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1．問題

筆者は、所属大学の位置する東京都市部の保育所を中心とした巡回心理

相談の仕事を14年間にわたって行ってきた。開始当初の相談ニーズは、

障害児等の統合保育に関する保育相談と該当児の発達状況の評価（アセス

メント）が主であったが、近年、保育困難児の増加や地域における子育て

環境の問題が顕在化するにつれ、障害児に限らず気になる子どもを含めた

園ぐるみの保育や家庭と園との連携のあり方などの、広汎かつ多様な相談

ニーズが出されるようになってきており、心理の専門家（以下、サイコロ

ジストと呼ぶ）としてもそうしたニーズに十分応えるに足る力量形成が課

題となっている。

では、サイコロジストの専門性とは何であろうか。一般には、カウンセ

リングを念頭に浮かべる人々が多いだろう。カウンセリングは通常、相談

者（患者）が専門家のもとを訪れ、面接を通して直接専門家に悩みを吐露

し、悩みの源を専門家の力を借りて治癒する心理援助技法である。しかし、

保育の場にサイコロジストが出向いて行う巡回相談においては、カウンセ

リングよりも、学校心理学の観点に立つコンサルテーション（石隈、1999）

を導入する方が問題解決に資する点が多い、と考えられる。石隈によると、

コンサルテーションは「異なった専門性や役割をもつ者同士が子どもの問

題状況について検討し今後の援助のあり方について話し合うプロセス（作

戦会議）」である。以下に、カウンセリングと対比させつつ、コンサル

テーションを巡回相談に位置付けることの意義を3点述べる。
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第1は、間接的支援の意義である。巡回相談において、相談者は子ども

本人ではなく、該当児の保育を担当する保育者である。また、サイコロジ

ストとしては、保育者が保育の主体であることを当然のこととして尊重す

る。このような前提に立つと、該当児に対するサイコロジストの介入は保

育者を通した間接的行為にならざるをえない。つまり、直接介入行為であ

るカウンセリングを用いることはできないと考える。このような対保育者

のコンサルテーションは、保育者の力量形成の機会ともなることから、保

育全体への支援に資する、という二次的波及効果も期待できる。

第2は、問題を場の特徴と絡めてとらえることの意義である。保育者の

相談ニーズは、つまるところ、保育集団の一員として該当児をいかに保育

したらよいのか分からない、という点にある。これまでの相談を通して筆

者が強く思うのは、保育者は、巡回相談において、問題をカウンセリング

の中心テーマである心、という内的に閉ざされた事柄（たとえば子どもの心

を理解することが問題解決につながる、など）に帰因させるだけではなく、

保育の場という社会構造と絡めながら問題を状況としてをとらえ、具体的な

保育の手立ての方向性が提示されることを期待している、ということである。

発達障害児の支援策の一つとして学校教育現場で求められている、子ども

一人ひとりに応じた個別教育プログラム（Individual Educational

Program: IEP）づくりへの支援は、保育現場においても求められている

といえる。そこで、サイコロジストは、コンサルテーションを行うにあ

たって、心理としての専門性だけではなく、保育の場に対する基礎知識も

併せ持つことが必要となろう。そのことによって、保育者のニーズを具体

的に把握し、保育の場に実現可能な保育の手立てを見出すこと、つまり、

コンサルテーションを保育の場に活かすことが可能になる。

第3は、互恵性のもつ意義である。先に述べたように、保育の専門家は

保育者であり、サイコロジストはあくまでも心理の専門家である。そこで、

コンサルテーションにおいては、カウンセリングにおけるような患者対専

門家（医学モデル）というような非対称な関係ではなく、専門家対専門家

の双方向的関係（教育モデル）を前提としている。こうした関係性を基盤
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にしながら、互いの専門性が活かされるようにカンファレンスを行う。カ

