平成 28 年度 助成対象者研究報告書概要（一部紹介）
【保育所】
研

究
の

種

類

研究テーマ・研究概要報告

研究 子ども理解と保護者支援及びパートナーシップ、保育者同士の相互理解と協働
Ａ
を生み出す保育発信システムの構築に関する実践研究
(自主 【研究課題・研究方法の概要】
研究）
ここ近年、多文化共生教育を重視し実践しているニュージーランドの保育・教
育が注目されている。その先行研究として、「ラーニング・ストーリーを用いた
子ども理解(3)―相互理解を育むニュージーランドの保育現場からの学びー」(宍
戸良子・三好伸子 日本保育学会第 69 回大会発表要旨集) や『保育の質を高め
る』(大宮勇雄)、
「ニュージーランドにおける保育評価に関する研究―Learning
Story に注目してー」(飯野祐樹 広島大学大学院教育学研究科紀要 第三部 第
58 号 2009)等を検討した。その結果、子ども理解と保護者支援及びパートナー
シップ、保育者同士の相互理解と協働を生み出す保育発信システムの構築につい
て明らかにすることにより、様々な保育施設(保育園・幼稚園・認定こども園)
に共通の教育評価の視点を提示することができると考えた。
現在の日本の幼児教育における考え方として、幼児期を将来のための準備期間
としてとらえ、結果を重視する「結果主義」的な評価と、幼児期そのものの重要
性を踏まえ、子どもの生活が豊かで充実することを重視する「プロセス主義」的
な評価の 2 つが存在する。また、少子化が進む現在、各幼児教育施設が、経営的
な戦略として各園の特徴を教育面でアピールしようとしている。このような実態
を踏まえ、表面的な「できた」
「できない」等の結果で、子どもの育ちや各園の
教育が評価されることがあってはならないと考える。
今回の研究課題に取り組むことは、保育所が子どもの望ましい教育評価を研究
し実践に取り組んでいることをアピールし、相互理解を促すために有効な保育発
信システムの構築および、保育者間及び保護者との相互理解と、協働のための保
育の発信の方法について提言するものとなる。
具体的には、個別計画と個人記録の書式や内容を検討し、日本の保育所に適し
た「子どもの学びの物語(ラーニングストーリー)」を作成することが、研究の目
的である。
研究方法の概要は、以下の通りである。
① 先行研究の検討およびインタビュー調査の結果より、肯定的に子どもの育ち
や変容をとらえる「気づき」の視点を検討。
② 園内研修とは別に、他園の保育者と共に、保育記録書式「育ちの物語」(オリ
ジナルの「子どもの学びの物語(ラーニングストーリー)」)の作成をし、研究会
を持ち内容について検討。
③ 子どもの個別記録およびグループ記録、個別計画・月の指導計画を総合的に
振り返り、
「育ちの物語」の評価の視点を検討。

研究者
(敬称略)
熊本県
社会福祉法人
地の塩福祉会
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【研究成果・考察の概要】
筆者が所属している保育園では、個別計画および記録は、決まった書式を使用
せず、各保育者が自由記述をしている。以前は『質を高める保育の個別計画』(全
国保育士会編 全国社会福祉協議会 2014)の書式を使用していたが、実際に園
で使用してみると、保育者から「書きにくい」という声が聞かれ、子どもの実態
から次の計画への手だての展開ができにくいという課題があった。そこで、現在
の自由記述様式の個別記録をもとに、個人計画およびクラスの活動計画を立案す
るという課題を設定し、園内研修を持った。園内研修は、副園長、研究助言者と
職員が 2 グループに分かれ約 10 人ずつ交代で、1 ヶ月に 1 度、12 時 30 分から 1
時間ずつ 1 日に 2 回実施した(2017 年 4 月 21 日より)。
子どもの個人記録とクラスだよりを園内研修で検討した結果、個々の子どもの
育ちを読み取るための「育ちの物語」の様式を使用して記録し協議すると、子ど
もを肯定的にみられるように、保育者の意識が変容したことが、保育者の園内研
修に関するインタビューから明らかになった(2017 年 8 月 3 日実施園内研修)。
今回の研究に関して、他園の保育者グループとの研究会においても、「育ちの
物語」は子どもが集中して遊んでいる場面を書く際に、子どもの学びを深く考察
する一助となったことが明らかになった。
また、「育ちの物語」を活用しての園内研修を通して、担任以外の保育者とコ
ミュニケーションをとることが苦手な保護者に対する見方が変容し、園内研修で
保護者支援の手だてを考えるきっかけとなった。
本研究に取り組んだ結果、保育者が子どもの個人記録から計画への展開の手だ
てを理解し、協議できるようになったことから、課題であった子ども理解と保護
者支援及びパートナーシップに対する意識は高まったといえる。
【残された課題・今後の展望】
「育ちの物語」の記録方法や書式等の作成を通して、保育者の意識が変容した
ことは、インタビューにより明らかになったが、保育者の意識の変容プロセスに
ついては、さらに詳細に検証する必要があると考える。また、保護者に、保育者
の援助方法や他の保育者との連携について、アセスメントに関する半構造化イン
タビュー調査を実施することが課題として残った。この調査を基に、さらに保育
者同士の相互理解と協働を生み出す保育発信システムの構築について考察した
いと考える。

