
子どもと保育実践研究会第 1３回夏季全国大会 

「新しい教育要領・保育指針の実践に向けて PART1」 

日 時 

 

8 月 10 日(月) 13:00～17:00（12：30 受付開始） 

11 日(火)  9:30～15:00（ 9：00 受付開始） 

場 所 青山学院大学（青山キャンパス） 

一般 両日 9,000 円 1 日のみ 5,000 円 

会員 両日 6,000 円 1 日のみ 3,000 円 

 

参加費 

 学生 両日 2,000 円 1 日のみ 1,000 円 

タイムテーブル 

【第１日目】（8 月 10 日） 

13:00・・・・・・・・開催挨拶＆最近の保育の動向について 

                           森上史朗（子どもと保育総合研究所）

13:20・・・・・・・・実践提案＆シンポジウム「『協同する経験』とは何か？」 

実 践 提 案：小久保篤子（港区立白金台幼稚園） 

シンポジスト：佐伯胖（青山学院大学） 

岸井慶子（鎌倉女子大学短期大学部） 

高杉展（松山東雲女子大学） 

             司 会：渡辺英則（港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園） 

17:00・・・・・・・・１日目終了 

【第２日目】（8 月 11 日） 

9:30・・・・・・・・・分科会 

第 1 分科会 「『子ども理解』について」 

提案者：岸井慶子（鎌倉女子大学短期大学部） コーディネーター：佐藤暁子（東京家政大学） 

第 2 分科会 「評価に繋がる保育記録」 
提案者：酒井幸子（愛育幼稚園）・木村創（ゆうゆうのもり幼保園）他 

 コーディネーター：小林紀子（青山学院大学） 

第 3 分科会 「保護者との連携について」 
提案者：出井美恵子（ＮＰＯ法人びーのびーの）コーディネーター：高杉展（松山東雲女子大学）

第 4 分科会 「保育を創る」 
提案者：野池みどり（さかえ保育園） コーディネーター：渡辺英則（港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園）

 

12:00・・・・・・・・・昼休み 

13:15・・・・・・・・・総 会 

13:30 ・・・・・・・・ 講 演「『意味がわからないこと』の意味」 

佐伯胖（青山学院大学） 
15:00 ・・・・・・・・２日目終了・解散 



実践提案＆シンポジウム（第１日目）８月 10 日(月) 13:20～17:00 

 

「『協同する経験』とは何か？」 

実践提案：小久保篤子（港区立白金台幼稚園） 

シンポジスト：佐伯胖（青山学院大学） 

岸井慶子（鎌倉女子大学短期大学部） 

高杉展（松山東雲女子大学） 

司  会：渡辺英則（港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園） 

 

 幼稚園教育要領が改訂されたことで、様々なところで改訂についての解説の本が出版さ

れたり、改訂の内容について講師の解説を伺うような研修会が盛んに行われるようになり

ました。特に幼小の連携が強まったこともあってか、５歳児には『協同する経験』という

言葉に象徴される幼児の育ちが求められています。 

 ところが、この『協同する経験』では、幼稚園教育が小学校教育にスムーズにつながっ

ていけるように、小学校以上の教育で盛んに使われている『協同的な学び』と結びつくよ

うな活動を５歳児の保育で行うべきだとする意見もあります。 

 では、５歳児の活動が、『協同する経験』や『協同的な学び』になるとは具体的にどの

ようなことを意味するのでしょうか。教師がクラス全体に課題を与え、その活動をクラス

全体で行えばいいという訳ではないはずです。「学び」と「勉強」とは違うとするシンポ

ジストの佐伯胖先生は、学びとは、「自分探しの旅」であり、「自分との関係づくり」、

「自分と他者との関係づくり」、「自分と共同体との関係づくり」だといいます。このよ

うな「学び」が起こる保育とは、どのようなことなのでしょうか。 

 今回はビデオでの具体的な提案をしていただき、その上で、シンポジウムでは岸井慶子

先生や高杉展先生にも参加していただき、壇上でビデオカンファレンスを行うという意図

があります。その語り合いを通して、佐伯先生がいう「学び」とは、保育の中で具体的に

はどのようなことなのかを考える機会にもしたいと思います。『協同する経験』とは何か

を学びたい方や、「遊びの中での学びとは何か」などを知りたい方は、ぜひご参加くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分科会（第２日目）8 月 11(火)9:30～12:00 
 

