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園・家庭・地域が共に育ちあう
コミュニケーションシステムの工夫
～「伝えあう」ための実践知を探る～
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東京大学情報学環　福武ホール　福武ラーニングシアター
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　本日はご多忙中のところたくさんのご出席をいただきましてありがとうございます。
　昨年7月に当研究所主催として初めてとなりますシンポジウムを、ここ福武ラーニングシア
ターで開催いたしました。今日ご参加いただいている方の中にも昨年ここにいらした方が多い
と思います。
　おかげさまで昨年のシンポジウムにはたくさんの好意的な感想やご意見をいただきました。
是非その続きを知りたい、という声もありました。私たちも前回の発表を通じて明らかになっ
た課題や、足りなかった掘り下げが見えてきた点も感じました。１年たって、取り組んでいま
す研究も大詰めを迎えてきたこともあり、今日ここに第２弾としてシンポジウムを開催する運
びとなりました。
　また、今回も独自の特徴ある保育を実践しておられる３園の園長先生をお迎えしまして、園
と保護者とのコミュニケーションの具体的な取り組みをご紹介していただきます。
　本来ですとここで研究結果をまとめました紀要をご紹介したかったのですが、本日いただけ
ますご意見も反映させようということで、仮の形ですがリーフレットをご用意しました。これ
もここでのご意見等を踏まえ、さらに改良したものを紀要と同時に完成させたいと思います。
　少しでも保育並びに幼児教育に携わる方々のお役に立てるようなシンポジウムにしたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。

■ ご挨拶

開会の挨拶をする
吉久所長

公益財団法人野間教育研究所

吉久知延 所長

園・家庭・地域が共に育ちあう
コミュニケーションシステムの工夫

～「伝えあう」ための実践知を探る～

　2019年 11月 4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で、保育関係者
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第2回セミナーが開催された。ここ
では、園と保護者が子どもの姿や園の保育について伝えあい共有するための工夫、保育者の専門性向
上と園での取り組み等、①園でのコミュニケーションシステムの研究報告　②保護者とのコミュニケー
ションを工夫している園の報告　③参加者同士のディスカッションを通して「伝えあう」ための実践
知を探り、総合討論がもたれた。



　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

ソニー教育財団幼児教育部の髙木恭子主査、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

先生、千葉大学の砂上史子教授がそれぞれの研究内容報告を行った（＊広島大学の中坪史典准教授は当日急

用で出席がかなわず、箕輪潤子准教授が代わりに報告を行った）。

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主査

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  

休憩時間にポスターを閲覧する
参加者たち

会場フロアには３園の実践例
ポスターを掲示



　第二部は、千葉大学の砂上史子教授が司会を務め、最初にシンポジウムの企画趣旨説明を行った。続いて、

学校法人武蔵野東学園　武蔵野東第一・第二幼稚園の加藤篤彦園長、学校法人亀ヶ谷学園理事長　宮前幼稚

園・宮前おひさまこども園の亀ヶ谷忠宏園長、社会福祉法人友愛福祉会　おおわだ保育園理事長の馬場耕一

郎先生から、保護者とのコミュニケーションの工夫、独自の取り組み、お便りやWebサイト、SNSやアプ

リの活用についても具体例を交え、実りある話題提供をしていただいた。

園の具体例を交えて話題提供される加藤篤彦園長

大阪府知事認定スマイルサポーターも務める
馬場耕一郎先生の楽しいトークで笑顔の参加者たち

独自の工夫や実践について話題提供される亀ヶ谷忠宏園長

社会福祉法人友愛福祉会
おおわだ保育園理事長

馬場耕一郎 先生

学校法人武蔵野東学園
武蔵野東第一・第二幼稚園

加藤篤彦 園長

学校法人亀ヶ谷学園理事長
宮前幼稚園・宮前おひさまこども園

亀ヶ谷忠宏 園長

  第二部・話題提供 ■



　第二部のあと参加者同士が４～５人のグループに分かれ、お便り、Webサイトを通した「保育を伝える
工夫」について真剣にディスカッションする時間が持たれた。

　まとめの司会は砂上史子先生が務め、第二部で話題提供された加藤篤彦先生、亀ヶ谷忠宏先生、馬場耕
一郎先生に、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って、フロアディスカッションの
相互理解や参加者との質疑応答等で活発な討論を行った。

各園の状況を話しあう

真剣な話しあいの様子

活発にディスカッション

書き出した付箋をボードに

タブレットを使った情報交換も

ボードに貼った付箋で情報整理

■ フロアディスカッション  

■ 総合討論  

加藤篤彦先生 亀ヶ谷忠宏先生秋田喜代美先生

砂上史子先生

馬場耕一郎先生

閉会の挨拶をする吉久所長 ご登壇の先生方とスタッフの皆さん
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野間教育研究所幼児教育研究部会は、立ち上げか
らテーマ・メンバーも若干替わりつつも約 15 年間
続いている部会である。最初は、葛藤場面というこ
とで、いざこざ、そして片付け場面について研究を
始めた。特に片付けに関しては私共が色々と研究発
表して以来、卒論等を始め片付けの研究が一気に実
施され広まった。その次に、園内研修、カンファレ
ンスの中でも、特にそこでどんな話しあいがなされ
るのかというカンファレンス談話の質や見る観点を
検討し、乳幼児教育学会で論文賞を頂いている。で
きるだけ学術的価値もあり、かつ同時に、日々保育
実践の場でも、「なるほど」というような研究をした
いと思ってきた。「園、家庭、地域が共に育ちあう
コミュニケーションシステム」という園全体で誰も
が考えるテーマに現在取り組んでいるところである。

本年 10 月下旬にOECD国際幼児教育・保育従事
者調査の結果報告が出ている。認定こども園、保育
園、幼稚園で、保育者から集めたデータベースであ
り、その中で「保護者の関与を促す実践をどの程度
しているか」を尋ねている。この表を見ると「保護
者が容易に保育者に話せる雰囲気があり、実際に関
われるか」という項目が９ヵ国中最も低く、また
「子どもの発達や学び、個別の子どもについて、定
期的に情報を受け取っているか」の項目も、比較的

低い。そして、いわゆる園便りやクラス便り等だと
考えられるが「日々の活動に関する情報を定期的に
受け取っているか」の項目に関しては、他の国と同
じような状況であると示されている。こうした結果
からも、園と家庭がどのように対話していくのかを
検討していく必要があろうかと、考えているところ
である。

この研究部会では、これまでの 15 年間、まず保
育者の専門性としての実践知を個人ではなく、その
園に勤め始めてから、その園の様々なことを学んで
いくという点で、園を単位にして考えている。また
一般的にどういう専門性の知識やスキルが必要かと
いう話はよくあるが、時期の違いや年間・入園から
卒園までの見通しを保育者がどう持っているかとい
うことを含めて考えている。それから、保育ならで
はの活動としての片付けやカンファレンス、家庭と
の親密な関係といった、いずれも保育者にとって難
しいことであると同時に、小学校以上では、問題に
されにくいような内容を考えてきている。さらに、
どの園・どの方法が 1番いいということの研究では
なく、園には色々なスタイルがあるため、園のあり
方を支える背景の文脈とスタイルはどういう関係に

園・家庭・地域が共に育ちあう
コミュニケーションシステムの工夫
～「伝えあう」ための実践知を探る～
研究概要説明

秋田喜代美
（東京大学）
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あるのかを考える研究をしようと思っている。
先程、吉久所長から話があったように「豊かなコ

ミュニケーションを目指して」ということで、昨年
度は、お便りとWeb サイトに焦点を当てて、どう
いう伝え方をしているのか、書き言葉に焦点を当て
て考えた。また、中坪先生がアメリカに行っていた
ので、国内と海外、アメリカとの違いについても考
えた。
本年度は、園から家庭へという、伝える一方向で

はなく、もっと対話としての方向性を考えることも
必要だということで、お便り等、書いている物だけ
ではなくて、オーラル、話し言葉も含めた研究を
行った。それから、お便り等は保護者だけではなく
て、小学校や地域にも届け伝わっている点で、小学
校の場合と比較してお便りの作り等はどう違うのか
を検討した。そしてWeb サイトについても、園独
自で作るより、業者さんがそこに関わることが多い
ので、業者さんの面も含めて考えてきた。

昨年は、「文字・画像等でのコミュニケーション
システム」ということで、二次元で、誰に宛てて書
いているのかということと、どういう内容、一般的
な内容なのか、もっと個別具体的な、特定の内容な
のかというところで全体のイメージ図を作成した。
それを今年は、さらに整理して、議論を進めてい

く中で、タイムリーにすぐ伝えたいものから保存で
きるようなものまでという「時間」の軸、誰に宛て
て伝えるのかという「対象」の軸、どういう内容を
伝えるのかという「内容」の軸の三次元で、各ツー
ルをマッピングした。そして、これを各園では、何
を、どこのツールを使ってしているのかというよう
な振り分けも大変大事なのではないだろうかと考え
ている。何でもメールでいいわけでもなく、手紙だ

けでいいわけでもないだろうと考える。私たちは、
コミュニケーションのシステム全体を考えていきた
い。お便り帳はこう書きます、ドキュメンテーショ
ンはこう作りますという本はたくさん出ている。だ
が、システム全体を考えて、園と家庭や地域が繫
がっていくことを考えようという発想はこれまでに
ない。

⽂字・画像等でのコミュニケーションシステム2019

今年のセミナーでは、午前中はこのリーフレット
の根拠となる色々な調査研究について話題提供をさ
せていただく。午後は、園の実践の最前線におられ
る 3 名の園長先生からお話を頂く予定となってい
る。その後、みんなで保育を伝える、園の工夫等を
相互に交流したいと考えている。

［文　献］
OECD 2019 TALIS Starting Strong 2018 Technical 

report. Paris/OECD
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保護者とのコミュニケーション
の工夫
2018年のシンポジウムのディスカッ
ションから

箕輪　潤子
（武蔵野大学）
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公益財団法人野間教育研究所幼児教育研究部会が
2018 年に開催したセミナーでは、「保護者に園の保
育や子どもの育ちをどのように伝えていくのか」を
テーマに研究報告・シンポジウム・フロアディス
カッション等を行った。
フロアディスカッションでは、参加者が園で作成

しているお便り（園便り・クラス便り）を持ち寄
り、「保育を伝える工夫」について話し合っても
らった。ディスカッションにおいては、各園でお便
りやWeb・アプリ等のメディアをどのように使っ
ているか、また保護者に何をどのように伝えている
のかといった情報交換が行われた。

［本報告の主な内容］
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本報告では、フロアディスカッション参加者 67
名に、話し合いをする前に「保護者に保育を伝える
工夫」を記入してもらった付箋に記載されていた内
容を分析したものについて報告すると共に、今年
（2019 年）のセミナーのテーマとのつながりを示す。

１． 園の保育・教育の意図や子どもの育ちを
保護者に伝えるための工夫

付箋に記載された内容を質的分析の方法に則し、
幼児教育研究部会のメンバーで分析を行ったとこ
ろ、【保護者にとっての見やすさ】【保護者にとって
のわかりやすさ】【タイムリー性】【伝えたい内容】
【保護者】【園・保育者】 という６つの上位カテゴ
リーが抽出された。

① 保護者にとっての見やすさ
【保護者にとっての見やすさ】は、図やイラスト、
写真等を使ったりレイアウトを工夫して視覚的にわ
かりやすくしたり、タイトルにインパクトを持たせ
て目を引いたり、手書きで気持ちを伝えたりという
ように、保護者が読みたくなるような見せ方につい
ての工夫である。

【保護者にとっての⾒やすさ】
おもしろさ • おもしろい

図・イラスト
• 写真を載せて⾒てわかりやすく（１年間でクラス全員
写真が載るよう⼯夫する）

• 持ち物を知らせる時は、⽂章化せず、図やイラストを
⽤いてわかりやすく

題名のインパクト • 題名インパクト（きになるように）
• 読みたくなるようなタイトルをつける

⼿書き（気持ちが
伝わる） • ⼿書き（気持ちが伝わる・温かみ）

レイアウト • ⽂字の⼤きさ・間隔等を⾒やすくする。
• 空間を⼤切にした構成作り！

読みたさ・意欲 • 保護者に読んでもらうための導⼊の絵や話題を最初に
書く

⽬を通してもらえるようにするために、保護者の⽬
線に⽴った書き⽅を⼯夫している

5

② 保護者にとってのわかりやすさ
【保護者にとってのわかりやすさ】は、書きすぎな
いようにする、写真には吹き出しを添えて子どもの
内面（思い）が伝わるようにする、専門用語を嚙み
砕いて書いたり、ねらいや保育内容をわかりやすく
伝えたりする等、文がわかりやすくなるようにする
等、保護者の目線に立ち、保護者が保育の内容や子
どもの姿を理解できるような書き方や伝え方の工夫
である。
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③ タイムリー性
【タイムリー性】は、親のニーズに応えたり、その
日の保育をタイムリーに伝えたり、保護者に向けて
発信できることを常に探す等、その日その時の子ど
もの様子についてリアリティを持って発信できるよ
うにする工夫である。

【タイムリー性】

親のニーズに
応える • 今求められていると感じることを伝える

即時発信

• 短くてもいいからタイムリー、その⽇のうちに伝える
• その⽇の保育の中で⼦どもの輝いている姿などをポート
フォリオでその⽇のうちに貼り出しみてもらう

• アプリを利⽤して⽇々の保育をすぐに発信していく
• リアルタイム性（⼦どものその⽇の出来事）→保護者の
参加度UP。保育に興味をもってくれ、本や材料を持参

発信できることを
常に探す • デジカメを常に持ち歩いて撮り残しておく！

その⽇、その時の⼦どもの様⼦をリアリティを持っ
て発信できるようにしている

7

④ 伝えたい内容
【伝えたい内容】は、地域との連携等園外のことを
伝える、撮影した写真の意図を伝える、心情や意欲
が伝わるような写真を選ぶ、保護者には見えにくい
保育のプロセスを書く、伝えたい内容の方向性を持
つ等、園として保護者に伝えたいことについての明
確な方向性を持ち、それが伝わるような内容の選択
や書き方を工夫するというものである。

⑤ 保護者
【保護者】については、（理解をしてもらうまでに
時間がかかるかもしれないが）継続的に発信するこ
と、発信するだけでなく保護者にも発信してもらっ
たり保護者とコミュニケーションをとる手段として
園便り等を活用すること、保護者と園だけでなく保
護者と子どものコミュニケーションのきっかけにな
るようにすること、保存して取っておけるようにす
ること等、保護者が子育ての主体として意識を持て
るようなコミュニケーションの工夫である。

!"#$%
!"#$%"# • !"#$%&'(

"#$&'(
)*+,-./
01234

• )'(*+,-./)01234256*+,-&.
789:;<2=>?@/ABC;D

• EF/G2HIJKLM;N9/O;
• PQRS/G2HTUVWXYZ[?@C:\>IJ
KLV]^_`a";bcd&e;f

"#$&567(
,-./0123

4

• gXYZhijklmnEF/o;7pqrVsDt
u@vwxyzc{|}["~�Ä&

• Å#�[Ça@ÉV[ÑÖ/Ü6
• EFáàâä/ã6å&RS>@ÉVáçuCéè[ê
aëí/ìî>ïñCó�&e;òô

"#$89
• IJK'([ZöcZ7Iõúù[ûåVD
• PQRS&IJK[ü†/°¢;eÉ£§•&e#e
¶R6&ß;

":; • ®©™d´a";R6&¨/!ÄH≠Æ
&'()*+ • ≠@?/Ø;[&∞åe±≤/≥¥ß;

,-./0$,-./123456789:/;<
=

⑥ 園・保育者
【園・保育者】については、保育者の人となりが伝
わるようにする、コミュニケーションのための媒体
を使い分ける、伝わるような伝え方をするために保
育者が学びあい保育の理解を共通にすること、その
一方で保育者の負担軽減を考える必要があること
等、保育者や園が保護者とコミュニケーションをと
る上で考えておくべきこと、意識しておくべきこと
というものである。

【保護者にとってのわかりやすさ】
書き過ぎ注意 • 書きすぎ注意

• 伝えたいことは簡潔に、理解を求めたいことは明確に

吹き出し
• 写真に対して⽂章で事象を書いていくのではなく、吹き
出しをつけることで、⼦どもの表情、気持ち、⾔葉から
成⻑を読み取ってもらう

⽂のわかりやすさ

• 専⾨⽤語をかみくだいて記す
• 取り組みのねらいをわかりやすく伝える
• 保育⼠以外の職員に⽬を通して読んでもらう
• 保育の内容を理解しやすいようなタイトルやポップ、解
説を⼯夫すること

保護者の⽬線に⽴ち、保護者が理解できるような書
き⽅、伝え⽅を⼯夫している

6

【伝えたい内容】
園外のことを
伝える

• 園の外（海外・地域の⼈）の声を掲載する
• 地域と連携していることを伝えていく

⼦どものつぶやき • その場が⾒えるような⼦どものつぶやき
撮影の意図を
伝える

• 写真を載せることは⼤切であるがなぜその場⾯の写真
を撮ったのかくわしく伝えていく

⼼情や意欲が
わかる写真

• 誰ちゃんが写っているというところばかり着⽬しない
ように、⼦どもの⼼情や意欲などがわかる写真を使う
（幼児教育の意味を伝える）

プロセスを伝える
• 保護者がみえない部分でのプロセスを伝える
• クラスでの話題(⼦どもと先⽣のやりとり)が、お家の⽅
にもより理解してもらえるような内容や写真の提供

• できたことよりもプロセス中⼼に書く
背景を伝える • 活動の背景を伝える
明確な⽅向性 • ⽅向性１つに・ブレないこと

園として保護者に伝えたいことの⽅向性を持ち、そ
れが伝わるような内容の選択・書き⽅をしている

8
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２．2018 年セミナーの振り返り
2018 年のセミナーにおける幼児教育研究部会の

研究報告・シンポジウムは「保護者に園の保育や子
どもの育ちをどのように伝えていくのか」をテーマ
に報告が行われた。抽出した上位カテゴリでいう
と、【保護者にとってのわかりやすさ】【保護者に
とっての見やすさ】【伝えたい内容】に関する内容
を中心にした報告が行われた。
しかし、昨年フロアディスカッションを行い、

