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継続研究会

保育者の役割と資質の向上研究会
研究経過

講　師　　斎藤　正典　先生
（相模女子大学学芸学部子ども教育学科教授
相模女子大学幼稚部園長）　　　　　　　

期日 テーマ及び内容 俯瞰図番号 人数

１ ５月 21日（水） 保育者に必要とされる資質・能力とは何か？ B1－Ⅰ 68

２ ６月 18日（水） 子どもの人権と保育者の指導・援助 E7－Ⅰ 66

３ ９月 17日（水） 〈新任研修と合同〉
幼稚園教育要領の理解と教育実践 E2－Ⅰ 63

４ 10月15日（水）
〈中堅教諭研修と合同〉
保護者の育児力を高める保育者の関わり

F4－Ⅱ 52

５ 11月19日（水） 子どもの育ちを保障する保育者の指導・援助 B1－Ⅲ 42

◆研究参加園（28園） 
江 川 幼 稚 園
小 峰 幼 稚 園
諏 訪 幼 稚 園
た ち ば な 幼 稚 園
宮 前 幼 稚 園
丸 山 幼 稚 園
柿 の 実 幼 稚 園

川崎ふたば幼稚園
サ ク ラ ノ 幼 稚 園
洗足学園大学附属幼稚園
津 田 山 幼 稚 園
有馬白百合幼稚園
菅 幼 稚 園
川 崎 青 葉 幼 稚 園

若 宮 幼 稚 園
宮 内 幼 稚 園
若 竹 幼 稚 園
梶 ヶ 谷 幼 稚 園
初 山 幼 稚 園
東 菅 幼 稚 園
こうりんじ幼稚園

梅 園 幼 稚 園
新城みらい幼稚園
川崎めぐみ幼稚園
川崎たまがわ幼稚園
さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園
生田ひまわり幼稚園
ちよがおか幼稚園
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第１回 保育者の役割と資質の向上研究会
月　日 平成 26年５月 21日（水）
場　所 エポックなかはら
講　師  齋藤　正典先生（相模女子大学教授：

相模女子大学幼稚部園長）
テーマ：「 保育者に必要とされる資質・能力と

は何か？」
俯瞰図番号　B1－Ⅰ

○始めに
・研究会の受講者事前アンケートの結果
「何を学びたいかのまとめ」
１．保護者への対応・伝え方（27.5%）
２． 気になる子ども・障がい児への対応

（14.1%）
３．子ども１人ひとりへの対応（13.2%）
４． 子どもの思いや気持ちに応じた指導と援

助（12.3%）
５．自分の保育の振り返り（11.3%）
６．保育者の役割（5.7%）
７．新任・後輩への指導のあり方（4.7%）
８．同僚性について（2.8%）
９．幼保一体化について（2.8%）
10．その他（5.6%）
　※その他＝実技など　

●専門職としての保育者
・専門職とは
①人間性→ 一人の人間として、その生き方や

人間性が魅力的である。
②専門性→ 専門的な知識や技能を身につけて

おり、それらを用いて社会のため
に役立つ活動を行っている。

③自律性→ 自分の言動は自分で決定できてそ
れらに対しては自分で責任を持つ
ことができる。

　　　　※“自己決定自己責任”
　　　　※ 責任の重さ、命を預かっていると

いうこと。

●幼稚園教諭に求められる専門性
①幼児理解・総合的に指導する力
②具体的に保育を構想する力・実践力
③得意分野の育成・教員集団の一員としての
協働性（同僚性）

④特別な教育的配慮を要する幼児に対応する力
⑤小学校や保育所との連携を推進する力
⑥保護者及び地域社会との関係を構築する力
⑦園長など管理職が発揮するリーダーシップ
⑧人権に対する理解

●ある幼稚園の事例
・インクルーシブ教育（統合保育）モデル園
・発達療育専門家の来園
①担任より見てほしい幼児への希望提出
②当日の保育参加、その場での助言
③保育参加の記録、話し合い
※保育の実践と振り返り
→学年別ケース会議、園児報告会

・発達療育専門家からの指摘
①自分の実践している教育に、いかにしてす
べての子どもを組み込んでいくかという議
論になっていないか？
→ 自分の保育実践そのもののあり方を考え

