
1．問題と目的

　保育園や幼稚園の保育現場において、発達臨床の専門
家による「気になる子」に対する支援ニーズが高まって
いる。「気になる子」とは、明確な障がいや遅れはないが、
発達障がいが疑われる子ども、虐待や不適切な養育を受
けている子どもなど、発達することに「困難を抱えた子
ども」を指す（浜谷2004）ことが多い。しかし、確定した
定義はなく、保育者の視点からは、集団生活になじむこ
とができず、日々の保育のなかで保育者がどのように対
応すべきか悩む子ども（水野2009）に対して広く使われ
ている。そのため、「気になる」原因は、子ども自身、養育、
保育や保育環境など多岐にわたる。
　現場で保育にかかわる保育者達は、これまでの知識や
経験、日々の試行錯誤を通して、保育を工夫していく。
しかし、近年、「気になる子」の問題は急速に多様化して
おり、子ども自身の発達の問題なのか、養育の問題なの
か、保育環境の問題なのかが不明確で、これまで蓄積し
てきた保育の専門性だけでは、子どもを理解することや
保育の工夫を行っていくことに保育者が困難を感じた
り、自信が持てないような事例が増えている。このよう
な状況を背景として、子どもの発達の諸問題に対して心

理学の専門性からアプローチする発達臨床の専門家が、
保育現場に赴いて保育者を支援する方法が広がってい
る。たとえば、近年多くの自治体で導入されるようになっ
た巡回相談がある。また、園内研修会に発達臨床の専門
家が助言者として参加する方法もある。後者に関しては、
平成21年度施行の保育所保育指針において保育の質と
職員の資質の向上のために園内研修の実施が義務付けら
れており、今後専門家が園内研修で保育を支援する機会
が増えてくると予想される。
　ところで、保育者の支援ニーズに応じて専門家が保育
者とかかわるとき、保育者の専門家への依存がおこりや
すいという指摘がある（浜谷他1990）。保育者が専門家
のアセスメントや助言を無批判に受け入れ、保育者の主
体性が失われる危険性があるということである。発達臨
床の専門家が園内研修や巡回相談を通して保育現場にか
かわるとき、現場の状況を無視して発達や心理の専門性
を一方的に押し付けるだけでは保育現場に役立つ支援に
はならない。保育者が保育現場の状況に応じて主体的に
保育を創造し、実践していけるように支援する専門性が
保育現場にかかわる専門家に求められると考えられる。
そのために、専門家は保育者と協働し、現場の問題状況
を理解し、保育者の立場に寄り添っていく姿勢が求めら
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要　旨

　近年、「気になる子」の問題は急速に多様化しており、発達臨床の専門家が、園内研修や巡回相談によっ
て保育を支援する機会が増えている。そこで、これらの相談活動に共通の保育カンファレンスに注目し、
発達臨床の専門家がかかわる保育園の『気になる子』の事例検討会を対象に、保育者と専門家の協働に
よって、保育者が発達臨床の視点をどのように保育実践に活かしていくのかを明らかにし、保育者と専
門家の協働とカンファレンスの在り方及びカンファレンスにかかわる発達臨床の専門家の専門性につい
て考察した。保育エピソード、カンファレンスの観察、保育者へのインタビューを分析した結果、参加者
らが実践を協働で表象し語り合う過程で、問題がとらえ直され、新たな保育の取り組みが生まれること
がわかった。専門家の意見は、問題のとらえ方を転換し、子どもの理解と保育の省察を深めた。さらに、
保育者の抱える困難が共有されることで、保育者は心理的に安定し、保育実践に良い影響がもたらされ
た。また、保育エピソードを使用したカンファレンスが保育者の協働を促す効果のあることが認められ
た。最後にカンファレンスを効果的にする保育者の協働を促す専門性について考察された。
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れる（浜谷2008）。巡回相談を保育へのコンサルテーショ
ンとした研究（浜谷2005、芦澤他2009）では、アセスメ
ントは、保育者と専門家がカンファレンスの相互関係の
なかで協働して練り上げていくものであるとしている

（東京発達相談研究会2002）。しかし、これらの研究では、
実際に、カンファレンスの中でどのような相互作用があ
るのか、保育者がアセスメントをどのように受け止め実
践に活かしていくのかは明らかにされていない。藤崎ら

（2005）は、保育者と専門家との協働に注目し、保育研修
会で事例報告をする保育者らと協働して報告資料を作成
する過程で、コンサルテーションがどのように保育に活
かされたかを学んだと報告している。このように、専門
家自身がコンサルテーションを受けた保育者と振り返り
の作業を行うことで、コンサルテーションが実践に及ぼ
す変化のプロセスをたどることができる。しかし、この
研究では、専門家の助言がその後の保育実践に反映され
たかどうかを省察するにとどまり、カンファレンスでの
相互作用には注目していない。
　一方、カンファレンスでの保育者間の相互作用に注目
し、保育者の視点や意識の変容を明らかにする試みは、
園内研修を対象とした事例検討（大豆生田他1996、吉村
他1997）や発話分析（松井2009）などの形で研究されて
いる。しかし、これらの研究は、外部の専門家の支援者
としての在り方を問題としていない。
　現在、多様な形態で、発達臨床の専門家が支援者とし
て保育現場で相談活動を行っている。そこでは、保育者
とのカンファレンスをどのように展開するのかが支援の
重要なポイントとなるにもかかわらず、カンファレンス
の在り方についてこれまで十分な検討がなされてこな
かった。
　そこで、本研究では、発達臨床の専門家がかかわった
保育カンファレンスをとりあげ、カンファレンスにおけ
る保育者と専門家の協働によって、保育者が発達臨床の
視点をどのように取り入れ、保育実践に活かしていくの
かを明らかにする。それをもとに、保育者と専門家の協
働の在り方を含め、保育者の主体的な保育実践を導くた
めのカンファレンスの在り方とカンファレンスにかかわ
る発達臨床の専門家の専門性について検討する。
　具体的には、ある保育園の「気になる子」の園内検討
会を対象とする。発達臨床の専門家である筆者がアドバ
イザーとして年数回の検討会に継続的に関わった。本研
究では、年間通して行われた検討会とその後の保育経過
を保育者へのインタビューと保育エピソードをもとに分
析する。

