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園・家庭・地域の
豊かなコミュニケーションシステムをめざして

～お便り・Ｗｅｂサイト等の実際～

2018 年 7 月 16 日（月・祝）　11：00 開会　16：00 閉会
東京大学情報学環　福武ホール　福武ラーニングシアター
主催：公益財団法人野間教育研究所



　本日はご多用中のところご出席いただきありがとうございます。
　野間教育研究所の吉久と申します。
　今回のシンポジウムですが、実は初の野間教育研究所主催となります。以前からいつかはシ
ンポジウム、セミナーを開催したいと計画していたのですが、なかなか実現には至りませんで
した。
　そこで、当研究所の幼児教育研究部会の秋田先生はじめ諸先生方に、なんとかこの研究部会
でシンポジウムを開催したい旨を相談し、お願いをいたしました。
　本研究部会は2005年に発足し、秋田先生を座長に今までに２冊の紀要を完成、刊行した実
績があります。また、他の先生方も幼児教育研究の第一線で活躍されておられ、いくつもの学
会、セミナー、シンポジウム、学会誌などの発表や執筆で実績を積み重ねておられますので、
私も頼るような気持ちでお願いをいたしました。
　先生方には、ご多忙のところ大変無理を申し上げましたが、すぐに色々な準備を重ねてくだ
さり、慣れない私どもをリードしてくださいました。ここにこうして開催できることを大変喜
ばしく思いますし、ご参加の皆さまにも、先生方にも感謝の気持ちでいっぱいです。
　当研究所は２年後には創立70年を迎えます。今回のシンポジウムはそれに向けた、良い発
進になることと思います。
　また、このシンポジウムのために遠方より３人の園長先生にもお越しいただき、現場からの
生の声、興味深いお話も伺えるようです。
　まずは研究部会の先生方の研究状況から発表いただきます。
　ご参加いただきました皆さまにとって、少しでも有意義な時間になることを、また、幼児教
育界にとっても、ささやかな貢献となることを願い、ここに開催させていただきます。

■ ご挨拶

セミナー開催にあたり、開会
の挨拶をする

公益財団法人野間教育研究所

吉久知延 所長

　2018年 7月 16日（月・祝）、東京大学本郷キャンパス福武ラーニングシアターにおいて保育の関
係者を対象に、公益財団法人野間教育研究所・幼児教育研究部会主催のセミナーが開催された。セミ
ナーでは、「どのように保護者に園の保育や子供の育ちを伝えていくか」について、①お便り・Webサ
イトの研究報告　②保護者とのコミュニケーションに工夫をしている園の報告　③参加者の園での実践
紹介などを通して、フロアディスカッションや総合討論の時間がもたれ、活発な議論が展開された。

園・家庭・地域の
豊かなコミュニケーション

システムをめざして
〜お便り・Ｗｅｂサイト等の実際〜



　午前の第一部は、幼児教育研究部会座長を務める、東京大学大学院教育学研究科の秋田喜代美教

授が全体の研究概要説明を行い、続いて幼児教育研究部会メンバーである武蔵野大学の箕輪潤子准

教授、公益財団法人ソニー教育財団の髙木恭子氏、白梅学園大学・日本学術振興会特別研究員（PD）

の辻谷真知子氏、千葉大学の砂上史子教授、広島大学の中坪史典准教授がそれぞれの研究内容につ

いて報告を行った。

第一部・研究報告を熱心に聴講する保育関係者の方々

東京大学大学院教育学研究科教授

秋田喜代美 先生

白梅学園大学
日本学術振興会特別研究員（ＰＤ）

辻谷真知子 先生

武蔵野大学准教授

箕輪潤子 先生

公益財団法人ソニー教育財団

髙木恭子 先生

千葉大学教授

砂上史子 先生

広島大学准教授

中坪史典 先生

■ 第一部・研究報告  

休憩時間に閲覧する参加者

会場フロアに展示した園便
り、Webサイトのポスター



　第二部は、広島大学・中坪史典准教授が全体の司会を務め、最初にシンポジウムの企画主旨説明

を行った。続いて、学校法人有朋学園かえで幼稚園の中丸元良園長、学校法人あけぼの学院認定こ

ども園・立花愛の園幼稚園の濱名浩園長、社会福祉法人湘南学園・保育の家しょうなんの塚本秀一

園長から、保護者とのコミュニケーションの工夫やシステムについて具体例を交えながら話題提供

していただいた。

前面のスクリーンに映しだされるパワーポイントの
資料をもとに中丸元良園長が話題提供

話題提供された濱名園長、立花愛の園主幹教諭・岩井先生、
武庫愛の園幼稚園主幹教諭・松岡先生

24時間365日保育について塚本秀一園長が話題提供

学校法人有朋学園かえで幼稚園

中丸元良 園長

社会福祉法人湘南学園
保育の家しょうなん

塚本秀一 園長

   第二部・話題提供 ■

学校法人あけぼの学院認定こども園
立花愛の園幼稚園

濱名 浩 園長



　第一部、第二部の報告を受けて、ここからは参加者同

士が 4人一組のグループに分かれ、「保護者に保育を伝え

る工夫」や「今後の課題」などについてディスカッショ

ンし、より良い相互理解（コミュニケーション）に向け

て活発な議論が行われた。

　まとめとして、第二部で話題提供された中丸元良先生、濱名浩先生、塚本秀一先生に、第一部で

研究内容概要を説明された秋田喜代美先生が加わり、参加者との質疑応答という形で活発な討論が

行われた。

グループに分かれ話し合った

総合討論で登壇された中丸元良園長、濱名浩園長、
塚本秀一園長、秋田喜代美教授

閉会挨拶する吉久知延所長

参加者と登壇の先生方の質疑応答の様子

ご登壇の先生方とスタッフの皆さん

グループごとに書き出された工夫の付箋

活発な意見交換も行われた

■ フロアディスカッション  

■ 総合討論  
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［幼児教育研究部会と本主題の背景紹介］
はじめに、公益財団法人野間教育研究所幼児教育

研究部会とはどのようなことをしているのかを簡単
にご紹介させていただく。私どもは、最近の重要な
幼児教育課題に関して、特定の主題に絞りプロジェ
クトとして、メンバーでテーマを検討し、実践的協
働研究を実施してきている。そして財団の施設であ
る野間自由幼稚園やさまざまな園にご協力いただく
形で研究を進めてきた。これまでの研究トピックス
としては「保護者の語りにみる実践知」「幼稚園に
おける片付けの実態と目標の関連性の検討」「保育
カンファレンスにおける保育者の語りの特徴」の研
究をしてきた。それらの研究成果の知見を野間教育
研究所紀要として、『第 52 集 葛藤場面からみる保
育者の専門性の探究』（幼児教育研究部会 2013 年 2
月刊）、『第 56 集 園における知の創出と共有』 （幼
児教育研究部会 2015 年 4 月刊）として公刊してき
た。

そして 2015 年よりこのテーマで 3 年間にわたり
研究に取り組んできている。この研究プロジェクト
では、次の 4 つの点でこれまでの保護者支援とは違
う特徴を持っている。第 1 に、保護者支援のための
情報提供の方法だけを問題にするのではなく、親も
保育者も子どもも育ち合っていくための豊かな園の
コミュニケーションのシステムを問う、というシス
テム的視点で共育ちを考えるという特徴である。ま
た第 2 に、コミュニケーションと言っても、今回は
対面での話し言葉ではなく、書き言葉での対話とし
てお便りや Web サイトに焦点化することとした。
そして第 3 に実際にお便りや Web サイトは保護者
だけではなく、いろいろな方もみておられるので、
園と家庭だけではなく、地域も含んで、未就園家庭
や保幼小連携、地域連携なども考慮にして考えるこ

とをしている。そして第 4 に、ＡＩはじめデジタル
化の波の中で、真に意味ある豊かなコミュニケー
ションを創りだす方法とはどのようなものか、とい
うコミュニケーション・対話の質を保育の質として
考えていくということが特徴となっている。

そしてこの研究は私どもにとっては、これまで取
り組んできた保育者の実践知研究である片付けの研
究に続く第２弾の研究として、保育者は保護者との
関係形成についてどのような知恵を園として持って
いるのかを明らかにするという視点から連続性を
もって位置づけるものでもある。

園の保育について、保護者やコミュニテイ、一般
の人々、園就職希望者に対し、園からの情報発信、
園が構築するコミュニケーションシステムの検討
は、保育を多くの人に理解してもらい、園が地域の
ケアと教育のセンターとなっていく上でも重要な行
為であると考えられる。しかしながら、当該分野の
研究の現状として、園のコミュニケーションシステ
ム的な視座はこれまで何も検討されてきていない。
園からのお便りや連絡帳の書き方のマニュアル本は
出され、また連絡帳の内容の分析やその機能の事例
検討は論文等としても発表されてきている。また
Web サイトに関しても、保護者がどのような媒体
をどれぐらい閲覧しているのか等の実態調査はある
し、現実にはアプリやデジタルツールも急速に拡張
している。その中で保護者との関係構築を一つの機
能とする園のコミュニケ―ションシステムをどのよ
うに考えられるかが私どもの問いとなっている。

下図は筆者も関わってベネッセ教育研究所で
2016 年に年長児の保護者に対して卒園直前に行っ
た調査結果をまとめたものである。園便りなど園と

園・家庭・地域の
豊かなコミュニケーション
システムをめざして
ーお便り・Webサイトの実際ー
研究概要説明

秋田喜代美
（東京大学）
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の接点から得る情報を子育ての参考にしていること
が、保護者自身が成長を実感し、子どもの意欲を尊
重する養育態度につながっている（そして、そのよ
うな養育態度が子どもの育ちにつながる）ことが明
らかになっている。

［園コミュニケーションシステムへの視座］
文字や画像での保護者とのコミュニケ―ションシ

ステムを考えた時に、誰に対してそのメッセージが
宛てられたものかという宛名と、どのような内容が
そこで語られるのかという内容の個別性、一般性と
いう軸で、考えることができる。その軸で考える
と、連絡帳、クラス便り、園便り、メールやＳＮ
Ｓ、ＨＰなどは以下の図のように示すことができる
だろう。そして文字画像等のコミュニケーションシ
ステムが成立するためには、日ごろからの話し言葉
や相槌や眼差しなどの非言語的コミュニケーション
が、相互の信頼関係形成の基盤となっているのはい
うまでもない。また園により、使用メディアも頻度
も違っている。どのような違いが、語りやその機能
にあるのか？というそのシステムを支える園文化や
実践知を解明しようというのが私どものプロジェク
トの目指す方向や課題となっている。

私どもがいろいろインタビューなどもさせていた
だいて感じるのは、園による保育観等によって、ま
た保育園と幼稚園などどれだけの時間をどの仕事に
割り当てられるのかによってもそのメディアの使用
は変わってきている。保護者への情報量は多ければ
多いほどよいと考える園と、子どもと保護者が話し
合う機会を大事にしたいので園の保育については子
どもから聴いてほしいと考える園もある。また伝え
る内容もできるだけ個別具体的エピソードを伝える
のがよいと考える園もあれば、園の理念を伝えるの
が大事と考える園もある。それによって何を誰に伝
えるのかが違ってきていると考えられる。

個別具体的
話を

対面で

いつでも
見れる
メディアで

双方向
ツールで

子どもから
聴いてほしい

ほどほど

提供量が
多い方がよい

園の保育者と対話や保育観、
タイムマネジメントとも関係

共有できる
話題を

園から
の依頼
伝達事
項や要
望

理念や価値、
意味を

伝える
内容
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［本日の構成］
本日のシンポジウムは大きく３部構成になってい

る。まず午前の部では、私どもの部会メンバーが研
究内容を紹介し、私どもの見方・考え方をお話しさ
せていただく。その後午後からは３名の園長先生か
ら園の具体的実践についてお話をいただく。そして
最後に参加者の皆さまと共に保育を伝える工夫につ
いて、具体的にワークシートをもちいて、お便り等
お持ちくださっている参加者もおられると思うの
で、相互の実践知交流と共有を行いたいと考えてい
る。午前中の内容に関しては、1. 園のお便り、2.Web
サイトに関しての研究を以下のように行っていく予
定である。積極的に対話ができ参加してよかったと
思っていただける一日になればと願っている。

［文　献］
ベネッセ教育総合研究所（2016）『園での経験と幼児

の成長に関する調査』https://berd.benesse.jp/
jisedai/research/detail1.php?id=4940

お便りを通して園が保護者に
伝えていること

箕輪　潤子
（武蔵野大学）

1.
2.

1.
2.

［お便りとは］
お便りとは、幼稚園や保育所から保護者に子ども

の様子や幼児教育・保育の意図、お知らせなどを伝
えるための手段の一つである。幼稚園や保育所等に
おける多様な保護者とのコミュニケーションシステ
ムの中でも、保護者にとって子育ての参考になって
いると認識されている（ベネッセ、2015）媒体であ
る。未就園児保護者、卒園児、就職希望学生、地域
など広く閲覧者を想定している Web とは異なり、
お便りは紙媒体で園から保護者に直接配布され、読
者の対象も「在園児の保護者」に絞られているとい
う特徴がある。

•

•
2015

•

Ø Web
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柴崎ら（2016）は保護者にとってのお便りの意味
について、保育者の目を通して子どもの姿を知るこ
とで、子どもを見る目が豊かになっていく可能性が
あると指摘している。園や保育者にとっては、保
育・幼児教育の専門家として、また、各園や保育者
独自の視点で、園で生活する子どもの姿やその育
ち、保育における意図などを伝える手段となってい
ると考えられる。つまり、園にとってお便りは園の
保育や子どもの姿を伝え、保護者にその理解を促す
ための重要なコミュニケーションツールであると言
える。

［研究の目的と方法］
本研究では、園はお便りを通して、保護者に対し

て、何をどのように伝えているのかについて明らか
にすることを試みた。お便りの内容について検討す
る上で、園によって発行頻度やお便りに掲載する内
容が異なることを踏まえ、園側の保育の意図がより
明確に表現されると考えられる行事に関するお便り
を取り上げることとした。行事の中でも、今回は運
動会に着目し、その前後のお便りを検討することと
した。

運動会は、日本の数多くの幼稚園が毎年行ってい
る代表的な園行事のひとつ（及川ら、2015）であ
る。子ども・園にとっては、日頃の運動の過程や身
についた能力を表現する場であるとともに、「みん
なで・集団で」の経験（ルール・協力）と、「自分
で」（頑張る・挑戦・達成感）の経験の機会である。
一方、保護者にとっては、我が子の運動能力をどの
程度開発してくれたかを見届ける絶好の機会であ
り、保護者の期待は大きい（紙透、1999）。また、
子どもたちの運動を大人が見守ることで、成長を共
に喜びあうことができる（秋田、2010）行事である。
本研究で、運動会前後のお便りを検討する理由は、
①どこの園でも実施されており、園によって運動会
の教育的意義が異なる ②保護者にとって関心が高
く、他の行事と比べて保護者が参加する可能性が高
い。ということである。保護者にとって関心が高
く、園にとっては園の保育の意図や子どもの育ちを
伝える上で重要な機会であると考えた。

具体的な調査方法は、①運動会前の園便り・クラ
ス便り 48 枚を収集（期間・調査協力園 2014 〜
2015 年 公・私立幼稚園 12 園）②お便りを通して
園が何をどのように伝えているのかについて、お便
りの文章を園を単位として質的に分析することとし
た。

［運動会前のお便りの内容と特徴］
⑴ お便りの内容の園による特徴

お便りの内容を検討したところ、①子どもの姿
（子どもの動きや表情・言葉／子どもの気持ちや思
い／子どもの育ち・経験・育ちの解説）②園の保育
のねらいや考え方（保育上の感想／保育に関するね
らい・方針・考え方・解説／一般的・普遍的な保育
に関する事項）③保護者へのお知らせ・お願い（運
動会実施上のお知らせ・お願い・持ち物／運動会の
参加を促すお願い／子どもの姿をみるとき、かかわ
るときのお願い）の主に３つがみられた。

そして、園によって①子どもの姿 ②園の保育の
ねらいや考え方への触れ方に特徴がみられた。例え
ば、活動内容（子どもの姿）、感想（園の保育のね
らいや考え方）といった事実を中心にしている園
と、子どもの気持ちや考え・育ちや経験（子どもの
姿）や活動におけるねらいや方針（園の保育のねら
いや考え方）を中心としている園がみられる。ま
た、中には活動におけるねらいや方針（園の保育の
ねらいや考え方）に加えて、一般的な幼児教育の考
え方について触れる園もみられた。
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⑵ お便りの具体的な内容
① 子どもの姿
「子どもの姿」を伝える内容は、以下の４種類がみ
られた。活動内容（例：今年は「うんどうかいの
ヒーロー」という曲に合わせて踊ります）、子ども
の動きや表情、言葉（例：真剣に走る子、ニコニコ
と嬉しそうに走る子、周りの応援に手を振りながら
走る子など、様々な姿を見せています）、子どもの
気持ちや思い（例：年中組は、昨年度の経験を思い
出し、力一杯取り組むことを楽しんでいます）、子
どもの育ち・経験・育ちの解説（例：「できた」「友
達と一緒に行うのが楽しい」という実感が喜びや自
信を育みます）。運動会に向けての子どもの活動や
様子・運動会で実施する競技の中で、特に注目・理
解して欲しいことを伝えていると思われる。

具体的に伝えている内容に触れると、まず＜子ど
もの気持ち＞については、運動会までの過程におい
て、何をしているかだけでなく子どもの心情を記載
し、子どもの運動会への期待感や思いを伝えること
で、保護者にも楽しみにしてもらうというものがみ
られた。また、楽しさや期待などポジティブな心情
に加え、不安や緊張などネガティブな子どもの心情
も記載することで、子どもの複雑・多様な心情を伝
えたり、保護者の子どもに対する過剰な期待を抑え
たりするようなものがみられた。

•

→

次に＜子どもの経験・育ち＞については、活動を
通した子どもの経験や育っていることを具体的なエ
ピソードと共に記載することで、保護者には見えに
くい子どもの内的な経験・育ち、発達の特徴につい
て伝えるという記載がみられた。

•

→

1

2

3

② 園の保育のねらいや考え方
園の保育の意図やねらい、考え方を伝える内容に

ついては、保育上の感想（例：雨・雨・雨、すごい
お天気が続き、運動会の練習が思うように進みませ
ん。先生方は、とても困っています）、保育に関す
るねらい・方針・考え方・解説（例：行事を行う上
で大切にしていることは、１学期から楽しんで取り
組んでいた遊びや体験を生かすことで（中略）みん
なでやり遂げた達成感や満足感を味わうことを「目
標」にしています）、一般的・普遍的な保育に関す
る事項（例：幼稚園は遊びを中心とし具体的な活動
を通して総合的な指導をする教育です）がみられ
た。
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具体的に伝えている内容に触れると、まず＜保育
に関するねらい・方針・考え方・解説＞について
は、保育において重視していることを、子どもの具
体的なエピソードと共に記載し、保育者の視点を伝
えている（保護者にとって新たな視点の獲得）とい
う記載がみられた。また、運動会のことだけでな
く、園の保育の意図や教育で大切にしていることを
伝えることで、保護者が園の教育についての視点を
理解する機会になるような記載もみられた。また、
少数の園ではあるが、幼稚園教育要領の内容など幼
児教育の普遍的な事項について記載し、保護者に幼
児教育の視点を伝えるという内容もみられた。

•

→

1 !

4

2

•

→

1

2

1

③ 保護者へのお知らせ・お願い
保護者へのお知らせ・お願いについての内容は、

○運動会実施上のお知らせ・お願い・持ち物（例：
服装　白い T シャツ又はポロシャツでお願いしま
す。水筒、プログラムも持参してください）○運動
会の参加を促すお願い（例：まだまだ若い祖父母の
方々も、車いすの方も、誰でもお楽しみいただける

プログラムですので、大勢の方のご参加をお待ちし
ております） ○子どもの姿をみるとき、かかわると
きのお願い（例：子どもたちが最後まで頑張れるの
は、お家の方たちの応援があってこそ！　当日はた
くさんの拍手と声援をよろしくお願いします）がみ
られた。

具体的な記載について検討したものについては、
まず、＜保護者へのお知らせ＞として、競技内容に
おける子どもの動き・位置を図や絵で記載し、親子
競技の集合場所について知らせるものや、ビデオ撮
影に夢中になりすぎて保護者が子どもの姿を見逃さ
ないようにという注意を記載しているものがあっ
た。また、＜保護者へのお願い＞については、持ち
物や当日のお願いなどが記載されているが、最低限
必要なことだけを記載する園と、様々な保護者がい
ることを想定し、細かに注意事項を記載している園
がみられた。これらは、たくさんの保護者が運動会
に参加するからこそ、ルールやマナーを守ってもら
い、円滑な運動会運営ができるように協力をお願い
しているものであると同時に、保護者を育てる視点
があると考えられる。

そして＜保護者へのお願い＞の中には、子どもの
視点から保護者に応援を促している記載もみられ
た。例えば、子どもたちが頑張れるのは保護者の応
援があってこそであると伝え、園からのお願いとい
うよりは子どもにとっていい運動会にするという視
点からお願いをすることで、保護者が子どもを応援
したくなるようにしていると考えられる。



11

［まとめ］
お便りは、保育を運営する上で必要な情報と、子

ども・保育を理解する視点となる情報によって、主
に構成されている。子ども・保育を理解する視点と
なる情報は、「具体的なエピソード」や「絵」など
で、保護者がイメージしやすい形で書かれている。
また、子どもの内面について書く園は保育の意図に
ついても書く傾向にあった。さらに、お便りが園の
思いを伝えるだけでなく、保護者が子どもの視点で
考えることができるような工夫がなされていた。

運動会という、保護者の注目も参加率も高い行事
においては、保護者の期待が高まる。園や保育者が
子どもに経験してほしいことや育てたいこと、実際
の子どもの姿や思いを、保護者に伝わるように具体
的に書いたり、保育者の思いを伝えたりすること
が、子どもの育ちを共に喜んでいこうというメッ
セージにつながっているのではないかと考える。

［文　献］
ベネッセ（2015）「園での経験と幼児の成長に関す

る調査」
柴崎正行・会森恵美（2016）「保育所における保護

者支援についての検討：『クラス便り』の分析
を通して」『大妻女子大学家政系研究紀要 』第
52 巻 pp.157-162.

及川智博・川田学（2015）「運動会練習初期におけ
る活動規範の形成と共有：ある幼稚園の年長遊
戯に着目して」『子ども発達臨床研究』第 7 巻 
pp.37-47.