ているのか？
②幼稚園としてどのような教育を目指してい
るのか？
→生活・人権・発達保証
③保育者が自分自身の保育そのものを考え突
き詰めていくことの重要性

●保育の質と保育者の資質・能力
（保育の質の３要素）

①プロセスの質
・ 子どもと保育者の相互作用、保育者の子
どもへの態度、活動内容、保育環境の健
康、安全、施設設備等の適切性

②条件の質
・ グループの子どもの人数・保育者：子ど
もの比率、保育者の学歴、保育に関する
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専門的な知識、研修
③労働条件の質
・ 保育者の賃金、保育者の退職率、保育者
の仕事への満足度、保育者の運営参加、
保育者のメンタルヘルス

●VTR（ 砂場あそび―専門家のちょこっとタ
イム：専門家が行う保育）

・子どもの活動への没頭に注目する。
①臨機応変性
　「プリンや山を作る」→「足湯とトンネル」
②集中を促す課題と束縛する課題
　トンネル・山・ケーキなど一緒につくる。
③見通しを持った環境の再構成
　次の活動の展開への仕掛け。
④子どもとの活動を楽しむ
　砂場あそびを子どもたちと純粋に楽しむ。

●幼稚園の風土・文化と保育者の資質・能力
・ 幼稚園の風土・文化を規定する要因（ガーラ
ンド：1980）
①保育目標の重点
・成果・結果の重点VS過程・プロセス重点
・ 知識・技能獲得重点VS意欲・思いやり重
点

②職員同士の人間関係の民主主義
・ 地位や肩書によって意見の尊重のされ方が
違うVS全ての意見が一人の専門家の意見
として尊重

③親と幼稚園の関係
・ できばえを求める親↔子どもの育ちを求
める親　※保育料と引き換えにサービスを
提供する関係？（例：学習塾のような）

　　　　　　　VS
　“子育ての責任を分かち合う関係 ”

・子どもの学び→ 保育者の関わり方を通して
人間関係を学ぶ

　　　　　　　→ 園の文化や雰囲気を通して
その園の基本的人間関係が
単純化

●保育者の資質・能力
何を学びたいのか
どんな資質、能力を身につけたいのか
どんな資質、能力が求められるのか
⇒保育者個人の資質だけの問題ではない
→ 保育者個人の背景にある園の風土、文化、

保育のあり方を含めて総合的に考えられる
かとが重要。

○終わりに
・グループで自己紹介をしよう！
①ゆっくり、はっきり話す
② 全員（５、６人）とアイコンタクトしなが
ら話す

 →次回からグループバズを取り入れます！
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第2回 保育者の役割と資質の向上研究会
月　日 平成 26年６月 18日（水）
場　所 エポックなかはら
講　師  齋藤　正典先生（相模女子大学教授：

相模女子大学幼稚部園長）
テーマ：「子どもの人権と保育者の指導・援助」
俯瞰図番号　E7－Ⅰ

○日本の子どもの人権状況
（国連子どもの権利委員会：総括所見）

・あらゆる子どもの差別の撤廃
・生命、生存および発達に対する権利
・子どもの意見の尊重
・体罰、子どもの品位を傷つける取り扱い
・十分な生活水準に関する権利

○幼児教育における人権保育
（子どもの権利：日本ユニセフ）

・生きる権利
・育つ権利
・守られる権利
・参加する権利

（大人の役割）
・子ども人権を理解すること
・子どもを人権の主体と見なすこと
・子どもの依存を十分に満たすこと
・子どもの主張を代弁すること
・子どもの主張を重要し発展させること　
・子どもの主張を促し言葉にすること
・対等な相手として承認すること
・ 子ども同士の権利（人権）の主張を調整す
ること

◇「受容」「甘やかし」
・ １人の人間として将来的にダメにする可能
性があることを自覚する

◇「ほめる」
・ 保育者の指示に従って形にはまった時にほ
めるのは調教と同じ

・ 子どもが自分でやったことに対して達成感

満足感（一生懸命）の時こそほめるべき
◇「叱る」
・人権を無視した叱り方、注意の仕方とは？
・十分な信頼関係の中で叱る
・ これから先の人生でやってはいけないこと
（ダメにしないための手段）

