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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20日（水）
保育者に必要とされる資質・能力とは何か？
（エポック大会議室にて）

B1－Ⅰ 52

２ ６月17日（水）
子どもの人権と保育者の指導・援助
（エポック大会議室にて）

A1－Ⅱ 58

３ ９月16日（水）
〈新任研修と合同〉
教育・保育実践と幼児理解
（中原市民館ホール）

D1－Ⅱ 47

４ 10月21日（水）
〈中堅教諭研修と合同〉
幼稚園におけるインクルーシブ教育を考える
（国際交流ホール）

D4 47

５ 11月18日（水）
保育・教育実践の伝達手段としてのクラス便り
（国際交流レセプション）

F1－Ⅱ 34

６ １月20日（水）
研修大会
幼稚園教育における保育者の役割を考える
（国際交流レセプション）

E10 120

◆研究参加園（28園）�
江 川 幼 稚 園
田園調布学園大学みらいこども園
若 竹 幼 稚 園
梶 ヶ 谷 幼 稚 園
さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園
菅 幼 稚 園
こうりんじ幼稚園

川崎ふたば幼稚園
宮 内 幼 稚 園
川崎めぐみ幼稚園
川崎たまがわ幼稚園
ひ ば り 幼 稚 園
東 菅 幼 稚 園
ちよがおか幼稚園

若 宮 幼 稚 園
諏 訪 幼 稚 園
た ち ば な 幼 稚 園
有馬白百合幼稚園
潮見台みどり幼稚園
玉 川 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
初 山 幼 稚 園
丸 山 幼 稚 園
柿 の 実 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27年５月20日（水）
場　所	 エポックなかはら　大会議室
講　師	 	齋藤　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）
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

○教育における”結果”とは？
●成果・結果重視の教育
→�特定の技能・知識を教えて、それらを用い

て何ができるようになったかが教育の結果
・ひらがな、カタカナの読み書きができるよ
うになる
・鼓笛隊で立派な演奏をする
・保育者の話をじっと座って静かに聞くよう
になる

●過程・プロセス重視の教育
→�どのような思いや姿勢・態度で何を行って

いるのか、その思いや姿勢・態度の在り方
を育てていくことが教育の成果になる。
・自分の考えていることを友だちに言葉で伝
えようとする（心情・意欲）
※できなくても、伝えようとすることが大切
・みんなで一緒に演奏することを楽しんでい
る（心情・態度）
・保育者の話を静かに聞こうとする（意欲・
態度）
※聞けなくても聞こうとする態度が大切
⇒�第３者に“結果”として伝えやすいのは、成
果・結果重視の教育
（例）�本年度は東大に○人、京大に○人合格

しました！
※企業（社会）では○○したという結果を重
視するが、教育では“できる！→やる気”
というような重心のおき方を考える
※結果のあり方を問う
→�第３者にどう伝えるか、結果について、

どう責任をとるか
●事例：勤務した専門学校で…
勤務して３年目に担任をしたクラス
→講義が成り立たない（学級崩壊状態）
→�他の先生からも学生の授業態度に対する抗

議が殺到
⇒①�講義をきちんと受けさせることをいった

ん放棄（講義は適当に）
②名簿でクラス全員の顔と名前を覚える
③�くだらないことでもよいのでとにかく学
生に話かける
④�怒らない、叱らない、一緒に楽しんだり
する

⇒①�関係ができてくると自分の講義は聞いて
くれるようになってくる
②言うことも聞いてくれるようになる
⇒①�学生との関係が深まったきっかけ：ある

学生との出来事（退学した）
②�学生たちなりにいろいろと考え悩み、真
剣に生きていることがわかってくる
③他の先生からの抗議に対しては謝罪
⇒①先生の講義を聞こう

②�先生はいつも謝ってばかりいるけれど、
そんなことばかりさせていいのか

※学んだこと
◇教育活動の前提にあるものは人間関係であ
る
◇教師の仕事とは相手との関係をつくるよう
に努力し続けることである

○保育者に必要なこと
・自分の行った教育活動の“結果”に対して責任
をもとうとする
・相手との人間関係を構築する（保育者という
肩書きだけでは信頼されない時代）
→�関係をうまく構築できない子どもが「気に

