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第１回 いま、なぜ園内研修なのか？

第２回 多様な園内研修のあり方

第３回 保育現場の「対話」入門

第４回 保育の質向上のための園内研修のあり方
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第１回

いま、なぜ園内研修なのか？



職員の資質向上・保育の質向上①

保育所保育指針

第５章職員の資質向上

保育所は、質の高い保育を展開するため、絶えず、一人一
人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上
を図るよう努めなければならない。



職員の資質向上・保育の質向上②

保育所保育指針

１職員の資質向上に関する基本的事項

⑴保育所職員に求められる専門性

子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うた
めには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員と
しての職務及び責任の理解と自覚が基盤となる。各職員は、
自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通
じて、保育士・看護師・調理員・栄養士等、それぞれの職務
内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修
得、維持及び向上に努めなければならない。



保育所保育指針

第５章１⑵保育の質の向上に向けた組織的な取組

保育所においては、保育の内容等に関する自己評価等を通
じて把握した、保育の質の向上に向けた課題に組織的に対
応するため、保育内容の改善や保育士等の役割分担の見直
し等に取り組むとともに、それぞれの職位や職務内容等に
応じて、各職員が必要な知識及び技能を身につけられるよ
う努めなければならない

職員の資質向上・保育の質向上③



「保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)」2020年3月 厚生労働省



「保育をもっと楽しく 保育所における自己評価ガイドライン ハンドブック」2020年3月 厚生労働省子ども家庭局保育課



「保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)」2020年3月 厚生労働省



保育の質の確保・向上のために、一人一人の職員の良さや
持ち味が活かされて、支え合うことができる民主的な職員
集団のあり方を目指す。

一人一人が自立した組織を目指す



双方向のコミュニケーション（対話）を基本に

□禁止する
□指示する
□決定を伝える
□命令する
□答えを教える
□問い詰める

など

□聴き合う
□問いかける
□意見を求める
□共に課題を共有し、

一緒に考え悩む
□提案をする

など

相手を受け身的にする
「してもらう、してあげる」
の関係

協働が生まれる
「共に〇〇する」の関係

一方通行 双方向
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双方向のコミュニケーションとは、相手を受け入れる
スキマ（余白、空間、幅、間）をつくるということ



今の状況だからこそ

行事どう
する？

保護者対
応は？

会議は？

研修は？ 保育は？

より良い保育のために、職員同士が率直に意見を出し合い、
目標を共有し、行動計画を立て、実行することのできる関
係性の構築の絶好のチャンス。



まとめ

保育の質・向上は、対話を通した子どもの理解から
始まる。園内研修により、課題や目標を共有し、行
動計画を立て、実行することのできる職員集団へと
成長・変化することが期待できる。



第２回

多様な園内研修のあり方



そもそも園内研修とは

•先輩が仕事を通じて後輩を指導・育成する方法

OJT

•仕事を離れた時間と場で、研修やトレーニングを
受ける方法。保育園では、園内研修と園外研修が
これに当てはまる。

OFF-JT

•職員の自主的な自己啓発活動を認め、経済的・時
間的な援助や場所の提供などを行うもの

SDS（Self Development System）



多様な研修のあり方

非公式の研修
（個人的で偶発的なもの）

個人間での対話や相談、休憩中の雑談 など

公式の研修
（組織的で計画的なもの）

OJT、園内研修、園外研修、SDS など

受動的
共有○

能動的
共有☓
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「保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)」2020年3月 厚生労働省



「保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)」2020年3月 厚生労働省



「保育をもっと楽しく 保育所における自己評価ガイドライン ハンドブック」2020年3月 厚生労働省子ども家庭局保育課

話し合いの場や時間の確保



Web研修の種類

オンライン研修 録画型

•時間や場所を選ばずいつでも何度でも受講することができる。
同じ動画を観た後、ディスカッションやグループワークを行うこ
とで、学びや気づきの深まりと広がりを期待できる。

