久

留

米

大

学

文

学

部

紀

要

社会福祉学科編第10号・第11号合併号 (2011)

保育所見学における学生の気付きと学び
―見学記録の記述から―
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Student's Awareness and Learning in the visit in Nursery School
―Through the Analysis of the Visit Record―
Masahiro OGURI and Yuri NAKAYAMA
【要約】「子どもの姿と保育所の雰囲気にふれ，保育士となるモチベーションを高める．」「子ども
と保育士の姿，保育所の環境と活動および配慮について，学生自身による気付きを通してイメージ
を形成し，授業での学習に備える．」を目的として，子ども家庭福祉コース 1 年生（前期終了時）を
対象に保育所見学を実施した．学生には「園舎全体から」
「保育室から」
「園児の姿から」
「保育者か
ら」の視点を与えた見学記録用紙を配布し，記録の作成を求めた．視点を与えたことにより学生は，
『保育所保育指針』第 1 章「総則」3「保育の原理」に示された内容にかかわり，保育所保育につい
ての幅広い気付きを得ることが出来た．中でも，
「園舎全体から」の「安全で保健的な環境」
「子ど
もに合わせた環境」，
「保育室から」の「環境構成」，
「園児の姿から」の「子どもの性質・発達」
「子
どもどうしの関係」，
「保育者から」の「保育者の資質」
「保育の配慮」
「子どもへの指導」に関して
の気付きが多く見られた．気付きに対する考察についても保育士となる学びとして重要なものが
多く見られたが，
「誤解」と思われるものもあった．今後は，保育所見学による学生のモチベーショ
ン変化を捉えること，見学を通しての気付きがその後の学習にどのように生かされたか，また見学
にあたっての見学先施設との連携をどうするかという点が課題である．
【キーワード】保育所見学，見学記録，気付き，初年次教育

しているが，これまでの取り組みの中で，筆
Ⅰ

はじめに

者らは次のような課題を感じることとなっ
た．

本学における保育士養成は，2008 年 4 月，

2008 年度から 2010 年度現在に到るまで，

文学部社会福祉学科に「子ども家庭福祉コー

子どもコース 1 年次において保育所保育にか

ス（以下，子どもコース）
」が新設されたこと

かわる授業科目は「保育原理」
「教育原理」と

によりスタートした．従来の「保育力」の育

講義科目のみであり，演習・実習・実技は配

成に主眼を置いた保育士養成でなく，「子育

置されていない1)．また，他の保育士（者）養

て支援力」すなわち，子ども・子育て領域に

成校の多くが附属幼稚園・保育所を敷地内ま

かかわるソーシャルワークの能力の育成に重

たは近隣に持っているのに対し，本学はそれ

点を置いた保育士養成を目指し，保育士養成

を持たない．保育現場に直接であれ間接であ

を行う大学・短大には当時あまり見られな

れ，身近に見ることが出来る場，かかわりな

かった，保育士・社会福祉士（受験資格）の

がら，また体験的に学ぶ機会については，2

同時取得を前提としたカリキュラムを編成し

年次終了後の保育実習前には得にくい状況に

た．2010 年度時点では第 3 期生までが在学

ある．それはすなわち，子どもコースに入学
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しても，
「保育士養成校に来た」という実感を