なる子ども」になる
→�子どもに対して自分の言うことを言い聞か

せようとする前にその子どもとの関係がで
きているのか振り返る（関係ができていな
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いのに言い聞かせようとすると、その手段
としては、子どもを怒る、脅すようなやり
方になってしまう）

→�保護者に幼稚園での子どものようすを話し
ても、人間関係ができていないと、その内
容を信じてくれず、ますます関係がこじれ
てしまうことがある

○保育者と子どもの相性（適性処遇交互作用）
・教師の指導法と児童、生徒の能力、適性など
の間には相性がある
→・教師の指導法、人間性、教育観　相性が

・子どもの個性、能力、適性　　　ある
・どんな教師、保育者でもクラス内の子どもた
ちには
→・相性の合う子ども

・相性の普通の子ども　　が必ず存在する
・相性の悪い子ども

●ピグマリオン効果とゴーレム効果
・ピグマリオン効果（教師期待）
→�教師がこの子どもはよい子であり伸びてい

く子どもであると思い込んでいる子どもは
その教師の下では本当に伸びていく

・ゴーレム効果
→�教師がこの子どもは悪い子どもであり、ど

うせダメな子どもであると思い込んでいる
子どもは、その教師の下では本当に伸びて
いかない

※相性の合わない子ども
→ネガティブにとらえる傾向がある
→ゴーレム効果→悪循環に
・合わないと思ったら意識的に行うこと
①まず自分のよさや長所などに注目し、それら
を捉えていこうとする
②自分の目の前にいる子どもに対して、この子
どもは本当によい子であり、絶対に伸びてい
く子どもであると心から信じ、子どもを信頼
していこうとする
※子どもは“先生は自分のことをわかってくれ
て何かあったら最後は自分のことを支え、助

けてくれる”と感じる
※保育者⇔子ども（信頼に満ちた人間関係）
自分の子どもの見方を振り返る

○グループバズ
●自己紹介をしましょう：この研究会で一緒に
話し合うグループです。お互いに自己紹介し
あいましょう
１、氏名
２、今はまっていること（マイブーム）
３、勤務園と勤務年数
４、今年度の担任学年・役職など
５、勤務園の教育活動の特色
６、�１人の保育者としてどんな教育・保育を実

践しようと心がけているか（日々、保育を
実践していくなかで自分が大切にしている
こととは？）

７、�保育者として自分の今の課題とその解決の
ために取り組んでいることについて（なる
べく具体例や事例など挙げながら）
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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27年６月17日（水）
場　所	 エポックなかはら
講　師	 	齋藤　正典先生
	 （	相模女子大学学芸学部子ども教育学科教授	

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

○人権保育の構造
・平等
・�子どもへの尊敬「�差別をなくしていこうとす

る力」
� 　　　　「人権を大切にする心」

⇒�上記２点が相互にうまくいくと子どもの人
権を守ることになる

※説明してもわからないので、人間として大切
にされているという雰囲気のなかで育ててい
く（保育を行う）ことが大切。その体験は小
さい頃からできる（小学校では道徳の授業）

○“平等”とは？
・いつも全員に同じことを経験させようとする
ことが平等か
・１人の人間として見る。その子の人権意識を
どう育てるか
・機会の平等→公平
　結果の平等→公正

○“子どもを尊敬する”とは？
①子どもの存在を認める
→無条件に受け入れる
　　積極的関心、ありのままを受け入れる
②�集団としてではなく、１人の人間として関
わる
→�二人称的アプローチ（私とみんなではな

く私とあなた）
③子どもへの尊敬を土台とした愛情
→�無邪気で、幼くて、かわいくて、守って

あげなくてはならなくて、しつけなくて
はならなくて、教育しなくてはならない

※�上記のように思いすぎると調教すること
になる危険性がある。（言うことを聞い
てくれるとかわいいというような）

④�甘やかすことは子どもを尊敬することにな
らない
→�優しさや甘やかすことや丁寧さだけが尊

敬することではない。将来を見据えて言
うべきことは言う

⑤子どもと保育者が響き合う関係
→ある種対等な立場から真摯に行う
⑥他者も尊敬する心の土台の形成

○隠れたカリキュラム
・お花見で        をとる
　　　��には何が入るか予想しましょう
皆さんの予想を教えてください。間違っても
いいので発表してください

