
 Ⅰ  はじめに  

   近年、「保育の質」が謳われるようにな

り、保育現場においては保育者の指導力を

高めるために様々な研修を重ね、保育の質

の向上を目指している。その中でも、一人

一人の子どもに対する理解を深めること

が幼児期にふさわしい保育を行うための

基本となる。   

幼稚園教育要領解説  ｢第１章  第４  幼

児理解に基づいた評価の実施」には、「⑴

指導の過程を振り返りながら幼児の理解

を進め、幼児一人一人のよさや可能性など

を把握し、指導の改善に生かすようにする」

1)とあり、同様に保育所保育指針解説「第

１章  第３ 保育内容等の評価」には、「⑷

(ア)保育士等は、保育の計画や保育の記録

を通して、自らの保育実践を振り返り、自

己評価することを通して、その専門性の向

上や保育実践の改善に努めなければなら

ない」2)と記されている。このように記録

からの振り返りは、子ども理解を深め、促

すものとして保育をする上で欠かせない

ものであることが分かる。  

筆者の担当する「教育実習指導Ⅰ」（1 年  

次）では、本学の付属幼稚園において９月

に５日間の観察実習が実施される。その日

誌の記録によると、1 日の保育の流れは書

き方に戸惑いながらも記述しているにも

かかわらず、1 日の保育で取り挙げた活動

のエピソード記録はほとんどの学生の読

み取りが浅い。記述の一例を挙げると、「…

ルールをしっかり決めて遊んでいる」「喧

嘩もなく遊ぶことができました」など、気

になったことや印象的な出来事について

の様子を詳細に記す記録ではなく抽象的

な短い記述となっている。また考察は、感

想に留まり子どもの内面や育ちの読み取

りの記録に至っておらず、考察の方法に課

題があると考える。実習を控えた学生は、

これから行う保育活動に関心が向き、子ど

も理解が保育の質にどのように関係する

のかという認識は薄いように感じられる。 

このような実態を踏まえ、望ましい子

ども理解に向け、保育記録の一つである

子ども理解を深めるための試み  

      ―学生のドキュメンテーション作成を通して― 
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ドキュメンテーションを活用することを

試みる。  

レッジョ・エミリア・アプローチを学ん

でいる実践経験者である山本・原らによ

ると「大事なことは、まず子どもをよく観

察し、ドキュメンテーション過程の中で、

子どもを理解しこれから起こりうる行動

を想像・予測すること、子どもの選択を大

切にし、観察したことを省察することで

ある」3) と指摘されている。また、坂口・

岡によると「幼児教育におけるドキュメ

ンテーションの目的は、子どもをより深

く理解するためのコミュニケーションツ

ールである。このような作業を通して保

育者の質の向上をはかる」4）と述べている。 

2017 年「幼稚園教育要領」「保育所保育

指針」「幼保連携型認定こども園教育・保

育要領」5）の改訂では、幼児（子ども・園

児）理解について「資質・能力」や「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」が加

わり、保育の質を高めていくために、これ

まで以上にドキュメンテーションを活用

することが求められている。このように

観察と記録からのドキュメンテーション

は、学びの本質や意味を見出すことを示

唆していることが分かる。  

    これまでに、子どもを理解するための考

え方や方法は、多様な視点から研究されて

いる。しかし実際に、学生が子ども理解に

つながる実践の試みとしての研究は少な

いように思われる。  

 

Ⅱ 目的 

学生が作成したドキュメンテーションの

記述内容を手掛かりに、子どもの育ちつつ

ある姿を分析し、子どもを理解するための

指導の在り方を探る。  

 

Ⅲ 方法  

⒈ 学生の作成したドキュメンテーション

の記述内容を分析し、子どもの育ちつつ  

   ある姿を探る。  

⒉ 学生の、子ども理解を深めるためのプロ  

セスを見出し考察する。  

 

