が市町村における大きな課題となっている。

　また、平成 20 年 3 月に保育所保育指針が改定され、職員の資質向上に関する項目が、独立

した一つの章として挙げられている。そこには、施設長の責務として研修の体系的、計画的実

施が示され、職員一人一人に関しても「課題を持って主体的に学ぶとともに、様々な人や場と

の関わりの中でともに学びあう」ことが示されている。

　保育を取り巻くこのような大きな変化の中で、保育現場に目を転じてみると、次のような状

況にいたるところで直面する。

　発達障害児は、比較的良好な精神機能や運動機能の発達から、必ずしも専門家の診断を受け

ておらず、未診断のまま、保育所においてはいわゆる「気になる子」として、どこのクラスに

も存在する。彼らの多くは社会性の遅れを伴う発達の大きなばらつきから、集団での活動に馴

染みにくく、保育所等の中では問題行動を頻発させる「困った子」「対応の難しい子」として、

担当する保育士間での話題に上り、ケースカンファレンスなどの対象児にも上げられることが

多い。
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　発達障害児の保育の方法については数々の試みがなされているものの、対象児の特定の問題、

人的負担の問題、物的環境改善の問題などから、保育現場への組織的な導入は不十分なままで

ある。保育者は自らの熱意とこれまでの保育経験を頼りに、悪戦苦闘する毎日が続いているの

である。

　このような現状から、保育現場の抱える課題の一つは「発達障害児の保育に関する専門的な

知識や技術を有し、健常児との交流の中で、子どもたちの発達を支援していくことが出来る専

門的な技術を持った保育士を養成すること」と表現することができ、以下に述べる二つの下位

課題に分けて考えることが出来る。

①健常児の中で発達障害児の発達を保障することが出来、現在の保育体制の中で比較的容易に

導入できる保育の考え方や技術のシステムを具体化すること

②発達障害や子どもの育ちに関する一段と深い知識と技術を備え、①のシステムを利用しつつ、

子どもに寄り添い、必要な支援を行うことが出来る保育士を養成するすること

　論者は①に関して、発達障害児を含む気になる子の保育方法として、焦点を絞った関与観察

を中心とした保育方法（通称「あいち小児センター方式」）を提案し、愛知県内の数箇所の市

町村との協働で実践と改良を重ねてきた。（大河内 2006 他）

　「あいち小児センター方式」の利用については、それを利用した保育実践から、色々な保育

形態に馴染み、物理的な大変さはさほど変わらないものの、精神的な負担は軽減され、子ども

の発達が色々な面で促進されることが、多くの保育者により報告されている。（大河内 2004）

　一方、②に述べた保育士に対する研修に関しては、それぞれの市町村が保育経験年数、役職、

対象児ごとに、テーマや方法に様々な工夫を凝らした取り組みを行っているが、その成果につ

いては、必ずしも十分な評価が行われているとはいえず（大河内 2008）、どのような研修会に

参加することで、どのような学習がなされるかについての検討は、質の高い保育士の養成とい

う視点からは重要な課題である。

〔2〕気になる子の保育方法としての「あいち小児センター方式（通称）」

　最初に「あいち小児センター方式」の概要を示すと次のようになる。（大河内 2006）

（1）開発のねらい
①地域のさまざまな保育事情に無理なく対応できる。

②診断の有無や診断名の違い、発達の歪みや遅れの程度などに関らず、健常児から障害児にい

たる広範囲の子どもたちをカバーできる。

③不十分な人的・物的環境でも、大きな無理なく導入できる。

④保育者の個性や保育観に馴染みやすく、習得し応用しやすい。

（2）「あいち小児センター方式」の基本的な考え方とその概要
①児童精神医学的診断風な類型論をとらず、発達のばらつきを特性論により評価する。評価軸

は、日常の生活動作を具体的に記載することを中心にしたものとし、その記載を通じて支援
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の必要な場面が具体化できるものとした。

②支援の必要な様々な日常生活場面から、現実的に対応可能な 1～ 2の場面にポイントを絞り、

1対 1のかかわりを継続的に実施する。重点ポイントから外れた部分については、通常の保

育場面での対応を是とする。このことにより、「あれも支援しなければ、これも細かく見な

ければ、でも、全体の子どもも見なければ」との思いにより、結果的に子どもに振り回され

てしまうことになる現状から抜け出すことが出来る。

③問題行動への対応については、それを直接取り上げた支援を考えるよりは、子どもの生活を

充実させる方向での支援に的を絞ることにより、結果的に問題行動の漸進的な減少を目指す

ことを対応における第一優先の選択肢として示した。

④問題行動への直接対応については二番目の選択肢として提案した。背景、経緯、頻度、通常

対応、発生直前の行動、子どもの視点からの理由など、対応方法発見の手がかりとなる情報

を具体化し、対応方法を、当面の対応と根本解決を目指す対応に分けて整理をした。また、

子どもの問題行動への対応に苦慮する保育者自身の姿を受け入れ、客観的に整理するための

方法を具体化した。

⑤毎日 5分間のかかわり記録を継続的にとることにより、保育の反省し、見直しをする機会と

した。

　「あいち小児センター方式」を導入することによる大きな負担は以下の 4点である。

（ⅰ）この方式に習熟すること

（ⅱ）数ヶ月に一度、子どもの日常生活動作を詳細に振りかえり記載すること

（ⅲ）通常の保育に加えて、1日に一つか二つの場面（数分間程度）を選択し、1対 1での対応

を含めた細かい保育上の配慮をすること、

（ⅳ）対象児について毎日、5分程度の特別な記録を記入することである。

〔3〕「あいち小児センター方式」を利用した研修会を通じた保育士の学び

　論者が以前に勤務した、あいち小児保健医療総合センターでは「あいち小児センター方式」

の学習を中心にした研修会を平成 15 年度に、近隣 4つの市町との協働で実施した。その後、

研修会に参加する市町は知多全域、愛知県全体へと拡大し、現在も好評のうちに継続している。

しかし、この方式に関する実証的検討については、導入の成果についての検討がなされている

のみであり（大河内 2004　前述）、研修会を通じた保育者の学習内容について実証的な検討は

行われていない。

（1）研究目的
　「あいち小児センター方式」の学習を中心にした研修会に参加することにより、保育者はど

のような学習経験をするかについて検討することが本研究の目的である。

（2）研究方法
①「あいち小児センター方式」を利用した研修会を実施する。
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②研修会を開始するに当たって実施した事前アンケート及び、研修を終了するに当たって実施

した事後アンケートを分析することにより、参加者の学習経験を明らかにする。

（3）研修会の実施
1）研修会の概要

①導入までの経緯

　A町は、名古屋の中心地から 15 キロ以内の立地にありながら自然豊かな人口 8400 人の小都

市である。公立保育所が 3つあり、全部で 20 名弱の常勤保育士に非常勤職員を加えて保育に

当たっている。勤務経験 5年未満の若い職員が半数をしめ、発達障害児への対応には苦慮して

いた。

　X年 4月に論者が現在の職場に移ったことから、支援の話が具体化し、定期的に研修会を実

施することになった。

②研修会の枠組みと学習の内容

　X年 9月から原則的には月に 1回、通常の保育が終わった夕方 5時ごろから、B保育園に集

合し、2時間程度のグループセッションを行った。

　研修会への参加者は、研修会で学ぶ「あいち小児センター方式」を自分の勤務する保育所で

観察対象児を決めて実践した。

　この枠組みの中で 3種類の学習内容を提供した。

　第一に理論的な学習である。研修会を始めるにあたって、あいち小児センター方式を記載し

た文章を配布し講読してきてもらった。研修会の初回は論者がそれを資料にして方法の講義を

行い、質疑応答により深めた。

　第二に保育実践とその振り返りである。研修会への参加者はそれぞれ、自分が担当するクラ

スから 1名の園児を選択し、この方法を利用した保育の実践を行った。選択した子どもについ

て、保育のねらいや観察項目を定め、毎日簡単な記録を残すことを課題とした。毎回の研修時

間の後半では、保育実践の中で生じた疑問について話しあいにより検討した。研修会の最後に

は、自分の保育実践を整理し、事例集にまとめた。

　第三に代表事例の検討である。研修会では参加者から 2名の代表者を選択し、ケースへの取

り組みを紹介してもらい、適宜、解説を加えることにより、本方式をどのように実際のケース

に適用していくかを具体的に示した。

　このように、参加者は理論的な学習、保育実践・記録と振りかえり、代表事例によるケース

検討、という 3つの要素から構成された研修会に参加した。

③参加者

　参加者は 16 名（内男性 2名）であった。

　保育経験としては 10 年以上 6名（37.5％）、5年 ~10 年 2 名（12.5%）、0年 ~5 年 8 名（50%）

であった。

　現在の立場や担当としては乳児担当 3名（18.8%）、年少担当 5名（31.3%）、年中担当 3名
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（18.8%）、年長担当 2名（12.5%）、子育て支援センター 2名（12.5%）、フリー 1名（6.3%）で

あった。

2）各回の内容

①初回（X年 8月 29 日）参加者 16 名

　筆者が「あいち小児センター方式」について資料に基づいて説明した。（約 1時間）

　それに引き続き、参加者が簡単な自己紹介をした。（約 30 分）

　最後に、資料を読み直し、ケースを選定し、疑問を明らかにすることを次回までの作業とした。

②第 2回（X年 9月 30 日）　参加者 15 名

　最初に参加者から出された疑問をもとに、「あいち小児センター方式」を実践する上でのポ

イントについて説明した。

　次に、次回以降の進め方について検討し、2つの事例を継続して検討していくことを決定し

た。

③第 3回（X年 10 月 22 日）参加者 13 名

　B保育所の事例について概要を中心に検討した。

④第 4回（X年 11 月 26 日）参加者 12 名

　C保育所の事例について概要を中心に検討した。

⑤第 5回（X年 12 月 17 日）参加者 14 名

　第 3回、第 4回に検討した 2事例についてその後の経過を中心に検討した。

⑥第 6回（X＋ 1年 1月 21 日）参加者 12 名

　問題行動への直接的な取り組み方法として、D保育所の事例を中心に検討した。

⑦第 7回（X＋ 1年 2月 25 日）参加者 16 名　

　研修会の進行・事例への取り組み、事例のまとめ方などについて参加者から率直な疑問が出

された。事例集の形でまとめを作成することが決まり、まとめ方が具体化された。

⑧第 8回（X＋ 1年 3月 18 日）参加者 16 名　

　2事例のまとめを検討しながら、参加者全員がコメントをつけた。それ以外の事例について

もコメントを入れた。

　事例は「研修を生かした保育実践について」平成 20 年度 A町保育研修会（報告）としてま

とめられている。

（4）事前アンケート及び事後アンケートに見る研修会参加者の学習経験
1）アンケートの作成目的と分析の視点

　事前アンケートは、参加者の問題意識や経験を明確することにより、研修の内容や進め方を

具体化することを目的として調査項目を作成した。

　事後アンケートは、研修会での参加者の経験を、言語により整理することにより、永続的な

学びとして定着させることを目的として作成した。

　本論では、調査項目の中から、参加した保育士の学習経験を明らかにするために必要な項目
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を分析対象とした。