→　　　　の部分を伝えたことで、保育者の想
定している答以外は間違いだと子どもは学ん
でしまう。本当は�　　　�には何が入っても
いいはず
・保育者のメッセージが子どもの人権感覚に影
響していないか（隠れたカリキュラムによる
子どもの学び）
①子どもを傷つけるメッセージとなっていな
いか？
②子どもに差別的価値を意識化させていない
か？
・「○○ちゃんは変」と感じている子ども
・「○○ちゃんは怖い」と感じている子ども
・「男の子は…」「女の子は…」という子ども
・障害児を過度に世話しようとするまたは嫌
う
③「先生に言うから」が決め台詞になってい
ないか？
④生きものに対する扱いの差

グループバズ
①これまでに自分が担任してきたクラスの子
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どもたちを思い浮かべてください
②自分ととても馬があうと感じられた（よい
印象が残っている）子どもで一番先に思い
浮かんだ子どもについてどんな子どもか具
体的なエピソードとともにまとめてみてく
ださい
③自分とは何か馬が合わない、相性が合わな
いと感じられた（苦労した印象あるいはネ
ガティブな印象が残っている）子どもで一
番先に思い浮かんだ子どもについてどんな
子どもか具体的なエピソードとともにまと
めてみてください
④③で思い浮かんだ子どもがどうして自分と
は馬が合わない、相性が合わないと感じら
れるのか、その理由を複数あげてみましょ
う
⑤自分の保育の在り方を変えるのであれば、
どのように変えれば③の子どもとも馬が合
う、相性が合うようになるような気がしま
すか？

○講師より
・自分の保育のスタイル（傾向）がよくわかっ
ているから、そういう子どもがよくみえる
・保育の在り方によい悪いはない。特徴をおさ
えることが大事
・国内研修でも意見交換できる場があるとよい
「○○先生の保育はこういう傾向がある」と
指摘し合う→よい形で前向きに認め合う。（悪
いあら探しではなく）
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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27年９月16日（水）
場　所	 中原市民館
講　師	 	齋藤　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）
テーマ：教育・保育実践と幼児理解

○平成元年の幼稚園教育要領の改訂
・６領域（健康・社会・言語・自然・絵画製作・
音楽リズム）→５領域（健康・人間関係・
言語・環境・表現）へ
・「環境を通して行う教育」の導入（子どもの
主体性、自発性の強調）
※指導→援助へ
「幼稚園教育の基本に基づいて行われる援助
のすべてが幼稚園における指導である

○幼児教育の基本とは
●子どもの「心情、意欲、態度」を培う教育
「心情、意欲、態度」とは？
→�自分が（主体性）自分から（自発性）さま

ざまな事柄に取り組んでいこうとする心情
（気持ち）・意欲・態度を培うこと
→�主体性と自発性の背景にある有能感、自尊

心などの土台を培うこと
⇒環境を通して行う教育、保育
●脳科学より（ヘックマン）
・認知能力：�試験の成績やIQなどの知的能力、

思考力、推論力
・非認知能力：�意欲、態度や社会適応力などの

その人の持つ特性
・保育者が子どもの実態を捉える
　　　　　　　　　↔
・保育者が子どもの実態に即したねらい・内容
をきめる
　　　　　　　　　↔
・保育者がねらい・内容を満たす環境を構成す
る

　　　　　　　　　↔
・子どもが環境に主体的・自発的に関わり活動
が展開

　　　　　　　　　↔
・保育者はその活動に対して
　　　　　　　　　①環境を再構成する
　　　　　　　　　②援助する
※ねらい：子どものうちに培っていきたい
　　　　　心情・意欲・態度
　内容：子どもが経験する具体的事柄
※“保育者は～ ”となっているが、子どもに与
えてやらせるのではなく、環境を整えること
で子どもの実態に即した活動となる

●結果・成果重視の教育・保育
特定の知識や技能を習得しそれらを用いて何
かできるようになることを重視

　　　　　　　　　↔
・過程（プロセス重視）の教育・保育
学習などを行っている時、どのような気持ち
や姿勢でそれらを行っているか、その気持ち
や姿勢などを育てていくことを重視
※幼児期の教育・保育の特徴
結果・成果重視＜過程（プロセス）重視
（乳幼児期の発達的な特性より）
　→両方必要
　→�できるようになることが、やる気につな