きりしている2)．その目的・将来像に向かっ

得る機会が少なくとも 1 年次の間には非常に

ていくモチベーションをより高めていくため

限られているということでもある．保育士に

に，実際の保育現場に触れさせることは非常

なるという希望に燃える，入学後の比較的早

に有効であると思われる．

い時期に「モチベーションを高める仕掛け」
を打つ必要性が感じられた．

以上のような背景から，子どもコースでは
2009 年度入学生より，「保育所見学」を実施

また，講義科目において保育所保育の実践

している．2009 年度当初は 1 年次の授業が

にかかわる内容について話したとしても，な

終了した春期休暇中（2 月）に行ったが，2010

かなか学生の中でイメージがしにくいという

年度より初年次教育の一環と位置付け，「教

状況もある．中学校の職場体験で保育所や幼

養演習 I」の 1 コマとして 1 年次後期授業開

稚園に行っている，高校が保育コース出身な

始前の夏期休暇中（9 月）に実施している．

どで保育実習（保育体験）を経験している一

この時期に設定した理由は次の通りである．

部の学生を除けば，自分自身の幼児時代に保

①全く基礎知識を持たないまま見学しても，

育を受けた経験以外に，想起できるものが極

ただ漫然と見ることになってしまい，発見や

めて少ない．もちろん，事例や視聴覚教材の

気付きに結びつきにくいため，1 年生「保育

活用などによってこれらを補うことも考えら

原理」の前期終了後の時期とした．

れるが，それとともに保育所保育，子どもに

② 1 年生後期以降の保育所保育についての学

ついてのイメージを形成する必要性が感じら

習において，現場の姿をイメージしながらの

れた．

学習が可能となるように，1 年生の後期が開

近年，高校生から大学生への移行問題，す

始する前の時期とした．

な わ ち「初 年 次 教 育」
（First Year Experi-

③入学直後の落ち着かない時期を避け，また

ment）が大学教育の中で大きくクローズアッ

見学に向けた事前指導が十分行える期間を確

プされるようになってきた．実際，初年次教

保できる時期とした．

育には，大学進学率の上昇などに対応した，

学生が保育所（幼稚園）を訪れて見学する

いわゆる「補習教育」
（Remedial Education）

こと自体は，特に珍しい取り組みではなく，

という側面もあるが，今日ではライフプラ

保育士（者）養成校においては広く行われて

ン・キャリアプランづくりへの導入，学習目

いる．しかし，それらの多くは「見学実習」

標・学習動機の獲得，専門領域への導入など

として位置づけられ，特に短期大学では入学

も含めた取り組みもなされるようになってい

直後の時期に設定されている場合もあるが，

る（濱名，2006）
．

それらも含め，保育（幼稚園教育）実習指導

保育士（者）養成校としての初年次教育の

の一環・導入として行われているものが大半

開発の取り組みとしては，中村学園大学短期

である．その内容も園児と直接かかわる機会

大学部がプロジェクト研究として実施した

が設定されたり，読み聞かせ等の実践が含ま

「幼児保育基礎セミナー」が挙げられる．そ

れるなど，見学実習の範囲を超えて参加実習

の中で，
「大学での学習と生活の基本」の指導

としての内容が含まれていることもある．

の一環として附属幼稚園・保育所の見学を実

この「保育所見学」は，保育実習に向けた

施しており，中でも先に実施される幼稚園見

準備を主な意図とした「見学実習」とは異な

学では，その目的を「園の観察と園の雰囲気

るものと位置付け，以下のような目的をもっ

に触れること」としている（那須，2009）
．保

て行うこととした．

育士（者）養成校の場合，その目的・卒業後

①子どもの姿と保育所の雰囲気にふれ，保育

の将来像が他の学部・学科よりも比較的はっ

士となるモチベーションを高める．
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保育所見学の記録
日

時

年

月

日（

） 学籍番号

配属先

天候

学生氏名
クラス

組（

歳児）

名

【説明された内容のまとめ】

【見学時間中の保育の概要】

【見学で気付いたことと考察】
見学で気付いたこと

気付いたことに関する考察

園
舎
内
全
体
か
ら

保
育
室
か
ら
園
児
の
姿
か
ら
保
育
者
か
ら

【見学中のエピソードと感想】
【エピソード】

【感想】

久留米大学文学部社会福祉学科

図1

見学記録に用いた様式
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②子どもと保育士の姿，保育所の環境と活動

なお，見学施設のうち 1 箇所はこの日は 2

および配慮について，学生自身による気付き

歳以上の全園児，運動会の練習が行われてい

を通してイメージを形成し，授業での学習に

た．また，他の 1 箇所は知育に力を入れてい

備える．

る保育所である．

本稿では，この目的のうち特に②について
着目し，子どもコース 1 年生が見学の視点を

2．見学記録の作成

与えられたうえで保育所見学を行った際，子

学生は，保育所見学終了後に見学記録を作

どもの姿と保育所の環境について，どのよう

成した．見学記録の作成にあたっては，図 1

な点に気付きを得るのか，学生の見学記録を

に示した様式の用紙を作成・配布し，その様

分析することによって探ることとする．ま

式に従って作成するように求めた．記述する

た，その結果から，学生に形成される子ども

内容は，以下のとおりである．

の姿と保育所の環境のイメージについての考

①園長・主任保育士から説明された内容のま

察を行い，保育所見学終了後の各教科目の授

とめ

業における教授内容や指導方法に対する示唆

②見学中の保育の概要

を得ることとしたい．

③見学で「気付いたこと（事実）
」と「考察」
④見学中のエピソードと感想

Ⅱ

研究の方法

このうち，②の見学中の保育の概要につい
ては，1 年次前期終了の段階であり，実習日

本稿でデータとして用いるものは，子ども

誌作成についての授業がなされていないた

コース 1 年生が保育所見学を行った際に作成

め，一般的な実習日誌の様式（時系列で表す

した見学記録である．

もの）ではなく，特に形式は指定せず，文章
による自由記述とした．また，③の「気付い

1．保育所見学の実施
保育所見学は，
以下の要領にて実施された．
日時：2010 年 9 月 24 日（金）
半日実施（午前中）

たこと（事実）
」と「考察」は，「園舎内全体
から」
「保育室から」
「園児の姿から」
「保育者
から」の 4 つの視点から書くこととし，それ
ぞれ左欄に「気付き（事実）
」
，右欄にそれに

対象：本学子どもコース 1 年次（教養演

対応した「考察」を記入することとした．な

習 I 受講者）53 名および再履修者

お，提出期限は保育所見学終了の 1 週間後に

見学施設：Ｋ市内の私立認可保育所 4 箇

行われた「保育原理」授業時とした．

所
実施方法：対象学生を 4 グループに分
け，それぞれの施設における見学
を行う．
本学の担当教員が各グループに
1 名ずつ付き，引率を行った．
日程：９：30〜10：00
園長・主任保育士からの説明
10：00〜11：00
園内・保育見学（グループ内で 3
班に分かれる）
11：00〜11：30 質疑応答

3．見学記録の提出および分析
提出を受けたもののうち，提出期限を大幅
に過ぎたもの，および再履修者（2 年次以上）
を除いた 47 名分を分析の対象とした．
本稿では，見学記録の分析にあたっては見
学で「気付いたこと（事実）
」を中心に，一部
「考察」を含めて分析を行った．分析は，「園
舎全体から」
「保育室から」
「園児の姿から」
「保育者から」の項目ごとに，別々に行った．
分析にあたっては，
「気付いたこと（事実）
」
について書かれた文を単一の意味の 1 センテ
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ンスごとに切片し，その対象とした．それぞ

されている項目に照らして考察できるように

れのセンテンスはカード化し，整理した．

考慮した．

得られた切片数（気付きの数）は，
「園舎全
体から」が 112（1 人平均 2.38）
，
「保育室か

4．倫理的配慮
見学記録は，授業の課題として提出を受け

ら」が 117（1 人平均 2.48）
，
「園児の姿から」
が 96（1 人平均 2.04）
，
「保育者から」が 93（1

たものであるが，後日，学生に対して研究の

人平均 1.98）であった．全項目を通しての 1

趣旨について説明し，研究への利用について

人あたりの平均切片数は 8.89 であった．な

協力を求めた．その際，分析の過程でセンテ

お，いずれの項目においても 1 人の学生の記

ンスごとに切片化して用いること，記述内容

述より得られた切片数の最大は
「保育室から」

によって個人が特定されるものとして提示し

のみ 5，その他の項目は 4 であり，最小はい

ないこと，個人情報については一切使用しな

ずれの項目も 1 であった．

いこと，研究へ協力すること・しないことに

まず切片化したデータを比較し，似た内容

よって利益・不利益が発生するものではない

のものをまとめて小分類を生成した．さら

ことについて説明した．その結果，提出を受

に，小分類をさらに上位の概念でまとめ，大

けた見学記録の研究への利用についての承諾

分類を生成した．大分類の生成にあたって

を得た．

は，
『保育所保育指針』第 1 章「総則」に記載

安全で保健的な環境 (28)

