
玉川大学教育学部　教授 
東一の江幼稚園　園長 

田澤　里喜

保育の質の向上に向けた 
園づくり

自己紹介
• 玉川大学　教育学部　教育学科　教授 
　今年で18年目 
　出身も玉川大学、初めて勤務したのも玉川学園幼稚部 

• 学校法人田澤学園東一の江幼稚園園長 
　3代目、今年8年目 
　5年前に園内にて小規模保育事業開始 

• その他 
　厚生労働省　保育専門調査官（2017） 
　文部科学省　「幼児理解に基づいた評価に関する検討会」委員（2018） 
　東京書籍株式会社小学校生活科教科書『あたらしいせいかつ』編集委員（2019～） 
　江戸川区　児童福祉審議委員（2020～） 
　厚生労働省「保育分野の業務負担軽減・業務再構築のためのガイドライン」作成協力者（2021） 
　世田谷区　実践充実コーディネーター（2021～） 

• 　「ぷりぷり」世界文化社・「保育ナビ」フレーベル館・日本教育新聞　連載



さまざまなリーダーのあり方

• 園長のみがリーダーではない 
（でも園長の役割はとても大事） 

• 分散型リーダーシップ 
（ミドルリーダーが大事） 

• ミドルリーダーは 
　　　リーダーシップとハブ的機能

井上眞理子・田澤里喜・田島大輔 
『質の向上を目指す保育マネジメント』中央法規　2021



厚生労働省「自己評価ガイドラインハンドブック」2020



厚生労働省「自己評価ガイドラインハンドブック」2020

厚生労働省「自己評価ガイドラインハンドブック」2020



「保育所における自己評価ガイドライン【改訂版】（試案）  

試行検証に関する調査研究事業（厚生労働省委託事業）  

～保育現場での試行検証の成果のとりまとめ～」 2 0 2 0

園長・主任の役割



保育の質って？

子供は  
遊戯をしないと  

馬鹿になる  

小原　國芳



「問と答との間を曲がりくねって 

考えぬいていく過程、 

その間で人間は発達を遂げる 

というようなものだと思う。」 

大田堯『学力とはなにか』国土社1990

中教審　「幼児教育部会における審議のとりまとめ」より



文部科学省「新幼稚園教育要領のポイント」

　学校の臨時休業中，子供たちは，
学校や教師からの指示・発信がない
と，「何をして良いか分からず」学び
を止めてしまうという実態が見られ
たことから，これまでの学校教育で
は，自立した学習者を十分育てられ
ていなかったのではないかという指
摘もある。  

文部科学省「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」（中教審答申）,2022



特に、小学校入学当初においては、 

幼児期において自発的な活動としての遊びを通
して育まれてきたことが、 

各教科等における学習に円滑に接続されるよ
う、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や
弾力的な時間割の設定など、 

指導の工夫や指導計画の作成を行うこと。

小学校学習指導要領　第1章　総則より

「遊んでばかりで  
　　小学校大丈夫ですか？」  
と聞かれたらどうしますか？

小学校進学までに子どもたちをいか育むか?



4 5分座っていられるって？

興味関心がたくさんある  
いろんなことをおもしろがる

遊びの中で獲得していくことでは。

ここまでの話を聞いての感想と質問  

・遊びを広げる工夫や悩みなど  
・小学校への接続  
・遊びなどの学びを保護者に伝える

グループ討議



保育の質を  
高めるために･･･

業績基準  

が  

低い

業績基準  

が  

高い

心理的安全性が  

高い 快適ゾーン
学習および  

高パフォーマンス  

ゾーン

心理的安全性が  

低い 無気力ゾーン 不安ゾーン

心理的安全性と業績基準の関連性

エイミー･Ｃ･エドモンドソン 

『恐れのない組織』英治出版2021



園が保育者にとって  
「学びの場」であるか？

「学びの場」

対話的  
学び

環境が  
学び

業務  
負担軽減

本質理解



「保育≒人材育成」

本質理解

保育≒人材育成
保育とは人の根っこを作る営み 
だからこそ、人に関わる多くのことに通じる。 
そうであれば、 
人材育成も保育も大切にしていることは同じ。 
つまり、保育を本質的に理解しようとすれば、 
人材育成の答えは出るはず。