紙透雅子（1999）「幼稚園に『運動会』はいらない」
吉見俊哉他著『運動会と日本近代』青弓社．
199-225.（第６章）

秋田喜代美（2010）「園のくらしを育む 7. 日本の保
育文化（1）運動会」『幼児の教育』第 109 巻第
10 号 pp.28-31.

「お便り」における伝え方の工夫
～記述・レイアウトに着目して～

髙木　恭子
（ソニー教育財団）

［問題と目的］
幼稚園教育要領には、家庭との連携について、

「保護者が、幼稚園と共に幼児を育てるという意識
が高まるようにすること」とある。そこで、「保護
者に保育を伝えるために定期的に配信している園便
り、クラス便りでどのような工夫をしているのか」
をテーマに、次の問いをもち取り組んだ。

問いの１つ目は、「幼稚園教育要領には、『保護者
と園が、共に子育てをするという意識を高めるため
に』と示されているが、そのために、共有されてい
る言葉はあるのか？」である。多くの園が、様々な
お便りを保護者に発信している。その中でも、園が
保育カリキュラムに位置づけ、保護者の理解や協力
など、連携を重要視している運動会のお便りに着目
することで明らかにできると考える。

問いの２つ目は、「お便りの言葉の特徴や工夫以
外に、園による特徴や共通点はあるのか？」であ
る。運動会に関して発信する配布物の中でも、多く
の園が定期的に配信している園便りや学年便り、ク
ラス便りに着目することで、特徴や共通点を見出せ
ると考える。

これらの問いをもち、運動会に関する園便りや学
年便り、クラス便りに注目した（これ以降は、これ
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ら３種類のお便りを「お便り」とする）。
ここでは、箕輪氏の先ほどの報告、「お便りを通

して園が保護者に伝えていること」を受け、伝えて
いる内容の「言葉と記述の工夫」と、「言葉以外の
工夫」の２点について報告する。

［言葉と記述の工夫］
初めに、お便りに使われている言葉を探るため

に、本研究にご協力いただいた 14 園の中から、無
作為に選んだ６園の「お便り」に使われている言葉
を把握する。

１．言葉
対象にする言葉を選別するために、助詞や助動

詞、接続詞などを除き、使われている言葉を精査し
た。そして、園が伝えたい保育の内容に関する言葉
になるように、お便り発行当時の幼稚園教育要領に
示されているねらいである、「心情・意欲・態度」
と、伝えたい内容と思われる「成長」に関する言葉
に絞って選別すると約 220 語になった。

これらの言葉を分類整理すると、運動会のお便り
に焦点を当てたことで共通して使われている言葉、

「一生懸命」「挑戦」「自信」が浮かび上がってきた。
この３つの言葉は、６園全てで使われており、出

現回数も多いことが分かった。
これらのことから、「一生懸命」「挑戦」「自信」

は、多くの園が運動会に関する保育について、保護
者に伝えたい言葉ではないかと考える。
「一生懸命」は他の２つ「挑戦」「自信」に比べて、

「全力」「精一杯」などの類似した言葉が多く、その
中でも、一番多く使われていた。多くの園が、この
言葉で伝えたいことがあると考える。
「挑戦」は、参考にした 14 校の小学校の学校便り
では使われていなかったため、幼児期の運動会で子
どもが体験する特徴的な内容を表す言葉の一つでは
ないかと考える。
「自信」は、一番出現数が多く、就学までに必要な
資質・能力の 10 項目の中の「自立心」の中で使わ
れている注目すべき言葉であると考える。

また、浅見均氏の「現行幼稚園教育要領下に於け
る「園行事」のあり方についての一考察」（1999）
で挙げられているお便りや、木藤尚子氏の「幼稚園
における運動会のあり方と子どもの育ちをさぐる」

（2000）で挙げられているお便りにも、これらの３
つの言葉が使われている。

そこで、問いの１つ目である「保護者と園が、共
に子育てをするという意識を高めるために共有され
ている言葉」として、「一生懸命」「挑戦」「自信」
に焦点を当てた。そして、ご協力いただいた 14 園
のお便りを対象に、これらの言葉「一生懸命」「挑
戦」「自信」が使われている文を洗い出し、使われ
方の特徴や工夫を探る。

２．言葉の使われ方の特徴
「一生懸命」「挑戦」「自信」の３つの言葉には、そ
れぞれの言葉が使われている文による特徴がみられ
る。
「一生懸命」は、子どもに限らず、保護者、保育者
の注目する姿に使用されている。そして、多くの文
が保育者の思いや成果を伝えている。また、運動会
の前後、当日のいずれの時期にも使われている。
「挑戦」は、子どもが意欲的に取り組んでいる具体
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的な姿に使用され、子どもの注目して欲しい姿や保
育者の願う姿を伝えている。「一生懸命」や「自信」
は、保護者に直接語りかける文に使われているが、

「挑戦」は子どもの姿を伝える文以外、保護者に直
接語りかける文には使われていない。運動会前や当
日の子どもの姿に多く使われている。
「自信」は、保育者のねらいや援助、思いを伝える
文で多く使われている。子どもの具体的な姿を記述
し、体験や成長を伝える言葉になっている。当日や
事後の文に使われている園が多い。

また、これらの３つの言葉は、「子どもの具体的
な姿や体験」「保育者のねらいや援助、思い」「保護
者への言葉、連絡、お礼」を伝えている文で、使わ
れている。

３．記述の工夫
記述の工夫として、「保育者がどのような立ち位

置で伝えているのか」という視点で探ると、「保育
者の立場」「子どもの立場」「客観的な立場」「保護
者の立場」の４つの異なる立ち位置が見られる。

このように書き手の立ち位置により記述が変わる
ことは、読み手の保護者の見方や心の動きに影響す
る言葉になり、園や保育者の思いが、保護者に効果
的に伝わる工夫になる。

４つの立ち位置のそれぞれの特徴は以下の通りで
ある。

① 保育者の立場では、子どもや保育の様子、保
育者の思いを伝えている（例：「一生懸命に頑張る
ことの心地よさを、たくさん感じられるように援助
していきたい」）。

② 保育者が子どもの立場に立ち、子どもの取り
組みを伝える工夫がある。保護者が、園で活動する
子どもの姿をイメージしたり、当日の姿への興味や
理解を深めたりすることが期待できる（例：｢様々
な経験の中から、自分なりに挑戦をして、やり遂げ
た喜びを味わっています」）。

③ 保育の意図や園の教育を客観的に示し、保育
のねらいや保育者の思いを伝える工夫をしている

（例：「自ら取り組む姿を大切に、自信をもって挑戦
できるよう、関わっていきたいと思います」）。

④ 保護者の立場に立って、保護者へ語り掛ける
工夫をし、子どもへの思いを共感的に伝えている園
もある（例：「子ども達の一生懸命頑張る姿に、胸
が熱くなった方も多かったと思っております」）。

４．記述の工夫と園の特徴や共通点
保護者に伝えたい言葉として、参考にしたお便り

の配布当時の幼児教育のねらいであった「心情、意
欲、態度」に視点を当てたことから、新教育要領の

「生涯に亘る生きる力の基礎」の１つ、「学びに向か
う力、人間性など」に関する園の取り組みの特徴を
捉えることができる。
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この視点での保護者に伝えて共有したい姿は、園
により、「一人一人の姿や成長」「グループ活動や友
達との関わりの姿や成長」「集団活動による生活の
姿や成長」という３つの姿に分かれていた。そし
て、それぞれ同じ特徴の園の共通点が明らかになっ
た。

このことは、問いの２つ目、「お便りの言葉の特
徴や工夫以外に、園による特徴や共通点はあるの
か？」に関連している。
「一人一人の姿や成長を重視」するという特徴の園
の “ 工夫の共通点 ” としては、運動会の活動を通し
てできるようになることを、充実感、満足感に結び
付けて成果を伝える文が多く見られる。
「友達やグループでの関わりによる成長を重視」す
るという特徴の園の “ 工夫の共通点 ” としては、具
体的な子ども同士の関わりの言動を示し、協同的な
取り組みの様子を伝える文が多く見られる。また、
運動会の競技だけではなく、係活動やグループ活動
などの文があり、大切な活動として伝えている。
「園や学級など集団活動による成長を重視」すると
いう特徴の園の “ 工夫の共通点 ” としては、「運動
会を通して」「みんなで」という言葉を使い、行事
への意識や集団活動への取り組みの様子を伝える文
が多く見られる。

この３つの特徴は、園の保育方針や重視している
保育内容が顕著に表れていると考えられる。

［言葉以外の工夫］
言葉以外の工夫について、「１. 伝える情報量と工

夫（ページ数や紙面のサイズ）」、「２. 読みやすさや
関心を引く工夫」、「３. 文字情報を補うレイアウト
の工夫」、「４. 文字情報を補い保護者のコメントを
取り込む工夫」の、これら４点を報告する。

１．伝える情報量と工夫
お便りには、園の規模や伝えたい情報量による

ページ数や紙面のサイズなどの工夫がある。
○ 情報量に応じた用紙サイズやページ数として

は、A ４判を基本のサイズにしている園が多
い。その他、A ３判、B ４判、B ５判が使われ
ており、決まったページ数の園や情報量に応じ
たページ数になっている園がある。

○ 配布対象により、掲載内容や情報量を工夫して
いる。

・ 園の保育全般、全学年の情報を掲載し、全家庭
に配布している園が多い（協力園 14 園中 12
園）。この場合、全保護者が園全体の情報を共
有することができる。我が子以外のクラスや連
絡事項を知ることができるが、情報量が多くな
る。

・ 園の保育全般、学年ごとの情報を掲載し、学年
毎に家庭に配布している園がある。この場合、
保育全般の必要な情報と、学年毎に焦点を当て
た情報を共有できる。一方、他学年の情報の詳
細は分からず、兄弟関係の保護者は複数のお便
りを確認する必要がある。

・ クラスの情報を掲載して対象の家庭に配布し、
クラスの子どもたちの詳細な情報を共有できる
ようにしている園がある。この場合、我が子の
姿やクラスの様子をイメージできる。

２．読みやすさや関心を引く工夫
読みやすさや関心を引く工夫としては、イラスト

や写真の活用がある。

1 2 3
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顕著な特徴として、すっきりとした紙面で言葉を
中心に伝える園、イラストを活用している園、写真
を活用している園の、大きく３つのパターンのお便
りがある。

○来場者が関心を引いた工夫（問いかけ）
 　そこで、シンポジウムに参加されたフロアの
方々は、「関心を引く工夫」としてこの３つのパ
ターンをどのように感じられるのか、好感を持つ
お便りに挙手をしていただいた。その結果、１つ
目の文字中心のお便りは少なく、２つ目のイラス
トを使っているお便りは約３割程度、３つ目の写
真を使ったお便りには多くの方の挙手があった。
○文字以外の関心を引く工夫
 　この３つのお便りからも伝わるように、お便り
には、文字以外の特徴が表れている。特に、多く
の園では１ページ目には教育・保育方針やその時
期に特に伝えたい内容が記述されており、「文字
でしっかり伝えたい」、イラストを使用して「親
しみを感じて読んで欲しい」、写真を使用して

「子どもの姿を知って欲しい」など、読み手の保
護者への思いが表れている。また、巻頭言は文字
中心の園でも、この他では、イラストや写真を使
い、文字以外の工夫がある。

これらの工夫としては、次の４点がある。
・ イラストを使用し、記述内容のイメージをもっ

たり興味を引いたりする。
・ タイトルが目立ち、興味を引くように、イラス

トや枠組みを使用する。
・ 写真やキャプションにより、具体的なリアルな

状況を伝える。
・ 読み易さや親しみ易さを考慮し、活字や手書

き、手書きイラストなどを使用する。

３．文字情報を補うレイアウトの工夫
文字情報を補う工夫としてレイアウトや枠組みが

工夫されている。項目や記述順、配置やイラスト、
囲み、手書きの有無など、お便りの項目毎のレイア
ウトや表記には、園による記述の特徴がある。ま
た、使用する用紙サイズによるレイアウトの工夫が
されている。

例えば、B ４判、A ３判の広い紙面を生かして、
レイアウトされている園がある。また、B ５判のサ
イズを生かした、数ページの小冊子のお便りの園が
ある。数ページに亘る情報量であっても、１頁の情
報量を少なくすることで、読む負担を感じないよう
に工夫している。

文字を補うために、その他に次のような工夫がさ
れている。

・ 毎回必要な情報は、同じ項目を挙げ、情報の記
述に必要なスペースをとる。項目ごとのまとま
りが分かり易く読みやすいように、毎回同様の
タイトルの枠組みやイラストを使用する。

・ 毎回、同様のレイアウトになるように、同じ項
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目の情報量や配置にする。枠組みのイラストを
使用することで項目ごとのまとまりが分かり、
注目できることで読みやすくする。

・ お知らせしたいことを、スケジュール表に記述
し、詳細を別記する。

・ お知らせしたいことを、項目ごとに記述し、項
目ごとに必要なスペースを確保して記述する。

４．�文字情報を補う保護者のコメントを取り込む工
夫

運動会は保護者が参加や参観をする行事である。
そのため、文字情報を補うもう一つの工夫として、
保護者の感想や思いを共有する工夫をしている園が
ある。

園からの情報だけではなく、双方向の情報が得ら
れるお便りになるように、保護者の感想を特集とし
て紹介したり、記事の中で、保護者の言葉を取り上
げて紹介したりしている園がある。他のクラスの保
護者からの声が届く機会になる。

その他、保護者が思いを園に伝えやすくなるよう
に、お便りに「保護者からのコメント欄」を設け、
園からの一方的な情報を伝えるだけではなく、相互
のコミュニケーションを図る工夫がされている園が
ある。

［まとめ］
お便りは、保護者に伝えたいことを工夫して表現

されている。その工夫から、次のことが分かった。
・ 運動会に関するお便りでは、「一生懸命」「挑

戦」「自信」という言葉が多くの園で使われて
おり、 園と保護者がこれらの言葉で子どもの姿
を共有している。

・ 保育者の立場で伝えるだけではなく、子どもの
立場、客観的な立場、保護者の立場などの立ち
位置による記述の工夫がある。記述を工夫する
ことで、保護者の見方や心の動きに影響する言
葉になり、効果的に伝わることが期待できる。

・ 保護者に伝えたい情報量とレイアウト、イラス
トや囲み、写真とキャプションなどで文字情報
を補い、読みやすく興味をもてるように工夫さ
れている。これらの工夫により、一見して園の
特徴が伝わるお便りになっている。

運動会の活動に関するお便りは、当日だけではな
く、事前の経過や、成果を見て取れるその後の姿に
も触れるなど、取り組み全体を通して、子どもたち
の姿や成長、保育者の願いなどを伝えている。そし
て、伝える内容を「共有しやすい言葉」で伝えた
り、保護者の見方や心の動きに影響するように「保
育者の立ち位置」を考慮したりして、「保護者が、
幼稚園と共に幼児を育てるという意識が高まる」よ
うに工夫されている。

また、保護者に伝えたい言葉として挙げた「一生
懸命」「挑戦」「自信」の３つの言葉がどのように使
われているのかに注目することで、「子ども一人一
人の姿や成長」「友達やグループとの関わりや成長」

「園や学級の集団活動への取り組みの姿や集団の育
ち」といった、それぞれの園による保護者に伝えた
い「保育の特徴」や違いが見えてきた。園の保育・
教育を保護者に伝え、理解を深める記述になってい
ることが分かった。

［文　献］
文部科学省（2008, 2018）「幼稚園教育要領」
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浅見均（1999）「現行幼稚園教育要領下に於ける
『園行事』のあり方についての一考察」『青山學
院女子短期大學紀要』第 53 号 pp.83-125.

木藤尚子（2000）「幼稚園における運動会のあり方
と子どもの育ちをさぐる」『保育実践研究』第
1 号 pp.4-12.

園の特徴が現れるWebサイト

辻谷真知子
（白梅学園大学 /日本学術振興会）

［報告の概要］
コミュニケーションシステムの１つとして Web

サイトに着目した報告である。本報告はまず Web
サイトの特徴の概観と分析視点の紹介に主眼をおい
て、「1. Web サイトの実際（内容・構成）」 「2. Web
サイトの記述スタイル（記述の工夫）」「3. 保護者の
好み」の３部で構成した。

［Webサイトの実際］
まず具体的な園 Web サイトを示しつつ、各園によ

り異なる特徴を見る視点と、園便り等のように自園
保護者に向けたコミュニケーションとは異なる
Webサイトという媒体が持つ特徴について紹介した。
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トップページに示される要素の中で、園により多
様な特徴が表れるものとしては、写真やイラスト、
象徴的な文言、詳細な情報を掲載した箇所へ移るた
めのタブが挙げられる。写真やイラストについて
は、写真を数枚用いて時間経過とともに入れ替わる
形式になっているサイトや、動画を掲載しているサ
イト、イラストが常に動いているサイト、もみられ
る。写真等の内容としては、園舎などの環境だけな
のか、子どもの写真が含まれるのかという相違、そ
して子どもの場合はどのような姿が示されているの
かの相違（正面や後ろ姿といった姿勢の向き、カメ
ラ目線の笑顔を写したのか、遊びに夢中な様子を写
したのかといった視線など）がある。このような写
真やイラストは、象徴的な文言（例：「明るく」「の
びのび」「わくわくする」「静かに」「朝の時間を大
切に」等）とともに園の理念や教育目標、大人がも
つ子どものイメージなどを示しており、未就園児保
護者へのメッセージにもなっているといえる。さら
に、詳細な情報を掲載した箇所へ移るためのタブで
は、生活の流れや行事、給食、アクセス、園への就
職に関する情報など、それぞれ異なる種類の情報へ
導いている。中でも「お知らせ」「今日の○○園」
といったように、日々の生活や行事、最新情報など
があるたびに更新される部分は、その有無や更新頻
度、内容が園によって様々である。それらの更新さ
れる項目がトップページでそのまま見ることができ
る構成となっている Web サイトがある一方で、在
園児保護者のみの閲覧に限定してパスワードを設定
している Web サイトもある。

このように、Web サイトは特にトップページの
写真やイラスト、文言等により園が価値を置くこと
や子ども観などを表している一方で、その他のペー
ジにおいてもその内容の詳細さや重点の置き方が園
によって異なっている。

園便りやクラス便りが主に自園の保護者を宛先と
して書かれているのに対し、Web サイトはこれか
ら入園する未就園児保護者、また園によっては就職
希望者なども宛先としており、宛先がより広いこと
に特徴がある。そして、保護者限定ページ等を除い
ては一般の人にも開かれており、不特定多数が閲覧
できる。そのため、子どもの姿を伝える際に、「園
の何をどのように見せるのか」という特徴が表れる

可能性がある。このような可能性を踏まえた上で、
今回は子どもの姿についての記述に着目したこれま
での研究内容を紹介することとした。更新する項目
としては日々の生活や行事、常設の項目としては一
日の流れや年間スケジュールに着目している。

［Webサイトの記述スタイル］
上記の部分に着目した研究を「Web サイトの記

述スタイル」として紹介した。この研究は、メディ
アの談話スタイル（藤崎・無藤、1992）を参照し、

「子どもに対して、書き手が（１）何を・（２）どのよ
うな立ち位置で記述しているのか」を「記述スタイ
ル」として分析したものである。

１．記述の内容と立ち位置
（１）の「何を」すなわち記述の内容については、

「保育内容・事実（活動として実施したこと）」「子
どもの様子（子どもの表情・様子や言動）」「保育の
意図・ねらい・理念（保育者の意図・園で大切にし
ていること）」の３点で分析を行った。また（２）の

「どのような立ち位置で」つまり記述の仕方につい
ては、「子どもの視点の一人称（子どもの思いや考
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え）」「保育者の視点の一人称（保育者の思いや考
え）」「客観的視点の三人称（事実を客観的に述べ、
思いや考えは含まない）」の３点で分析を行った。
これら（１）（２）の視点を合わせ、常設の項目と更新
する項目のそれぞれで検討した。その結果、いずれ
においても、「保育内容・事実」については読み手
が理解しやすい客観的な語り口で記述しており、

「子どもの様子」については子どもの思いや考えを
加えた一人称的記述で言動の解釈や子ども観を伴
い、「保育の意図・ねらい・理念」については保育
者の視点で一人称的な記述を含む傾向にあって保育
者の考えを伝達する場となっていることが示唆され
た。

２．来場者への問いかけ
上記の内容を紹介した上で、本研究グループが保

護者対象のアンケートのために作成した、異なる記
述スタイル３パターンで泥遊びの様子を伝えている
例をスライドに示し、「どの記述が好きですか」と
問いかけ、挙手をしていただいた。この３パターン
は（ア）「園庭の砂場で、泥の感触を楽しみながら、
泥遊びをしました。『あんこです』などと会話し、
友達や担任と、お団子やさんごっこをしました」と
いう活動内容や事実・客観的（三人称）パターン、

（イ）「園庭の砂場で思いっきり泥遊び！どろどろ、
べとべと、気持ちいいね。『はい、あんこです』。お
団子やさんになって、いっぱいお団子作ったよ」と
いう子どもの様子・子どもの一人称パターン、（ウ）

「泥の感触を楽しみながら、夢中になって遊ぶ子ど
も達のエネルギーに圧倒されました。汚れることを
気にせずに遊ぶ経験が、五感を豊かにします」とい
う、保育者の一人称パターンからなる。

挙手の結果、３つそれぞれで手が挙がったが、人
数はばらけており、（ア）（活動内容や事実・客観
的）がやや少なめという結果になった。

次に、写真の視点の相違を表す異なる３つのイラ
ストを示し、「どの写真が好きですか」と問いかけ、
手を挙げていただいた。（ア）活動の全体の様子の
写真、（イ）活動中の子どもの様子の写真、（ウ）カ
メラ目線の写真、をそれぞれイラストで示したもの
である。

挙手の結果、（ア）（活動全体の様子）および（イ）
（活動中の子どもの様子）に集中し、（ウ）（カメラ
目線）を好む人は０人という結果になった。

［保護者の好み］
上記の参加者への問いかけの後に、保護者アン

ケートの結果を一部紹介した。このアンケートは、
本研究グループで昨年度実際に私立幼稚園４園の協
力を得て実施したものである。まず、今回の参加者
に手を挙げていただいた「どの記述が好きですか？」
の内容と同様である「どの記事が好きですか？」の
質問では、４園中１園で（ア）（活動内容や事実・
客観的）および（ウ）（保育者の視点・一人称）を
選んだ保護者が有意に多く、他１園で（イ）（子ど
もの様子・一人称）を選んだ保護者が有意に多かっ
たという結果を紹介した。
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次に「どの写真が好きですか？」の質問では、そ
の質問を実施した３園すべてで、（ア）（活動全体）
が特に多く、（イ）（子どもの様子）は少数、（ウ）

（カメラ目線）は０人という結果になったことを紹
介した。この点は、今回の参加者への問いかけと類
似した結果であった。

［まとめ］
先述のように、園の Web サイトは園便り等の媒

体よりも宛先が広い。トップページの写真やイラス
ト、文言や構成の違いは、「園の何をどのように見
せるのか」という違いでもあり、園により異なる価
値や理念を暗に伝えることにもなる。

さらに詳細な情報を掲載した箇所へ移ると、日々
の生活や年間行事など、実際の子どもの様子を描い
た記述があり、保護者限定としている園以外では一
般閲覧者も見ることができる。

そのような子どもの姿について記述する部分で
は、活動内容や事実なのか、子どもの気持ちなの
か、保育者の意図なのか等といった、内容における
重点の置き方や立ち位置によって、記述スタイルの
パターンが異なっている。

以上のように、トップページおよび更新項目で明
らかになった点を踏まえると、園として、Web サ
イトを活用していく際の視点が得られる。第１に、

「園の価値や理念をトップページでどのように表現
するのか」という点である。つまり、想定する閲覧
者にどのような園として受け取ってもらいたいの
か、保育の価値として何を伝えたいのか、さらにそ
れらが実際にどのように伝わるのかという視点であ
る。第２に、「Web サイトの役割を踏まえ、どのよ
うな立ち位置から何を（誰に）伝えるのか」といっ
た点である。客観的な第三者なのか、子どもなの
か、保育者なのか、また同じ事実でもどの部分を切
り取り、どのような表現で伝えたいのかといった視
点が考えられる。そしてそれらの特徴が、読み手の
受け取り方にも影響するであろう。

本研究で示された Web サイトの特徴は、未就園
児保護者をはじめ、一般公開の場合は地域の人々、
就職希望者なども含めた閲覧者に「何を伝えたい
か」を再考する際にもヒントになる可能性がある。
さらに保育関係者に限らず一般の誰にでも閲覧可能
であること（ログインページを除く）を踏まえる
と、子どもの姿を広く社会に伝える機能も持ちうる
であろう。

［文　献］
藤崎春代・無藤隆（1992）「テレビニュースの談話

分析：ニュースのおもしろさと人格化について」
『社会心理学研究』第 7 巻 第 1 号 pp.29-44.