床の素材・マット(5)

ドアノブ・取っ手の位置(4)

施設内の段差(3)

フェンスの高さ(2)

階段のけが防止の配慮(2)

保育室の配置(7)

明るく落ち着ける環境(12)

衛生面(5)

子どもに合わせた環境(24)

遊べる環境(14)

ＢＧＭ(3)

子どもが登りやすい階段(11)

遊具(12)

絵(2)

子どもに合わせたサイズ(6)

コーナー(2)

トイレ(7)
園舎の色(4)
明るさと清潔感(3)

その他の気づき(26)
屋内(3)

屋外(5)

その他(18)

自然環境(8)
()内は切片数

図2

園舎全体からの学生の気付きの分類
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て，保護者への配慮について言及しているも
Ⅲ

保育所見学における学生の気付き

のもあった．また，小分類「BGM」について
は，園内でピアノ曲やクラシック音楽が流さ

1．園舎全体から

れている点について書かれているものであっ

「園舎全体から」の気付きとして学生によっ

た．考察として，子どもたちが落ち着いた生

て書かれたものを，その内容により分類した．

活が送れるよう環境に配慮している点につい

ここでは学生は，必ずしも園舎そのものにつ

て言及しているものもあった．また，小分類

いてだけでなく，園環境全体に関する気付き

「園舎の色」については，色づかいが明るい点

について書いている．分類した結果，図 2 の

について書かれているもの，派手すぎず地味

ようになった．

すぎない点について書かれているものであっ

（1）子どもに合わせた環境

た．考察として，子どもたちが視覚から受け

小分類「子どもが登りやすい階段」につい

る影響の大きさについて書かれているもの，

ては，段の幅が小さく，歩幅の小さな子ども

明るい配色を取り入れることで子どもたちが

でも容易に上り下りできる点について書かれ

明るく楽しく過ごすことができるという点に

ているもの，子どもがつかまりやすい高さに

ついて言及しているものもあった．

手すりが付けられている点について書かれて

（3）安全で保健的な環境

いるものであった．また，小分類「子どもに

小分類「保育室の配置」については，3 歳未

合わせたサイズ」については，机やイスなど

満児が 1 階，3 歳以上児が 2 階など低年齢児

の備品が子どもの体格に合わせてつくられて

のクラスを階下に配置している点について書

いる点について書かれているもの，さらに子

かれているもの，年少クラスの保育室が事務

どもの身体的成長に合わせて各年齢によりサ

室（職員室）のとなりに配置されている点に

イズが異なっていることに言及しているも

ついて書かれているもの，保健室が別棟に配

の，手洗い場などの設備の高さや形，遊具の

置されている点について書かれているもので

サイズが子どもの体格に合わせられている点

あった．考察として，年少クラスのケガ防止

について書かれているものであった．また，

や年長クラスの体力強化に言及しているもの

小分類「トイレ」については，手洗いの蛇口

もあった．また，小分類「階段のケガ防止の

やトイレ（便器）が子どもの体格に合わせて

配慮」については，階段の段の角が丸くつく

小さくつくられている点について書かれてい

られている点について書かれているもので

るもの，さらに子どもの身体的成長に合わせ

あった．また，小分類「衛生面」については，

て各年齢によりサイズが異なっていることに

園児の歯ブラシを保管・消毒する備品がある

言及しているもの，トイレのドア・仕切りが

点について書かれているもの，アルコール洗

保育者が上から園児の様子を見ることが出来

浄液が備え付けられている点について書かれ

る点について書かれているものであった．
（2）明るく落ち着ける環境

ているもの，園児が各自でタオルを持参する
（共用しない）点について書かれているもの，

小分類「明るさと清潔感」については，園

うがいに緑茶を用いている点について書かれ

全体の日当たりの良さや明るさ，風通しの良

ているものであった．考察として，衛生管理

さについて書かれているもの，園舎自体が新

が徹底されている点に言及しているものも

築である点について書かれているものであっ

あった．また，小分類「施設内の段差」につ

た．また，小分類「絵」については，廊下や

いては，全体的に室内など段差が低く抑えら

階段に子どもたちの描いた絵が飾られている

れている点について書いているものであっ

点について書かれたものであった．考察とし

た．また，小分類「床の素材・マット」につ
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いては，床や廊下の足下がやわらかい素材で