ンファレンスでは、サイコロジストがまとめた該当児の発達評価を日頃の

当該児の姿に接している保育者の観点を活かして練り直しつつ、保育の具

体的な手立ての柱と保育の見通しを立てて行く。

本稿では、以上3点のうち、第3の互恵性の意義に焦点を当て、筆者が

担当したコンサルテーション事例を保育研修会報告を目的としてのちに保

育者とともに振り返る作業を通して、サイコロジストとして何を学んだの

かを整理する。そのことをとおして、サイコロジストがコンサルテーショ

ンによって保育実践を支援することの意義と課題についての示唆を得、さ

らには研究者として保育者と協働することの意義についての示唆を得るも

のとする。

ところで、保育者とサイコロジストとの協働は、コンサルテーションの

延長線上に実践研究を志向する場合に、保育者の側もサイコロジストの側

も実践における省察（Schön A，1983）を深めることができる。昨今の保

育園・幼稚園は、地域における子育て支援の中心機関としてますます多機

能化、拡大化を迫られており、保育者は日々の保育に追われていて、なか

なか保育を振り返る機会がない。また、保育者が自身の保育の営みを省察

することは案外難しく、第三者の視点を借りることが必要な場合が多々あ

る。せっかくすばらしい保育実践をしていても、保育者はそれに気づいて

いないことがよく見受けられる。また、サイコロジストの方も、年数回の

巡回相談の中では、アドバイスが役に立ったのか、保育者にどう受け止め

られたのか、についてのフィードバックを得ることなく、やり過ごしてし

まうことが多い。双方にとっての実践の省察の機会が、実践研究という営

みを通して得ることができると考える。そこで、本稿をサイコロジストと

保育者との協働による実践研究の試みとして位置付けたいと思う。

では、実践研究では何が明らかにされねばならないのだろうか。たとえ

ば、下山（1996）によると、単に事例報告という形での記述に終わるので

はなく、事例においていかにサイコロジストが仮説生成、修正を繰り返し

ながら実践し、検討しているのか、その循環を記述することが大切である
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という。仮説生成から検討に至る過程において、サイコロジストと対象者

（本稿における保育者）との関係性も変化する、という点が従来の実証型

研究との違いである。

このような循環性と関係性の変化そのものを研究対象とすることの意義

が認識されたのはごく最近のことである。実際のコンサルテーションにお

いては、一方的にサイコロジストの側が発達評価をもとに保育に関するア

ドバイスを行うのではなく、先にも述べたように、日ごろの子どもの生活

を熟知し、保育を実践しているのは保育者であり、子どもの問題状況の背

景を整理し、今後起こりうることを予測しつつ保育の手立てを考えるにあ

たって、保育者との協働は不可欠である。協働によってサイコロジスト側

は自身の事例に対する理解の程度を批判的にとらえ、心理の専門性をどの

ように保育の場に適用すべきかという技能面でのモニタリングを行うこと

が可能となり、そうした技能の行使がいかに効果的であるかについての知

識を得ることにもつながる。こうした互恵性の持つ意義は、従来型の講義

形式よりもグループメンバーにおいて教師役と生徒役を交替しながら相互

に議論を進めつつテキストの内容の意味構築を図る学習形式―相互授業法

―が有効であることを示した、Annemarie S. Palinscar & Ann Brown

(1984, 1989, 1993) による一連の研究成果からも導かれている（注1）。

コンサルテーションは相互授業法と同様、事例の問題状況を共通のテキ

ストとしたサイコロジストと保育者の協働による意味構築である、と考え

られる。本稿では、過去に継続的なコンサルテーション（一般的には、相

談形態から巡回相談と呼ばれているので、以下、事例部分では巡回相談の

呼称を用いる）を行った事例を保育研修会へ向けた発表準備のために振り

返る作業において、サイコロジストと保育者がどのように協働しえたのか、

つまり、この間、どのようにサイコロジストの事例に対するアセスメント

が保育者の意見によって変容したのか、また保育者はサイコロジストの見

方を取り入れることにより、どのように自身の保育の営みを振り返り整理

することができるようになったのかに注目する。保育研修会の実践報告へ

向けての3回にわたる原稿のやりとりとディスカッションにおけるトピッ
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クスを紹介しながら、事例の意味がどのように描き直されたかについて整

理し、大学の研究者がサイコロジストとして保育者と実践を共有し協働す

ることの意義について検討する。

2．保育研修会の概要

・構成と方法

巡回相談担当部署である保育課（現：子育て推進課）主催で、年1回、

11月末に「障害児等保育研修会」が開催されており、現在までに6回が経

過した。開催時間は、保育時間を考慮して、午後1時から5時までの4時

間である。本研修会は、保育園への巡回相談活動を通して統合保育支援を

行ってきているが、相談希望すべてに応じることは予算的・人的に難しく、

それに代わる支援方法として、サイコロジスト（巡回相談と研修会におけ

る呼称に合わせて、以下事例部分では相談員を用いる）の提案によって、

実現に至ったものである。

研修会は、実践報告と実践交流の2部構成となっている。第1部は、実

践報告であり、すぐれた保育実践を当該地域の他園に紹介する目的で行わ

れている。当地域は、山間地区、旧市街地、ニュータウン地区に分かれて

おり、互いを結ぶ交通機関が発達していないことから、保育者間の交流の

機会がほとんどない。また、障害児の療育施設が民間1園のみであり、統

合保育は保育所が担わざるをえない状況にある。保育の悩みを抱える保育

者が孤立しがちなこと、せっかくすぐれた実践を行っていても他園が知る

機会がないという地域の事情が背景にある。

第2部は、実践交流である。これは、実践報告のポイント（4～5を抽出）

をテーマとした保育者主導の交流分科会である。保育者は、交流会のテー

マを事前に行政担当課から周知されており、おのおの関心のあるテーマを

選択し、テーマ別に他園の保育者と同席し、日ごろの悩みや保育実践につ

いて交流する。行政担当者がそれぞれ一名ずつ分科会に参加し、司会をつ

とめる。また、相談員は話がスムーズに流れるよう調整役を担う。実践交
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流をとおして、「他園も同じ悩みを抱えていたことがわかった」「障害児も