2）方法

①アンケートの回収方法

　事前アンケートについては、アンケート用紙を市研修担当者を通じて参加者に配布し、記名

方式で記入後、研修担当者を通じて研修の初回に回収した。

　事後アンケートについては、研修の終了時点で参加者全員に事前アンケートを返却すると同

時に配布した。記名方式とし、後日、研修担当者を通じて回収した。

②アンケートの項目

　事前アンケートでは氏名、所属、保育経験年数に続き、以下の 3項目について自由記述で回

答してもらった。分析対象とした質問項目についてＡ～Ｃの記号をつけて示す。

Ａ「保育士としての能力をもう一段パワーアップさせるためには、自分自身どのような内容の

学習や経験が最も必要だと思いますか」

Ｂ「今回の研修を通じて最もはっきりと理解したいことはどのような内容でしょうか」

Ｃ「これまでの保育経験について振り返ってみたとき、繰り返し出てくる同じような疑問や完

全にはすっきりとしない中途半端な結論や考え方にはどのようなものがありますか」

　事後アンケートでは氏名、研修会の開催時期や日時等についての適否に関する意見に加え、

以下に述べる項目について自由記述で記載してもらった。本論では、事前アンケートと関連付

ける形で各質問項目の記号を書き直した。　

ｂ事前アンケートの中の B「最もはっきりと理解したいこと」で書かれた内容について、

ｂ－ 1「『最もはっきりと理解したいこと』はどのように整理できましたか」

ｂ－ 2「研修会の内容や日々の保育の中でのどのような経験が、整理の役に立ちましたか」

ｃ事前アンケートの C「繰り返し出てくる疑問や中途半端な結論や考え方」に関して

ｃ－ 1「『繰り返し出てくる疑問や中途半端な結論や考え方』は自分の中ではどのように変

化したり整理されたりしましたか」

ｃ－ 2「研修会の内容や日々の保育の中でのどのような経験がそのために役に立ちましたか」

ｄ今回の研修会の中で自分のこれまでの保育に関する考え方の中で大きく変化したものにはど

のようなものがありますか。

ｄ－ 1「以前は『どのようなこと』について『どのように考えて』いましたか」

ｄ－ 2「それは研修会の中でどのように変化しましたか」

ｄ－ 3「研修会の内容や日々の保育の中でのどのような経験がそのために役に立ちましたか」

e 日ごろの保育の中で、これまで何となく考えたり実践したりしていたことの中で、研修会

を通じて「この考え方ややり方でよかったんだ」と再確認できたものにはどのようなものが

あるでしょうか。

e－ 1「それはどのような考え方ややり方だったでしょうか」

e－ 2「研修会の内容や日々の保育のどのような経験が、再確認の役に立ちましたか」
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f「今回の研修会を通じて自分として身についたと思われる技術にはどのようなものがあると

思われますか」

g 今後の課題について

ｇ－ 1「今回の研修を通じて自分の中にはっきりとしてきた自分にとっての今後の課題や新

たに生じた疑問にはどのようなものがありますか」

ｇ－ 2「研修会の内容や日々の保育のどのような経験が、それを課題としたり疑問になった

りするきっかけになりましたか」

ｈ「研修会に参加することによって、参加者の中にどのような変化や育ちがありましたか。（監

督者の方に書いてもらってください）」

3）アンケートの結果と論者の理解した参加者の学習経験

　研修会では、16 名の参加者のうち 13 名が事例をまとめ、報告書（前述）に投稿した。この

うち子育て支援センターの職員 2名を除いた 11 名の結果について分析を行った。

　アンケートの回答について、事前アンケートと事後アンケートを対比させ、参加者ごとに記

載し、研修会講師として参加した論者による記載内容に関する所見を加えることにより、論者

の理解した参加者ごとの学習経験を明らかにすると次のようになった。（表 1～表 11）

質問項目をＡ・Ｂ・Ｃ・ｂ－ 1・ｂ－ 2・・・・と記載する。

質問に対する回答を「　　　」の中に記載する。

論者の所見を「　　」の外に記載する。
表 1　Ａさん（年少児担当　保育経験 4 年の女性）の学習経験
Ａ
　「発達障害に対する知識がまだまだで、対応も含めて勉強が必要だと思う。特に、保護者とのコミュニケーションのとり
方もうまくないので今後、経験を増やしていけたらと思います」
　発達障害の知識、保護者への対応が挙げられていた。
Ｂ
　「今、担当している子どもが園で生活するにあたり、より生活しやすいようにするために、現在、自分が見えている一部
分だけではなく、より深くその子を理解できるようにしていきたい。そのためにそれにあった対応方法を学びたい」
　現在、自分が担当している子どものことをもう一歩、深く理解し、対応できるようになる方法を学ぶことを課題として
いた。
ｂ－ 1
　「遊びを通じて関わっていく中で、これまで、いかに見えていないことが多かったか気付かされると同時に、これまで見
えていなかった色々な面が見えてきて、多少なりとも以前よりその子を理解することにつながってきたように思います」
　遊びを通じたかかわりの中で子どもの色々な面を発見し、子どもを以前より深く理解できるようになったことを自覚し
ていることが分かる。
ｂ－ 2
　「直接関わることの中で見えてきたことやそれに対して先生にアドバイスをいただいたことが大きかったと思います」
この方法を利用した直接の保育、及び論者のアドバイスを上げている。
C
　「子どもへの対応について、これでよいのか。違った方法があるのではないか？といつも戸惑っています。正しいことも
自分の中で結論が出せず、明らかな結果が見えないときはいつも不安になります」
　自分の対応に対する不安を示していた。
ｃ－ 1
　「いまだに整理されたかどうか自分自身も疑問に思ったりしますが、もしかしたら、自分自身が結果を求めすぎているこ
とも大きいのでは？と思うようになりました」
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　Ａさんは、目に見える子どもの変化を早急に求めすぎていたのではないかと、自分自身の姿を見直すようになった。
ｃ－ 2
　「色々な人の事例を見ながら、それぞれの子どもの様子や保育の対応について話を聞く中で、そういうやり方もあるのか
という発見や、先生のアドバイスやお話が子どもとのかかわりの中で役に立ちました」
　他の人の保育実践を知ることや論者のアドバイスを通じて、子どもの姿や子どもへの対応方法は一通りではなく、色々
な角度で見ることが出来ることに気づいたことが分かる。
ｄ－ 1
　「以前は困った行動に対してどうすればよいか？ばかりに目を向けていました」
ｄ－ 2
　「先生の子どもの興味に付き合うことが大切とのお話から実施をし、変化を目の当たりにして、そういう方法をとればよ
かったのかと驚きでした」
ｄ－ 3
　「日々の実践や色々な事例を見聞きすることと、先生の上記の教えが役に立った」
　日々の実践、他者の事例、論者のコメントが効果を上げている。
　Ａさんは研修会に参加する時点では、子どもを見るときのポイントを問題行動への対応方法においていた。研修会の中
で講師のコメントや他の参加者の実践を参考にして、観察ポイントを子どもの遊びや興味に添って関わることに変化させ
たところ、子どもの姿が大きく変化することを実感し、その重要さに気づいたことが分かる。
ｅ－ 1
　「今振り返って良かったのかは疑問です。ただ実際、先生にアドバイスをいただいたりしたことについては良かったんだ
と思え、それは多々あり挙げきれません」
　研修会を通じて、多く発見があったと思われるが、自分自身の保育観や保育方法の一部として言語化できるほど十分に
整理しきれていないことが分かる。
ｅ－ 2
　「先生のアドバイス」
ｆ
　「身についたと自信を持って言えるものはありませんが、自分なりに工夫をしたなあと振り返って感じています」
　論者のアドバイスを手がかりにし、目の前の子どもに対して自分なりに色々とかかわりを工夫したのが実感として述べ
られている。
ｇ－ 1
　「一人一人に十分に関わってあげられていないなあと思うことが多々あり、そこが一つの課題であることと、『こうしな
きゃ』『こうなってほしい』と言う思いからあせって結果を求めそうになってしまうことです」
　クラスの子どもたちときめ細かいかかわりを続けることにより、今回の気づきを、実践を通じて定着させていくのが自
己課題となっている。
ｇ－ 2
　「保育の中でうまくいかない感じがどうしたらいいのだろうや、自分の技術の無さに気づいたり、他の人の保育を見たり
聞いたりする中で、自分の今の課題が見えたりするきっかけとなりました」
　『うまくいっていない』との感じへの気づき、他者の保育からの学びを通じて、自分のその時々の課題を自覚することに
つながったものと考えることができる。
ｈ
　「普段からどうしたら理解しやすいか考えて保育していましたが、Ｏ先生からその様子の裏づけと言うか見解を言っても
らうことで、一つ一つのことに意味があると分かりさらに考えて保育するようになってきたように思います」
　上司の目からは、Aさんは論者の助言を参考に子どもの行動の意味を深く考えながら保育実践を続けたと理解されてい
る。
　これらのことからＡさんの研修成果をまとめると次のようになる。
　Aさんは、子どもの困った行動の解決に目を向けた保育をし、簡単には問題行動が解消しないことに対して自分の保育
方法に疑問を感じていた。研修会の中で、子どもの興味に添うことに視点を移し、個々の行動には発達的に色々な意味が
あること、人により色々な対応方法があることを学び、自分自身の視野の狭さや早急に結果を求める傾向に気がついた。
子どもの行動を多面的にとらえ、その意味を考えることにより、保育の幅が広がった。
　「問題行動への対応から子どもの興味に添うことへ関わりのポイントを移行させる」という方法論に関する知識、保育実
践を通じた子どもの変化、他の人の保育を知ることによる多様な保育方法への出会い、それらを通じた自分自身の保育経
験の振りかえりが研修を通じて行われたと考えることが出来る。