［初出掲載誌］
辻谷真知子・秋田喜代美・砂上史子・髙木恭子・中

坪史典・箕輪潤子（2017）「幼稚園ホームペー
ジの記述スタイル：子どもの姿を描く、常設の
項目と更新する項目に着目して」『国際幼児教
育研究』第 24 巻 pp.77-90.
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園後 ) に対する保護者の閲覧等の実態を明らかにす
ることを目的とする。

［園Webサイトに対する保護者アンケート調査］

園 Web サイトに対する保護者へのアンケート調
査の概要（方法）は以下の通りである。
対象：常設項目と更新項目（保育のエピソード等）
を有する園 Web サイトを持つ私立幼稚園３園の保
護者計 355 名。
期間：2016 年 11 月。
アンケートの質問項目：「ご自身とお子様について」

「幼稚園入園前の園 Web サイトの閲覧について」
「幼稚園入園後のお子様の通っている園 Web サイ
トの閲覧について」「園のホームページの文章や写
真について」。このうち、本発表では、特に「幼稚
園入園前の園 Web サイトの閲覧について」「幼稚
園入園後のお子様の通っている園 Web サイトの閲
覧について」の結果について報告する。

［結果と考察］
（１）入園前に幼稚園を選ぶ際に参考にした媒体

幼稚園入園前に保護者が園を選ぶ参考にした媒体
「園 Web サイト」「園のリーフレット等」「園見学 ･
説明会」についてどの程度参考にしたかを４件法で

園Webサイトを保護者は
どのように受け止めているか
―保護者の園Webサイトの閲覧
の実態―

砂上　史子
（千葉大学）

本報告では、園 Web サイトを保護者はどのよう
に受け止めているのかについて、保護者の園 Web
サイトの閲覧の実態に関する質問紙調査の結果をも
とに報告する。

［園Webサイトの現状］

現在では、園 Web サイトを開設する幼稚園等が
増え、園 Web サイトは在園児の保護者との連携の
ためのコミュニケーションシステムの一翼を担って
いる。また、園 Web サイトは広く公開され、未就
園（入園前）の保護者の閲覧も想定して園は情報発
信をしている。しかし、その一方で、保護者の園
Web サイトの閲覧等の実態は十分明らかになって
いない。

そこで本研究では、園 Web サイト（入園前・入
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尋ねた。その結果、保護者が「とても参考にした」
と「少し参考にした」を合わせた割合が最も高かっ
たのは「園見学・説明会」（87.3%）だった。「園
Web サイト」と「園のリーフレット」での「とて
も参考にした」と「少し参考にした」を合わせた割
合は共に約 74％で同程度だった。このことから、
保護者は幼稚園を選ぶ際に複数の媒体を参考にして
いることが明らかになった。
（２）�幼稚園を選ぶ際に、園Web サイトで特に参

考にした内容

保護者が幼稚園を選ぶ際に、園 Web サイトで特
に参考にした内容について８項目の選択肢から複数
回答で回答を得た。その結果、「園の教育理念・保
育方針」（49.0%）、「園環境」（49.2%）、「園生活の紹
介」（44.5%）、「日々の保育の様子」（34.6%）が多
かった。保護者は、園 Web サイトの中でも保育に
関わる内容を園選びの参考にしているといえる。
（３）�幼稚園を選ぶ際に、園Web サイトに掲載し

てほしい内容

保護者が幼稚園を選ぶ際に、園 Web サイトに掲
載してほしい内容を自由記述で尋ねた。その結果、
42 の回答があった。具体的には、「入園費、保育料、
バス料などの金銭面を明確にしてあると選びやす
い」「入園や説明会等の日程が掲載していない園の

方が多くて、調べるのが大変だった」「職員紹介
（担任紹介）」「入園時に必要なもの。周りで夏頃か
ら袋ものなど手作りするお母さんがいたので」「先
生方や保護者の方々の行事、保育に対する感想やレ
ポートがあるとよりわかりやすい」「関係機関等へ
のリンク。その幼稚園がどのようなつながりを大切
にしているかがわかるため」などがあった。保護者
は、幼稚園を選ぶ際に園 Web サイトに保育料等の
情報の掲載を求めていることが明らかになった。
（４）園Webサイトと実際の園の様子との違い

幼稚園選びで園 Web サイトを参考にした保護者
に対して、園 Web サイトと実際の園の様子との間
に違いがあったかを尋ねた。その結果、「あった」
が７％、「なかった」が 93％となり、保護者は園
Web サイトと実際の園の様子に概ね違いを感じて
いないことが明らかになった。また、「あった」と
回答した保護者にその内容を自由記述で尋ねた結
果、「ホームページで見て感じたものより、とって
も自由でしっかりしていて魅力のある園でした」

「写真が古いのか、実際に入ると園庭が狭かった」
などの回答があった。
（５）園Webサイトの閲覧頻度

入園後に保護者が園 Web サイトを閲覧する頻度
は、「毎日見る」（31%）と「週に２〜３回程度」
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（27%）は合わせて約６割であった。一方「２〜３ヵ
月に１回」（11%）と「まったく見ない」（６%）は
合わせて約２割であった。このことから、閲覧頻度
の高い保護者と低い保護者の２極があるといえる。
（６）園Webサイトの閲覧の使用機器

入園後の保護者が園 Web サイトを閲覧する際に
使用する機器は、「スマートフォン」が 76% と大半
を占め、「スマートフォン」や「タブレット」のい
ずれかもしくは両方を含む回答を合わせると約８割
となった。このことから、園の保護者は、園 Web
サイトを主にスマートフォンなどの携帯端末で閲覧
していることが明らかになった。
（７）�「日常の保育や園行事に関する内容」に対する

意識

入園後の園 Web サイトの「日常の保育や園行事
に関する内容｣ に対する保護者の意識について尋ね
た結果、「園の行事等の計画の理解」「園の保育方針
や保育者の意図の理解」「我が子の成長の実感」「園
での子どもの様子や発達の理解」のいずれの選択肢
においても、「とても参考になる」「少し参考にな
る」を合わせて８割を超えていた。このことから、
保護者は園 Web サイトの日常の保育等の内容から
子どもや保育の理解を深めているといえる。

（８）園Webサイトでの我が子の写真の掲載

入園後の園 Web サイトでの我が子の写真の掲載
について保護者の意識を尋ねた結果、「保護者のみ
が閲覧可能ならば掲載してもよい」（40%）、「一般
公開であっても顔が特定されないならば掲載されて
よい」（33%）などが約８割を占めていた。このこ
とから、保護者は制限付きの公開ならば園 Web サ
イトに我が子の写真掲載を概ね認めていることが明
らかになった。
（９）�「日常の保育や園行事に関する情報」を得る媒体

入園後に保護者が「日常の保育や園行事に関する
情報」を得る媒体について尋ねた結果、保護者が

「とても参考になる」としている割合は、「園便り・
クラス便り」が 83.8%、「一斉送信メール」73.0%、

「 保 育 者 の 口 頭 伝 達 」46.0%、「 園 Web サ イ ト 」
35.9% であった。このことから、保護者は複数の媒
体から日常の保育や園行事の情報を得ていることが
明らかになった。
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（10）園Webサイトに対する保護者の感想 ･要望

入園後の保護者の園 Web サイトに対する感想や
要望を自由記述で尋ねた。その結果、114 回答が
あった。具体的には、「ほとんど毎日更新されてい
て、園の様子がよく分かるので、見るのが楽しみで
す」「日々の園長先生のブログが、とても楽しみで
す。園の考え方や子どもに対しての接し方等、勉強
になります」など、保護者が日常的に更新される保
育の様子などの記事を楽しみにしている回答が多く
あった。また、「我が子がホームページにのってい
るとうれしいし、今日のできごとなど子どもとの話
の話題ができるので楽しい」のように、園 Web サ
イトの記事が保護者と子どもとの会話につながって
いるとする回答もあった。しかし、その一方で、

「沢山のる子がいれば、全くのらない子もいるので、
さびしい気がする」のように、写真掲載の対象とな
る幼児の偏りを気にしている回答も見られた。この
ことから、保護者は更新項目に対して肯定的な受け
止めをしている一方で、写真掲載に関する要望等も
持っていることが明らかになった。

［まとめ］
園 Web サイト（入園前・入園後）に対する保護

者の閲覧等の実態について、本研究で明らかになっ
たことは以下の通りである。

（入園前）
・ 保護者は、複数の媒体を幼稚園を選ぶ際に参考に

している。
・ 保護者は、園 Web サイトの保育に関わる内容を

園選びの参考にしている。
・ 保護者は、園選びのため、園 Web サイトに保育

料等の情報の掲載を求めている。
・ 保護者は、園 Web サイトと実際の園の様子に概

ね違いを感じていない。
（入園後）
・ 保護者は、日常の保育のエピソードを紹介する
「更新項目」を閲覧している。

・ 閲覧頻度の高い保護者と低い保護者の２極があ
る。

・ 保護者は、園の Web サイトを主にスマートフォ
ンなどの携帯端末で閲覧している。

・ 保護者は、園 Web サイトの日常の保育等の内容
から子どもや保育の理解を深めている。

・ 保護者は、制限付きの閲覧ならば園 Web サイト
に我が子の写真掲載を概ね認めている。

・ 保護者は、複数の媒体から日常の保育や園行事の
情報を得ている。

・ 保護者は、更新項目に対して肯定的受け止めをし
ている一方で、写真掲載に関する要望も持ってい
る。
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らず知らずのうちに社会 ･ 文化的習慣や価値観の影
響を受けていることが考えられる。

本研究の目的は、日本の幼稚園 Web サイトを米
国の保育者はどう捉えるのか、それを日本の保育者
はどう捉え、米国の保育者の意見にどう反応するの
かなど、日米の保育者の語りを検討することで、背
後に潜在する社会 ･ 文化的習慣や価値観を明らかに
することである。

［方　法］
日米の保育者に日本の幼稚園 Web サイトを見て

もらい、自由に語り合ってもらった。使用した幼稚
園 Web サイトは、A 幼稚園の「こどものつぶやき」

（「更新項目」）である。これは、園や家庭などで発
せられた子どもたちの発話を紹介したものである。
子どもたちの何気ない発想や想像を言葉にしたもの
が、大人にとって意外性を有していたり、気付きの
きっかけになったりすることがある。A 幼稚園長
によれば、自分自身が日頃感じている、子どもらし
さとは異なる人間らしさや、特徴的なものの見方や
捉え方を発信するために、印象的な「こどものつぶ
やき」を選択して掲載し、定期的に更新するのだと
いう。「こどものつぶやき」の Web ページを示す
とともに、その一部を表１に示す。

日米の保育者が捉える幼稚園
Webサイト
―「こどものつぶやき」をめぐる
語りに潜む社会・文化的習慣―

中坪　史典
（広島大学）

［目　的］
国内外を問わず幼稚園 Web サイトが増加してい

る。背景には、未就園児の保護者が保育施設の選択
に際して情報を得る、在園児の保護者が園での我が
子の様子を理解する、保育者養成大学の学生が就職
活動のための情報を集めるなど、閲覧する側のニー
ズが高まっていることが考えられる。

辻谷・秋田・砂上・髙木・中坪・箕輪（2017）
は、15 の私立幼稚園 Web サイトを対象に記述スタ
イル（どのような内容をいかに伝えているのか）を
分析した。その結果、幼稚園 Web サイトの特徴と
して、教育目的や理念、園環境、カリキュラム、年
間行事予定、一日のスケジュールなどを記した「常
設項目」と、保育活動の様子、保育中のエピソー
ド、日常の「子どものつぶやき」などを紹介し、定
期的に更新する「更新項目」で構成される場合が多
いこと、これらは保育の内容を伝える基本情報に加
えて、子どもの様子、保育者の意図や振り返りなど
が写真とともに記されたり、書き手の立ち位置が子
どもや保育者の視点から書かれたりなど、園によっ
て特徴があることを明らかにした。一方、米国の
Web サイトの場合、「常設項目」や「更新項目」の
保育活動の様子など、日本と類似点も多い一方で、
例えば、「常設項目」に保育者の顔写真、学歴、学
位が示されたり、アンチ・バイアス教育の方針が掲
げられたりなど相違点なども少なくない。

文化人類学や比較教育学の分野では、幼児教育の
営みがその国の社会 ･ 文化的習慣や価値観の影響を
受けていることが指摘されている（e.g. Holloway 
2000; Tobin, Hsueh & Karasawa 2009; Burke & 
Duncan 2015）。この点を踏まえると、幼稚園 Web
サイトの項目やその中に込められた園の意図も、知
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調査は、次の手順で実施した。第１に、2016 年
９月から 2017 年２月、ミネソタ州ミネアポリス、
テネシー州メンフィス、マサチューセッツ州ボスト
ンの保育者、計 17 名の協力を得た。A 幼稚園の
Web サイト「こどものつぶやき」を見てもらい、
異文化の視点からの解釈を自由に語ってもらった。
第２に、当事者である A 幼稚園長に「こどものつ
ぶやき」に込めた意図や思いを述べてもらうととも
に、米国の保育者の解釈に対する意見を述べても
らった。第３に、A 幼稚園の Web サイトを日本の
他園の保育者に見てもらい、自由に語り合っても
らった。これら、A 幼稚園長の声（第一声）、日本
の保育者の声（第二声）、米国の保育者の声（第三
声）をもとに、日米の保育者が対話しているかのよ
うな多声的テクストの生成を試みた。

［結　果］
学びや思考の不可視に違和感を感じる米国の保育者

A 幼稚園の「こどものつぶやき」を閲覧した米
国の保育者の語りから、疑問や違和感が顕在してい
る箇所を抽出し検討した。その結果、米国の保育者
は、A 幼稚園が「こどものつぶやき」を紹介する
際、つぶやきのみを示しており、誰がいつどのよう
な状況でつぶやいたのか、背後にどのような思考や
学びがあるかなどの解説が記されないことに違和感
を持っていることが分かった。

○「誰のつぶやきか分かりづらいですね。子どもが
こういうすごい発想をすることを紹介したいのは分
かるのですが……その子が何を考えているかは示さ
れていません（Minneapolis 保育者 A）」
○「これを見ている親だったら分からないかもしれ
ません。保護者のために、子どもたちはこういうこと
を学んでいますよ、とか示した方が良いと思います

（Minneapolis 保育者 B）」
○「私なら保護者のためになるように、教育レベル
の高さを見せられる情報をアップするでしょう。子
ども向けの可愛いものではなくてね。もっと大人っ
ぽい Web サイトが良いと思います（Boston 保育者
B）」

こうした語りの背後には、保育施設間で教育レベ
ルの格差が生じ、全米乳幼児教育学会が主導して各
園を評価するシステムを導入するなど、米国では子
どもの学びの成果や園の教育レベルに対する関心が
高いことが考えられる。
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一般閲覧者を宛先として子どもの奥深さを発信しよ
うとするA幼稚園長

それでは一体、こうした米国保育者の解釈に対し
て、当事者である A 幼稚園長は、どのような意見
を有しているのだろうか。A 幼稚園が発信する「こ
どものつぶやき」には、どのような意図があるのだ
ろうか。A 幼稚園長は、保護者よりも一般閲覧者
に向けて「こどものつぶやき」を発信しようとして
いることが分かった。

○「子どもって、一般的に見ると“あどけない”“可
愛い”“純粋無垢”という捉え方が多いですよね。
だけど、それだけじゃないというところを伝えた
い。もっと奥深いし、人間らしさをたくさんもって
いるし、エネルギーもあるし……（略）……親向け
だけだったら“何歳の誰が”というのが大事かもし
れないけど。一般の人にとって名前はどうでもい
い。園児募集や情報提供というより、もっと幅広く
子どもに関心がある人に、子どもってこんな感じで
すよというのを発信できたらいいなと（A 幼稚園
長）」

このように A 幼稚園長は、世界中の人々が閲覧
可能な Web サイトの特徴を利用して、一般の人々
に子どもの奥深さや人間らしさを発信したいと考え
ていた。同園長は、在園児の保護者との情報共有に
留まらない Web サイトの役割を考慮している。

学びや思考の不可視に違和感を感じない日本の保育者

こうした米国保育者の解釈や、A 幼稚園長の反
応に対して、日本の他園の保育者は、どのような意
見を有しているのだろうか。日本の保育者は、米国
の保育者が述べるような、保護者を意識して子ども
の学びや教育レベルの高さを示したいという意図
は、おそらく A 幼稚園長にはないであろうこと、
それよりも保護者が我が子の言葉に関心を持つきっ
かけになれば……と思っているのではないかと捉え
ていた。

○「Web サイトを使って保護者に教育レベルの高
さを示そうなんて意識はないですね。どちらかとい
うと、お母さんが忙しい中で、こういう「こどもの
つぶやき」に少しでも耳を傾けてほしいという思い
はあるかな……（異なる地域の日本の保育者 A）」
○「うん。読んだら凄く温かい気持ちになって……
うちの子のつぶやきも今度気にしてみようという
きっかけになるのかなと思いました（異なる地域の
日本の保育者 B）」
○「解説を付けたところで、本当にそれだけを学ん
でいるわけではなく、私たちが計り知れないことも
たくさんあるわけだし……（異なる地域の日本の保
育者 C）」
○「読み手の想像力に任せるというか、子どものつ
ぶやきをポンと出すことで、それが子どもそのまま
なので、そこから後は、大人は想像して、子どもの
思いや情景を慮るのが大切だと思います（異なる地
域の日本の保育者 B）」
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［総　括］
以上より、次の点を考察する。第１に、米国の保

育者が Web サイトによる情報発信の宛先を保護者
（園を選択する未就園児保護者を含む）として意識
することが多い背景には、彼（女）らが所属する保
育施設には、日本のお便り（園便り・クラス便り）
のような伝達手段がないことが考えられる。従っ
て、Web サイトに掲載する情報についても、保護
者にとって有益でインパクトがあることに価値が置
かれる。他方、保護者に向けてお便りを作成する
A 幼稚園にとって Web サイトの宛先は、むしろ不
特定多数の一般閲覧者に向けられている。情報発信
の宛先に関する日米の相違は、お便りの有無という
社会・文化的習慣と関連していることが考えられ
る。

第２に、米国の保育者は、Web サイトを通して
園における子どもの思考や学びを明示することに価
値を置いていた。他方、A 幼稚園は、子どものつ
ぶやきに解説を付さずに掲載することで「あどけな
い」だけではない人間らしさを発信することに価値
を置いていた。つまり米国では、子どもの姿から思
考や学びの有りようを言語化して発信しようとする
のに対して、日本では、ありのままの子どもの姿を
発信することで、解釈は閲覧者に委ねることを企図
していた。こうした相違の背後には、日本の場合、
子どもの学びの成果よりもそれに至る過程に着目
し、鑑賞することを好むという社会・文化的習慣と
関連していることが考えられる。

以上のような、日米の保育者が潜在的に有する社
会・文化的習慣や認識の一端を省みる試みは、外国
の保育者のレンズを通して初めて可能になる。
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ん園長、塚本秀一先生です。
それでは、中丸先生から話題提供をどうぞ宜しく

お願い致します。
中丸：広島のかえで幼稚園、中丸と申します。かえ
で幼稚園は、いわゆる旧来型の幼稚園で、３歳から
５歳まで現在 170 名の園児が通う園です。今年で創
立 38 年目になります。屋上から見ますと、正面に
宮島が見えるのですけれども、日本三景、国立公
園、世界遺産という名勝のハットトリックの宮島で
ございますが、それを自慢しに来た訳ではなくて、
宮島に渡っていく船があります。これが後で出てき
ますので、覚えておいていただければと思います。

かえで幼稚園にも色々な発信メディアがあります
けれども、他園とはあまり違わないと思いますが、
幼稚園便り、クラス便り、その他、卒園生・未就園
児への便り、連絡帳、そして Web サイト等がござい
ます。時間も限られておりますので、今日はまず、
幼稚園便りについて、お話ししたいと思います。

幼稚園便りは、園ができた最初の４月からずっと
発行していまして、３日前に発行した最新版で通算
755 号になっています。おおよそ今は、３週間に１
回という、ちょっと変則的なペースで出しておりま
して、年間 15 回ぐらい出しています。B ５版で、
少ない時で 10 ページぐらい、多い時は 16 ページぐ
らいになります。どんな内容かと言いますと、まず
表紙には、この３週間にあった出来事の中から１
つ、１枚の写真を選びまして、それに私が解説を付
けているというのが表紙になっています。それか
ら、これは私の保育エッセイと言いましょうか、保
育だけではなく、その時々にふさわしい色々な話題
を園長目線で選んで、それを書いております。ま
た、保育ノートと言って、すでに済んだ活動や行事
の報告等もしております。各種お知らせや、「子ど
ものつぶやき」という、子どもたちの言葉を拾って
は、毎号２つ程選んで載せております。その他、定
期的なお知らせ、あとは保護者のサークル等で使っ
ていただける PR のページもあり、最後は予定表と
いう構成です。これは愛称を「れんらくせん」とい
う名前にしています。最初、園が始まった時に「園
便りにどんな名前を付けようかな」と思い、先程の
写真の風景が見えましたので、「ああ、そうだ。こ
れは連絡船で行こう」ということで、園と家庭を繫

