現場と専門家の議論
遊びの質を高める保育のあり方

free discussion
司会●

榊原洋一 ………… CRN 所長・お茶の水女子大学大学院教授

出席者●

河邉貴子 ………… 聖心女子大学教授
大豆生田啓友 ………… 玉川大学准教授
一見真理子 ………… 国立教育政策研究所総括研究官
磯部頼子 ………… ベネッセ教育総合研究所顧問
品川区・公立保育園長
江東区・公設民営保育園長
北区・公立保育園長
山形県・私立保育園長
幼稚園教員養成課程講師
品川区・公立幼稚園長
台東区・公立幼稚園長
江戸川区・私立幼稚園主任

豊かな遊びを保障できる
保育者をどう育てるか
榊原●

皆さん、よろしくお願いいた

します。遊びの質を考える上では、自
由遊びと一斉遊びのバランスやあり方
を考えることが欠かせないと思います。
まず、この点についてのご意見をお聞
かせください。
河邉●

「遊びが学びの
保育」の
実現に向けて
第３部は、これまでのプログラ

自由遊びか一斉遊びかという

二択の議論にはあまり意味がなく、形
態として両方必要と言えると思います。
子どもの自由な遊びの広がりに、一斉
遊びが上手く絡むように仕向けること
が大切でしょう。
幼稚園教員養成課程講師●

そうです

ムに参加した先生方によるフリ

ね。１人ではできない遊びを皆で体験

ーディスカッションを行った。第

する中で、全体としての遊びが広がり、

１・ ２ 部 で 提 示 さ れ た 課 題 な ど
についての踏み込んだ議論を通
し、「遊び」を中心とした保育を

そこから個々の遊びに派生していく。
そのように共通体験がきっかけとなり、
それぞれの世界が広がることはよくあ
ります。私の園では、自由遊びと一斉

いかに充実させ、その意義を社会

遊び、普段の遊びと行事、また生活と

に広げていくか、具体的な方途を

遊びをスムーズに行き来させることが

探った。

大事だと、よく話しています。
磯部●

遊びの種類は実にさまざまで

すが、最低限のルールが分かっていれ
ば、 誰 で も 参 加 で き る よ う な 活 動 は、
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特に一斉遊びに向いていると言えるで
しょう。
榊原●

子どもの姿を読み取り、遊び

を展開させるのが保育者の役割ですが、
第２部のワークショップでは、保育者
の資質がなかなか育たないという課題
が挙がりました。この点について議論
を深めたいと思います。
江戸川区・私立幼稚園主任●