◇１人の人間として、しっかり見てあげる
◇その子をダメにしないかの観点

○幼児教育における人権保育
（事例） ４歳児のＡちゃんは園庭でボールであ

そんでいたとき、そのボールを同じ４
歳児のＢちゃんに取られてしまった。
しかしＡちゃんは体も大きく強いＢ
ちゃんに対して何も言わずにそのまま
でいた。

（教師の対応）
①「仲良くね！」
② 「Ａちゃん、ちゃんといわないとダメ
だよ」

→ ①はＡちゃんの不平等（不利益）な状況、
Ａちゃんの人権を無視している

→ ②はＡちゃんが言えれば、とうに言ってい
るはず。なぜ言えないか

※保育者は主張の代弁者になろう！

◇ 「○○ちゃんは変」と感じている子どもはい
ないか？

◇ 「○○ちゃんは怖い」と感じている子どもは
いないか？

◇ 「男の子は…」「女の子は…」という子ども
はいないか？

◇ ステレオタイプを使って自己主張したり、他
児を評価する子どもはいないか？
→ 「みんな仲良くね」「○○ちゃんは優しい

ね「○○ちゃんはすごいね」といったよう
な保育者の固定的なメッセージが子どもの
ネガティブな捉え方に影響している

※ 良い言い方（ほめている）をしているつも
りでも、○○ちゃんではない自分はダメな
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の？と捉えてしまう可能性もある
○話し合ってみよう！（グループバズ）
（目的）

保育者は子どもの人権の擁護者です。しかし
すべての保育者が完璧にそれを実践している
わけではありません。従って、自分の言動が
子どもの心を傷つけたり、子どもの自尊心を
低下させてしまったりといったことがなかっ
たか、自分の保育を常に振り返り、そういっ
たことを次からはしないように心がけていく
姿勢や態度が重要になってくると思われま
す。そこで、今回は子どもの人権という観点
より自分の保育実践の振り返りを行います。

（手順）
①幼稚園における子どもたちの生活する姿、遊
んでいる姿等の様々な場面を思い起こしてく
ださい

②意識的・無意識的に自分が子どもに対して
行った援助や関わり方が、
１） 私の言動で子どもの心を傷つけた可能性

がある
２） もしこのように自分がされたらとても嫌

だ
３） もし相手が大人であればこのようなこと

は決してしない
４） 自分の思いは色々あるのだが、こうせざ

るを得なかった
といった場面を思い浮かべてください

③その場面を簡単な絵をかいて短いストーリー
としてまとめてください

④絵を見せながら、そのストーリーをグループ
内で発表してください
１）その時の自分の気持ちは？
２） その時子どもはどんな思いだっただろう

か？
⑤同じ場面が次あったらどうするか、感想など
を話し合ってください

※①～③を 15分で④⑤を 50分で行う

○グループバズ発表
①グループ
・保育者の何気ない一言が子どもを傷つけてい
ることを改めて思った。

・その子を叱っているつもりでも他の子も叱ら
れていると感じていると思われる。

⑥グループ
・要配慮児への対応が他児へどのように影響し
ていると思われる。

⑪グループ
・保育者が忙しく子どもとの約束を守れなかっ
た時の子どもの気持ちについて話し合った。

・行事に対する参加意欲の持たせ方について話
し合った。

○デンマークの幼児教育・保育の特徴
・０～２才　保育園
・３～５才　幼稚園
・６才～　学童保育

①屋外で子どもを育てる
１）乳児は外で昼寝
２）多少の雨、風、雪でも幼児は外遊び
　　→元気でたくましい子ども

② 民主主義：民主的な社会を維持し、発展さ
せていくことのできる人へと乳幼児期より
育てていく
１） 自分のことは自分で決める（自己決定

自己責任）
２） 自分に自信を持つ。自分の考えている

ことを言う（有能感）
３） 全ての子どもはみんなが個性を持ち平

等である（平等）
４） 相手の話をしっかり聞き尊重する（対

話）
５） 友だちと話し合い協力しながら一緒に

遊ぶ（協働）

○デンマークの人権保育
①１人１人を大切にする
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②他者と比較しない
・比較の対象は他人ではなく自分の過去