健常児も保育の基本は同じだと思った」など、交流を通して保育者同士が

共感し合うことの意義が確認できるような感想が寄せられている。年々交

流会の時間が足りない、などの要望も多い。

・実践報告園の選定方法

すでに継続的な巡回相談を行った事例の中から、当該年度にはすぐれた

保育実践の成果が認められると相談員が判断した中から、保護者、保育者

の承諾が得られた園に限って、実践報告を依頼している。また、園は毎年

違うところに依頼し、担当園が循環するように配慮している。新年度に巡

回相談が開始されるのは5月末からとなるため、推薦園が決まるのは早く

て8月になる。その後、保護者や保育者に打診することになる。保護者に

打診した結果、報告を断念せざるをえないことも多い。また、園の方では、

9月から運動会の練習がはじまり、10月中旬には運動会にひき続き、遠足

などの行事も入るため、11月末の報告へ向けて準備できる時間を捻出す

るのは難しい。相談員と協働で報告準備をすることになっていても、この

厳しいスケジュールの中、二の足を踏む園も少なくない。結局、そうした

中で保護者との連携もうまく取れていて、保育者研修に意欲的な園が毎年

報告を引き受けている。

3．本研修会報告事例の概要

本事例は、2歳児クラスの4月に入園した年から、計3回（年1回）巡回

相談を行った。該当児は軽度発達障害であるが、深刻な経験不足の要素も

絡んで、入園時には全般的な遅れが顕著であり、保育者の保育の悩みは深

かった。その後、園での障害児保育を主導するベテラン保育者が退職する

など保育体制上の変化があり、保育者が保育に不安を感じる時期が続いた

ので、継続相談を行った。着実な保育の積み上げにより、該当児の保育経

過における成長は著しく、3年後にはクラス保育に意欲的に参加し、友達
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との交流も見られるほどになり、問題状況が解消された。

対象園は、私立保育園で、2歳～5歳までを保育している。園では、園

長・主任を中心として、月1回、保育に関する「ケア会議（行事の取り組

み等のための会議とは別）」を開いて、全園で保育方針や保育の手立てに

ついての意思統一をはかっている。

該当児の保育体制は以下とおりであった。

2歳児クラス―子ども23名、担任3名、担当1名。（担任1名は、園内で

もっとも障害児保育歴の長いベテラン保育者。担当は障害児保育に関わる

のははじめてで、10月に該当児担当として加配措置され、以後、持ち上

がりとなる。）

3歳児クラス―子ども32名、担任2名、担当1名。

4歳児クラス―子ども35名、担任2名（内1名は2歳児クラスの時の担任）、

担当1名。

実践報告を担った保育者は、2歳児クラスおよび4歳児クラスの時に担

任をしていた保育者、2歳児クラスから4歳児クラスまでの担当保育者、

保護者への面談を担当した園長の計3名であった。

4．保育研修報告へ向けて行われた保育者と相談員の協働過程

相談員と保育者の事例の再検討を巡るやりとりは、主に記録として残っ

ている原稿と当時の筆記記録に基づいて整理した。検討は、8月末に始ま

り、保育研修会開催の11月末までに3回ほど行われた。

4－1 第1回目（8月末）：草案

相談員として、これまでの保育の取り組みについて紹介する原稿を作成

してほしい、と依頼したところ、担任保育者と担当保育者から次のような

草案が届いた。以下、一部を要約して掲載する。

・担任：「2歳児で入園してきたころは、歩行もおぼつかず、立ってバラ

ンスをとることも難しい状態でした。そして、基本的生活習慣が身につく
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のだろうか？という がとても強くありました。しかし、一年を過ご

