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Ⅰ．問題意識と本論の目的

保育・乳幼児教育分野は大激動期にある。
Society5.0や環境問題など世界的な社会課題がある中
で，21世紀型のスキルを目指した学校教育の改訂が行
われた。それは，教育の﹁主体的で，対話的で，深い
学び﹂（アクティブ・ラーニング）への転換であり，
それと連動して保育所保育指針，幼稚園教育要領，幼
保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂（改定）
が行われた。これは，すべての子どもに質の高い教育，
保育を保障しようとするものである。
その流れは，乳幼児期への質の高い教育投資の効果
によるヘックマンの研究1）などが背景にあり，保育の
質への投資は多くの先進国が力を入れており，わが国
は後進国であるといわれている。そうした中にあって，
わが国でも﹁子ども子育て支援新制度﹂が成立し，子
育ての社会化の方向性が示され，量的な充実に加え，
質の高い幼児教育・保育を保障することが謳われた。
﹁幼児教育・保育の無償化﹂もさまざまな課題がある
ものの，そうした子育ての社会化における保育の量と
質の充実の流れの中に位置づけられる。
つまり，待機児童解消など保育の量的な充実の整備
に加え，乳幼児期のすべての子どもへの質の高い教育・
保育が求められる時代への転換の中での大きな動きが
起こっているのである。また，虐待や保育事故の問題
などわが国の保育課題は大きい。そうであるとすれば，
教育・保育の質を確保し向上させるための研修等の取
り組みが重要になる。しかし，従来の教授―学習型の

一方向性の研修を実施すれば質は充実するほど単純な
ものではない。そこで，本論では，保育の質向上を支
える研修（主にキャリアアップ研修等の外部研修）の
あり方について，論じることを目的としたい。

Ⅱ．保育の質の確保と向上をめぐる動向

まずは，保育の質の確保と向上をめぐるわが国にお
ける動向を取り上げる。そもそも﹁保育の質﹂とは何
かを押さえる必要がある。しかし，この保育の質とい
う概念は一様に定義できるものではない。OECD は
保育の質の諸側面として，﹁志向性の質﹂（政治や自治
体が示す方向性），﹁教育の概念と実践﹂（ナショナル
カリキュラム等で示される教育（保育）の概念や実践），
﹁相互作用あるいはプロセスの質﹂（保育者と子どもた
ち，子どもたち同士，保育者同士の関係性（相互作用）），
﹁実施運営の質﹂（現場のニーズへの対応，質の向上，
効果的なチーム形成等のための運営），﹁子どもの成長
の質あるいはパフォーマンスの質﹂（現在の，そして
未来の子どもたちの幸せ（well︲being）につながる成
果）を挙げている2）。ここからもわかるように，そこ
には多様な視点が挙げられているほか，﹁質（quality）﹂
として語られていることに対する批判もなされてい
る。そもそも，保育の質は文化的歴史的文脈の中で形
成された保育観に影響を受けるものであり，そうであ
れば，わが国の保育の文化的歴史的文脈の中で検討さ
れる必要がある。
現在，厚生労働省は﹁保育所等における保育の質の
確保・向上に関する検討会﹂を実施している。それは，
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改定後の保育指針に基づく保育所等の特性を踏まえた
保育の質の確保・向上を図るために，具体的な方策等
を検討することが目的である。そして，保育の質には
﹁内容﹂，﹁環境﹂，﹁人材﹂の３つの観点があり，主と
して﹁内容﹂面から，幅広く多角的に保育の質向上に
資する方策等を検討している。2018年９月に﹁中間的
な論点の整理﹂が示され，現在，作業チームによる検
討や作業が行われ，実践事例集（﹃子どもを中心に保
育の実践を考える―保育所保育指針に基づく保育の質
向上に向けた実践事例集―﹄）の作成，自己評価ガイ
ドラインの改訂作業等が行われている。
上記のように，わが国における保育の質の確保と向
上に向けた大きな動きが進められているのが現状であ
る。