③肯定的な言葉を使う
・ 「○○はダメ」ではなく「○○しましょう」

④自分で決める保育
・子どもの決めたことは最大限尊重
・ 一斉的な活動に参加する・しないは子ど
もの意思

第3回 保育者の役割と資質の向上研究会
（新任研と合同）
月　日 平成 26年９月 17日（水）
場　所 中原市民館
講　師  齋藤　正典先生（相模女子大学教授：

相模女子大学幼稚部園長）
テーマ：「幼稚園教育要領の理解と教育実践」
俯瞰図番号　E2－Ⅰ

○幼児期に何を育てるか
・スキャモンの発育曲線：20 才で脳はほぼ完
成する（成長が終わる）

・諸外国でも小学校に入学するのは６、７才
→脳の発育は６才で 90％といわれている

○乳幼児期の教育
・色々なことに興味・関心を持ち、自分から知
識や技能を吸収していこうとする（＝学んで
いこうとする）
※入れ物づくりの教育→自発性・主体性

・壊れない丈夫な入れ物づくりの教育→自己
肯定感、有能感、自尊心（土台作り）

○幼児期の教育で何を育てるか
①子どもの主体性（私が～）自発性（私から
～）を育てていくためには

・大人から指示・命令されたことを子どもた
ちがそのまま行っているだけでいいのか？

（例） 「そういう時は、なんと言わなくてはい
けないの？」「ごめんなさい」

・幼稚園の生活の中で子どもが自分の力を信
じ、自分が自分から色々なことを行い、経
験（達成感や成功感）を積み上げていくこ
とが重要

（疑問）一斉保育・設定保育はどうなるの？

②子どもの有能感・自己肯定感をどのように
して育てていくのか

・自分が（主体性）自分から（自発性）行っ
た活動などを自分が本当に信頼する他者よ
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り認められ、受け入れられた時に有能感や
自己肯定感は培われる

→ 言われたことや指示されたことがうまくで
きたことをほめられたり、認められたりし
ただけでは培われていかない

※①②より「幼稚園教育要領」では“環境を
通して行う教育”

○保育者の専門性としての幼児理解
・幼児理解
①幼児１人１人の内面（どんな気持ちや思い
でいるか）

②幼児１人１人の行動（なぜそのような行動
をしたのか）

③幼児１人１人の育ち（何が今育とうとして
いるのか）

※①②③の３つを理解できることが幼児理解

・事例：プールの活動が終わった後で
「 ①プール②水着を脱ぐ③バスタオルをかけ
る④保育室で着がえる⑤絵本を見て待つ
→③と④の間に園庭がありバスタオルをか
けた子どもたちがあそび始めた」

（Ａ組）遊んでいる子を注意し入室を促した
（Ｂ組） 保育者が一緒に子どもと遊んでから入

室をした
→ 幼児理解をしていればＢ組のように、子

どもを叱ることなく入室できたのでは？

・事例：お手紙ごっこ
「 ４歳児、11月のできごと：ＡちゃんがＢちゃ
んに手紙で“バカ・しね”とかいて渡した。
クラスではお手紙ごっこが流行っている」
担任Ｙ教諭の対応
・Ａちゃんに対して、このような手紙を自分
がもらったらどのような気持ちになると思
うかといったようなことを考えさせ、この
ような手紙を友だちに送ってはいけないこ
とを注意した

・クラスでしばらくの間手紙ごっこを禁止し

て、手紙についてクラスで考える時間を
持った

→担任の対応で抜け落ちていることは？
※この事例では、どうしてこのような手紙を
かいたのかＡちゃんに聞くことが抜けてい
る。後に聞いたところ、Ｂちゃんにも原因
があり、Ａちゃんは保護者との関係がうま
くいっていない時期であったことがわかる