しトイレで排泄できるようになってきたPさんを成長した、と感じるとと

もに、ここまで指導されたM先生（2歳児クラスは本担任とベテランのM

保育者の複数担任制であった）にただ ばかりでした。次に3歳児クラ

スにあがると、急に言葉が出始め、会話が成り立つことに ばかりで

した。また、2歳の時に身に付けたものが大切であることを ました。」

・担当：「担任の先生方のご指導を受けながら、自分のPさんへのかかわ

り方に、 であった。その中で、私自身が変わらず

に続けてきたことは、Pさんに向ける である。朝、顔を合

わせたときは、ひときわ元気に『Pちゃん、おはよう』と。3歳中ごろに

は、Pさんの方から、『先生、おはよう』と笑顔いっぱいに話し掛けてく

れるようになった。そして、どんな小さなことでも、ほめてあげられるこ

とを見つけたときには、表情ゆたかに喜びを伝えると、とってもうれしそ

うな顔をする。Pさんと なりたい。素直に感じた思いを、こ

とばにして伝えてきた。しかし、困った顔をして口をポカーンとあけたま

ま動きが止まってしまうとき、何に困っているのかは状況からわかってあ

げられても、自ら気づき、次へ進むためには、どんなことばを伝えたらよ

いのだろうか、と いる。」

草案を読んで、相談員として最初に感じたことは、巡回相談においてす

ばらしいと感じていた保育の営みを必ずしも保育者は実感していない、と

いう点である。まさに、日々、保育を実践している身にとっては、「学び」

（担任）と「反省と改善の繰り返し」（担当）であり、保育者としてPさん

にしてあげられたことよりも、Pさんが成長し、応えてくれたことの喜び

の方が大きく印象的であることが分かった。そこで、相談員は、過去の巡

回相談記録を参照しつつ、印象に残った保育のエピソードをとりあげ、P

さんがどのようにしていて、そのとき保育者はどのようにかかわっていた

のか、また、進級するにつれ、両者の関係がどのように変化したように見

えたのかを一つひとつ語った。すると、保育者の中から、そういえば、そ

試行錯誤をつづけて

同じ気持ちに

明るい声と笑顔

反省→改善の繰り返し

学び

驚く

習う

思い
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んなこともあった、という感想が聞かれるようになった。そして、過去の

保育記録を探してもう一度整理しなおさなくてはならない、と保育者の間

で合意された。この合意に際しては、是非、Pさんの成長を振り返ってみ

たい、という動機付けを促した園長の果たした役割も大きかった。

次に相談員が感じたことは、担任と担当の視点の違いである。担任はク

ラス全体の動きに責任を持っているため、Pさんを少し離れたところから

見ている。それに対して、担当はPさんと一対一対応についており、一心

同体のような存在である。そうしたPさんとの関係のあり方の違いを活か

す事で、Pさんの保育の全体と個を理解する助けになる、と考え、保育の

まとめは担任と担当がそれぞれの立場から行うよう提案した。

4－2 第2回目（10月中旬）：保育記録の掘り起こし

前回の経緯もあって、園長主導で保育記録の掘り起こし作業が始まった。

園の主要行事である運動会が終わって2週間ほどの間に精力的に過去の記

録の掘り起こしやかつて担任であったが退職している保育者（3歳児クラ

ス時の担任）に事実確認をすることなどが行われ、それらをまとめた膨大

な資料（A4の用紙22枚分）が作成された。

4－2－1 担任の作成した資料に基づく検討

資料は、2歳、3歳、4歳の年齢単位に分けて整理されていた。2歳のみ、

運動発達、ことば、生活習慣―食事、排泄、仲間意識・遊び、家庭への支

援に細分されていた。

各時期における記述の中から、当時の保育の中心的なテーマと関わりの

ある箇所を抜粋したものが以下である。

・2歳：「運動発達―入園時、壁をつたいながらのヨロヨロ歩きで歩行も

ままならぬ状態であった。保育室入り口の段差を上ることや座ることもヨ

ロヨロしていたため、保護者の承諾を得てから自由時間を使い、5月から

2ヶ月ほど、 を行った。」「排泄―家庭では紙パンツ使用で

あり、Pさんは排尿や便意を感じていなかった。おしっこが出ても表情が

個別に歩行訓練
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変わらない。そこで、クラスでは、障害児施設に勤務していた経験のある