第二部　シンポジウム　司会：中坪史典
話題提供　中丸元良園長

学校法人有朋学園
かえで幼稚園

中坪：午後の部の司会を務めます中坪と申します。
宜しくお願い致します。

では、第二部シンポジウムの企画主旨を説明させ
ていただきます。私たちは、家庭や地域とのコミュ
ニケーションを豊かにするためには、それぞれの園
がどのような工夫をされているのかという、コミュ
ニケーションシステムについて研究をしています。
その研究の概略は、第一部の研究内容報告でダイ
ジェストのかたちでご報告させていただきました。
こうした研究を受けて、午後のシンポジウムでは、
３名のご登壇者から、日頃どのようなコミュニケ−
ションシステムを、どのように用いて、家庭や地域
と繫がっておられるのかということに関して話題提
供をしていただきます。

具体的なコミュニケーションツールというのは、
それぞれの園で独自の工夫があるかと思います。こ
うしたツールをどのように使い分けていらっしゃる
のか。あるいは、どのツールをどれくらいの頻度で
発信していらっしゃるのか。また、子どもの育ちを
伝えるために、どのような工夫をされていらっしゃ
るのか。保護者に読んでもらいやすくするために
は、どのような工夫をしていらっしゃるのか。先生
方の時間や労力をどのように使い、またどのように
効率化を図っていらっしゃるのか等々、こうしたコ
ミュニケーションツールに対する思いや、それぞれ
の園の歴史のなかでの変遷なども、併せてお話しし
ていただきたいと思います。それでは、ご登壇の先
生方を登壇順に紹介させていただきます。

最初は、学校法人有朋学園かえで幼稚園園長、中
丸元良先生です。

続きまして、学校法人あけぼの学院認定こども
園・立花愛の園幼稚園園長、濱名浩先生です。

そして、社会福祉法人湘南学園保育の家しょうな
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ぐもの、そして、決して一方通行ではなくて、行っ
たり来たりができるようなものという気持ちを込め
て、こういう名前にしました。

最初の年は、何と１年間に 27 号も発行したので
す。10 日に１回ぐらいの間隔で出していました。
何でこんなにたくさん出したのかと言うと、このか
えで幼稚園設立の経緯から関係するのですけれど
も、何しろ、三十何年前は、私も 20 代後半で、大
変未熟で、経験不足で、そして幼稚園自体も準備不
足のまま始まったようなところもありまして、勿
論、色々な経験がある方にお助けをいただきながら
やってきたのですが、本当に足りないところ、分か
らないことがある中で、出発してしまったのです。
ですから、一日が終わると、先生たちと額を寄せ集
めて、「あぁ、今日も終わったね」「じゃあ、明日は
どうしようか」という感じで、こういうのを自転車
操業と言いますけれども、そういう状態で毎日運営
していたのです。ですから、まずは遠い先の計画な
んて立てられないですね。年間計画なんてはっきり
としていないから、１ヵ月も先に、何をしますなん
て分からない訳です。今日が済んで明日を考えると
いう状況なので、例えば、「５月になったら、そろ
そろ遠足に行くんじゃない？」という話になって、

「ああ、そうだね」みたいな。「では、どうしよう
か」という感じですね。ただ、その時に我々が大事
にしたのは、やはり未熟ではありましたけれども、
とにかく、物事を一から考えようということです
ね。その行事は子どもたちにとってどうなのか。そ
して、これは何故そうするのかということをきちん
と考えるということはしてきました。例えば、遠足
で言うと、今はどうか知りませんが、当時は、幼稚
園の遠足というのは大体、親子で行くことが多かっ
たですけれども、「親子遠足は要るのかな？　子ど
もたちだけで行くのと、どう違うのだろう？」「そ
もそも、何で遠足に行くの？」というところから考
えていったわけです。ですから、「まぁ、やっぱり
行こうか」ということになって、「じゃあ、来週遠
足に行きます」という感じなので、保護者には度々
お知らせしないといけなかったのです。それと、や
はり一から物事を考えて行動していると、案外、他
の園とは違うスタイルに自然となってしまうことが
多いですね。「親子遠足は要らないよ。子どもだけ

で行こうよ」という話になる。そうすると、他の園
ではしているけど、うちはしない。他園ではしない
けど、うちの園ではしているということがあると、
保護者にその理由をたくさん説明しないといけなく
なるのです。他の園と同じようにしていれば、そん
なに説明は要らないのかもしれないけれども、何
故、こうするのかということをたくさん語る必要が
ありました。ですから、度々、たくさん、というの
が、癖になってしまったと言うか、そういうパター
ンになってしまって。今はさすがに、年間の計画
も、きちんとしていますので落ち着いてきて、今は
大体、年間 15 回ぐらいの発行になっているところ
ですが、やはり最初に始めた一から考えること、そ
して、何故かということを大事にしていく姿勢、そ
して今日の様子をみて、次を考えるということは大
事にしていきたいと思います。基本は手書きなので
す。先程もちょっと話題になったのですが、もちろ
ん三十数年前は手書きは当たり前だったと思うので
すけれども、それが何故か、「これがいい」という
保護者の声が多いので、今は、実はこの原稿は、私
がパソコンで打って、打ち出した原稿を担当の先生
が手書きに直してくれているのです。何だか、時代
がどっちに行っているのか分からないような作業を
今でも行っています。これが案外、好評なので止め
られずに実践しております。

それから、先程も言いました「れんらくせん」と
いうタイトルを付けた意味合いのように、やはり保
護者の声は大事にしたいと思います。例えば、行事
等が終わった時は、保護者からいただいた色々なご
感想を載せたり、あるいは、保護者からいただいた
ご意見に対して、「こういうご意見をいただきまし
たけれども、園としてはこう考えています」という
ことを伝えたり、先程のように、保護者の活動の
PR や子どもたちの声を載せたり、一方的ではない
ように、努力はしているつもりです。

ただ、これからの課題になると思うのですが、保
護者も段々と世代が変わってきて、いわゆる文字離
れは感じております。昔ほどは読んでもらっていな
いなと、そんな感じがありますね。「読んでいませ
んでした」と言う保護者が案外多い。昔ほど感想も
多くないかな。こちら側の、もしかしたら書く側が
悪いのかもしれませんけれども、最近少し感じてい
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ます。その状況に対してどういう風に対処していけ
ば良いのかというのは、本当にこれからの課題だと
思っております。

それからもう１点、かえで幼稚園の Web サイト
について触れたいと思います。

Web サイトは 1999 年に始めたのですけれども、
パソコン用とスマホ用で多少レイアウトが違いま
す。

これを作りました時に考えたことは、単に園の
PR で、園児募集の際にたくさん来てもらえるよう
にというだけではなくて、もっと広く一般に、幼稚
園というもの、あるいは子どもというものを知って
もらいたいということでした。目標は大きいのです
けれども、誰が読んでも楽しいというのを目標に
作ってきたつもりです。どれぐらい読まれているか
は、よく分かりませんが。特に、2002 年からは、
私が担当する「園長の気まぐれ保育日誌」というの
を始めまして、もう十数年も経ってしまいました
が、これはほぼ毎日、更新しております。何故こう
いうことを始めたかと言うと、子どもたちとお付き
合いしていると、単純に言って、面白いことがいっ
ぱいあるわけです。びっくりするようなこと、「な
るほど」と思うこと、単純に笑えること、「案外、
深いな」と思うこと、「これからどうなるんだろう」
ということ、いっぱいあるのです。話題は幾らでも
あって、それを何とか伝えたい。先程も言いました
ように、保護者だけでなく、多くの人に知ってほし
いという気持ちがありました。それを私の目でみた
面白さを、私の言葉で伝えたいという気持ちで、頑
張っているわけです。

今、新しい教育要領の中で私が注目しております
のは、10 の姿でもなく、非認知能力でもなく、前
文のところにちょっと書いてある、「社会に開かれ
た教育課程」という項目ですね。ここが重要な点だ
と私は思っています。教育課程ということは、つま
り、その園がどんなことを大事にしていて、どう考
えていますよ、子どもたちにどうあってほしいと
願っていますよ、ということだと思うのですね。そ
こを社会にもっと広く伝えていくということが、こ
れからますます重要になると思っています。社会と
いうのは、当然、保護者もいます。それから、子ど
もたちが進んでいく小学校もあります。それと、子

どもとは特に関係の無い人たち、幼稚園とは特に関
係が無いけれども、これから、それこそ無償化とい
う状況になってくると、多くの人の税金を使うよう
になってくるわけですから、その時に、「幼児教育、
幼稚園はこんなに大切な場所ですよ」と。実際そこ
まで伝わるのか分かりませんが、そういうことも踏
まえて伝えていく必要があるのではないかという風
に、意識する必要があるのではないかと思います。

それで、この Web サイトの日誌ですが、基本的
にはその日の内に更新するようにしています。やは
り、今日あったことというのはリアルで、インパク
トが強いと思います。「今日、こんなことがありま
した」というのは。ですから、なるべくその日に更
新しております。そして、このように写真と長くな
い文章で、この文章は基本的にこの画面で７行以内
というのが私の目標なのですけれども、一日に２つ
の話題を取り上げて、２つの写真と短いコメントで
伝えるという風にしています。写真という静止画と
いうのは切り取る作業ですから、時間を切り取り、
場面を切り取る作業ですが、どこを切り取ったかと
いうのは、つまり、私の目で、どこをみているかと
いうことですね。これが、とても大事だと思うので
す。私はここに注目した、そして、こういう風にみ
た、こういう風に思った、感じたということを伝え
ることが、保育の場面を観察し、考察を加えるとい
うことですから、これがプロの保育者の仕事だと私
は思っています。ですから、グラウンドの隅や、保
育室の隅に固定カメラを置いて、「いつでもお子さ
んの様子が見られます」なんてありますけど、も
し、そのようにしておられる方がこの場にいらっ
しゃったら申し訳ありませんが、私は、あれは反対
です。その方法はとりたくないです、決して。もち
ろん、そうした方がいい園もあるかもしれません
が、私は、それはしたくない。やはり、保育者がど
うみたかということを併せて伝えないと、ただの意
味の無い情報になりがちだと思います。と言うの
は、幼稚園という所は、そもそも親がいない所で育
つもの、育てる所だと思うのです。子どもというの
は当然、親がいてこそ、親の元でこそ育つものとい
うことはたくさんあるわけですけれども、子どもが
段々と大きくなるに従って、親がいない所で育つも
のが増えてくるわけです。その最初を担当するのが
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幼稚園だろうと私は思っているのです。ですから、
ある意味で、親が介入しすぎる、立ち入りすぎる、
口出ししすぎるなどの状況は子どもの成長にとって
あまりふさわしくないと思うのです。ただ、一方
で、幼稚園という所は親の理解や信頼が無くては成
り立たない所でもあるのです。ですから、そういう
意味では、分かっていただく必要があります。「こ
んなことをしています」「こういうことを我々は考
えています」ということを、十分ご理解していただ
く必要があるので、この両方（親が介入しすぎない
こと、親の理解を求めること）をどう調整と言いま
すか、いいところで収めるかというのが難しいとこ
ろでもあり、大事なところでもあります。そのため
にも、先程から繰り返し言っていますように、子ど
もの様子に、園の考え、保育者の思い等を添えて十
分に伝えるということ。これがとても大事になると
思っています。それで、なぜ保育者がそうしている
のかということが保護者にも伝われば、当然、理解
と信頼に繫がると思うのです。それが分かることが
肝心なところだと思うのです。

それでは、次に、どの程度見せていくのかという
ことですけれども、このような言葉を見つけました
ので使っています。「垣間見える」ということです
ね。垣間見える程度でいいのではないか。「程度で
いい」と皆さんの資料には書いてあるかもしれませ
んが、「程度がいい」に変えました。垣間見える、
つまり、垣根の隙間から、ちらちらと子どもの様子
が見えるぐらいがちょうど良いのではないかと思っ
ています。つまり、見えないところは想像していた
だくということも大切なのではないかと思うので
す。見えないところを想像することで、受け取る側
も色々と考え、そのことによって心が動き理解も深
まっていくと思うのです。ただ見えたことだけが伝
わって、それだけを受け取るのではなくて、見えな
いところも想像していただくこと。それも非常に重
要だと思っています。想像に任せるということは、
保護者を信頼していないと任せられないところもあ
ります。逆に、あらぬことを想像されても困るわけ
で、実際のところ保護者を十分信頼しないと想像に
任せにくいところはあります。でも、先程の、「幼
稚園は理解と信頼が無いと成り立たない」という基
本から考えますと、互いの信頼関係を築くために

は、まずこちらが信頼しないとスタートしないと思
うのです。「私は信用していませんけれども、あな
たは信用してください」と、そんな虫の良い話は無
いわけで、私がまず、信頼していますというところ
を保護者に見せていく。それから、互いの信頼関係
が築き上げられていくのではないかと思っていま
す。そういう信頼関係が順調にできてくれば、保護
者もそれ以上、「さらに見せろ」というような状況
は無くなってくる。つまり、垣間見える程度で良い
というところに落ち着くのではないか。「立場をわ
きまえる」とも言いかえられる気がしております。

それから、第一部の研究内容報告で中坪先生が紹
介された、「子どものつぶやき」というものを Web
ページでものせております。やはり保護者に、「子
どもとは、こんなことを考えている。こんなことを
思っている」ということが、特にアメリカの保育者
のように詳しい説明は加えていませんけれども、こ
こも想像にお任せしていて、子どもの面白さ、そし
て子どもに気づいていただき、子どもの声に耳を傾
けてほしいという気持ちを込めて、この「つぶや
き」というコーナーも重要なポイントにしておりま
す。

このように、色々な発信メディアの中で、今、園
便りと Web サイトについてお話ししました。その
他にもクラス便り等があり、各担任が書いていま
す。それから卒園生へのお便り、入園前の方へのお
便り、その他、個人持ちの連絡帳等がございます
が、ここでもう１つ、私が重要な発信のメディアだ
と思っている物があります。それは、指導要録とい
う物で、これも実は大事だと、今思っているところ
です。以前から大事だと思っていましたが、最近、
特に思っているのです。指導要録というのは、子ど
もたちの３年間ないし２年間、幼稚園で行ってきた
ことを色々と記録して、それを小学校の入学前に小
学校に送るという、つまり、小学校への大きな発信
のメディアなのですね。ですが、どうも園側が苦労
して書いている割には、ちゃんと読んでもらってい
ない、活用されていないという雰囲気がひしひしと
伝わってくるわけです。あんなに一生懸命、春休み
をかけて、入学に間に合わせようと思って書いて、
やっとの思いで送っているのに、学校側は、どうも
あまり読んでいないみたいだなと。これには色々な
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理由があると思いますけど、幼稚園が伝えたいこと
と、学校側が知りたいことに、どこか、何か行き違
いがある。乖離があるのではないかと薄々感じてい
ます。これについては、まず小学校の先生の意識を
変えてほしいという思いがあるのです。子どもたち
を白紙の状態で見たい、色眼鏡で見たくないとする
学校側と、「俺たちは、色眼鏡か……」と思ってし
まう幼稚園側の思いの違いがあるのですけれども、
そんな対立の構図ではなくて、子どもたちが誕生か
らここまで６年間育ってきた色々な過程があり、そ
こを理解して小学校には受け入れてほしいし、「遊
びの時間は昨日までです。今日からはお勉強です」
というようなことを言ってしまう先生の意識は
ちょっと変えてほしいとは思っています。そこを超
えるハードルは中々高いのですけれども、意識を少
しでも変えられればと思います。また、それと同時
に、幼稚園側にも小学校に送る指導要録に、まだ工
夫の余地は色々とあるだろうなと思っています。書
かなければいけないから仕方無く書く、のではな
く、大きなことを言っているかもしれませんが、書
きたくなる、読みたくなるような指導要録というの
が何かできないかと思っていて、これから私なりに
勉強してみよう、まだ約束はできませんけれども、
研究してみようと思っているところです。以上で、
私からの話題提供は終わらせていただきます。あり
がとうございました。

話題提供　濱名浩園長

学校法人あけぼの学院認定こども園
立花愛の園幼稚園

中坪：では、次の話題提供を濱名浩先生宜しくお願
いします。
濱名：兵庫県尼崎市からやって来ました、学校法人
あけぼの学院認定こども園・立花愛の園幼稚園の理
事長・園長の濱名と申します。どうぞ宜しくお願い
致します。

今日は、ブログでつなぐ・つながるというテーマ
で発表させていただきます。私たちの園には、大き
く分けて４つの発信ツールがあります。

園便り、ブログ、そして、ポートフォリオ、ホー
ムページがありますが、本日はその中でも特にブロ
グを中心に発表させていただきたいと思っておりま
す。

今から４つのことを申し上げます。私どもの園で
は、実は、私が全てブログを作っている訳ではなく、
本園の先生たちが一生懸命、力を合わせて発信して
おります。ですから具体的には、それぞれ担当の先
生から話してもらうことをご了承ください。

はじめに、どのように、ブログを大きく変えたの
かというところからお話ししたいと思います。実は、
ブログを始めたころですが、まるで工事の着工報告
書みたいなブログでした。以前は子どもたちの日常
の様子も「行事はこうしています」という報告だけ
だった訳です。そこから試行錯誤をしながら、現在
のブログは、日頃子どもたちがどういう風な活動を
しているのかだけでなく、ねらいや育っている力な
ども伝えるようにしました。例えば夏休みの夏期保
育、お泊まり保育のプロジェクト、屋台遊びプロ
ジェクト等を記録し、時系列に沿って、子どもの取
り組みを継続的に発信しています。

次に、何故、以前のような、見た目がまるで工事
着工報告のようなブログから現在のブログに変わっ
たかということについてお話しします。実は毎年、
年度末に自己点検評価アンケートを取っており、そ



34

こで、「幼稚園で何をしているか分からない」「愛の
園は、ただ遊ばせているだけの幼稚園じゃないか」
というような印象を持つ親御さんがいらっしゃるこ
とが分かりました。もちろん、園では遊びを中心に
子どもたちの主体性を伸ばすことを目指して保育を
している訳ですが、親御さんの評価はそういうこと
ではなかったのかと。我々は日々、一生懸命、園便
り等で色々な情報発信をしています。しかし、この
ままでは保護者と園との理解が深まらないという実
態が見えてきたのです。

もう１つの理由として、本園は認定こども園で、
１歳児から保育しております。そういう中では、ま
だ言葉が喋れないお子さんもいます。また３歳、４
歳、５歳でも、やはり男の子は特に喋らない。家で
親御さんが「幼稚園で何をしてきたの？」と聞いて
も、「忘れた」「分からない」というお子さんもいる
と。そうすると、親御さんとしては、この子は本当
に幼稚園で自分を出せているのか、保育を楽しんで
いるのかということが分からず、非常に不安が募る
ということがあった訳です。しかも、そういう子ど
もに限って、行事や何かの時に、何かに取り組む様
子が見られなかったりして、我々がその親御さんに

「普段は頑張っているのですよ」とフォローしても、
「ああ、そうですか」と、いまひとつ納得されてい
ないという状況も多々ありました。そのような流れ
の中で、保育の現場がよく分からないという保護者
の評価もありましたので、きちんと、見えないとこ
ろをどういう風に伝えていくのかが課題となったわ
けです。

幼児教育は、目に見えない教育とも言われますが、
見えないところを如何に可視化できるかが大きな
テーマとなり、ブログを変えていくきっかけとなり
ました。

それでは、ここからは各担当者につなぎたいと思
います。

岩井：立花愛の園幼稚園主幹教諭の岩井と申します。
引き続きまして、子どもたちの育ちや保育を保護者
に伝えるためのブログを作成する上でのポイント
を、幾つかご紹介させていただきます。

まず、ポイントの１つ目は、どのような場面を切
り取って伝えるかということです。具体的には日々
の生活や取り組みの中で、子どもたちが夢中になっ

ている姿や、活き活きとしている姿、また、子ども
たちが主体的に取り組んでいる姿を写真に撮って、
様子を切り取り、その時に感じた感動、驚き、喜び、
子どもたちの心の動きを捉えて、写真と言葉で伝え
るようにしています。そうすることで、保育の中で
大切にしたい部分が表れると考えております。

２つ目のポイントは、大きな行事や保育の活動の
前後にこそ成長が表れると考えて、その体験の意味
や、過程をきちんと伝える工夫をしています。例え
ば、ご紹介できる写真は今手元に無いのですけれど
も、劇遊びというものに取り組む場合、「ライオン
キング」の題材では、「ライオンって、どんな動き
だろう」というところで、本物のライオンの動きを
DVD で観て、その後に、大きな鏡に自分たちの姿
を映しながらライオンの真似をしたり、またその時
の台詞はどういう気持ちで表せばいいのかというこ
とを、クラスで話し合って試行錯誤しながら取り組
む姿を写真に撮って切り取り、日常生活からは見え
ない部分やプロセスを通した育ちの中に大切な要素
があることを保護者に伝えています。

３つ目のポイントとしましては、できるだけ子ど
もの視点で伝えることを意識しています。実は、私
どもの園にはお米を作る田圃がございまして、そち
らで泥遊びという経験をしている写真があります。
この写真を撮影した後ですけれども、ぬかるみに足
を取られて抜け出せなくなった子を、クラスの友だ
ちが３〜４人駆け寄って、一生懸命、足を引っ張っ
て抜こうとする姿があったのです。それで、そうい
うところも写真で切り取って、その時、子どもたち
が感じたこと、心の動きも伝えられるように、具体
的なエピソードを通して、子どもたちの動きや、心
の動きも伝える工夫をしております。