◆◆◆◆◆◆◆第１分科会◆◆◆◆◆◆◆ 

「子ども理解」について 

 
話題提供：岸井慶子（鎌倉女子大学短期大学部） 
コーディネーター：佐藤暁子（東京家政大学） 

 
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、この時期に、

子どもが質の高い幼児教育を受けることは、その心身の健やかな成長にとって重要な意義

があるといわれています。 
 ・幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること 
 ・遊びを通しての総合的な指導が行われるようにすること 
 ・一人ひとりの特性に応じた指導が行われるようにすること 
 幼稚園教育が目指しているものは、幼児が一つ一つの活動を効率よく進めるようになる

ことではなく、幼児が自ら周囲に働きかけて、その幼児なりに試行錯誤を繰り返し、自ら

発達に必要なものを獲得する意欲や生活を営む態度や豊かな心をはぐくむこと、つまり、

教師主導の一方的な保育の展開ではなく、一人ひとりの幼児が教師の援助の下で主体性を

発揮して活動を展開していくことができるような幼児の立場にたった保育の展開であると

考えます。 
「面白そう、僕もやりたい」「不思議だな、なんだろう」「今日楽しかったね、また明

日も続きしようね」「先生、これ見て！ぼくが作ったんだよ、かっこいいでしょ」・・・。 
保育者は、子どもたちの生活する姿をとらえ、幼児が何に興味や関心をもっているのか、