表 2　Ｂさん（主任　研修担当者　保育経験 19 年の女性）の学習経験
Ａ
　「子どもの困りごとに気付けるようにもっと考えて保育をしたり、観察したりすることが必要だと思います。子どもの発
達についてもっと勉強し、体験もし、保護者に落ち着いて対応できるようになりたいです」
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　子どもの視点に立った保育、発達に関する学習と体験、保護者への落ち着いた対応などが現段階の自分自身の課題と考
えていることが分かる。
Ｂ
　「子どもの困りを理解し、少しでも分かりやすくするにはどうしたらいいか理解したい」
　困った行動場面での子どもの気持ちを理解できるための方法を学びたいと考えていることが分かる。
ｂ－ 1
　「困りの場面だけでなく、その子と付き合う時間を決めて一緒に、または、側にいることで、その子の気持ちや困ること
が見えてくることが多少なりとも分かりました」
　子どもが困った状況に直面した時ではなく、視野を広げて付き合ってみる中で、子どもの気持ちがもう少し見えてくる
ことに気がついたことが分かる。
ｂ－ 2
　「今日はこの子を見ると決めて入った自由遊びの場面で、突発的に困った行動が起きるのではなく、その前に何かが起き
て心が動いているということが分かり、研修の中でＯ先生の事例に対するコメントで読み取り方を学べたように思います」
　問題行動場面での子どもの気持ちをどのように理解すればよいかというのが Bさんの設定課題であった。『困った行動は
突然に生ずるのではなく、一連の生活の流れの中で起きるため事前の行動が重要である』という知識を実際の保育経験の
中で確認していくことにより体験的な学びになったことが分かる。また、論者のケースの流れの読み取りについてのコメ
ントを聞くことから、ケースを理解することについて具体的なモデルが出来たことが分かる。
Ｃ
　「気になる子へ目を向けることやどこに困っているか何を手助けすればよいか考えることの大切さは分かるのですが、集
団で保育をしていると、日々こなしていくことに一杯になり、一人ひとりに向き合っていない自分に気付き反省するとい
う繰り返しです」
　子ども一人一人とじっくりと関わっていきたいと思いながらも、集団での保育の中でどのように実現するかが課題となっ
ていた。
ｃ－ 1
　「集団で動いているときは全体を見て保育をしていき、所々で、ここと決めたときに気になる子と付き合ってみるといい
と思いました」
ｃ－ 2
　未記入である。
　全体を見なければいけないので一人一人がじっくりと見えないというのが大きな課題であった。『基本は集団に置き、必
要と思われる場面ではここと決めた場面で一人一人と丁寧に関わればよい』との考え方になっており、かかわりのポイン
トを絞ることの重要さに気づいている。
ｄ－ 1
　「以前は困ったことをする子を困った場面で『どうしよう』『何とかしなくては』と考えていた」
ｄ－ 2
　「困った場面ではなく、その子の興味のある場面で付き合うことにより、お互いに理解しやすく、理解しあったところか
ら伸びていくということが分かりました」
ｄ－ 3
　未記入である。
　研修会に参加する時点では、困った行動をする子に対して、その場の行動の背景である子どもの気持ちを理解し、対応
を工夫しようとしていた。研修会に参加後は、子どもにとって興味のある場面での関わりの中で保育者と子どもの相互理
解が進み、深い相互理解の下で子どもの発達が促されることにより、結果的に困った行動が減少すると考えるようになっ
たことが分かる。
ｅ
　「特にありません」
ｆ
　「機嫌よく遊んでいるから離れて見守ろうとするのではなく、一緒に遊んでその子のこころの動きを理解しようとする気
持ちが持てるようになりました」
　困った行動場面での対応だけではなく、楽しく遊べる場面で、保育士と子どものやり取りの中で遊びをさらに展開して
いくことの重要さを確信したことが分かる。
ｇ－ 1
　「担任保育士が困っているときに、どうするといいかアドバイスできるような見ぬく力を身につけたいです」
ｇ－ 2
　「事例を見てそれを解説できるＯ先生を見てすごいなと思いました」
　主任としての役割として、他の保育士へのアドバイスできる力をつけることを自分の課題として位置づけている。論者
のアドバイスの内容だけではなく、アドバイスできる力をつけることに力点が置かれている。
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ｈ
　未記入である。
　以上の点からＢさんの学習経験をまとめると次のようになる。
　Ｂさんは当初、困った行動への対応を、その場面での子どもの気持ちを深く理解することから検討しようとしていた。
研修会の中で、「子どもとの遊び場面での関わり」「対応場面を絞り込む」ことの重要さについて知り、実際の保育経験の
中でそれを確認した。また、研修担当者として論者の隣で研修に参加する中で、「他の保育士に対してアドバイスできる自
分になること」が、自己課題として明確になった。「詳細なケース理解」が「適切なアドバイス」につながるとの自覚にと
どまっており、保育士の問題意識や気持ちへの配慮には触れられていない。

表 3　Ｃさん（年長児担当　保育経験 1 年の女性）の学習経験
Ａ
　「人前で話す力や会話をする力。学校で学んだことばかりで、実際に子どもの反応や子どもと関わって子どもを知り感じ
ること」
　子どもの実態について体験的に知ることを課題と考えていた。
Ｂ
　「一人の子どもを通じて子どもの見方を学べたらと思います。毎日じっくりと関われていないと感じるので」
　一人の子どもとじっくりと関わることを通じて、子どもの姿を体験的に学ぶことを研修課題としていた。
ｂ－ 1
　「『この子はこういう子』という一つの見方に固定してしまいがちの私にとって、子どもが思っていること、困っている
ことを感じながら、『この子はこうなのかもしれない』といった考えが少しもてたのかなと自分自身思います」
ｂ－ 2
　「毎日記録を書く、援助方法・目標を考えることが役に立ったと思います」
　一人の子どもを決め、目標を定め、援助方法を具体化し、毎日の記録を取ることで、これまでの自分の固定的な子ども
理解に気がつき、子どものことを色々な視点から考えることが出来るようになった。『一面的・固定的な子ども理解から多
面的・仮説的子ども理解』への切り替えがＣさんの中で行われたことが分かる。
Ｃ
　「喧嘩の仲裁をした後、この対応でよかったのかと迷ったり、一人の子どもについて考えているとき、私の見方でいいの
か不安に思う」
　色々な場面での自分自身の子どもの理解について不安が表明された。
ｃ－ 1
　「とことんそれに向き合ってみることもいいのかもと思いました。それで、やってみてダメなら別の方法をと思いつけば
いいんだなと思えるようになりました。日々関わる中で、明日があるしという思いがもてたと思います」
ｃ－ 2
　「毎日その子と関わる中で、今しかないと焦り自分を追い詰めがちだったのが、日々関わることで、明日があるしという
思いがもてたと思います」
　毎日子どもと関わり、記録をとる作業をすることにより、自分の疑問に徹底的に付き合ってみるのも大切なことだと考
えるようになった。適切な対応方法は試行錯誤の中で見つけ出していけばよいことを実感し、少し余裕を持って子どもに
向かうことが出来るようになったことが分かる。
ｄ－ 1
　「話が聞けない→子どもに聞く気が無いか保育士の話し方がへた、と考えていた」
ｄ－ 2
　「話が聞けない→話している内容が理解できていないから聞こうとしなくなるのかな !？と思うようになった」
ｄ－ 3
　「一人を日々、観察、かかわりを持つことで」
　研修会に参加した時点では、子どもが保育士の話を聞かない状況に対して、保育士の話し方を工夫することにより子ど
もを聞く気持ちにさせることが重要と考えていた。研修期間の日々の保育・記録を通じて、子ども自身の理解力を考えな
ければいけないと考えるようになった。子どもの発達状態への配慮の必要性に気づいたことが分かる。
ｅ－ 1
　「まだまだ経験が浅く、このやり方でよかったと思えるところは思いつきません」
ｅ－ 2
　「今、実践中です」
　二年目のＣさんにとっては一人の子どもと毎日関わりながら記録を付け、自分の保育を日々振り返ることを通して、子
どもの実相について体験的に学んだことの意味が大きいことが分かる。
ｆ
　「『この子は何を思っているんだろう？』『う～ん　分からん』でとまっていた。深くまで考えようとするつもりで、して
いなかったことが、少しずつ考えられるようになったところ」
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　これまでの記述内容から、深く考えるということを、子どもの示す行動の意味や気持ちについて、仮説として自分なり
の考えを持ち、毎日のかかわりの中で試行錯誤する中で適切な対応を模索する活動であると理解したと考えることができ
る。
ｇ－ 1
　「色々な見方をすることが大切と、研修を通じて少し理解が出来たように思うが、それがこれから意識して保育をしてい
く課題」
　今回の学びの定着を自己課題としてあげている。
ｇ－ 2
　「行事や日々の保育に追われ、余裕が持てず、子どもを見るのがおざなりになってしまう点」
ｈ
　未記入である。
　以上の点からＣさんの学習経験を整理すると次のようになる。
　保育士Ｃさんは日々の保育をこなしていくことに精一杯であった。今回の研修目的を体験的に子どもについての理解を
深めるところに置き、一人の子どもとじっくりとかかわりを持った。また、自分の子ども理解について漠然とした不安を
懐いていた。研修会に参加し、一人の子どもを継続的に観察し、記録をする作業と、他者の保育実践を知る作業を通じて
幾つかの変化が生じた。自分が一面的・固定的な子ども理解をしていることに気づいた。適切な対応は最初から一つに決まっ
ているのではなく、子どもの現状について柔軟に仮説を立て、子どもとの試行錯誤の取り組みの中で、その時の正解を発
見すればよいと気づいた。子ども理解や対応について、発達的な視点を含む、柔軟な考え方が出来るようになった。以上
のことが研修会を通じた学習成果と考えることが出来る。