日本教育新聞2020/02/17

子どもが「いてほしい」と  
　　　　　　　　思う先生とは？

• いつも笑顔の人 
• いろんなことを面白がっている人 
• 子どものやりたいことを応援してくれる人 
• 安心できる人、居心地のいい人

園長、主任の先生はどうですか？ 
保育者にとって「いてほしい」人ですか？



大人の「させる」働きかけが  
子どもを「育てる」ことなのか

鯨岡峻『保育･主体として育てる営み』2010ミネルヴァ書房

園長・主任の  
「させる」働きかけが  
保育者を「育てる」ことなのか



受容的・応答的な関わりの
重要性

ここまでの話を聞いての感想と質問  

・人材育成の工夫や悩みなど  

グループ討議



「ともに学び合う仲間」

対話的  
学び

大豆生田啓友・渋谷行成・鈴木美枝子・田澤里喜　編著 

『これからの時代の保育者養成・実習ガイド』中央法規2021



「提案やアイデアが過剰だったり、
伝わらなかったり（することもある
が）と試行錯誤していく中で、保育
者は子どもとの関係性を構築した
り、理解しようとしたりしているの
ではないか」 

日本教育新聞「子どもも保育者も輝く保育」2022/07/18（）追記

「ともに学び合う仲間」

対話的  
学び

保護者とも学び合う



友達との距離感の近づきや  
クラスの中での安心できるような  
雰囲気がとっても素敵

保護者に対する見える化の効果

• 具体的に理解出来る。 

• 会話が増える。（対保育所　対子ども） 

• 保護者が遊びを面白がるようになる。 

• 保護者が協力的になる。クレームが減るかも。 
（クレームは見えない、わからない不安から起こることがある） 

• つくっている保育者の質の向上につながる。



ドキュメンテーションの類型
• 事実記載→クラスであったことをそのまま記載

• プロセス中心→遊びのプロセスを順番に記載

• 学びや育ち記載→ 

子どもたちの姿等から幼児期の学びや育ちを記載

• 保育者の思い→ 

子どもたちの姿等から保育者の願いや思いを記載

• その他→保護者へのお願いや環境の変化など
39

厚生労働省「子どもを中心に保育の実践を考える」 
保育所保育指針に基づく保育の質向上に向けた実践事例集」2019



厚生労働省「子どもを中心に保育の実践を考える」 
保育所保育指針に基づく保育の質向上に向けた実践事例集」2019

厚生労働省「子どもを中心に保育の実践を考える」 
保育所保育指針に基づく保育の質向上に向けた実践事例集」2019



厚生労働省「子どもを中心に保育の実践を考える」 
保育所保育指針に基づく保育の質向上に向けた実践事例集」2019

厚生労働省「子どもを中心に保育の実践を考える」 
保育所保育指針に基づく保育の質向上に向けた実践事例集」2019



ドキュメンテーションを 
やればいいの？

•事　例 
　 
　「今日、うちの子 
　　　なにしてました？」

「保育環境から学び合う」

環境が  
学び



ここまでの話を聞いての感想と質問  

・職場の人間関係  
・園内研修などの職場内の研修・・・  

グループ討議

「今の課題…」

業務  
負担軽減



厚生労働省 

「保育分野の業務負担軽減・ 

業務の再構築のためのガイドライン」 

2021.3

厚生労働省 

「業務改善実践に向けた事例集」 

2022



「業務負担軽減」は（中略）
保育士等が、本来の保育の仕
事に注力できるよう、業務の
内容や役割分担、保育士等の
働き方といった職場のあり方
を見直し、改善することに意
味があります。

厚生労働省「業務改善実践に向けた事例集」2022

施設長が組織運営のためのマ
ネジメント力を身に付け、職員
と業務負担の軽減や働き方の
見直しなどについて話し合い、
保育士として働くことの魅力と
やりがいを感じられる勤務環
境にしていくことが必要です。

厚生労働省「保育分野の業務負担軽減・業務の再構築のためのガイドライン」2021



遊びの  
環境って  
いつ  

作ってるの？

写真の  
活用は？

行事が…

計画や  
記録は？

人が  
足りない

保護者の  
理解が・・・

保育の質の向上の課題？

保育者の  
力量が…

機材が  
ないから…

業務改善も 
質の向上に関係する

ここまでの話を聞いての感想と質問  

・業務負担軽減の工夫と悩み  

グループ討議



東一の江幼稚園が  
やってきたこと

•行事や活動の精選

精　選 

≒ 
業務負担軽減



行事や活動が多い 
そのねらいが不明確・・・ 

•保育者がその準備に「追われる」 

•保育者の疲弊感が強まる 

•子どもは受け身になる 

•保護者は喜ぶ

この行事のねらいは何ですか ?