【児童養護施設】
研

究
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類

研究テーマ・研究概要報告

研究
児童養護施設における個別対応職員の専門性と
Ａ
業務の内容についての研究調査
(自主 【研究課題・研究方法の概要】
研究）
個別対応職員は、児童福祉法にもその資格要件が明示されておらず、業務とし
ても児童指導員、保育士、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員との業務の境
は曖昧である。また、過去の調査を鑑みても他専門職とは違い、個別対応職員に
ついての調査が全くと言っていいほど行われていない。
そこで本研究では、全国の施設に対して個別対応職員の現状についての調査を
行い、個別対応職員が現在実施している業務や、個別対応職員として意識してい
ることになどについて明らかにする。
全国 604 施設に調査用紙を送付し、得られた回答を集計する。調査用紙には施
設の基本情報、個別対応職員についての基本情報、タイムスタディ、個別対応職
員としての業務の中で必要なことや意識していることについてなどの質問項目
がある。
【研究成果・考察の概要】
全国の児童養護施設に質問用紙を送付したところ、194 施設から回答があった。
個別対応職員の基本情報については経験年数の面では、現施設での経験年数が 5
年以上 15 年未満のいわゆる中堅職員と呼ばれる職員が個別対応職員に選任され
ることが多かった。
その一方で、5 年未満の職員が選任される割合も 20％あり、経験の浅い職員が
選任されている施設もあった。また、個別対応職員が保有する資格については児
童指導員任用資格と保育士を保有している割合が多く、専門的な資格を保有して
いる理由から選任されているわけではなく、児童指導員や保育士から個別対応職
員に選任されたことが伺える。
個別対応職員の主な業務内容については個別対応職員が行っていると考えら
れる活動の一週間の平均活動時間の集計を行ったところ、個別の対応が必要とさ
れる児童への日常生活場面での支援に従事する時間が一番多い結果になった。
個別対応職員としての必要なことや意識についてでは、個別対応職員の業務の
必要性や意識していることについてはポジティブな回答多く出たものの、業務時
間が十分であると感じていないと答えた施設が多く、個別対応職員の業務は必要
ではあるが、十分に活動できていないことがわかった。
本調査で他施設の個別対応職員の情報や活動内容、考えていることなど把握す
ることができた。
【残された課題・今後の展望】
今回の調査で今まで不明瞭であった個別対応職員についての基本情報や業務
内容などについて知ることができた。今の児童養護施設には虐待を受けた児童が
多く入所している。心に大きな傷を負っている被虐待児に対して個別的な支援は
必要であり、それを担う個別対応職員は必要不可欠であると思われる。しかし、
個別対応職員は児童指導員、保育士と同様に日課対応に入っていることが多く、
職員数や業務時間などの問題から個別対応職員としての業務に十分に当たるこ
とができていないのが現状である。実際に今回の調査でも個別対応職員としての
取り組みができていないため、調査用紙に記入ができないといった回答をした施
設もあった。これからも児童養護施設には被虐待児や発達障害児など個別的な支
援が必要な児童が増えると思われる。その児童に対して高い専門性を持った個別
対応職員が支援できるように、個別対応職員はどうあるべきなのか個別対応職員
個人としても、施設としても考えていき、子どもたちのより良い未来に繋げてい
きたい。
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【児童養護施設】
研