表 4　Ｄさん（年少児担当　保育経験 14 年の女性）の学習経験
Ａ
　「気になる子への対応の仕方について学習すること、個々の子どもの育ちを読み取る力を伸ばすこと」
　発達障害系の子どもへの対応に苦慮していることが推測された。
Ｂ
　「援助や対応をして子どもをどのように伸ばすことが出来たのか」と記載されていた。子どもを決めて継続的に観察する
という研修会の枠組みを理解しての考えであり、継続的な事例へのかかわりを通した学習を研修目的としていたことが分
かる。
ｂ－ 1
　「援助の目標や方法について具体的に細かく考えていき、それに向けて繰り返し実践してみていき、観察を続けていくこ
とで成長を読み取ることが出来ました」
ｂ－ 2
　「日々の観察記録です。そこから自分なりに対象児への理解が深まりました」
　Ｄさんは自分自身の子どもへの対応により子どもがどのように変化していくかを今回の課題としていた。援助目標や対
応方法を明確にし、日々、記録を付けていくことによって、子どもの成長を体験的に整理することが出来たことが、大き
な成果であったことが分かる。
C
　「自分が子どもたちの気持ちを十分に理解して上げられているのだろうか。自分のことばかけによって、より分かりにく
く混乱させてしまってはいないだろうか」
　自分自身の子どもへのことばかけが、子どもの気持ちを理解した上での適切なものであるか。ことばかけが子どもの気
持ちを混乱させているのではないかとの迷いを色々な場面で持つことが分かる。
ｃ－ 1
　「一対一でゆっくりと向き合い、援助を試みるうちに、その子のがんばっている部分や良い面がたくさん見えてきて、た
くさん誉めて喜び合えるようになりました。そして対象児の気持ちを分かってあげようとする意識が持てるようになって
来ました」
　Dさんは子どもの困った行動場面や指導を要する場面について、子どもの気持ちを受け止めなければいけないという考
えと指導しなければいけないとの考えの中でゆれていた。子どもへのことばかけにより、子どもがさらに問題行動を助長
させることから、自分の働きかけについて疑問に思うようになったのである。今回の研修会では、肯定的な側面が見える
ようになり、喜びを共有することが出来るようになった。また、子どもの気持ちを分かろうとする自分自身の気持ちが強
くなったことも表明されている。
ｃ－ 2
　「一対一でゆったりと会話をしながら食べたり、本児の気持ちを理解しようとしながら一緒に遊んだりする経験」
　遊びや食事場面で子どもと喜びを共有する経験が大きな意味を持ったことが分かる。
ｄ－ 1
　「子どもが行動を起こしてしまった後、どのようにすべきであったのかを出来るだけわかりやすく伝えて気をつけられる
ように援助をしていこうと考えていました」
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ｄ－ 2
　「問題となる行動を起こす前の段階から良く観察し、行動を起こさないよう対象児に援助しようとする姿勢が特に身につ
いたように思います」
ｄ－ 3
　「対象児は食事面でよく手づかみで食べていたので、手づかみをしそうになったときに手をにぎってあげて箸をこまめに
持たせてあげた経験を重ねたこと」
　Ｄさんの提出した問題行動の一例は食事場面での子どもの問題行動であった。研修会の中で具体的に内容を聞くと、子
どもが箸を使おうとせず、軽く注意をしただけで、子どもが怒って箸を投げてしまったり、席を離れてしまったりするこ
とであった。研修会に参加する時点では、子どもが箸を投げた時点で、子どもに対してどのように振舞うのが正しいのかを、
分かりやすく伝えることが重要と考えていた。研修会の中で「問題行動が起きる事前の行動を細かく観察すること」「困っ
た行動が起きないようにするためには、どのように援助をすればよいかを考えること」とのアドバイスをもとに、子どもが、
箸でうまくはさめないので手づかみをしてしまうのではないかと考えた。そこで、食事場面では楽しく会話をしながら、
箸をこまめに持たせ、食物を挟む手助けをこまめにしたところ、子ども箸の使用方法が上達し、問題行動も激減したので
ある。このように、問題に対する取り組みの視点を少し変え、実際の保育場面で継続的に関わっていく中で子どもが変化
することを実感したことが分かる。
ｅ－ 1
　「あれもこれも全部やらせようとしないで、ある程度のところは手伝っていき、最後のところで自分で出来るように見守っ
ていこうとする考え方」
ｅ－ 2
　「『箸をもって』と声をかけるだけの対応をやめ、手を添えて持たせていく様にしただけで最終的には箸で食べられるよ
うに身についてしまったという経験」
　Ｄさんはこれまでの経験の中で、日常生活動作について手伝っているうちにできるようになる経験をしていたが、それ
を自覚的にやってはいなかった。むしろ、動作を獲得させるためには、手伝うのではなく、子どもに実際にやらせなけれ
ばいけないとの考えに立ち、不適切な行動をしたときに言語で指摘することが必要であると考えていた。今回、失敗する
前に手助けをする形の保育実践を意図的に実施し、子どもの変化を実感する中で、これまでにもさほど意識することなく
行っていた、失敗させない援助の考え方を再確認したことが分かる。
ｆ
　「行動を細かくとらえて、一つ一つゆっくりと丁寧に援助しようとする姿勢や見方。」
　食事場面で箸の持ち方を指導する経験を通して、子どもの行動を細かくとらえること、失敗する直前での丁寧な援助の
必要性という、基本的な考え方や姿勢を研修会の中で獲得したことが分かる。
ｇ－ 1
　「色々な視点で子どもたちを理解しようと努める点」
ｇ－ 2
　「毎回、Ｏ先生、Ｋさんからのアドバイスを受けた経験を重ねることで色々な見方があることを学んだ」
ｈ
　未記入である。
　Ｄさんの学習経験をまとめると以下のようになる。
　Ｄさんは子どもが失敗した場面や困った行動を引き起こした場面で、注意することを中心とした保育を行い、子どもが
ますます混乱することに対して疑問を感じていた。研修会では、事前の対応、失敗する前の手助けの重要さについて学び、
日々の保育の中で具体的に実践した。子どもの姿を毎日細かく観察を続け、子どもが失敗したり混乱したりする前の段階
でのことばかけや援助を工夫することにより、子ども自身が成長していくことを実感するとともに、子どもと気持ちを共
有する楽しさと重要さを再確認した。

表 5　Ｅさん（年少児担当　保育経験 4 年の女性）の学習経験
Ａ
　「感情的になってしまうから冷静さが必要と思う」
　自分の性格について問題意識を持っていることが分かる。
Ｂ
　「行動に適切な対応をし、子どもにとって叱られるのではなく。叱ってしまう前に、その行動が無くなっていくような対
応をしていけれるようになりたいです」
　子どもの問題行動に対して叱ってしまう前にどのような対応をすればよいかを学ぶことを目的としたようである。
ｂ－ 1
　「自分の書いたアンケートの内容がよく分かりません」
　気持ちを優先して動き「目的と内容」など論理的に考えるのが苦手のようである。
ｂ－ 2
　「周りの先生の子どもと保育士とのやり取りや結果、Ｏ先生と保育士との事例についてのやり取りを聞いて『ア～』『やっ
てみよう！』と思うことがあった」
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　他の参加者の保育や論者と参加者のやり取りから色々と刺激を受け、自分でもやってみようと思ったことが分かる。
Ｃ
　「子ども同士のトラブルで相手の気持ちを知らせて話をしているつもりなのに、保育士の姿を気にして謝ったり、『ごめ
んね』『いいよ』が当たり前になってしまっているのが嫌だ。「何でごめんね」なのかと考えて、「・・・してごめんね」な
どと言うようにしているけど、お互い『ごめんね』『いいよ』ですんでしまう。保育士に『本当にいいの』と聞かれて『嫌だ』
と言う子もいたり、習慣づいていて、話し方？知らせ方が悪いのかなあと思ってしまう。」
　子ども同士のけんか場面での、形だけの解決に対して、疑問に感じていたことが分かる。
ｃ－ 1
　「『謝ることを知る』ことはこれからのために必要なものだと知らせていく段階かなあと思うようになり、子どもなりに
悪いと思うと表情や姿に出ているので、善悪を知らせていこうと思うようになった。繰り返し知らせていきたい」
ｃ－ 2
　「年少になり、謝ることすら嫌がる子や悪いと思っていない子などがいて、繰り返し対応しているうちに思うようになっ
た。」
　Ｅさんは、子どもが悪いことをした場面での対応に疑問を感じていた。謝ることが大切であり、子どもに「ごめんなさい」
と謝らせてはいたが、型どおり表面的な対応に終始している自分に対して疑問を感じていた。研修会終了時点では、子ど
もの表情に目が向くようになり、「ごめんなさい」ということばだけではなく、悪いと思う表情や姿に気がつくようになっ
た。表情にことばを重ねることで、ことばと気持ちが一致し、生きたことばになることを実感したことが分かる。
ｄ－ 1
　「子どもの気持ちを引きだそうと『何してる』『何作ってる』と答えやすいように声をかけようと思っていた」
ｄ－ 2
　「子どもの分かりやすいことばを心がけるようになり、答えられないときに他のことばを捜したり、自分のことばかけが
よくなかったのかと考えるようになった」
ｄ－ 3
　「事例の中での皆の意見やＯ先生のアドバイスを聞いて子どもへの声のかけ方に気をつけるようになった」
　研修会に参加する時点で、Eさんは子どもの気持ちを理解することが重要と考え、気持ちを引き出すためにWH疑問分
を多用していた。研修の中で、ことばかけについての話しあいから、自分の子どもへのことばについて目を向けるように
なり、子どもが応えられるようなことばかけを捜すようになったことが分かる。
ｅ－ 1
　「子どものよいところや、出来るようになったことを、周りの子に知らせたり、皆の前で誉めたりしている。今回も、そ
の中で対象児を気にする子が出てきて声をかけてくれたり、一緒に遊びをしようとする気持ちが出てきたようだったので
よかったと思う。」
　子どものよい点、出来た点を発見し、ことばで伝えることが重要であるという考えを以前から持っていた。今回は周囲
の子どもたちに対して好ましい影響が現れたことから、この考え方の重要さを再確認していることが分かる。
ｅ－ 2
　「対象児の記録を見ていく」
　日々の記録を見直すことを通じて、さほど意識していなかった、他の子どもたちの対象児に対する気持ちの変化に気づき、
子どもの良い部分を、他の子どもに伝えていくことの重要さを、再確認したことが分かる。
ｆ
　「子どものことばのかけ方、分かりやすさを考えようとすること」
　分かりやすいことばかけということについて自分なりに考え、実践する中で習熟したことが分かる。
ｇ－ 1
　「先を見通して長い目で見る気持ちが必要。この子のためにと考えてしまい、促しが多くなってしまう」
　早く成長して欲しいと願うことから、「・・・しなさい」との働きかけが多くなることを次の課題としている。
ｇ－ 2
　「他の先生の実践内容を見て、自分が足りない必要だなと思うことがあったので心がけたいと思います」
　他の保育士の実践を学び、自分について振り返ることで、自分自身の課題として自覚するようになったことが分かる。
ｈ
　「子どもがどうしてそういう行動になったのかなど意識の中で立ち止まって考え、自分なりの援助の工夫をしている感じ
を受ける。子どもたちに接するときも、ことばを分かりやすくしたり、間を意識したりするようになってきた」
　Eさんは体が先に動くタイプの人のようである。上司は、子どもの行動について落ち着いて考えたり、子どもの動きを待っ
たりすることが出来るようになったととらえていることが分かる。
　Ｅさんの学習は次のようにまとめることが出来る。
　Ｅさんは「本当に役に立つことばかけとは」を中心に学んだと考えることが出来る。型どおりの表面的な対応や、気持
ちを引き出すための疑問詞の多用に対して疑問に感じていた。子どもを観察することを通じて、子どもの表情やしぐさに
目が行くようになった。そこで、子どもにあわせたことばかけが可能となり、それが分かりやすいことばかけの工夫とし
て自覚できた。上司の視点で見れば「適切な間を取れる」として形に表れるようになった。
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表 6　Ｆさん（乳児担当　保育経験 0 年の女性）の学習経験
Ａ
　「ことばかけの仕方や仲立ちの方法など、現場での実践、保育の基本的なこと。現場で働いている保育士の経験を聞き、
とにかく、様々な対応の仕方を学んで行きたい」
　保育の基本を現場の先輩の姿を通じて実践的に学びたいという気持ちが分かる。