がるが、幼児期では、できるできないで
はなく、楽しい楽しくない！ということ

○幼稚園教育における指導と援助
●指導とは：幼児に対してあるべき姿（望まし
い人間像）を示し、そこに導いていくこと
・導き方にはいろいろある
①大人中心の導き方：大人があるべき姿を子
どもに対して明確に示したうえで大人がそ
のような姿へと（時には強制力を用いて）
導いていく
②子ども中心の導き方：子ども自身が自らこ
うありたい、このようなことを実現してい
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きたいといったことを大人は助け支えてい
きながら導いていく

●援助の在り方
・合自然的援助
幼児の主体性・自然的な活動のなかで幼児の
内にあるありのままを伸ばしていこうとする
ような援助
・合文化的援助
幼児に対してこうあってほしい、このように
なってほしいといった枠組みのなかに幼児を
くみこんでいく援助
※合文化の文化とは
・人間として組みこまれるべき文化的枠組み
レベル
・クラスや幼稚園のなかのみで通用するよう
な枠組みレベル

→�子どもの育ちということよりも保育者の保
育実践のやりやすさのためということが多
い

（事例１）
・帰りのバスでAさんがB君に殴られたといっ
て泣いている
・バスの添乗員は、そのままAとBの保護者に
伝えた
・Bの保護者がAに謝罪したいと幼稚園に電話
をかけてきた
①Aの言い分だけで保護者に伝えてしまった
②担任はAとBの話を明日聞きますと伝えた
→�Aの保護者は結果を教えてもらえると

思っていた
③Aの父親より、なぜ報告がないのかと抗議
④Aの家の方針では悪いことをすれば強く
叱って、そうしないようにしつける。なぜ
園ではそうしないのかと抗議

・担任の話ではBはAに嫌なことをしつこく言
われたから殴ったと事実が判明している
・�園長は父親の抗議をうけ、事実を話し指導（叱
ること）ではなく援助（気持ちを聞き解決す
ること）をしたと伝えた
※“叩いたら叱る”というような単純なものでは

ない、背景にある気持ちに対処していくこと
が大切。行動に対する注意では心は育たない。
○保育者の役割の特徴とは
・特定の知識や技能を幼児に教える
・ルールやきまりを教えてそれを守らせる
・けがや事故のないように子どもを管理する・
禁止してやらせない
・素晴しい発表や作品をつくらせる
→�こういった側面が必要なこともあるが、そ

れが保育者の役割の本質か
・子どもが主体的、自発的に展開する活動や機
会を用意する（環境の構成／活動の提案）
・子どもが活動を通して自分の実現したかった
ことを実現できるように助け支えていく（充
実感・達成感）
・子どもが自分で自分から行っている様々な活
動を受けとめ認めていく（有能感自己肯定感）
・子どもと信頼に満ちた人間関係を構築する

○保育者の専門性としての幼児理解
・幼児理解とは
①幼児１人１人の内面
（どんな気持ちや思いでいるのか）
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２）
・うさぎをみてうさぎの絵をかいた
・Aちゃんのうさぎはハリネズミ
①うさぎの毛が気持ちいい（感動体験）
②誰かに伝えたい（思い・心情）
③絵をかいて伝えよう（意欲）
④ハリネズミうさぎ（結果）
→態度（集中して絵をかく）
※うさぎの毛の１本１本をかいたという事実
・感動を共有し思いや気持ちを理解し活動を支
えてくれる保育者の存在
※結果だけみたら描き直させる危険性があっ
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たが、気持ちの動きを聞いた
☆行動をみる前に気持ちを理解する。

○幼児理解の視点
１、子どもを肯定的に捉える
・子どもの悪い点、劣っている点、できない点
に注目し、それらを直したりできるようにし
ていく教育、保育

　　　　　　　　　↔
・子どもの善い点、優れている点、できる点に
対してそれらを伸ばしていこうとする教育、
保育（ピグマリオン効果、ゴーレム効果）

（事例３）
・「走ってはダメ！」→「元気がいいね、で
も危ないから歩こうね」
２、活動の意味を理解する
・同じ活動でも子どもによってその意味は異な
る。どんな子どもの活動にも必ず意味がある