１人の保

育者の経験には限界がありますから、
チーム保育の視点を大切にするべきで
しょう。例えば、「この先生は砂場遊び

一緒にすることが多いです。

が得意だ、あの先生は木登りを教えて

河邉●

くれる」といったことを子どもたちが分

すので、経験の少ない保育者が他の学

かっていれば、それぞれの経験が生か

級を見て学ぶことが難しくなっていま

され、相乗効果が生まれます。保育者は、

す。そのため、異年齢保育を行ったり、

園長が知らない経験や得意分野を持っ

複数の保育者がかかわって影響を与え

ているものです。そういう長所を自分

合う場面を意識して設けることが大事

から出したくなるような土壌をつくる

です。

ことで、自ずと子どもの遊びは豊かに

品川区・公立保育園長●

なっていくと思います。

あえて若い保育者を担任にして「あなた

台東区・公立幼稚園長●

今のお話を聞

公立幼稚園の多くは単学級で

私の園では、

が頑張らないと、子どもは伸びないよ」

いて、それぞれの保育者の良いところ

と発破をかけました。先輩と一緒にす

を生かす保育っていいな、と思いまし

ると、どうしても頼ってしまい、なか

た。チーム保育という言葉で思い出し

なか伸びないという課題をずっと抱え

たのが、数年前、幼稚園と保育所の一

ていたためです。すると、とても頑張

体化に向けて、保育士さんと組んで保

ってくれて、良いクラスをつくりまし

育をしたことです。この時、２人だか

た。「よくやったね」と褒めると、「頑

ら２倍見とれたかというと、１人の子

張ってよかった」と泣きながら喜び、
「来

どもに同じ注意をしてしまったり、２

年も頑張る」と言ってくれました。園

人とも見落としてしまったりして、な

長としては大きな冒険でしたが、非常

かなか上手くいきませんでした。複数

に良い結果となりました。

担任が一般的な保育士さんは、慣れて

品川区・公立幼稚園長●

いるのかもしれませんが。

る前にチーム保育を経験しました。一

北区・公立保育園長●

緒に教材を研究し、異なる視点から子

公立保育園では

私も園長にな

複数担任制が一般的ですが、チーム保

どもたちの姿を捉えて評価をする中で、

育は情報交換が鍵だと思います。常に

保育者として大きな学びがありました。

２人が同時に見ているわけではないの

特に、自分とは異なる捉え方を知って

で、「○○ちゃんは、こうだったよ」と

見方が広がり、次につなげられたこと

伝え合って共有します。こうした報告

が大きかったと思います。今、私の園

は、自分の保育を振り返る機会にもな

では、比較的経験が豊富で、自分だけ

ります。保育者の組み合わせは、子ど

で完結させられる保育者が多いのです

もの育成面を考え、ベテランと若手を

が、他の見方を知るとさらなる工夫が
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生まれますから、保育者同士が気兼ね

て い る 園 は 良 い で す ね。 素 敵 な 園 は、

なく学び合える仕組みをつくることを

むしろ経験年数が多い保育者ほど、若

心がけています。

手から学んでいるものです。そういう

江戸川区・私立幼稚園主任●

工夫はと

園に実習生を送ると、「あの学生さん、

ても大事だと、私も思います。工夫して、

とても面白かったよ」などと、学生の

上手くいったり、いかなかったりとい

良いところまで見つけてくれます。そ

う繰り返しにより、遊びは広がってい

のような学び合う風土を園内に形成す

きます。ですから、保育者がいかに主

ることが、すごく大事だと思います。

体的に工夫できるようにするかを考え
る必要があると思います。例えば、保
育者が「こんなことをしたい」と言った
時、園長が「前例がない」と却下すれば、

「遊びが保育」
を実践する園で
園長に求められる資質とは

その工夫はつぶれてしまいます。そも

榊原●

そも工夫には失敗が付き物ですから、

風土を形成するためには園長の資質が

失敗を認められなければ、子どもの遊

重要であることが、第１・２部でもた

びは広がりません。そこに園長の役割

びたび触れられました。ここで、園長

があるのだと思います。

に求められる資質や心がけについてお

幼稚園教員養成課程講師●

保育者に

保育者の力を引き出し、園の

聞きしたいと思います。

よって子どもの姿の読み取り方は違い

台東区・公立幼稚園長●

ますから、当然、援助の仕方も異なり

に発言し、支え合える余裕のある雰囲

ます。それを同じ土俵に乗せて議論す

気をつくり出すことではないでしょう

ることが大事と考え、保育記録をもと

か。もちろん、規範意識も大事で、ラ

に「何が違ったか」「どうしたかったの

フ過ぎるのも良くありませんが、自分

か」などと話し合っています。保育や遊

の考えを安心して出せる環境はとても

びの質を高めるためには、単に経験を

大切だと思います。

積むだけではなく、自分の保育を振り

山 形 県・私 立 保 育 園 長 ●

返る視点を持つことが不可欠だと思い

と、「保育者の笑顔を絶やさないこと」

ますので。綿密な記録を取るのが難し

だと思います。保育者が常に太陽のよ

い場合は、園長の私が写真を撮って話

うな笑顔を心がけることで、子どもの

し合いを促すなどの工夫をしています。

みならず、保護者にも安心感を与えら

大豆生田●

そのように一人ひとりの

れます。保育者の笑顔を妨げるものを

良さを生かし、保育者同士が学び合っ

排除することが、園長の役目だと考え

保育者が自由

一言で表す

free discussion
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事を考えています。そして大きな船に、
保育者や子どもと一緒に乗り込むイメ
ージを持ち、それぞれのポジションで
役割を果たせるようにサポートする。
船の舵取りは園長の役目ですから、常
にアンテナを高く保つとともに、アン
テナの本数も他の保育者より多く持っ
ている必要があると考えています。
江戸川区・私立幼稚園主任●