様々な現場の先生方から「伝える工夫」を話し合っ
てもらったことにより、伝えるだけでなく「伝えあ
う」ということが鍵になることがわかった。抽出し
たカテゴリだと【タイムリー性】【保護者】に該当
する部分である。また、お便り・Web・アプリ・
ブログだけでなく様々な媒体が保護者とのコミュニ
ケーションツールとして用いられると共に使い分け
の工夫がされていることや、伝えるための保育者の
専門性の向上が図られていることが見えてきた。カ
テゴリでいうと【園・保育者】に該当する部分であ
る。
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３．2019 年度セミナーの概要
2018 年度のセミナーでの議論を踏まえ、幼児教
育研究部会では「伝えあう工夫をどのように行って
いるのか」「コミュニケーションツールの使い分け」
等について調査を行ってきた。
まず、お便りについては、園だけでなく地域や関
連施設との連携という観点から「小学校のお便りと
の対比」の分析を行った。次に、Web サイトにつ
いては、園が何を発信するかというだけでなく、
「Web サイトを作成する業者の視点（何を重視して
作成するのか）」や「保護者の視点（どのようなサ
イトを好むのか）」の分析を行った。そして、コ
ミュニケーションの基本である口頭・対話でのコ
ミュニケーションについての工夫に関するインタ
ビューを実施した結果についても分析した。これら
については、第一部の研究報告で、幼児教育研究部
会の研究員が報告を行う。

!"#$"%&'()
*+,-" ./01234 *+,5"./0672389

:;< • /01()=>?@
• AB#CDEF#G
CHIF

• JKL%:;<=%MN

OPQR
CF

• ST#UVEWCX
• YZ[%\]^_`
ab7c1%de

• fg%Yh[%\]

• ij%ST#kElman1o%\
]

• YZ[%\]pb%q7rRCFa
stdu

v%w
%xj

• Hyz
• {|}

• ~�Ä%ÅÇÉÑÖÜkáà
• {|}
• âÜFäãzå#çéÉèàlÜ
káà

ij • êë%xjí:ì1
/0@%îï

• /01ñó%xj=
/0@%îï

• ÅÇÉÑÖÜkáàkElmij%
Sò

• /067ñó%xj%ôöõì=/
01îï

• úbù%ûaü0†/01°¢£%
§•%¶<ß®

©™´¨`≠ ©™kàâÆImÄ%&'Ø∞

,±

!"#$%&'
!"#$%& • !"#$%&'()*+,-./0+1234&56

789:&;!"#<=>4>?(34@&;A

'()*+,
• BC#DEF8GHIJ'.KL+1M$BCNO#
PQRSTUVW&IXSYZ[\].^_ `M$F
abcde7+fgZhice6jkA

()*+

• Nlm#nopNlP()*+qrsNlmtu#v
wgx1y#z{A

• |}8'.~�H|#ÄÅ(ÇÉFÑÖ7+Ü%6á
|#àlFâ7+äã.å~F�áÄÅç$ç$(N
Om%#éèäã.êë+Ü%(íìF&+

,-./ • Nlm#î!ï1ñóò6ôöõkpçúùk(ûF
ü†A

$%012345
67 • °¢£6§•�¶ß#.h6®71Nl©™%´_A

-./01%23456)789:;<=>,%?@
=>,A$*B<CDEB)FGH,I

JK

!"#$%&'()*+,-./012$

34567 587

9:;

!"#$%&'()*

+,-.!"

+,-'/012
3456789:;

!"#$%&'()
*+,-'./0123

<1=>? @AB?CDE
<4=>?@ A=B/@
FG2H;IJK

LHMN8O!" +PQ

RS(TU%
VW2X!CYZ[\
]^_`ab
+cde'2fg

34567

C=0DEF

GHIJKL

h$*ijD
k2lmno*? p$q=

587

M)*+,-./0*NOPQ"RSTUVW
587X"YZ*[\]^T_ 587X"YZ*`^T_

M)*+,-./0abIVW

:*cdXGHU\

:*cdX
GHed\

56fGHU
ghF

587*`i

jklmNOno4+,-./0*pqKL '%



10

それから、第二部のセミナーでは、幼稚園・認定
子ども園・保育所の園長先生から、「様々な媒体の
使い分けをどのように行っているか」、また保護者
と「伝えあう」ということも保育者の専門性だとす
ると「伝えあうための専門性を、園の中でどのよう
に育てていくのか」という視点から、話題提供をし
ていただく。
このように 2019 年のセミナーでは、保護者と伝

えあうためのコミュニケーションシステム全体の構
造・あり方、また保護者と伝えあう専門性をどのよ
うに向上させていくのかということにテーマの焦点
を当てつつ、園・保育者 / 保護者 / 子ども という
園に直接関係する者だけでなく、小学校や地域、
Web の制作業者等園を取り巻く環境にも着目して
いきたいと考えている。
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口頭でのコミュニケーション

中坪　史典
（広島大学）

口頭でのコミュニケーションとは？
口頭でのコミュニケ－ションとは、具体的には、

登園時や降園時における保護者とのやりとり、特定
の日時を設定して行われる個人面談、行事の一つと
して行われる保護者会、懇談会、入園説明会等、対
面形式での直接的なコミュニケーションを指す。ま
た、対面ではないものの、保護者との電話でのやり
とり等も考えられる。これらはいずれも保護者との
直接的な対話であり、最も重要なコミュニケーショ
ンであると考えられる。

調査目的
本調査の目的は、次の 2点である。⒜ 園におい

て対面でのコミュニケーションを用いるのはどのよ
うなときか。⒝ その際、保育者はどのような点に
配慮しているのか。

調査方法
調査時期は、2018 年 11 月から 2019 年 1 月であ
る。調査方法として、10 園（幼稚園 8園、保育園 2
園）の保育者を対象に、インタビュー調査または質
問紙調査を実施した。
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調査結果 ⒜
園において口頭でのコミュニケーションを用いるの
はどのようなときか？
上記の問いに対して、以下の 3点に大別された。
⑴ 子どもの様子や出来事を保護者（個別 or 全員）
に伝えたい（理解してもらいたい）とき。
⑵ 園の考え方や保育のねらい、生活の流れや保育
内容等を全体に伝えたいとき。
⑶ 保育者が実施した研究内容を発表するような機
会を設けるとき。
⑴ の場合、保護者会、懇談会等で、写真を入れた
スライドを使って説明する等が行われていた。
⑵ の場合、園長や主任等、リーダー的立場の人が
中心となって説明することが多く、その際、写真や
動画等を用いて分かりやすく説明するような工夫が
行われていた。
⑶ の場合、子どもがどのように育っているかを保
護者に伝えるために行われていた。
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調査結果 ⒝
その際、保育者はどのような点に配慮しているの
か？
上記の問いに対して、以下の 5点に大別された。
⑴ 信頼関係を築く。
⑵ 保護者の思いに耳を傾ける。
⑶ 保育者同士で連携する。
⑷ 声をかける頻度やタイミングを考える。
⑸ 個別の配慮を考える。
⑴ の具体的な配慮として、「入園から間もない時
期は、あえて声をかけずに挨拶だけする」「他の保
護者の話はしない」「保育者自身の子育ての話をす
る」「日々の何気ない会話を普通にできるようにす
る」等が行われていた。
⑵ の具体的な配慮として、「保護者が何を伝えよ
うとしているのかを把握する」「目線、仕草、態度
等を通して、保護者を理解する」「保護者の背景を
知る」「保護者の立場に立って話をする」「保護者の
目を見て話す」「保護者の言い分や思いの正当性を
見つける」「肯定し、受容する態度で接する」等が
行われていた。
⑶ の具体的な配慮として、「話す内容によって役
割を分担する」「園全体のこと、特に配慮が必要な
ことは、園長が対応する」「保育者同士が日頃から
コミュニケーションをとる」等が行われていた。
⑷ の具体的な配慮として、「何をどう伝えるか
……だけにとらわれない」等が行われていた。
⑸ の具体的な配慮として、「外国籍の保護者との
コミュニケーション」「保護者の性格等を考慮した
対応」等が行われていた。

まとめ
口頭でのコミュニケーションは、保育者と保護者
の関係づくりにおける「土台」として機能する。し
たがって、単に情報を伝えるだけに留まらず、保護
者の意見を傾聴したり、保護者と対話したりする
等、双方向のコミュニケーションが鍵となる。
「お便り（園便り・クラス便り）」「Web サイト」
等のコミュニケーションツールは、対面でのコミュ
ニケーションを通した「土台」が築かれて、はじめ
て成立するものである。逆に言えば、「土台」なく
して文章を介したコミュニケーションがなされるな
らば、保育者と保護者の間に齟齬が生じ、場合に
よってはトラブルへと発展することも少なくない。
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運動会のお便りで使われる
キーワード―園と小学校の比較―

髙木　恭子
（ソニー教育財団）

【報告の概要】
幼稚園教育要領には、「保護者の幼児期の教育に

関する理解が深まる」（文部科学省 )と示されている。
また、家庭との連携については、「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。これらの内容を伝えるために、園
のお便りの工夫や特徴を探る。そのために、保護者
が参加する運動会の「園のお便り」に焦点を当て、
使われているキーワードを取りあげ、キーワードを
含む文の特徴を小学校の学校便りと比較した。ここ
では、次の 2点について報告する。
１　園や学校の教育をどのように伝えているか
２　保護者との連携をどのように深めているか

【内　容】
１　園や学校の教育をどのように伝えているか
（１）キーワード
初めに、年間を通して発信されているお便りの中

でも、保護者の参加や協力が予想される運動会に関
する園便りや学級便りを取りあげ、園の教育を伝え
ていると考えられる言葉を探った（これ以降、園便
り、学級便り、学園便りを総称し園のお便りとする）。

この言葉を探るために、本研究にご協力いただい
た 14 園の運動会の園便りに使われている言葉、約
220 語を分類整理した。すると、対象にした全ての
園で共通して使われている言葉があり、中でも、「楽

しい」は顕著に多く使われていることが分かった。
次に出現した回数が多く、全ての園で使われていた
「一生懸命」「挑戦」「自信」「協力」を加えた５つの
言葉を、保護者と園が共有するキーワードとして焦
点を当て、これらの言葉を含む文は、「園や学校の
教育をどのように伝えているか」を探る。小学校学
習指導要領の総則編には、「学校のホームページ等
を活用した情報発信も家庭や地域社会に周知する上
で効果的である」と示され、小学校は学校便りを
Web上で公開しているので、協力いただいた園の地
域の学校便りを参考にした。また、Web上で学級便
りの紹介は少ないため、比較するページ数を考慮し
て 25 校のお便りを参考にした。
① 楽しい

幼稚園教育要領解説には、「行事」について、「幼
児が主体的に楽しく活動できるようにすること」と
ある。そして、園のお便りでは、「楽しい」が顕著に
多く使われている。同様に、小学校学習指導要領に
は、特別活動について、「集団の一員として」とあ
り、学校便りには「集団の一員」の他、関連する
「団結」「絆」等の言葉が、5割以上の学校便りで使
われていた。
これらのことから、お便りは、自園や自校の教育
だけではなく、幼児教育や小学校教育に関する内容
を伝えていることが分かる。
② 一生懸命
一生懸命は、全力、精一杯など、類似した言葉が
多く使われている。
園のお便りでは、子どもの具体的な姿や取り組み
の様子を伝える文に使われている。また、子どもに
限らず、保護者の注目する姿を伝える文や、運動会
の前後、当日のいずれの時期にも使われている。
学校便りでは、「みんな」等の集団で「練習」を
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していることを伝える文に多く使われていた。
③ 挑戦
園のお便りでは、注目して欲しい姿や保育者の願

う姿等、子どもが意欲的に取り組んでいる姿や、ど
のような運動かが分かる具体的な姿に使われてい
る。また、体験の質や技術の向上を目指して、子ど
もが目的を持って積み重ねている体験を伝えてい
る。さらに、運動会という目的のある園生活に進ん
で取り組む姿を伝える文で使われている。学校便り
は、園のお便りのような具体的な姿というより、「果
敢に挑戦」「難しい技にも挑戦」等、意欲や意思が
伝わる言葉とともに使われている。
また、挑戦は、参考にした 56％の小学校の学校便

りでは使われていないため、幼児教育の運動会を伝
える言葉として、子どもの意欲的な取り組みを表す
特徴的な言葉の一つではないかと考えられる。
④ 自信

自信は、園のお便りは「園の考えや保育者の思い」
や「保護者への伝達事項」の文で多く使われている。
また、保護者へのお願いやお礼等、保護者に関連す
る文や、直接語りかける文に使われている。さらに、
運動会の体験での成長や体験を生かした「保育の方
向性」を伝える文に使われている。学校便りは、成
長を伝える文や、児童の今後の活動につながる文に
使われている。
⑤ 協力（子どもに関することで使われる場合）

園のお便りでは、注目する「子ども同士で進める
姿」や「園・保育者の考え・思い」を伝える文で使
われている。対象園の 36％は「協力」であるが、
50％は「力を合わせる」「心を合わせる」の言葉が
使われている。学校便りは、集団活動をする「子ど
もの姿」「学校や教師の考え・思い」を伝える文で
使われている。対象校の 56％は「協力」が使われ、
32％では「団結」「絆」「結束」が使われている。ま
た、児童同士に限らず、児童と教師の協力態勢を伝
える内容がある。
これらのことから、同じ運動会であっても、園の
お便りや学校便りの言葉「楽しい、一生懸命、挑戦、
自信、協力」の使われ方に特徴があり、運動会に関
する園や学校それぞれの教育内容を伝えていると考
えられる。

（２）園や学校の教育を伝える言葉以外の工夫
園のお便りも学校便りも、教育目標や内容を明記

し、保護者に伝える工夫がされている。
対象にした園の 71％は、掲載時期の教育の目標や

ねらい等を年齢ごとに掲載していた。学校便りは、
68％が、教育目標や運動会のめあてを掲載していた。
32％は、図のような紙面のトップの位置に教育目標
を記載して、年間を通して毎回、目につく場所に教
育目標を掲載する工夫がされていた。また、44％の
学校が運動会のスローガンを掲載していた。

これらのことから、園のお便りは、発信時期の我
が子への理解や、園の教育への理解を深めることが
重視され、学校便りは、学校の教育目標や運動会へ
の学校全体の取り組みを、保護者や地域に伝えてい
ることが分かる。また、園は仕切りの飾りイラスト
を使ったり、学校便りはトップの位置に掲載したり
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等、視線を引くように工夫していることから、園も
学校も教育目標はお便りで伝える重要な内容である
ことが分かる。

２　保護者との連携をどのように深めているか
幼児教育も学校教育も、「社会に開かれた教育課

程の実現」に向け、園や学校と保護者が連携を深め、
協働で教育に取り組む重要性が示されている。加え
て、幼児教育は、保護者が安心して育児や園の教育
に関われるようにすることが大切である。このこと
を踏まえ、保護者との連携について、園と学校の便
りを比較し、連携を深める工夫を探る。

（１）教育を伝えるキーワード　「協力」

園のお便りでは、保護者が安心して参加や協力が
できるように、保護者の運動会への参加や応援、お
知らせやお願いをしている文で使われている。例え
ば、持ち物や家庭での過ごし方、参観の仕方等の具
体的な情報を記述し伝えている。また、保護者との
連携が深まるように、保護者の協力への感謝ととも
に、協力により子どもたちが豊かな体験をしたこと
や成長したことを伝える文で使われている。学校便
りでは、 学校・家庭・地域が共に子どもを育てる協
力・連携へのお礼を述べている文で使われている。
事前準備や練習段階からの支援等、運動会の活動や
運営への協力、行事への理解等へのお礼の文で使わ
れている。このことから、小学校では、すでに、運
動会は協働的な取り組みであることが分かる。

（２）分かりやすく伝えるための工夫
保護者との連携を深めるために、お便りでは「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」を分かりや
すく伝える工夫がある。その工夫の一つとして、執
筆者（保育者・教師）の立ち位置に注目し比較した。
園のお便りでは、「保育者の立場」「子どもの立場」

「客観的な立場」「保護者の立場」の文で伝える工夫
がされている。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。また、子どもの
側に立つ工夫では、園での子どもの姿をイメージし
たり、当日の姿の理解を深めたりすることが期待で
きる。さらに、客観的な言葉で、保育の意図や園の
教育、目指す姿を表現し、保育のねらいや保育者の
思いを伝える工夫がある。加えて、保護者の立場に
立って、保護者へ語りかける工夫をし、子どもへの
思いを共感的に伝えている園がある。一方、学校便
りは、多くの文章が教師の立場で記述されている。

（３）正確に伝えるための工夫
保護者との連携を深めるため、お知らせやお願い

を正確に伝える工夫がされている。

園のお便りでは、所持品や服装等の身支度、参観
の仕方等、保護者に必要な情報を細やかに分かりや
すく伝える記述がある。また、健康管理に関する情
報等を、具体的な方策を含めて丁寧に伝える記述が
ある。そして、より正確に伝えるために、イラスト
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や注釈等で、本文を補う工夫がされている。学校便
りでは、全ての学校が、Web上で学校便りを公開し
て、保護者や地域に共有できるように伝えている。
画像とキャプションにより、視覚的にも正確な情報
を伝える内容になっている。
園のお便りでは、全ての園でイラストが使われ、
写真を掲載している園は 3割程度であった。一方、
学校便りは、情報を正確に伝える写真を 8割の学校
が使っていた。イラストは 36％の学校で使われてい
たが、小さなイラスト 1ヵ所程度であった。このよ
うに、学校便りはWeb 上で掲載されているため、
写真が多く使用されているという特徴がある。　

（４）連携の対象を考慮した言葉以外の工夫
保護者が情報を確認しやすいように、園の実態に

応じた紙面サイズやレイアウト、項目順等を変えず、
年間を通して一定である。園のお便りは保護者を対
象にし、家庭での掲示や保管等扱いやすさを考慮す
る工夫がある。また、保護者が親しみやすく、読み
やすい工夫として、手書きの文字やイラストの活用、
1ページの文字数を少なくする工夫等がある。お便
りの紙面のサイズやページ数、イラストや写真の活
用、見やすいレイアウト等様々な工夫があることで、
園独自の工夫や表現の特徴が見られる。
学校便りは家庭や地域等対象が広く、Ａ４判サイ

ズを基本に、写真が多く使われている。お便りその
ものには、園のお便りほどの多様さはないが、学校
便りを掲載しているWeb 上では、ブログや
Facebook 等の他の情報ページで詳細を伝える工夫
があり、発信全体からは学校の特徴が見られる。

その他、園のお便りには、２ヵ月の見通しを持て
るスケジュール表の工夫や、保護者からの感想や子

どもへの言葉を掲載することで、保護者同士が考え
や思いを知り、関心を持てるように工夫をする園が
ある。また、お便りを読んだ機会に、保護者が思い
や意見を園に伝えやすくする工夫等があった。学校
便りは、Web 上の他のページで、スケジュールや、
保護者や地域の方からの感想等を掲載している。