Ⅳ  ドキュメンテーション作成の実際  

学生はこれまでに、筆者の担当する「保育

内容演習  人間関係」「教育実習指導Ⅰ」（い

ずれも 1 年次）において、一人一人の子ども

理解をするために、授業で用いるテキストや

本学の付属幼稚園・実習園で行われている保

育観察のエピソード記録などを取り入れ、子

ども理解の重要性について学んできている。 

今年度（2020 年度）は、さらに子ども理

解を深めるために読み取りに焦点を当て、

次のような過程で、子ども理解につながる

記録としてのドキュメンテーション作成を

取り入れた。  

⒈ 科目：保育者論  

（幼免・保育士資格必修）  

⒉ 開講時期：2 年次前期  

⒊ 受講対象学生：2 年 35 名  

(長期生 5 名含む ) 

⒋ 授業計画：第 9～11 講義（3 回分）  

      6 月 1 日・6 月 8 日・6 月 29 日  

⒌ 経過  

⑴  6 月 1 日（月）  

・ドキュメンテーションの必要性と意義

について学ぶ。  

⑵  6 月 8 日（月）  

    ・ドキュメンテーション作成の基となる

２つの動画を視聴したあと、感想を記

述し構想を練る。  

・教材の動画、静止画については、実際

の保育場面を観察して個人で写真撮影

を試みようとしたが、学生の人数が多

く子どもの活動に影響することが予想

されることや個人情報の扱いについて

の配慮を考え、事前に筆者がビデオ撮

影したものを使用する。  



 

 

 

   動画①：「大型積み木の遊び」58 秒  

対象児：4・5 歳児  

   撮影場所：H 市立 T 幼稚園  

撮影日 ：2019 年 5 月 28 日   

  動画②：「ジャンボすごろく遊び」  

1 分 05 秒  

対象児：5 歳児  

   撮影場所：H 市立 B 幼稚園          

撮影日 ：2018 年 1 月 25 日  

      

・動画①②を各 3 回ずつ視聴する。1 回

視聴するごとに感想を用紙に記入す

る (資料 1・2)。  

・これら 2 つの動画のうち、ドキュメン

テーションを作成する題材をどちらか

選択する。  

・それぞれの題材の画像 10 枚を印刷し

たもの（A４判）から、必要と思われる

画像の選択（6～8 枚 )をする。この画

像については、授業を行う講義室にパ

ソコンの環境が整わないこともあり、

筆者が事前に動画から静止画に編集し  

 た。  

・学生に伝えた作成のポイントは、次の

①から③の通りである。  

  

①  メモを取りながら写真を選ぶ  

 ・写真から予想されるような会話や言葉  

    を探る。  

・子どもが試行錯誤する様子や、その時  

の表情、しぐさを捉える。  

・友達や保育者との会話、問い掛けなど 

を探る。 

 

②  写真の編集をする  

・子どもの姿から、何が、どのように育  

ち、何を達成したのか、また保育者が  

計画した環境や援助はどうだったのか、  

が分かるように整理する。  

・学生に、フェイスブックやツイッター   

に画像をアップするとき「自分の伝え  

たいことをどう表現するのか｣など､学 

生の経験と照らし合わせ説明をする。  

また画像だけでは分かりにくいところ  

を補足説明して伝える。  

 

 

⑶  6 月 29 日（月）  

・学生の動画選択  

動画①「大型積み木の遊び」24 名  

動画②「ジャンボすごろく遊び」11 名  

 ・学生個人のパソコンまたはスマートフ  

ォンに動画を配信し、繰り返し視聴で  

きるようにする。  

・用紙（A４判）を配付し、題材のタイト

ルを付ける。  

・表の左側に選択した写真を番号順に並

べ、その写真からの読み取りを「遊び

の様子と子どもの言葉」「伝えたいコ

メント」の項目欄に記述する（資料 3・

4）。  

 ・選択した画像を用紙（B４判）にレイ  

アウトする。吹き出しや囲みで構成し  

ながら言葉を記述し、総合的な考察を  

加える。  

 