担任（前回記されたM担任のこと）のもと、 おしっこ

がでた時はお尻をたたいた。そして、でたら“で”、でないときには“な”、

と舌をうごかすよう した。2歳後半になって、で、な、のことばと排

尿意識が一致してきた。失敗もあるがトイレで出るようになる。」

3歳、4歳になると、年度を前半と後半に分け、子どもの様子と保育者

の関わりに分けて記述されていた。

・3歳：「 を設け、午睡前にビーズ通しや豆うつしな

ど、指先の訓練と集中をはかるために行う。また、イメージ力が乏しい為、

週2～3回、絵本―2～3歳児用の短いものーを一緒に見たりする。このほ

かにも他児とともにクラスで遊びを楽しむことも大切にする。」「保護者と

連絡ノートを交わしているが期待したほどには読んでいない様子であっ

た。そこで、 、要点だけをまとめ、短くできるだけ分かり

やすくを心がけた。すると明らかに反応は良く、返事も多く返ってきたり、

的確な答えも書いてくれるようになる。」

・4歳：「専門機関への受診は必要ない、という相談員の評価を聞い

て する。Pちゃんを特別扱いするのではなく、ごく普通に接し、援

助の必要な所では担当保育者を中心に関わってもらう。」

担任は、2歳のときがはじめての統合保育の経験であった。そのため、

ベテラン保育者と担任を組むことになったのだが、賞罰的なしつけは保育

になじまない、とかなり悩んでいたことが分かった。筆者が相談員として

この時に行った巡回相談では、生活習慣の中でこうした賞罰の場面を見る

ことはなかった。また、カンファレンにもそのことは出てこなかった。む

しろ、ベテラン保育者の保育に対する熱意、スモールステップを設けて着

実に指導する姿に感動さえ覚え、当時の保育は適切であるとコメントした。

今から思い起こしても、当時の保育が現在のPさんの発達の基礎を作った

ことは間違いない、と思っている。しかし、それが担任の保育観からは受

け入れがたい負の面を持っていたことに思い至ることができなかったこと

ほっと

書き方を変え

一対一の個別時間

指導

複雑な思いながら



を反省した。園関係者全員が集まるカンファレンスでは、保育者個々の深

い悩みは明らかにされないことを痛感した。一回のカンファレンスでは、

表面化される問題は氷山の一角にすぎないこと、個々の保育者が抱える問

題は明らかになりにくいことを理解した上で、コンサルテーションを進め

なければならないと思った。

3歳、4歳時の資料から、相談員の保育に関するアドバイス、たとえば

保育者の該当児に対する個別のかかわり方のポイントや連絡ノートの書き

方を保育者が取り入れてくれたことが読みとれるなど、コンサルテーショ

ンが役に立ったことが確認できた。

担任の資料に対して、相談員として第1に、時期区分を年齢で分けるか

Pさんの成長の質的変化を手がかりにするか考えてほしいこと、第2に各

時期において最も大切だと思われる保育内容の領域を1～2に絞って選ん

でほしいこと、第3に、書かれている保育の手立ては、Pさんについての

どのような悩みが出発点にあり、そのようにして手立てを決めたのか、そ

の後どのようなPさんの変化が見られたのか、さらにどのような課題が生

じたのかという経過を書いてほしいことなどを伝えた。

4－2－2 担当の作成した資料に基づく検討

印象に残ったエピソードと、それに対する担当としての率直な思いがつ

づられていた。

・2歳：「初めての散歩に帰り道では、疲れたのかペースダウンし、立ち

止まることが多くなってきたときに、一度だけ“抱っこ”してみた。→今

までに子どもを抱く経験の中で、感じたことのない驚きを覚えた。まるで

人形のように感情が何も伝わってこないのである。この子とこれから先通

じ合えることができるのだろうか、と になった瞬間であった。」

・3歳：「三輪車：園庭に出ると、すぐに乗り出す。他の遊びはやりたが

らないので思う存分乗ってもらおう、と思い、遠くから見守ることにした。

時々『ここ（ペダルをさし）に足をのせておしてごらん』といいながら私

が後ろから少しだけ押すとふたこぎほどできる。そのうち、ペダルに足を

不安
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おき、前には進めないが、後ろに下がってみたりしていた。→自分のやり