【まとめ】
運動会のお便りを取り上げたことで、園でも小学
校でも、教育の内容を伝えている共通するキーワー
ドや関連する言葉が使われていることが分かった。
○園のお便り・学校便りは、教育の目的を伝える
園のお便りも学校便りも、それぞれの教育の目標
や内容を保護者に伝える工夫があり、伝え方には特
徴がある。多くの園のお便りは、キーワード「楽し
い」「一生懸命」「挑戦」「自信」「協力」を使い、子
どもの姿を通して教育内容や体験、成長を伝えてい
た。学校便りは、「団結」「絆」等の言葉が使われ、
集団活動を重視している取り組みの特徴が伝わる。
学校便りと比較することで、園のお便りは多様な工
夫があり、園の特徴を捉えることができる。
○ 園のお便りは行事の協力へのお礼、学校便りは保
護者や地域の方との連携へのお礼
園のお便りも学校便りも、教育への協力のお礼と

ともに、子どもたちの成長につながったことへの感
謝の言葉を伝えている。運動会に参加した保護者が、
お便りにより行事や子どもの育ちへの理解を深める
ことで、園や学校の教育に関わっていることを実感
できる。そのため、お便りのキーワードを含む文を
分かりやすく伝えることは、保護者が教育を理解し
連携を深める工夫になる。さらに、園のお便りは、
保護者が安心して園の活動に関われるように、必要
な情報を細やかに伝える工夫がされている。安心し
て園の活動に関わり協力した保護者が、子どもたち
の成長につながったことを実感できる工夫により、
連携が深まることが期待できる。学校便りは、多く
の学校が保護者や地域の方に、行事の事前準備や当
日の運営等協働で学校教育の実現に取り組む関係で
あることが伝わる記述がある。家庭と地域とともに
学校教育を進めていることを伝えている。
○ 今後は年間を通して、どのように連携を深めてい
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るかプロセスを探る
園のお便りは、保護者が安心できるように子ども

の姿を通して教育内容を伝え、連携を深めるために
園の教育への協力が子どもたちの成長につながった
ことを伝える工夫がある。一方、学校便りは保護者
や地域と協働で教育することを伝えている。本研究
は運動会に注目したが、お便りが年間を通して発信
されていることを踏まえ、保護者が安心できるよう
に支援する工夫から、保護者が教育への理解や連携
を深め、協働で幼児教育に取り組んでいることを理
解するような工夫までのプロセスを探ることが課題
である。

［文　献］
文部科学省（2018）幼稚園教育要領
文部科学省（2017）小学校学習指導要領総則編
文部科学省（2018）幼稚園教育要領解説
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園Webサイトの目的と写真・記述

辻谷真知子
（白梅学園大学 /日本学術振興会）

［本報告の主な内容］
園Webサイトに関する研究内容報告の前半であ

る本報告では、Webサイト作成に関わる園外の業者
の視点を参照し、目的や宛先について再考する視点
を紹介する内容とした。
昨年度までの研究および報告においては主に園側

からどのように発信しているのかという点に着目し
ていた。その中で、Webサイトにおける記述の内容
と語り方に関連が見られることが明らかになった
（「客観的記述の三人称」「子どもの視点の一人称」
「保育者の視点の一人称」）。ただし、この分析にお
いてはWebサイトが既に開設されていることが前
提となっていた。本年度の研究においてコミュニ
ケーションシステムの全体を捉えるにあたり、そも
そもWeb サイトが必要であるのか、宛先や目的は
どのようになっているのかを再考する必要が考えら
れた。そのため本報告では、2016 年 2月と 3月に実
施した外部業者へのインタビュー内容を整理した上
で、Webサイトの閲覧者が最初に見るトップページ
の役割と特徴、そして写真と記述の関係についての
内容を報告することとした。
報告に先立ち、フロアへ「園のWeb サイトは必

要でしょうか」という問いかけを行った。「必要」に
挙手をされた来場者が大多数であったが、「どちら
ともいえない」に対しての挙手も数名見られた。こ
こ数年、スマートフォンやタブレット等閲覧者側の
デバイスの発達もあり、園Web サイトは急激に普
及している。そのような背景もあり、園でWebサイ
トを開設することは一般的なことになりつつあると
考えられる。ただし、これまでの報告でも示してき
たように、特に園と保護者とのコミュニケーション
においては対面でのやりとりが基本にある。また、
Webサイトの必要性や用途は園により多様であり、
長年用いられてきた園便り等の媒体にもWebサイ
トとは異なる特徴や価値付けがある。Webサイトが
どのように位置付けられるのかについては園関係者
によって様々な考えがあると見られる。そのような
事柄についても整理していくことが必要であろう。

１． 外部業者の視点から：Webサイトの目的と宛先
最初に、2016 年実施の外部業者へのインタビュー

内容についての報告を主に 2つの視点から行った。

第一に、Webサイトを開設する際の目的やきっか
けである。この点については「開設している園が多
いから開設する」ということではなく、各園の目的
を考えて開設する必要があることが語られていた。
具体的には目的が「園児募集」にある場合、地域の
他園のWeb サイトを確認してその中で「落とされ
ない」ようにすることが必要ということである。そ
して、保護者はWeb サイトだけで園を選ぶという
ことはないため、もし園のポリシーとして「Webサ
イトは必要ない」と考えるならば、それを説明会で
伝えればよいのであり、「Web サイトは絶対必須」
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というわけではない、ということについても紹介し
た。
また目的が「職員募集」「地域の理解を得る」と
いったことである場合についても、今までの方法に
照らして考える必要性を示した。
第二に、Webサイトの宛先、すなわち特に閲覧し

てほしいのはどのような人なのかという点について
である。作成業者は、園の思いをもとに話し合って
Webサイトに用いる言葉を選んでいくという作業の
難しさについて語っていた。この点から、本報告で
は、保育特有の言葉の意味等について知らない人に
も理解しやすいよう、言葉を言い換えて吟味してい
く必要があることについて紹介した。未就園児保護
者の場合、Webサイト以外にも言えることであるが、
様々な母語話者が増加していることや、書かれた文
章をあまり読まない活字離れの傾向があること等に
ついても視点を示した。
また、養成校の学生を宛先とする場合について、
外部業者へのインタビューでは一般企業と保育業界
とで時代の流れが異なることについて語られていた。
この 2016 年のインタビュー時点でも、具体的には就
職活動において、保育業界では電話によるやりとり
が今も主流であるが、一般企業ではあまり使われて
いないという現状が指摘されている。その点も踏ま
えた対応が求められる。ただし同時に、園への問い
合わせ対応をメール等にする場合、「すぐに返信で
きる態勢」つまり園側に担当者がいてそのメールに
対応できることが前提となるという点も語られてい
る。そのため、時代の流れだけでなく、園の現状も
踏まえて判断していく必要がある。

２．トップページの役割と特徴
次に、どのような宛先を想定する場合においても

まず閲覧者が最初に見るページであるトップページ
について、その特徴の分析を報告した。

一般的に、トップページの構成要素としては⑴理
念や象徴的な文言、⑵写真やイラスト、⑶詳細な情
報へのタブ が挙げられる。まず⑴は、園名の後に記
す等といった位置は様々であるが、理念や教育目標、
大人が持つ子どものイメージ等を示しており、直接
的・間接的に未就園児保護者へのメッセージにも
なっている。なお、これらの理念や教育目標の詳細
な内容については⑶で別ページへ導いて説明する場
合が多い。
⑵のように、園のWebサイトの多くにおいて、写
真やイラストが用いられている。イラストのみ用い
る園もある。写真の場合、子どもが写っておらず園
舎や園庭等の環境を示す園や、子どもの顔の写真を
中心とした園等様々である。またトップページを開
いている間に写真数枚が入れ替わる仕組みになって
いる園や、動画を載せて再生できるようにしている



22

園もある。このうち数枚が入れ替わる仕組みでは、
多くの写真を用いて短い記述をつけているタイプと、
少なめの写真で長めの記述をつけじっくり読ませる
タイプとがある。短い記述のタイプは、嶺田・長澤
（2012）が述べているテレビコマーシャルの表現形式
と文末表現にも通じる特徴がある。
これら⑴象徴的な文言と⑵写真やイラストとは関
連しており、例えば園舎や園庭の写真との組み合わ
せで環境についての意味を記述しているトップペー
ジ（例「緑と海に囲まれた、木のぬくもりあふれる
園舎です」）や、写真はないが記述を多くしている
トップページ等がある。

さらに⑶詳細な情報へのタブの内容は多岐にわた
る。具体的に、園の概要、施設や環境、方針や理念、
入園案内、園の生活・1日、年間行事等といった内
容は多くの園で記載している基本的な情報である。
これは「1. Webサイトの目的と宛先」において触れ
たように、園のWebサイトが主に未就園児保護者
を宛先としていて、未就園児募集に用いられている
ことと関連しているであろう。また、預かり保育や
子育て支援、給食、課外活動、バス経路等も園の実
施していることや必要性に応じて掲載されている。
さらに、採用関係のページを設けている園もあり、
このような園では職員募集の手段の 1つとしてWeb
サイトを活用していると見られる。
また、「お知らせ」「保育の様子」についてはトッ
プページでそのまま更新されておりクリックすると
開けるようにしている園もあれば、タブで飛ぶよう
にしている園、さらにログイン情報の入力を求める
ようにしている園もある。ログインが不要で一般に
公開されている場合は、地域の人もWeb サイトか

ら園の様子を知ることができるため、宛先として地
域の人を想定する場合は活用が可能であるだろう。
なお、これらのトップページの特徴について、分
析対象とした 15 園における掲載有無の詳細につい
ては、本報告では時間の関係で省略した。

３．写真と記述の関係

上記 2. で述べたように、「お知らせ」「保育の様子」
等（本研究では「更新項目」としている）について、
ログイン情報が求められるWebサイトを除いては、
保育の写真が一般にも閲覧可能となっている。その
更新頻度は園により異なるが、本報告では写真その
ものに着目し、Webサイトにおいて閲覧者に伝える
内容を考える上での視点を示すこととした。
更新項目での写真は、様々な宛先に対して基本的

な情報だけでなく「子どもの姿」を伝えることがで
きる媒体である。このような写真にはどのような特
徴があるのだろうか。
ここでも具体的な分析対象としたWeb サイトに
おける枚数の詳細等は割愛したが、特徴として 2点
を紹介した。
第一に、子どもの写真の特徴である。子どもの写
真は複数人で写っている写真が多く用いられている
Webサイトが多い。その理由としては、在園児保護
者が見たときのことを想定して写っている子どもが
偏らないための工夫が必要である点や、複数人の写
真は子ども同士が関わっている様子を示すことがで
きる点等が挙げられる。ただし、写真の枚数が特に
多い園等では、1人の写真も含まれている。また、
分析対象のWebサイト全体として子どもがカメラ
目線で写っている写真は少ない。カメラの方を見て
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いる写真よりも、子どもが活動や遊びに向いている
ような写真を選んで掲載していると考えられる。な
お、子どもの写真の特徴と、記述内容や量とに明確
な関連は見られていない。ただし、日々の保育内容
による特徴の相違はあると見られる。
第二に、保育者の写真の特徴である。更新頻度や
写真の枚数が類似している 2園の比較をもとに、保
育者の写っている程度と記述との関連が想定され
た。具体的には、保育者も写真の中に多く含まれて
いるが写真に関する説明の記述は少ないWebサイ
トと、写真では保育者が少ないが保育者視点の記述
が多いWebサイトとである。保育者が写真に含ま
れている場合は、どのような立ち位置で子どもとど
のように関わっているのかということが視覚的に読
み取り可能である。そのため、保育者の役割や視点
を主に視覚的に伝えているという特徴がある。一方
で写真では保育者が少ない場合も、記述によって保
育者の意図や思いを説明することにより、実際の保
育における立ち位置や関わり方が読み取れると考え
られる。このように、写真における保育者の存在や、
写真とともに掲載している記述の特徴は、保育者の
役割や視点を視覚的に伝えるのか文章で伝えるのか
といった園の選択にもよると考えられる。
以上のように、園のWeb サイトにおいて定期的

な頻度で更新を行いかつ一般にも公開しているペー
ジがある場合、その写真や記述をどのように構成す
るかという点も、各園のWebサイトの目的や宛先に
照らして重要な点になると考えられる。

［まとめ］
本報告では、まず園のWeb サイトについて再考

するにあたって外部業者へのインタビュー内容を紹
介した上で、トップページの内容と写真・記述の関
連について分析内容の紹介を行った。

園のWebサイトは、他の媒体と異なり作成者（外
部業者等）も関わる、閲覧者の幅が広いといった特
徴がある。時代の流れで急増しているため、そもそ
もの開設目的について再考する機会が少なかったと
考えられる。また、紙媒体と異なり、トップページ
を中心とした様々な入れ子構造になっているため、
どのように構成するかということも目的や宛先と関
わってくる。
このようなWeb サイトが必要なのかどうかにつ
いては、開設の目的や、園と地域の状況によると考
えられる。その上で、作成する場合はその目的を明
確にすること、そして宛先に合った媒体や言葉を考
え選択していくことが重要であろう。その点は全体
の構造においても、またさらに詳細な保育内容や子
どもの姿を示す更新項目においても同様である。
さらに近年では、同様に外部業者等が関わる媒体

として、SNSやアプリの利用も増加している。これ
らの媒体についても、Webサイトのこれまでの研究
を参照しつつ、分析検討していく必要があると考え
られる。

［文　献］
嶺田明美・長澤輝世．（2012）．広告の表現について
（１）―テレビコマーシャルの表現形式と文末
表現―. 学苑 862, 13-23.
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園Webサイトを保護者はどのよ
うに受け止めているか―園Web
サイトの文章・写真の選好―

砂上　史子
（千葉大学）

［本報告の主な内容］
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、園Web サイトの
文章・写真に対する保護者の選好に関する質問紙調
査の結果をもとに報告する。

１． 園Webサイトに対する保護者アンケート
（2018 年の公開セミナー報告から）

園のWebサイトに対する保護者アンケート
園Webサイトを開設する幼稚園等が増え、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。

しかし、保護者の園Webサイトの閲覧等の実態は十分に明らかに
なっていない。

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、情報発信をしている。

保護者が園のWebサイト(入園後・入園前）に対する保護者の閲
覧等の実態を明らかにする。

目的

2

昨年の公開セミナーでは、園Web サイトを開設
する幼稚園等が増え、未就園児保護者の閲覧も想定
して園が情報発信をしていることを踏まえ、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、質問紙調査の結果を報告し
た。

対 設 目と 目(保 の ー 等)を する園WS
を 幼稚園3園の保護者 355

2016 11
ンケートの 目

・ と に いて
・幼稚園入園前の園WSの閲覧に いて
・幼稚園入園後の の っている園WS閲覧に いて
・園の ーム ー の に いて

A C D
3 児 ス保護者 50 0 68
4 児 ス保護者 36 147 54

86 147 122

の
3

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）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」。
以下に昨年の報告の一部を述べる。
⑴「日常の保育や園行事に関する情報」を得る媒体

� の保 園 に する情報 を る は、 園Webサイト 一
信 ー の が にされている。

保護者は、 の から の保 園 の情報を ている。

の保 園 に する情報 を る

125

295

257

160

145

47

77

123

63

10

16

49

15

1

2

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Web

一

保育者の

も

4

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
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。
⑵ 入園後のWebサイトの閲覧頻度

, 110, 
31%

2 3
, 97, 27%

2 3
, 77, 22%

2 3 1 , 
37, 11%

, 
22, 6%

の , 11, 3%

� る に2~3 が て 6 る。
� ったく ない 保護者が 2 る。

保護者は、 の保 の ー を する 目 を閲覧している。
閲覧 の い保護者と い保護者の2 が る。

入園後の園Webサイトの閲覧

5

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」
（27%）は合わせて約 6割であった。一方「2～ 3ヵ
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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。
⑶ 入園後の園Webサイト閲覧の使用機器

� ス ート ン が76 と、 を める。
� ス ート ン ト を を ると 8 となる。

保護者は、園のWebサイトを にス ート ンな の携 閲覧している。

入園後の園Webサイトの閲覧の

PC, 53, 16%

, 
247, 76%

, 12, 4%

＋ , 4, 1%

PC＋ or , 8, 3%

6

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等の携帯端末で閲覧し
ていることが明らかになった。
⑷ 「日常の保育や園行事に関する内容」に対する意識

� 等の 保 が の もの 発 のい れも
とても になる し になる を て8 を える。

保護者は、園Webサイトの の保 等の から も 保 の を めている。

園Webサイトの の保 園 に する に対する

212 

120 

198 

159 

98

146

111

140

12

51

14

21

2

7

1

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

の子どもの 子 の

子の の

の保育 保育者の の

の の の

も

7

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。

２． 園Web サイトの文章や写真に対する保
護者の選好

以上から園Web サイトの保護者の閲覧の実態は
明らかになったが、保護者は園Web サイトの文章
や写真に対して、どのような意識を持っているのだ
ろうか。
⑴  園 Web サイトの文章の記述スタイルに対する
保護者の選好
まず、園Web サイトの文章に対して、保護者は
どのような意識を持っているのだろうか。

保護者は園Webサイトの に対して、 の な
を っているの し か。

8

園Web サイトの文章の記述には、3つのスタイ
ルがある（辻谷他、2017）。

園Webサイトの文章の記述スタイル（辻谷他，2017）

3つの記述スタイルのうち、保護者はどれが好きだと思いますか？

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。

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。

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。

◎客観的視点の三人称の記述スタイル

◎子ども視点の一人称の記述スタイル

◎保育者視点の一人称の記述スタイル

9

幼児が園庭の砂場で泥遊びをしている場面の記述
を例に挙げて説明すると、「客観的視点の三人称の
記述スタイル」は、「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」のように、一歩引いた観察者のような立
場から報告するような記述スタイルである。「子ど
も視点の一人称の記述スタイル」は、「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」のように、活動して
いる子ども自身が話しているような記述スタイルで
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ある。「保育者視点の一人称の記述スタイル」は、
「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
気にせず遊ぶ経験が、五感を豊かにします」のよう
に、子どもとともに活動する中で保育者が実感した
ことや子どもの姿から読みとったことを述べるよう
な記述スタイルである。

� も 一 と 保 者 一 が れ れ4 、 的
も れている。

保護者にとっては、一 に る ス イ が れている。

の ス イ に対する保護者の

客観的視点の三人
称, 75, 22.9%

子ども視点の一人称, 
131, 39.9%

保育者視点の一人
称, 120, 36.6%

客観的三人章＋保育者一人称, 1, 
0.3%

子ども視点一人称＋保育者視点一人称, 
2, 0.6%

10

これら 3種類の記述スタイルについてどれが最も
好きかを保護者に尋ねた結果、「子ども視点の一人
称」と「保育者視点の一人称」の記述スタイルがそ
れぞれ 4割弱を占め，「客観的視点の三人称」より
も好まれていた。このことから、園Web サイトの
文章では、保護者は一人称による記述スタイルを好
むといえる。