何に意欲的に取り組んでいるのか、何にいき詰まっているのか、友達と一緒に夢中になっ

て遊んでいる姿や表情、言動、状況場面などから察知し幼児理解をしながら、幼児に必要

な体験となるように援助していくことが大切です。 
保育者にとって子どもを理解することは学級経営の原点であり、一人ひとりの生活や発

達を見通した指導の計画を立てる上で重要な視点となります 

この分科会では、岸井先生のビデオと提案をもとに「子ども理解について」本音で語り

合いましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
◆◆◆◆◆◆◆第２分科会◆◆◆◆◆◆◆ 

評価に繋がる保育記録 

 
話題提供：酒井幸子（愛育幼稚園）・木村創（ゆうゆうのもり幼保園）他 

コーディネーター：小林紀子（青山学院大学） 
 

 家庭や地域の教育力低下、女性の社会進出に伴う子育て困難状況、認定こども園や家庭

的保育の拡大等、保育を取り巻く状況は激変しています。そのような中、新保育所保育指

針には、保育所の社会的責任と、それを担う保育士の専門性の向上が明記されました。ま

た、新幼稚園教育要領の解説には、従来に加えてその専門性の向上を問う内容が記載され

ました。この専門性を支えるためにも、記録の重要性は、今後益々求められるでしょう。

そこでは、子どもの内面理解から育ちを読み取り、学びの履歴を記録すると同時に、自ら

の保育行為を振り返り、明日の保育実践に活かして保育者の専門性を磨いていく機会とな

るからです。また、このことは、評価と大きくかかわることとなるのです。 

 一方、保育現場では、様々な保育ニーズへの対応に追われ、日々の保育記録を基盤とし

た専門性の向上に向けての取り組みが難しい状況もあります。そのような中、「実践に活き

る記録」「他者に開かれた記録」「意味の分厚い記述としての記録」は、どのようにして成

されるのでしょう？ 保育者が「思わず記録したくなる！」と感じ、実践に活かせるよう

にしていくには、どのような保育の場が求められるのでしょう？ 保育を記録していく過

程で読み取った子どもの育ち（意味）を保護者（読み手）にどのように意味の分厚い記録

として提示することができるのでしょう。 

 企画としては、①目的的（保育のねらい・研究テーマ）・脱目的的記録とは？ ②省察・

解釈を重ねる記録とは？ ③読み手を意識した記録とは？ 等について議論したいと思い

ます。そして、「評価につながる記録」とそれを支える保育の場をご参会の皆さまとご一緒

に考えていきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
◆◆◆◆◆◆◆第３分科会◆◆◆◆◆◆◆ 

保護者との連携について 

 
話題提供：出井美恵子（ＮＰＯ法人びーのびーの） 
コーディネーター：高杉展（松山東雲女子大学） 

 
 「子どもたちは家庭からきて家庭へ帰ってゆく。幼稚園にしても、保育所にしても、い

わば家庭の延長ということができる。家庭との密接な連絡と協力がなくては、幼稚園も保

育もその任務を全うし得るものではない。」 
 この文章は、昭和 23 年『保育要領』「家庭と幼稚園」のはじめに書かれているものです。

それから６０年、新教育要領、新保育指針においても「保護者との連携の大切さ」はより

強調されています。現場では、家庭の教育力の低下、地域社会の変容など、「家庭が変わっ

た」「最近の親は…」と、より大変になった、四苦八苦しているという声が多くきかれます。

このため、十数年の間、学会をはじめ、さまざまな研修会等で、保護者とどのように連携

をとっていくのか、あるいは子育て支援のあり方について検討がなされてきています。し

かしながら、その多くは「現場サイドでは…」「保育者が…」という視座からのものだった

のではないでしょうか。 
 そこで本分科会では、保護者側から、永遠なる課題ともいうべき「保護者との連携」に

ついて考えてみたいと思います。ある保護者に「親が子育てについて日々思い感じている

こと」「園に求めていること」「園と一緒にしたいこと」などについて本音で語っていただ

くことで、保護者からみた園生活を描いてみましょう。保護者の立場になって、保育者と

の関係づくり、パートナーシップなどについて話し合っていきしょう。 

もしかしたら、何か新しいものがみえてくるかもしれません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
◆◆◆◆◆◆◆第４分科会◆◆◆◆◆◆◆ 

保育を創る 

 
話題提供：野池みどり（さかえ保育園） 

コーディネーター：渡辺英則（港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園） 
 
 保育所保育指針や幼稚園教育要領の改訂があったからといって、すぐに保育が変わるわ

けではありません。保育指針や教育要領で示されたことは、保育の基本的な事項ではある

のですが、具体的に保育を見直そうとするならば、現場の保育者が自分たちの保育を振り

返ることをしなければ、実際の保育がそう大きく変わっていくはずはないからです。 

 また、行政からの指導があるから、教育課程や保育課程、さらには、自己点検、自己評

価を行うというのも、保育者自身の主体性が感じられないような気もします。確かに保育

者の義務として、やらなければいけないことを尊重するという姿勢は大事なのですが、子

どものために、どのように保育すべきかという前向きの議論が、ますます遠ざかってしま

うことはないのでしょうか。 

 そこで、この分科会では、今の保育を見直し、新たな保育を創っていこうとする時、現

場でどのようなプロセスが必要なのかを考えたいと思います。幼稚園のように、話し合い

の時間が十分とれない保育園であっても、ちょっとした機会や時間を見つけて、保育の話

し合いをしようとする試みがなされています。ある保育園の実践提案を基に、保育の質を

高めるために必要なことは何か、また保育者の資質を向上させていくにはどのようなこと

が大事なのかなどについて、皆さんと学び合ってみたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
講演（第 2 日目）８月 11 日(火)13:30～15:00 

 

「意味がわからない」ことの意味 

佐伯 胖（青山学院大学） 
 

幼児は、「意味が全然わからないこと」でも、平気でどんどん真似たりします。考えてみ

ると、私たちの生活でも、「意味がわからない」けれども「ヒト（他人）がやっているから」

という理由でどんどん取り入れますし、身の回りの電子機器など、「全然意味がわからない」

まま、「こうやるとこうなる」というだけで「（一応）使いこなして」います。 

幼児教育の現場では、「意味が全然わからないこと」でも「やらせると、やってくれる」

という幼児の柔軟性に当初はおどろき、「畏れ」を感じますが、やがてなれてくると、「と

もかく、やることになっている」とすればなんでも「やってくれちゃう」ことに「悪のり」

して、「無意味性の魔宮」の中で果てしなく踊らせてしまうことになりかねません。 

そもそも、「意味がわからないこと」にはどんな意味があるのでしょうか。 

この問題は、実はとてつもなく重要な「学びと教え」の根源に導く大切な糸口なのです。

そこは「わからないことだらけ」なのですが、その迷宮に入らなければ、保育の本質に迫

ることはできないでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

教育要領・保育指針には乳幼児期に欠かすことのできない経験や発達を促す支援の必要性などが示されていますが、しかし、それをどの

ように実践化していくかは、それぞれの保育者、それぞれの園に委ねられています。つまり、保育実践はあなたが創り出すものと言えます。

しかし、保育実践の創造において重要な留意点があります。私の実践、私たちの実践を進めるのはよいことですが、私の保育、私たちの

保育が外に向けて開かれていない場合には、実践が独りよがりのものになったり、自分では気づかない｢死角｣や｢盲点｣が生じたりする場合

があります。そうならないようにするには自分たちの保育を振り返って省察し、実践を交流することが必要です。自分たちの保育を開いて、

広く交流し合い、子どものための保育を実現したいと願っていらっしゃるみなさんの参加を期待しております。 

子どもと保育総合研究所代表 森上史朗

会場アクセスマップ 

JR 山手線・東急線・京王井の頭線｢渋谷駅｣宮益坂方面の出口より徒歩約 10 分 

地下鉄｢表参道駅｣B1 出口より徒歩約 5 分 
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