○幼児理解のための基本的な姿勢・態度
・２人称的アプローチ：基本的姿勢・心構え
保育者→子どもたち（彼ら）３人称　×
保育者→あなた（１人１人）２人称　○

①子どもの善さを捉える
・教師期待効果（ピグマリオン効果）
教師がこの子達は善い子であり、伸びてい
く子であると捉えている子どもは本当に伸
びていく（ピグマリオン効果）が、この子
は悪い子で能力もなく伸びていかないと
捉えている子どもは本当に伸びていかない
（ゴーレム効果）
・保育者が子どもを信頼するとは
この子は本当に善い子であり、絶対に伸び
ていく子どもであると心から信じ思うこと
（子どもが保育者を信じるとは、先生は自
分のことをわかってくれていて、何かあっ
た時は必ず助けてくれると信じているこ
と）

②適性処遇交互作用
・もともとは子どもの能力と教師の指導法に
は相性があるというものであるが、それが
拡大して子どもの能力、適性、個性などと
教師の指導法、人間性、個性などとの間に
は相性のあるということ

→ クラスの子どもたちの中には自分と相性の
よい子どもがいる一方で、相性の合わない
子どもも必ずいる（どうも馬が合わない、
どう接していいのか分からない）

※相性の合わない子どもをネガティブに捉え
る傾向（ゴーレム効果）
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※保護者、同僚の間にもある
・共感的理解：あたかも自分が相手になった
かのようにして相手のの内面を理解するこ
と
→幼児の空間、時間を楽しむ
・新鮮なものごとの捉え方：常識や偏見を少
し横においてみる

・事例：真っ赤な新緑（５歳児・５月中旬）
「 赤い葉をかいてきたので “あかい葉っぱは
秋だね ”といったら園庭に本当に木に赤い
葉がついていた」
→保育者こそ固定概念を捨てるべき

○まとめ
・子どもに対して「私が育てなくては」「私が
教えなくては」ではなく、子どもと同じこと
をしてみたり、一緒に考えたりして、“子ど
もとの生活を思いきり楽しむ ”

◆自分が楽しいときは、相手も楽しく自分の生
活が充実しているときは、一緒に生活してい
る相手も充実しています。その一方で “子ど
もの未来に対する大きな責任を持っている ”
ことも決して忘れないでください。

○話し合ってみましょう
１．自己紹介（名前、幼稚園名、自園紹介）
２．進行役を決める
３．新人保育者の話を聞く
・ 幼稚園教諭として半年間勤務しての感想
・ 幼稚園教諭として半年間勤務して苦労し
ていることや予想外であったこと

１）子どもとの関わりや日々の保育
２）保護者との関わり
３） 職場における同僚や上司との人間関係

４． ３の話に対してグループ内で互いにアド
バイスをしたり考えたりする

○おわりに
１人１人を大切にする保育をするためには、
保育者も１人１人大切にされなければいけな

い。園全体の幸せな雰囲気、職場づくりを築
くことが大事です。
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第4回 保育者の役割と資質の向上研究会
（中堅教諭研修会と合同）
月　日 平成 26年 10月 15日（水）
場　所 国際交流センター　ホール
講　師  齋藤　正典先生（相模女子大学教授：

相模女子大学幼稚部園長）
テーマ： 「保護者の育児力を高める保育者の関

わり」
俯瞰図番号　F4－Ⅱ

○保護者とのよい関係とは？
・質の高い保育実践の中心的問題
→「保護者とのよい関係」づくり

１．子どもについて何でも話し合える関係
２． 保護者が子どもについての質問、要望、疑

問を出すことは保護者の“権利”、園が、
それに説明し応えていくことは園の“責務”

①保護者は子どもに対する最終的な養育の責
任がある
→ 保育中の子どものことも含めて子どもの

ことを知らなくては責任を全うできない
②子どもの家庭環境に応じた保育を行うため
には家庭における子どもの様子・姿を保育
者も知らなくてはならない

③保護者も保育者も自分が保育している間に
起ったことで大切なことはお互いに知って
いなくてはならない

⬇
保育者が保護者に対してアドバイスすること
ではない
保護者が保育者に対して質問・要求・要望す
ることでもない

⬇
対等な立場で、子どものことについて率直に
語り合える関係
→育児力につながる

※保護者は１対１として、その子を見ている。
保育者は１対 30 の中の１として見ていない
だろうか。

※コミュニケーションが一方通行にならないよ
うに。

○カウンセリングマインド
・カウンセラーがクライアントと信頼に満ちた
人間関係を構築するためにカウンセラーに求
められる資質、能力

１．無条件の肯定的関心（積極的関心）
→ありのままを受けとめる

２． 共感的理解（こちらが悪く思っていると向
こうも思っていることが多い）

３．自己開示
４．自己一致
５．共に考え、共に歩む

○アサーション（自分の考えを言う）
・自分の気持ち・考え・意見・相手への希望な
ど伝えたいときになるべく正直に、率直にそ
の場にあった適切な方法で伝える自己表現の
こと