�園の 保 者の は、 保 者 の一 が も る。
�園 の もの 発 は、 も の一 が も る。

園Webサイト は に って ス イ を い分 る とが 的 る。

の ス イ と の られる (4 )

3.27

3.48

3.11

2.86

3.03

3.3

2.74

2.99

3.64

0 1 2 3 4

客観的視点の三人称

子ども視点の一人称

保育者視点の一人称

の保育 保育者の の の の子どもの 子

11

また、各記述スタイルと「園の保育方針や保育者
の意図」「幼児の発達のあり方」「園での子どもの様
子や発達」が感じられる程度（4件法）で尋ねた結
果、「園の保育方針や保育者の意図」は「保育者視
点の一人称」が最も感じられ、「園での子どもの様
子」や「幼児の発達のあり方」は「子ども視点の一
人称」が、最も感じられるとしていた。このことか
ら、園Web サイトでは内容によって記述スタイル
を使い分けることが効果的である。

⑵  園 Web サイトの写真のスタイルに対する保護
者の選好
次に、園Web サイトの写真に対して、保護者は
どのような意識を持っているのだろうか。

保護者は園Webサイトの に対して、 の な
を っているの し か。

12

園Web サイトの写真には、3つのスタイルがあ
る。

園Webサイトの のス イ

3 の のス イ の 、保護者は れが と い すか

の の の 目 の

13

多くの子どもが写る活動場面全体を捉えた「活動
全体の写真」と、少数の子どもが写る活動中の具体
的な様子を捉えた「活動中の様子の写真」と、子ど
もが撮られることを意識してカメラを見ている「カ
メラ目線の写真」の 3つである。

�保護者の 9 が の を いる。
� 目 の を 保護者はいなかった。

のス イ に対する保護者の

の 子の , 
173, 88%

の子どもの
, 20, 10%

の 子の
の子どもの , 3, 2%

14

これら 3種類の写真のスタイルについてどれが最
も好きかを尋ねた結果、保護者の約 9割が「活動全
体の写真」を選び、「カメラ目線の写真」を選んだ
保護者はいなかった。
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� の の イ も が （ が が っている） の が、保護者は園の
保 保 の 、 もの を る。

� の が の に ら 、保護者は の 園の保
もの発 等を も く る。

園Webサイト 保 等を えるには の が 的 る。

のス イ と の られる （4 ）

3.86

3.46

3.46

3.39

0 1 2 3 4

子

子

3.59

2.95

3

2.85

0 1 2 3 4

子

子

の保育 保育の の子どもの 子

2.15

1.87

1.92

1.83

0 1 2 3

子

子

の の の 目 の

15

また、写真のスタイルと「園の保育方針や保育者
の意図」「園での子どもの様子や発達」が感じられ
る程度（4件法）を、写真に我が子が写っている場
合と我が子が写っていない場合で尋ねた結果、どの
写真のタイプでも「我が子有り（我が子が写ってい
る）」の方が、園の保育方針や保育の意図、子ども
の様子がより感じられるという結果であった。さら
に、写真での我が子の有無に関わらず、保護者は
「活動全体の写真」で園の保育方針や子どもの発達
等を最もよく感じられるとしていた。このことか
ら、園Web サイトで保育方針等を伝えるには「活
動全体の写真」が効果的であるといえる。

３．まとめ
園Web サイトの文章や写真に対する保護者の選

好に関して、本研究で明らかになったことは以下の
通りである。

• 園Webサイトの ス イ は、 も の一 が も保護者に
すく、 れている。

• 園のWebサイト は、 に って ス イ を い分 る とが 的 る。
保 保 者の 保 者 の一

もの 発 も の一
• 園 サイトの のス イ は、 の が も保護者に れ

ている。
• 園Webサイトの に が が っている が、保護者は 保 保 者の

、 もの を る。

• 園Webサイトの 、保 保 者の 、 もの を えるには
の が 的 る。

16

 ・ 園 Web サイトの記述スタイルでは、「子ども視
点の一人称」が最も保護者に伝わりやすく、好ま
れている。

 ・ 園のWeb サイトでは、内容によって記述スタイ
ルを使い分けることが効果的である。「園の保育
方針や保育者の意図」は「保育者視点の一人称」
が、「子どもの様子や発達」は「子ども視点の一

人称」の記述スタイルが伝わりやすい。
 ・ 園Web サイトの写真のスタイルでは、「活動全
体の写真」が最も保護者に好まれている。
 ・ 園Webサイトの写真に我が子が写っている方が、
保護者はより保育方針や保育者の意図、子どもの
様子を感じる。
 ・ 園Web サイトの写真で、保育方針や保育者の意
図、子どもの様子を伝えるには「活動全体の写
真」が効果的である。

［文　献］
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、常設項目
と更新する項目に着目して．国際幼児教育研
究，24，73-88．
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第二部　シンポジウム　司会：砂上史子
話題提供　加藤篤彦園長

学校法人武蔵野東学園
武蔵野東第一・第二幼稚園

砂上：第二部シンポジウムを開始させていただきま
す。「園、家庭、地域が育ちあうコミュニケーション
システムの工夫」というテーマで、こちらにいらっ
しゃる3名の先生方に話題提供をお願いいたします。
それではご登壇いただく先生方をご紹介します。
お１人目は、加藤篤彦先生です。学校法人武蔵野東
学園　武蔵野東第一幼稚園、第二幼稚園園長、内閣
府子ども・子育て会議の全日本私立幼稚園連合会研
究研修委員会委員長等をされておられます。
お 2人目は、亀ヶ谷忠宏先生です。学校法人亀ヶ
谷学園理事長で宮前幼稚園園長、そして、公益財団
法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構専門委員で
もいらっしゃいます。2015 年度には野間教育研究所
幼児教育研究部会の委員としてもご協力いただいて
おりました。
3人目は、馬場耕一郎先生です。社会福祉法人友

愛福祉会　おおわだ保育園理事長で、現在、厚生労
働省子ども家庭局保育課保育指導専門調査官でもあ
ります。また、大阪府知事認定スマイルサポーター
も務めておられます。
先生方は、それぞれ園長、理事長をお務めになっ

ておられますので、自園の実践例等はたくさんご紹
介いただけると思います。さらに内閣府や厚生労働
省、そして地域の様々な役職にも就いておられます
ので、全国の保育所、幼稚園、認定こども園の現状、
また、地域、家庭の現状や変化等も大変詳しくてい
らっしゃいますので、今日はそのあたりのお話もた
くさん伺えるかと思います。また今回、特別に自園
のWeb サイトや実践例等もご提供いただき、入り
口ロビーホワイエに、ポスターを掲示しております
ので、休憩時間等にご覧ください。話題提供の、よ
り実践的なご報告を踏まえて、皆さまと議論してい
ければと思います。

最初に、加藤篤彦先生よろしくお願いいたします。

加藤：本日はお招きいただきありがとうございまし
た。武蔵野東第一幼稚園園長の加藤と申します。よ
ろしくお願いします。今日は、保護者とのコミュニ
ケーションツールについて、午前中（第一部・研究
報告）によく勉強させていただきましたが、１番大
きな課題は、私自身のブログが今のところ全然更新
できていないことに問題があるということがわかり
ました（笑）。午前中の学びでは、内容を絞って、ポ
イントをあててというお話でしたが、今日はむしろ
網羅的に、大量の範囲、非常に広い範囲で話題を提
供させていただこうと思っています。
当園では、１番大事なことは『どう見える化』す

るかということだと思っているのです。見えにくい
保育を『どう見える化』するか。それには保育記録
が大事。本園の場合は、２種類の保育記録をとって
いまして、1つは『クラスの育ちの物語』としての
ドキュメントシート（通称：Dシート）と呼んでい
るもの。2つ目は『個人の育ちの物語』としてのポー
トフォリオ（通称：Pシート）です。この２つのシー
トの記録に全ての業務を集約しています。能率化と
いう意味では、この２つのシートから『見える化』
をはじめるというかたちをとっていく。昔は、ホー
ムページはホームページの担当と一対一対応で色々
な仕事をその場その場のそれぞれで対応していまし
た。今は２つの記録から相手に合わせて、表現を工
夫しながら扱うので業務に統一感がありますし、能
率化にも繫がっています。まず初めに、例えばこの
Dシートですが、私どもの園では毎年 11 月が創立
記念日で、『園祭り』という造形の発表をしていま
す。そのことについて、事例のお話をしたいと思い
ます。１つのポスト制作の物語です。「ポストを作
る」と子どもたちが決めて、最初にこういう設計図
みたいな絵を描く訳です。今日はポイントの部分し
か作ってきていませんので、子どもの画像等が入っ
ておりませんが、ご了承下さい。最初は絵で描いて、
皆で共有し「すぐできるね」と言って、余裕の表情
です。でも、実際は、その主柱そのものがグラグラ
して倒れてしまう。「そうだ、これがグラグラするの
は、ちゃんと止まっていないからだ」と、主柱を床
にクラフトテープでしっかり止めて「大丈夫だ」と
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なる。ところが、ポストが動かせないことに気付き、
ドアが閉まらない。これではいけないと床に固定す
るのをやめて、下に段ボールを敷いて、そこに固定
して課題をのりこえる。でも、下がしっかりしてい
ても、上の段ボールがどうしても傾いてしまう。そ
れで、「段ボールがグラグラするよ、困った」という
ふうに子どもたちが考える。さらに、「どうしよう？」
と。それから、「困った時はみんなに相談」というこ
とで、クラスの振り返りの時に、「僕たちがポストを
作っているのだけど、傾いちゃうんだよ」というお
話をみんなにしてみた。すると、みんなもよく考え
てくれて、「穴を開けて、筒を刺したらいいんじゃな
い？」と、クラスの誰かが教えてくれる訳です。「あ
あ、それ、いいね」と言って、次の日に段ボールを
カッターで切って、穴を開けてみたけれども、やは
り段ボールが重くてぐらつきは減らないし、傾いて
しまう。「筒が 1本だからグラグラしているんじゃな
い？　右にも左にも棒を付ければいいんだよ」とい
う意見が出て、こんなふうにラップの芯を嚙ませる
訳ですけれど、「でも、ポストの足は 1本だよ。３本
柱だとポストにならないよ」ということになって、
これも却下される訳です。今度は、「糊がベタベタし
ているからいけないんだ、テープが」と言って、全
部テープを剝がして、もう1回布テープで貼り直す。
テープで綺麗に貼り直して、さっきより丈夫になっ
たという手応えはあったのだけど、時間が経つとや
はり傾いてくる。すると今度は、何とですね、担任
の先生もびっくりです。筒の周りに割り箸をこう立
てて、その割り箸で段ボールを貫けば、何とかなる
のではないかというアイデアをだして、こんなふう
にグイグイ押している訳ですけれど、まあ、これも
上手く行きません。子どもたちは、「どうしようか」
と悩む日々。最近では、長丁場を覚悟して、子ども
たちは作業を始める前に椅子を準備するようになり
ました。ほぼ、悩むことの繰り返しで、「ああ、でき
ない。疲れた」と。諦めそうになりながらも、決し
て諦めない。何とかしてポストを作りたい一心で、
今日も根気良く取り組んでいます。というようなこ
とがあって、こうやってポストの周りに椅子を並べ
るところから 1日が始まるようになります。そうい
うことがずっと毎日起きていた訳です。実は、この
本当に上手くいった瞬間に担任も私も、誰も立ち会

えていなかったのですが、数日後に子どもたちはこ
れを完全にクリアしたのです。それは何をしたかと
言うと、筒を切って、蛸足に広げて、そして両面
テープを付けると落ち着くのだという原理を見つけ
たのです。これをどういうふうにして発見したか分
からないのですが、彼等はこれをみんなで一緒に編
み出している。そうして、このポストが出来上がり
ました。担任は、「これでもう造形展に出品だ！」と
思ったら、ところが今度は、「お手紙を書きたい」と
子どもたちが言う訳です。それで、どんどんどんど
ん勢い良く子どもたちは葉書用紙を何と40枚も作っ
てしまったのです。でも、造形展までの時間が限ら
れていますから、担任も子どもたちも「間に合わな
い」ということになって。これだけでも造形展に出
せばいいのに、「切手が無いから駄目だ」と言って、
切手作りをする子どももでてくるのです。切手がこ
れです。こんなにたくさん。これ、「図鑑を見て 1個
1個描く」と言うので、みんな総出で作ることにな
りました。こういう物語、つまり子どもたちが作品
を作る、そのプロセスこそが学びの物語ではないで
しょうか。そのことをポスター紙に纏めて掲示しま
した。でも、何とも面白い話なのに、保護者がそれ
に関心を示していないというのが例年の実状なので
すが。ポスターが作品に埋もれてしまう、或いは当
日は人がワッと来ますから観ている余裕がない、或
いは我が子のことばかり観ている。私としては、ど
うしてもこの子どもたちの成長のプロセスを伝えた
くて、「事前に保護者会をするしかない」と思い、急
遽、自由参加の保護者会を設定して、「お時間があ
れば、どうぞ。凄く面白いから聞きに来てね」と
言って、保護者会をしたのです。実はこれがあまり
にも好評で、翌年からは市報にも出すことにして、
ひとつの行事として予定に入れ込んでいます。「地
域の人にもこのプロセスを伝えたい」という思いが
伝わり、どんどん参加人数も増えてきています。最
初、60人だったのが今年は 200 人でしたから。

会場の人：凄い。

加藤：うちは規模の大きい幼稚園です。でも、関心
を持ってくれる方がいらっしゃれば、その方たちが
やはり幼稚園を支えてくれるのですね。みんなに同
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じことを伝えているからいいのではなくて、コアな
ファンがいて、そこから伝播していくということは、
やはり大事です。最初は 60 からのスタートでも、
段々と数が増えていくということは大事かと思いま
した。当日、保護者をお招きして私はこんなふうに
喋る訳です。これは、保育時間中に急遽、自由参加
の会を設定したので、担任が喋れませんから私がま
とめました。だけど、私が現場を見て感動したとい
うことではなく、担任の先生や他の先生たちが子ど
もたちと共に体験した保育事例を、今日は私がまと
めて喋りますよと。年少も年中も年長もありますの
で、まとめさせてもらう。そのあたりを間違えます
と、「園長は凄く楽しんでいるけれど、担任の先生は
ちゃんとやっているの？」「伝わっているの？」とい
う、そこに何か、保護者の「大丈夫ですか？」とい
う雰囲気を作ってしまうので、きちんと僕がまとめ
る仕事をさせていただいていて、その具体的な物語
はクラスの中の事例にあるのですよと話します。そ
の事例の詳しいお話は、どうぞ、担任からお聞きく
ださいと。この幼稚園や学年の育ちを私がまとめて
喋りますという役割で、本園を動かしています。
これは園祭り当日の朝の画像です。ここにそうい

うドキュメントが吊るしてあるけれど、やはりこれ
はなかなか見てもらえないですね。今回は、保護者
会をしたので、興味を持ってくださっていますが。
それから、ポップでポストの近くにお家の方のメッ
セージをどうぞと担任が表示しています。子どもた
ちも「お手紙を書いてね」と描いています。ここに
も切手はもう2枚ぐらいしか残っていないですけど。
それで、その造形展の終わりにはポストに、こんな
にお手紙が入っていた訳です。園祭りが終わって開
けてみると、自分のクラスの保護者だけではなくて、
年長の、学年の違うクラスの保護者や年少の保護者
や卒園児からも、このようなお手紙が入っていまし
た。行事の後、振り返って、クラス会でお手紙を子
どもたちが読んでいる訳ですけれど。子どもたち自
身に、フィードバックされてくる。自分たちが取り
組んでいることが、お手紙というのはそのポスト作
りの流れでできたことだけれど、それが循環して
回ってくる。「ああ、面白い」と伝えあうことが楽し
いのだと戻ってくる。
そして、私たち教員には、携帯、スマホから感想

が戻ってくるようになっています。年少児の保護者
からは、「我が子がまだまだ幼く、周りのお友だちと
意思疎通もままならない状況ですが、年長になると
こんなにも楽しみあい、共有しあい、譲りあい、身
体中に電流が流れるくらい、物凄く感動」との感想
をいただきました。「どの発表もハイレベルで」と。
私たちが昔作っていたのは先生たちも手伝っていま
したから、綺麗でしたけど、今は、あんなに見た目
がグデグデの作品でも「ハイレベル」と言ってくれ
る保護者の視点が育ってくるということです。そし
て、「独創的でワクワクした」と。また、「出来上
がっただけでは伝わらない情熱や試行錯誤、そして
子どもの様子を聞かせてくれて、本当に嬉しかった」
との声や「本当にびっくりしました。壁にぶつかっ
ても自分たちで考えて、考えて、みんなで助けあっ
て作品ができる、完成させる姿に驚いたのです。話
しあいの方法までみんなで考えて」とも。
要するに、保護者と共に子どもたちを育てていく、

この、学びの共同体を作るということが、僕は幼児
教育に非常に大事なことだと思って、一緒に育てて
いこうと思います。この方向性は凄く大事で、みん
なにもきちんと伝える。
一方先生たちは、今回作品作りをやっていて、子

どもと共に考える時間が見通せず、じりじりと行事
開催時期は迫ってくるし、そのなかでどんな苦労を
したか、また、それに対して、うちのクラスはこん
な工夫をしたよ、ということを付箋を使って出しあ
いながら、どこが踏ん張りどころなのか、どんな立
ち位置でいればいいのかというのを、保育者同士の
園内研究も行いました。
次に、見えにくい保育を『見える化』するための、
掲示物を画像で見ていただこうと思います。クラス
の前にはクラスの物語を常設して、いつも貼ってあ
るようにしています。それから、毎年、幼児教育実
践学会等、色々と研究大会があるので、その時に発
表するものはポスターで貼るのですけど、それを幼
稚園にも持って帰ってきて、常設して、未就園の方
や保護者の方、あるいは行政の方、政治の方がいら
した時には説明するためのツールにしています。と
にかく、伝えるということです。この画像は、園庭
を改装して、水や土や木がなぜ庭に必要なのかとい
う最初のコンセプトから更に手を入れた所を示した
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図です。保育をしていると、環境を構成することが
大事だけど、お部屋だけじゃなくて、庭のこんな所
にこんな風に手を入れて、何月、何月、何月、何月
と貼っていって、「私たちはこういうことをしている
のですよ」みたいなものを『見える化』したもので
す。これはホームページです。日々の出来事欄の部
分ですけど、これは担任の先生がしているので、随
時更新されていきます。教師の視点で、保育の今、
アプリでも写真をどんどん送り出すというのはある
のだけれど、やはり私たちがどう観たか、保育者と
してどうそれが解釈されていくのかということが大
事だと思っていて、先生の目で画像を必ず解説する
ようにしています。うちの理事長が、いつも言って
いることは、自分たちが対外的に発表したことやメ
ディアに取り上げてもらったことも必ずPDFでファ
イリングして、過去の発表データも見えるようにし
て、アーカイブすることも大事だということです。
それから、教育課程も大きくポスター大に印刷して
あります。文科省の方が来る、武蔵野市の関係者や
市長、教育長が来る時にも、「当園の幼児教育はこ
のようなシステムで運営しているのです」というこ
とを可視化してお伝えしています。
保育実践の研究は表裏一体になっていますから、