Ｂ
　「気になる子どもについて、何が気になり、その原因はどこにあるのか。そしてその対応の仕方。一連の流れの基本を理
解し、実践でも使用できるようになりたい。」
　発達障害系の子どもの保育について「問題行動の特定―原因―対処の方法」を系統的に学び、実践できるようになるこ
とを、目的としていたことが分かる。
ｂ－ 1
　「気になる子どもに対して、どのように関わっていくと良いかということを、関わるタイミング、関わり方、目標を立て
ることなど、一つ一つ細かく整理して学ぶことが出来た」
　気になる子への対応について理論的に整理し、実践でも使えるようになりたいと考えていた。対応を関わるタイミング、
かかわり方、目標の設定などに分けて整理し、具体的に学習したことが分かる。
ｂ－ 2
　「一人の子に対して、一つの行動を追ってみていくと、保育の援助の仕方によって子どもが少しずつ変化を見せてくれて
おり、そのことが関わり方を整理するのに役立った」
　一人の子の一つの行動を、継続的に追うことを通じて、子どもの変化が見え、関わり方について、具体的に整理できた
ことが分かる。
Ｃ
　「乳児に対してどこまで援助、補助していいのか。また、どこまでが甘えとして捉えても良く、どこからがわがままとし
て捉えるかと言う境界線。子どもへの注意の仕方タイミングがよく分からないことがある。」
　子どもがやるべきことをやらない場合、どこまで援助をし、どこからは子どもにやらせるべきかについて、迷うことを
あげている。特に、普段ならできる行動をしない場合に、必要な甘えとして受け入れるべきか、わがままとして認めない
かどのような基準で見極めていくかを大きな疑問として持ち続けていた。
ｃ－ 1
　「以前よりことばをかけるタイミングが理解できるようになった。どこまで援助していいかということはまだ分からない
ときがある」
　子どもの発達レベルや到達レベルの評価については理解が不十分であるが、援助が必要な時期についての理解は出来た
ことが分かる。
ｃ－ 2
　「ケースを通じて、ひとりの子をしっかりと観察するように心がけた。また、ことばをかけるタイミングで子どもの行動
も変化が現れたため、タイミングを理解するきっかけとなった」
　子どもをしっかりと観察し、かかわりを持つことにより、子どもにどのようにことばをかけるのが良いかと言う点につ
いての学習が進んだ。子どもの姿が見えるようになり、ことばかけのタイミングにより子どもの行動が変化することを知っ
た。どのようにかかわるかという点について、自分にとって納得できたことと、まだ理解が不十分なことの違いが明確になっ
ていることが分かる。
ｄ－ 1
　「対象児の外へ出るという行動や、床に『いやいや』と寝る行動が本児のわがままな部分もあるのではないかと考え、叱
ることが良いのかと思っていた」
ｄ－ 2
　「対象児とゆったりと向き合うことにより『なぜ困った行動を取るのか』ということを深く考えるようになり、困った行
動が起きたときに叱るだけでなく、それ以前に起きないようにすることが大切だということを知った」
ｄ－ 3
　「ケースを通し、一人の子に対して援助をしていき、それを記録にとめることで、どう援助していくと良いのかというこ
とを、子どもの変化を通して学ぶことが出来た」
　研修会に参加した時点では、困った行動はわがままであり、叱らなければいけないのではないかと考えていた。研修期
間を通じて、ゆったりと子どもと関わり、行動の背景に目が向くようになり、事前の対応を工夫するようになった。記録
をこまめにとることで、対応の工夫と子どもの変化を直接に結び付けて考えることが出来たことの意味が大きいことが分
かる。
ｅ
　「対象児が部屋を良く出て行くことは、部屋にいたいと思っていないからではと少し思っていたが、研修を通して室内遊
びを一緒に行うことで、外に出る回数が少し減ったため、やはり、以前は対象児は部屋にいたくなかったのではと思うこ
とが出来た」
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　Fさんは、子どもはわがままで外に出るので叱らなければいけないと考えながらも、部屋にいたくないのではないかと
の思いも頭の片隅にあった。外に出たときの対応ではなく、室内にいる時間の遊びを充実させる関わりをすることにより、
子どもにとって室内遊びが楽しくなり、外へ出る回数が減った。子どもが外に出てしまうのは、室内が楽しくなかったか
らであると確認したことが分かる。
ｆ
　「子どもの行動の前後を良く見ることで、行動の裏側にある思い、気持ちに気付くことが出来た。子どもが起こす行動に
は色々な意味があることを知り、ことばかけの幅が広がったと思う」
　行動の前後を良く見ることで、子どもの気持ちが理解できることを学んだことが分かる。
ｇ－ 1
　「クラス全体、一人ひとりに対して今回のようにしっかりと観察し、子どもが起こす行動やことばの意味をより深く理解
できるようになりたい。また、それに対し、少しでもふさわしい援助が出来るようになりたい」
　今回の学びを他の子どもにも適用することで、確実な学びとすることを自己課題としてあげている。
ｇ－ 2
　「ケースを通じ観察することにより、対象児の行動の裏にある気持ちや思いを少し理解できるようになった経験がきっか
けとなった」
　一人の子どもをじっくりと観察する中で得た経験は、他の子どもたちにも生かすことが出来そうである、という手ごた
えを実感していることが分かる。
ｈ
　「子どもに接するときに考えて行動に移すよう意識するようになってきている気がする。経験が少ないため、これから様々
なケースを経験して研修で学んだことを生かせるようにがんばってほしい」
　上司の視点では、考えて行動するようになったと理解されている。
　以上のことから Fさんの学習経験をまとめると次のようになる。
　保育については経験がほとんど無く、保育の基本を実践的に確認することが大きな課題であった。一人の子どもと継続
的に関わっていくことを通じて、ことばかけのタイミング、行動の前後を観察することにより、子どもの行動の背景が理
解できること、そのような理解のもとで子どもと関わることにより、子どもが変化することを実感した。こうした経験から、
色々な子どもに対しても、今回のようなかかわりをする中で、今回の学びをより確かめて行きたいと考えるようになった。

表 7　G さん（年長児担当　保育経験 3 年の男性）の学習経験
A
　「気になる子どもへのかかわり方。愛情が足りないなど養護面の援助が必要な子に対してのかかわり方。ピアノがもっと
弾けるように」
　親の養育姿勢の問題が背景にあると思われる子どもへのかかわり方をひとつのテーマとしてあげている。
B
　「気になる子がなぜそのような行動をするのか、保育士の言葉かけがどれだけ理解できているかなど、子どもの視点から
考え、そういった子どもに対してどのような環境が必要であるのか」
　子どもの視点から問題行動を理解し、適切な環境を用意することが出来るようになることを研修の目的としていたこと
が分かる。
ｂ－ 1
　「子どもの困った行動の裏にはその状況が気に入らなかったり、子どもからの SOSがあることがわかった。そのような
ときには、注意したり理由を聞いていくのではなく、楽しいことの中での思いを受け止めていくということがたいせつで
ある」
ｂ－ 2
　「B保育園の 2歳児の事例を検討していく中での講師の見解を聞いたことにより整理できた」
　Gさんは、子どもの困った行動に対して、子どもの視点から理由を聞いたり、指導をすることが必要だと考えており、
子どもからの明確なメッセージをどのように引き出せばよいかを知ることが課題であった。研修会の中で、他の事例につ
いての検討の中で、困った行動には子どもなりの主張があることを知った。対応方法については、困った行動だけを考え
るのではなく、生活全般、特に楽しみの気持ちを共有することの中での、癒しや育ちが重要であると理解した。問題に着
目した対応から、保育士と子どもとの関係性の強化を重視した対応にかかわりの視点が広がったことが分かる。
C
　「子どもからの要求と甘えとの境界線はどこなのか。自分自身が甘えと思い、聞き入れなかったことが子どもにとっては
大きなことで気持ちが満たされないのではないだろうか」
　子どもが出来ることをやって欲しがる場面にしばしば遭遇し、要求を満たしてしまうべきかどうかの判断を、どのよう
にすればよいかを明らかにすることが、未解決の課題であることが分かる。
ｃ－ 1
　「保育士が甘えと思っていることも、子どもからしたら大きな意味があることかもしれない。そのため、子どもからの要
求を受け入れつつ、様子を見守っていくようにしようと思った」
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ｃ－ 2
　「年長児であるため、ある程度のことは自分でやってほしいという思いから、子どもが『やって』ということでも、自分
でやるように促していたが、子どもの要求をすぐに受け入れていくようにしたら、いつの間にか自分でやろうという気持
ちになっていった」
　親の養育姿勢に問題を持つ年長の子どもが、自分でできる可能性のあることをやろうとせず、保育士にやってもらおう
としていた。子どもの示す甘え行動に対して、許すべきか厳しく指導すべきかについて、どのように考えればよいかを迷っ
ていた。保育士と子どもとの関係性の強化にポイントを置き、甘えをいけないことであると考えるのではなく、子どもにとっ
て必要なことと考えて対応を変えたところ、子どもがいつの間にか自立に向けた動きをとっていたのである。他のケース
検討の内容を自分のケース理解に当てはめ、実際に子どもに対してかかわっていく中で、関係性の強化が依存から自立へ
の変化につながることを体験的に学んだことが分かる。
ｄ－ 1
　「一人の子どもに対して、きついことを言ったり、冷たい態度をとったりといじめていたとき、やった子どもに注意して
『してはいけない』『自分がされたらどんな気持ちになるか』などに気をつけていた」
ｄ－ 2
　「いじめていた子に注意をするのではなく、いじめられていた子の、よいところやがんばったところを大いにほめ、その
子に対する周囲の子の見方を変えていく」
ｄ－ 3
　「自分でケースに取り組んでいく中で、以前の対応によって変化が見られなかったが、後者の対応に変えていくことで、
少しずつ変化が見られた」
　研修会に参加した時点では、他の子どもに対していじめなど不適切な行動を取った子どもに対しては、そのような行為
をすることは、いけないことであることを伝えることに、指導の力点を置いていた。研修会の中で他の事例から学んだこ
とを、自分の担当ケースに当てはめて考え、いじめられた子どものがんばる姿を他の子どもの中でほめることにより、い
じめが消滅した。対応方法の中心を、問題行動の処理から、よい部分の発見と評価に移行することの重要さを学習したこ
とが分かる。
ｅ－ 1
　「子どもにじっくりとかかわりながら気持ちを受け止めていく。子どもの気持ちを考え、子どもの立場で考えていくよう
にする」
ｅ－ 2
　「『子どもをこのようにしたい』という気持ちから、様々な働きかけをするより、じっくりとかかわりを持ち、気持ちを
受け止めていくと自然と子どもが変化をしていく」
　Gさんは子どもの気持ちを受け止める保育がしたいと思っていたが、受け止めがたい行動が色々と出てきた。何とかし
なくてはいけない、子どもを良くしたいとの思いから、色々な試みをしたが、うまくいかなかった。子どもとの関係の形
成の重要さに気づき、じっくりと付き合っていく経験により、子どもの気持ちを受けとめる保育の意味を体験的に理解し、
再確認した。
ｆ
　「子どもと楽しいこと、好きなことをしていく中でゆったりとかかわり、気持ちを受け止めていくこと、子どもの反応や
変化に応じて援助方法を変えていく」
　子どもと楽しい場面でのかかわりを続ける中で、子どもとの楽しみの共有、気持ちの受けとめの重要さを確信し、今後
も大切な基本姿勢として位置づけたことが分かる。
ｇ－ 1
　「今までは、自分から子どもに働きかけていくことが多かったが、子どもからの言葉や行動を大切にするという援助もし
ていかなければいけないと思った」
　子どもの気持ちを受けとめることの重要さを再確認したことにより、保育士からの働きかけの前に、子どものことばや
行動を理解することの重要さを知り、自分今後の自己課題とした。
ｇ－ 2
　「E保育園の年長児の事例の中で、保育士が援助法を変えたことが子どもの大きな変化につながったことから」
　他の事例を検討する中で自分自身の保育姿勢についての気づきが生じていることが分かる。
ｈ
　「気になる子、困った子へのかかわり方のひとつを理解し、実践しながら見ていく力がついたと思います」
　Gさんの学習は次のようにまとめることができる。
　Gさんは研修会の中での他の人の事例を検討する中で得た知見を、実際に自分の担当する子どもの中で実践し、子ども
の変化を実感することから学習が進んだ。Gさんは子どもの発する気持ちを理解し、大切にしていく保育をしたいと考え
ていた。しかし、子どもの示す甘えや困った行動への対応に追われ、どのように考えればよいかがわからなくなっていた。
他の事例を検討する中で、保育士と子どもとの関係性の強化、ポジティブな視点での子どもの観察など基本的な視点を具
体的に学んだ。こうした考え方は、本来の Gさんの保育観に直結するものであったために、自分の担当する子どもにもさ
ほど混乱することなく適用でき、そこでの子どもの変化を実際に経験する中で自分の学びを確固たるものにしたのである。
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表 8　H さん（年長児担当　保育経験 4 年の女性）の学習経験
Ａ
　「子どもを甘えさせることが出来ていない」
　自分自身のパースナリティーを一つの課題と考えていた。
Ｂ
　「困った行動を根本的に解決するための対応方法を見つける方法。この対応で本当に意味があるのかと思うことがあるの
で」
　困った行動に対して、現在、取っている対応方法に疑問を感じていた。根本的な解決方法を見つける方法を学ぶことを
今回の研修目的としていた。
ｂ－ 1
　「一人の子どもをよく観察し、その子に合った目標を考え、さらにどうするとその目標に近づけるのか、援助方法を考え
ていくことが本当に大切。そのためには保育士の意識を変えることが大きく影響することもあるのがよく分かった」と記
載されていた。詳細な子どもの観察の上に立った目標設定と援助方法の工夫の必要性を確認するとともに、保育士自身の
意識変革の必要性を学んでいることが分かる。
ｂ－ 2
　「先生からのアドバイスを受けながら事例を検討していったこと、子どもの変化を目のあたりにしたこと」
　Hさんは毎回、しっかりとした事例の記録をしてきた。Hさんの記録を材料にしながら、子ども理解、保育目標設定、
対応方法の工夫、子どもの変化などについてディスカッションにより深めていった。保育についての考え方や対応の内容
など、発表内容が明確である分、子どもの姿と対応のズレなどについても明確であり、参加者全体にとってよい教材であっ
た。
Ｃ
　「行事で忙しいとき子どもは楽しいのか。行事を通じて色々な経験も出来るが、自分たちで遊びを見つけて遊ぶ中での成
長も大切だと思う。子どものやりたいことにどこまで付き合えばよいか。生活の流れや他の子どもことも考えると止めた
いが、その子の好奇心も大切にしたい」
ｃ－ 1
　「研修中に出てくる内容ではなかったので今でも疑問のままです」
ｃ－ 2
　未記入である。
　年長児の担当者が常に抱える問題である。行事の中では年長としてそれなりの成果をあげる必要があり、その中で子ど
もたちの学びもあると信じてはいるが、行事に追われる保育は必ずしも楽しいものではない。子どもたちの自発的な遊び
からの保育展開をしたいとの思いと、行事もきっちりこなさなければとの思いの葛藤であると思われる。
ｄ－ 1
　「『丁寧に保育をすること』についてそれが大切だという意識はあったが、行事に追われ、小学校に送り出すというプレッ
シャーもあって、丁寧に出来ていなかったり、クラス全体としてみてしまう部分も多かった」
ｄ－ 2
　「丁寧な保育の大切さを改めて感じた。忙しい中でも自分が意識をすることで、子どもの姿が変っていくことがよく分かっ
た」
ｄ－ 3
　「記録してきたことを研修で検討し、子どもの変化を細かくみていったこと。自分が目的や目標をしっかり意識すれば、
その子としっかりと向き合える時間をきちんと作れることがわかった」
　研修会に参加する時点では、丁寧に保育することの大切さは理解していたが、年長児にとって行事をこなすことの重要
さも理解でき、疑問を持ちながらも行事に追われる保育を行っていた。研修会の中で、一人の子どもを決め、ポイントを絞っ
た関与観察を行い、記録をとり、それを全体で検討するという経験を重ねた。忙しい中でも課題意識が定まっておれば子
どもと向き合う時間を取ることは可能であり、丁寧な保育を行うことが出来ると考えるようになったことが分かる。
ｅ－ 1
　「同じことの繰り返しになりますが、『丁寧な保育』　年長の担任が続いて忘れがちになっていましたが」
ｅ－ 2
　「毎日のように意識的に一人の子どもとじっくり関わるようにしたこと」
　『丁寧な保育』の重要さはわかっていたが、年長児を担任する中で忙しさに追われ、それが出来なくなっていた。ポイン
トを定めることで『丁寧な保育』も可能であり、改めて、その重要さを認識したことが分かる。
ｆ
　「目的、目標を決めて個々と関わるということ。一人ひとりとのかかわりの中では、明確に『この子にこういう力がつく
ように』といった目的を持って関わり方をじっくり考えることがこれまでは出来ていなかったと思う」
　ねらいをはっきりと定めて子どもと関わることを Hさんは『丁寧な保育』の重要なポイントとして位置づけたことが分
かる。
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ｇ－ 1
　「一人ひとりの困った部分を見つけて『困った子』と見てしまうのではなく、『だからどうなって欲しいのか』と目標を
立て、関わり方をじっくり考えていくこと、その中で前向きに成長した部分を見つけていくこと」
ｇ－ 2
　「記録したことを研修会で検討しているとき、自分では気付かない成長、変化を指摘され『前向きに考えていくことが大
切だな』と感じたこと」
　事例の検討の中では、Ｇさんには困った行動としての記述に対して、論者は発達的な意味を付与し、肯定的な位置づけ
を行うコメントを繰り返した。このことが、Gさんの意識変革につながった。問題行動を肯定的にとらえていく視点は、G
さんの中では新鮮なものであり、今後、子どもたちとの取り組みの中で根付かせていく課題となったことが分かる。
ｈ
　「子どもに向かうときの意識の変化についてはとても良く分かる。また、その子にとってどんな援助、関わり方が良いの
か、といった細かな対応面についても、よく職員同士での会話の中で出るようになり、研修の成果と思われる」
　上司は、子どもに向かう時の変化として、Gさんの動きを理解している。
　Hさんの学習経験をまとめると次のようになる。
　年長児対象である Hさんは、行事に追われ枠にはめる保育に対して、疑問を抱きつつも、枠からはみ出た子どもの行動
を困った行動と捉え、何とか枠にはめようと悪戦苦闘をしていた。
　代表して事例提供者になることで、子どもの目標をはっきりと定め、子どもと毎日、向き合って記録をつける作業が毎
日の作業となった。記録を全体で検討し、検討内容を翌日からの保育に生かし、実践を重ねるということを続けた。こう
した経験を通じて、忙しい中でも自覚をすれば丁寧な保育が可能であること、丁寧な保育には、目的を明確にし、詳細な
観察と対応方法の要素を加えることが必要であること、保育士の意識変革を伴う観察結果の肯定的な価値付けが重要であ
ることを、対象児の変化を裏づけとして学んだのである。