・人は皆、異なった価値感、考えを持ち、それ
を表現する基本的な人権を持つ

１．受け身的行動
　　（私はOKでない、あなたはOK）
→ 服従的・相手任せ・他人本位・自己否定的・

卑屈・引っ込み思案
２．攻撃的行動
　　（私はOK、あなたはOKではない）
→ 支配的・相手に指示・自分本位・他者否定

的・尊大・強がり
※１と２は、元々同じタイプの人。有能感、自
尊心、自己肯定感の低い人はこのタイプにな
りやすい。

３．アサーティブ行動
　　（私もOK、あなたもOK）
→ 歩み寄り、自他協力、自他調和、自他尊重、

率直、正直
⬇

「アサーティブ行動のために」
①相手の注意を自分に向けさせる
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②相手の言動は客観的に記述する
③建設的な感情を表現する
④自分の解釈を見直し、相手の返答を待つ
⑤ 相手の返答をよく聞いてからフィードバッ
クする

⑥自分の主張を具体的にはっきりと伝える
⑦相手の同意を求める
⑧落としどころの見通しを持つ

※言ってきたら感情的にならないこと　
※ネガティブに捉えないこと

○なぜ理不尽な要求をするのか
１．要求を拒否された体験（反発心）
２．成功体験→学習の成立による
３．精神的な要因
※意見を拒絶され反発した時、相手が受諾して
しまうと成功体験となり、味をしめてエスカ
レートしてしまう

※何回も反発してくる保護者に対し諦めて受容
してしまうと、こうなることもある

○理不尽な要求をする保護者への対応
１． 立ち話はNG（怒鳴り込んできても慌てず

応接室などへ）
２．向かい合うより対角線に座って話す
３． 相手の話に反論せず、少し前屈みになって

全ての話をしっかりと聞く
４． 100 のうち 99 おかしいことを言っていて

も、１つだけでも、もっともなことを言っ
ていたら、そのことについて素直に何度も
謝る

５． 心理的事実（不快な思いをさせたなど）に
ついてはしっかりと謝罪する。客観的事実
については、きちんと調査した時点で伝える

６． 一人で問題を抱えこまず、園長、主任、同
僚などに情報を開示して全体での対応をする

７．PTAの協力を得る
８． やりとりした内容はしっかりと記録に残す

（場合によっては録音する）

○理不尽な要求をする保護者のチェックリスト
 （教育評論家　尾木直樹氏作成）
・すぐ「訴えてやる」「マスコミに言う」「議員
を知っている」などと言う

・ 初回から「内容証明付」の手紙や抗議文を送っ
てくる

・言葉や態度、暴力で脅してくる
・１日に５回以上、深夜でも平気で電話やメー
ルを送ってくる

・誇大な被害妄想的発言
・ウソや誹謗中傷を平気で言う
・金銭的要求をしてくる（治療費、慰謝料、損
害賠償などにエスカレート）

・要求内容が際間なくエスカレートする
・「相手の子も休ませろ」など他の子どもへの
理不尽な対応を迫る

・「だったら子どもを休ませる」「運動会に参加
させない」など子どもを人質にとる

○話し合ってみましょう
１． 「保護者との関係づくりがうまくいかない

のは保育者個人の責任である」という考え
方に自分はどのくらい（何％くらい）同意
できるかについて、自分の経験した具体的
なエピソードなどを交えて自分の考えをま
とめてください

２． グループで①について意見交換しグループ
としてはどのくらい同意できるという結論
に至ったのか、その理由は何であるかにつ
いてまとめてください

３． 保護者との関係づくりがうまくいかなかっ
た時に工夫したことや、やってみたことに
ついてお互いに紹介しあってください

○バズ発表
・60～ 70％（基本的には 50％）
面談は話を聞いてから事実を話すとよい

・50％
伝え方が未熟、園全体で預かっているという
姿勢が大切
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・70～ 80％
預かっている側としての態度、事後のフォ
ローが大切