Ⅲ．保育士等のキャリアアップ研修

一方，わが国では保育等のキャリアアップ研修が位
置づけられた。研修のあり方は保育の質の確保と向上
において重要な役割があることは言うまでもない。
保育士等キャリアアップ研修は，2017年に﹁保育士
等キャリアアップ研修ガイドライン﹂3）が示され，全
国で実施されることになった。表１はその研修分野で
ある。この研修は﹁中堅までの職員﹂で﹁若手の指導
等を行うリーダー的役割を与えられて職務﹂にあたる
職員に対して，﹁職務内容に応じた専門性の向上を図
るための研修機会の充実﹂の課題解決のために行われ
るものである。研修体制の充実は，保育者の専門性確
立と保育の質向上のために重要なものである。初任者
から管理職までの職位や職務内容等を踏まえた体系的
なキャリアパスの位置づけを行う第一歩として，キャ
リアアップ研修が位置づけられたことは，わが国の保
育の質向上のための大きな一歩前進といえる。
しかしながら，その課題も大きい。例えば，単に外
部研修を一方的に受講させることが園の具体的な質向
上につながるとは言い難い。つまり，保育の質が向上
するためには，研修のあり方，つまり研修の仕組みや
その質や内容が検討される必要がある。また，研修体
系をどう確立するのか，外部研修と園内研修がどうつ
ながるのか，また研修を受講した職員が具体的にどの
ように園内で役割を発揮するのか，研修の成果をどう
可視化するのか，園内のキャリアパスにつながる研
修体制確立のために研修がどう体系化されるべきか
等々，検討すべき課題は山積している。保育者の専門

性および保育の質向上の維持と向上において，研修シ
ステムの確立とその質は不可欠である。そのため，キャ
リアアップ研修が保育者の専門性確立および保育の質
向上につながるあり方を検討することが必要である。

Ⅳ．「研修転移」と「往還型研修」

﹁研修転移﹂という概念がある。﹁研修転移﹂とは，
その研修で学んだことの効果であり，﹁研修で学んだ
ことが，仕事の現場で一般化され役立てられ，かつそ
の効果が維持される﹂かという問いである4）。そうし
た研修転移に関する研究では，﹁やりっぱなし﹂の研
修は職場ではほとんど実践されないという実態が明ら
かにされている。そして，研修転移を促す方法に関す
る研究も進められ，その中に﹁インターバル研修﹂と
いうものがある。これは，﹁研修で学んだ内容を現場
で実践して，一定期間を経て，また研修の場に持ち帰っ
て検討するというもの﹂である5）。
大豆生田らは研修転移を促す研修方法であるイン
ターバル研修を参考に，﹁往還型研修﹂の開発研究を
行った6）。ここでいう﹁往還型研修﹂とは，この﹁イ
ンターバル研修﹂と同様であり，外部研修で受けた内
容を保育現場で実践し，それをまた次の研修で持ち
寄って研修を行うという，外部研修と現場の取り組み
の往還を繰り返す中で，保育の質向上を実現しようと
する研修スタイルである。﹁往還型﹂とは，園外と園
内の研修の行き来（往還）を意味する。外部研修が外
部研修として完結するのではなく，外部研修で学んだ
内容を園内で実施してみて（あるいは公開保育を行っ
て），その実施内容を次回の外部研修で報告し検討し合
うことを意味している。そのことで，外部研修での学
びを具体的な質向上につなげようとする意図である。
その方法は，一方向性の教授―学習型ではなく﹁双
方向型﹂であり，個別学習型ではなく﹁協同学習型﹂

表１　保育士等キャリアアップ研修ガイドラインの　
研修分野

ア．専門分野別研修
①乳児保育
②幼児教育
③障害児保育
④食育・アレルギー対応
⑤保健衛生・安全対策
⑥保護者支援・子育て支援

イ．マネジメント研修
ウ．保育実践研修

Presented by Medical*Online



　第79巻　第２号，2020� 101　

であり，１回完結型ではなく﹁往還的な継続型﹂であ
るという特徴を有する。そのため，この往還型研修は
キャリアアップ研修の時間数をまとめて行うのではな
く，また継ぎはぎ的にテーマや講師を変えて行うので
はなく，同じ講師チームで３時間×５回程度で連続性
を持って行うという方法をとる。もちろん，必要な最
新情報の教授も行いつつ行うものであり，このような
研修方法を﹁往還型研修﹂と名付けたのである。

Ⅴ．往還型研修の実際

﹁保育士等キャリアアップ研修﹂において往還型研
修の方法を用いて実施した。実際には，横浜市や世田
谷区，広島市，玉川大学等でこの方法を用いて研修を
行った。その科目は，﹁幼児教育﹂，﹁乳児保育﹂，﹁マ
ネジメント﹂，﹁保健衛生・安全対策﹂等である。
例えば，表２は玉川大学で実施した﹁幼児教育﹂の
具体的な研修内容である。
研修は15時間が課されているため，３�月から半年
以内で３時間×５回の研修を企画している。毎回の
大きなタイトルはガイドラインに即した内容を掲げ，
（　）内にその具体的な内容・方法を示している。第
１回の幼児教育の意義では，３時間のうち，おおよそ
１時間で幼児教育の意義についての具体的事例を踏ま
えた講義を受け，次の１時間で講義の中の事例と自分
の実践から省察しグループワークを行う。そして，最
後の１時間で課題の全体共有を行い，自分がこの研修
で課題達成したい幼児教育に関するテーマを設定す
る。この具体的な自己課題設定（チャレンジテーマ）
が重要になる。
その具体的テーマは﹁遊び込む保育の実現﹂，﹁プロ
ジェクト型保育の挑戦﹂，﹁室内の環境構成の見直し﹂，
﹁絵本環境の充実﹂，﹁子どもの姿ベースの指導計画の