きる空間の必要性について言及しているもの

つくられている点について書かれているも

もあった．

の，登って遊ぶ遊具の下に安全のためにマッ

（6）その他

トが敷かれている点について書かれているも

この他，園の敷地全体における園舎の位置

のであった．小分類「ドアノブ・取っ手の位

について書かれているもの，監視カメラや避

置」については，門など園外に出るための扉

難用すべり台など緊急時に備えた設備がある

において，そのドアノブや鍵，取っ手が子ど

点について書かれているもの，保健室内の備

もの手の届かない高い位置に取り付けられて

品について具体的に書かれているもの，水飲

いる点について書かれているものであった．

み場などの設備の配置について書かれている

考察として，子どもの安全に配慮しているこ

もの，園舎や運動場の大きさや広さ，園児の

とや，保護者の安心感につながっている点に

多さについて書かれているもの，給食室の設

ついて言及しているものもあった．小分類

備について書かれているもの，3 歳以上児の

「フェンスの高さ」については，園外との境界

クラス編成について書かれているもの，隣に

のフェンスが高くつくられている点について

建築中の建物との日照関係について書かれて

書かれているもの，屋上のテラスのフェンス

いるものなどがあった．

が高くつくられている点について書かれてい
るものであった．考察として，外部から子ど
もの身を守る効果があることについて言及し

2．保育室から
「保育室から」の気付きとして学生によっ

ているものもあった．

て書かれたものを，
その内容により分類した．

（4）自然環境

ここでは学生は，必ずしも保育室そのものに

「自然環境」の内容としては，木や植物が

ついてだけでなく，保育室の周辺の環境に関

あることやその多さについて書かれているも

する気付きについて書いているものもあっ

の，動物・生き物が飼われている点について

た．一部，
「園舎全体から」に類する記述をさ

書かれているもの，菜園がある点について書

れたものもあった．分類した結果，図 3 のよ

かれているものであった．考察として，命と

うになった．

触れることによる学びや栽培の喜び，自然物

（1）整理整頓

を取り入れた遊び，木陰の存在について言及

小分類「持ち物の整理整頓」については，

したものもあった．

園児一人ひとりの収納スペースがあり，かば

（5）遊べる環境

んや帽子，靴などの持ち物をきちんと整理し

小分類「遊具」については，遊具の数（種

ている点について書かれているもの，自分の

類）の多さについて書かれているもの，遊具

棚であることが判別しやすいよう名前だけで

の中に手作りのものや木でできたものが多い

なくイラストなどで示すよう工夫されている

点について書かれているもの，遊具のつくり

点について書かれているものであった．考察

の工夫について言及しているもの，自分の子

として，子どもたち自身が片づけたり整理し

ども時代と比較して遊具の種類が変わってい

たりできるよう工夫されていることや自分の

る点や，さらにその安全性について言及した

ことは自分でするという自覚が生まれること

ものであった．また，小分類「コーナー」に

につながる点に言及しているものもあった．

ついては，子どもの年齢に合わせてさまざま

また，小分類「遊具・おもちゃの整理整頓」

な遊びや休息など生活にかかわるコーナーを

については，おもちゃがきれいに整理整頓さ

配置している点について書かれているもので

れている点について書かれているもの，遊具

あった．考察として，子どもが自由に活動で

棚が高さの低いものとなっている点について
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()内は切片数
図3

保育室からの学生の気付きの分類

書かれているもの，さらに子どもがおもちゃ

小分類「たくさんの遊具・おもちゃ」につ

を取りやすく見やすい環境となっていること

いては，たくさんの遊具・おもちゃが置いて

に言及しているものもあった．

あり，子どもが自由に遊んでいた点について

（2）動植物

書かれているものであった．考察として，多

小分類「生き物・動物」については，各保

くのおもちゃに触れることで子どもの想像力

育室で生き物を飼育している点について書か

の発展につながることに言及しているものも

れているもの，園内でウサギなど動物を飼育

あった．また，小分類「木のおもちゃ」につ

している点について書かれているもの，考察

いては，特に 0，1 歳児クラスでおもちゃが木

として，命の尊さを学ぶ環境づくりについて

のものでありプラスチック製のものがなかっ

言及したものもあった．また，小分類「植物」

た点について書かれているものであった．考

については，植物が机など保育室の様々な場

察としては，子どもが口に運んだ際の安全性

所にあった点について書かれているもので

について言及しているものもあった．また，

あった．考察として，自然と触れ合う機会を

小分類「手作りのおもちゃ」については，手

作っていることや，子どもたちが穏やかに過

作りの遊具が多いことや，その種類について

ごすことができる環境づくりの一つとなって

書かれているものであった．また，小分類
「遊

いることに言及しているものもあった．

具・おもちゃその他」については，年齢によ

（3）遊具・おもちゃ

る遊具の違いについて書かれているもの，遊
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具の特徴について書いているものであった．