こちらの図は、後程、園長が説明させていただき
ます。

松岡：続きまして、武庫愛の園幼稚園の主幹教諭の
松岡と申します。

ここでは、園の活動・地域の活動を伝える、ブロ
グ作成ポイントという視点でお話をさせていただき
ます。

私たちは PTA 活動を通じて、幼稚園として大切
にしていることがあります。それは保護者同士をつ
なぐということです。最近は核家族が増えて、１人



35

で子育てを頑張っている、いわゆる、ワンオペ育児
をされている方が増えてきています。そういった状
況の中で、保護者同士がつながり合ったり、保育者
と保護者がつながり合ったりできる場を、ブログや
写真を通してできないかと思っています。具体的に
は、PTA 活動の輪の中に僕が入って、写真を撮って
いると、お母さん同士で、「〇〇ちゃんの子ども、
お泊まり保育の写真に写っていたね。あれ、頑張っ
ていたね」とか、草抜きボランティアで、お母さん
が実際にボランティア活動をされているところを写
真で押さえたりします。「〇〇さん、頑張ってはっ
たね。見たよ」というようなことで、照れながらも
ブログに写るということを喜んでいただいている節
が、僕も感じられるので、そういった今まで裏方と
思われがちだった保護者の PTA 活動等にも光を当
てていきたいと思っています。子育ては、親子の間
だけで子どもが育つのではなくて、多様な関係性の
中で子どもが育っていける、そんな一要因というこ
とにブログがなっていってくれたらという願いを
持っています。実際のところは、「親がつながり合
い子育てにつながる、そうして子どもが育つ」とい
う構図が描けたら、ブログを通じてそういう風にな
ればとても嬉しいと思います。

これは先日、ピアノの調律をしに来ていただいた
時の様子です。その時に、年長児は来園者であるそ
の調律師さんの仕事に興味を示した様子でした。実
際、その調律師さんがとても丁寧に、「こういう音
がするんだよ」などと対応してくださったので、こ
のブログについては、音がキーワードとなりました。
そういう時は、動画をアップする場合もあります。
音のキーワード全てがいつも動画という訳ではない
のですが、「このコンテンツに関しては、動画の方
がいいかな」という場合は、思い切って、そういう
ものを使うケースがあります。

ここからは、園長先生に話を戻します。

濱名：ご紹介したように、このブログというツール
が、地域の子どもたち、子育てや地域の１つの核に
なっているという状況になってほしいと思っていま
す。それで、先程申し上げましたように、私たちが
最初に行っていた、旧来の工事着工報告書に載せる
ような写真ではなくて、先程、中丸先生がおっしゃっ
ていましたけれども、日常の中で子どもたちがどう

いう風に育っていくのかということ、それから子ど
もたちの日々の可愛さ、子どもなりの考えや視点み
たいなものを、保護者にしっかりと伝えていくとい
うことが大切だと思う訳でございます。「可愛いな」
と思うのが子どものつぶやきであったり、色々な体
験の中で子どもがドキドキしたり、夢中になったり、
興奮したり、あるいは本当にしょげたりという姿、
そういうところの喜怒哀楽や、小さな胸の鼓動、ド
キドキ感、そういうものまで伝えることができたら
いいという風に考えています。

要は、子ども目線で伝えながら、中坪先生のアメ
リカの保育事情の発表にありましたように、それが
どういう教育効果を生むのか、それが育ちとしてど
うなのかということをお伝えできればと思っている
訳です。具体的には全体写真よりも子ども目線で子
どもの表情を撮るということ。例えば、発表会の時
に幕の間から子どもが覗いて、向こう側にはお母さ
んやお父さんがいらっしゃったというそういうよう
な写真ですね。あるいは運動会の、活動をしている
時に、子ども目線から見た運動会の状況。「ああ、
こんな中でドキドキしながらやっているんだ」とい
うようなことで、現場の先生方は日々、様々な工夫
をしてくれています。

実際のところ中丸先生のような素敵な文章は、私
には書けません。ですから、私の幼稚園では、先生
方全員で一緒に考えながら日々行っているのです
が、文章が長くなると、保護者が読んでくれません
ので、「短く」ということを徹底しております。私
たちも子どものつぶやき、動き、葛藤等々を紹介し
ています。そういう意味では非常にタイムリーに、
きめ細やかに発信しないといけませんので、まずは
１人か２人が中心になって作業を行います。最終的
には、保育者全員でまとめていきます。例えば写真
も、担任の先生が撮ったもの等をみんなで、個人情
報の関係で名前を全部消したりするのです。体操服
に書いてある名前を全部消しますので、そういう作
業は職員で分担しながら……というようなことで
す。

ただ、ブログという情報発信ですが、実際のとこ
ろ、今も完全ではないと思っています。現在も道半
ばであると思っています。過程だと思ってはいます
が、ブログを変えていく中で、色々なことも分かっ
てきたのです。例えば、先日、お泊まり保育があり
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まして、それについてはブログで何年か発信を続け
ているのですが、どうやらお泊まり保育の時は、保
護者は結構見ているということが分かったのです。
お泊まり保育のブログになると、アクセスポイント
がグーンと上がるのです。うちは 200 人ぐらいの園
で、年長組さんはちょっと多いのですが、今年は、
初日のお泊まりの夜、夜中まで発信していましたけ
れど、その時に 2000 ポイントアクセス。終わった
ら、一応、収束するかと思いますよね。ところが、
驚くことに翌日にまた 1000 ポイント、1000 アクセ
ス上がっているのです。何が言いたいかと申します
と、実はブログというのは、親御さんが見ているだ
けではないのだと分かった訳です。子どもも見てい
る。そのことに気づいて、その話を、色々と保護者
から聞いた時に、実は、写真を見ながら親子で会話
をしていましたよと言うのです。「昨日の、これ、
どんなことだったの？」「これってこうだった？」
というかたちで、親は先に見ているから、お泊まり
保育の様子が大体予測がつく。それについて子ども
に問い掛けて、もちろん子どもが話してくれるとこ
ろはそれでいいのですけれども、先程申し上げまし
たように、「男の子で、あまり話してくれない」「言っ
ても、『忘れた』としかしゃべらない」ところがあ
るのです。だけど、そんなお子さんでも、この写真
を見せたら、「うん、そうなんだ。これね」という
風に、そのブログの写真を媒介に、三項定理の関係
で同じものを見て、親と子が話をするということで
した。つい先日も、保護者との会話の中で、「なか
なかものが言えない子でも、ブログを一緒に見て、
その時の状況を親が上手く引き出します」と言うの
です。ということは、ブログを親子で見ながら、子
どもは自分の体験を親に話していく。話すことに
よって、自分がどういうことを体験したのかという
ことを自分の中で意味づける。意味づけて、自分の
体験、経験がより確固なものとなっていく。その時
に、ちょっとしたコメントに、教育的な配慮等が
入っていたら、親は「それって、そうだよね。１人
で泊まれたんだね。大きくなったんだね」という風
に子どもに言うし、また言ってもらうことで、子ど
もたちは自分の経験を成長として位置づけることが
できるのだなと思います。例えば、状況が何も分か
らないままの会話は、対面の会話になりますから、
子どもにとって非常に圧がありますけれども、一緒

のものを見ながらの会話なら、子どももストレスを
感じたり緊張したりせずに話せるので、親から温か
いまなざし、会話やエンパワーメントもしてもらえ
るということで効果を感じています。では、お泊ま
り保育をしなかった他の学年の子どもたちはどうな
のかと言うと、みんなも見ているのですね。見てい
て、「ああ、年長組さんはこんなことをしているん
だ」「お友だちの〇〇ちゃんも、こんなことをした
んだ」という風に見通しを持つことができます。ま
た、２歳の子どもたちの写真を見たら、「ああ、２
歳の時はこうだったよね」というような振り返りの
中に、自分の子どもの成長した姿を持つことができ
るということです。あと、地域の人たちや一般の方
たちにも、ブログを通して私たちの保育を理解して
もらえるということにもつながっていくのです。

職員同士のことについて言えば、自分や先輩の先
生の撮った写真が挙がることで、お互いにブログを
見合ったりします。夜、寝る前には必ず見ると言っ
ています。そういう中で、保育者も共通した保育観
と言いますか、子どもの成長感というものが徐々に
確立していく訳です。実のところ、私もこの歳になっ
てようやく思いましたが、子どもの成長って本当に
捉えるは難しいと思います。ある子どもが、何かで
きる、できないとかいうことは簡単に見えるし、言
うこともできます。だけど、たとえ今はできなくて
も、「あれだけ自己主張しているってことは成長な
んだね」「ここでは、できかったけれども、でも、
この子たちは凄いよね」というような様々な成長感
というものを、保育者であってもかなり経験年数を
積まないと、なかなか自信をもって確立できないと
私は思っています。そういう意味で、ブログは色々
なことを違う視点から教えてくれる、貴重なツール
であると私は思っています。ここでは「氷山」の一
角を紹介しましたが、この行事や写真、どれだけ露
出していくかということや、この「量」というのが、
実は親にとっても、保育者にとっても子どもの成長
が見られる大事なポイントでもあるのです。その裏
には、子どもたちが考えながら行動している様子が
あります。例えば、プロジェクト保育の場合、そう
いう中で子どもたちが真剣に話し合っている様子を
見ることができます。お化け屋敷を作ることになっ
たとします。「お化けって、分からない。じゃあ、
どうしよう。家で調べてこよう」と言って、みんな
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が家に帰って考え、アイディアを持ち寄ります。そ
うした時、例えばこのブログを見ていれば、「ああ、
こういう中で今、お化け屋敷の話がでたんだね。
じゃあ、どういうお化けのことか、一緒に調べよう
ね」と協力してもらえますけれども、いきなり、

「『お化けを調べてきて』と言われたんだけど」と
言っても、なかなか、全ての子がそういうことに対
応できないということもあります。そういう意味で
も、ブログの活用というのは保育の見えない状況や、
プロセス、こういう事例などもしっかりとなぞるこ
とができるのではないかと今は考えているのです。
そのような意味で、ブログというものは親子の会話
のツールでもありえるし、保護者の次年度への期待
に応えるということもあり、園の教育、保育を理解
してもらう役割を担っていると思っています。

最後に、ブログというものには、やはり課題があ
ります。あくまでも園のブログですから、何を書い
てもいい訳ではないですね。私たちもその方針で続
けていますが、きちんとした保育観に基づいて書く
べきだと考えます。もちろん、きちんと子どものこ
とを理解してもらうことが大事なので、私の園では
この主幹教諭２人にお任せしながら発信していって
おります。そこには偏向があってはいけません。「こ
の子ばっかり撮れている」「このクラスばかり」と
いう状況ではいけませんので、バランスも必要にな
ります。それから、昨今、一番大事な個人情報の取
り扱いも最新の注意が必要です。先ほどお話しした
ように、2000〜3000 件のアクセス数があるブログに、
お泊まり保育状況をアップしていく。そのヒット数
は、即時性があるからだと考えます。親御さんは

「私ね、昼休みに見るんです。必ず昼休みに見て、
今日、わが子はこんなことをしているって。すると、
周りのお友達も来て、『あら、いいね』『もうプール
の時期なんだね』という話をする」と。だから即時
性があれば、親はいつもチェックしてくださる。つ
まり、ブログというツールを通して、親は子どもの
ことをいつも気にかけ、子どもの保育や成長のこと
を気にしてくれているのだという風に考えていま
す。以上、私どもの発表とさせていただきます。あ
りがとうございました。

話題提供　塚本秀一園長

社会福祉法人湘南学園
保育の家しょうなん

中坪：それでは、塚本秀一先生、宜しくお願い致し
ます。
塚本：滋賀県大津市から参りました、社会福祉法人
湘南学園・保育の家しょうなん、園長の塚本でござ
います。

湘南学園という法人名なので、ほぼ９割の方が神
奈川県にあるのではないかと思われがちですが、私
どもは、湘南という字は同じですが、実際は大津市
にあります。滋賀県の琵琶湖の南、湖の南という意
味もございまして、どちらが先かと言えば、多分、
うちの方が先ではないかと思います。明治 37 年、
1904 年に湘南寮ということでスタートしております
ので、そういう意味で元祖湘南と言いますか、本家
湘南と言いますか……、ではないかと思います。そ
の中に４種類の施設があります。今日は幼保連携型
認定こども園の保育の家しょうなんという所の、保
護者とのやり取りについて、一部ですけれどもご報
告をさせていただきます。

まず、私どもの園の紹介ですが、中丸先生の所は
幼稚園、濱名先生の所は幼稚園から認定こども園、
幼保連携型に変わられた。私どもは保育園から幼保
連携型認定こども園に変わったというような、少し
ずつ切り口の違う幼児教育だとご理解をいただくと
良いと思います。園自体は、法人は明治 37 年、1904
年日露戦争の勃発した年に、その戦災孤児を救済す
る目的で始まった孤児院です。ですので、今も児童
養護施設が母体の法人でありますが、平成元年にそ
うした養護児童（孤児）を未然に防ぐ役割を担う保
育園として、当時、24 時間保育をする園として開園
しました。ただ、無認可ですと、保護者に非常に多
額の保育料を負担していただかないといけないの
で、何とか認可を取ろうと思って、滋賀県庁に掛け
合いましたところ、「24 時間、365 日開けるような保
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育園は無い」と。「それは、養護施設」「直接、厚生
省（現・厚生労働省）に行ってくれ」と言われまし
た。そこで厚生省に「こういう思いで養護児童を未
然に防ぐ保育園を造りたいのだ」と掛け合いました。
ちょうどその頃、男女雇用機会均等法が制定されま
して、女性も男性と同じように働く権利を得られた
のですが、夜 10 時以降の就労が認められたのに、
それを支える受け皿が社会に無かったのです。つま
り、女性が子育てをしながら仕事を続けていくとい
うことが返って難しくなったという状況がありまし
た。ですので、そういう人達の子育てを援助すると
いうことで、24 時間、365 日開園するような保育園
をつくろうということでしたが、先程申し上げたよ
うな経緯がございまして、最終的には厚生省の当時
の担当の方の英断で、「じゃあ、もう夜間保育園と
いうことで認可してもらいましょう」「認可しましょ
う」ということで始まりました。

30 人定員の夜間保育所、２時から夜の 10 時まで
が開園時間です。それ以外の時間は延長保育でつな
ぐというかたちで認めてもらいました。それで、24
時間、365 日開園する保育園ということでスタート
しましたが、予想以上に希望者が殺到しました。父
子家庭が多かったです。当時、母子家庭に対する
色々なサポートは制度的にもあった訳ですが、父子
家庭は全く無いので、離婚されて親権をお父さんが
取られた場合には、もうほとんど、子どもを児童養
護施設に預けないといけないというようなケースが
多かったのです。長距離トラックを運転されている
お父さんの父子家庭では、仕事に出られたら３日間
帰ってこられないです。その代わり、その３日を園
で預かれば、今度はお父さんに２〜３日休みがある
ので、お子さんと一緒にいられるというような、家
庭崩壊を未然に防ぐというような役割、防ぐ園とし
てスタートしています。

子どもが園にいる時間が長いので、子どもたちに
とっては、もう１つのお家というかたちで、あまり
負担感が無く園生活ができるように、と考えました。
それで、保護者にとっては自分が子どもをみること
ができない時間をみてくれる、まぁ、親戚のお家と
いうような位置づけで始まりました。ですので、「園
の保育の中に、家庭の機能をできるだけ取り入れよ
う」ということをテーマに園作りをしています。こ

の「家庭の機能」というのは、もちろん、ソフト面
では、お祖父ちゃん、お祖母ちゃん、お父さん、お
母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃんみたいな人がいる。
もちろん、妹、弟もいるというようなかたちですか
ね、大きな家族です。それで、ハード面では、この
園舎をできるだけ家に近いかたちで造っています。
つまり、当園では、何歳児の保育室というような設
えはしていないのです。食べる所と寝る所と遊ぶ所
を完全に分けています。家と同じように。食べる時
は食堂へ行って、みんなが一緒に食事をします。遊
ぶ時は、それぞれの保育室というのがありまして、
そこに行って遊ぶ。お昼寝はお昼寝部屋というのを
別に設けています。そうすることによって、長い保
育時間を過ごす子どもたちのそれぞれの生活ペース
を守りながら、子どもの遊び込みということも保証
しながら、生活ができると考えて実践をしている訳
です。と言うのは、何歳児の保育室ということでそ
れぞれの部屋に職員がいた場合、その子どもたちの
ペースで、例えば、食べる、寝る、遊ぶということ
をしていると、給食の時間が近づくと、「ちょっと
給食の用意をしないとあかんから、一生懸命遊んで
いるけれども、これ、片付けてくれる？」と言わな
いといけない。食事をしていても、体調によって早
く食べられる日と、なかなか食が進まない日があり
ますが、「お昼寝の布団を敷かないといけないから、
早く食べて」と言わないといけなくなる。「今日は
ちょっとゆっくり寝たい」と思っている子がいても、
他の子が順番に起き出せば、布団を上げないといけ
ないので、「あなたも、早く起きて」と言わないと
いけない。そういったことも部屋で分けておけば、
遊びが一段落ついた子どもから手を洗って食事に行
けばいい。食事も食べ終わった子から歯磨きをして、
着替えてお昼寝に行けば良い、というような子ども
のペースが保証できると考えている訳です。そうい
う訳で、家庭の機能を大切にした保育環境というも
のを 30 年続けさせていただいています。スタート
が保育園ですので、今、申し上げましたような考え
方で、平成 27 年に幼保連携型の認定こども園に移
行しましても、同じスタイルで保育をさせていただ
き、もう４年目を迎えています。「育ち合う、自分
らしさが輝く」ということで、それぞれの子どもが
それぞれに輝き、職員も、保護者もそれぞれに、そ
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れぞれの良さを活かす生き方、輝き方というものを
目指そうと思っています。現在の開園時間は朝６時
から夜の９時までとしています。これ以外の時間は、
必要があれば延長保育でお預かりさせていただくと
いうことです。お迎えが、日が変わることもありま
す。年度末や年末の忙しい時等にお子さんをそうい
うかたちで預かる場合も。あるいは、母子家庭で、
お母さんが虫垂炎の手術で３日間入院されたような
時は、お子さんを３日間預かったこともあります。
うちのような園が無ければ、ショートステイやサテ
ライトということで、児童養護施設、乳児院等の
サービスを利用しないといけないのですが、自分が
通っている園でお預かりができるということも１つ
のメリットかと思います。

そして、行事についてですが、運動会を例にあげ
ると、運動が苦手な子どもも得意な子どももいる訳
ですね。行事のために保育をすると、苦手な子ども
は、無理矢理に嫌なことをさせられるのでもう毎日
の保育が苦痛になってきます。ダンスもそうですね。
そういったことをできるだけ配慮して、日々の保育
が行事につながるように工夫しています。もちろん、
走ることが苦手な子どもについてはみんなと一緒に
走ることを教えていかないといけない。ダンスが嫌
いな子どもも、「ずっともう一生、ダンスなんて踊
らなくていいよ」とするのではなくて、「みんなと
一緒にほら、こうやってやったら楽しいよ」と言う
ことを教えていく、という保育の延長が運動会。生
活発表会も、そのような考え方で行っていますので、
うちの園の発表会はきちっと見栄えのいいものでは
ないのです。子どもはそれぞれに楽しんでいるので
すけれども、決して見栄えを重視していませんので、
保護者からは、「もう少しきちんとできひんのか」
という風に言われる訳です。ですけれども、そうい
うことをきちんとお伝えする中で、入園される時に、
説明会で、このことを充分に私の方からお話しさせ
ていただきますので、そのことがどうも受け入れら
れないという保護者は他の園に行っていただくしか
ないと思っている訳です。これで 30 年やっていま
すので、そのことを理解していただきながら、運営
をしております。

現在は 115 名の定員で、１号 15 名、２号 60 名、
３号 40 名で運営しております。保育園からの移行

ですので、１号認定の子どもがこんなに少ないかた
ちになっています。同じ学区に公立の幼稚園もあり、
他に認定こども園もあるので、１号の子どもの行く
所はたくさんあります。ただ、大津という所は１小
学校区に必ず公立幼稚園が１つずつあるのです。こ
れは前々市長の政策で、公立小学校に必ず公立幼稚
園を引っ付けて建てた。ということで公立幼稚園が、
ほとんど３、４、５歳の受け皿になっているという
ところがあります。しかし、公立は２年保育だけな
ので、４歳からということは３歳の子どもの行く所
が無いのです。ですので、１号認定の子どものニー
ズと書きましたけれども、実は３歳の子どもです。
そのニーズが高く、私どもが、「27 年に認定こども
園になりますよ」と報告した時には、３歳児が殺到
しました。30 人を超える方が入園希望で来られて、
選考させていただいて、15 人からスタートしている
というようなことです。また、同じ敷地内に、児童
養護施設がありまして、そこに生活する未就園、未
就学の子どもたちというのは、保育園は利用できな
いのです。児童福祉施設を２つ兼ねて利用できない。
二重措置となるようです。ですので、その子どもた
ちというのは、この同じ年齢の子どもたちの集団の
中に入れて保育する方がいいということは分かって
いても、うちの保育園ではお預かりすることはでき
なかったのですが、認定こども園になれば、学校と
いう法的な位置づけがありますから、そういった子
どももうちの園で預かれるというメリットもあって
移行した訳です。それから何よりも、保護者が仕事
を辞めても２号から１号に認定変更していただくこ
とだけで、子どもが園を変わらなくてもいいという
メリットがあると考えて、運営をさせていただいて
いる法人でございます。

今日は保護者とのより良い連絡ツールということ
ですので、当園が正式には今年度から導入しました、
アプリを使うコミュニケーションについてご報告を
致します。

今年度からスタートしたと書いてございますけれ
ども、実際は昨年度から保護者会の役員の方々と試
験的に導入しまして、色々なやり取りもする中で相
談して、2018 年度はここからはスタートしようと考
えました。全ての機能をまだ導入はできていません
が、従来の紙媒体を使う連絡ツールではなく、保護
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者がお持ちのスマホ。ガラケーの方もいらっしゃる
のですが、そういった方はタブレットをお持ちです
ので、そちらを使っていただき、やり取りをすると
いうことを始めています。

どのアプリかということですが、たくさん出てい
ますね。国の方でも ICT 化の補助金というのを創出
して、自己負担無く導入できるようになっています
ので、お勧めをしたいと思っています。私どもはそ
の中の１つのアプリを利用して、このようなかたち
でスタートしています。

クラウドコンピューティングということですか
ら、いわゆる、クラウドにある情報をみんなが見に
行くというものです。どこでも、誰でも、この「誰
でも」と言うのは、ここにありますように、不特定
多数の人が利用できるサービスではないです。園が
許可するかたちになりますので、お父さん、お母さ
んだけではなくて、お祖父ちゃん、お祖母ちゃん、
親戚のおじさん、おばさんまで、申請をしていただ
いて、園が許可すれば見に行けるというものです。
それで、インターネットという、クラウド上に色々
な情報を園が挙げて、それを皆さんに見ていただく
というものになります。