2．方法

（1）検討会の概要
　2008年度（2008年4月～ 2009年3月）に計7回行われ
た「気になる子」のケース検討会を対象とする。0歳児
を除き、各クラス1～ 3名の気になる子が報告の対象と
なった。
　ケース検討会は、ほぼ隔月1回のペースで行われ、年
間を通じて各クラス担任が原則2回の報告を行う。1回
目は、子どもの気になる姿を保育のエピソードをもとに
報告し、参加者全員で検討して子どもの理解を深め、保
育方針をたてる。数か月後に振り返りを行い、その後の
子どもと保育の変化を報告する。そこで、継続する課題
や新規の課題を確認して保育方針の修正を行う。1回の
検討会で、3名程度の気になる子の事例を報告する。検
討会の時間は通常保育終了後の午後5時から2時間～ 2
時間半程度である。尚、本研究の対象年度には、0歳児
の報告はなかった。
① 報告の方法
　所定の様式を使用する。様式には、子どもの気になる
姿、考察と具体的対応とかかわり、振り返り（考察）の欄
があり、1回目の報告で、子どもの気になった姿と具体
的な対応を記入し、2回目の“振り返りの会”に、振り返
り（考察）欄に記入をして、2回で完成するようになっ
ている。さらに、気になる姿の事例として、毎日の保育
日誌からエピソードを抜き出し、別紙に提示し、保育者
の考察を付け加える。様式を以下に示す。

子どもの気になる姿 考察と具体的対応 振り返り（考察）
①○○○○　＊1
②△△△△　＊2
③□□□□　＊3

＊1　エピソード①　＋　考察
＊2　エピソード②　＋　考察
＊3　エピソード③　＋　考察

②構成員
　検討会は1年間固定のメンバーで行う。園長、0歳児
～ 5歳児までの各クラスの担任一名ずつ、グループ園の
研修を統括している元園長、および　発達臨床の専門家
である筆者の9名で構成されている。1～ 4歳児の報告
時には、報告クラスの複数の担任が参加する。なお、本
研究対象年度は0歳児の報告はなく、0歳児担任が司会
とまとめを行った。
・検討会の流れ
　検討会は、事前準備（資料作成）、当日の事例報告と検
討（全員での話し合い）及びまとめ（保育方針の確認）、
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その後の保育実践、振り返りの検討会の順に進められる。
準備段階からすべて保育者が行う。図1．は、検討会の一
連の作業過程である。
③発達臨床の専門家（以下アドバイザーとする）の関わり
　検討会の数日前に、事例検討をするクラスを観察し、
対象児の様子、クラスの子どもたちの様子、保育と保育
環境を把握し、暫定的なアセスメントを準備しておく。
検討会当日は、担当保育者の報告と保育者間のやりとり
を重視し、保育者らの要請に応じて、適宜、発達臨床の
視点からコメントを述べる。

（2）手続き
　①分析資料
　2008年度の全7回の事例検討会を分析対象とする。分
析資料は、検討会での報告資料、検討会でのやりとりの
記録、および、検討会に参加した保育者8名全員に個別
に行ったインタビューである。
　インタビューは、報告を行った2歳児から5歳児のク
ラス担任に対しては、2回目（振り返り）の報告が終了
した約1カ月後に行った。1歳児クラスは、1回の報告の
みであったため、その報告が終了した約1カ月後にイン
タビューを行った。尚、0歳児クラスの報告はなかった
ため、全検討会終了後に参加者としての意見を述べても
らった。質問は、「検討会に参加したことで、あなた自身
と保育にどのような影響がありましたか。報告者として
検討会に参加した場合と報告者ではない立場で参加した
場合のそれぞれについて述べてください。」というもの
で、保育者に自由に語ってもらった。尚、インタビューは、
保育園内で個別に行い、一人の聞き取りの時間は約30分
であった。インタビューは、担任ら本人の了承を得てテー
プにとり、逐語録を作成した。

　結果の整理に際し、プライバシーの保護のため、園名
や個人名は出さず、園や個人が特定できないように配慮
した。
②結果の整理
　インタビューの逐語録は、保育者8名それぞれについ
て、報告者として参加したときの語りと、報告者ではな
い立場で参加したときの語りに分け、それぞれの語りの
共通の内容をまとめて整理し考察する。また、初回の報
告から振り返りの報告で保育の変化が大きかった2事例
を抽出し、報告資料のエピソード、カンファレンスでの
やり、および、インタビューでの保育者の語りを総合し
て、事例検討会が具体的にどのように保育者に影響した
かについて記述し検討する。

3．結果と考察

（1）インタビューの分析
　報告者として検討会に参加した場合と報告者ではない
立場で参加した場合に分けて整理し考察する。最後に、
アドバイザーの影響に関する発言を分析する。
①報告者として参加した場合
　報告者の発言の内容を大別すると、検討会の準備に関
する語り、検討会に関する語り、保育の省察に関する語
り、変化に関する語りの4つに大別された。
　準備に関する語り
　「長いスパンで、子どもの姿を振り返る機会になる」「一
人の子どもを振り返る時間を持つことができる」「文章
にすることで問題を整理することができる」「日誌を見
直すことで、自分の保育や子どもの視線に気付く」「整理
することで検討会での議論や意見が理解しやすくなる」