先生たち自身も受け持つ学年ごとに１つのユニット
になって、若手から中堅ぐらいまで、毎年１つの研
究テーマを持って、年度末に発表会を行います。保
護者に自分たちが取り組んできたことを face to face
でパワーポイントを使ってプレゼンすることも大事
にしています。最近は、来てくださる方も大勢に
なっていて、今年は学期ごとの保護者会、学年保護
者会でお伝えしました。3学年一緒というのは無理
ですが、保護者の方にはご自分のお子さんの学年で
参加していただくよう促し、ちょっとした工夫もお
配りした資料に記載しています。
もう１つ、保護者とのコミュニケーションでは、
環境づくりも大事。これは、保護者のパパにも園に
来ていただいてのワークショップです。子どもの画
像を見ていただいて、そこから何が読み取れるのか
というワークを行い保護者にも体験いただいていま
す。私は園の先生と、例えばこういう所でお話しす
ることと、全部同じ情報を出しています。保護者に
もこうやって同じ情報を出していきますので、その

なかで保護者にも保育をする視点を持っていただく
ことが今の幼児教育には必要だと思うのです。同じ
情報をお出ししていることで、私たちのプロとして
の仕事ぶりが保護者からの肯定的な評価としてか
えってきます。園長としては時に担任を追い込むよ
うな仕事になるかもしれませんけれど、そういうふ
うに、保護者と保育者がフラットな関係で子どもの
育ちを共有していくなかで、だからこそ園での保育
の専門性が見えてくるのだと思います。こうやって、
パパやママが、まぁ、夫婦は別々の場所に座ってい
ただくようにして、お互いに意見を交換してもらい
ます。パパのプレゼンは、いつもすばらしいです。
滅茶苦茶笑わせてくれて面白かったりしつつも、ポ
イントを突いたことをバシッと言ってくださること
があって、こういうことは先生たちにとっても、大
変な学びになります。
ご清聴頂きまして、ありがとうございました。
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話題提供　亀ヶ谷忠宏園長

学校法人亀ヶ谷学園
宮前幼稚園・宮前おひさまこども園

砂上：続いて、亀ヶ谷先生、お願いします。
亀ヶ谷：それでは、私の方からは当園で行っている
発信を、主に２つ紹介します。私（園長）が行って
発信しているホームページ上では、こういう写真を
日々アップしています。2つ目がポートフォリオで、
これについては担任が作って発信していますので、
そのことについて主に発表させていただきます。
先程、加藤先生も、「なかなかアップするのが大

変だ」というお話でしたけれども、私もこのホーム
ページを始めるからには、やはり日々更新が絶対に
不可欠だと思って始めています。生きたシステムに
するためには、やはりそこに命を吹き込むために
日々更新していくことが不可欠かと思っています。
そのためには、行っている我々本人が楽しみながら
続けられるか、というあたりが 1番のことではない
かと。苦しみながらしていたら、やはり長続きしな
いと思いますので、そんな風に思って続けています。
うちの園の概要ですけれども、ちょっとうちの園
は特殊でして、２園、道を挟んで２つの園がありま
す。両方とも子ども園ですけれども、片方が幼稚園
型の認定子ども園です。園児数が 375 名。あと、も
う１つの方が幼保連携型の認定子ども園ということ
で、乳児からいる、90 名定員の子ども園になってい
ます。最近はGoogle マップで見ることもできるので
ご紹介しますと、こんなふうに道を挟んで、こっち
が幼保連携型の認定子ども園で、もう１つの方が幼
稚園型の子ども園になっています。こんな感じで特
殊です。道を挟んで、２つの園が同居しているとい
うかたちになっています。1つ目の、園長発信のホー
ムページですが、『写真で保育を伝える』ということ
を日々行っています。真ん中にいる子はダウン症の
お子さんですが、0歳から入ってきて、今、1歳で
す。うちのホームページはこういうトップ場面から

入りまして、本日の資料とは若干違ってきているか
もしれません。ご了承下さい。そこから先が保護者
にも教えているパスワードを掛けて、子どもの写真
をバンバン掲載しているページとなっています。こ
の、丸が付いている所が日々更新しているページで、
写真が挙がっているところですね。保育のある日は
全て写真を挙げるようにしています。2001 年から 18
年間、日々の保育を欠かさず伝えるようにしてきて
おります。始めた理由としては、やはりうちの幼稚
園では、遊びを中心に保育を進めていくということ
で、どうしても遊びというものが分かりにくいと。
その、遊びの持っている素晴らしさ、子どもの表情
の豊かさ、そういったことをいかに伝えるかといっ
た時に、ホームページというものが段々と世の中に
広がってきて、「これを使おう」ということで、当初
は、本当は 1日数枚の写真から始まったのですけれ
ども、今はこのようになっています。大切にしてい
ることは子どもたちの、できるだけ活き活きした表
情を伝えるということです。これは、ただ喜んでい
るところだけではなくて、本当に子どもたちが泣い
ているところや悔しがっているところ、そういった
ところをひっくるめて、普段の子どもたちの様子を
伝えていきたいと思っています。
それで、自分なりのルールというのを考えてホー

ムページを作っています。写真は日々、数百枚アッ
プしています。私や主任が主に撮っていて、それを
時系列でワッと並び替えて、そこからセレクトして
載せていくというかたちにしています。挙げるタイ
ミングとしては、次の保育がある日までにはアップ
するようにはしています。基本的には、次の日には
アップするように心がけています。あと、数百枚の
写真のうち、全部を誰かに見せるというより、その
日に何か見せたい写真をトップページに持ってきて、
画像サイズもちょっと大きくして載せるようにして
います。また、必要に応じて、私なりのコメントを
付けて、お伝えするようにしています。これでちょっ
と、実際のホームページをご覧頂きたいと思います。
これが 10 月 31日の実際のホームページですけれど
も、こうやってトップの方には、その日に伝えたい
写真を載せています。そこにはコメントを付けてい
まして、「本気で遊ぶからこそ、自我がぶつかり合
い、それによって初めてちゃんと相手の存在が心に
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響き、心に刻み込まれる」等。乳児の子たちがそれ
までは一人一人、結構バラバラだったのがこういう
トラブルを通して繫がっていくというあたりは、自
分なりの言葉できちんと伝えています。ここはトッ
プの方なので、写真の画像サイズを大きくしている
部分です。こんなのも 2学期の今だからこそ、育ち
というのをちょっと捉えて、これを伝えるのは、保
護者にはもちろんですが、保育者に向けてという思
いも園長としては凄く考えている部分です。この部
分を読んでみると、「この時期の保育者の役割の１
つが、仲介役。年中女児から『園長先生、結んで』
と言われたので、私は『年長さんに上手に結べる子
がいるから、頼んでみようか』と。それで、そばに
いた年長の女の子に声を掛けると、頑張って結んで
くれました。保育者は如何に一人一人の子どもの能
力や心を子ども同士の関係の中で活かし、活かして
あげられるかを考えていくことが大切です。結んで
もらった年中さんが、年長児に対して憧れや『あり
がとう』の気持ちが持てて、年長の女の子にとって
は、人に貢献することの喜びを味わうことができる
のです」。宮前幼稚園ではこれが仲間意識の重要な
育ちとして捉えています。そのようなかたちですね。
あと、うちの園では年長さんがお米作りを体験して
いるので、そういう、脱穀した後のお米を見ていた
り……。あと、新しいものが入った時も、こうやっ
て載せています。ここらあたりも遊びであるという
のが保護者にはなかなか分かりづらいということも
あるので、こうやって遊びに関しても、大人が使う
遊びの意味には「遊び半分」という言い方があるよ
うに、いい加減な気持ちやふざけているという、少
し次元の低い捉えもされますが、子どもにとっては、
遊びはその子が全身全霊を傾けて取り組む、真剣そ
のもの。「シリアスプレーです」と、そのようなコメ
ントを時々付けています。この後にブワッと、その
日の保育写真が時系列でワッと流れていきます。最
後には、うちの定番の、最後の締めの言葉ですけれ
ども「じゃあ、またね」というのを入れて、このよ
うなかたちにしています。
園長発信だからこその意味というのを私は常々
思っていて、１つが保育者に対してですが、私が保
育を撮る時は、先生たちを写す場面が多いのですけ
れども、シャッターを切る瞬間というのは、「ああ、

いいな」と思う瞬間にシャッターを押すので、それ
が私の保育者への１つの、「あなた、ここがいいね」
ということのメッセージというか、サインになって
いると思っています。だから、ホームページにアッ
プされている写真には、「何とか先生のこんなところ
が素敵だ」「素敵な表情をしているね」「あなたの保
育はいいね」「こういうところは素敵だね」という思
いも込めて写真を撮って、ホームページに載せるよ
うにしています。こんな感じですね。先生たちは自
分の行っている保育の姿はなかなか見られないの
で、それを私が代わりに切り取って伝えていってあ
げたいと思っています。
あと、一見マイナスなことも子どもの育ちにとっ
て大切と思われる、例えば、泣いている姿やトラブ
ルの場面もできるだけ載せてみようかと思っていま
す。こんな感じですね。これは連続写真で、その当
時のホームページには連続写真で、意味合いについ
て載せています。これもちょっと、組写真で載せて、
この後、仲間が囲って年長の最後の、3学期の育ち
合いの部分で、自分たちで問題解決していくという
あたりも、トラブルを解決していくという部分で載
せています。
あと、11月 1日は、神奈川県では入園受付テスト
の日です。その日の保育も、保育というか、受付風
景も全て写真を撮ってアップしています。こんな、
入園テストの会場に入る時に親と子は別れて、その
後、ワッと泣いてひっくり返っている子。そんな写
真も、初っ端から載せています。そういったことで、
入園、4月を待たずにこうやって入園前の子たちで
も、どんどん写真を載せていくようにしています。
ホームページの写真の、その他の使い方として、
担任にとっては自分のクラスの保育しか見ることは
できません。他の学年のことや隣のクラスであって
も、どんな保育をしているのかというあたりが分か
りませんので、このホームページがあることで、お
互いのクラスの保育が分かり刺激しあうことにも
なっているかと思っています。
また、なかなか担任が自分の保育をしているとこ
ろを、撮れない場合もありますので、あとでご紹介
するポートフォリオ作りにもここで撮った写真が役
立ちます。
あと、やはり地域の人や社会に、いかに幼稚園保
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育の素晴らしさを伝えていけるかということで、こ
うやって道に面した掲示板があって、そこにこう
やって写真を、A1サイズですね。A1サイズまで伸
ばした写真を 2～ 3週間に 1回、取り替えるかたち
で掲示しています。こうやってちょっと、地域の人
にもお伝えしていきたいと思っています。
それから、とても大事なのが、いかに保護者の了
解を得るかということで、認定子ども園には重要事
項説明書ということが義務付けられています。入っ
ていただく前に、基本的な園の方針や決まりを保護
者にお伝えしているということですね。この中で、
「園児の写真だけではなくて、来園されたご家族、
保護者の写真も撮りますよ」ということをうちでは
謳っています。それをホームページに使うこと、あ
と、ポートフォリオにも使います。また、園内の掲
示板にも貼ります。さらに、研修会、研究会でも使
わせていただきます。そのようなことを前もって、
保護者に納得してもらってから入っていただくよう
にしています。ですので、お母さんたちの、園での
様子も撮って、それをどんどんとホームページに載
せるようにしています。
続いて、2 番目のポートフォリオです。これは、
担任の先生たちが作っているものです。これは、最
近、2016 年からそれまでの文字ベースの記録だった
のを止めまして、「クラス便りも、もういいか」とい
うことで、ポートフォリオ 1本にして伝えるような
かたちにしました。ポイントとしては、本当に先生
たちは日々忙しいので、できるだけ負担を少なくす
るということで、今まで行っていたもので、削れる
ものは削っていくということですね。そのためのノー
コンタクトタイプの確保、そういったことも実際に
作るための時間を確保してあげるということを配慮
しています。枚数としては、週に 2枚程度作ってい
こうということで行っています。効果としては、せっ
かく作ったものなので一石四鳥等、色々なところで
ポートフォリオを使っています。
また、作ったことに対して、それまで文字ベース
で書いていたものというのは、なかなかいない園長
の判子を捺して、ただ戻ってくるというだけだった
と思うのですけれども、反応が親や同僚や、子ども
からも返ってくるということで、先生たちにとって
もやり甲斐があるのではないかと思っています。そ

れで、ちょっと、１つのポートフォリオがどういう
風に使われているかということで、１つはクラスに
紙ベースで置いておいて、週に 2回程度は参観可能
な日がありますので、そうすると、いらっしゃった
お母さんたちがこうやって、ポートフォリオを実際
に手に取って見ている。または子どもたちが自由に
見ています。あと、個人面談の時には個人用のポー
トフォリオも特別に作るのではなくて、日々、作っ
ている中で、その子に挙げたいポートフォリオを個
人のポートフォリオの中に差し込んで、個人面談を
しながらそれを渡し、見せていくというかたちです。
実は、ホームページにもポートフォリオのページ

がありまして、それで全クラスのポートフォリオも
最新版にして挙げていくというかたちで利用してい
ます。あとは、造形展という作品展があるのですが、
その時にも、このポートフォリオがかなり活動のこ
とを記述したものが出てくるので、そういうものを
わざわざ書くのではなくて、今までポートフォリオ
で書いてきたものをそこで使っているということも
あります。
纏めてみると、誰に伝えるかということに関して

言えば、まずは自分自身の記録、振り返りとして使
うということです。1番は保護者に伝える。共感的
な眼差しということで、保護者にも、担任の保育に
対して、共感的な気持ちで見てもらえるようになっ
て、それが応援団に、つまりクラスや園の応援団に
なってくれたらいいと思っています。
あと、子どもに伝えるという意味もあります。子

どもたちもしょっちゅう、このポートフォリオを見
ていて、その時、子どもがそれを見ながら何を感じ
ているかというのを私自身、細かい点は分からない
部分もあるのですが……。あとは、同僚保育者に伝
えるということで、ポートフォリオ、写真だけでは
なくて、言葉化も。文字を添えますので、そういっ
たことでその先生のやる気によって、やはり使って
くる言葉等も違ってきますので、そういう同僚同士
の伝えあい、刺激しあいになってくると思っていま
す。
見学に来た学生さんや実習生の人たちにも見ても

らっていて、あと、研究会等でタイの先生たちもお
互いに見あう、園に来られた時にそれを使っている、
そういうスタイルですね。
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あと、ポートフォリオを作る時に、どんなことを
心掛けてほしいかということで、これは今日、ご欠
席の中坪先生が書かれている、マーガレット・カー
先生の視点等も入れながら、子どもがチャレンジし
ているところ、気持ちを表現しているところ、役割
を果たそうとしているところ。そんなところを、「そ
ういうところに入れていくといいよね」というふう
には言っています。例えば、こういう何か物を作る
という、くじ引きを作る時に出来映えを見るのでは
なくて、この工作をする姿を是非、見ていってくだ
さいということで、ポートフォリオを作ってくれて
います。子どもの育ちを共有するための貴重な、う
ちの園にとっては大事なポートフォリオになってい
ると思っています。こうやって乳児も本当に、広げ
ていると見ている。
個人のファイルについてご説明しますと、その学

期の中でその子が 1番、その子が「いいな」と、担
任から見て「いいな」と思う部分のポートフォリオ
を 1枚、個人用のポートフォリオに入れます。それ
を学期の最後に家に持って帰って、お家の方が右側
の部分にコメントを書いて、また園に戻してもらう。
そういうかたちで個人用のポートフォリオを個人
ファイルに使っています。これが左側のページだと
すると、右の方に家庭から、主にお母さんが書いて
くださることが多いですけれども、こうやって、お
父さん、お母さん、お姉ちゃん、お祖母ちゃん、み
んながこう少しずつ書いてくれることもあります。
それを卒業式の時に子どもに渡すのです。年少から
入った子だと 3× 3で 9 枚のポートフォリオをバイ
ンダーに入れて、園からも家庭からも愛された証と
して子どもたちにプレゼントする、そんなかたちの
活用の仕方をしています。先程、いかに効率良くと
いうことをお話ししたのですが、うちはこういうア
イテムでしています。iPadとOLYMPUSのTough、
結構頑丈なカメラで写真を撮って。それで、iPad 上
のアプリで画像を配置して、印刷後に手書きで先生
がコメントを書いて、それをスキャンして残してい
る。そんなかたちでポートフォリオを作っています。
3番の、副園長発信の宮前ブログ、私の息子がし

ているのですけれども、これはちょっと時間がない
ので飛ばしますので、見ておいてください。
あと、乳児は一人一人の保育計画等を作る時に、

こういう、先生が撮った写真も利用しています。
あと、実習生の関係でも結構、変化があって。実
習生にカメラを持ってもらっているのです。それを
終了後に担任と見ながら振り返りをしています。こ
れは大妻女子大学の岡先生から、「こういうやり方も
ありますよ」ということで、教えていただいたやり
方です。保育記録の書き方も、そうすると、担任と
実習生が結構、同じレベルで話ができていくという
ことがあって。これも実習生が作ったポートフォリ
オも、こういうかたちであります。これは実践学会
で発表した時のものです。
以上です。ありがとうございました。
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話題提供　馬場耕一郎先生

社会福祉法人友愛福祉会
おおわだ保育園理事長

砂上：それでは、馬場先生、お願いします。
馬場：はい、皆さん、こんにちは。私は大阪のおお
わだ保育園から参りました、馬場と申します。どう
ぞ宜しくお願い致します。
おおわだ保育園、門真市というパナソニックの本
社がある所でして、大阪市内より電車で約 20 分の、
住宅地の中にございます。特徴は園庭の真ん中に砂
場がありまして、この間丁度稲刈りが終わったので
すけれども田圃があり、手狭な園庭で、色々とご
ちゃごちゃしているけれども、こういった汽車等が
可動式になっておりまして、季節に応じて、発達に
応じて、遊びに応じて、大体 1ヵ月に 1回ぐらいレ
イアウトを変えて、子どもたちの遊びにハード面を
合わせていく、そんな工夫をしております。またこ
ういったトンネルがありまして、死角を作っており
ます。今、一般的に保育現場で死角というと、「何と
酷い」と思われるかもわからないですけれども、保
育者側からすると、角度を変えれば丸見え。私は
「見える死角」と呼んでいるのですけれども、子ども
たちはここに隠れて、ひそひそ話や、まぁちょっと
悲しいことや辛いこと、思い通りにならなかった時
にこういった中に入ってリセットしている、そんな
場を提供しております。それでまず、ちょっと先生
方、聞いたばかりですので作業を入れたいと思って
おります。私の指示に従ってちょっと書いてくださ
いということで、三角形をちょっと書いていただけ
ますか？　はい、三角形。三角形、書かれましたか。
はい、次、アルファベットの「T」を書いてくださ
い。アルファベットのTと三角形を書いて、できま
したでしょうか。はい、隣の先生のを、ちょっと、
ちらっと、ちら見してください。Tですよ、T。
「B」？　すみません、私の発音が悪くて。はい、三
角形、こんな三角形を私は描いていただきたかった