まず、私たちがいちばん伝えたかったのはお知ら
せ機能です。保護者、或いは全職員も含めて、同時
に見ることが可能なものです。また、これはクラス
単位に分けるということもできますので、クラス便
りをこちらに替えたり、園便りをこちらに替えたり
することも可能です。先般、大阪北部地震がありま
して、大変でした。その時の配信の内容ですが、あ
れは８時少し前、７時 58 分にガタガタッと揺れま
したが、その時、もう既に 43 人の子どもが登園し
ておりました。それで、保護者は、「園は大丈夫か
な」と思って電話してくださるのですが、電話が通
じないのですね。本当に混線してしまって通じな
かった。「どうなってるんやろー」ということです
が、まず子どもたちを園庭に避難させて、それから
児童養護施設の園舎は１番新しくて耐震化ができて
いるので、そこに子どもたちを全員移して、無事
だったということを知らせる、お知らせ機能を使っ
たものを配信しました。地震から 30 分ちょっと経っ
てしまいましたが、８時 33 分に、「園児全員無事で
す。園も大きな被害は無かったです」と。「これか

らまた、何かあったらお知らせしますね」と、第１
報を入れました。この後も、２報、３報と入れてい
るのですけれども、こういったかたちで電話が通じ
ないなど色々なことがあっても、情報網が混乱する
ときでも、このクラウドコンピューティングという
のは使える訳です。また、忘れ物があっても、写真
を撮ってアップすると、「あっ、それ、うちのや」

「あっ、〇〇ちゃんのや」という情報を保護者から
いただきます。そういうことでもお知らせ機能とい
うのは、大変便利です。

例えば、今までは、その日に食べた食事をケース
に入れて、玄関に飾っていたのですが、段々と時間
が経つと、不衛生で、不味そうに見えてしまうので、
今ではうちの栄養士が写真を撮って、今日は何を食
べたということをお知らせしています。それからカ
レンダー機能が保護者からも非常に好評です。園で
こういったことをしますよ、というお知らせをしま
す。そうすると、保護者がそれぞれお持ちのカレン
ダー機能と連動しまして、そこに園からのお知らせ
が入ります。予告で、何分前にお知らせするという
のも連動するので、これは大変好評です。このよう
に、それぞれのアプリケーションと連動して、私た
ちと保護者の連携ができるというような状況でござ
います。

それから写真ですが、色々な行事毎に撮っていて、
以前は運動会ですとプリントアウトして並べたり、
業者の人に撮ってもらって展示などもしていまし
た。今は、クラウドコンピューティングで、写真を
クラウドに挙げておけば、保護者が欲しい物をダウ
ンロードできます。個人情報との関係を随分心配な
さっている保護者もいらっしゃったのですが、この
アプリについては、非常にセキュリティーが強くか
かっているので、今のところ、そういった問題もあ
りません。このアプリを使って、安心していただけ
るような情報を保護者にもお渡ししながら、こう
いったことを行っています。欲しい写真を、誰でも、
どこでも、登録さえしておけば、ダウンロードでき
るというものです。

現在、大きく２つの課題を、職員と保護者で相談
をしています。１つは個人情報の漏洩の恐れですね。
それは今、申し上げたところまでなら大丈夫ですが、
ダウンロードされた画像を SNS 等に発信されること
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があります。そうすると、それはバッと広がってし
まいますので、そのことについてはお願いをしてい
る訳です。「このようにダウンロードされた画像を
SNS 等に無断で掲載すると、個人情報の漏洩があり
ますよ」ということで、お願いはしていますが、園
として完全に管理ができるという訳ではないです
ね。ですので、もうお願いするしか無い。これは保
護者にも、この問題は共有していただく以外は無理
ではないかと思っています。先程、保護者を信頼す
るというお話を中丸先生がされていましたけれど
も、まさにそういったことだと思います。それが無
ければこれはできない。

もう１つがこの連絡帳です。現在、保護者とやり
取りしているのですが、園からの発信に対して、お
知らせ機能に返信していただくことはできるのです
けれども、各クラス毎に、あるいは、お子さん毎に
こういった連絡帳のやり取りもできるのです。これ
は、いわゆる LINE のやり取りみたいなものです。
こちらから何か情報を発信したら、それを見たら既
読というのが付きまして、それにまた返信ができる
というようなやり取りですが、実は保育者にも非常
な負担が。昨年度、テスト的に行ってみました。保
護者会役員とのやり取りの中で、保育者が保育中に
すぐには返信ができなかったことがあって、保護者
からは、「既読になったけど、何も返信が無いのは
何なんだろう」「逆に心配になります」というよう
なことを言っておられました。タイムリーに返信す
るのは難しい。逆もあります。園からお知らせの連
絡をしたのに、既読になっているのに保護者から何
も言ってこられなかったら、「えっ、どうしたのか
な」「何かあったのかな」と思ってしまう。両方に
とって、もう少しこのアプリにきちっと慣れていく、
あるいは、こういったやり取りについて、それぞれ
相互理解が進む中で導入していかないと難しいのか
と思っているところです。

あと、うちの園便りについては、このロビーに一
部、貼っていただいていますけれども、「はだかん
ぼ」と言う名前です。着飾らない。もう、そのまま
こちらも出します。それで、お子さんも「はだかん
ぼ」でお預かりしますというような思いで始めてい
る訳です。私が園長になってからずっと、最初の文
章も含めまして、レイアウトも全部、私がさせてい

ただいています。子どもの個人情報があったので、
ロビーでは紹介しなかったのですが、必ず子どもの
誕生日をみんなで共有します。何月何日だけ。職員
もそうですが、誕生日の当日に、縫いぐるみの小さ
い物を子どもが着けて、それを着けていると、みん
なから、「おめでとう」と言ってもらえるというよ
うなことです。もちろん、それが着いていたら分か
るのですが、「〇〇ちゃんは何月何日生まれや」と
いうことを、みんなで共有しようということです。
あるいは、お知らせということで言うと、緊急のこ
とばかりではなく、あらかじめ分かっていることで
もお知らせ機能でお知らせするということを園便り
でしています。ホームページでも、うちの主任がそ
のようなかたちで、できるだけ更新できるところは
更新する。業務の都合で更新できないところもある
のですが、このようなかたちで運営をさせていただ
いております。

限られた時間の中で十分にはご説明できませんで
したが、連絡帳も含めた、このアプリについてご紹
介、話題提供とさせていただきます。ありがとうご
ざいました。
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フロアディスカッション
~参加者同士で「保育を伝える
工夫」を考える～

第一部、第二部の報告を受けて、ここからは参加
者同士が４人一組のグループに分かれ、「保護者に
保育を伝える工夫」や「今後の課題」などについて
ディスカッションし、より良い相互理解（コミュニ
ケーション）に向けて活発な議論が行われました。

中坪：ここからは、フロアディスカッションという
ことで、ファシリテーターを砂上先生にお願いして
おります。
砂上：３人の先生方、話題提供をありがとうござい
ました。

ここからフロアディスカッションを始めたいと思
います。皆さまの封筒に書かれてある番号で分かれ
て座っていただいていますが、各グループ、大体４
人ずつになるかと思います。まず、自分と同じ番号
のグループの方は誰かというのをご確認お願いしま
す。各グループに１つ、ホワイトボードとマジック
をお配りします。

まずは最初のディスカッション①のところで、10
分程時間を取りますので、それぞれ、話題提供で
色々と受けた刺激をシェアし合うところからでも、
まずは話しやすいところから始めてください。宜し
くお願いします。
中坪：お話しされている間、話題提供の３人の先生
に会場を回っていただきますので、もし、何か先程
のお話で質問など訊きたいことがありましたら、声
を掛けていただけたらと思います。

砂上：これから 20 分間、ディスカッション②をよ
り焦点を当ててお話をしていただきたいです。ワー
クシートの１番最後です。園便りや園 Web サイト
が、より保護者にとって魅力的になって、保護者と
園の相互理解を深めるための一工夫を。今、園便り
を持ってきていただいている方もいらっしゃると思
うのですが、それも踏まえて、３人の話題提供の先

生のお話もありましたので、ホワイトボードには付
箋を４枚貼ってあります。グループで話し合って、
付箋１枚に１つの工夫で、３つ程度決めて貼ってい
ただけると助かります。

砂上：では、そろそろディスカッション②を終え、
ヒアリングの時間にいこうと思います。

まず、今日、自園のお便りを持ってきてくださっ
た方もたくさんいらして、先程、ディスカッション
の間に、写真も撮らせていただきましたので、あと
で少しご紹介できればと思っています。全グループ
にお話を伺うのは時間的に少し難しいかと思います
が、まず、付箋にそれぞれのグループで書いていた
だいたので、「うちのグループはこういうことを考
えた」、話題提供の先生のお話も含めて、「こんな議
論が出ました」「ご紹介してもいいかな」というグ
ループの方がいらしたら、前向きに手を挙げてくだ
さい。いかがですか。はい、そちらの付箋もご紹介
いただききながらお願いします。
男性Ａ：他の園さんの園便りなどを見させていただ
いて感じたのは、写真を使っていろいろな保育を
語っていくということが１つあるのですが、それだ
と一方通行なので、その写真、または、その保育の
育ちみたいなものを書いたものを、保護者と語り合
う時間を作る。何か一方的に、「こういう保育をし
ていました」、写真で、「こうでした」というのもい
いのですけど、そこにプラス保護者がそれぞれ、自
分の子ども時代はどうだったのか、そういった場が
必要ではないかという風に思って、こちらではその
ような話になりました。
砂上：よろしければ、付箋に、例えば３つ書いたの
を読み上げていただけると、いいですかね。
男性Ａ：そんなにありませんでした。
砂上：ありがとうございました。じゃあ、他のグ
ループではいかがですか。お願いします。
男性Ｂ：６番グループです。付箋の羅列からいきま
すと、１つ目は、「お便りに読みたくなるようなタ
イトルを付ける」ということ。幾らこちらが頑張っ
てお便りを出しても、そもそも読んでいただけない
ケースもあるので、まずは目を引くタイトルを付け
るということ。２つ目ですけれども、情報の内容に
よってお便りを分けるということが挙がりました。
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それは各園、実施していることもあるのですけれど
も、今日、紙ベースのお便りや Web の話も出まし
たので、このグループで話題になったことは、個人
情報保護のことが少し話題に挙がりました。その話
を突き詰めていくと、やはり子どもの表情を写す
と、今度は名前が写ってしまうという問題も出てく
るので、全体的なお知らせや全体的な様子に関して
は Web をどんどん活用していって、個人の表情や
個人の情報にフォーカスするような場合には紙ベー
スで発信していくと、使い分けができていいのでは
ないかということが挙がりました。３つ目は、僕等
のグループのところでも、写真を使って保護者に様
子をお伝えしているのを実践されている園がありま
した。その写真に対しても、写真と文章を別にして
しまうのではなくて、その写真の中に吹き出しを付
けて、誰が発言して、どんな表情で言っている言葉
なのかということを分かりやすくすることで、子ど
もの表情や気持ち、言葉からその子の成長を読み
取ってもらうということの工夫が挙げられました。
最後には、付箋には書いていないのですけれども、
やはりこちらでも、紙ベースであっても、双方向
に、こちらも発信する、保護者からも発信してもら
えるような環境を整えることがこれからの課題なの
ではないかということで挙がりました。
砂上：できれば、他のグループも、あと、２〜３伺
えるとありがたいのですが。
男性Ｃ：17 番です。私以外、４人の方が園の実践
者の方でした。それで、かなり、完全に Web 化さ
れているという園もありました。また、日誌とも共
用になっているということもありました。あと、公
立園の方は役所の話なので、横並びと言うか、そう
いうところが非常に強いので、様々な制限があると
いうことでした。それで、１つには、付箋に出てき
ているのは、一方的な発信ではなく、保護者が参加
してくるようなかたちで何かできないだろうかとい
うことと、それから、できるだけタイムリーに、そ
の日の内ですけれども、実際には作成する時間の問
題があり、「30 分取れるかな」というような話でし
た。それで、日誌と共用している場合は、日誌の、
保護者にオープンにしている部分と保育者集団でク
ローズにする部分が上手く分けられていないので、
保育者の専門性向上に関わるというところに上手く

掛かっていないというところが、やはり課題です。
でも、一人一人、個人的には、データとしてはたく
さんある訳なのですね。写真と記述がたくさんある
ので、それを見直していって、個人記録をそこから
作り出す等、そういうことの努力はされているとい
うことを伺いました。
砂上：ありがとうございました。他のグループも、
是非お願いします。
女性Ａ：私達は２グループです。たまたま、みんな
同じ職場だったもので、今後に向けてどういう風に
していったらいいかという話し合いになったという
感じなのですけれども、Web を通してというより
は、私達は園便りと言うか、学年便りで、こういう
ことが伝えられたらいいというかたちの話し合いを
してみました。

それでまず、１つ目が、その場が見えるような子
どものつぶやき。ただ、文章を読んでいても、保護
者は面白くない、伝わらないということが挙がりま
して、子どものつぶやきをやはりいっぱい入れてあ
げると「面白い」「あはは」「クスクス」というのが
面白いのではないのかということでした。そして２
つ目は、写真を載せて、見て、やはり目から楽しん
でいただくというかたちで、だけど、写真の載せ方
として、集合写真はやはり面白くない。そうかと
言って、何か活動しているところの写真を見ても、
自分の子が写っていなければやはり面白くない。で
すから、「いつまで経っても、うちの子は出てこな
いのか」ということになるので、１年間を通して、
クラス全員が載るような何か、誰が写っているかと
いうようなチェック等をして、１年間を通して、１
度は必ず登場するようなかたちを取りたいという話
になりました。それから３つ目は、持ち物ですが、
持ち物のお知らせみたいな感じで、よく出すのです
けれども、やはり読んでいない方、忘れてくる方が
多いです。なので、それも、やはりスラスラと文章
化をせず、図やイラストを用いて分かりやすく知ら
せると、貼っておいても、「今日、これ」と分かる
ように、そういうこちらの努力も必要かという話し
合いになりました。
砂上：ありがとうございます。色々と具体的なお話
がどんどん出てきていますが、それでは、今日たく
さんお便りを持参してくださった方もいらしたので、
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それをシェアして、眺めてみたいと思います。本当
にご協力いただいた方、ありがとうございました。
砂上：撮らせていただいた写真は、あくまで、特に
研究目的で、これから何か使うということは無いの
でご安心ください。ご協力ありがとうございまし
た。今、見せていただいても、結構、その、写真、
あと活動のプロセスが分かるように、それこそ話し
合いで出てきた、「吹き出しを付ける」等、そうい
うところも実践されていて、あと、子どもの字であ
るとか、字や絵もあると、更にまた印象も変わって
くるというのも分かったかと思います。ありがとう
ございました。

それでは、ヒアリングの時間はここまでにしたい
と思います。

総合討論
中丸元良・濱名浩・塚本秀一・
秋田喜代美

まとめとして、壇上には第二部で話題提供された
中丸元良先生、濱名浩先生、塚本秀一先生に、第一
部で研究内容概要をお話しくださった秋田喜代美先
生が加わり、参加者からの質疑応答という形で活発
な討論が行われた。

中坪：これから総合討論を開始したいと思います。
まずは最初に、今日、３人の先生から話題提供を戴
きましたけれども、先生に是非訊いてみたいという
フロアの皆さまからのご質問や、感想でも結構です。
フロアディスカッションの中で出た意見で、もう少
し全体でシェアしたい、紹介したいというような、
そういったことを、まずフロアの皆さまから幾つか
出していただけたらと思いますが、如何でしょうか。
どなたでも構いません。グループ単位ではなく、個
人でも構いませんので、質問やご意見や感想、何で
も結構ですが、何かございませんでしょうか。
男性Ｅ：先ほど中丸先生が「垣間見える」というお
言葉をお使いになって、「垣間見える」という言葉
と同時に、介入しすぎずに理解するというニュアン
スでお使いになったかと思うのです。それはつまり
受け止め方、介入しすぎずに理解するという受信の
仕方なので、発信メディアではあっても、実は受信
して参加するメディアという風に発想を変えていく
といいのではないかと思い、参加を促すにはクロー
ズドな部分とオープンな部分の、何か行ったり来た
りできるような仕掛けや仕組みが必要なのではない
かと、全体の話を聴いて考えました。その辺りのと
ころ、各園のそれぞれのメディアでは、どういう風
に押さえられているのかをお伺いしたいです。
中坪：はい、ありがとうございました。最初にまと
めてフロアの先生から声を拾いたいと思います。
女性Ｂ：ご発表ありがとうございました。とても学
びになりました。私たちのグループでは、特に塚本
先生にお伺いしたいのですが、「保育の家しょうな
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ん」では、色々な家庭的背景を持った子どもたちが
多いと思われますけれども、そのような子どもたち
の顔をホームページに、広くアップすることで何か
トラブルはなかったか、また、それを未然に防ぐよ
うなこと、どのようなことをなされているのかとい
う疑問や、質問が出ましたので、是非教えていただ
きたいと思います。
中坪：他には如何でしょうか。
男性Ｄ：千葉市役所の行政職です。保育者ではあり
ませんので、皆さまとは違う立場かもしれませんが、
本日は貴重なお時間をいただき、本当にありがとう
ございました。濱名先生の話題提供の中で、「遊ば
せているだけの幼稚園ではない」というようなお言
葉がありましたが、それをとても大事なことだと
我々も日頃感じております。保護者に、「保育や幼
児教育というのは、こういう意義がある」というこ
とを伝えるために、色々とお便りや Web を使って
いくということを今日、学ばせていただこうと思っ
て、こちらに参りました。ただ、それを秋田先生が、
それこそ、書き言葉でというようなことを、最初に、
おっしゃいましたけれども、言葉にしてお伝えする
のはとても難しい。難しいけれども、言葉にしてい
かないと。例えば、保育者の方のお話を私が理解で
きるということは、多分、保護者も理解できるとい
うことだと思うのですが、現場の方とお話しする機
会がなかなか無いので、今日の３人の先生方が園で
どういう風に、言語化と言うか、そういうことに取
り組まれているのかを改めてもう一度、お伺いした
いです。
中坪：今のご質問も３人の先生にお答え戴きたいと
いうことですね。はい、次の方も質問をお願い致し
ます。
女性Ｃ：今回、コミュニケーションがテーマという
ことで、先程の先生からも、こちらから一方的に発
信するだけではなくて、保護者の参画をどのように
引き出していくかということも大事だというお話
だったかと思います。保護者は自分の子どもや幼稚
園に、結構過剰な期待を抱きがちだと、私は最近感
じているのですが、その期待があまりにも大きいと
保育者側も応えきれなくなってしまう。その保護者
の期待値をどのようにコントロールしていくのか、
３人の先生が現場でどのように工夫されているのか

をお伺いしたいです。
中坪：ありがとうございます。はい、では次の方。
女性Ｄ：本日はありがとうございました。３人の先
生方にお伺いしたいのですが、ノンコンタクトタイ
ムはどのように捻出するのか。つまり、事務時間と
して保育の実践から離れて、こうしたお知らせやブ
ログの作成等にかける時間をどのように捻出するか
など工夫されている点があれば、教えてください。
中坪：たくさんご質問、ご意見をいただきました。
では、出たご意見につきまして、まず３人の先生か
らレスポンスをお願い致します。登壇順で宜しいで
しょうか。あるいは、自発的に、「私から話します
よ」ということがあれば。塚本先生、個別の質問も
ございましたので、もし宜しければ、塚本先生から
お願いします。
塚本：はい、お母さんがお預けになっているけれど
も、お父さんにはお知らせしていないというケース
がありますので、おっしゃったことについては配慮
しています。どういうかたちでしているかと言うと、
まず、入園説明会の時に、うちは「承諾書」を貰う
ようにしているのですが、例えば、この園便りや、
こういったところで何か発表させていただく時の写
真に使っていいかということについて、「文書で全
てＯＫです」というのと、「園の中であればＯＫで
す」というのと、「一切駄目」というのを、保護者
に記載していただいて、園に提出していただくとい
うことをしていますので、ちょっと配慮をしないと
いけないのですが、写真を撮って載せる時には、そ
のことを配慮して、「駄目」という方については載
せないようにしています。

次に、ノンコンタクトタイムをどう取っていくか
ということについては、恐らく、今日、登壇させて
いただいた中で、うちが１番難しいのではないかと
思います。ご承知のように保育園は８時間勤務で、
８時間子どもたちの保育をしている、というような
文化がまだ今も９割以上あるのではないでしょう
か。その中で、保育以外のこういう連絡作業、ある
いは行事準備、製作、研修、会議などは全部時間外
で行っている。このような働き方を随分長く行って
きた文化があるので、意図的にそれを変えるように
していかないといけないのです。今、私どもの園で
は、６：１：１ということを決めています。６時間
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は子どもたちの保育、１時間は書類関係をして、残
りの１時間は環境整備に使うような、働き方改革を
しています。まだ３年目ですが、実は認定こども園
になって、ようやくそれができる環境が整ったので
す。保育園のときは配置基準もぎりぎりで、そうい
う時間を取る余裕も無かった訳ですが、認定こども
園になり、１号認定の子どもをお預かりすることに
よって、職員数も増えました。１年目の時は、「あ
の人ばかり時間が取れていいな」とか、職員間の
色々なごたごたもあって、今、それを調整しながら
３年目を迎えているところです。本当にこれは変え
ていかないといけない。これが保育業界の課題だと
僕は思います。

それから、保護者からの発信をどう受け取るかに
ついてですが、保護者の方々というのは自分の子ど
もだけを見ていてほしいと思っておられるので、
おっしゃることを 100％受け取って形にしていくと
いうのは無理なのですね。ですので、ある程度、園
の都合と言いますか、園の考え方や、園の理念をど
う伝えるかというところにも関連してきますが、伝
える中で、お互いの落としどころみたいなのを見つ
けていく作業を、ずっと卒園までしているのではな
いかという気がします。最終的に、落としどころが
見つからないまま、卒園される保護者もいらっしゃ
います。本当に喜んで卒園される保護者もいらっ
しゃいます。この辺りは本当に難しいと思いなが
ら、実践していますが、全ての方が満足している訳
ではないと思います。勿論、発信してこられる方だ
けが全てではなく、色々な不満を抱えていてもおっ
しゃらないという方の方がむしろ多いのではないか
と思います。その辺りは色々な職員が分担していま
す。職員によってウマの合う保護者と合わない保護
者もいらっしゃいますので、担任という枠を超えて
関係作りをしながら、できるだけそういったやり取
りをしようと努力しています。
中坪：ありがとうございます。それでは、濱名先生
お願いします。
濱名：はい、ではクローズとオープンの部分ですが、
確かに、全てをオープンにする必要は無いと思いま
す。我々としては、個々の子どもに対する認め、成
長などは、クラスのこととは別のかたちでポート
フォリオを作って、それをお返しする。何かのきっ