図1．検討会の作業過程

○保育者の行動

○支援者の行動

準備　　　　　　　　　　　報告とまとめ　　　　　　　振りかえり

実践
実践
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など、保育者は、検討会のために資料作りをすることが、
実践の振り返りになり、実践を整理する機会となるとし
て肯定的に評価している。
　保育者は、目の前の子どもの対応や保育の雑多な仕事
に追われ、多忙な日々を送っている。自分の保育をじっ
くり振り返る余裕はない。そのため検討会での報告資料
の作成が、保育の振り返りの機会になっていることがわ
かる。5歳児以外は複数担任であり、検討会に向けて、
担任同士で気になる子の様子とその保育を振り返り、文
章にして整理する。また、日誌の中からエピソードを抜
き出す作業は、振り返りをより具体的にする。
　2名の事例を報告した3歳児の担任は、日誌を振り返っ
たとき、「Aちゃんのエピソードは良いものが多いが、B
君のエピソードは気になる場面ばかりで、自分の子ども
への偏った視線に気づいた」と述べている。このように、
具体的な事例を見直すことで、保育者は、自分自身の子
どもの見方や保育にかかわる問題点に気づく。また、問
題を整理することで、問題意識が明確になり、検討会で
の他者の意見が理解しやすくなると考えられる。
　検討会に関する語り
　検討会の方法と評価に関するコメントに大別された。
　方法については、「固定メンバーなので話しやすい」「エ
ピソードをもとに具体的に伝えられるので、伝えやすく、
検討しやすい」などがあげられている。
　固定メンバーという安心できる人間関係のなかで、エ
ピソードをもとに具体的に子どもの姿を伝えることで、
報告者は、「伝わった」「わかってもらえた」と実感する
と考えられる。また、エピソードを使って子どもの姿を
伝えるという方法によって、参加者がイメージを共有し
やすいことがわかる。
　検討会の評価については、「悩みが解消されてすっき
りする」「客観的な意見が聞けて刺激になる」「人の意見
が参考になる」「自分にはない見方、考え方を知ることが
でき、視野が広がる」「固定的な見方から解放され、見方、
考え方が広がる」などの意見があり、検討会が普段の保
育の悩みや迷いを解消する場として位置づいていること
がわかる。また、自由な意見交換を通して、異った見方
や多様な意見に触れ、子どもの見方や保育に関する視野
を広げる機会となっていることがわかる。
　保育の省察に関する語り
　保育者らは検討会が、子どもと保育について省察する
機会になったと述べている。具体的には、「じっくり子ど
もについて考えることができた」「落ち着いて保育につ
いて考えられた」「漠然と気になっていたことが言語化
され整理されて、問題の焦点が絞れた」「自分の保育の問
題点に気づいた」「自分の子どもへの偏った見方に気づ

いた」「他の保育者の意見から子どもの以前の姿を思い
出すことができ、子どもの変化を確認し保育を考え直す
ことができた」などがあげられる。
　4歳児の担任は、検討会に出て「霧が晴れた」と語った。
2歳児の担任は、「3歳だったらこれくらいできるはず」
と固定的な見方にしばられ、その子自身の育ちや、保育
を考える視点を持っていなかったことに気づいたと述べ
ている。
　このように、検討会で報告し、他者の見方や考え方に
接しながら、自分の保育を対象化して問題を整理し直し、
実践を省察することで、自らの子どもへの視線や保育の
課題点を見出していくことがわかる。
　変化に関する語り
　変化は、子どもと保育者の変化に分けられた。保育者
の変化は、さらに具体的な行動の変化、意識の変化、及び、
心理的変化の3つに分けられた。
　子どもの変化に関する語りは、「子どもがおだやかに
なった」「パニックがなくなった」「子どもから話しかけ
てくるようになった」「毎日少しずつ変化しているのが
わかる」などであった。
　保育者の変化については、行動の変化として、「子ども
への対応が変わった」「子どもへの対応が安定した」「子
どもの様子に動じず、落ち着いて対応できるようになっ
た」などである。見方の変化では、「子どもの見方が変わっ
た」「子どもが可愛いと思えるようになった」「問題と思っ
ていたことが、良い点としてとらえられるようになった」

「子どもへの視線がやさしくなった」などである。また、
「大人が落ち着いて過ごすようになると、子どもも自然
に落ち着いてくるのがわかった」というように、大人の
行動と子どもの行動を関連付けて述べているものもあっ
た。
　心理的変化では「焦りがなくなった」「聞いてもらって
楽になった」「落ち着いた」「迷いがなくなった」「気持ち
にゆとりができた」「イライラしなくなった」など、心理
的に安定したという意見が多かった。
　これらから、検討会での話し合いを通して子どもへの
理解が深まり、子どもの見方や子どもへの関わりが変化
し、その結果、子ども自身も変化していることがわかる。
また、保育者の視線の変化や保育の変化の背景には、検
討会でのやりとりを通して、保育者が心理的に安定した
ことが大きく影響していると考えられる。心理的な安定
には、「聞いてもらって楽になった」というように、担任
の抱える困難を保育者間で共有し、サポートが得られた
という安心感が影響していると考えられる。また、「焦
りがなくなった」や「迷いがなくなった」というように、
子どもへの理解が深まったり保育方針が定まることで、
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保育が安定したことがわかる。つまり、検討会で新たな
保育方針が共有され、安心して保育に取り組めるように
なったということである。また、みんなに理解してもらっ
ている、みんなに支えられているという気持ちがゆとり
になり、ストレスの解消になっていると考えられる。
②報告者以外の立場で参加した場合
　検討会の方法についての意見と、影響についてのコメ
ントに大別された。後者については、他クラス担任とし
て役立つ、自分の保育に役立つ、心理的な影響を受ける、
の3つに分けられた。
　検討会の方法
　「エピソードを使った検討は、子どもの姿がイメージ
できてわかりやすい」「エピソードに考察がついている
ので、その保育者の見方や考え方を知ることができる」