たいことの意志をはっきり表してくれたことが 。」

・4歳：「Pさん『ねえねえ、先生見て。ハンバーグ。』と近寄ってきた。

丸い形（2つ）の間に、小さめの丸がはさんである。おともだちが『ごま

がのってないよ。』と言うので、小さなつぶをPさんと一緒にのせた。そ

の次にケーキを作りたい、ということになり、そのハンバーグはケーキに

変化していった。同じテーブルのおともだちとバースデーごっこが始まっ

たのだが、Pさんがそのケーキをいじっていると、鬼の形に見えてきたの

で私が『あ、鬼だ。』というと、Pさんは『ピカチューでしょ。』と笑った。

見立て遊びも なってきた。」

資料には、当時の担当保育者がいかにPさんと情動体験を共有していた

のかが随所に表現されていた。このような体験の積み重ねがあったからこ

そ、Pさんは成長したのだということに相談員として改めて気づかされた。

一つひとつのエピソードは、当時、巡回相談の中で議論の中心となった

テーマに則している。順にテーマを列挙すると、人との情動体験を促すこ

と（2歳）、意欲の芽をとらえ要求表現を促すこと（3歳）、そして、遊び

の楽しさを保育者や友達と共有すること（4歳）であった。担当保育者に

とって、巡回相談におけるカンファレンスは、保育を整理する機会となり

得たのではないか、と考えられた。

相談員は、この資料に対して、一つひとつのエピソードは参考になるが、

それぞれのつながりが不明で、突然Pさんが変化したように受け取られか

ねない、つまり、保育とは無関係にPさんが成長したという印象を持たれ

かねないと感じ、該当箇所にコメントを述べた。保育の営みを対象化して

いないことは、担当保育者がPさんと一体化していることの裏返しの現象

であると思われた。そこで、担任に対するのと同様に、担当保育者として

悩んだことをどう解決しようとしたのか、その結果Pさんがどのように変

化したのか、という一連の流れを意識して書いてほしいと伝えた。

楽しく

嬉しかった
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4－2－3 園長の作成した資料に基づく検討

保護者との面談を担当した園長からは、その当時の資料がそのままの形

で送られてきたので、ここでは割愛する。まだ、加工されていない資料で

あったが、そこには、巡回相談を依頼する際に、どのようなタイミングで

保護者にどう説明するかの悩みと承諾を得られたときの安堵がつづられて

おり、改めて巡回相談を依頼する際の園長の並々ならぬ決意を知る機会と

もなった。相談員のコメントとして、能動性の乏しい発達障害を抱える子

どもの保護者に対して、園としてどのような支援ができるのかをまとめて

ほしい、と伝えた。また、担当と担任の文体の違いが気になったので、主

任保育者も交えて、園内調整をはかり、Pさんの成長全体の中で、担任、

担当、園長の役割の違いを振り返り、整理することを提案した。

4－3 第3回目（11月中旬）：完成稿

この間、園内で何度も資料の読み直しと保育者間の視点調整が図られた。

ここにおいても、園長が中心となって保育実践報告へ向けて動機付けを高

め、原稿をとりまとめることなどが行われた。相談員として、私立保育園

においては、園長が保育者の意思疎通や相互調整の要役であることを改め

て認識した。

原稿には、Pさんの発達を中心とした成育史とそれに対する保育の取

り組みと結果が集約された。原稿の中には、記号で担任、担当、園長の違

いが明記され、誰が何をどのように取り組んだのか、その結果Pさんがど

のように変化したのかが、対応するように書かれていた。前回を受けて、

さらに議論を積み重ね、Pさんの歴史がストーリーとして構築されたこと

が実感された。

それぞれの保育者がPさんの事例をとおして考えたこと、悩んだことが

つづられていたので、それを一部要約して以下に記す。

・担任：Pさんが2歳のときに、障害児施設経験のある保育者主導の下で

の保育であったが、私は担任として障害児担当が初めてだったので、戸惑

いが多くあった。たとえば、おもらしでおしりをたたくことには少なから
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ず を覚えたが、今のPさんの成長を見るとき、自分自身是とし

ないことでもPさんのためと思い、実行することで、著しく成長する、と

いうことを実感した。 の必要性の大きいこと、 の重さを強く

感じた。

・担当：4歳児クラスにおいて、日常生活の中でどんな体験がPさんの中

にイメージとして消化されているのかを発見できないために、保育者とし

て働きかける内容と、Pさんの理解するものとがすれ違ってしまうのだろ

うか、と 。普段の会話や保護者からの情報（ノートや立ち話）か

ら重要な ことを心がけ、“ごっこ遊び”につなげていく

ようにした。

・園長：Pさんの行動に対する保育者の声かけに混乱が生じないよう、

する必要があった。月1回のケア会議において保

育の取り組みを確認し、また、必要があればその都度変更し、再度統一す

る、ということを随時行ってきた。組別保育終了後や、土曜日保育も全保

育者が協力した。そこでは、年齢という枠をこえ、Pさんが

として“生きる”ことをみなで共有した。共に食べ、寝、遊ぶ、という基

本的な生活の中で一対一の取り組みはするが、あくまでも集団を意識した

個別の取り組みであった。 ことを大切にした。

最後に、事例のタイトルが決まった。「意欲が乏しく動きのなかった子

どもが関心を外に開いて友達と遊べるようになるまでの保育過程―子ど

も・保護者・保育者がともに育つことを通して」である。Pさんが単に発

達的に遅れていたのではなく、人として生きる意欲や能動性が見られない

状態だったことに保育者たちが少なからずショックを受け、何とかして一

人前の人間として育てなくては、と決意したいきさつが表現されている。

また、副題には、Pさんを育てようとしていたけれども、振り返ってみる

と、保育者自身も保護者も育てられていたのだ、と気づかされた、という

思いが込められている。

集団とともに育つ

一人の人間

園全体で取り組みを統一

テーマを見つける

考えた

責任けじめ

ためらい
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4－4 障害児等保育研修会当日（11月下旬）

実践報告会当日は、時間的制約が大きかったにもかかわらず、保育者は

この間のPさんの事例に対する省察に基づいていかに保育が悩みの連続で

あり、その解決を模索してきたのかを語った。保育に悩みはつきものであ

るが、それを語れるのは保育者以外にはありえないことに相談員として思

い至った。相談員が講演形式で講義するという一般的な研修形態の場合、

保育を考える際の概略的な枠組みが紹介されることにはなっても、個々の

保育者の悩みを受け止め、課題を整理する十分な力にはならないだろう。

悩みが保育者のことばで語られることで、はじめて他園の保育者も自身の

保育を思い起こしたり、事例に寄り添いながら共感していくことも可能に

なるように思われる。

以下に参加者からの感想の抜粋を掲載する。

・貴重な体験のお話が聞け、良かったです。発表された事例に今までの自

分の経験を 、自分なりの学習ができました。

・具体的な成長の様子やかかわり方を知ることができ、大変参考になりま

した。特に感じたことは、園全体で統一したやり方などを決めかかわって

いるということです。園全体で育てているということが と思

いました。

・障害児に対しての取り組みは職員同士の話し合い、健常児とのかかわり

合いなどが難しいです。特に親とのかかわりは難しいです。園長の話の中

にもあったように、親を良く見て、親とのコミュニケーションをとってき

たこと、親の心を開くこと、「 」と思いました。

最後に報告した保育者の感想を掲載する。

・担任：今回の発表を通してPさんに対しての今までの保育を見直すこと

ができました。また、私自身の ごとであった「おしりをたたく」と

いうことにも色々な園のご意見や保育観を伺うことができ、参考になりま

した。Pさんのこと以外にも、 ことの大切さも学びまし

た。

・担当：Pさんとの出逢いから現在までの取り組みやPさんの成長の流れ

他園に目を向ける

悩み

なるほど

すばらしい

重ね合わせ
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の中で、何が大切であったかを ことができました。一日一日進