挑戦﹂，﹁ウェブ型計画の実施﹂，﹁ドキュメンテーショ
ン記録の実施﹂等，この研修の中で行う必要な最新情
報の提供の内容（テーマ）の中から具体的に自分でやっ
てみたい，あるいは実施可能な内容（テーマ）を選択
する。そのテーマを実際に次回の研修までに少しチャ
レンジし，その具体的な成果を写真等で毎回持ち寄る
のである。これを最終回まで繰り返し，同じグループ
メンバーとのカンファレンスを通して互いに情報提供
を行ったり励まし合い，自己課題を深めたり，広げた
りしていく。結果的にほとんどの受講者は毎回，写真
等の成果を持ち寄り，成果を出しているだけでなく，
最初に掲げた自己課題を超えてさまざまなチャレンジ
を行っている。
このような，具体的なグループワークを中心に，自
己課題を持ちながら，外部研修と園内研修とを往還的
に行うのが，往還型研修の特徴である。

Ⅵ．往還型研修の成果と意義

大豆生田らは，﹁往還型研修﹂の意義とあり方につ

表２　キャリアアップ研修「幼児教育」（大豆生田，他）
・第１回 幼児教育の意義（幼児教育の意義と具体的な実践事

例のカンファレンスを中心に自己課題設定）
・第２回 幼児の発達に応じた保育内容（幼児理解のフォトカ

ンファレンスを中心に）
・第３回 幼児教育の環境（環境構成およびウェブ型記録の

ワークを中心に）
・第４回 幼児教育の指導計画，記録および評価（ドキュメン

テーション作成を通した計画・記録・評価のワーク
を中心に）

・第５回 小学校との接続・あらためて幼児教育の意義（これ
までの成果の整理を通してその意義をまとめ，ポス
ター発表）

表３　研究対象者（平成30年度）の基本属性
項目 人数 ％

所属園の
運営種別

認可保育園（社会福祉法人） 25 37.3
認可保育園（NPO・株式会社） 14 20.9
認可保育園（公立） 10 14.9
小規模保育所 08 11.9
認定こども園 02 03.0
幼稚園 04 06.0
その他 02 03.0
不明 02 03.0

役職

クラス担任 24 35.8
フリー 07 10.4
主任 13 19.4
副主任（学年主任含む） 09 13.5
園長・副園長 06 09.0
その他 06 09.0
不明 02 03.0

性別
女性 62 92.5
男性 04 06.0
不明 01 01.5

年齢

20歳代 07 10.4
30歳代 24 35.8
40歳代 22 32.8
50歳代 13 19.4
その他 00 00.0
不明 01 01.5
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いて探索的に検討することを目的とし，受講者への調
査を実施した6）。横浜市における平成30年度の﹁保育
士等キャリアアップ研修（マネジメント分野）﹂の受
講生119人を対象に，研修最終日（2019年３月）に，
調査の目的および内容やデータのプライバシー保護の
厳守について説明し，回答協力を依頼した。協力への
同意を得られた102人を対象に質問紙調査を実施し，
回答後その場で回収した。①基本属性，②園の保育の
特徴に関する７項目，③研修の成果に関する14項目（研
修の満足度に関する２項目を含む）について回答を求
めた。また，最後に研修を通して感じたことについて
自由記述で回答を求めた。分析には，統計ソフト﹁IBM�
SPSS�Statistics�ver.24﹂を使用した。
研修受講者の基本属性については，表３の通りで
あった。この研修には私立のみならず公立の保育士も
受講しているのが特徴である。また，30・40歳代が中
心となっている。
﹁研修の成果に関する項目﹂への回答結果は図の通
りであり，研修への満足度の高さは顕著にみられた。
﹁研修の満足度が高い﹂という項目については，﹁とて
もあてはまる﹂，﹁ややあてはまる﹂と答えた肯定的回
答が計97.1%，﹁研修を通して多くのことを学ぶことが
できた﹂という項目の肯定的回答は計99% となって
いる。さらに，実際の自らの保育実践に関する変化の
有無については，﹁自分の保育に変化があった﹂とい

う項目に関して，98% が肯定的回答をしており，受
講者のほとんどが，この研修を通して自らの保育実践
の変容を実感していることがうかがわれる結果となっ
た。
各項目の回答結果から，以下のことがいえる。