オンライン研修 ライブ型

•時間は指定されるが、リアルタイムで、講師と質疑応答が可
能。また、オンラインでグループ討議もできる。園内研修にオン
ラインで外部講師を招くこともできる。

Webを活用した園内研修

•講師を招いた研修ではなく、Webを活用した園内研修。専用の
アプリを使えばオンラインでホワイトボードや付箋を使ったグ
ループ討議も、リアルタイムで協働での書類作成もできる。



園外研修

①ねらい
②伝えたいポイント
③伝える方法

協働学習による学びの共有



園外研修

①ねらい
②伝えたいポイント
③伝える方法

協働学習による学びの共有



まとめ

園内研修とは、専門性の向上と保育の質向上の機会
である。目的に応じた適切な方法をデザインし実施
することで、効率的で、かつ手応えを感じる時間を
持つことができる。



ワーク「園内研修で取り組みたいテーマ」

職員のニーズを知るために、「園内研修で取り組み
たいテーマ」と「その理由」を一枚の付箋に記入し、
模造紙等に貼り付けてもらってください。（一人何
枚でも可）

模造紙等は、職員室や休憩室などに貼り付けてくだ
さい。貼り付ける際、近いテーマは近くに貼るよう
にしてください。

園内研修で取り組みたいテーマ



第３回

保育現場の「対話」入門



ワーク「園内研修で取り組みたいテーマ」

職員のニーズを知るために、「園内研修で取り組み
たいテーマ」と「その理由」を一枚の付箋に記入し、
模造紙等に貼り付けてもらってください。（一人何
枚でも可）

模造紙等は、職員室や休憩室などに貼り付けてくだ
さい。貼り付ける際、近いテーマは近くに貼るよう
にしてください。

園内研修で取り組みたいテーマ



居心地の良い会議・研修の会場レイアウト

会議・研修の目的に応じた会場のレイアウトを考
える。相互理解のために、席順も工夫する。



「会話」と「対話」

・・・おしゃべり（conversation）

・・・勝ち負けを決める討論ではなく
自分を伝え、相手を理解しよう
とする試み（dialogue）。
自己開示とフィードバックが同
時に起こっている。

会話

対話



自己開示とフィードバック
見えないものを共有する

明るい窓

自分も分かっていて
他人も知っている

自分

盲目の窓

自分は気付いていないが
他人が知っている

自分

フィードバック

隠された窓

自分には分かっているが
他人は知らない

自分

自
己
開
示

未知の窓

自分も他人も
知らない

自分

自分の知っている自分 自分の知らない自分

他
人
の
知
っ
て
い
る
自
分

他
人
の
知
ら
な
い
自
分



明るい窓

自分も分かっていて
他人も知っている

自分

盲目の窓

自分は気付いていないが
他人が知っている

自分

フィードバック

隠された窓

自分には分かっているが
他人は知らない

自分

自
己
開
示

未知の窓

自分も他人も
知らない

自分

自分の知っている自分 自分の知らない自分

他
人
の
知
っ
て
い
る
自
分

他
人
の
知
ら
な
い
自
分

可能性

見えないものを共有することで
ともに育ち合う関係を築く



「会議のあり方から考える 働きやすさと保育の質向上の両立」働くみんなのホントの調査報告書 鈴木健史 より

意見を出すための３ステップ

ステップ１

個人で記入

ステップ２

小グループで共有

ステップ３

全体で共有



対話の練習 その１「聴く」

①２人一組になり、A・Bを決めてください。

②まずは、 A：話し手 B：聴き手 です。
タイマーをセットし、３分間話す、聴くに集中し
てみましょう。

テーマ
・今年の私の気持ちの揺れ動き
（大変だと感じたこと、嬉しかったこと）

③３分間たったら、役割を交代してください。
B：話し手 A：聴き手



①3人一組になり、A・B・Cを決めてください
②まずは、 A：話し手 B・C ：聴き手
テーマ ・最近あった嬉しかったこと

・私が自慢に思っていること
・この1年でできるようになったこと
・自分の好きな所

③B・C    ⇒ A に対してほめ言葉のプレゼント
④話し手を交代し、全員がほめ言葉をもらう

2回目 B：話し手 A ・C ：聴き手
3回目 C：話し手 A ・B ：聴き手