かけで、怪我をしたとか、亡くなったとか、色々な
ことで電話連絡をする時がありますね。その時こそ、
個別にお母さんたちと、「最近、こうなんですよ」
と。今、子どもがどういうことに興味を持って、ど
ういう状況であるかをお伝えして、そこに成長感が
見られれば、成長のことも伝え、逆に、「ちょっと
この頃、不調です」ということもお伝えしています。

言葉の問題についてですが、ブログや、その記録
や、便りというのが恐らく、「ここがゴールです」
とか、「ここまで達成しました」という風にすると、
とてもしんどくなると思うのです。うちの幼稚園に
は節分の時に、近所の神社から鬼がやって来ます。
それはもう凄く怖い怖い鬼が、鬼の面を被って、

「ウオー」と言いながらやって来るのです。３歳児
なんかは逃げまくって、もう動けなくなります。４
歳もそうですけれども、段々と、年少の時の子ども
達の表情から、年中、年長となった時には、もう自
分で豆を作って、どんどんどんどん、「鬼は外」と
向かっていく訳です。年少の時は大泣きで、「もう
怖かったです」で終わってしまうけど、「さぁ、来
年はどうしようか」という期待、その次の年に、
まぁ、「年長組さんになったら、こういう動きをし
ている」というのが見えて、「ああ、そうか。今は
こうだったけれど、発達によって、こういう風に変
わるんだ」とか。例えば、大勢の運動会の中で、出
られなかった、泣きじゃくっていた子どもも、年長
になったら誰一人、そういう子がいなくて、みんな
で支え合いながらリレーをしているようなことを考
えると、長期的な中で、一見これがマイナスに見え
ても、それは同時に起こっている他の学年の子ども
たちの様子も伝えることで、育ちというのは見えて
くるんじゃないかと思います。育ちと言うと、でき
た、成功したなどプラス面ばかり考えてしまうけれ
ど、そうではなくて、「泣きじゃくったから、今、
こういうことがあるのだ」「あそこで凄く泥を嫌
がって入れなかったけれども、こういう風に平気で
年少組さんを連れて行っているんだよ、田圃に」と
いうような、違いが分かる。その一瞬では難しいか
も分かりませんが、長期的に捉えていけば分かるの
ではないかという風に思っています。

それから、コミュニケーション。親の過剰な期待
については、基本的に、私たちはできることはして、



47

できないことはできないと明確に言います。これは
ブログじゃないですけれども、例えば、「虫刺され
が嫌だから、虫除けスプレーを塗ってくれ」等、言
い出したら切りの無いようなことを言ってきます。
でも、それは「できません」と。「できないことは
できない」と言う勇気を、「うちの子ばかり載せて
くれ」「無理です」ということも、「全体のことを考
えながらしていますので」と。やはりそこはしっか
りと仕切っていくことが必要だと思っています。

最後に時間の確立ですが、これは本当に凄く時間
が掛かります。例えば、子どもの体操服にはクラス
と名前が書いてあって、ブログに載せる時は必ず全
部加工して、消しています。こういう単純なものは
１年目のフリーの先生が一生懸命、空き時間に行う。
そして、何処を切り取るか、どの写真を選ぶかとい
うのは、主幹教諭の先生達が文章も含めて行います。
それぞれの役割分担の中で、空いた時間で計画的に
行っています。例えば、お泊まり保育の場合、25 回
ブログを挙げました。25 回挙げようと思ったら大変
です。だけど、保育の流れは予測できます。お泊ま
りに来たらまず、お風呂に入る。そして縁日プロ
ジェクトを行う。それからお食事をする。次にキャ
ンプファイアーということは大体分かっていますか
ら、ある程度のシーンは先に作っておいて、後は細
かくそれぞれの写真を貼りこんでいくというような
作業を先生方が行っています。忙しくなれば、その
事前準備は大変なので、計画的準備も必要であると
いうことを感じています。
中坪：ありがとうございます。では、中丸先生お願
いします。
中丸：たくさんご意見をいただき、ありがとうござ
います。まず、「オープンなところとクローズなと
ころがあるのか」というご質問ですが、基本的には
クローズなところはありません。全てオープンだと
思っています。全てオープンだけれども、ただ、そ
れを 100％全部見せるのではなくて、見せ方を、こっ
ちの面から見せる、あるいは反対の面から見せると
いうことで、使う言葉でも、一人称を何処に置くか。
子どもの言葉で、きっと子どもはこう言いたいのだ
ろうなという、子どもの言葉で語ってみたり、保育
者の「こう思いました」という、割と近い立場で
語ってみたり、あるいは園長のような、少し離れた

立場で語ってみたり、色々な語り方をしてみる。そ
ういうことをすることで、ある子について語ってい
るけれども、他の子については何も語っていなくて、
そこから、「うちの子もこんなんかなぁ」「年長にな
ると、こんなんだけど、小さい子はもうちょっと違
うのかなぁ」というところは、想像していただくと
いう、そういう意味で垣間見える、見せる、垣間見
るですかね。別にクローズにしている訳ではないけ
れども、距離を置いたところから語るということで、
あとはご想像下さいということが、私の言っている、

「垣間見える」の意味だと受け取っていただければ
と思います。タイミングということもあると思うの
です。濱名先生は凄くこまめに、リアルタイムで伝
えておられますけれども、私も先程、「今日あった
ことは今日中に」とは言いましたが、実は少し時間
を置くのです。今日、全てが終わってから少し考え
て、今日撮った写真を全部見て、この中からどれを
伝えようかと思う訳です。そして、ホットであって
も少しクールダウンしてから考える。すると、「こ
こにはこんな意味があったのだ」とか、写真を撮っ
た時には気付かなかったけど、「この近くに居る子
はこんな関わりをしているのだ」とか、分かること
があるのです。ですから、少し時間をおくことも大
事かと思っています。濱名先生とは少し違うかもし
れません。うちもお泊まり保育をしますけれども、
２日全て終わってから次の日ぐらいに、膨大な写真
を見ながら私はそういうタイミングを取っていま
す。それも１つの、「垣間見える」につながるかな。
全てではなくて、何処かセレクトしたものをお伝え
するということが大事かなという風に思いながら、
後は想像していただくということです。

時間の問題も、私の場合は急いでも 30 分ぐらい
掛かると思います。今日撮った写真の中からどうす
るか考えて、文章も考えてアップするには。負担か
と言われると負担ですが、基本的には楽しい作業で
す。だから、続けていられると思います。

次に、「遊ばせているだけではないか。そこをど
う伝えるか」みたいな話は、大変難しい問題です。
よく「遊びで育つ」などと言いますが、言葉は簡単
でも、これは凄く深い意味がありますから。そう
言っているだけではなかなか伝わらないですね。ど
うするかという決め手は無いのですが、私の場合は、
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なるべく分けてものを考えて、伝えるようにしてい
ます。例えば、子どもの遊びとはどのようなものが
あるか、どんな要素があるかということを分けて、
一つ一つに、「こんなことに子どもは夢中になるの
ですね」ということを伝えていく。「その一つ一つ
の夢中が大事なのですよ。それは一人一人違います
ね」ということを。先生たちは色々な関わりをして
いるけれども、私はそこもちょっと分けて、距離感
近く接することもあれば、少し距離感を取って接す
ることもあります。共感したり、直接的な支援をす
ることもあれば、距離を取って見守ったりすること
もある。色々な関わりがありますということを少し
分けて、お伝えをする。環境にどんな意味があるか
というのも少し分けて、お伝えをしたいと。そうす
ると、自ずと園の役割というものも浮かび上がって
きて、言われ無き期待というのも減ってくるのでは
ないかと思っています。先程、塚本先生もおっしゃ
いましたけれども、保護者は基本的には、我が子が
中心なのです。これはしょうが無い。私事ですが、
この４月から、実はうちの孫が入園してきまして、
これは気になるのです、凄く。気にしないようにし
ようと思うのですけれども、他の子と同じように見
ようと思うのですが、やっぱり気になって、例えば、
そのクラスが何かしていても、うちの孫だけ、外れ
ていると気になりますね。それはそういうものだと
思うのです。しょうが無い。自分の子について納得
がいったら、親も、やっと他の子にも目が行くみた
いな。幾ら、30 人のうち 28 人が「楽しくやってい
ます」と言っても、楽しくない２人のうちに我が子
が入っていたら、もうそれはクラスがいいクラスだ
とは思えないのが親ですから。一人一人の、自分の
子どもに対する親の気持ちに寄り添って、まず安心
感を持ってもらうようにする。その親の気持ちを受
け止めていくようにすると、親の方も全体に目が
行って、「先生も大変ですよね、30 人もいるのだか
ら」という風になってくるのです。そういう一人一
人の気持ちをまずはベースに、大切にしていこうと
は思っております。
中坪：ありがとうございました。ここからは秋田先
生にも加わっていただきます。今日のお話を聴いて、
例えば、質問や、フロアの発表も含めて、感想や訊
いてみたいことなどがあれば。

塚本：フロアの方で、持ち物のお知らせに工夫され
て図表を使うとおっしゃっていたかと思うのですけ
ど、うちの園でも持ち物のお知らせの仕方でちょっ
と話題になっていたことがあります。月に１回か２
回、園外保育をする時に、お家の方に、「弁当を作っ
てくれ」というお願いする日があるのです。手作り
弁当の日と言うのですが、何人か必ず、忘れます。
それで、どうしようかという会議をやって、まず、
クラス便りに書くのです。「何月何日はお弁当持ち
です」「何処に行く予定です」みたいなことを書い
ています。そして、連絡帳にも書きます。「明日、
お弁当持ちです。宜しくお願いします」。さらにま
だ言います。お迎えに来られた時、「明日、お弁当
持ちですから」。これね、「言い過ぎと違うか」と思
います。日本人というのは世界で１番鉄道の忘れ物
が多いらしいですね。それは、言い過ぎなんですっ
て。「次は何処、次は何処」と言いますね。「お降り
の際はお忘れ物の無いように」って。今日、新幹線
に乗ってきたら、「最近は、携帯とかの忘れ物が非
常に多くなっています」ということをおっしゃって。
それで、言ってもらわないと、自分が忘れた時に、

「言ってくれなかったから」という風に日本人は思っ
ている。だから、「ちょっと言うのを止めようか」
と話していまして、「１つだけにしよう」と決めま
した。それを、先程言っていた、連絡帳アプリの活
用で、「お知らせだけにしよう」と。来月からそう
しようと思っています。持ち物のお知らせというの
は本当に、私たちの園の課題の１つだと思っていて、
持ち物に、「水筒」と書いていたら、空の水筒を持っ
てくる訳です。園がお茶を沸かしているのを分かっ
ているから、「お茶は園で入れてもらえると思った」
と言わはるんですよ。だから、持ち物に、「水筒」
と書くのではなくて、「水筒（お茶入り）」と書かね
ば。すみません、冗談ですけれども。まぁ、そんな
ことを先生方と先週話したばかりです。先程、持ち
物のお知らせで、「図表」とあったけど、「ああ、な
るほどな」と思って聴かせてもらいました。ありが
とうございます。
中坪：塚本先生、お２人の先生のお話を聴かれて、
なにか感想はございますか。
塚本：今日、打ち合わせと発表を聴いて１番思った
のが、それぞれ切り口が違うということですね。同
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じ、就学前教育ですけれど、幼稚園としてされてい
る。幼稚園から認定こども園になられた、保育園か
ら認定こども園になったということで、同じ就学前
の施設でありながら、随分違うのだなというのを感
じます。１番違うのは、やはりノンコンタクトタイ
ムです。これがやはり、保育園は取れていないので
す。実際に取れていない。保育士確保が難しいとい
うのは、勿論、給料が安いというのはあるのですが、
むしろ、それよりも、この働き方。８時間勤務で８
時間保育をしないといけないという中で、いわゆる、
周辺業務と言いますか、記録を取ること等。職員は
連絡帳をお昼寝の時間に暗い部屋で書いています。
お昼寝の子どもを看ながら、トントンしながら書く
こともあります。なかなか書けないですよね。この
ことは本当に保育業界の大きな課題だと今日は思い
ました。

それから、中丸先生は毎日、自分で写真を撮って、
自分で７行書いて。あれは僕、「凄いな、真似した
いな」と思いました。濱名先生のところは、関西圏
でご一緒なので、保育園と幼稚園が一緒にできるよ
うなことがあれば、Win-Win の関係を作れるように
やってけるかなと思っています。
中坪：中丸先生、今日のお２人の先生のお話を聴か
れていかがでしょう。
中丸：塚本先生が今もおっしゃったように、保育と
言っても、色々なタイプがあり、ニーズもあり、
色々な対応があるのだなと感じます。そういうこと
を学べるチャンスになって、大変ありがたいと思い
ます。自分で写真を撮って、自分で文章を書いて、
さぞ暇だなと思われたかもしれませんが、24 時間、
365 日するなんて、私も信じられない。素晴らしい
と言うか、何と言うか。うちは今預かり保育をして
いないのですが、預かり保育をしていない私立幼稚
園は３％しか無いそうです。幼稚園という所は 97％
が預かり保育をしている。その統計を見て、逆に

「97％もしているのか。じゃあ、うちが無理しなく
てもいいかな」と思っています。比較的少ない職員
で、朝８時にみんなで集まって、「今日は、こうこ
うこうですね」と打ち合わせをして、「じゃあ、宜
しく」とスタートする。夕方５時にまた集まって、

「今日、こんなことがありましたね」と、そして「明
日、こうこうですね」と確認して終わるという。こ

のことがとても大事だと私は思っています。全員で
全員の子をみて育てるという気持ちからしたら、こ
ういうことができるのは本当に恵まれていると思い
ます。この形を手放したくないので、それ以上、別
の仕事になるべく手を出さないようにしています。
みんなで会議をして、みんなで環境作り、汗を流し
たり土を運んだりする、そこの良さは基本的に大事
だと思っているので、それも伝えていきたいと思っ
ています。
中坪：ありがとうございます。濱名先生、いかがで
しょう。
濱名：中丸先生のところに１度見学に行かせていた
だきましたが、本当に羨ましい。保育が終わったら、
みんなでミーティングができるというのが、どれだ
け保育の質を担保して、いい保育ができているかと
いうのが。中丸先生がリーダーとしていらっしゃる
ことが大きいことで、実際こう願いたいけど、現実
は中々そうはいかない。どんどんどんどん幼児教育
が無償化になった時、保育を必要とする親御さんが
増えてきた時に、「いつまでこれができるんだろう
か」って思います。親が子どもと関わる時間は一日
４時間と聞きました。朝、１時間、帰ってから１時
間半、２時間半ぐらいの接触でしかない。その親子
がいかに豊かに、その時間を濃密なものにできるか
ということは大切だと思います。そういう意味では、
一緒に話ができたり、何か共有できたりというもの
は、ますますそういうお子さんにとっては必要では
ないかと感じながら、365 日、24 時間、先生が毎日、
こうやって園便りを書かれることについては、もう
頭が下がる思いで、本当にリスペクトする次第でご
ざいます。
中坪：秋田先生から、今日のご感想や３人の先生に
訊いてみたいことをお願いします。
秋田：今日は、なによりこのお三方にお越しいただ
いたことが成功だったと思っています。どの園も素
晴らしい保育ですね。今の保護者が多様であり、そ
こに必要な発信の仕方をされていることが本当によ
く分かりました。このお三方は、保育観を明確に語
るメッセージの言葉をお持ちの園長先生だと思って
います。季節の時候の挨拶、色々なことをお伝えさ
れている中で、保育観を保護者にどう伝えるかとい
うことが大変大事だろうと思うのです。
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まず第１にどう意識されているのかを伺ってみた
いと思いました。デジタル化や、様々なツールが進
んでくる中で、中丸先生が言われた、「垣間見える」
くらいの想像性は保護者にも求めたい。また、その
時にどの程度、余地を残すのかということ。ただ、
情報がデジタルで流れれば流れる程、大丈夫かなと
も思う。ただ、緊急の時には本当に有効なのだとい
うことがあり、第２にデジタル化にどう対応される
のか、園長先生がどういうメッセージを、保護者に
出すのかを伺いたい。今回、私たちが他でも園便り
を集めさせていただいた時に、親が園便りを読まな
くなっている傾向にあると伺いました。クラス便り
も読まなくなってきているので、捨てられない園便
りにするために、写真であったり、上質の表紙を選
んだりしてお配りしていると。そうすることで、そ
れを１年間取っておく保護者も居るということで
す。第３に捨てられない園便り、読んでもらえる園
便りをどうやって作っていくのか。一方で、Web の
問題、要するにデジタルと紙とを、どうバランスを
とってやっていくのかということ。先ほど濱名先生
が、１年目の先生が個人情報を消して、主幹の先生
が写真を選ぶとおっしゃっていたのですが、忙しい
中で、ベテランの先生が若い先生に園便りや保護者
とのコミュニケーションの仕方を伝えるために、園
長はどういうことを意識されているのか、教えてい
ただけたらと思います。
中坪：３つ質問が出ました。塚本先生からお願いし
ます。
塚本：デジタル化ですけれども、ICT 化というのは
間違い無く、国もそのところにお金を付けてくれる
ようになっています。今、秋田先生がおっしゃった
ように、保護者が何よりも園便りを読むよりスマホ
を見ておられるのです。そこに、園としてどう対応
していくかというのは、１つ、大きなテーマだと思
います。ただ導入時には、園も、保育者にとっても
随分負担になるのです。ICT 化は業務省力化に繫が
るという国の意図が必ずしも、保育現場ではそうは
なっていないということ。これを乗り越えれば、あ
る程度、省力化に繫がっていくというのはあると思
うのですが、当園では現在、そうなっていないので、
大きな課題の１つと思っています。

それから、保育者にそういう情報発信、どう伝え

るかということの学びですけど、うちは園便りとク
ラス便り、全部玄関に貼っているのです。そうする
と、保護者が見比べて、「あれ、うちのクラスより、
このクラスの方が上手やな」と、「あんた、もう
ちょっと上手に書きや」といって、担当が言われる
こともあるのです。それを僕、見て笑っているので
す。保護者に育ててもらっていると思っています。
それで、落ち込む職員も居ます。落ち込んだ時、様
子を見ていて、ちょっと励ますこともありますけれ
ども、保護者にも手伝ってもらいながら、もちろん、
出す時には、僕が全部、チェックさせてもらってい
ます。誤字が多いのです、本当に。「漢字をもう一
回、勉強してこい」と言わなあかんような、変な漢
字を書いてくる職員もいますので、必ずチェックし
て出すのですけれども、自分で気づいて直すような、
そういった仕掛けは幾つかしながら、傷付けながら、
フォローしながら行っているというようなことがあ
ります。
中坪：ありがとうございます。では、濱名先生宜し
くお願いします。
濱名：デジタル化というのは、基本的に一方通行だ
ろうと思います。デジタルのいいところは、例えば、
カメラで何枚撮っても消せるようなところ、カラー
コピーが早くできるようなこともいいのだろうと思
います。しかし、デジタルだけでは絶対、駄目だろ
うと思っています。秋田先生達と一緒に研究されて
いる、椋田先生から教えてもらったのですが、園で
子どもたちが絵を描きます。その絵を必ず持って
帰ってもらいます。子ども達は持って帰って、親御
さんにそれを説明する。「こんな絵を描いたよ」と。
お母さんがそれに対して返答してくれること。そこ
で会話があり、「今、こんなことを感じているんだ」
という個別の対応は絶対に必要。子どもと親、先生
と保護者、１対１の対応が必要です。ポートフォリ
オと同じように、１対１の関わり、対応、先生との
繫がりというのは必要だと思っています。園便りと
か何とかという部分は、新人の先生は養成校の中で
は何も学んできておらず、恐らく写真を撮ることす
ら学んできていない。何処を撮っていいかも分から
ない。これはモデルが必要だと思っていますので、
新人もベテランの先生も一緒に作業をする中で、写
真を撮る角度や、観点というのを見てもらいながら、
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また、先輩たちが書いている園便りを、みんなで見
せ合って、「ああ、なるほど。これは引っ掛かるよ
ね」「この文章は凄く素敵」ということを感じてく
れれば、それで、慣れていくというような感じがし
ております。
中坪：中丸先生、いかがでしょう。
中丸：かえで幼稚園ができる前に、私は東京の、あ
る幼稚園に勤めていました。そこの園便りは、私が
勤め始めて２年目に編集を任されたのです。前の年
の、同じ月の原稿を出してきて、日にちと曜日を打
ち替えて、当時は和文タイプでしたけどね。丁度
ぴったりに、パチンと打つのが上手だったものです
から。ホワイトで塗り、パチンと打ち替えて、こっ
ちの挨拶は一緒。行事の説明などは、合わないとこ
ろだけ打ち替えて、以上で終わる訳です。前年の、
同月のを出してくれば、後はそういう作業で終わる
から、私でもできた訳ですね。私、この作業をしな
がら、「これでは、何も語っていない」ということ
を思って、「これじゃあ、いけないでしょう」と。
お世話になった園に対して申し訳無いのですけれど
も、つまり、情報はあるのですけれども「なぜか」
というのが無い。「Why」が無い訳です。それで、
そこがとにかく、引っ掛かりがあったので、とにか
くこの、「Why」ということに拘って、それを伝え
るようなものにしたいと思って、園便りにしろ、
Web にしろ、今はそういうことを大事にしている訳
です。塚本先生がおっしゃったように、デジタル化
が進むと物事が省力化するかと言うと、そういうこ
とは決して無いということは、もう我々、長く懲り
ております。ワープロができた時に、「これがある
と凄く効率化しますから、文章も書くのも、時間が
ぐっと短くなりますよ」と言われて買ったのですけ
ど、全然短くなった実感が無いですね。パソコンを
買っても、別に省力化とは違うなと、これは。単に
新しいツールを手に入れたということであって、結
局は、ツールを使いこなすのは、その人の経験しか
無いということですね。鋏１つでもそうですけれど
も。

結局どう使いこなすかということになると思うの
ですが、デジタル化するとどうしても一つ一つの情
報が軽くなってしまうと思います。例えば、以前、
フィルムで写真を撮っていた時は、１枚撮るのも凄

く考えて、フィルムが勿体無いから、あまり撮らな
いようにしていたのに、デジタルだと幾ら撮っても
いいから、いっぱい撮ってしまう。そして、パーッ
と捨ててしまって。１枚だけ選ぶみたいなことで、
つまり、一つ一つが凄く軽くなっている訳ですね。