「振り返りの会があるので、子どもの変化を知るのが楽
しみ」というものであった。
　同様の保育の専門性を持つ保育者にとって、具体的な
エピソードを用いる報告は、子どもの姿を共有するのに
有効な方法であり、エピソードの考察によって、他の保
育者の見方を知る機会となっている。また、振り返りの
回を設けることで、保育の成果を確認したり反省する場
が保障されていることが評価されている。
　検討会の影響
　　他クラス担任として役立つ
　「他クラスの事情が理解でき共感できた」「その子と他
の子の関係がわかった」「クラス交流のときに役立つ」「他
クラス担任として今後の対応や接し方を考えることがで
きる」などがあげられた。
　このように他クラス担任として、対象児との対応につ
いて理解が深まったことがわかる。
　　自分の保育に役立つ
　「自分の保育の参考になる」「クラスの子どもへの関わ
りにゆとりが持てるようになった」「保育の見通しがも
てた」「見方が広がった」「様々な保育を知ることができ
る」などの意見が出された。
　報告を聞く立場で参加したときも報告者となったとき
と類似の効果が得られることがわかった。つまり、一同
が場を共有し、事例を共通に表象することで、同席して
いる保育者たちは、自分自身の事例や保育上の悩みとの
共通点を見出し、自分自身の抱える問題と重ね合わせて
話し合いに参加していると考えられる。
　心理的影響

「自分のクラスの事例も聞いてもらいたくなった」「自分
一人で抱えこまなくてもよいことがわかり安心できる」

「保育方針がきまって報告者がすっきりする様子を見て
いて、自分もそうなりたいと思う」「共通理解できている

と安心」などの意見があった。
　検討会の場が、保育上の悩みを聞いてもらい、共感し
てもらい、解決に向けてみんながサポートしてくれる場
として、保育者にとらえられ、保育者の心理的安定に寄
与していることが確認できた。
　最後に、アドバイザーがはいることで良かった点とし
て、以下のような意見があった。
③アドバイザーの効果

「保育者だけだと様子をみようということになるが、保
育の新しい試みについて話し合える」「全く異なった見
方を知ることができる」「子どもの内面がわかり、子ども
の見方が変わった」「専門的な視点が加わり、話し合いが
深まる」「客観的な意見が聞けるので見方が広がる」など
が語られた。このように、異なった視点が提供され、子
どもの見方が変化したり、保育者の視野の広がりや柔軟
な見方が生まれ、議論が深まっていくことがわかる。す
なわち、保育者とは異なる専門性は、子どもの理解を深
め、保育者の視点の転換や視野の広がりに寄与し、議論
の幅を広げる可能性があるといえよう。
　以上より、「気になる子」を検討する保育カンファレン
スによって、保育者が受ける影響と、その後の保育の変
化、および、その変化に対するアドバイザーの関与につ
いてまとめると次のようになると考えられる。
　事例報告をする保育者は、資料作りの作業を通して、
一人の子どもの姿に焦点をあてて保育を振り返り、問題
意識を明確にする。その過程で、自分の保育について様々
な気付きをする。検討会では、エピソードを用いて参加
者が実践を表象し、協働で省察の作業を行う。報告者に
とって、その作業は、自分の保育を対象化し見直すこと
になる。報告者は、参加者と語り合うことを通して、新
たな振り返りの視点を得て問題をとらえ直し、新たな保
育方針をたてる。また、アドバイザーの意見は、子ども
に対する新たな見方や視点の転換を生み、子ども理解と
保育の省察を深める効果がある。
　協働で実践を表象することによって、報告者だけでな
く、報告者以外の参加者の省察も促される。子どもの姿
を共有することで、他クラスの担任として、対象児への
関わりを考えるようになるだけでなく、自分自身の保育
の振り返りをする。参加者からの意見は、自分の保育へ
の意見として取り入れられる。
　このように、協働で実践を表象することは、子どもの
理解を深め、保育の在り方を見直し、新たな保育実践を
創り出す。さらに、報告者の抱える困難が共有されるこ
とで、報告者の心理的負担が軽減される。また、協働で
保育の方向性を見出すことによって、報告者は、周囲か
ら支援されているという安心感を得ることができる。報
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告者だけでなく、その他の参加者も同様の安心を感じ、
自分も検討してもらいたいという参加意欲を持つ。
　このような心理的なサポートによって、報告者は、自
信をもって新たな保育に取り組む。保育者の心理的安定
と新たな取り組みによって、子どもは安定し変化する。
　この過程を示したのが図2である。
　次に、報告事例によって具体的に変化の過程を検討す
る。

（2）事例の検討
　検討会で報告された事例の内、検討会後の変化が大き
かった2事例（事例PおよびQ）をとりあげて、検討会で
使用した保育エピソード、検討会の観察記録、および、
保育者へのインタビューから検討会による影響と変化の
過程について検討する。事例Pは、参加している保育者
らの意見によって、担任がPに対する保育の在り方につ
いて見直し、子どもの変化につながった事例である。事
例Qは、アドバイザーの意見が担任のQに対する見方に
変化を与え、保育者とQの関係が改善された事例である。
①事例P（4歳児女児）
　P児の概要：3歳児で入園した。それ以前は家庭で過ご
し、集団生活の経験はなかった。初めてのことへの抵抗
感が強く、食事を始め生活習慣が身に付きにくく、保育
者をてこずらせることが多かった。また、強く誘ったり
促すと、大泣きしパニック状態になった。そのため、保育
者は、P児の状態をみながら無理強いしないようにして
いた。パニックのような状態は、3歳児クラスでは顕著
であったが、4歳児クラスでは少なくなっていた。集団
活動に対する抵抗感が強く参加しないことが多いが、自
由遊びでは、クラスの子どもたちと関わる姿が見られた。