（事例４）
・ままごとコーナーのまわりを２週間くらい
ずっとウロウロしているT君
・実は家ではおままごとで遊んでいると話して
いた（Aちゃんがお母さんボクが子ども…）
・その後はままごとの輪に入って遊ぶようにな
る
※Tくんにとっての２週間は準備期間だった。
　「一緒にやろう」と声をかけず見守った保育
者の存在
３、発達する姿を捉える
・その子なりの確実な発達の姿を捉える
４、集団と個の関係を捉える
・集団に入ればよいというわけではない
（事例５）
・中度難聴の子が転園してきた
・フォローできない園だったが、いるだけでい
いと保護者の要望があった
・しかし、ただいるだけとなってしまった

○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：基本的な心構え、姿勢
×保育者→子どもたち、彼ら（３人称）
⃝保育者→あなた（２人称）
（テクニックではなく心構え）
●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
相手の内面を理解すること
→幼児の空間、時間を楽しむ（しゃがむ等）
●新鮮な物事の捉え方
常識や偏見をちょっと横においてみる
→�ハサミでものを切る以外の使い方を７個以

上考える（機能的固定性）
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第4回	 保育者の役割と資質の向上研究会
	 （中堅研修会と合同）
月　日	 平成27年10月21日（水）
場　所	 国際交流センター
講　師	 	齋藤　正典先生
	 （	相模女子大学学芸学部子ども教育学科教授	

相模女子大学幼稚部園長）
テーマ：	幼稚園におけるインクルーシブ教育を

考える

○インクルーシブ教育とは？
・すべての子どもが同じ場で学ぶことを追求し
ていくとともに、１人１人の子どもの教育的・
発達的ニーズに対して自立と社会参加を見据
えて、そのニーズに対して最も適切な指導・
援助を提供していこうとする教育のこと（日
本ではインクルージョンの考え方を障がい児
の教育に取り入れて特別支援教育としてい
る）
・統合教育とは？
⇒障がい児を健常者と一緒に保育すること
※�通常の保育・教育実践のなかに障がい児を
組み込んでいく保育、教育になってしまい
がち
→�わく組をゆるめてすべての子にバランス

よくすすめる。
・インクルーシブ教育システム（文科省）
みんなが参加できる社会へ
公立学校には義務化（H28 ～）
私立は努力義務
※本当のインクルーシブ教育とは
いろいろな背景をもった子どもすべてがいき
いきと充実した毎日をおくること
（特別支援児だけではなく外国の子などすべ
てを包括するということ）

○基礎的環境整備と合理的配慮
・基礎的環境整備とは
合理的配慮の基礎となる環境整備
・合理的配慮とは

障がい者から何らかの助けを求める意思の表
明があった場合の負担になりすぎない範囲の
社会的障壁を取り除くために必要な便宜
合理的配慮は障がい者１人１人の必要性やそ
の場の状況に応じた変更や調整など、それぞ
れ個別な対応となる。
※基礎的環境整備の１例（小学校）
点字教科書、点字ブロック、トイレの手すり、
スロープ、エレベーターなど。

○相模女子大幼稚部におけるインクルーシブ教
育実施の目的
１、�幼稚部の目指すインクルーシブ教育・保育

とは何か理解を深める
２、�幼稚部のなかにインクルーシブ教育・保育

を実施することが当たり前であるという風
土を醸成する

３、�「幼児のアセスメント⇆IEPの作成⇆教育
の実践⇆振り返り」といったPDCAサイク
ルによるインクルーシブ教育の実践を可能
とする

４、�地域内の他の幼稚園、保育者などとインク
ルーシブ教育・保育実践に対する連携モデ
ルを構築する

・幼稚部におけるインクルーシブ教育の基本構
想→地域の社会的資源を生かしたインク
ルーシブ教育
①相模女子大（幼稚部・子ども教育科・人間
心理学科・子育て支援センター）

②地域（発達専門家、療育専門家、専門機関）
③他の幼稚園
④神奈川県・相模原市（行政）
・発達・療育専門家との連携体制の整備
①相模原市近郊在住の発達・療育の専門家４
名→各々が週に１日程度来園する。
②相模女子大子育て支援センター→３名の
大学教員（年少・年中・年長をそれぞれ担当）