毎年やってることだから。 
親も子どもも喜んでるから。

教育か?



「保護者が楽しみに  
　しているんだから、  
　行事や活動が  
　減らせない。」  

　　　　　　は正しいのか ?

子どもって  
　　大人が感動するために  
　　　　　　　　いるんだっけ？

「感動ポルノ」 
（ステラ･ヤング）

他にも…組み体操、マラソン大会、 
　　　　　　卒業式、二分の一成人式・・・

保護者会資料より



行事の指導に当たっては，  
幼稚園生活の自然の流れの中で  
生活に変化や潤いを与え，  
幼児が主体的に  
楽しく活動できるようにすること。  
なお，それぞれの行事については  
その教育的価値を十分検討し，  
適切なものを精選し，  
幼児の負担にならないようにすること。

幼稚園教育要領

ここまでの話を聞いての感想と質問  

・今までの中間まとめ  

グループ討議



人材育成と採用  
保育の質の向上のヒントがある

就職する園を選ぶときに重視することは何ですか？

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

先輩

同期

園長の人柄

園長の保育理解

賃金

住宅手当

育休産休

有給休暇

長期間勤務

年金保険

研修

3-11 4大＋短大 重視する項目

とても重視する 重視する どちらでもない あまり重視しない 全く重視しない

田澤里喜・若月芳浩『採用と育成の好循環を生み出す園長の仕事術』2020,中央法規より作図



（実習園に）一番高い点数をつけた理由を教えてください。

• 保育者がとてもこどもの気持ちを汲み取った保育を
しており、憧れの気持ちを持ったから。 

• 遊び中心の保育でたくさんの遊び道具があって環境
構成が凄かった 

• 子どものその時の思いや興味、主体性を大切に保育
が展開されており、先生方も温かい方ばかりだった
から。

田澤里喜・若月芳浩『採用と育成の好循環を生み出す園長の仕事術』2020,中央法規より抜粋

（実習園に）一番高い点数をつけた理由を教えてください。

• 職員同士の人間関係がよくミーティングでの意見交
換が上下関係で関係なくできる良い環境だったか
ら。 

• 保育観に根拠がある事を理解出来た。 
• 園長先生や先生方の人柄や園の雰囲気がすてきだっ
たから。 

• 保育者が優しかった。じぶんの課題点をしっかりと
教えて頂くことができた。

田澤里喜・若月芳浩『採用と育成の好循環を生み出す園長の仕事術』2020,中央法規より抜粋



（実習園に）一番低い点数をつけた理由を教えてください。

•出来ないことを怒っていて疑問に思った。 

•学校で触れないタイプの園 

•先生の指示か多い 

•園長先生が保育者の方々を干渉し過ぎているような感
じ、決められた保育をしているように感じたから。

田澤里喜・若月芳浩『採用と育成の好循環を生み出す園長の仕事術』2020,中央法規より抜粋

（実習園に）一番低い点数をつけた理由を教えてください。

•実習生が邪魔であるような態度を取られたこと 

•実習生の前でも保育者同士の悪口がとびかった。 

•保育者、園長の視線が痛かった。優しいようで優しく
なかった。

田澤里喜・若月芳浩『採用と育成の好循環を生み出す園長の仕事術』2020,中央法規より抜粋



ここまでの話を聞いての感想と質問  

・採用や実習（新人教育）  
　　　　　　　　での工夫や悩み  

グループ討議

遊び発展型の実習



ドキュメンテーション型  
日誌のおすすめ

「実習自体が楽しく、 

　　心動かされる出来事がたくさんある」

子どもの日々の成長に驚いたり、 

子どもが自ら育とうとする姿を見て感動したり、 

子どもの興味・関心を大切にして 

環境を構成する保育者の姿に憧れたり・・・。 

そんな心の動きを「楽しい」と表現しているのです。

田澤里喜『保育の質を向上させる園づくり』世界文化社,2021



遊び心を大切にする

面白がっている人が  

傍にいることは  

しあわせなこと



本日の感想と質問

グループ討議

質疑応答



中央法規

井上眞理子・田澤里喜・田島大輔 

『質の向上を目指す保育マネジメント』中央法規　2021．7



『保育の質を向上させる園づくり』 

世界文化社,2021

世界文化社



大豆生田啓友・渋谷行成・鈴木美枝子・田澤里喜 
『これからの時代の保育者養成・実習ガイド』中央法規　2020

ひかりのくに「年齢別保育資料」2019