んでは戻りの繰り返しを積み重ねてきた2年間を、発表という限られた枠

（時間）の中で、要点を絞り、ことばで伝えるということは、本当に難し

いと痛感しました。

・園長：“子どもと育つ、親も園も”ということを実感しました。信頼関

係を得るのみでなく、保育者自身も ことができ、得がたい体験とな

りました。子どもが育つと親も育つ、保育者も育つ。親が、保育者が、育つ

と保育園が育つ。保育園が育つとみな楽しい。良いサークルが育ちました。

5．保育者との協働を通してサイコロジストが学んだこと

3回にわたる事例の再検討の過程を整理することで分かったことは、保

育者とサイコロジストの共通課題としては実践報告へ向けて事例を振り返

り、整理し直すことであったが、それぞれの視点の違いは並存し、視点の

違いを通して課題解決されていった、ということである。たとえば、サイ

コロジストは、コンサルテーションがどのように受け止められ、どう活か

され、その後どのような課題が生じていたのか、という視点から事例を振

り返った。一方、保育者は園内における役割に応じて、園長としては全園

体制づくりという点から、担任は賞罰的にしつける保育の是非という視点

から、担当は該当児との一心同体の密着した関係を対象化する作業を試み

つつ事例を振り返った。当初、協働によってPさんの事例は一つのストー

リーとして編み出される、と考えていたが、実際には、Pさんの事例とい

うのは、Pさんとの関係のあり方で多様なストーリーが意味構築され、そ

れがさらに絡み合って、重層的なストーリーが構築されていくことが、事

例を通して協働することから得られるものなのではないかと考えられる。

三宅（1985）が、一人ひとりはインターラクションの場を使って、各自が

自分の問題を設定して、それを自分の知っていることに基づいて解くので

あって、それぞれのインターラクションの成果として、同じ理解が出てく

るということはむしろない、と指摘していることと重なる。

育つ

思い直す
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一方、こうした個々別々の視点にたった理解が生まれる過程において、

他者との関係を開き、協働することが不可欠であるという側面にも注目す

べきであろう。報告後の感想として、担任は他園の意見を聞くこと、担当

は他の保育者へ向けてことばで伝えること、園長は園内のサークルづくり

によって保育者として学び、育ったと記している。相談員も、コンサル

テーションの意義と課題についての洞察を深める機会を得た。他者へ向け

て事例を開くことで、自分が支えられ、事例に対する洞察が深まり、何を

学んだのかを意識化することができるのである。

他者とのさまざまな関係からどのように自分が助けられるのか、という

課題については、ソーシャルサポート研究が参考になる。浦（1998）によ

ると、認知されたサポートの研究では、人が自らの対人的環境からどれく

らいのサポートを受けることができると認知しているのかの程度を問題と

する。そして、この視点からのアプローチでは、対人関係を複数の機能的

側面に分類してとらえ、それぞれの機能をもつサポートがどれくらい利用

可能かの程度を測定する。このような機能分類に基づいてサポート効果を

検討することは、人がストレスにさらされたとき、そのストレスをいかに

解決するのかを考えるうえで重要な役割を果たすという。この領域の研究

では、一般にサポートを大きく二つに分類する。ひとつは、道具的サポー

トである。これは、ストレスの解決に直接役立つような資源を提供したり、

その資源についての情報を与えるというものである。もうひとつは、社会

情緒的サポートである。これは、資源や情報を与えるのではなく、ストレ

スに苦しむ人の情緒や自尊心、自己評価を高めるよう働きかける形でのサ

ポートである。これら二種類のサポート効果については、それが誰から与

えられるのかが重要であるという。

この分類に従えば、研修会の参加者が困難な保育を担いながら道を拓い

てきた報告事例に対し、「自分の経験を重ね合わせた」「園全体で育ててい

ることはすばらしい」「なるほどと思う」などの感想を寄せることは、事

例報告する保育者に寄り添いながらの共感を表現したものであり、そうし

た表現は報告を担当した保育者（あるいは自己）に対する参加者の社会情
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緒的サポートの提供を意味すると思われる。一方、巡回相談におけるサイ