表 9　I さん（年中児担当　保育経験 5 年の男性）の学習経験
Ａ
　「子どもへの保育方法や保育計画の立て方について、もっと掘り下げて考えるための学習。他の職員との連携を取ってい
けるようにすること。保育の中で疑問を持つ経験。落ち着いてものを考えること」
　掘り下げて考えること、疑問を持つこと、落ち着いて考えること、他の職員と連携できるようになることなどが挙げら
れていた。
Ｂ
　「一人の子と向かい合っていくことで、子どもの見方がどう変るのか」
　継続的に一人の子どもの観察を続けていくことによる学習を目的としていた。
ｂ－ 1
　「一人の子と継続的に関わっていくことで、その子の小さな変化に気付いていくことがいかに重要か。そして、それに気
付くには常に『どうしたい』か自分の保育を持っていないといけないということが学べ、少し自分の保育というものをつ
かみかけたように思います」
　継続的に関わる中で、子どもの小さな変化に気づくことが重要であり、そのためには、自分なりの明確な意図を持った
かかわりが、重要であるということを学んだことが分かる。
ｂ－ 2
　「子どもの様子を見ていくだけではなく、関わりの中で、関わり方の立場を変えていくことや、状況によって話すことが
出来なくなる子のことを知り、保育をしていく上で学びになり、自分の中で整理がついていった」
　Iさんは ｢自分の保育 ｣をもって継続的に関わっていく中で子どもの小さな変化に気づいていくことを学んだことが分か
る。
Ｃ
　「自分の保育のやり方で果たして子どもの成長につながっていくものがどれぐらいあるのか。子どもの気持ちを自分が受
け止めていけているのか」
　自分自身の保育のやり方に対する基本的な不安や疑問を感じていることが推察される。
ｃ－ 1
　「研修の都度、子どもの見方や接し方について『こういう見方があったんだ』と発見があった」
ｃ－ 2
　「なぜこうしているんだろうと疑問を持つことが増えた」
　Iさんは落ち着いて考える、疑問を持つことを自分の課題としていた。研修会の中で他者の事例を検討する経験の中で、
自分とは別の見方を知り、新鮮な気持ちで受け止めた。表面的な子ども理解に基づく対応から、行動の背景に目を向ける
姿勢を学んだことが分かる。
ｄ－ 1
　「以前は『多分こうじゃないか』と子どもの様子を自分で決め付けてしまうことが多かった。現在でもそういった傾向は
あるが、しばしば『どうしてだろう』と考えるときが出てきた」
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ｄ－ 2
　「少し状況を見ようとできるようになってきた」
ｄ－ 3
　「喧嘩やトラブルの仲立ちに立ったとき、落ち着いて接していけるようになった」
　研修会に参加した時点では、子ども同士のトラブルに遭遇すると、自分なりの一面的な考え方を疑わず、子どもたちの
指導を行ってきた。他者の事例を検討する経験を通じて子どもの行動理解には多様性があることを知り、自分が子どもの
姿を一方的に決め付けた理解をしていることに気づいた。このことが「どうしてだろう」との疑問を抱き、少し状況を観
察しようとの情報収集の姿勢に変化した。こうした視野を広げる姿勢により、喧嘩やトラブル場面で落ち着いた対応につ
ながっているものと思われる。
ｅ－ 1
　「子どもと遊びでの関わり方で落ち着いた感じで関わっていくことが、子どもとの関係を築く上でよいということ」
ｅ－ 2
　「様々な接し方でいくことが子どもを見ていく上でとても重要なことや、自分の援助に疑問を持つことの重要性を再確認
できた」
　Iさんは子どもとの遊び場面で落ち着いて関わることができていたが、トラブル場面での対応になると、一面的な理解に
よる対応になってしまっていたものと思われる。事例の検討を通じて、様々なケース理解の視点を知ることにより、自分
の考え方に疑問を持ち、別の視点からも考えてみようとする姿勢が芽生えてきた。また、問題行動への対応に関して、広
い視野で対応を検討することの重要さを研修会の中で学習した。自分なりに本来、重要と考えていた遊び場面での落ち着
いた関わりの意義を再確認したことが分かる。
ｆ
　「子どもの様子を見ていく上で、小さな変化から子どもの成長を感じ取っていける技術をもっと身につけていきたい」
　子どもの小さな変化から子どもの成長を感じ取ることを体験的に学んだ。それを更に強化していくことが今後の課題と
して位置づけられた。
ｇ－ 1
　「自分には『なぜこのようになったのか』ということをあまり考えていなかったことが再確認でき、今後考えていけるよ
うにしたい」
ｇ－ 2
　「かかわりを持とうとする子に対して、別の立場から接していくのではなく、同じように一緒にいることからはじめるこ
とでも、その子に対して関係つくりのきっかけになることを知ることができた」
ｈ
　未記入である。
　Iさんの学習をまとめると次のようになる。
　Iさんは自分の保育のあり方に対して、もう少し疑問を持ち、問題を掘り下げ、落ち着いた保育をしたいと考えていた。
今回の研修では他者の事例を検討し、参加者の多様な見方を知り、自分自身の一面的な子ども理解による保育姿勢に気づ
いた。特に、子どもの行動に対して「なぜ・どうなっているんだろう」との疑問を持つことができるようになり、別の角
度から考えてみること、子どもの姿を違う視点や細かい視点で観察することが可能となった。子どもへの対応にも落ち着
きが加わり、子どもが良い方に変化をするという良い循環を生み出した。