です、「B」じゃなくて、「T」ですね。あの、やりま
しょうか？「T！」です。全然できていなかったで
すね。すみません、僕、ここが東大ということを忘
れておりました。はい、私、これを描いていただき
たかったのです。同じのを描いていただいた先生は
いらっしゃいますでしょうか。誰もいない、誰も私
の指示を、はい、もう先生、こういう状態ですか？　
うっかりして。最近、これすら笑いが取れなくなっ
てきて。因みにこれは、うっかりハチベエと言うの
ですけどね。はい、勉強ばかりしていると、分から
ないのです。
はい、もう１つ、ここの課題で見えてくるものと
いうことで、まぁ、園が考えていることが全てでは
ないという。園が考える三角形、園が考える「T」
は全てではない。先生たちが違った捉え方をしたと
いうところが見えてきて、園の考え方には個性があ
るというところがあるのではないでしょうか。要は、
保護者との間にずれが生じていると思います、そし
て、保護者は園の話を理解しているとは限らないと。
私がこれに気付いたのは、つい最近でございます。
ずっと保護者は理解してもらっているものだと思っ
ていましたけれども、やはり保護者との間にも微妙
なずれがある、生じているということです。
はい、ちょっと隣の先生の顔色を窺ってください。
ああ、同じ気持ちだ。はい、じゃあ、もう１つ、先
生に質問します。御三家と言えば、何でしょうか。
これですか？　やはり、こちらの世代ですか？　あ
あ、ここね、東京大学ですから。御三家と言えば、
やはりこちらですよね。ああー、そもそも今、こん
なに盛り上がっているのに、何が面白いのですか、
さっぱり分からないと言う方もいらっしゃると思い
ます。「えーっと、私の御三家は田原俊彦、近藤真
彦、野村義男」。それは御三家とは申しません。そ
れは、たのきんトリオと言うのです。そんなことは
どうでもいいですけれども。はい、ここで、見えて
くるのは認識のずれと言葉のずれがあるということ。
このずれを理解した上でないと、保護者、地域との
間で誤解が生じるのではないかと。幾ら情報発信し
ても、徳川家の御三家だと思って発信してみても、
保護者ウケの見方としては「ずっと郷ひろみのこと
だと思っていた」という。そういったずれというの
が最初は少しのずれかも分からないですけれども、
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それが年を重ねるにつれて、誤解が生じてしまって
いるのではないかと。そういったことを踏まえて、
じゃあ、いかに保護者に情報を発信していくかとい
うことが私は大切だと思っていて、毎年、うちの保
育者に言っているのは、この誤解が生じる、これは
もう仕方ないことだと。なので、いかに認識のずれ
を埋めていくか。言葉のずれというのを理解した上
で、丁寧に、また定期的にその言葉の意味というの
を説明していくかということを職員研修等で話をし
ております。まぁ、先生の気持ちはこうですよね。
私には荷が重すぎるわ。それでまぁ、誤解を生じな
いためにどうしたらいいかということで、保育内容
の見える化ということで、やはり言葉では伝わりに
くい部分というのがあると思います。それで、保育
士の頑張り、凄く頑張って、一生懸命、心を込めて
書いているのですけれども、文章や言葉ではなかな
か伝わらない。頑張っているのです。手を抜いてい
る訳ではない。でも、なかなか伝わっていないとい
うのがありました。１つに、子どもの目線というと
ころ。子どもの目線に立ってというところで意識し
ていますけれども、「じゃあ、子どもの目線、最後に
立ったのはいつ？」と私が質問した時に、全てのう
ちの保育者が下を向いたのです。「あれ？」と。い
や、言葉としては、考え方としては、ポリシーとし
ては分かっていますけれども、いつ子どもの目線に
立ったのかな。よく覚えていないというのがありま
したので、おおわだ保育園では毎月１日、子どもの
目線になる日というのを設けております。もう行事
予定の中で、事務所にある行事予定の中で、「1日、
子どもの目線になる日！」と、もう貼ってあるので
す。それで実際にこういった子どもの目線になって、
自分とのずれ、「ああ、実際にこういう位置が子ども
の目線なのか、子どもたちはこういった角度で園庭
を、保育室を、また、保育者を見ているのだな」と
いうことを確認しています。子どもの目線になって
接している筈が、1ヵ月経つと、大人の目線、大人
の感覚になってしまっている。そういったずれとい
うのを修正するのが毎月１日の「子どもの目線の日」
でございます。そういったことを踏まえて、ブログ
での情報提供というのを行っております。2004 年か
ら毎日、保育園がある日、情報発信しているのです
けれども、これはもうパスワードを設けておりませ

ん。全ての方に見ていただけます。ですので、先生、
今、私の話、もうこれ以上面白いところはありませ
んので、ブログを見ていただいて結構ですので、は
い。
それで、注目していただきたいのは、ここがポイ

ントということで、更新時間というところ。更新時
間というのがおおわだ保育園で意識しているところ
でございます。どんなところか。ちょっと先生に今
日、せっかく休みの日、祝日ですので、とっておき
の情報をお教えしたいと思います。ラグビーワール
ドカップ決勝トーナメント、日本チーム、出たので
す。これ、とっておきの情報です。そう！　決勝
トーナメントに出た。あともう１つ、ここだけの情
報ですけど、旭化成の株価、上がりました。これ、
とっておきの情報です。はい、いかがでしょうか。
先生、失笑ですよね、はい。同じ情報であってもタ
イミングによって価値が変わるということです。こ
れが例えば、1ヵ月前、「旭化成の株、上がりますよ」
と言ったら、先生は大儲けでしたよね。でも、もう
今、聞いたところで、「はぁ？」という感じです。で
すので、情報発信するタイミングによって保護者の
捉え方にも違いが起きるのではないでしょうか。肝
心なのは、はい、これですよね。鮮度が命なのです。
と言うのが、メールでの本日の様子です。以前は、
全ての園児にその日にあったことを連絡帳で書いて
おりましたけれども、0、1、2 歳では個人的なこと
を省略したかたちで書いております。3、4、5 歳で
は、特にこの本日の様子というところで、メール発
信しております。以前は掲示しておりましたけれど
も、メールで発信することによって、いつでもどこ
でも読むことができるということで、プリント掲示
からスマホの対応に変えております。内容が同じで
あっても、特にうちの園の保護者は携帯から読む情
報をかなり理解していただいていますけれども、プ
リントを配っても、配ったしりからどこか行方不明
になってしまっている。はい、それで、お迎えの時
までに送信しております。大体、お迎えは 16 時半
からですので、15時ぐらいまでには本日の様子とい
うのを発信しております。何故か。お迎えの際の保
護者の対応に差が出てきております。それは、子ど
もの理解というところ。
あともう１つは、毎日、メールで発信しておりま
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すので、防災対応の観点からも有効ということで、
定期的にメールを発信していないと保護者はよく
メールアドレスを変えられますので、肝心な時に情
報が届かないというのがありますので、メンテナン
スの意味でも毎日発信していると。それで、アドレ
スが変わったことを教えてくださる保護者、極々一
部で、「ああ、変えたの、伝えるのを忘れていまし
た」というのがありますけれども、毎日発信するこ
とで、アドレスが届かなかった場合、すぐに特定す
ることができますので、そういった意味でも、有効
的ではないかと。今の時代はいつ起こるか分からな
い、今までの常識が通用しない自然災害が相次いで
いますので、そういった観点からも有効かというふ
うに考えております。
鮮度の良い情報提供を行うということで、保育者

の負担が掛かるということが想定されますので、以
前はクラス便りを月に 1回発行しておりましたけれ
ども、まぁ、今風の言い方で言うと、「いたしませ
ん」。分かる方には分かるフレーズでしたね。はい、
こういったことを行うことによって、業務負担の軽
減というのも実行しております。
あともう１つ、3歳から 5歳児の連絡帳での伝達

というのも、これも特記事項以外はいたしませんと
いうことで、情報発信、リアルタイムにどんどん
行っていく、そういった仕事が増える代わりに、ク
ラス便りや 3、4、5歳児の連絡帳伝達をやめるとい
う業務負担軽減を行っております。これをセットで
行うことによって、現在も各クラスが毎日情報発信
を行うことができているのではないか、そのように
考えております。
あと、鮮度の良い情報提供を行うと、どういった
効果があるか。１つはお迎えの時ですね。共感が生
まれるのではないかと思っております。子どもたち、
「今日、こんなことをして遊んだ！」「ねぇ、今日、
お散歩に行った！」「泥団子、作った！」「絵を描い
た！」と色々なことを話してくれると思うのですけ
れども、保護者、特に新入園児の方、「何を言って
いるのか分からない」「どんなことを示しているか、
分からない」。子どもが一生懸命、今日の様子、自
転車に乗りながら、歩きながら話しているにもかか
わらず、「ああ、そう」「ああ、良かったね」という
ような、そんなリアクションをしてしまう。それで

私、このブログで子どもたちがお迎えに来るまでの
間に発信して。大体、移動中に見られたり、また
メールで今日の様子というのをイメージしたりして
お迎えに来ると、共感、「ああーっ、あのことか」
「こんなふうにして遊んだんだ」「こういう場面か」
というところ、そこで保護者の対応、また、保護者
の質問、そういったことも変わってくるのではない
かと思っております。
さらに、日中、お昼過ぎぐらいにブログ等を更新

しておりますので、仕事しながら、「うちの子は元気
で過ごしているのかな」、そんな心配の方もいらっ
しゃると思います。この、「元気で過ごしているの？」
ということから、育児不安を防いでいるのではない
かと思っております。何をしているか分からない、
元気かどうか分からない。そんな不安が積み重なっ
ていくと、不満に変わっていくのではないか。この
育児の不安というのは、イライラしたり、精神的に
も不安定になったりというところで不適切な養育の
方に繫がってしまう恐れがある。でも、昼休みの休
憩やちょっとトイレに行った時にブログを見て、「あ
あ、うちの子ども、元気にしているな」「今日、こん
な風にして遊んでいたんだ」という情報を提供する
ことによって、育児不安を防ぐ。「頑張って仕事しよ
う」ということで、気持ちが子どもの方から仕事の
方へ集中できるようになるのではないか。そのよう
に考えております。現在の子どもの姿を伝えること
によって、やはり安心というところに繫がるのでは
ないかと思っております。やはりこの、共感してい
ただくというところが大切だと思っております。そ
れで、鮮度の良い情報提供を行うことの効果という
ことで、園から発信する情報に対しまして、興味関
心が高まるという風に考えております。園の発信す
る情報にも理解を示していただくと。この、興味関
心を示す１つの指標として、ブログのアクセス数が
あると思うのですけれども、1日平均 900ip。ですか
ら、在園児数でいくと 191 名ですけれども、家庭数
でいくと今 123 です。保護者は両親がいるとは限り
ません。お祖父ちゃんお祖母ちゃんを入れたとして
も、どなたに見ていただいているのだろうというく
らい、毎日、アクセス数が多い。ブログランキング
でも結構いいところで、300 万台ぐらい、芸能人や
そんなブログの中で 200 万台、300 万台くらいを、
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うろついているということです。それで、更新をど
んどんしておりますので、ついつい、もうルーティー
ンになってしまって、インスタを見る、芸能人の海
老蔵の次におおわだ保育園を見るくらい。もう本当
にそんな感じになっております。それでやはり、そ
れくらいになると、興味関心というところ。向こう
から見に来ていただこうと。こちらが、「見てくださ
い」じゃなくて、向こうから日常の、もう、昼間の
ルーティーンに、会社の中の、この時間帯でこうい
う風に見るという風に、4歳児、5歳児の保護者は
ずっと見られるようになっているということも保護
者から聞いております。それでやはり、関心を持っ
ていただいて、理解していただくと、園の発信する
情報に聞く耳を持っていただける。これ、昭和の時
代は、保護者は先生の言うことは必ず聞く耳を持っ
ていただいていましたけれども、そもそも今、聞く
耳すら持っていただいていないというところがあり
ますので、聞く耳を持っていただくというのは大変
有難いと考えております。やはりこれが、私はコミュ
ニケーションのスタートラインではないかと。この
興味、関心を高めていただいて、そして理解してい
ただいて、その上に聞く耳を持っていただくという
ところをスタートラインにしていかないと、やはり
保護者との信頼関係、地域との関係というのは築け
ないのではないかと考えております。
また、地域の方々も、園の様子を知ることができ
るということで、理解、安心に繫がる。騒音等、そ
ういったこともなく、「こんなことをしたのですね」
と、地域の方、ご近所の方も日常会話の中で、お掃
除している中で見ていただく。「ああ、お隣さんもブ
ログを見られているんだ」ということも感じること
ができております。工夫のポイントですけれども、
やはり鮮度というところになってくるのではないか
と思っております。やはりこの鮮度をいかに保って
いくか。鮮度をいつもいつも維持していくというと
ころが、おおわだ保育園では気を付けているところ
でございます。どういったかたちで発信していくか
ということで、今回の保育所保育指針、幼稚園教育
要領認定子ども園の育みたい資質、能力。この視点
を持って今、情報発信をしていっております。日誌
や保護者への連絡のところで、この語尾に、育みた
い資質、能力で使われる言葉を用いて、発信するよ

うに心掛けるように、最近ではしております。それ
で結果として、アウトプットのところで、この、育
みたい資質、能力というところを踏まえて行うとい
うところで、１つ、子どもたちを捉える視点という
のが一定になってきたというところ。そして、どの
保育者であっても、見る視点というのが違いますけ
れども、同じ尺度で、色々な保育者の関連で捉える
ことによって、子どもの成長というところが、あり
とあらゆる角度で情報共有ができるようになりつつ
あります。これはまだまだ今、情報として貯めてい
るところで、そういったポイントで日誌、記録、情
報発信を行うというところ、取り組み出したところ
ですので、今後、保育者の成長というのをしっかり
と見守ってまいりたいと思っております。
はい、以上でおおわだ保育園の情報提供でござい

ました。ご清聴ありがとうございました。
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各グループディスカッション内容紹介
～参加者同士で意見交換し共に
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～ 5人ずつのグループに分かれ、自園
の現状や課題等活発にディスカッションし、そこか
ら見えてきたより良い解決策を付箋に書き出し、共
通認識として「見える化」した。

砂上：まずは書いていただいた付箋をご紹介しなが
ら、この後の議論のポイントになるところを挙げた
いと思います。例えば、ＳＮＳ等に関するところで
は、園や先生のスキルや、人員によって活用度が異
なるというところがあります。これについて、是非
先程の登壇者の先生にこの後お話ししていただきた
いと思います。これに限らず、個人というよりは園
としての発信というところもありますので、職員間
での共有、スキルの伝承というところもお話をいた
だければと思います。それから、保育中に起こった
事故や怪我は口頭のやりとりで、というように使い
分けしていると書いてあります。さらに、LINE で
すね。今の時代、LINE なしではというところがあ
り、クラス LINEというのも書いてあります。この
後、登壇いただく先生の園でも、アプリを導入して
いるというお話もありました。是非、アプリについ
て、今後アプリを導入する場合の認識等も含めてお
聞かせいただければと思います。また、お便りは消
えて欲しくないと書いているグループもあります。
園としてどのようなコミュニケーションツールを残
したいかということも考えていけたらと思います。
そして、個性が大事、見せ方の工夫等も書かれてい
ます。各園で園便りにも個性が出ますが、様々なメ
ディアを使うことでの園の個性が出てきて、そこに
園の価値観がより表れてくると思います。それか
ら、保護者とのずれを埋められるよう、保護者に伝
わる言葉遣いをしたいと書かれています。保護者へ
の伝わり方や、保護者の保育講演会への参加等も観
点になろうかと思います。他にも、メディアの使い

分けの話が出ていますけれど、本当に子どもの活動
を共有する上で必要なものなのかということもあり
ますね。園側が鮮度を持って情報を伝えることに
よって、保護者が子どもから直接話を聞く際の驚き
が減ってきているのではないか等というご意見もあ
りました。本当にたくさんのご意見があり、各グ
ループで活発に討議いただいたのが分かりました。
ご討議いただいた内容を、我々も調査、研究の材料
として活かしていけると大変ありがたいと思ってお
ります。本当にありがとうございました。
それでは、今、各グループでの討議内容を踏ま
え、登壇者の先生、そして秋田先生に前に出てきて
いただいて、議論を深めたいと思います。またこの
後、フロアからも是非質問や、うちの園ではこうい
う工夫をしている、こういう課題があるというのを
出していただいて、登壇者の先生と議論を進めたい
と思います。
それでは、加藤先生、亀ヶ谷先生、馬場先生、秋
田先生よろしくお願いします。
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総合討論
加藤篤彦・亀ヶ谷忠宏・馬場耕
一郎・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
加藤篤彦先生、亀ヶ谷忠宏先生、馬場耕一郎先生
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。

砂上：ここまでの本日第二部の内容も踏まえつつ、
フロアディスカッションでの意見や、フロアディス
カッションを先生方が見て回った際に、各先生がお
感じになったところをほんの短い時間でいいので、
お聞かせいただきたいと思います。では、加藤先生
お願いします。
加藤：今、LINEのところの話にあったのですけど、
そのアプリやシステムの特性というのがあって、本
園は複数のアプリを経験しているのです。それで、
最初は担任と保護者が直に繫がりあって、いわゆる
お便り帳をクラウド化したような製品を使いまし
た。大きな人数がいる幼稚園でそれをすると、クラ
スの担任が 20 人、30 人と繫がっていくというのは
とても難しいことが分かりました。幼稚園という仕
組みでは、こちらからの発信を中心にした方が使い
やすいです。また、保護者からのリターンは、先程
のスライドにあったようにメールの束で集録されて
いく方が使いやすかったです。それから本園では、
LINE は使っていないのです。書き込んだものがす
ぐには消えないので、個人の情報を個人でやり取り
している分にはいいのですけど、みんなが見えてい
るところで、その時の気持ちだけで書いたことや、
書き損じも伝わってしまうので、多くの方が見てい
る場では、難しい課題があると思います。
それから Facebook は、興味はありましたが、も