生活しやすい環境となっていることに言及し

（4）健康・安全

ているものもあった．

小分類「手すり・柵」については，0 歳児ク
ラスに小さな柵が取り付けてあった点につい

（6）環境構成
小分類「いろいろなコーナー」については，

て書かれたもの，2，3 歳児クラスの窓に手す

積木コーナーや絵本コーナーなど遊ぶための

りが取り付けてあった点について書かれたも

複数のスペースが区切られている点について

のであった．考察として，子どもが誤って外

書かれたものであった．考察として，子ども

に出ないよう配慮されている点について言及

が自分で遊びを見つけ自主的に遊べる環境と

しているものもあった．また，小分類「机・

なっていることや，片づけの習慣へつながる

椅子の安全性」については，机や椅子の角が

ことに言及しているものもあった．また，小

丸くなっていることや脚に布が巻かれている

分類「ままごと」については，ままごとのス

点について書かれているもの，牛乳パックを

ペースが確保されている点について書かれて

用いて作られた机や椅子があった点について

いるものであった．考察として，スペースを

書かれているものであった．考察として，安

区切ることで遊びに集中することへとつなが

全に配慮されている点について言及している

る点について言及しているものもあった．ま

ものもあった．また，小分類「衛生面」につ

た，小分類「教材的な掲示物」については，

いては，各部屋にアルコール消毒液が設置さ

ひらがなで書かれた歌詞やかけ算の九九，カ

れている点について書かれているもの，歯ブ

タカナ，音階などが掲示されていた点につい

ラシを消毒，保管する箱がある点や，さらに

て書かれているものであった．また，小分類

衛生面への配慮について言及したものであっ

「その他の掲示物」については，子どもたちの

た．また，小分類「清潔」については，保育

作品が掲示されている点について書かれたも

室が清潔に保たれている点について書かれて

の，さらにその掲示物の掲示方法に言及した

いるものであった．考察として，子どもが生

ものもあった．また，小分類「備品の配置」

活しやすい環境となっていることに言及して

については，ピアノが設置されている点につ

いるものもあった．また，小分類「その他安

いて書かれているもの，家具が手作りである

全性」については，保育室にこまごまとした

点について書かれているもの，前日の出来事

ものが置かれていない点について書かれたも

を書いたホワイトボードが設置してある点に

の，おもちゃの大きさについて書かれている

ついて書かれているもの，3 歳以上児の縦割

もの，さらにその安全性にについて言及して

りクラスに机が少なく，子どもたちの遊ぶス

いるもの，部屋の入り口に段差がないよう配

ペースが多くなっている点について書かれて

慮されている点について書かれたものなどで

いるものなどであった．考察として，保育方

あった．

針や保護者への配慮などに言及したものも

（5）子どもにあわせた環境

あった．

小分類「子どもに合わせた設備」について

（7）トイレ

は，洗面台が低く作られている点について書

「トイレ」の内容としては，おむつの交換

かれているもの，成長段階に合わせた部屋の

台やトイレに仕切りやカーテンが設置されて

つくりになっている点について書かれている

いる点について書かれているもの，3 歳未満

ものであった．また，小分類「机・椅子の大

児クラスの保育室内に，扉のあるトイレが設

きさ」については，机や椅子が子どもたちの

置されている点について書かれているもので

体型に合った大きさである点について書かれ

あった．

ているものであった．考察として，子どもが

（8）保育の活動
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子どもの性質・発達(26)
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友達に教える(2)
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保育者との関係(6)

人懐こい(8)
図4

()内は切片数

園児の姿からの学生の気付きの分類

「保育の活動」の内容としては，設定保育

るもの，それぞれの活動に合った服装をして

の活動として行われていることについて書か

いる点について書かれているものであった．

れているものであった．

考察として，子どもたちがどこで何をしてい

（9）その他

るかがわかるよう配慮されている点について

この他，保育室の配置について書かれてい
るもの，保育室の中に設置されている台所に

言及しているものもあった．
（2）子どもの性質・発達

ついて書かれているもの，年長クラスでの食

小分類「子どもの発想力」については，独

卓の配置について書かれているもの，0，1 歳

自の遊びを持っている点について書かれてい

児クラスで音楽が流れている点について書か

るもの，積み木を自由な発想で楽しんでいる

れているもの，子どもたちが室内を裸足で過

点について書かれたものであった．また，小

ごしている点について書かれているものなど

分類「元気」については，子どもたちが明る

があった．

く元気いっぱいである点について書かれてい
るものであった．また，小分類「好奇心」に

3．園児の姿から

ついては，様々なことに興味を持って遊んで

「園児の姿から」の気付きとして学生によっ

いる点について書かれているもの，珍しいも

て書かれたものを，
その内容により分類した．

のをずっと見ている点について書かれている

分類した結果，図 4 のようになった．

ものであった．また，小分類「一生懸命」に

（1）服装

ついては，一つの遊具に集中して一生懸命に

「服装」の内容としては，クラス別に帽子

遊んでいる点について書かれているもので

の色が異なっていることについて書かれてい

あった．また，小分類「楽しそう」について
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は，楽しそうに運動会の練習をしている点に