　カンファレンスでのやりとり：初回の事例検討会で、
担任からP児の気になる点として、「やりたくないこと
はしない」「はじめてのことに抵抗感が強い」「自意識が
強い」の3点が出された。以下は、検討会の資料に記述さ
れた「やりたくないことはしない」のエピソード（エピ
ソード①）と担任の考察である。
エピソード①  ―お箸orスプーン―

　食事のときPちゃんは、クラスで一人だけまだスプー
ンを使っているが、そろそろお箸にしてもいいかなと
思い、調理室のAさんに頼んで、スプーンを出さないよ
うにしてもらった。Pちゃんが調理室にスプーンをも
らいにいくと、調理師さんが、「ほら、スプーンないの。
先生（担任）に聞いてみて？」と言ったところ、そのま
ま部屋にもどり、何も言わずに席に座っていた。どうす
るのかと思って見ていると、手で食べだした。「Pちゃ
ん、手で食べないよ。」と言うと、「だって、おはしきら
いなんだもん!」と言って手で食べ続けた。何度か「手で
食べないよ」と言っていると、席を立って廊下へ出よう
としたので、「待って、どこにいくの？」と引きとめると、
ニコニコしていたので話をしてみることにした。
担任「Pちゃんどうしてスプーンがいいの？」「お箸が
持てないの？　わかった、手が小さいんだね。」
P「大きいよ」
担任「スプーンは赤ちゃんのお部屋にあるから、明日は
向こうのお部屋で食べる？」
P「やだ」
そのようなやりとりが続いたあと、結局「ねむいんだも
ん」で終了。
今後もおうちと連携しながらお箸に誘っていこうと思
う。
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エピソードに対する担任の考察：
　その後も何度か彼女に箸をすすめたが、「Pちゃん、
箸やーだー !　スプーンがいいんだもん」の一点張り。
彼女が見ていないうちにそっとテーブルに箸をおいて
おくと「やーだー」と言いながら片付ける。自分の嫌な
ものは見たくないといった具合。話していると、どう
しようかな・・と考えているような様子もうかがえる
ときがあるが、結局食事を片付けてしまったり、眠い
といって着替えてしまう。食事は満足にできなくても、
自分の意思を曲げない。変わってしまうことへの抵抗
感があるのではないかと思う。

　カンファレンスでは、当初、担任の「Pちゃんが箸で食
べられるようにしたい」という気持ちを聞き、保育者間
で、「箸で食べられるようになる工夫や誘いかけ」につい
て意見が交わされた。そのとき、一人の保育者が、「箸に
こだわる必要があるの？」という意見を述べた。「箸にこ
だわるより、食べることが大事なんじゃない？　食べず
に寝てしまうことは良くないと思う。」という意見をきっ
かけに、議論の流れが変わり、「箸にこだわるより、楽し
く食べることが大事」という視点で議論が展開する。ア
ドバイザーは、この事例は、やりたくないことはしない
というより、新しいことへの抵抗感の強いPちゃんの特
徴を示すエピソードと言えるのではないか、新しいこと
に対して不安になりやすいPちゃんの特性を理解する必
要があるだろうという意見を述べた。その後、3歳児ク
ラスでPちゃんの担任であった保育者から、去年に比べ
ると激しく泣くことが少なくなったこと、大人に慣れる
のも早くなったことなどが話された。「3歳児のときは、
新しい人をまったく受け入れなかった。知らない大人が
部屋にいると、部屋から出て行って入ってこられなく
なっていたのに、4歳児になって、4月の半ばにはクラ
スになじんでいる様子が見えてすごいと思う。」という
意見をもとに、これまでの変化や成長について様々な情
報が出され始めた。また、P児は、「あるとき突然変わる
ことがある、例えば、プールに入るのをあんなに嫌がっ
ていたのに、土曜保育のとき突然入った」という意見が
出され、4歳児担任も「そうなの、急に変わることがある」
と共感し、「お箸も急に持つようになるかな。あわてなく
てもいいね。」と述べ、子どもたちと一緒に楽しく食べる
ことを重視し、お箸への切り替えは長期的な視点で取り
組んでいくという結論に至った。
検討会後の担任へのインタビューの語りより
　担任は、検討会後のインタビューで次のように語って
いる。

「Pちゃんの見方が変わった。周りの子と合わせた方が良
いのだろうとどこかで思っていて、急がせすぎたなって

いうのがあって、“それはまだいいんじゃない”っていわ
れて、“あっ、そうか”と思い直して、今は無理にすすめ
ないで、スプーンで様子をみるようになって自分の中で
は良かったかなって。（中略）　気が楽になりましたね。