しも自由に書き込みができた時に、ネガティブな書
き込みを園長の責任でどこまで対応できるのだとい
うようなこともあって、使いませんでした。ですか
ら、実際にそのアプリのシステムを、何をどう選択

していくかというのは、一園一園、色々な立場でお
考えになるということかと思いました。
砂上：それでは、亀ヶ谷先生、お願いします。
亀ヶ谷：はい。うちではこのWeb サイトやホーム
ページを使っていて問題になることはあまり、今ま
でなかったのですけれども、やはり、対個々の保護
者との関係性の中で、一般的には少しトラブルにな
ることがあるようなので、最終的にはそこの対話や
口頭で、どう伝えていくかというのは、やはり園と
しても保育者にとっても、凄く重要なことだと思っ
ています。
馬場：はい。色々と回っていますと、早速、おおわ
だ保育園のブログを見ていただいた先生からの質問
で、「開脚とは何ですか」というのがあったのです。
当然、保育なので、情報公開、どんどん情報発信し
ています。でも、私は何か見て、疑問に残る、「こ
れ、何かな」という仕掛けが１つ、開脚なのです。
子どもたちの様子を伝えるところ、何故に保育者が
そんなに開脚しているのか。それで皆さん、その興
味関心を解決するためにまた見ていただく。そんな
仕掛けですけれども、それでまた、今日みたいに初
めて見られた時に、会話のきっかけになれば、自然
な会話ができない場合も、やはり想定されますの
で、そんな時に、「ところで」という会話の糸口と
いうのを１つ、仕掛けとして作っております。それ
で、種明かしをしますと、あれは保育士の腰痛予
防。職業病と言われている腰痛をいかに防ぐかとい
うのがテーマとしてありました。それで、仕事終わ
りや仕事始めにストレッチをすると、腰痛を防げ
る。でも、私の指示、なかなか聞いてくれなかった
のです。「やっといた方がいいよ」「やらないと腰痛
になるよ」。善意であっても、「いや、時間がない」。
そこで、「どうしたらチェック機能が果たせるかな」
「じゃあ、ブログに載せれば、保護者も子どもも見
てくれる」。載っていないと、「先生、そこ、おった
ろ」と言われる。まぁ、そういったところで、先生
も頑張っているところという仕掛けを作りまして、
毎日、開脚しております。お蔭で、あれを行ってか
ら、ぎっくり腰になる職員、０のままなのです。は
い。先生も腰痛をお持ちだと思います。是非、開脚
をしていただけたらと思っております。
砂上：ありがとうございます。今、先生方には「種
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明かし」をしていただきましたが、秋田先生、今の
フロアディスカッションからの流れも踏まえて、お
願いします。
秋田：ありがとうございます。本当に面白いご報告
です。デジタルメディアを使い尽くしている 3 園
だったのですけれども、皆さん、私立と民営です。
今日は、公立の先生もお越しでありまして、そうい
う場合には多分単独の園では入れられないけれど
も、自治体等で一斉に入れていくというような形も
あり期待しています。どのような形がよいのか、最
初に加藤先生が言われたように、一斉配信型、
LINE じゃないですけど、一斉配信型はとても便利
だろうけど、やはり個別に何か伺う時は、口頭が大
事なのかとは思います。メールはとても業務が増え
てしまって、もっと保育の方に関わりたいというこ
とがあるので、そのあたりがこれから考えていく必
要があるでしょう。加藤先生が「２つのアプリ」と
おっしゃっていましたが、保育所向けのものと、そ
れから比較的幼稚園向け対応のアプリがよく使われ
ている訳です。アプリは一度入れると、もう抜けら
れないという側面もある訳ですよね。どこの業者さ
んで、どのようにという関係が含まれます。そうい
う意味で、ある種、最初にアプリを選ばれた時はと
ても慎重である必要があるだろうと思っています。
どういう判断でなさったのか等、ちょっと後で、時
間があれば伺ってみたいと、お三方には思うところ
であります。
砂上：ありがとうございます。今、秋田先生からも
3園の様々な新しい動向、アプリの導入経緯も伺っ
てみたいというお話がありました。園のコミュニ
ケーションシステムには、園の特色、園の規模、公
立か私立か、幼稚園か子ども園か保育園か、という
ことも関連すると思います。特に職員の勤務時間が
関わりますよね。保育時間だけでなくて、勤務時間
等にも関わると思います。では、ここからは本日ご
参加くださったフロアの先生方から、ご自分が関
わっておられる園のこと等や、これまでの発表への
ご感想、このお三方の先生にお聞きしたいことをお
出しいただければと思います。例えば、さきほど、
あのような写真があったけど、あれはどうやって撮
影しているのか等、お気付きの点も含めて、ご自由
に出していただいて、議論を深めたいと思います。

本当にご自由に、お願い致します。如何でしょう
か。
はい。差し支えなかったら、自園のこと等もご紹
介していただければと思います。
参加者 A：本日は、セミナーに参加させていただ
き、ありがとうございます。３園の代表をされてい
る、３園の園長のお話を聞き、プレゼンを見まし
て、感じたのは、ICT を効果的に使って、保護者
とのコミュニケーションツールとして上手く活用し
ているということです。お話の中にもありましたけ
れども、保護者だけではなくて、地域の人にもそう
いう情報発信をしているということで、大変参考に
なりました。ただ、私、ちょっと疑問に思ったの
が、その ICT を活用することで、保育の質と言う
か、本来、子どもの発達を支えるものとして、その
ICT が先に来てしまって、その質の低下に繫がら
ないのかという、そこが、ちょっと疑問がありまし
て。どうしてそういう風に思ったかと言うと、今、
２園に勤めていまして、ちょうど対照的なのです。
昔ながらの、本当にアナログ式の保育園と、もう１
つは企業型の、アプリを使ってリアルタイムに保護
者に情報発信している。園便りも全てそれで賄って
いる園でありまして。対照的な園があるのですけ
ど、それぞれにいいところ、悪いところもあるよう
な気がして。さきほどのディスカッションの中で、
私たちのグループの先生にそのことをちょっと問い
掛けたら、「うちの園では大体、余剰教員がかなり
いるので、保育の質の低下にはならない」という皆
さんのご意見だったのですけれども、その辺のとこ
ろ、園長にお伺いしたいと思います。よろしくお願
いします
秋田：子どもと向きあう時間を長くしたいと言う園
も多々あります。この頃、病院に行っても、患者の
顔を見るよりもカルテをパソコンで見ている時間の
方が長くなり、患者が診てもらっている感はなく
なっている、でも情報とデータは分析されるという
ことにも繫がる近代的な問題も確かに含んでいると
思います。どなたからでもお話をお願いできると思
います。
加藤：保育は人と人の向かいあいなので、保育中で
のコミュニケーションとして、それは、ICT とは
関係ない話だと思っているのです。ICT は保育記
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録を支援するために、昔だったら、例えば幼児理解
をするためにその時の子どもとの状況をメモに書い
ていた。付箋に書いて黒板に貼っておいて、後で
持って帰って、それをきっかけとして自分の保育を
振り返る。でも今は、カメラも小さくなって、ピン
トも合って、露出も考えなくてもいい。それこそ、
カメラは（ファインダーを覗いて）撮るものではな
くて、さっきの子ども目線じゃないですけど、子ど
もの目の高さや人の下にポンと置いてパッとして、
すぐポケットに入れられる。吊り下げて携帯してい
られる。それを保育が終わった後に職員室に来て、
それを使いながら振り返っていくという風にする
と、まさにそれも園内研修の材料になって、その画
像に示されている情報量はとても多いので、メモで
「何とかちゃんの何」と書いてあったりしているな
かから、振り返っていったりするより遥かに饒舌に
写真は語ります。それを使うと結果的に幼児理解を
する視点は何かが自覚化できます。今や秋田先生の
取り組みのひとつでは、アイトラッカー等の活用を
研究していらっしゃる訳で。新人はどこを見てい
て、ベテランはどこを見ているのかというのが全部
データで見えてくると、「ああ、ここを見ればいい
のか」というのが若い人でも分かってくるようにな
ると思います。「私をまねして」と言われたものの、
どこを見ているのか分からないままいるより、よっ
ぽどきちんと学ぶステップが理解できるかなと。そ
ういった意味では、私は ICT で画像を使った子ど
もの振り返りや情報の共有というのはとても有効だ
と思っています。
砂上：亀ヶ谷先生、お願いします。
亀ヶ谷：はい、私が気を付けないといけないと思っ
ているのは、園のシステムとして安心というのは、
凄くいいと思うのですけれども、そういう場合はや
はり、保育の中に少し入ってきている部分として
ちょっと、「あれ？」と思うところはあります。年
長では、やはり対応しながら色々な課題を見付けな
がら、子どもたち、先生たちと保育を作っていくと
いうか、課題を解決していく時に、結構子どもは家
でお父さん、お母さんとインターネットでパッと検
索して、それで「こんなのが出てきたよ」と印刷し
て持ってきて。「はい、解答」という感じで。本来、
もうちょっとしっかりと段階を踏んでいってほしい

保育のプロセスが、家庭に持っていかれるとそれが
ポンと簡単に出てきてしまうという、そういうもの
が子どもの中に浸透してしまうと、ちょっと嫌だな
と思いながらしています。
馬場：はい、ICT ですが、私は包丁と同じと思っ
ておりまして、使う人間によって凶器にもなれば、
便利な物にもなる。どういった意識を持って使うか
というところに尽きると思っております。それで、
よく誤解されているのが、ICT を入れると業務が
効率化する。それぞれの年齢にいかにカスタマイズ
させるか、園の実情に合わせた使い方というのをい
かに見出すかというところがポイントだと思ってお
ります。それで、うちの園で言うと、鮮度を保つた
めにどのタイミングで時間を作るかという課題があ
るのですけれども、まず、隙間時間というのを活用
する。そのためには、みんなが協力しあわないとい
けないということで、今、気を付けているのが辞令
交付の時に以前は、「５歳児の担任」、「あなたは３
歳児の担任」という出し方だったのが、まずは、
「おおわだ保育園全員の担任ですよ」と。それで子
どもたちにも、まず、「みんなの担任の先生は前に
並んでいる人、全員です。困ったことがあれば、い
つでも誰でも頼っていくように」という風に伝えて
います。そういった垣根を取ることによって、隣の
クラスのちょっとした時間を、「みておいてあげる
よ」「片付けを一緒にしておいてあげるよ」という
かたちで隙間時間、5分、10 分というのを日中に生
み出していきまして、その時間に更新するようにし
ております。これは、ICT に限らず、チームでい
かに支えていくかというところだと思います。その
ためには、ノーコンタクトタイム、そういった時間
や夕方のサイレントタイム、5時から 5時 15 分は、
私であっても、基本、事務作業をしている職員に
は、延長保育担当以外は話し掛けないでねと。そう
いった掲示もしておりまして、そういった時間に纏
めて仕事に当たると。15 分集中すると、結構作業
をこなせると思うのです。それで、保護者も担当、
窓口対応、延長保育担当以外はその時間はちょっと
話し掛けるのは避けてくださいという、そんな取り
組みも行っております。
砂上：ありがとうございました。今のように、各園
の園長先生のお答えもありましたが、更にそれと関
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連しつつ、また違う切り口で質問等あればお出しく
ださい。如何でしょうか。はい、お願いします。
参加者B：養成校の教員をしております。本日はあ
りがとうございます。こちらの、コミュニケーショ
ンシステムの工夫ということで、今回、ありまし
て、どのように伝えるかという時に、やはり保育の
遊びを中心とした保育の伝える難しさというところ
で、ポートフォリオやドキュメンテーションを活用
されているというお話がありましたが、私も保育者
をしておりまして、やはり作る、作って伝えられる
嬉しさはあるのですが、やはり大変さというのも同
時にありまして、そこで一石四鳥というお話が出て
きていたと思うのですけれども、それを造形展に使
うという可能性はありつつ、例えば日誌や保幼小連
携という小学校に伝える要録みたいなところに使っ
ていける可能性は、先生の中でどうお感じになって
いるのでしょうか。或いは自治体の中で、例えばそ
れを受け入れる所もあるのか、日本全体に関わって
いらっしゃる先生と思うので、そういうところも議
論がもしもありましたら、お伺いしたいです。
砂上：ありがとうございます。ポートフォリオ、遊
びの記録、遊びをどう伝えるかという観点もありま
すね。それらの活用ということで、ちょうど、指導
要録の話もありました。園の保育記録の中のポート
フォリオの位置付けや、あと、指導要録との関連、
日誌等との関連もお話を頂ければと思います。
加藤：本園は週日案の様式ですが、画像データをそ
の中にも入れてもよいことになっていて、そこから
ポートフォリオに抜き出してもいい。その画像を通
しながら、幼児理解の言葉を入れていく訳です。そ
ういうものの蓄積が、指導要録です。それをまとめ
るだけになります。今までそれがない時は、「各自、
子どもの保育記録はノートに取っておいてくださ
い」という約束になっていても、それがどれだけ取
れているのか、お互いに分からない、お互いに見せ
あってそれで学ぶという経験もなかった。でも、一
旦そういうシステムの中で記録を入れたり出したり
していると、それが貯まってくるのです。またテ
ファリキの視点等幼児理解の指標はいっぱいありま
すよね。色々な視点をうちはカードにして、記録を
まとめる際の参考にしています。
砂上：亀ヶ谷先生、お願いします。

亀ヶ谷：はい、さきほどもちょっと言ったのです
が、うちがポートフォリオを始めるに当たっては、
先生たちにまず、始める時に凄く、「きっと反対さ
れるだろうな」ということがあったので、うちの副
園長、息子が、まずは息子が担任の先生たちのいい
ところをポートフォリオにして作って、その先生に
渡していたのです。それで、先生たちも来て、賛成
しだしたというあたりも、何か作戦としてはあっ
た。後は、やはり止めるものも必要だったので、ク
ラス便りは止めました。あと、出席ノートにコメン
トを書く欄も、毎月書いたのを、それも止めて、
ポートフォリオ１本にしたというかたちがありま
す。
馬場：はい。日誌は書いているのですけれども、必
要最小限にしています。あと、保育記録という、記
録というかたちで写真を活用しまして、それをプリ
ントアウトして、そこに直接書き込んでそれを記録
として、併用ですけれども、そういったところで活
用しております。要録ですけれども、まだ画像が入
れられておりません。まぁ、小学校との、まだまだ
調整と言うか、受け手側の理解が、なかなか難しい
ですけれども、交流会では画像を使って説明を行う
ようにしております。小学校の先生にちょっと訊い
てみたのです。そうすると、「いや、貰っても、子
どもの肖像権や色々な問題で、貰っても困るので
す」ということを実際に言われておりましたので、
そういったところは、時間を掛けて対応していきた
いと考えております。
砂上：ありがとうございました。それでは、他にい
かがでしょうか。はい。
秋田：幼小連携を長く経験してこられた校長先生が
おられるので、要録に関して、もしも何か、「こん
な記録でもあるといい」というお話があったら、頂
けたらと思います。
参加者C：御指名を頂きました Cと申します。小
学校の校長を 4 年前までしていたのですけれど、
今、ポートフォリオのお話で、小学校の方として、
受け手の側ですけれど、どういう情報を頂くことが
その子どもにとって学習、または生活に活かされる
かという点がとても大事な点ではないかと思いま
す。そういう意味では、保育園や幼稚園の先生から
的確な情報を頂くことが第一ではないかという風に
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思っています。それを活かす先の責任は小学校にあ
りますので、そういう情報の在り方がいいのではな
いかと思います。ただ、子どもたちの日々の活動を
どういう風に纏めていくかということは、各園のと
ても大切なお仕事だと思っています。以上です。
秋田：その「的確な情報」とは何かを、もうちょっ
とお話を聞かせていただけると嬉しいです。
参加者C：小学校には今、色々なお子さんたちが在
籍しております。今、教育委員会に勤めております
けれども、東京都全体のお話でもありますが、特別
支援教室が展開されています。その特別支援教室の
対象のお子さんというのは、コミュニケーションが
苦手なお子さん。それから、行動のコントロールが
苦手なお子さん。それから、感情のコントロールが
苦手なお子さんという方々が対象になっている、そ
ういう特別支援教室がございます。それで、これ
は、小学校に入ったからすぐにそういうお子さんが
生まれてくる訳ではなくて、保育園や幼稚園の段階
においても、そういうお子様がいらっしゃると思う
のです。そういう情報が、実はその後の小学校教育
の中でとても大事にされている情報なのではないか
と思います。その情報が予め小学校に送られてくる
ということがあれば、予め小学校でも対応する術、
または校内委員会を組織しながら、どういう風な対
応をしていくかということに繫がってくるので、私
が考えている、的確な情報というのはその点を含め
た情報です。
砂上：ありがとうございました。それでは、他にい
かがでしょうか。
秋田：伺ってみたいこととして、最初の報告の中に
もあったのですけれども、園の中でも、アプリ等に
も慣れやすい人とそうでない人がいるという話があ
りました。記録を作る等でも若手の人たちをどう育
てていくのか、各園がどういう風に書き方を共有を
するのかというようなところを教えていただけると
いいと思っています。ある幼稚園の園長先生は、ア
プリや ICT に割と反対でおられます。その先生は
あまりたくさんの情報を出しすぎるより、是非ご家
庭で保護者が子どものことを聞いてほしい。だから
敢えて詳しい情報は出しませんと言っておられま
す。また例えば園内でクラス便りの最後のチェック
を園長先生が全部見ながら対応し、赤を入れなが