今、LINE で、色々な物が流れます。例えば、園
でもクラスでも、何か知らない所でお母さん達が
色々なことを流していると思います。その中には、
見ていてあまり嬉しくないことも、もしかしたらあ
るかもしれないのですけれど、でも、あまり恐れな
くていいのです。軽いから、すぐ消えちゃうんです。
変な情報が流れても、「ああ、あれは噓だったんだ」
とね。軽く流れてしまうことがあるので、そういう
風に軽くなっている情報にあまり振り回されないよ
うにしたいと。ツールは賢く使いたいという風には
思っています。そういう意味で、年度初めにうちも、
幼稚園便りの１年分を綴じることができるホルダー
を配っています。「れんらくせん」と書いた専用の、
プリントされた物をね。丁度１年分納めると大体、
良くなるようなのを。これも捨てられない工夫の１
つですけど、もう１つは、手書きにしているのも、
やはり大事かと。秋田先生の話を聴いて思ったので
すけれど、手書きの物の方がちょっと捨てにくいと
いう効果があるかもと、思っています。

あと、保育者を育てることというのが、後の質問
かと思いますけれども、子どもと一緒で、育てると
言うより、自分で育つのですね。環境を整えて、見
守って、適切な援助をすれば、子どもは自分の力で
育っていくという、主体性を持っています。それを
我々は、保育の１番の主眼にしている訳で、これは
保育者に対しても同じことで、園長も適度な距離感
と立ち位置を考えて、適度な距離感を持って見守っ
ていき、やはり最終的には保育者が自分の力で育つ
のを待つしかない。その人が、周りの様子を見たり、
先輩を見たりして、ある時には保護者の批判も受け
るかもしれないけど、その中で育つしかないと。最
後は、その育つ力を信じて待つしかないかと思って
います。
中坪：今の３人の先生の回答を受けて、秋田先生に
感想を最初に述べていただき、最後に、全体を通し
て、補足や言い足りないことなど３人の先生に一言
ずつお願いできたらと思います。
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秋田：この幼児教育研究部会は、保育者の専門性と
は何だろうという問いについて実践から学ぶ、とい
うことを行っております。前の片付けも、カンファ
レンスのやり方の研究も同様ですが、養成校では学
べない、園としてみんなで知恵をだしている、その
姿を何とか、私共は「見える化」して、共有できな
いかということにずっと取り組んでいます。その１
つが保護者とのコミュニケーションで、お勤めに
なった園によって、24 時間、365 日という所と、預
かり無しという所との有り様は、当然違ってくる訳
ですが、その中で、それぞれが持っている知恵を、
色々と学ぶことができることが大事だと思っていま
す。お１人、お１人のお声を伺いますと、その奥行
きの深さは、我々が分析をしてパターンに分けるだ
けでは計り知れない、園の「Why」とか、何故、こ
の園はこうしているのかということを、今日、私達
も聞かせていただくことができて良かったと思いま
す。話していただいた、その知恵も、全部集めて、
外に貼りだしておきますので、写メという便利な
ツールを使って撮って帰っていただき、今後何らか
の形で、また活かしていただけたらいいのではない
かと思っております。
中坪：中丸先生から行きましょうか。
中丸：先程、中坪先生の発表の中で、子どものつぶ
やきをどう捉えるかという、日米の違いというのが
ありました。その中で、アメリカの方々の感想にも、

「ああ、なるほど」と、「こういう見方もあるのか」
というのがあったのですけれど、それに対して、日
本の保育者の方が３つ程ご意見を言っておられます
ね。この資料にも載っていますが、この３つのご意
見が、全く、私の言いたいこと、そのものなのです。

「そう、そう。こういうことなんですよ」と思うの
ですが。改めて「私は日本人だな」と思った訳です。
子どもが自分で育っているというところを大事に見
守っているという点では、日本の保育者は、やはり
共通のものを何か持っているのだなと思いました。
うちの幼稚園の、園の歌に、「あそんでぼくらは人
間になる」という一節がありまして、ビデオのタイ
トル等にもなっているのですけどね。これの英語版
をユネスコが作ってくれたのです。その、「あそん
でぼくらは人間になる」を英語に訳したのですね。

「Play makes us human」と書いてある。まぁ、確か

にそうなのだけれども、これを訳すと逆に、「遊び
が僕らを人間にする」なのですね。「なる」じゃな
くて、「する」。遊びという、１つの教育行為が子ど
も達を育てるのだ、みたいな。何かがちょっと違う
なと思うのですね。最初のアメリカ人の方々は、ど
う教育するかが凄く大事なのですね、向こうではね。
でも、我々は遊んでいるうちに、知らないうちに人
間になっていくんだよ。人間性を獲得していくんだ
よという考えを、色々な保育形態があり、色々な園
があり、色々な地域がある中でも、我々はきっと共
通で持っているのだなと改めて感じています。教育
要領の 10 の姿も、語尾が「何々になる」で終わっ
てくださっているのが、せめてもの幸いと言いま
しょうか。ありがたい判断だったと思うのですね。

「なる」のです。「する」ではなくて。そこの大切さ
を、これからも守っていきたいと思います。
中坪：私の研究報告で、園名を伏せて発表させてい
ただきましたが、今、お話しになった通り、かえで
幼稚園さんの Web サイトの「子どものつぶやき」
でありまして、A 幼稚園長というのは、まさに中丸
先生のご発言でした。ありがとうございました。で
は、濱名先生。
濱名：何年か前の、ベネッセの研究の中で、親御さ
んがどんな時に子育ての喜びを感じるかというアン
ケートで、子どもが育ったということを感じた時に、
子育ての喜びを感じるということが１位にあったと
思います。でも、これから色々な意味で家庭から、
家庭教育というのが段々と少なくなって、就労され
ている親も増えてくるのだろうという中で、例えば、
親が参観に来た時、普段はみんなで仲良く遊んでい
るのに、寂しさを感じている子は泣いて親から離れ
なかったり、いつもと違う姿をしたりします。親は
それを見て、もう叩きたくなるくらいのイライラ感
を出すのですけれども、「でも違うんだよ」と。普
段、子どもも我慢していて、そういう中でも、この
子達は一生懸命自分の気持ちを正直に出しているの
だけれど、お母さんには伝わっていかない。そうい
うことも含めて、子どもならではの「つぶやき」と
いうのがいっぱいあると思うのです。親からすると、

「何で」と思うようなことの裏には、結構、子ども
達の一生懸命さや辛さ、色々な求めるもの等という
ものがあるのです。そういうものもしっかりと我々
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が伝えていければいいと思っています。どんな子で
あっても、頑張っている。そして、「ああ、そうな
んだ。この子なりに頑張っているんだ。こんなこと
が育ちなんだ」ということが分かっていけば、子ど
もに対する見方も変わり、子どもがもっと好きにな
り、子育てが楽しくなっていく。なかなか家庭だけ
ではできない、こういう施設に通っている親子に、
その子に対する育ちや、その子を好きになっていく
ことを理解してもらいたい。そういうことを願って、
我々も頑張っていきたいと思っています。
中坪：はい、ありがとうございます。では、塚本先
生、お願いします。
塚本：コミュニケーションというのは、語源は共有
するということなのです。ラテン語で、「コミュニ
ス」ですね。と言うことは、共有できていないと、
コミュニケーションが取れたということにはならな
いと思っています。例えば、保護者対応なんて言い
方をしていると、向き合っている関係なので、そう
いった関係は絶対にできないですね。だから、同じ
方向を向いて、保護者と保育者が、子どもを真ん中
に社会に向く、行政に向くというようなかたちの関
係作りをしていかないことには、コミュニケーショ
ンツールを幾ら使ったって、取れていけないと思う
のですね。そのためには、その関係作りを意識して、
保護者との付き合い方をしていかないと、認め合え
る関係作りというのはできないと思います。今、う
ちでは 130 人子どもがいて、兄弟で入っていること
もありますから、百十数家族。百十数通りの子育て
観を、保育者が認められるような職員集団になって
いかないと駄目だと思うのです。そういう風に僕達
がしているということを保護者に発信して、保護者
に色々な職員が居るということも認めてもらわない
といけないですね。

実は、うちは色々な職員がいます。働き者の職員
もいれば、上手にサボる職員もいます。男も女もい
て、お爺ちゃんお婆ちゃんもいれば、短大を卒業し
たばかりの子もいる。その中で、全て認め合えない
と、何であんなサボっているのに、給料は一緒なん
て。でもね、あの人はサボっているから、いてもら
う価値があるんやと。子どもから見たら、大きく
なったら、一生懸命しているような保育者になりた
いと思う。間違ってもあんなになったらあかんなと

いう見本でええんやと。だから、あの人はいる価値
があるんやという風に、職員には、ちょっと極端な
言い方をしていますけど。綺麗な人がいたら、「ん？」
という人もいて。でも、みんな綺麗やったら、どう
するねんという話ですよね。だから、そういったこ
とも、みんなが認め合えていくような関係作りを保
護者も含めて、勿論、子どももそうなのです。だか
ら本当に、のんびりとした子どもは、のんびりとし
た保育者の膝上が大好きです。慌てん坊の保育者に
はついていけないのです。そういったことをみんな
が認め合えるような関係作りをしていく。そういう
ことを園が考えているということを発信していくこ
とが、うちの園らしさと言うか。こんなところでも、
子どもを預けようかと思っていただいていると思い
ます。だけど、この認め合える関係作りというのは、
永遠のテーマです。そうは言いながら、なかなか難
しいことも日々ありますので、例えば、「水筒」と
言ったら、空の水筒を持ってこられる保護者をどう
僕等は認めていけるか、ということですから、そこ
のところをテーマに、これからもしていきたいとい
うことです。
中坪：皆様のご協力のおかげで、スケジュール通り
に終わることができそうです。

アンケート、ワークシートは、是非ご記入いただ
き回収ボックスに入れて、お帰り下さい。今日、皆
さまに書いていただきました付箋をフロアに掲示し
ておりますので、こちらもご覧いただいて、お帰り
下さい。ありがとうございます。

それでは今日、貴重なお話をいただきました、３
人の先生に、どうぞ、盛大な拍手をお送り下さい。
では、閉会の挨拶を野間教育研究所、吉久所長お願
い致します。
吉久：皆さま、長時間ご出席いただきまして、あり
がとうございました。

また、本日ご出席くださいました先生方、本当に
ありがとうございました。

野間教育研究所は先程申し上げた通り、もうじき
70 周年を迎えます。幼児教育研究部会では、本日、
発表しました物も含め、年内には成果がある程度ま
とまって、来年度中には紀要として、論文集を出せ
ると思います。是非そちらも皆さまに読んでいただ
きたいと思っています。幼児教育研究部会という研
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究部門は、野間教育研究所にとって、とても大事な
研究部門でありまして、これからもずっと続けてい
きたいと思っています。またこういう機会を設けて、
色々な方とのコミュニケーションを図りながら、全
員が色々なことを共有できたり、色々な情報を収集
できたり、意見の交換の場みたいなことも含めて、
行っていければと思っております。その節は皆さま
に是非またご協力をいただくことになると思います
ので、宜しくお願い致します。

実は、私は研究所の所長として、主催者側で聴い
ていたのですが、野間自由幼稚園の園長という立場
でもありますので、登壇された先生たちのお話をと
ても参考になりながら、伺うことができ、私自身、
非常に有意義だったと思います。皆さまも様々なお
立場で出席されていらっしゃると思いますが、少し
でも、お役に立てれば、これに勝るものはありませ
ん。長時間、本当にありがとうございました。また、
ご参加くださいました先生方、どうもありがとうご
ざいました。
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話題提供で配布された３園の資料

Profile 中丸元良（なかまるもとよし）

・1953年9月12日 広島県生まれ

・かえで幼稚園園長

Profile かえで幼稚園
kaede.ed.jp

・1981年創立
・園児数：約170名
・クラス数：７（3歳児3，4歳児2，5歳児2）
・広島県廿日市市対厳山

Kaede Kindergarten

かえで幼稚園の主な発信メディア

メディア 愛称 発行頻度 内容

園だより れんらくせん 1/3週間 エッセイ、保育記録、お知らせ、
子どものつぶやき、予定表など

クラスだより いろいろ 1/月（月末） その月の報告、クラスのお知らせ
等

卒園生だより Navigation 1/年 エッセイ、園の情報など

未就園児だより Mini Shuttle 4/年 入園までの準備事項など

連絡帳 園児の個人持ちノート

Webサイト ほぼ毎日更新
各種情報、園長のブログ、子ども
のつぶやき、園の本紹介など

園だより「れんらくせん」

��

濯Ｖ漉≧〠744∞ 

2017.11.2 

0�
塙剛‥でつゃ楊逐鴛�

糊向禍�

 年長の陶芸。 各自思い思いに創作した後、 プロの陶芸家に見ていた

だく 。 子どもと対話しながら作品をまとめたり 、 焼けるよう に整え

たり 、 「 一筆」 を加えてく ださる。 そう すると子どもの作品がより

輝き、 テーマが明確になる。 保育者が、 子どもの微妙な言動を受け

止め「 つまり こう 言いたいのね」 と言語化する作業に似ている。  

kaede.ed.jp�
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園だよりから生まれた本

Webサイト

Click!
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幼稚園は親がいないところで

育つ部分を育てるところ

親が介入しすぎるのはＮＧ

幼稚園は親の理解と信頼がな

ければ成り立たないところ

分かっていただく必要がある

子どもの様子に園の考えや、

保育者の思いを添えて伝える

「なぜそうしているか」が分かれば

理解と信頼に通じる

「垣間見える」程度がよい

見えないところは想像していただく

ことも大切

想像に任せるには、

保護者を信頼することが必要

互いの信頼関係を築くには、

まずこちらが信頼しなくては

信頼関係があれば、保護者も

必要以上に見ることを求めない

Click!

クラスだより

卒園生だより、未就園児だより

個人持ちの連絡帳

入園案内、その他

かえで幼稚園の主な発信メディア

メディア 愛称 発行頻度 内容

園だより れんらくせん 1/3週間 エッセイ、保育記録、お知らせ、
子どものつぶやき、予定表など

クラスだより いろいろ 1/月（月末） その月の報告、クラスのお知らせ
等

卒園生だより Navigation 1/年 エッセイ、園の情報など

未就園児だより Mini Shuttle 4/年 入園までの準備事項など

連絡帳 園児の個人持ちノート

Webサイト ほぼ毎日更新
各種情報、園長のブログ、子ども
のつぶやき、園の本紹介など

指導要録 1/年（年度末） 園児の記録、小学校との連携

小学校の先生に
意識を変えてほしい

指導要録

• せっかく苦労して書いたのに、小学校ではあまり活用され
ていないらしい

• 幼稚園が伝えたい情報と小学校が知りたい情報とに乖離が
あるらしい

「書きたくなる 読みたくなる」指導要録

幼稚園側も
工夫の必要がある

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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ブログで
つなぐ・つながる

学校法人あけぼの学院

認定こども園 立花・武庫愛の園幼稚園 理事長 濱名 浩

２０１８年７月１６日 公益財団法人 野間教育研究所 於東京大学

本園の保護者に向けた情報発信ツール

お便り
（園だより、クラスだより）

ポートフォリオ
ドキュメンテーション

ブ ロ グ

ホームページ（動画）
幼稚園ネット

本日発表

１ • なぜブログを変えようと思ったのか

２ • 子どもの育ちや保育を伝えるブログの作成ポイント

３ •園の活動・地域の活動を伝えるブログの作成ポイント

４ • ま と め

本 日 の 流 れ なぜブログを変えようと思ったのか？

•年度末の学校評価アンケートで
「遊ばせているだけの幼稚園」というイメージ

•年齢が低いほど保育の様子が伝わりにくく 不安が多い
•行事や参観の時の姿だけで評価される
•こどもの言葉だけでは 幼稚園の様子がわからない

こんな保護者の声がありました

以 前 の ブ ロ グ

○○年7月6日

年長組さんが
お泊まり保育で
縁日遊びをしました

宝釣りでは
いろいろな景品が当た

り
嬉しそうな表情の
こどもたちでした

過去の縁日遊びの写真挿入

現

在

の
ブ
ロ
グ
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立花愛の園幼稚園のブログ
下記のQRコードからアクセスください

実 際 の ブ ロ グ

子どもの育ちや保育を伝える
ブログの作成ポイント

子どもの育ちや保育を発信する場合

ブログ作成で心掛けているポイント
●どのような場面を切り取って伝えるか

→ 保育の中で大切にしたい部分が表れる

●行事や保育の体験の意味・プロセス(前後の過程)
→  行事の後の姿にこそ成長が現れる

例） 生活発表会の後、子どもたちが役割を交代して始める劇遊びが
盛り上がる（発表会がゴールではない）

●「子どもの視点（子どもの世界）」で伝えることを意識
→ 事実ではなく子どもが何を感じていたかが表れる

見えない部分が大切、だからこそ伝える

「できる/できない」
で判断される育ち

プロセスを通した育ちこそ
ことばや写真で補う必要

行事や写真で
見える部分

見 え な い
部 分

園の活動・地域の活動を伝える
ブログの作成ポイント
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園の活動・地域の活動を発信する場合

ブログ作成で心掛けているポイント
●写真を撮ることを通してコミュニケーションを図る

●これまで裏方と思われがちだった

PTAの保護者にも光を当てる

●ブログを介して保育者と保護者の

保育者同士のコミュニケーションに

●来園者との交流（例：ピアノの調律師さん）

来園者との交流（ピアノの調律師さん）

音
源
を
入
れ
る

武庫愛の園幼稚園のブログ
下記のQRコードから
アクセスください

ま と め

ブログで何を伝えるか

☑単発的な行事や活動の羅列（～しました）

だけでは伝わらない

☑それを通して何が育つのか、ねらいや

どんな力につながっていくのかを伝える

☑こどもたちのつぶやきや細やかな心の機微を伝える

ブ ロ グ の 工 夫

【 読んでもらう工夫 】
●全体写真より子どもの表情を
●子どもの視点に立った写真
（発表会の裏方・子どもからみた客席）

●短かくわかりやすい文章で
●子どものつぶやき・心の動き
葛藤などをありのままに

●動画・音源を入れる

【 効率化の工夫 】
●一人ではなく複数の担当者で
（写真撮影・写真加工・文章作成）

●担当者以外でもクラス担任を
含め写真・話題提供を行う

●リアルタイムで行うお泊まり
保育等は事前にある程度の文
章を作成しておく
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ブログを変えることで 何が変わったのか？

●ブログを書く過程で、
ねらいや何が育つのかを考え、意識化することで

・ 保育の質の向上につながる
・ 新任保育者（フリー）の育成につながる

●ブログに自分の取り組みが上ることで
保育者自身のモチベーションが上がる

●ブログを通して様々な人々がつながる
（子どもとその家族、担任と保護者、保護者同士、子どもと他の保護者、

担任以外の保育者と保護者、保育者同士、地域など）

ブログって誰に向けたもの？ 保護者だけ？

☑保護者に向けてだけでなく、親子の会話のツールとする
・ 子どもの立場ではセルフナラティブ・自己の成長に自ら気付く

・ ブログを通して我が子の育ちを知ることで

温かいまなざしで会話やエンパワメントができる

☑他学年の保護者には、次年度への期待・思い出の振り返りに
☑地域の方や一般の方にも園の教育・保育を理解してもらう
☑教職員が他学年や姉妹園の保育を共有し学び合う

（保育の質の向上）

ブログをアップすることの 課 題 は？

●個人のブログ ではなく
あくまでも 園としてのブログ であることを意識する

●個人情報の取り扱い （個人が特定される発言は避ける、掲載許可を取る）

●できるだけ早くＨＰにアップするかがカギ
→ 情報は新鮮でわかりやすいことが大切

（休憩時間に閲覧する保護者、お泊まり保育の様子をみて安心する保護者も）

ご清聴ありがとうございました

幼保連携型認定こども園 保育の家しょうなん

1989（平成元）年4月開園
滋賀県大津市、琵琶湖の最南端の丘陵地
養護児童を未然に防ぐ役割を担う３０名定員の夜間保育園(24時間・365日開園)

もうひとつのおうち
子どもたちにとっては、お父さん・お母さんと一緒に過ごせない時間を安心して過ごすことができ、保護者に
とっては就労など子どもと過ごせないときに気軽に預けることができる親戚のような「もうひとつのおうち」

しょうなんの保育
家庭の機能を可能な限り取り入れた保育環境
保育理念は「育ちあう、自分らしさが輝くおうち」
開園時間は、6:00～21:00
行事は日々の保育の延長線上に位置づけ

幼保連携型認定こども園
平成27年４月１日移行
１１５名定員(1号15名/2号60名/3号40名)
大津市内の１号認定子どもの高いニーズ
児童養護施設の子どもたちの受け入れ
保護者の就労の有無にかかわらない利用継続

2018年度より、保護者の
方々とのより良いコミュニ
ケーションを目指して、新
たなアプリを導入しました。
このアプリは、従来、紙を
使っていたお便りや掲示板、
連絡帳の他、緊急時等にお
けるメール配信も含め、園
と保護者間の様々な連絡を
ひとつに集約し、スマホや
パソコンでやりとりできる
総合連絡ツールです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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今回導入した新たなアプリケーションは、データをインターネット上
に保存する「クラウドコンピューティング」です。携帯電話やパソコン
の端末に情報は残らず、ユーザが利用する際、クラウド上のサーバにア
クセスし情報を得る仕組みです。このアプリを利用するためには、ユー
ザ登録時、園の承認が必要になります。不特定多数の人が利用できる
サービスではありません。

どんなアプリ？

新たなアプリ

今回導入した機能
【お知らせ】
☆全保護者・全職員への緊急連絡が可能です。
また、クラス単位のお知らせも出来ます。

☆今後、各クラスのおたよりもここに記載予定です。

【カレンダー】
☆行事予定をカレンダーに掲載。
☆各クラスの取り組みも記します。
☆お誕生日児の名前も表示します。

【本日の食事】
☆食事の見本（昼食・午後のおやつ）
を掲載しています。

【カレンダーの便利機能について】
カレンダー機能は端末にインストールされている別のアプリと連動させることも
可能なので、スケジュール管理が便利だと好評です。

【アルバム】
☆行事ごとに写真をアップしておくことで、保護者の方が各自でダウンロード
することが可能です。（期間限定）

必要な写真をタップして左下のこのマークを押すとダウンロード出来ます。

課題①

ダウンロードされた画像をSNS等に無断で
転載・配信されることにより、個人情報漏
洩の恐れがあるので、各ご家庭でお子さん
の成長を楽しんで頂くためのものとしてご
利用いただくようにお願いしています。
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【連絡帳】
連絡帳をアプリに配信することがで

きます。写真や動画を掲載することが
でき、また、それらのダウンロードも
可能です。保護者の皆様と私たち保育
者とで個々のコメントのやり取りや体
調確認も出来ます。しかしながら、こ
の機能の採用については、保育者の業
務負担等を勘案して、今後の検討課題
にしています。

課題②

シンポジウムを終えて
皆さま、お疲れ様でした！
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