た．また，小分類「友達を応援」については，

ついて書かれているもの，できる・できない

競技練習をしている際に，子どもどうしで応

にかかわらずみんな楽しそうにのびのびとそ

援し合っていた点について書かれているもの

れぞれの活動を行っている点について書かれ

であった．また，小分類「男女別に遊ぶ」に

ているものであった．また，小分類「発達」

ついては，男児と女児が分かれて遊ぶことが

については，同じ年齢でも月齢によって発達

多い点について書かれているもの，さらにそ

が異なる点について書かれているもの，手を

れぞれ異なった遊び場での男女の比率が偏っ

よく使っていることによって発達が促されて

ている点について言及したものもあった．ま

いる点について書かれているものであった．

た，小分類「友達に教える」については，友

（3）活動の内容

達と物事を教え合っている点について書かれ

小分類「遊びの内容」については，鉄棒や

ているものであった．また，小分類「年長へ

うんていで遊んでいる子どもが多かった点つ

の憧れ」については，年長児の踊りを見なが

いて書かれているもの，
遊びの具体的な内容，

ら年少児が真似をしている点について書かれ

室内・室外の遊びの種類について書かれてい

ているものであった．考察として，年長児の

るもの，さらにそれぞれの発達段階によって

することに興味を持ち，憧れをもっている点

遊びの内容が異なる点について言及している

に言及しているものもあった．また，小分類

ものもあった．また，小分類「知育」につい

「ケンカ」については，ケンカをした後すぐに

ては，知育活動をしているときの集中力，知

仲直りをしていた点について書かれているも

育と遊びを組み合わせた活動について書かれ

の，ケンカの具体的な内容に言及していたも

たものであった．

のもあった．考察として，子どもにも個々の

（4）大人との関係

意見があり，自己主張をしている点について

小分類「保育者との関係」については，保

言及しているものもあった．また，小分類
「思

育者の注意や指示を素直によく聞いている点

いやり」については，年長児が年少児のお世

について書かれているもの，嬉しかったこと

話をしている点について書かれているもの，

を保育者にすぐ伝え，喜びを共有している点

おもちゃを独り占めせず，友達と一緒に使っ

について書かれているものであった．考察と

て遊んでいる点について書かれていたもので

して，子どもと保育者の関係が良好である点

あった．考察として，自分のことだけでなく，

について言及しているものもあった．また，

友だちのことを気遣うことができる点につい

小分類「人懐こい」については，人見知りを

て言及しているものもあった．

せず，興味を持って積極的に話しかけてくれ

（6）その他

る点について書かれているもの，また一度も

この他，発表の際に自分の意見をはっきり

話しかけてくれない子どもについて，兄弟構

と伝えることができる点について書かれてい

成や月齢の違いによるものではないかとして

るもの，園内を裸足で過ごしている点につい

いるものもあった．

て書かれているもの，2 歳児がスプーンや箸

（5）子どもどうしの関係

を使う練習をしている点について書かれてい

小分類「異年齢との関係」については，異

るもの，子どもどうし声を掛け合い協力して

年齢の子どもが一緒に遊んでいる点について

いる点について書かれているもの，きちんと

書かれているもの，同年齢だけでなく異年齢

片づけをすることができる点について書かれ

の名前も覚えている点について書かれている

ているもの，歌のうまさについて書かれてい

もの，さらに異年齢のかかわりによる優しさ

るもの，コオロギの育て方を子ども自身が図

などの心の育ちについて言及したものもあっ

鑑で調べていたことについて書かれているも
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図5

()内は切片数

保育者からの学生の気付きの分類

のなどがあった．

あった．考察として，子どもに安心感や親密
感を与えることにつながるなど，目線を合わ

4．保育者から
「保育者から」の気付きとして学生によっ
て書かれたものを，その内容により分類した．

せて話をすることの大切さについて言及して
いるものもあった．
（2）保育の配慮

ここでは学生は，必ずしも保育者そのものに

小分類「目配り」については，常に子ども

ついてだけでなく，子どもや保護者とのかか

一人ひとりの行動を注意深く目配りしている

わりに関する気付きについて書いている．分

点について書かれているもの，さらに危険な

類した結果，図 5 のようになった．

行動に対するすばやい対応について言及して

（1）保育者の資質

いるもの，子どもを常に見渡せる場所にいる

小分類「笑顔・元気・明るさ」については，

点について書かれているものであった．ま

いつも元気で楽しそうに保育を行っている点

た，小分類「安全への配慮」については，鉄

について書かれているもの，常に明るく笑顔

棒やブランコ，すべり台，うんていをしてい

で子どもたちに接している点について書かれ

る子どものそばで保育者が必ず見守り，体を

ているものであった．また，小分類「子ども

支えるなど安全に気を配っている点について

の話を聞く」については，子どもの話をきち

書かれたもの，子どもの異変にすぐ気づき，

んと聞いている点について書かれているも

すばやく対処している点について書かれてい

の，積極的に声をかけてくる子どもだけでな

るものであった．

く，一人で遊んでいる子どもや自己主張の苦

（3）子どもへの指導

手な子どもにも保育者自ら話しかけている点

小分類「できることは自分でさせる」につ

について書かれているものであった．また，

いては，着替えなど基本的生活習慣で必要な

小分類「子どもの目線」については，子ども

ことを子ども自身にさせている点について書

の目線に合わせるために必ずしゃがんだ姿勢

かれているもの，何でもしてあげるのではな

で話している点について書かれているもので

く，自分でできることはできるまでさせてい
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る点について書かれているものであった．ま
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について書かれているものなどがあった．

た，小分類「いけないことを叱る」について
は，子どもがいけないことをしたら必ず注意

Ⅳ

考察

をし，叱ることについて書かれているもの，
さらに叱る際の大げさな表情について言及し
ているものもあった．また，小分類「ケンカ

1．学生の気付き―『保育所保育指針』第 1 章
「総則」3「保育の原理」から

への対応」については，ケンカを止めずに見

保育士養成は必ずしも保育所の保育者のみ

守っている点について書かれているもの，お

を養成するものではないが，保育所保育にか

互いの言い分を良く聞いて対処している点に

かわる知識・技術の修得なくしては保育士養

ついて書かれているものであった．考察とし

成とは言えないであろう．改めて言うまでも

て，子どもたちどうしで解決する能力を身に

ないことであるが，保育所保育の基本的な考

つけるため，関与し過ぎないことも大切であ

え方については，
『保育所保育指針』では第 1

る点について言及しているものもあった．ま

章「総則」に示されており，保育士養成にお

た，小分類「指導方法」については，子ども

いてはこの考え方をいかに身につけることが

たちのお手本となるよう一緒に踊っている点

出来たかということが問われることになる．

について書かれているもの，良いことをした

ここでは先に挙げた学生の気付きについて，

際に必ず褒めている点について書かれている

『保育所保育指針』第 1 章「総則」の 3「保育

もの，わかりやすく大きな動作で丁寧に教え

の原理」
（2）「保育の方法」
，同（3）「保育の

ている点について書かれているもの，強制的

環境」の記述との関連について検討する．

ではなく自発的行動を促す保育者の言葉かけ

（1）「保育の方法」より

や見守りについて言及していたものもあっ
た．

『保育所保育指針』第 1 章「総則」の 3「保
育の原理」
（2）
「保育の方法」には，以下の通
りの記述がある．

（4）保護者とのかかわり
「保護者とのかかわり」の内容としては，
登園の際に子どもを門まですぐに迎えに行っ
ている点や保護者への挨拶をきちんと行って
いる点について書かれたものであった．考察
として，保護者とのコミュニケーションの大

保育の目標を達成するために，
保育士等は，
次の事項に留意して保育しなければならな
い．
ア

切さについて言及しているものもあった．

子どもが安心感と信頼感を持って活動でき

（5）ジェンダー

るよう，子どもの主体としての思いや願い

「ジェンダー」の内容としては，若い女性
の保育士が多い点について書かれているもの
であり，中には男性保育士の必要性や意義に

を受け止めること．
イ

子どもの生活リズムを大切にし，健康，
安全で情緒の安定した生活ができる環境

言及しているものもあった．

や，自己を十分に発揮できる環境を整える

（6）その他
この他，保育者の言葉かけの声の大きさや
子どもとのかかわり方について書かれている
もの，保育者の服装について書かれているも
の，園長先生が信頼されている点について書
かれているもの，園の保育方針に関すること

一人一人の子どもの状況や家庭及び地域
社会での生活の実態を把握するとともに，

こと．
ウ

子どもの発達について理解し，一人一人
の発達過程に応じて保育すること．その
際，子どもの個人差に十分配慮すること．

エ

子ども相互の関係作りや互いに尊重する
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心を大切にし，集団における活動を効果あ
るものにするよう援助すること．
オ

子どもが自発的，意欲的に関われるよう
な環境を構成し，子どもの主体的な活動や
子ども相互の関わりを大切にすること．特
に，乳幼児期にふさわしい体験が得られる
ように，生活や遊びを通して総合的に保育
すること．