・50％（事例ごとにかわるが）
連絡不足などの事例では 80％の責任になる
のでは？という意見もあった

・70～ 80％
密な関係を築くまではこちらの対応を丁寧に
するとよい

○まとめ
・50％以上の意見になるのは専門職の自覚が
あるから

・「保育者」のところを「保護者」として聞い
てみると、もっと％が低くなるのではないか

※当事者性（自分が園をつくっているという意
識）が強くなると数字も変わるのでは？

・園全体の対応が大切
・子どもにとって何がプラスになるかが最重要
課題となる

第５回 保育者の役割と資質の向上研究会
月　日 平成 26年 11月 19日（水）
場　所 国際交流センター
講　師  齋藤　正典先生（相模女子大学教授：

相模女子大学幼稚部園長）
テーマ： 「子どもの育ちを保障する保育者の指

導援助」
俯瞰図番号　B1－Ⅲ

○望ましい人間像や人間としてのあるべき姿
（何を育てるのか）
●価値観の背景にあるもの

（1）人間としての普遍的な価値観
（2） その国や地域のもつ文化的、風土的な価

値観
・例１．デンマーク
　→ 民主的な社会を維持し発展させていく

ことのできる人間の土台を形成する。
①自己決定・自己責任②自信③平等④対
話⑤協働

・例２．日本
→ 主体性、自発性に基づく心情、意欲、

態度。
※環境を通して行う教育

（3） 各々の幼稚園の教育方針、目標、園の文化、
風土→建学の精神、その園独自の教育内
容、方法など。

（4） 個々の保育者の教育観や人間観などの価
値観。

⇒ 望ましい人間像やあるべき姿：時代、社会
文化等に依存的であり、個人の間にも相違
がある（絶対的なものではない）。

○（3）の事例： 相模女子大学幼稚部の教育目
標

「一人一人を大切にした教育」
「一人一人の長所を伸ばす教育」
※この教育目標を達成するためには、保育者
自身が大切にされなければと思い以下のよ
うにした（試みている）。
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●幼稚園の文化や風土の醸成
・ “一人一人を大切にする、一人一人の個性
を伸ばす”
→護送船団方式からの脱却
（ 教育方針として大枠を示す、“ほうれんそう”
を徹底する。→担任の教育内容や方法に関
する自由度を大幅に高める）。
・例えば
①園全体で行っていたことをできるだけクラ
ス単位で行う。

②カリキュラムを各保育者の判断で３分の１
はカットしてよい（逆にカリキュラムにな
いことを行ってもよい）。

③クラス毎に活動内容を合わせる必要はな
い（母の日製作は学年統一でなくてよいな
ど）。

④遠足をなくしてクラス毎にいきたいところ
に数回行く（学年でも縦割りでも可）など。

●以前に行った調査より
（事例）朝、保育室で登園してくる子どもた
ちに対応していると、Ａさんが走ってやって
きた。そこでホールの方に行ってみると、Ｂ
さんとＣさんがホールの真ん中でボールの取
り合いをしていた。周りには数名の子どもが
取り囲んでいる。
（あなたの子どもへの対応で近いものは？ど
の傾向があるか）
①ＢとＣに対して「何しているの、やめなさ
い！ケンカしてはいけないと言ってるで
しょ」と一喝してケンカをやめさせる。