“まあいいか”と思う部分と“それじゃだめだ”と思う部
分があったけど、言ってもらったことで“まあいいか”
と思えるようになって楽になりましたね。それから、“前、
こうだったよね”と言ってもらえることで、“そうだった”
と思い出すことができて、これまでの過程を思い出すこ
とができて、改めて（これからのことを）考えられる。」
　このように、担任は、保育をとらえ直し、保育方針に
迷いがなくなり安心して以後の保育に取り組むことがで
きるようになったことがわかる。
　ここでは、「お箸にこだわる必要があるの？」という
意見から議論の流れが変わった。担任は、クラスの他児
と同じようにPに早くお箸を使ってほしいと望んでいた
が、その意見をきっかけにPの成長を考える上で、何を
優先して取り組むべきかという視点で保育の在り方を見
直した。また、語りあうことで、これまでのPの成長過
程を振り返ることができ、P児の変化を確認することが
できた。その結果、長期的な視点をもってゆっくりと取
り組めば、ある時期に変化するであろうという保育の見
通しを持つことができた。焦りがゆとりに変わり、新た
な保育への意欲が生まれている。カンファレンスでアド
バイザーは、新しいことに対して不安になるPの発達特
性について情報を提供した。新しいことへの不安が強い
という特性は、慣れるのに時間がかかるという議論へと
発展し、時間がかかるが確実に変わっていくという意見
の展開への足がかりとなったといえよう。
②事例Q（4歳児、男児）
Q児の概要：0歳児で入園した。2歳児のころから、他児
との関わりが少なく一人遊びが多かった。また、水道で
水を流して一人で遊び続ける、遊びが広がらないなど気
になる点があった。その後、友達との関わりは徐々に増
えたが、4歳児クラスで、特定の子どもに一方的にかか
わることや特定の遊具にこだわることなどについて担任
は気になっていた。また、担任とQとの関係が深まらな
いこと、Qの行動が理解できないなどについて悩んでい
た。
カンファレンスでのやりとり
　検討会では、「特定の遊具にこだわりがある」「特定の
子どもに対して強い言動をとる」「同じ場面で決まった
質問をする」「自分のした行動の理由を説明できない」が、
担任から気になる点としてあげられた。以下は、「特定の
子どもに対して強い言動をとる」という点について、担
任が記述したエピソードとその考察である。
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エピソード②  ―特定の子に対して強い言動をとる―

　最近何かとCちゃんに接近するQちゃん。「Cちゃん、
あそぼ」「Cちゃん、それずるいよ」「Cちゃんお片付け
だよ」「Cちゃん、仲間いれて」「Cちゃん、ありがとう
は？」など。きっぱりと拒否できないし、受け入れるこ
ともできないCちゃんは、つい黙ってしまうこともし
ばしば。今朝も早朝保育の部屋から自分のクラスの部
屋へ移ると、Qちゃんは、早速「Cちゃん、一緒にあそ
ぼ!」と何度も声をかける。逃げるように歩きながら部
屋の隅まで追い込まれたCちゃん。苦肉の策として「恥
ずかしいから遊べない・・」とポツリ。しかしQちゃん
は、「それ、ズルだよ!」とCちゃんを責める。見ていて
いたたまれなくなり、私（担任）は「なんで、ズルなの!」
とQちゃんに声をかけた。すると、『まずい!』という顔
をするQちゃん。その後「もう、先生はいい!」と言いな
がら行ってしまった。
エピソードに対する担任の考察：
　よく見られる状況で、Qちゃんが強い態度をとる子
どもが他に2、3人いる。その子どもたちに共通してい
るのが『言い返せない』ことである。特にCちゃんは最
近声をかけられることが多く、QちゃんのCちゃんに
対する想いが感じられる。彼女の気を引きたいという
気持ちもうかがえるが、遊んでいてQちゃんが強いま
までいられるからなのかなとも感じる。

　カンファレンスで担任は、このような他児への一方的
な関わりが増えてきていて心配だと語った。担任は、こ
のような特定の子どもへの関わりをQの“こだわり”と
とらえ、Qのもつ特徴であると考えていた。ただ、周囲
の子どもたちを守るためにも、周囲とどのように調整す
ればよいのかがわからず悩んでいた。また、担任は、自
分自身とQとのコミュニケーションにも難しさを感じて
いた。本エピソードにもあるように、Qと話をしようと
しても逃げてしまう。あるいは、「先生、嫌い!」と拒否的
な態度をとることが多い。注意すると謝ることもあるが、
感情がこもっておらず、反省しているとは思えないなど、
担任は自分の思いがQに伝わらないと感じていると語っ
た。
　エピソードをもとに、参加者でQの状況を確認した。
昨年度の担任らから、以前は一人遊びが多く、子ども同
士の関わりが少なかったことが語られ、4歳児になり他
児との関わりが増えているという報告が複数の保育者か
ら出され、他児との関わりが増えたことで、トラブルも
増えてきたのだろうという意見が交された。
　アドバイザーから、Qは他児への関心が強くなり、関
わることが増えてきたが、一方的にかかわるためエピ
ソードのような状況が生まれていると考え、次のように

伝えた。一般に4歳児クラスの子どもたちは他者の意図
や感情などを理解し始めるが、Qは、他者理解の発達が
未熟で、相手が嫌がっていることがわからず、自分の思
いのみで一方的にかかわるため相手とのトラブルになっ
てしまう。また、言葉を文字通りに受け取ってしまい、
遠まわしな表現を理解することが難しいため、Cのよう
に、あいまいな拒否の仕方はQには伝わりにくく、なぜ
遊べないのかを理解できないのではないか。
　その後、担任を含め参加者のQの見方が、人へのこだ
わりが強い子どもという見方から、Qは友達への関心を
広げているという肯定的なものに変化していった。また、
対人関係にかかわる特徴に関しては、大人しい子を追い
つめる困った子どもという見方から、関わりたい気持ち
を周囲から受け止めてもらいにくい子どもという見方に
変わっていった。そして、Qと他児の両者の気持ちを尊
重して、他児との対等な関係を築いていけるような保育
者の援助が必要であるという視点から話し合いが行われ
た。さらに、Qが担任に拒否的な態度をとることに関し
て、アドバイザーは、Qは状況に沿った言葉のニュアン
スが分かりにくく、否定的な言葉に敏感に反応する。そ
れが、友達への攻撃的な言葉や、担任に対する拒否的な
態度になっているのではないか、さらに、言葉が流暢だ
が、深い意味が分かって使っているわけではないので、
Qの言葉に振り回されないように落ち着いて対応した方
が良いだろうという意見を述べた。
検討会後の担任へのインタビューの語りより
　担任は、検討会後のインタビューで以下のように語っ
ている。