ら、最後、出しているという園もあります。ご登壇
のこのお三方はどんなかたちで、各々園の中で先生
が自園としての子どもの見守りや記録の在り方につ
いて共有されているのか、それはどういう視点なの
か、特に保育士や保育者の交代もある中で、どうい
うことに気を付けておられるのかというところをぜ
ひ教えてください。
馬場：うちの園は、最近、定着が良くなってきてお
りまして、チェックをしなくてもブログ等もきちっ
と書いてくれるようになったというのがあるのです
けれども、出す時にどこまで出すかというところは
いつも議論しておりました。それで、保護者に対し
ても、これは口頭で伝えた方がいいというところ、
やはり緊急の保護者会というのも、過去何度か開い
たこともあります。そういった使い分けというのが
大事だということを意識しておりました。やはり保
護者に受け取っていただくための情報の出し方とい
うのは時代と共に変わっていくと思います。プリン
トで配る方がいいもの、メールでした方がいいも
の、そのあたり中身に対して使い分ける幅というの
が、この数年、凄く広がっております。例えば、入
園説明会。以前は冊子で、結構、写真入りで詳しく
書いていたのですけれども、まぁ、想像力豊かな保
護者が年々増えてまいりまして、「名前はここ」と
指定して、写真も載せているのに独自な対応をされ
る保護者がいらして……。笑いがあるということ
は、先生皆さん、同じなのですかね。ある時、私、
その資料を作っていて、何か悲しくなってきて、
「これだけ資料を作っているのに、どうして伝わら
ないのだ」「どうしてまた個別対応が必要なのだ」
ということがあったので、あの時でその資料を作る
のを止めまして。優秀な、協力的な保護者から写真
全部お借りして、並べました。それで、説明の時
に、「はい、それぞれ写メを撮ってください」とい
う風にしたのです。そうしたらその年度、一切、後
のケアが必要なくなったのです。冊子から読み取る
情報というのは凄く苦手。名前を書く時にいちいち
冊子を出さないといけない手間。でも、携帯はいつ
でもどこでもお持ちですので、振り返ることができ
て、そういったところで、間違いがなくなった。で
すので、園としてこの情報はどういった出し方をし
ていくか。また、そういうことと、私の感覚という
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ところ、私は郷ひろみ世代ですので、かなりずれが
ありますので、今の 20 代、どういったかたちで捉
えやすいかというところ。20 代前半の保育士、30
代の保育士というところも相談しながら、それぞれ
の受け止めやすい方法というのを手探りで考えてお
ります。
亀ヶ谷：はい。事例、行っているポートフォリオで
す。これはまさに新任の先生たちには凄くありがた
いものだという風に見ています。以前も、やはり文
字だけの伝えとなると、先生の能力によって凄く差
が出てしまうのですけれども、まずは我が子の写真
を載せてあげることだけで、やはり共感性と言う
か、受け止めてくれる、プラスのいい作用があっ
て、それにどういうコメントを付けていくか、どう
いう視点で切り取っていくかというのを、その後、
徐々に保育を深めていくということをしてくれたら
いいと思っています。そのために、うちで行ってい
るのは、秋ごとに発達の捉えをしているのですけれ
ども、その期の始まる前に必ず全員の担任、先生た
ちを呼んで、研修をします。その期の、予め、3、
4、5 歳がこういう発達の姿をこの時期に見られ、
これがやはり幼稚園でも大事にしているところと繫
がっているというところを、私からさっきみたいに
写真をたくさん使って、先生たちに説明を、毎年毎
年同じことの繰り返しですけれども、していく中
で、このポートフォリオの中にもその私が言ったよ
うな言葉が、視点が段々と入っていけるというのを
ちょっと見ていて、そういったかたちで保育者にま
ず受け入れられて、段々と先生たちの実力が伴っ
て、伸びていけばいいと、そんな風に捉えていま
す。
加藤：先生たちの意識に入るかどうかというのは、
先生たちが必要さを感じてくれるかどうかだと思い
ます。アクティブラーニングとは、先生が何を伝え
たのかから、子どもは何を学んだかという風に視点
が切り替わった中で、やはり私たちは、「私、言い
ましたよね？」ではなくて、保護者に理解されてこ
そのものですから。そのためにどういう情報の切り
口や発信の仕方をするか、それがとても大事だと思
います。それから画像を使うと、夫婦間でも伝わ
る。個人懇談をして、口だけで言っていると、お母
さんの中にイメージされた景色をお父さんに伝える

訳で、それがお父さんの中でまた違う景色になる。
お祖父ちゃん、お祖母ちゃんになると、また違う景
色になってくるということであれば、同じ画像で先
生が解釈した言葉を添えることによって、ママが嬉
しかったことをパパに伝えて、パパが感じたこと、
お祖父ちゃん、お祖母ちゃんにもそれが伝えられる
ということは有効だと思います。そのことを先生た
ちが分かると少し前に回り始める。ICT を使う方
では、今度は逆に若い先生は、今やWord を使わな
い世代にもなってきている。どんどん変わっていく
ので、「ベテランの先生から若い先生まで、ICTは、
どんどん変わるんだ」という気持ちでいます。
砂上：ありがとうございました。それではちょっと
時間も迫ってきましたので、あと、お１人ぐらい、
感想でも構いませんので、如何でしょうか。
参加者 D：ICT に今、これまでの意見、聞かせて
いただきありがとうございました。多分ご存じかと
思うのですけれども、常時、保育を監視カメラで映
している保育園があります。それに対し、若い人の
中にはそういう保育園に行きたくないと言う人も
いっぱいいるということも事実であると思います。
まぁ、極端な例を言ってしまうと、24 時間、監視
カメラで全て今回のワールドラグビーみたいに 360
度、全部、色々な方向で全て監視できる、保育につ
いて監視ができる、そういうシステムも今の技術
だったらできると思います。ましてや、その保育も
言ったことも全て記録に全部残している、今の技術
だったらほぼ可能だと思いますけれども、これから
何年か後、なくなる職業の中に保育は入って、アメ
リカの科学者が予想したなくなる職業の中に保育は
入っていないと思うのですけれども、そういうこと
で保育というのを、ICT を進めることによって、
何が１番大切か、というのを私が疑問に思いました
ので、将来保育はどういう風になるのか、そういう
ことをお聞かせ頂けたら幸いかと思います。以上で
す。
砂上：ありがとうございました。ちょっと時間が
迫ってきておりますので、今後どう ICT を進めて
いくか、その中で園、家庭、地域、コミュニケー
ションという、４つのキーワードを踏まえた時に、
先生方が１番大事にしたいと思うことを一言お話し
て頂くということで、最後をまとめたいと思いま
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す。
亀ヶ谷：はい。ICT はどんどん進んで、１番最初
に私が発表したところですけれども、結論から言う
と、やはりシステムに、温かい血を流すと言うか、
そこは絶対に忘れてはいけないと思っているので、
写真もやはり、生身の人間が撮っていって、素材は
デジタル化してアップされるけど、最終的に保護者
の目に入ってくる時にはアナログというか、しっか
りと響くような写真として、その前に表してあげる
ということです。まぁ、ICT 化できるところはど
んどんとするけれども、やはり伝える部分と受け取
る部分はしっかりと心が入ってくるというところが
大事だと思っています。
加藤：さきほどの、ずっと映像が撮れているという
の、うちはホームカメラが園にも付いていて、防犯
カメラなのです。でも、園の中で凄く便利なのは、
子どもが怪我をした時に、実は防犯カメラに写って
いるのです。何が原因なのか、的確に分かるので
す。そして、何を予防できるかということも分か
る。支援するシステムとして、幼児理解を進ませる
ために使っているものであって、そこの本質はずら
すことなく利用するということだと、思います。
馬場：はい。うちも防犯カメラということと同じよ
うに、怪我の検証等は活用しております。ICT の
進むというところ、今後は進むと考えますけれど
も、保護者対応はますますタイトになっていくとい
う感覚を持っております。その保護者対応はどんど
んと ICT 化していきたい。それで、保護者対応で
余った時間というのは子どもとの関わりの時間とい
うところで、時間を費やしていきたいと。保護者対
応というところでは、記録。子どもとの関わりでは
記憶というところが、今後、目指すべきところでは
ないかと私自身、考えております。
砂上：じゃあ、最後に、秋田先生。今回のシンポジ
ウム全体を通してお願いします。
秋田：はい。保育のこれからを考えるのに、色々な
ご意見やご質問を頂いて、大変ありがたいと思って
おります。この研究チームとは別の研究プロジェク
トですが、今、私も関わっている Cedep（発達保
育実践政策学センター）というところでは、
Society5.0 に向かう、保育環境のシステムの在り方
についての研究を行っております。機械で監視する

のではなく、子どもがやはりどういう環境だったら
ばより安全、安心に長くその場で夢中になれるのか
というようなことを、解析をする研究です。それら
の解析によって、環境と動線の在り方を考え、それ
からお子さんの顔も認証できるので、「何ちゃんは
どういう風に動くのか」を明らかにできます。それ
を全部追跡して何かを解明しようというのではな
く、研究としてはそういうこともできる時代になっ
ているということです。ただ、それを子ども理解、
それからもしも子どもに何か事故があった時にも保
育者側はきちんと対応していたということに活用し
たいと思っています。子どもの監視だけではなく
て、保育者を守るためにも私共はそういうことが
ICTで可能になるのだろうと思っています。また、
記録によって、さっきもありましたが、手書きの温
もりや、手渡しでするところにも意味があります。
手書きの方が時間が掛かるか、掛からないかという
のは、色々な判断や色々な関わり方があると思うの
ですけれども、やはりこれからタイムマネージメン
トで、どうやって意味あるものをお伝えし、保護者
も聞いてみたい、読んでみたいと思う内容を伝えて
いくか、そのためにどのようなコミュニケーション
をするのかを、私たちは明らかにしたいのです。ど
うやったらより会話が深くなって、みんなで子ども
を支えられるのかということです。そこに保護者と
保育者にずれがある。私たちは保育者と保護者のず
れというところにターゲットを当てて、それをどう
やってよりよい意味ある会話を、どういうメディア
を上手く使うことで、より有効にできるのかという
ようなことを議論してきました。このリーフレット
も、できれば研修等で使っていただけないかと思っ
て、作ってはみました。是非ともご意見を頂けると
幸いです。これが最後の完成版ではありませんが、
知恵は詰まっているので、著作権があり複写禁止、
転載は禁じております。このシンポをきっかけに、
ドキュメンテーションやポートフォリオというもの
を、どういうかたちで子どもや集団の育ちにつな
げ、保護者と共に、子育ての喜びを分かちあうのか
ということをもっと追究できるといいのではないか
と考えております。お三方の話を伺って、皆さま
各々やり方は違うのですけれども、すっぱりと、
「これは止めました」「これは入れました」という、
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その判断こそ、やはり大事なことではないかと思っ
て、聴かせていただきました。感謝です。
砂上：ありがとうございました。そうしましたら、
時間が参りましたので、本日、ご登壇頂きました、
加藤先生、亀ヶ谷先生、馬場先生、本当にご協力あ
りがとうございました。御礼申し上げます。これで
終了にしたいと思います。それでは、最後に野間教
育研究所の吉久所長よりご挨拶申し上げます。

吉久：本日はご参加いただきありがとうございまし
た。また、先生方、本当にありがとうございまし
た。本日のシンポジウムと言いますかセミナーが、
皆さんのこれからの保育全てにお役に立てるのかど
うか分かりませんが、少しでもお役に立てるところ
があれば、非常に幸いだと思っております。今日の
テーマに関して、最初に申し上げたように、今、
我々の幼児教育研究部会での 4年間の成果がほぼ纏
まりつつありますので、近日中には紀要というかた
ちで刊行の予定です。その際には、是非ご覧いただ
ければと思っております。本日は、どうも長い時間
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

話 提供

学 学園
幼 園の から

園

201９年11月4日
2

）園の保育や の育

る するか 保育記録

園の 記録

a.  クラ の育 の （ ート）
b.  の （ ート）

めに D ートの記録を に
（ ）に向か クラ の 供た の姿を
し す

園の保育や の育 を
保護者や と 向で
のよ で のよ をし いるか

や ジ ル（WEB リ）

る とに い
園の保育者の を向上さ るための と

と の トの
10 からの か

と し
を ーに とめ

しかし と た い
に る

め い
し の を
に 保護者に た
自 での保護者会 を

と で から 報 で 保育 のため園 る
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トに 者への い … のクラ 保護者 の保護者の 園児から

供た 自身への PDCAサイクル
10

保護者からの 教師へのPDCAサイクル

11

園内研での
保育実践のPDCAサイクル

に い幼児教育を
る する 園の

クラ に
園の ーに研 ー

の る の
の （ リからのフィードバック）
た の 会

保護者との ーク ッ
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13

保育実践

画像を含めた記録 園や教師から
保護者へ情報提供
（精度の高さ）

保護者から幼児へのフィードバック

保護者から教師へのフィードバック

幼児から保護者へ
家庭での会話や姿

園内研による情報の共有と向上

保護者自身の学び
幼児理解の促進
養育態度の変容

家庭での会話や姿の新しい意味付け

家庭と協働するカリキュラムマネジメントのサイクル

野間教育研究所幼児教育部会シンポジウム「園・家庭・
地域が共に育ちあうコミュニケーションシステムの⼯夫

〜保育者の伝え合いの実践知を探る〜」

宮前幼稚園 園⻑ ⻲ヶ⾕忠宏

宮前幼稚園で続けている

①園⻑発信 HP 保育写真で伝える

②保育者発信 ポートフォリオ
をご紹介します

1

⽣きたシステムにする肝は

楽しみながら 続けられるか

u ワクワク楽しみながら充実感を味わい、発信し続けられるか。

・体を流れる⾎流のように決して⽌めないこと

2

幼稚園型認定こども園
宮前幼稚園

幼保連携型認定こども園
宮前おひさまこども園

３歳児 ４歳児 ５歳児 合計
１号 １１５ １０５ １２０ ３４０

２号 １０ １２ １３ ３５

合計 １２５ １１７ １３３ ３７５

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

１号 １０ １０ １０ ３０

２号 １１ １１ １１ ３３

３号 ６ １０ １１ ２７

合計 ６ １０ １１ ２１ ２１ ２１ ９０
3

①園⻑発信 HP 写真で保育を伝える

4

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



52

5 6

7 8

①園⻑発信 HP 保育写真で伝える

u ⼤切にしていること
・⼦どもの⽣き⽣きとした表情を伝える
・あそびの豊かさを伝える

2001年より現在まで18年間 保育のあった⽇は⽋かさず更新
し続けてきた
始めた理由︓
・保護者にとってわかりにくいあそびの豊かさや、
幼稚園だからこそみられる⼦どもの輝き、表情を伝えたい

9

⾃分なりのルール

u写真を時系列で並べる。
u次の保育のある⽇までにはUPする。
uその⽇のおすすめの写真をトップにサイズ
を⼤きくして載せる。

u必要に応じて写真にコメントを付ける。
u ポートフォリオを書かない新任の保育記録を載せる。

10
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園⻑発信だからこその意味

u普通は保育者⾃⾝⾃分が保育している姿や表情が⾒る
ことは出来ない。

u園⻑がシャッターを押す瞬間＝園⻑のいいね︕
園⻑の保育者への認めのサイン

u HPにUPされている写真には、「○○先⽣はこんなに素
敵な表情しているんだよ。あなたの保育は素敵だね。」
の園⻑の思いが込められている。

11

HPの写真のその他の使われ⽅

u担任にとって、⾃分以外のクラスの保育の様⼦がわ
かる。刺激し合い

u保育者の作っているポートフォリオにも使われる。
u市道に⾯した掲⽰板にA1サイズにして掲⽰している。
幼児教育の素晴らしさを社会に伝えたい思いから

12

13

②保育者発信 ポートフォリオ

14

②保育者発信 ポートフォリオ
u 2016年より、それまでの⽂字だけの記録をやめ、
ポートフォリオで伝えることが始まった。

＜ポイント＞
u 多忙な保育者にとって負担感を少なくする
u ノンコンタクトタイムの確保
u １週間に２枚程度作成
u ⼀⽯四⿃
u 作ったことに対しての親や⼦ども同僚からの反応が返ってくる

15

作るときにできるだけ⼼がけて欲しい点

uその⼦の輝いているところを伝える
uその⼦の育とうとしているところに着⽬
夢中になっているところ、チャレンジして

いるところ、気持ちを表現しているところ、
仲間との関係性の中で役割を果たそうとして
いるところ、など
u保育者の願いや意図を込める

16



54

17

クラスに掲⽰ 個⼈⾯談 ホームページ 造形展

18

⼦どもの育ちを
共有するための
ツール

19

個⼈のファイル

20

21

持続可能性：印刷までの⼯程を最⼤限省く

１クラス１台
カメラ&iPad アプリで画像配置 印刷後、⼿書き

で記⼊ 22
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23

卒園時に〝愛された証〟として⼦どもたちにプレゼント

24

社会福祉法人友愛福祉会 おおわだ保育園

馬場 耕一郎

「園・家庭・地域が共に育ちあう
コミュニケーションシステムの工夫
〜保育者の伝え合いの実践知を探る〜」

1

では ここで課題を出します

•私の指示に従ってお書きください。

2

この課題から 見えてくるもの

•園が考えていることが全てではない。
•園の考え方には、個性がある。

•保護者は園の話を理解しているとは限らない。

ズレが⽣じている

ズレが⽣じている
3

２つのズレ

•認識のズレ
•言葉のズレ

•ズレを理解した上でないと・・・
保護者・地域との間で誤解が生じる

4

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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誤解を生じないために

•保育内容の見える化

言葉では伝わりにくい

・保育士の頑張り

文章や言葉ではなかなか伝わらない

5

子どもの目線

6

ブログでの情報提供

ココがポイント！

地域・一般にも公開

7

同じ情報であってもタイミングによって

価値が変わる
保護者の捉え方にも違いが起こる

8

•毎日 メールでの配信

→以前は掲示
いつでも どこでも 読むことができる工夫

プリント・掲示からスマホへ

→内容は同じでも理解力に差が？！
→お迎えの時までに送信（１５時ぐらいまで）
＊お迎えの際の保護者の対応に差

子どもを理解

＊防災対応の観点からも有効

本日の様子

9

第1章 総則 ４ 幼児教育を行う施設として共有すべき事項

10

育みたい資質・能力

生涯にわたる生きる力の基礎を培うため、

第１章「保育の目標」を踏まえ、これらを一体的に育む

【知識及び技能の基礎】
豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、
できるようになったりする

【思考力、判断力、表現力等の基礎】
気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、
工夫したり、表現したりする

【学びに向かう力、人間性等】
心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする
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育みたい資質・能力を踏まえた日誌の書き方

【知識及び技能の基礎】

本日は〇〇の活動を通して豊かな体験を経験しました。

○○さんは、○○○と感じていました。

○○さんは、○○○に気付いていました。

○○さんは、○○○を分かりました。

○○さんは、○○○ができるようになりました。

【思考力、判断力、表現力等の基礎】

○○○さんは、○○○を使っていました。

○○○さんは、○○○と考えていました。

○○○さんは、○○○を試していました。

○○○さんは、○○○を工夫していました。

○○○さんは、○○○を表現しました。
11

鮮度の良い情報提供を行うために

・クラス便り（月１回発行）

業務負担軽減を実行

・３～５歳児の連絡帳での伝達

特記事項以外は致しません！

12

鮮度のよい情報提供を行うと

•お迎えの際
共感
・元気で過ごしているの？
育児不安を防ぐ？
・今現在の子どもの姿を伝える
安心

13

鮮度のよい情報提供を行うことの効果

•園の発信する情報に興味・関心が高まる
•園の発信する情報に理解
•園の発信する情報に聞く耳を持つ
→コミュニケーションのスタートライン

・地域の方々も園の様子を知ることができる

→理解 安心

工夫のポイント

14

シンポジウムを終えて
皆さま、お疲れ様でした！
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