コロジストによる援助活動は、発達評価や保育の手立ての助言、といった

道具的サポートとして保育者に認知されていることが分かる。それは、巡

回相談自体が保育の問題解決を目的としていることから、保育者がサイコ

ロジストに求めるのは、具体的な対処法の提示であるということと深く関

係している。今回、事例検討を行う過程で、巡回相談を依頼する際の園長

の心のゆれと決断、保育の取り組みを全園で共有しようと努めてきた経緯、

担任のしつけに対する悩み、担当の一心同体でPさんと関わってきた思い、

など事例をめぐる保育者たちの心情に接することができ、改めて、そうし

た情動面に共感しつつ、サポートを行っていくことの重要性を認識させら

れた。

これまでのサイコロジストの専門性についての議論は、発達評価をいか

に正確に実施できるか、いかにカンファレンスで事例のストーリーを一つ

にまとめあげていくのかに傾きすぎていたと思われる。問題状況に対する

作業仮説を立て、検証し、実践仮説を立て、再度検証する、という過程に

おいて、道具的支援ばかりではなく、社会情緒的な支援である悩みの共感

や保育者が見えないところで積み上げている保育実践への共感などが重要

であろう。これについては、サイコロジストがそれを行う、というよりも、

他の保育者からそうした共感を引き出せるよう、促していくことを考える

べきかもしれない。

6．大学の研究者がサイコロジストとして果たしうる役割

サイコロジストは、保育者にとっては、園に所属しない、という意味で

異邦人ではあるが、同じ地域の福祉の一端を担っている、という意味では

協力者である。とくに、今回のようにサイコロジストが園と同じ地域の大

学に所属する場合、サイコロジストは当該地域の福祉ネットワークの一員

として存在しつつ、保育者と地域情報を交換しながら実践に参加し、評価

し、今後の見通しを提示することができる。それは、当面の問題状況の解
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決に資するのみならず、実質的に園内における研修の役割を果たし、その

ことがさらには地域の子育て福祉の向上へと連関していくことが期待され

る。日々、目の前の子どもをどう保育すべきかに追われている保育者は、

十分な時間を割いて保育を振り返ることができない。本事例では、ケア会

議を開催するなど意欲的な取り組みをしていたため、保育が確実に積みあ

がったのだと思われるが、園内会議だけではなく、サイコロジストが参加

しながらの園内研修は、たとえ年数回の“一期一会”に近い機会であって

も、保育課題の整理と省察に役に立つことが、今回の協働を通して明らか

になった。

以上を総合すると、保育実践における知というものは、保育者、子ども

と家族、サイコロジスト、行政などとの社会的ネットワークによって構成

されるというVigotskyの流れを汲む理論が当てはまると思われる。大学

あるいは行政に関わるサイコロジストの果たしうる役割を中心として見た

場合に、ネットワークが社会に開かれることによる知の創造の流れを図示

すと次のようになる（Riley,1993を筆者が本稿に当てはめて改変）｡

図1 サイコロジストと保育者の協働モデル
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図1は、サイコロジストと保育者が協働することにより、新たな実践の

知が生まれ、それぞれが個々の保育者や子どもや家族にとっての知として

拡散していくことを示している。このようなサイコロジストの果たす役割、

特に、地域の大学に所属するサイコロジストにおいては、社会的ネット

ワークづくりにより、地域の福祉向上に資することが期待されている（木

原、2002）。

大学―地域連携について考える際、大学に所属するサイコロジストとし

ては、大学における教育とどのようにして地域における実践（サイコロジ

ストとしての実践）を両立させうるのかは深刻な問題である。大学におけ

る機能のすべてを地域福祉にささげるのは現実的ではないが、大学に期待

される社会的役割の一つとしての保育者養成に関わる一方で、地域の現職

保育者と協働し、悩みを共感しあい、実践の方向性を模索することで新た

な知の創造に参加できればと思う。

注1：相互授業法は、テキストの内容を理解し、記憶することを目的に、グループ討

議に向けた簡単な導入を提供する方法をデザインしたものである。その基本的

なやり方とは、一人の教師とグループから成る生徒が共同で理解しようと試み

ているテキストのある部分の内容について交互に議論を展開していくことであ

る。議論の範囲は自由であるが、4つの方略的な活動、すなわち質問、明確

化、要約、予測を実践する決まりになっている。対話のリーダー（教師役の生

徒）は、主な内容について生徒役の生徒に質問をすることから始め、明確化

をはかり、要点を要約することで終える。グループ内で意見の不一致があれ

ばテキストを読み直し、一致をみるまで議論する。その後、リーダーは未知

の内容について予測できることは何かについて生徒役に質問する。議論を通

して、教師は現在の議論のリーダーや生徒役の生徒の必要に応じてガイダンス

やフィードバックを与える。この方法は、学習者にとっての最近接発達領域を

作り出し、エキスパートの足場と共同的学習環境を具体化するために考案さ

れている。グループの全てのメンバーがテキストのメッセージを理解し、評価

することに共同の責任を負い、意味の共同的構築を行うことを目標としている。
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