究
の

種

類

研究テーマ・研究概要報告

研究
不適切な養育を受けた児童に対する就学前後における学習支援
Ａ
―ICT 教育を活用しての実践―
(自主 【研究課題・研究方法の概要】
研究）
児童養護施設で生活する児童は，その多くが家庭において不適切な養育を受け
てきた児童であるが、その不適切な養育は、彼らの学習成績や学習習慣、学校生
活に影響を与えていることが、数多くの研究から報告されている。そこで、本実
践では、長尾（2010）や井出ら（2015）が児童養護施設で生活する児童へ行った
学習支援に倣い、就学前の児童に対して ICT 機器を活用した学習支援を行うこと
で、学習習慣が十分に身についていない児童にも楽しく取り組むことが出来、自
発性・主体性を育てる学習支援を実施し、就学後のスムーズな学校適応に繋げる
と共に、ICT 機器を介した学習支援者とのコミュニケーションを通して、学習支
援者との間のアタッチメントを育てることも目的とした。
児童養護施設で生活する 5 名の幼児に対し、3 つの期間に区切った学習支援（第
1 期：プリント学習期、第 2 期：タブレット学習期①、第 3 期：タブレット学習
期②）を実施することで、ICT 機器を活用した学習支援の効果について検証を行
った。効果検証においては、①学習中の行動観察②愛着行動チェックリスト
（Attachment Behavior Check-List：ABCL）（青木ら，2006）③プリント課題の
3 つの側面から対象児童の変化を追った。
【研究成果・考察の概要】
学習中の行動の変化、愛着行動の変化、学習成績の変化、の効果検証における
3 つの側面において、対象児童 5 名に一律に効果が出たとは言い難い結果となっ
たが、個々の児童において変化が見られた面や逆に変化が見られなかった面もあ
った。
児童 5 名中 4 名の児童において、プリントでの学習時よりもタブレットを利用
した学習時の方が、学習に取り組む時間の伸びが見られ、児童らに主体的、自発
的学習の姿勢が育ってきたことが伺える。また、ICT 機器を介した学習支援者と
の関わりにおいては、5 名中 2 名の児童において良好なコミュニケーションが増
加したのみであり、日常生活における愛着行動の変化については、一律の効果を
与えるには至らなかった。この点については、背景要因の一つに効果測定におけ
る方法論の問題が考えられる。その他、学習中のあらわれとして、学習者と学習
支援者との間のコミュニケーションのみではなく、学習者同士でのコミュニケー
ションが増加しており、ICT 機器を活用した学習における“学び合い”の機会の
増加が見られた。
【残された課題・今後の展望】
今回の実践では、子どもたちの取り組んだアプリケーションはゲーム性の高い
ものの利用が多く、学習成績の向上に繋がる取り組みにまでは至らなかった。学
習成績の向上を目指すのであれば、“学習”を目的としたアプリの活用や計画的
な運用、プリント課題による学習を組み合わせていくことを、時間をかけて行っ
ていく必要がある。また、学習支援者の関わり方として、しつけ的な注意が目立
つことやタブレットを介した学習者と学習支援者との三者関係の意識の不足が
見られたため、学習支援者の関わり方についての再考が求められる。最後に、今
回は入所中の児童の状況により，就学前の児童に対しての学習支援を行ったが、
就学後間もない児童に対しての学習支援を行った際の学校適応の変化や、今回対
象となった児童の就学後の学校適応の様子など、経過を追った効果の検討におい
ても，今後の実践の発展が期待される。

研究者
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【児童養護施設】
研

究
の

種

類

研究テーマ・研究概要報告

研究
児童養護施設における退所児童の自立支援システム構築に向けた研究
Ａ
(自主 【研究課題・研究方法の概要】
研究）
当施設において、施設を退所してひとり立ちする子どもの支援（以下、自立支
援）はこれまで、それぞれの担当職員が担っており、組織的に未整備であるとい
う点が、実践処遇上の大きな課題となっていた。
本研究では、こうした自立支援の課題解決へ向けて、
(1)自立支援のために必要な情報の収集・把握（入所児・退所者・施設職員から
の情報収集等による）
、(2)実践可能な自立支援の方法の案出（月 1 回の定例会議
等による）
、および、(3)それらの情報・方法の体系化（ハンドブック作成等によ
る）を行った。

研究者
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【研究成果・考察の概要】
施設入所中の児童（高校生）は、金銭面・経済面など現実的な生活設計につい
て不安を抱えがちであるが、施設退所者はそれらに加え、孤独感・孤立感など様々
な困り事を抱えており、精神的支援の充実が必要であること等が示された。加え
て、施設職員は、アフターケアの必要性を認識し、各種資源・制度を活用してい
る一方で、入所児童へのケアとのバランスの難しさを感じており、施設内外の支
援チームで行う必然性等が明らかとなった。
また、自立支援のための方法の案出・体系化の過程で、退所者への「仕送りプ
ロジェクト」が発足・組織化されるとともに、自立支援用のハンドブック（巣立
ちハンドブック）が作成された。
【残された課題・今後の展望】
本研究により、当施設における自立支援システムの構築を一定程度進めること
ができた一方で、今後、それらをさらに継続・発展させたり、新たな情報や制度
等を収集し活用していくためにも、施設内での担当者や専門部署の設置、そして
それらをバックアップするための公的な予算措置等が必須であると考えられた。
本研究では、現状の業務の延長線上で“実践可能”な支援方法を模索し確立し
てきたが、それを後押しする公的なバックアップがあれば、当施設でも、そして
全国的にも、施設退所者に対してより組織的かつ支援的な取り組みが拡充してい
くと考えられた。

陽輔