私立幼稚

園は、経営の面がありますから、園児
獲得はもちろん大切。しかし、それが
一番の目的になってはいけないと思い

ています。
品川区・公立幼稚園長●

私の園でも、

ます。保育についてしっかりとした考

「笑顔」がキーワードです。子どもの笑

えを持ち、保護者や地域社会に対して

顔をつくり出すために、まず保育者が

丁寧に語れることが、園長に求められ

笑顔で働ける職場をつくることを心が

る資質だと思います。また、私が新任

けています。笑顔とは、単に面白さや

の時、園長から「俺がお前を採用した

楽しさから生まれるのではなく、子ど

人間だ。俺が採用したのだから、お前

もと一緒に保育をつくり出していく充

は好きなことをやれ。責任は俺が取る」

実感から、にじみ出るようなものだと

と、はっきりと言われ、安心して保育

考えています。

に専念できました。自分もそんな園長

品川区・公立保育園長●

園長として、

になりたいと強く思います。

上から押さえつけるような言い方はし

磯部●

私自身は、普段は、どこか「遊

ないように心がけてきました。保育者

び人」のような良い意味でのずぼらさ

が自信を持ち、極端なことを言えば、
「園

を持ちながら、いざという時には責任

長がいなくても大丈夫」と思えるよう

を持って判断し、行動する園長を目指

な園をつくりたいと思っています。そ

してきたつもりです。

んな気持ちが伝わっているのか、若手
もベテランも気軽に発言し、時には私
が保育者から叱られることもあります。
自由な雰囲気の中で保育に専念できて

保護者や地域社会の
理解と協力を得るために

いると思います。

榊原●

大豆生田●

っと発信が必要というお話がありまし

ミッションを明確にして、

保護者や地域社会に対し、も

一人ひとりの保育者の個性を大事にす

たが、そのあたりはどうお考えでしょ

る園づくりに力を注ぐことが大切でし

うか。

ょう。そういう園には、若手やベテラ

江戸川区・私立幼稚園主任●

ンを問わず、「うちの園では――」と、

メージに迎合しないことが大事でしょ

しっかりと自信を持ってミッションを

う。幼稚園は、自由な「遊び」からかけ

語る、魅力的な保育者が多いです。

離れた一斉活動のイメージで語られる

江東区・公設民営保育園長●

ことがまだ多いのですが、
「それは違う」

園長も一

社会のイ

保育者ですので、徹底的に保育につい

ときちんと伝えることは説明責任だと

て語り合うことが大切。常に保育者の

思います。いろいろな具体的な事例を

目線と園の運営を行う園長の立場で物

出しながら、現場の保育者だけではな
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く、教育学者などとも連携して説明し

幼稚園は地域の中にある教育的資産で

ていく必要があります。

すから、その意義や役割を十分に理解

江東区・公設民営保育園長●

保護者に

してもらえるように、園長として関係

対し、私たちがどのような気持ちで保

諸機関とのネットワークづくりに力を

育しているかを伝えることが大切だと

入れています。

思いますが、それは容易ではありませ

大豆生田●

ん。現在の園に赴任した３年前から、
「保

の役割も大きいと思います。未就園児

育内容をどう伝えるか」「子どもの声を

の保護者に対し、子どもの発達に大事

どう届けるか」について、試行錯誤して

なことなどを語れるコミュニティがで

います。園としての揺るぎない方針を

きると、園選びの方向が変わってきま

地道に伝えていこうと思い、お便りを

す。そういうコミュニティはまだ少な

工夫したり、掲示板を活用したり、ド

いので、今後、地域の子育て支援の場

キュメンテーションで丁寧に伝えたり

が１つの鍵になりそうです。

してきました。

一見●

台東区・公立幼稚園長●

私の園では、

子育て支援センターなど

日本の保育は個々に工夫をさ

れ、地域で努力を積み上げられていま

ここ３年ほど、ホームページでの情報

す。皆さんのお話を聞いて、「ものづく

発信に力を入れています。３日に１度

りジャパン」の基礎は、徹底して遊び

くらいの更新で、日々の保育場面の写

込むことの良さに支えられているのか

真とコメントをアップするうちに、「５

なと感じました。今後、世界のモデル

歳の姿って、３歳とはずいぶん違いま

になり得るような素晴らしい事例を海

すね」とか、「何でもない遊びだと思っ

外に発信する仕事に力を入れていく考

たけど、いろんな意味があるんですね」

えです。

といった声が聞かれるようになりまし

榊原●

た。直接言葉で伝えることも大切です

非常に有益な提案が数多くありました。

が、こうした補助的な情報発信の効果

今後、乗り越えていくべき課題にアプ

も実感しています。

ローチするための道筋が見えてきたよ

北区・公立保育園長●

保護者への説明

の機会として、「ママ先生」として保護

今後の幼児教育を考える上で

うな思いがします。どうもありがとう
ございました。

者が保育に参加する場を設けています。
保育者の思いを実際の保育場面を通し
て伝えるのがねらいです。その他に地
域社会にも発信していますが、まだ広
く浸透させるまでには至っていません。
品川区・公立保育園長●

保育者の思い

を全ての保護者に理解していただくの
は不可能なことなのかもしれません。
それでも、少しでも理解していただく
ために、担任が子どものさまざまな姿
を拾って、良い学びをしていることを
きちんと伝える努力をしています。
品川区・公立幼稚園長●

子どもの姿を

通じて保育者の思いを伝えることは、
私の園でも心がけています。また公立
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