対話の練習 その２「フィードバック」



写真を見せてもらいながら、下記についてインタ
ビューしてください。

・その時のエピソードを教えて下さい。

・なぜそのエピソードを取り上げたのですか？

何が素敵で価値があると感じたのですか？

・あなたがが保育や仕事において大切にしている

価値や信念、信条は何ですか？ 35

対話の練習 その３「エピソードを共有する」



「保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)」2020年3月 厚生労働省



まとめ

対話とは、互いの考えや思いなどを伝え合うことで
ある。対話により、保育実践を〈意識化・体系化・
明確化・共有〉することができる。対話を成立させ
るためには、様々な工夫が必要である。



ワーク「子ども像を語る」

職員一人一人の保育への思いを共有するために、
「育ってほしい子ども像」を付箋に記入し、模造紙
等に貼り付けてもらってください。（一人三枚ま
で）

模造紙等は、職員室や休憩室などに貼り付けてくだ
さい。貼り付ける際、近い内容は近くに貼るように
してください。

私たちの育てたい子ども像



第４回

保育の質向上のための園内研修のあり方



ワーク「子ども像を語る」

職員一人一人の保育への思いを共有するために、
「育ってほしい子ども像」を付箋に記入し、模造紙
等に貼り付けてもらってください。（一人三枚ま
で）

模造紙等は、職員室や休憩室などに貼り付けてくだ
さい。貼り付ける際、近い内容は近くに貼るように
してください。

私たちの育てたい子ども像



研修の大まかな流れ

起（土台づくり）

• 研修のねらいと流れの確認（課題共有）

承（発散）

• 意見を出し合う、多様な視点による理解を
出し合う

転（収束）

• アイデアを絞り込む、解決策や行動計画を
検討、目標を掲げる

結（共有）

• 発表、成果を分かち合う、学びや気づきを
一般化する、意思決定



「保育をもっと楽しく 保育所における自己評価ガイドライン ハンドブック」2020年3月 厚生労働省子ども家庭局保育課



「保育をもっと楽しく 保育所における自己評価ガイドライン ハンドブック」2020年3月 厚生労働省子ども家庭局保育課



チームのパフォーマンスを向上させるリーダーの支援

リーダーが課題達成と関係性の向上の、両方の支援をバラ
ンスよく行うことでチームのパフォーマンスが向上する。

課題達成

保育の質向上

会議における合意形成

関係性の向上

職員集団のチームワーク

コミュニケーション



「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〜」2019年6月 厚生労働省



「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〜」2019年6月 厚生労働省



パラダイムシフト（価値観の変容）

•「私たちの保育ってこれでいいの？」

•「子どもに聴くことから始まる保育ってどんな保育かな？」

リフレーミング（枠組みの変容）

•「そもそもなぜこの行事・主活動をするの？」

•「何を目指しているのかな？」

トランスフォーミング（メタ認知）

•「それって大人中心の見方じゃない？期待じゃない？都合
じゃない？」

•「主体的って子どものどのような姿？」

保育の質向上のための問い

子どもにとって
どうなのか？



「保育をもっと楽しく 保育所における自己評価ガイドライン ハンドブック」2020年3月 厚生労働省子ども家庭局保育課



「保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)」2020年3月 厚生労働省



「保育所における自己評価ガイドライン (2020 年改訂版)」2020年3月 厚生労働省



まとめ

保育の質向上のために、課題達成とともに、関係
性の向上を目指す必要がある。また、「子どもに
とってどうなのか」など、適切な「問い」を持つ
ことで現状・課題の把握と共有ができ、さらに改
善へとつなげていくことができる。
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