カ

一人一人の保護者の状況やその意向を理
解，受容し，それぞれの親子関係や家庭生
活等に配慮しながら，様々な機会をとらえ，
適切に援助すること．

質・発達」のうち小分類「発達」が挙げられ
る．特に，園内の設備・備品などが子どもの
身体に合わせて作られている点や，少数では
あるが子どもの月齢による発達過程の違いに
ついての気付き・考察が得られている点は重
要である．
また，エにかかわる気付きとして，
「園児の
姿から」の大分類「子どもどうしの関係」
，
「保
育者から」の大分類「子どもへの指導」のう
ち，小分類「ケンカへの対応」が挙げられる．
特に，異年齢の子どもと過ごすことによる心
の育ちや，子どものケンカの場面への着目，
思いやりについての気付き・考察が得られて
いる点は重要である．

このうち，アにかかわる気付きとして，特

また，オにかかわる気付きとして，
「園舎全

に「子どもが安心感と信頼感を持って活動で

体から」の大分類「遊べる環境」
「自然環境」
，

きるよう，子どもの主体としての思いや願い

「保育室から」の大分類「動植物」
「環境構成」

を受け止めること」の部分について，
「園児の

「遊具・おもちゃ」
「保育の活動」
，「園児の姿

姿から」の大分類「大人との関係」
，
「保育者

から」の大分類「子どもの性質・発達」のう

の姿から」の大分類「保育者の資質」
「子ども

ち小分類「子どもの発想力」
「好奇心」
，大分

への指導」が挙げられる．特に，保育者との

類「活動の内容」
，
「保育者から」の大分類「子

関係が良好である点や，子どもの目線に立っ

どもへの指導」のうち小分類「指導方法」が

て積極的に話しかけ，安心感・親密感につな

挙げられる．遊びの様々なコーナーが設けら

がっているなどの気付き・考察が得られてい

れている点や，自然環境や動植物の保育にお

る点は重要である．

ける意味，子どもの発想力や好奇心，保育者

また，イにかかわる気付きとして，
「園舎全

が関与しすぎずに自発的行動を促すかかわり

体から」の大分類「安全で保健的な環境」
「明

をしていることについての気付き・考察が得

るく落ち着ける環境」
「自然環境」
，
「保育室か

られている点は重要である．

ら」の大分類「健康・安全」
，
「園児の姿から」

また，カにかかわる気付きとして，
「保育者

の大分類「子どもの性質・発達」のうち小分

から」の大分類「保護者とのかかわり」が挙

類「元気」「楽しそう」
「一生懸命」
，
「保育者

げられる．特に，保育そのものに目が行きが

から」の大分類「保育の配慮」が挙げられる．

ちな見学において，登園場面における保護者

特に，園舎全体や保育室の環境，また保育者

と保育者のかかわりに着目した視点は特筆で

による安全の配慮についてや，その結果子ど

きる．

もが元気にのびのびと活動に取り組めている

（2）「保育の環境」より

点についての気付き・考察が得られている点
は重要である．
また，ウにかかわる気付きとして，
「園舎全
体から」の大分類「子どもに合わせた環境」
，
「保育室から」の大分類「子どもに合わせた環
境」，
「園児の姿から」の大分類「子どもの性

『保育所保育指針』第 1 章「総則」の 3「保
育の原理」
（3）
「保育の環境」には，以下の通
りの記述がある．
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保育の環境には，保育士等や子どもなどの
人的環境，施設や遊具などの物的環境，更に
は自然や社会の事象などがある．保育所は，
こうした人，物，場などの環境が相互に関連
し合い，子どもの生活が豊かなものとなるよ
う，次の事項に留意しつつ，計画的に環境を
構成し，工夫して保育しなければならない．
ア

子ども自らが環境に関わり，自発的に活
動し，様々な経験を積んでいくことができ
るよう配慮すること．

イ

子どもの活動が豊かに展開されるよう，
保育所の設備や環境を整え，保育所の保健
的環境や安全の確保などに努めること．

ウ

保育室は，温かな親しみとくつろぎの場
となるとともに，生き生きと活動できる場
となるように配慮すること．

エ

子どもが人と関わる力を育てていくた

め，子ども自らが周囲の子どもや大人と関
わっていくことができる環境を整えるこ
と．
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体から」の大分類「明るく落ちつける環境」
「子どもに合わせた環境」
，
「保育室から」の大
分類「子どもに合わせた環境」
，「園児の姿か
ら」の大分類「活動の内容」
，「保育者から」
の大分類「保育者の資質」が挙げられる．特
に，温かな親しみを与える保育者の姿勢につ
ながる気付き・考察が得られている点は重要
である．
また，エにかかわる気付きとして，
「園児の
姿から」の大分類「子どもどうしの関係」
「大
人との関係」
，「保育者から」の大分類「保育
者の資質」が挙げられる．特に，子どもどう
しの関係において多くの気付きが得られてい
る点は，その後の保育実習に向けた子どもに
ついてのイメージの形成に大きくかかわって
くるものと思われる．
この他，
「保育室から」
の大分類
「整理整頓」
，
「園児の姿から」の大分類「服装」
，
「保育者か
ら」の大分類「ジェンダー」と，各項目の「そ
の他の気付き」があるが，
『保育所保育指針』
の上記の記述とは直接結びつかないものの，

このうち，アにかかわる気付きとして，
「園

保育所保育の実際および問題についての大切

舎全体から」の大分類「遊べる環境」
「自然環

な気付きであるといえる．また，
『保育所保

境」，
「保育室から」の大分類「動植物」
「環境

育指針』の上記の記述ア〜カが意図している

構成」
「遊具・おもちゃ」
，
「園児の姿から」の

内容すべてにわたって学生が気付きを得てい

大分類「子どもの性質・発達」
「活動の内容」
，

るわけでなく，またそれらにかかわると思わ

「保育者から」の大分類「子どもへの指導」が

れる気付きの数や内容にもバラツキが見られ

挙げられる．特に，命に触れることや栽培の

るが，1 年生前期終了時点という実施時期と，

意味に言及した気付き・考察が得られている

正味 1 時間という見学時間ゆえの限界とも言

点，自分で遊びを見つけ自主的に遊べる環境

えるが，今回の保育所見学でこれらの気付き

構成について言及した気付き・考察が得られ

を得た経験は，今後，大学での授業において

ている点，室内・室外における遊びの種類に

それらについて学ぶにあたって，先行的な体

ついての気付き・考察が得られている点は重

験として想起されるものとなることを期待し

要である．

たい．

また，イにかかわる気付きとして，
「園舎全
体から」の大分類「安全で保健的な環境」
，
「保
育室から」の大分類「健康・安全」
「トイレ」
，
「保育者から」の大分類「保育の配慮」が挙げ
られる．
また，ウにかかわる気付きとして，
「園舎全