表 10　J さん（乳児担当　保育経験 0 年の女性）の学習経験
Ａ
　「まだ、保育経験が足りないのですが、毎日子どもたちと接する中で感じたこと、研修や大学での学びを少しずつ自分で
分かる範囲で結び付けていき、日々学ぼうとする姿勢が必要だと感じています」
　体験と知識の融合を大きな課題と考えていた。
Ｂ
　「日常の保育の中で自分の子どもたちへの接し方が適切なものであるかどうか。より良くするためにはどうしたらよいか。
子どもたちの成長の役に立つにはどうして行けばいいか」と記載されており、子どもたちの成長につながる適切な保育の
あり方を学ぶことが目的となっていた。
ｂ－ 1
　「子どもに対して思いをしっかりと持って関わっていけば、子どもはそれに応じてくれることを実感したため、適切な接
し方を考えていくより、思いをしっかり持ってかかわっていくことが大切だと整理できました」
　『思いをしっかり持って関わっていく』ことをの重要さをつかんだことが分かる。
ｂ－ 2
　「日々の実践と反省の繰り返しを行っていったことが良かったのだと思います」
　Jさんは子どもにとって適切なかかわり方を求めていた。研修期間中の子どもとの関わりの中で、子どもに思いを持って
接していけば子どもは応えてくれる経験をし、子どもと切り離してやり方を考えるより、「思いをもって」接することの大
切さを感じ取っている。
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Ｃ
　「理解したい内容と同じ。自分の視野を広げたいと思います」
ｃ－ 1
　「思いを持って子どもと関わることが大切であることを自分の中で整理できてきています。ただ、思いをもってというの
は、とても抽象的な表現であるので、自分で説明できるぐらいに考えが、まとまってくるともっと良くなると感じています」
　Jさんは今回の研修を通じて確実に重要なことを発見した。発見した内容が『思いを持って子どもと関わる』との抽象的
な表現にとどまり、言語により説明できる段階まで整理されていないことも自覚していることが分かる。
ｃ－ 2
　「日々の実践と反省の繰り返しが良かったのだと思います。自分で反省したことに加えて、研修の中で先生のお話や他の
先輩保育士のお話からより深くそのことについて考えることが出来たのも良かったと思います」
　自分自身の保育実践を記述し、反省をすることをに加えて、研修会の中での他の事例のディスカッションが、自分自身
の保育を深く考えるための原動力となっていることが分かる。
ｄ－ 1
　「まだ 1年目と言うことで経験が浅く、自分の保育に関する考えと言うものもまとまっておらず、深く考えるということ
は出来ていませんでした」
ｄ－ 2
　「少しずつ自分の保育に対して、自分の考えや疑問に対する取り組み方が分かってきたことを実感できました」
ｄ－ 3
　「どうしたらいいのだろうという、保育の中で沸いてくる疑問に、向き合って考えてきたことが役に立ったと思います」
　今年度から保育士になった Jさんは、研修会への参加時点では、自分なりの考えは持っていなかった。研修会の中で、
保育の中でわいてくる疑問を大切にし、子どもと向き合っていく経験をする中で、問題意識を持つこと、それを発展させ
る取り組み方について体験的に知り、自分の保育観の形成（『思いを持った関わり』）につながることを理解したことが分
かる。
ｅ－ 1
　「子どもの姿に変化が表れない時、援助の仕方が悪いのではないかもっと良い援助方法があるのではないかと悩んだり、
迷ったりしたことがありましたが、研修を通じて、変化が表れない時期も大切な時期であることを学び、実際にそういっ
た時期を経て変化が表れた今、伸びなかった時期の大切さを感じています」
ｅ－ 2
　「研修会の中での先生からの助言から学ぶことが出来ました」
　Jさんは子どもを信じることが大切であると漠然と考えていたが、自分の保育実践の中で子どもが変化しない現実に直面
し、自分のやり方が悪いから子どもが変化しないと考えていた。目に見える成長もあるが、目に見えない時期もあること
を知識として知り、子どもを信じて向き合い続けたところ、子どもの変化に出会うことが出来た。変化が見えない時期の
関わりの重要さを体験的に学んだのである。
ｆ
　「実践を振り返り、反省を自分なりに生かしていくこと」
　明日の保育実践につながる今日の保育実践の反省の仕方を体験的に学んだことが分かる。
ｇ－ 1
　「今後の課題としては、子どもの気持ちをより深く、汲み取っていけるように自分の視野を今以上に広げて行きたいと感
じています」
ｇ－ 2
　「研修を進めていく中で子どもから実際に教えられたり、沢山の方々のお話を聞いていく中で自分の思うことと違った意
見や考え気持ちがあることを実感していくことが出来たため」
ｈ
　未記入である。
　Jさんの学びは次のようにまとめることができる。
　Jさんは日々の経験を学校で学んだ理論と結びつけて理解することを大きな目標としていた。今回の研修に参加した初期
には、子どもの変化の乏しさを自分の対応の誤りと考え、正しい対応方法を探そうと考えていた。研修会の中で、他者の
事例を検討し、自分の事例について簡単なコメントをもらう中で、子どもは人的、物的環境の影響を受けながらも、自分
で成長していることを指摘され、変化の見えない子どもの成長を信じて日々の保育を継続しつつ、丁寧な観察記録をとり
続けたところ、子どもの変化を実感することができた。子どもを信じて『思いを持って関わる』ことを続けることで子ど
もは成長していくことを体験的に学んだものと思われる。
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表 11　K さん（乳児担当　保育経験 10 年の女性）の学習経験
Ａ
　「視野や物事の考え方が狭いため、色々な角度から物事を観察していくような経験が必要。応用が利かず、頭が固いため、
色々なケースを経験し応用していけること、3年育児休業を取ってブランクがあるため、そのブランクを埋めるよう保育
指針の内容を再確認していくこと」
　自分自身の性格特性から視野の狭さや柔軟性のなさを自覚している。育児休業のブランクから新しい保育指針を手がか
りに再出発しようとしていた。
Ｂ
　「一人ひとりの子どもを観察する力（表面的なことだけではなく、内面的なサインなどに気づいていけるような子どもと
の関わり方）」
　子どもの内面に迫る観察力を身につけることを今回の目的としていた。
ｂ－ 1
　「観察する力が身についたかどうかは正直分かりませんが、悪いところばかり気になっていて、その点をどうしたらいい
か悩んでいたけれど、違う角度からのかかわりによって、それが落ち着いてきたので良かったのかなあと思いました」
ｂ－ 2
　「研修会のときに対象児が好きなことをしている時にかかわりを増やすといいというところがとても役立ちました」
　Kさんは自分の観察力を課題として研修会に望んだ。研修会の中では、観察の細かさもさることながら、観察するポイ
ントを学んだようである。子どもの悪いところばかりが気になり、それを何とかしなければと焦っていた自分に対して、
他の事例検討において問題行動場面での関わりだけではなく、好きな行動をするときの関わりの重要さを学んだ。自分の
担当事例に対して、困った行動とは別の視点で関わりを工夫したところ、子どもが落ち着いてきた経験をし、子どものど
のような場面での行動をどのように理解するかの重要さを学習した。
Ｃ
　「かみついたり手が出たときの対応の仕方（起きた瞬間を見ていたときは互いの思いを伝えるようにしているが、見てい
なかったとき、乳児クラスだと特にことばで伝えられないので話を聞いてはみるがはっきりとしないため、噛んだことを
注意して終わってしまうときなど）」
　他の子どもに対して暴力的な行為に及んだ場面での対応について、疑問を抱えていることが分かる
ｃ－ 1　
　「そのことを止めさせようとするのではなく、全く違う角度からのかかわりをしていくことで、そのことまでも落ち着い
ていくことを実感した」
　かみついた場面ではそれなりの対応が必要であるのは当然であるが、子どもが落ちついて過ごす経験を増やす、という
視点での関わりを工夫することの重要さを学習している。
ｃ－ 2
　「毎日記録をとっていく中で少しずつ様子が変っていく姿が形として残っていった気がする」
　実践と記録を重ねる、それを読み返すことで、子どもの変化を実感したことが C― 1の学びにつながっていることが分
かる。
ｄ－ 1
　「『かみつき』や『ひっかき』について『どうしてやってしまうのか。止めさせるにはどうしたらよいか。互いの思いを
伝えて謝らせるやり方でいいのだろうか』と考えていた」
ｄ－ 2
　「互いの思いを伝えること、謝ったりすることすばやくとめて止めさせることと同様に子ども一人ひとりが楽しく過ごせ
る（安心してすごせる）環境を整えていくことが大切だということ」
ｄ－ 3
　「研修会の事例を出しての話しあいの時、先生が研修の終わりごろに個々に話を聞きに来てくれたときの会話がとても役
に立ちました。」
　研修会では代表事例の検討を中心とした会が終了した後、お茶を飲みながら参加者同士がフリーに話し合う時間を少し
設定した。論者が参加者の輪を巡回し、雑談風に全体では検討されなかった参加者の抱える問題を取り上げていった。こ
の時間に全体でのディスカッションと同じ視点での Kさんの事例についての数分の話し合いが効果を挙げていることが述
べられた。
ｅ－ 1
　「正直今回の研修は驚くことのほうが多く、3年の育児休暇明けの私にはとても勉強になることばかりでした。復帰した
から不安で仕方なく、子どもとどう接すればよいかと試行錯誤している中だったので、再確認できるほどの余裕はありま
せんでした。でも自分にはプラスとなる研修でした」と記載されている。暫くの間の育児休業後の現場への復帰であり、
自分を白紙の状態にしての参加であったことが分かる。
ｅ－ 2
　未記入である。



22 保育研修会参加者の学習経験についての実証的な検討

ｆ
　「頭が固いと周囲からよく言われる私ですが、少しだけ違う角度から子どもを見ていこうという気持ちが出てきたように
思います」
　問題行動への対応についての考え方の転換を自分の考え方における柔軟性と結びつけて記述している。視点を転換でき
る自分を肯定的に受け止めることが出来ている。
ｇ－ 1
　「まだまだ融通が利かず頭が固いところがあるため、違う角度から見ていこうとする気持ちが出てきたのでそれを実行し、
色々な出来事に対して対応していく力を見につけていくこと」
ｇ－ 2
　「記録をとり後からみて対象児の成長を感じ、また記録をしていくことで自分自身の気持ちにも変化が表れたと感じた瞬
間があったので」
　Kさんは今回の研修会で体験した、いつもとは別の角度からも物事を見てみることを、今後も続けていくことを、一つ
の課題と考えている。これは、別の視野での対応を取り入れた継続的な観察とその振り返りを通じて、子ども自身が変化
するとともに、自分自身の中で気持ちの変化に気がついたことによる。この点については十分に言語化されていないが、
学んだ内容がその後も自分の取り組むべき課題として継続されていく上で重要なことと論者は考えている。
ｈ
　「『かんでしまった』『引っかいてしまった』と起きたことへの対応に振り回される感じがあったけれども、困った場面だ
けでなく、機嫌よく遊んでいるときにもかかわっていく大切さを知り実践しているように思います」
　上司も Jさんの学びを行動面の変化として気づいている。
　Kさんにとっての今回の研修会での学びは次のようにまとめることができる。
　Kさんは自分自身の視野の狭さや考え方における柔軟性のなさを自覚していた。「快適な生活環境や子どもの機嫌のよい
場面での対応」という別の視点でのアプローチを学び、実践し、記録を重ねていった。この作業を通じて、子どもの変化
とともに、自分自身の気持ちの変化を感じ取ったことにより、広い視野で子どもとの関わりを考えていくことを今後の自
己課題として言語化するにいたった。肯定的な視点でのアプローチを他者のケース検討の中で知識として学習し、自分の
ケースへの適用について助言を得、自分の担当するケースの中での実践と記録を続けた。それにより、その子どもに対す
る効果の確認と、自分自身の気持ちの変化を自覚したことが、柔軟な視野で子どもを理解しようとする、今後の姿勢につ
ながったのである。