１．子ども主体の保育への転換

﹁子どもの姿から遊びを展開するようになった﹂，﹁子
ども一人ひとりに丁寧に応答するようになった﹂，﹁子
どもが表現したり，試行錯誤する過程を重視するよう
になった﹂については，肯定的な回答が９割以上となっ
ている。これらの結果から，﹁往還型研修﹂のプログ
ラムを通して，多くの受講生に子ども主体の保育を展
開していこうとする志向性が生まれ，それを実践する
ようになったと感じていることが見えてくる。また，
﹁保育室，園庭等の環境に変化があった﹂という項目
について，肯定的回答が計79% となっており，子ど
もの主体的活動を引き出し，支えていくための環境の
工夫が行われるようになった様子がうかがわれる。
さらに，保育者自身の主体的な姿勢への変化がみら
れる﹁新たにチャレンジしたいことが増えた﹂という
項目は，肯定的回答が計96% となっており，高い比
率となっている。このことから，本研修を通して，多
くの受講者に，園のルーティンや既存の活動に囚われ
ることなく，子どもの姿に即して，日々の保育を自ら
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図　研修（平成30年度）の成果に関して「研修の成果に関する内容の項目」への回答結果
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創造していこうとする意欲的な姿勢が生まれていると
捉えることができる。

２．同僚や保護者との関係の変容

園内の同僚や保護者との関係の変化に関する項目に
ついても肯定的回答の比率が高かった。﹁園内で日常
的に子どもの姿を語り合うことが増えた﹂，﹁保護者へ
の発信の工夫を行った﹂，﹁園内研修のやり方を工夫す
るようになった﹂，﹁クラス外の職員との連携が増えた﹂
の肯定的回答がすべて８割以上となっている。同僚や
保護者との連携を深めるための工夫を行っているだけ
でなく，子ども主体の保育を実践していくうえでは欠
かせないクラス外の職員との連携や，子どものことを
語り合う風土が生まれていることが明らかとなった。

３．成果としての変化がみられにくい内容とその背景

一方，ほかの項目に比べると若干ではあるが変化が
みられにくかった項目としては，﹁園内研修の回数が
増えた﹂（肯定的回答：計68.3%），﹁デイリープログラ
ムを見直した﹂（肯定的回答：計56%）が挙げられる。
園の枠組みとして予め既定されているものに関わる部
分については，研修期間内で変化することは難しかっ
たと考えられる。しかし，それでも半数を超える受講
者の園で，園内研修の回数やデイリープログラムの見
直しは行われている。

Ⅶ．まとめと課題―小児保健領域への可能性

以上のように，保育士等のキャリアアップ研修（外
部研修）を往還型研修で行うことの成果について，実
証的な調査からもその効果が明らかになった。それ
は，受講者が子ども主体の保育への転換につながるも
のであり，同僚や保護者との関係を変えるという成果
があった。その最大の特徴は﹁当事者性﹂であった。
それは，自園のリーダーとしての﹁私﹂の課題やテー
マ（実現したい内容）を設定し，それに取り組んでい
くために，研修での学びや他者・他園の視点を取り入
れるようにすることであった。子どもたちが﹁自分で
選び，決めている﹂ように，保育者自身もまた﹁自分
で選んで，決めていく﹂ことで，研修や実践そのもの

に臨むスタンスが変わってくるのである。研修転移が
起こるためには，ただ外部研修を受講して園で報告書
を提出すればよいのではなく，往還的に行うことの成
果が明らかとなった。
こうした研修は，保育士対象の小児保健領域におい
ても可能であると考えられる。横浜市や玉川大学で実
施したキャリアアップ研修では，﹁保健衛生・安全対
策分野﹂においても往還型研修で実施している。その
中でのチャレンジテーマの例として，﹁保健計画の内
容を子どもが主体的にやってみたい内容にする﹂，﹁看
護師・栄養士・調理師等の連携﹂，﹁子どもの意欲を禁
じない安全対策﹂，﹁災害時の安全対策﹂，﹁園での感染
症対策の充実﹂，﹁予防接種歴や罹患歴の把握の工夫﹂
等を挙げている。本論文で取り上げた科目と同様，ワー
クショップ型で往還的に行っており，毎回，園での取
り組み状況を持ち寄り，最終回にはその成果のポス
ター発表も行っている。こうした実践からも，保育士
対象の小児保健領域においても往還型研修の可能性が
あると考えられる。
以上のことから，往還型研修は外部研修と園内研修
をつなぎ，受講者の当事者性を促し，すべての園のす
べての保育者の保育の質の確保と向上を実現する可能
性があるのではないかと考える。
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