・その他、今年度の取りくみ
園内研修、保護者向け講演会、園児報告会、
学年別ケース会議、子育て支援センターとの
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ケース会議、音楽療法活動、専門家による相
談、IEP作成検討会、他園との交流
※特に個別対象児（11名）に対しては
「幼児のアセスメント⇆IEP作成⇆教育の実践
⇆振り返り」
・IEPの作成
①幼稚部の教育目標の確認
②発達目標の作成
③幼児のアセスメント（気になること、子ど
もの気持ち、子ども像）
④個別支援計画の作成
⑤個別支援計画に基づく支援の実施
⑥個別支援計画の見直し
※CHEDY幼児用発達障害チェックリストを用
いて、その子の傾向を探る
→課題と支援を考え実践
・IEPによる教育の実践と見直し
①支援保育コーディネーター、発達・療育専
門家による教育・保育観察
②担任とインクルーシブスタッフの話し合い
③インクルーシブスタッフの話し合い
④幼稚園とインクルーシブスタッフによる
ケース検討会

・幼稚部におけるインクルーシブ教育モデル園
実施の成果
①幼稚部の教職員・保育者に対するインク
ルーシブ教育の周知
②幼稚部の教員が幼児理解のための様々な資
源の確保（専門家、センター員など）
③幼稚部の教員が合理的配慮を構想していく
上でのさまざまな資源の確保（音楽療法、
他園交流など）
④「アセスメント⇆IEP⇆実践⇆振り返り」
に基づくインクルーシブ教育実践の基礎の
構築

・インクルーシブ教育モデル園実施から見えて
きたこと
①教育、保育実践のあり方とインクルーシブ
教育の捉え方→教育、保育内容はそのま
まにそこにどのように障がい児や気になる

子どもを参加させるかという発想からなか
なか脱却できないという現実（単に加配す
ればよいという発想）
②補佐教員の資質の向上→補佐教員の役
割、乳幼児理解、担任との連携などが極め
て重要
③個別療育的発想とインクルーシブ教育の相
違→発達評価をすると発達の凹の部分を
成長させようとしてしまいがち
④振り返りの流れはこれでよいのか？
　→IEPは個別支援計画なので援助の具体
的な在り方とは結びつきにくい
⑤家庭との連携→CHEDYで傾向はわかっ
ても伝えられないので。

○グループバズ
①日頃、保育を実践していくなかで「気にな
る子ども」「特別に配慮は必要と感じてい
る子ども」を１人イメージしてください
②①でイメージした子どもについて自分が保
育を実践していく上において感じている
「困り感」は何かを具体的なエピソードを
１つ取り上げてまとめてください
③その「困り感」の原因を子ども側の要因と
自分の保育の在り方の２つの点から複数挙
げてください

○まとめ
・先生方に言いたいこと、自園で伝えている事
“まあ、いいじゃない”の視点
→�活動には参加しないが、危険なことがな

い限り、“まあ、いいや”と寛容な心でみ
ていくと心に余裕ができるのではないで
しょうか。
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第５回	 保育者の役割と資質の向上研究会
月　日	 平成27年11月18日（水）
場　所	 国際交流センター
講　師	 	齋藤　正典先生
	 （	相模女子大学学芸学部子ども教育学科教授	

相模女子大学幼稚部園長）
テーマ：	「	保育・教育実践の伝達手段としての

クラス便り」

○クラス便りで何を伝えるか？
・幼稚園教育とは、子どもの心情・意欲・態度
を培う教育
①成果・結果重視の教育
→�特定の知識や技術を習得し、何かができる

ようになることを重視
②過程・プロセス重視の教育
→�毎日の生活や遊びなどの活動にどのように

関わっていくのか、そのかかわりの姿勢・
態度などを重視
※３年間で何が育ったのか・育てたいかを、
客観的に見据える
※①ではなく②をどのように伝えていくか

○クラス便りで何を伝えたらよいのか？
①子どもたちの日々の幼稚園での生活の姿
→�幼稚園での生活のなかで、何を学び何を経

験しているのか
→�幼稚園での遊びなどの活動にどのように取

り組んでいるのか
※これらのことを担任である自分がどのよう
に捉えているのか（担任の目線で保護者に
どう伝えていくか）

②担任である自分が何を考え、何を思いながら
日々の保育を行っているか
→�子どもたちのこんな姿ややりとりに感動し

たそして大切にしていきたい
→�子どもたちにこのようなことを経験させた

い
→�このような意図や思いでこのような保育
（援助）をしている

※何を大切にしているか、保育の意図・背景
にある考え方、生活の姿を伝えていく（自
分の思いを発信する）

○相模女子大学幼稚部のお便り
・2014年まで
①幼稚部便り（園長の名発行）（月１）
→�園長より、幼稚部からの事務連絡、月の目

標・その月の学事日程表
②学年だより（主任）（月１）
→�子どもたちの姿の報告（ほとんどが行事の

報告）
→各クラスより担任のひと言
→学年からの保護者への連絡、絵本紹介
・2015年から
①幼稚部便り（2014までと同様）
②幼稚部の窓（主任）（月１）
→�幼稚部全体の教育、保育の実態について、