②ＢとＣのところに行き２人より事情を聞き
ながら裁判官のようにしてトラブルの解決
に導く。　

③ＢとＣの様子を見て危険のないことを確認
したうえで、そのまま見守る。

● 対応の仕方の傾向による、望ましい子ども
像

①一喝タイプ： 悪いことをしない子どもルー
ルやきまりをしっかりと守る
子ども。

②裁判官タイプ： 善悪の判断のできる子ども
相手の思いや気持ちの理解
できる子ども。

③見守りタイプ： 自分のことは自分でしよう
とする子ども。

※①→③になるにつれ子ども観は、「性悪的、
受動的な子ども観」→「性善的、能動的子
ども観」となっている。

○隠れたカリキュラム（hidden curriculum）
潜在的カリキュラムとも言われ、主に教師の
無意識的、無自覚的な言動により、子どもに
伝わっていく知識、価値観、行動様式などの
こと（1966 年フィリップジャクソン提唱）
　　↕
顕在カリキュラム：教育の目標、ねらいを設
定し、それに基づいて綿密な教育計画（指導
計画）が立てられているが、このように目に
見える形で意図的・計画的に行われるカリ
キュラムをいう。
●例えば
①授業中に当てた子どもがずっと黙っていた
ので、笑顔で「じゃあ○○さん」と次の子
どもを当てる→黙っていれば発言しなくて
もよくなることを学ぶ。

②「ハイ、ハイ、ハイ」と大声をあげながら
手を挙げた子どもだけを当てて授業をすす
めていく→手を挙げなくても誰かが発言し
てくれるので、先生が説明してくれるのを
聞いているだけでよいということを学ぶ。
→当ててほしいときは大声を出せばよいと
いうことを学ぶ。

③一度決めたルールを何度も変更する。→先
生の作ったルールは変更可能であることを
学ぶ。

④男の子は青の折紙で、女の子は赤の折紙で
作る。→青は男の色、赤は女の色というこ
とを学ぶ。

⑤悪いことをしたりルールを守らなかった時
は、いつも先生がきつく怒る。→先生を怒
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らせないように行動しておけばよいことを
学ぶ。

○グループバズ
●自分の考えをまとめてみよう
①幼稚園教育を通して、子どものうちに最も
育てなくてはならないと思うことは何です
か？２つ挙げる。

②自分の保育実践のどういったことが①の２
つを子どものうちに育てることになってい
ると考えるか？自分の保育を振り返ってみ
て、なるべく具体的に挙げてみる。

③①の２つを育てていく上において阻害要因
となっていることは何か？具体的に挙げて
みる。

●話し合ってみよう
④①～③についてお互いに自分のまとめたこ
とを紹介し合ってみよう。

⑤グループのメンバーで新しい幼稚園を作る
ことになった。その幼稚園では子どものう
ちに何を育てていくことを大切にする幼稚
園にするか？幼稚園の教育目標を作るよう
な感覚で３つまとめてみよう。

⑥⑤を実現するために、どのような保育を行
うか。保育実践のイメージを出し合ってみ
よう。

○バズ発表
●２グループ
⑤伸び伸びとすごす
　個性を伸ばす
　考える力を身につける
⑥無理のないカリキュラム余裕をもつ保育
●５グループ
⑤自主性を大切にのびのびすごす
⑤人との関わりの中で思いやりを育てる
⑥子どもと予定を話し合って決める
●８グループ
⑤相手を思いやる気持ちを育てる
⑤自発的に考え生きる力を身につける

⑥ 口を出しすぎず子どもが自ら考える力を育
てる

● 12グループ
⑤自己肯定感をもたせる
⑤自分の力で決める力を育てる
⑥活動・行事を自分たちで選択する
● 11グループ
⑤思いやりの心を育くむ
⑤いっぱい遊んで過ごす
⑥行事を減らし広い園庭でたくさん遊ぶ
● 10グループ
⑤自分の思いを言葉で表現する
⑤挑戦する心を育てる
⑥考える力を育てる
●９グループ
⑤思いやりの心を育てる
⑤挑戦する気持ちを育てる
⑥動物を育てる、自由に何でも挑戦する
●７グループ
⑤基本的生活習慣を身につける
⑤人との関わりを築く
⑥幅広い経験をさせる
●３グループ
⑤コミュニケーション能力を高める
⑤生活習慣を身につける
⑤経験を通して子どもらしく伸び伸びすごす
⑥子どもと共感し一緒に考える
●１グループ
⑤チャレンジする力を育てる
⑤ルールを守る
⑤喜びをわかち合う
⑥ たくさん遊び、のびのびと、行事少なく、
心の余裕を

○まとめ
自分の求める子ども観や保育観を振り返るこ
とが大切。そのためには他の幼稚園の先生の
意見を聞くことがよい。色々な園の方法を取
り入れてみよう。