「Qちゃんは、私に対して、“いやだ”、“嫌い”という否定
的なことばが多くて、すぐそっぽを向いて、全然取り合っ
てくれないので、“じゃあ、いいです”って今までは言っ
てたんですけど、ケース検討会で、あっ、それじゃだめ
なんだなって痛感したんですよ。それから、“いやだ、先
生きらい、あっち行って”って言われても、“わかった”っ
て言って、こちらが、落ち着いて話をするように心がけ
たんです。Qちゃんのペースに乗せられることなく、そ
れはそれでいいけどって。同じ内容を言うにしても、私
が落ち着いて言うようにしたら、Qちゃんが変わってき
たんです。　（中略）　Qちゃんから　“ねえ、先生”って
話しかけてきたんです。・・（中略）私を拒絶していると
いう見方から、私の言葉を拒絶しているんだって考えら
れるようになって、私を丸ごとシャットアウトしている
んじゃないんだっていう考えに変わりました。（中略）“先
生、Qちゃんのこと好きだから、待ってるからね”って
声をかけるようになりました。」
　担任の語りから、検討会での話し合いを通して担任の

芦澤： 発達臨床の専門性は保育カンファレンスで保育者をどのように支援するか

－ 32 －

93547帝京教育_校了.indb   32 2010/04/03   22:26:43



Qに対する見方が変化したことが分かる。担任はQのこ
とを、自分の思いが伝わらない関わりにくい子と考え、
保育することへの困難を感じていた。その背景には、自
分がQから拒否されているという思いが関係していた。
検討会での話し合いを通じて、Qに対する理解の仕方が
変わり、担任は、Qへの伝え方を変える必要があること
を実感し、Qの言動に動じることなく、一貫した安定し
た態度をとるようになった。その結果、Qは担任を信頼
し、両者の関係が築かれていくことになる。この関係の
変化が、保育全般に影響したと考えられる。気になる点
としてあげられていたQの他児への関わり方であるが、
その後ほぼ無くなったと担任が述べている。その理由と
して担任は、Qの変化というより周囲の子どもたちが強
くなってきたことをあげた。担任の援助によって、Qと
他児との対等の関係が培われていったことがわかる。
　本事例において、アドバイザーによるQの発達特徴に
関する言及は、担任のQについての理解を変え、Qへの
視線の変化となり、その後の担任とQの安定した関係の
構築に寄与したと考えられる。
　

4．総合考察

　発達臨床の専門家が関わる保育カンファレンスとし
て、保育園での「気になる子」の事例検討会をとりあげて、
保育者と専門家が協働するカンファレンスが、保育者に
与える影響、および、その後の保育実践に及ぼす変化を
明らかにした。その結果を整理しつつ、保育者と専門家
の協働による有効なカンファレンスの在り方、および、
カンファレンスにかかわる発達臨床の専門家の専門性に
ついて考察する。

（1）カンファレンスの在り方
　保育者が発達臨床の視点を活かし、主体的に保育を実
践していくためのカンファレンスの在り方について検討
する。
①保育エピソードを用いたカンファレンスの有効性
　本事例検討会では、資料として、保育者が保育日誌に
記録している保育エピソードを使用した。日誌を振り返
ることによって、保育者は、漠然と気になっている点を
具体的な子どもの姿として確認し、問題意識を明確にす
る。さらに、自分の子どもへの視線や子どもの変化など
に気づき、保育実践を省察する。また、エピソードによっ
て、報告者以外の参加者はリアルな子どもの姿をイメー
ジすることができ、参加者全員が子どもの姿と保育者の
実践を表象することが容易になった。その点で、保育エ
ピソードを使用することは、実践者の省察と問題意識の
明確化に役立つだけでなく、参加者全員が実践を表象し、