エピソードなどを盛りこみながら紹介する
③クラスだより（担任）（月１）
→�各クラスの子どもたちの生活の姿、連絡事

項、絵本紹介など
※園だよりは過去８回出しているが、そのうち
の４回に、行事のプロセスの大切さを書いて
いる。園長の考え・主義主張を記述する。

○クラスだより作成の方針
①結果報告的な内容にしない
→�「⃝月×日に××をしました（中略）とて

も楽しく皆ピカピカ笑顔でした」的な内容
だけにならないようにする

②毎日の生活の姿のなかでの、ちょっとしたや
り取りや子どものつぶやき、活動の姿をエピ
ソードとして取り上げて、そこから子どもの
育ちや保育者自身が思ったり感じたりしたこ
とを記述していく
③自分自身が日ごろ、教育などについて思った
り考えたりしていることを書く
※簡決していなくてもよい、こんなことありま
した、やってました
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※考えはしっかり示すとよい
④行事では、その行事までに至る過程のなかで、
子どもたちが何を経験し、何を学んでいるの
かについて記述していく
※「練習」という言葉を使わない！
⑤写真やイラストを使う
→�写真に関しては、個人の顔がはっきりわか

るようなものを多数に配布したり、HP上
で不特定の人が見られたりすることのない
ようにとの注意がなされています。

※承諾書を提出して頂き、「不可」の方は写真
を載せない
※HPではログインしないと見られないように
している
⑥保護者に対して上から目線的にならないよう
に注意する
→�指導的・要求的になったり、特定の子育て

の在り方を批判したりすることのないよう
にする（例：小さいうちに文字を教えるの
はよくないと思う）

◎作品展では（クラス便りとは離れるが）
・作品を華美に飾ることをやめ、子どもたちの
作品の横に掲示板で、テーマの選択理由・ね
らい・作るプロセス・子どものようすを書き
大切にしている部分を保護者に発信していく

グループバズ
①グループごとに持ってきたクラス便りや園便
りを交換しあって互いのものを読んでみま
しょう。
②他園のクラス便りや園だよりについて、よい
と思われる点や是非自分も取り入れてみたい
と思われる点と、ここを改善したらもっとよ
くなるのではといったような新たなアイディ
アをそれぞれのクラス便りや園だよりを読み
ながらメモを取っておきましょう
③全員分のクラス便りや園だよりを互い読み終
えたら、順番に自分の作ったクラス便りや園
だよりの工夫している点やポイントについて

説明した後、②でメモをした内容を発表しあ
うことで、各々のクラス便りや園だよりにつ
いてグループで話し合ってみましょう
④全員分について話し合いが終わったらお互い
のクラス便りや園だよりを見合った結果とし
て、クラス便りや園だよりを作成していくう
えで、どのような工夫をしたり、どんなこと
に留意したらよりよいクラス便りや園だより
ができるのかについて話し合ってみましょう

○グループバズ発表と感想（全グループ）

○まとめ
・お互いにクラス便りなどを見合うことで、他
の園の工夫などが知れる。
・園だよりなど書くための本などあるが、その
ようなものを見るよりも勉強になる、刺激に
もなる
・楽しんで書く（作る）工夫を！

○この研究会を振り返って
・保育者の資質ということだったが、日本の教
育の資質は他の国と比べてもトップレベル。
自信をもってよい。
・子どもに対して、とてもきめ細かい、愛情深
いと感じる。
・自分の保育を振り返ることが大切。ちょっと
したことで子どもが傷ついているかもしれな
いと感じる心をもとう。
・幼稚園の人間関係にも気を配ろう。もしも、
気が合わない、苦手だと思う先生などがいた
ら、仲良くなろうと無理せず、“うまくやる”
ことを心がけるとよいのでは。