2．視点を与える意味
今回の保育所見学における見学記録では，
「園舎全体から」
「保育室から」
「園児の姿から」
「保育者から」の 4 つの視点から保育所保育
について見学し，また振り返ることが出来る
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ように，図 1 のように 4 つの視点を項目とし

ついては，保育所・保育者の配慮について重

て記入欄を設けた見学記録用紙を作成し，事

要な気付きとなっているが，中には少々，誤

前に学生に配布している．

解ではないかと思われる記述も見られた．た

事前に視点を与えられずに見学を実施した

とえば，
「園舎全体から」気付いたこととして

場合，あるいは振り返りをした場合，見学の

「木や動物がたくさんある（いる）
」を挙げて

視点に偏りが出ることが考えられる．特に，

いるが，その考察としては「目の保養になる」

子どもの活動（遊び）の内容そのものや，保

と書いている．また，別の複数の学生は「保

育室内のかわいらしい装飾などは学生の目を

育室から」気付いたこととして，
「おむつを替

引きやすい．しかし，
『保育所保育指針』第 1

える場所にカーテンがある」
を挙げているが，

章「総則」3「保育の原理」
（3）
「保育の環境」

その考察として「赤ちゃんの羞恥心とプライ

に，
「保育の環境には，保育士等や子どもなど

バシーに配慮」と書いている．すべての誤解

の人的環境，施設や遊具などの物的環境，更

についてここで挙げることは避けるが，これ

には自然や社会の事象などがある．保育所は

らの考察は，保育の配慮についての考察とし

…環境が相互に関連し合い，子どもの生活が

ては必ずしも正しいとは言えないとも思われ

豊かなものとなるよう…計画的に環境を構成

る．だが，先にも述べたように保育所見学を

し，工夫して保育しなければならない」とあ

実施した時点で学生は，保育所保育に関する

るように，保育所保育における配慮はそのよ

もっとも基礎的な学習のみを進めている段階

うな目の引きやすいところばかりにあるので

であり，学生自身による気付きと考察に任せ

はなく，子どもをとりまく環境全体において

た場合，このような誤解が生じることは十分

なされている．学生自身が見学の視点を決め

に考えられることである．学校側としての対

て集中して見学することも意味あることとは

応方法としては，たとえば見学記録に赤ペン

言えるが，今回の保育所見学の目的から考え

を入れて返却し，こうした誤解を「正す」と

れば，保育所の環境全体から幅広い気付きを

いうことも考えられる．しかし，この保育所

得ることこそ重要であると思われる．

見学の目的は，保育所保育について，あくま

今回，見学・振り返りにあたって 4 つの視

で「学生自身の気付き」によりイメージを形

点を項目として与えたところ，すべての学生

成することにあり，
「正しい理解を得る」こと

がすべての項目にわたる気付きを（少なくと

ではない．重視しているのは，学生自身が見

も 1 つ以上は）得て，見学記録に記述した．

て，振り返り，気付き，考察する経験そのも

初めて保育の現場を見学しようとする場合，

のである．その後，大学での学習を続けてい

どうしても目の引きやすいところに視点が集

く中で，それらの考察が誤解であったことに

中しがちになると思われるが，このように視

気付く時が来るものを期待したい．

点を与えることによって，学生の視点を保育

一方で，保育所見学を行う施設によっては，

所内の様々な点に分散させ，幅広い気付きを

学生に固定的な保育のイメージを植え付ける

得ることに繋がったと思われる．

ことになることもあり得る．保育所において
は施設ごとに保育方針に個性がある．大学の

3．学生の「誤解」をめぐって
見学記録において，学生が「気付いたこと」

授業においては，基本的には『保育所保育指
針』に示された内容を中心に学習を進めてい

として記述した内容は，目にした「事実」に

くことになるが，見学する保育所によっては

ついて記述したものであるが，それについて

『保育所保育指針』に示されたものを超えた

の「考察」については，学生がそれぞれに考

形で行われている保育に触れることもあり得

えて記載したものである．多くの「考察」に

る．それでなくとも学生は大学入学時には

小栗・中山：保育所見学における学生の気付きと学び―見学記録の記述から―
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「保育者が子どもに『教える』3)」など，少々間

保育所見学の内容や視点について協議を行う

違った保育のイメージを持っていることが多

ことも重要であると思われる．保育所見学に

い．『保育所保育指針』における保育の原理

あたり，見学先の保育所との連携のあり方に

に基づいて保育を行っている施設を見学した

ついても今後，さらなる検討が必要であろう．

ならば，そのようなイメージは幾分変化する
と思われるが，見学する施設の保育方針に

Ⅴ

謝辞

よっては，当初のイメージが保育所見学によ
り補強されてしまうことも考えられる．保育

本稿の執筆にあたり，見学記録の研究への

所見学を実施する前に，保育所保育の原理の

利用を承諾して下さいました文学部社会福祉

基本的な考え方について，授業でしっかり伝

学科子ども家庭福祉コース 1 年生（2010 年度

えておく必要がある．

入学生）のみなさまに感謝申し上げます．
そして，最後になりましたが，大変お忙し

4．今後の課題
繰り返しになるが，今回の保育所見学を実
施した目的は，以下の 2 点であった．

い中に本学の保育所見学を受け入れて下さい
ました保育所の園長先生をはじめ，保育所の
みなさまに感謝申し上げます．

①子どもの姿と保育所の雰囲気にふれ，保育
士となるモチベーションを高める．
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