問題を共有する点で有効な方法であると考えられる。
②専門家の知見の提供の仕方
　発達臨床の専門家による意見は、保育者の見方とは異
なった視点を提供し、子どもに対する見方や問題のとら
え方の転換を促した。その結果、子どもの理解が深まり、
問題が捉えなおされ、新たな保育実践が促された。たと
えば、事例Qでは、Qは人へのこだわりが強く、他児に
強引にかかわるため他児とのトラブルを起こしてしま
うという見方から、Qは、他児への関心を広げているが
適切な関わり方がわからないという見方に変化した。ま
た、保育者を拒み、受け入れようとしないという見方か
ら、保育者の言葉のニュアンスが理解できず、言葉その
ものに敏感に反応してしまう、Qは担任を拒否している
のではなくて、担任の使う言葉に強く反応しているのだ
と解釈するようになった。その結果、担任のQへの対応
が変化し、担任とQとの信頼関係が築かれることになっ
た。担任には、アドバイザーのアセスメントの内、特に、
Qの言葉の理解の仕方とQの言葉に振り回されないよう
に落ち着いて対応した方が良いという意見が記憶に残っ
たようであった。このように、アドバイザーの意見がす
べて同等に報告者やその他の参加者に聞き入れられるわ
けではない。本事例では、アドバイザーの意見は、担任
が最も気になっていた、Qが自分を拒否しているため関
わりにくいという点を解決する手掛かりとなり、Qに対
する見方に変化を与えたといえよう。
　事例Pでは、保育者からの「箸（で食べること）にこだ
わるより、楽しく食べる方が大事」という意見によって、
カンファレンスの意見の流れに変化が生じた。この意見
と、その後の保育者の語り合いを通して、これまでのP
の成長過程に関する省察が進み、担任は、保育の見通し
を持ち、安心して保育できるようになった。両事例に共
通するのは、カンファレンスでのやりとりを通して、問
題がとらえ直され、それによって、実践の表象に広がり
が生まれ、担任が保育の見通しを持つようになったこと
である。その結果、気持ちにゆとりができ、保育実践に
良い影響がもたらされた。
　参加者が協働で問題を共有し、各自が持つ知見を出し
合って問題を理解しあう過程で、新たな視点が生み出さ
れる。発達臨床の専門性は、保育者とは異なった視点や
子どもの見方を提供することによって、保育者の問題の
とらえ直しの幅を広げると言えるであろう。言い換える
と、一方的に専門的な知見を押しつけて保育者の自由な
意見交換を阻害するのではなく、保育者が問題に対する
見方を広げ、より幅広い意見を出し合い、新たな保育実
践への手掛かりを自ら見出すような知見を示すことが専
門家に求められるといえよう。
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③報告者以外の参加者に影響を与える場を形成する
　報告者だけでなく、参加者がカンファレンスによって
影響を受けていることが明らかになった。他者の実践を
検討することを通して、自らの実践が省察され、報告者
と同様の保育に関する視野の広がりを経験している。ま
た、語り合う場があることへの安心感や、自分も聞いて
もらいたいという参加意欲といった心理的な効果が生じ
ている。このように、安心して語りあい、日常の悩みに
共感し、新たな保育に向けて語りあう場としてカンファ
レンスが位置づくことが望ましい。そのためには、カン
ファレンスが、参加者全員が自由に発言できる場である
必要がある。互いの意見が尊重され、肯定的に受け止め
られて、豊かな語りの場が形成されることが必要である。
専門家は、このような語りの場を形成していくための支
援を行う必要があると考える。
④心理的な安定を生みだす場の形成
　2つの事例と保育者のインタビューの語りから、検討
会を通して報告者が心理的に安定した結果、保育実践の
場面において保育者は子どもと安定した関わりを持つこ
とができるようになったことがわかる。心理的な安定は、
一つは、問題が整理され、子どもへの理解が深まり、保
育実践への見通しを持てたことによって生まれたと考え
られる。もう一つは、保育者間で問題が共有され、理解
してもらったことによる不安の解消とサポートを得られ
たことによる安心感によって生まれたと考えられる。カ
ンファレンスが、このような場になるためには、悩みに
共感するだけではなく、全員で問題に向き合い、経験や
知見を出し合い、解決していこうという姿勢を持つこと
が必要であろう。明日からの保育実践への展望が得られ
てこそ、安心感やサポートされているという実感が得ら
れると考える。

（2）カンファレンスにおける専門性
　本カンファレンスでは、保育エピソードをもとに参加
者全員で子どもの姿と報告者の保育実践を協働で表象し
た。その過程で、参加者は以前の子どもの姿や他の場面
での子どもの姿を思いだし情報を提供した。また、エピ
ソードに添えられた報告者の考察をもとに、子どものと
らえ方や保育方法について同じ保育の専門性から意見を
出し合った。アドバイザーは異なった専門性から問題に
対してより説明力の高い情報を提供し、実践の表象を深
めることに寄与した。保育者らは新たな視点を加え、保
育の現状に応じた実践的な保育方法を導きだしていっ
た。その結果、報告者は、新たな視点で保育実践に取り
組むことができた。このような結果からカンファレンス
にかかわる発達臨床の専門家にどのような専門性が求め
られるのかを考察する。

　まず、発達臨床の専門性に関して考察する。子どもの
姿が多様化している現在、保育者の専門性とこれまでの
経験だけでは、子どもの行動を理解できない場合がある。
このようなとき、発達臨床による子どもの状況の解釈は、
保育者に新しい視点を与え、困難な状況を解決する手掛
かりを与えることになる。たとえば、事例Qでは、子ど
もの特徴を理解することで、子どもの見方と保育状況の
とらえ方に変化が生まれた。しかし、専門家の意見が絶
対的になり、その後の保育者の発言が阻害されるように
なってはいけない。あくまでも、専門家の意見は、保育
者の語り合いの材料となることが求められよう。すなわ
ち、発達臨床の視点や解釈は、保育者が保育の現状に即
して取り入れ、実践の省察を深めることに役立てていく
ことが望ましい。従って、専門家は、保育者の語り合い
の場に位置づき、省察を深める視点を提供することが求
められよう。
　次に、カンファレンスにおける専門性について考察す
る。本カンファレンスでは、参加者らはエピソードをも
とに報告者の実践を共有し、意見を出し合いながら子ど
もの姿や実践への理解を深め、新たな実践へ向けて様々
な提案をしている。秋田（2008）は、保育支援としての園
内研修会の特徴の一つとして、保育者間の同僚性の形成
と問題となった実践についての表象を協働で形成してい
くための支援をあげている。本カンファレンスで行われ
た語り合いは、保育者間の多様な声が反映されている点
で、同僚性の形成であり、また、実践の表象を協働で形
成するプロセスそのものである。このようなプロセスを
支援する専門家の専門性は、語り合いができるだけ豊か
になるように支援していくことであろう。そのためには、
秋田（2008）が指摘するように、多面的な語りの場を組
織していくことである。偏った人の意見のみが尊重され
ることがないように配慮し、実践の表象が容易になるよ
うにできるだけ具体的な資料の作成や記述の方法を工夫
するなどの支援が必要となろう。
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