〔4〕保育者の学習経験についてのまとめと考察

（1）研修会への参加目的
　今回の研修会に共通する目的は、気になる子の保育方法としての「あいち小児センター方式」

を実際のケースを通じて学習することであった。

　一方、参加者はそれぞれ、各自の保育士としての課題を抱え、研修会への固有の参加目的を

持って研修会に参加してきた。事前質問 Bによれば、すべての参加者が、子どもの理解と対

応について学ぶことが記されているが、気持ちを深く理解することに力点がある参加者（Aさ

ん・表 1、Bさん・表 2）、一人の子どもとじっくりと付きあうことに力点のある参加者（Cさ

ん・表 3、Dさん表 4、Iさん・表 9）、困った行動への対応方法について知りたい参加者（E

さん・表 5、Fさん・表 6、Gさん・表 7・Hさん・表 8）、自分の保育の点検にポイントを置

く参加者（Jさん・表 10、Kさん・表 11）と興味の中心は微妙に異なっていた。

　事前質問 Cにより、参加者の抱える保育課題にすべての記述には、自分自身の保育のあり

方に対する基本的な疑問が根底にあった。一般的な形で述べられたもの（Aさん・表 1、Cさん・

表 3、Dさん・表 4、Eさん・表 5、Iさん・表 9、Jさん・表 10、Kさん・表 11）と、集団と

個人のギャップ（Bさん・表 2）、必要な依存とわがままの見極め（Fさん・表 6、Gさん・表 7）、

行事と子ども主体の保育（Hさん・表 8）など具体的な問題として述べられている場合もあった。

（2）困った行動への対応について
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　困った行動への対応については、多くの参加者が当初大きな課題としていた。自分の保育方

法への疑問（Aさん・表 1）、困った行動場面での気持ちの理解（Bさん・表 2）、困った行動

場面での声掛けへの疑問（Dさん・表 4）、困った行動への対処法（Gさん・表 7、Kさん・表

11）と、それぞれ課題のとらえ方には細かい違いがあった。

　「あいち小児センター方式」では、問題行動への直接対応ではなく、生活場面、楽しい場面

での関与観察を第一選択として奨励した。これは以下の理由による。困った行動への対処方法

については、無視をすることが一つの技法として行動論の立場から定式化されている。（シン

シア・ウイッタム 2002）しかし、問題行動を徹底的に無視しきることは現実的には難しい。

中途半端な無視は、その行動を増加してしまう場合が多いことから、問題行動への対応の難し

さの一端がある。こうした保育者の気持ちの動きを考慮し、問題行動場面での対応は状況を収

める対応にとどめ、それ以外の場面、特に遊びや生活支援場面にかかわりのポイントを置くこ

とにより、結果的に問題行動への注目度を減らす効果を期待した。また、友好的な場面での交

流は保育士と子どもの信頼関係を強化し、子どもの情緒の安定と発達を促すことを通じて、問

題行動が減少することを期待した試みでもある。　

　研修会終了時点での参加者の理解は、次のように整理することが可能である。

　参加者は論者の説明や事例検討の中で本方式の考え方を具体的に知り、自分の担当する子ど

もに応用した。実際に保育を進める中で子ども自身の問題行動の減少・保育者自身の気持ちの

変化を実感し、生活場面や遊び場面で子どもと関わることの重要さを学習したのである。

（3）子どもを継続的に観察することからの学び
　今回の研修会への参加者が最も精力的に時間を使用したのは、一人の子どもについて観察ポ

イントを定め、継続的に関与観察を行い、その記録を残すことであった。この課題を通じて参

加者は各自各様の学びをしている。参加者の学習経験について、焦点を定めた関与観察の継続

という点で考察する。

　ほとんどの参加者は、子どもの変化を記述することに成功し、どこにポイントを置き、どの

ように関わればよいかについて、今回の保育実践に自信を得ている。

　一人の子どもを継続的に観察することからの参加者の学びを整理すると次のようになる。

①観察の場面を問題行動場面から楽しみ場面の共有に移行することによる学び（Aさん・表 1、

Bさん・表 2、Fさん・表 6、Gさん・表 7、Kさん・表 11）

②支援のポイントを変えることからの学び（Dさん・表 4）

③子どもの観察事実を記録する作業からの学び（Cさん・表 3）

④行動のネガティブな意味づけからポジティブな意味づけに変えることからの学び（Hさん・

表 8）

⑤観察ポイントを絞り込むことによることからの学び（Bさん・表 2、Hさん・表 8）

⑥行動から気持ちに目が向くことによる学び（Eさん・表 5）

⑦細かい観察のための意図的な働きかけの必要性（Iさん・表 9）
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⑧変化しない時期からの学び（Jさん表 10）

　以上のように、継続的な観察を通じて、肯定的な視点での関与観察する場面の明確化、観察

事実の日々の記録と反省、観察事実の肯定的な意味づけ、観察者自身の動きの自覚などが参加

者により学習されていることが分かる。

（4）保育観の見直し
　今回の研修会は「あいち小児センター方式」の学習を通じた保育の研修会であり、スーパー

ヴィジョンの場所としては企画しなかった。また、コンサルテーションの基本的な原則から、

参加者の保育観や人格に迫るような対応はあえてせず「子どもの理解と対応方法」に焦点を絞っ

た対応に専念をした。しかし、このような研修会の枠組みの中でも多くの参加者の中に、何ら

かの自分自身の保育姿勢への気づきや保育観の変容につながる経験をしている。

　具体的には、結果を求めすぎていた（Aさん・表 1）、ワンパターンな子ども理解によるス

テレオタイプの対応から試行錯誤による対応（Cさん・表 3）、子どもと喜びを分かち合える

自分の発見（Dさん・表 4）、自分自身の保育観に添った保育の再発見（「子どもの気持ちによ

り添った保育」Gさん・表 7、「丁寧な保育」Hさん・表 8）、疑問を持ち落ち着いて考える姿

勢の獲得（Iさん・表 9）、別の視野から子どもを見る経験（Kさん・表 11）などがあげられる。

　このような自分自身の保育観にかかわる問題の整理は以下のように展開した。

①研修会への参加時点では、自分自身の保育観に関する問題を自覚している場合から全く無自

覚である場合までその程度は多様性がある。

②保育場面での具体的な悩みや課題の背景に、個人の保育観が存在する。

③個人の保育観は、肯定的な子ども理解を是とする基本姿勢を持ちながらも、様々な理由によ

り、否定的な子ども理解による影響を大きく受け、保育活動に反映されている。

④肯定的な子ども理解と対応により、子どもが良い方向に変化することを、代表事例の検討を

通じて具体的に知る。

⑤自分自身が担当する子どもに、学んだ考え方と方法を応用することにより、その効果を直接

に体験することを通じて、肯定的な子ども理解に基づく対応の重要さを実感する。

⑥この時点では、自分自身のあり方を振り返ることが出来、古い考え方の自分保育と新しい考

え方の保育の違いが、参加者の意識に明確になる。同時に、新しいと思われた考え方が、本

来、自分が持っていたが、何らかの理由により顕在化しなかった考え方であるとの気づきに

いたる場合も見られる。

（5）研修会を通じた参加者の学習のプロセス
　今回の研修会を通じた学習のプロセスを、11 名の経験をもとに、一般的に記述すると次の

ようになった。

①自分が担当する子どもについて対応に困る行動を抱えており、どのように対応すれば良いか

について苦慮していた。

②「あいち小児センター方式」の概要について文献講読・講義により学んだ。
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③自分なりの知的理解に基づいて、担当する子どもについて本方式を利用して、関与観察のポ

イントを具体化した。この段階で大小の疑問や誤解が生じた。

④自分の担当する子どもにこの方式を適用するに際して生じた疑問や誤解は、代表事例の検討

により具体的に学ぶ中で、ある程度解消された。担当する子どもへの適用に関しても、ケー

ス検討の中で、子どもの実態に応じた適切なものへと軌道の修正が行われた。

⑤担当児との取り組みの中では、これまで参加者が意図的・無意図的に続けてきた、古い、結

果的には失敗に終わる保育パターンが繰り返し出現した。代表事例の検討やその後のフリー

のディスカッションの中で、そのことへの気づきや軌道修正が行われた。

⑥事例検討の中で、他の参加者の実践や考え方を学ぶことから、保育における多様な方法の存

在を知り、それを自分の保育実践に重ねて再考し、自分の保育実践の改善を行った。

⑦日々の保育実践とその記録を残すことや読み返すことにより、子どもの成長と困った行動の

減少を実感した。

⑧一連の作業は、自分自身の保育観の見直しの作業としての機能を果たし、これまで自覚をし

ていなかったが、保育を進める上で大切な基本的な視点と、新たに学んだ視点が明確になっ

た。

⑨今回の学びの定着が自己課題として意識化された。

　このように、今回の研修会による「あいち小児センター方式」の学習においては、単に、原

則や方法を知的に学ぶだけではなく、実践と振り返りを通じて、その効果を実感し、自己の保

育観への統合する一連の作業のプロセスが存在したことが分かる。

 （6）残された課題
①学習された内容の定着と一般化

　参加者は今回の研修会を通じて多くのことを学んだ。しかし、それが、その場、限りの学び

に過ぎないのか、その後の保育実践に生かされているかは重要な課題である。確かに、今回の

研修参加者の多くは研修会で学んだことの定着を新たな自己課題として設定している。研修会

を終え、いわば義務的に子どもの継続的な関与観察をする必要性のない保育環境の下で、今回

の学びがどの程度、他の子どもたちの保育に波及し、自己課題の追求が行われているかについ

ての検討が必要である。

②参加者の属性と学習の質や内容

　今回の検討では、保育所勤務の保育士の学習について検討し、参加者による学習経験の差が

示唆された。しかし、これは、参加者個人の特性によるものか、立場・経験年数・保育対象な

どによるものかについての検討は十分に行われているわけではない。今後は、参加者の立場・

経験年数・保育対象などにより学びの質や内容がどのように異なるかについての詳細な検討が

必要である。
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付記

本研究は 2009 年度愛知江南短期大学特別研究費による研究成果の一部である。
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