③  考察する  

    ・子どもたちの興味や関心、その子どもな  

らではの学びや育ち、保育者の援助や環  

境を振り返り指導の改善点を見付ける。  

・感想だけでなく、「なぜ子どもは、その  

ような活動（方法）をしたのか」「なぜ、  

その活動に興味や関心をもったのか｣な  

どを考える。その意味を見出すことによ  

り、次の保育にどのように展開すればよ  

いかを記述する。  

 

・次回の授業までに仕上げる（図 1・2）。  

 

        



Ⅴ 分析の方法  

⒈ 子どもの育ちつつある姿について  

それぞれの学生のドキュメンテーション

に記された｢遊びの様子｣や｢子どもの言葉」  

「伝えたいコメント」などから、子どもの  

育ちつつある姿を挙げる（表１）。  

    その姿をさらに分類・整理（図３）して、  

キーワードにまとめる（表２）。  

 

 

 

        

 

       

       

          図３：分類・整理  

表１：「子どもの育ちつつある姿」の抽出 (抜粋 ) 

写真  
遊びの様子と  

子どもの言葉  
伝えたいコメント  

子どもの  

育ちつつある姿  

№４  

 

 

 

 

「できるかな？」  

 

 

 

 

 

「怖いよぉ」  

「頑張ろう」  

「怖くないよ。大丈

夫」  

「・・・・」  

 

 

「怖いなぁ」「大丈夫

だよ」  

「怖くて歩けな～い」

「大丈夫！支えてあげ 

 るから」  

「手を持ってあげる」 

 

「ううん、自分で頑張

る」「頑張れ！」  

・みんなで手をつないでゆっく

り歩いていきます。  

・バランスもとりやすくて安心

だね。  

・不安ながらも前へちょっとず

つ進んでいる。  

・周りの友達が手伝ってあげよ

うとしている。  

・自分の力でゴールしようと頑

張っているようです。どうやっ

たら進めるのかいろいろ考え

ているのかな？  

・やりたいけど「怖い」という自

分の気持ちと戦っているよう

です。  

・怖いと言っている子に対して、

数人の友達が寄り添って励ま

しています。  

・みんなで積み木の上を歩きま

す。三角形の積み木の上を歩く

のは難しそうで、躊躇している

様子。  

・怖くて座り込んでしまう子に

優しく声を掛け、手助けしてあ

げる子がいます。お友達のお陰

で最後には笑顔いっぱいで道

を通ることができました。  

 

・思いやる優しい気

持ち  

 

 

 

 

・挑戦する  

 

・協力し合う  

 

 

・意欲的に遊ぶ  

 

・試行錯誤する  

 

 

 

 

・挑戦しようとする  

 

 

 

 

・友達を励まし合う 

 

 

・友達の様子に関心

をもつ  

№5 

 

 

「一人で頑張ろう」  

「よいしょ、よいし

ょ」  

 

「ここに足を置いて

みて！」「頑張れ！」 

 

「落ちないかなぁ」  

「こんな渡り方もで

きるよ！」  

・他の子が渡っているのを順番

待ちしながら見ています。 

・「おっ、頑張ってるね」 

・安心できるように周りの友達

が手を握って応援しながら、ど

この足を置くのか教えてあげ

ていて、協力性や仲間関係が深

まってきています。 

・「〇〇ちゃんのように、工夫し

たらもっと面白い渡り方があ

るから、みんなもしてみよ！」 

 

 

・積極的に体を動か

す 

 

・友達を励まし合う 

 

 

・より面白い方法を

考える 

 



   表２：「子どもの育ちつつある姿」のキーワード  

 

 

 

 

⒉ 子ども理解を深めるためのプロセス  

子どもの育ちつつある姿のキーワード  

  から学生が子どもを見る目、つまり子ど  

も理解するための手掛かりとなるプロセ  

スを探る。  

 

Ⅵ 結果と考察  

  学生が作成したドキュメンテーションか

ら見出したキーワードには、活動している

子どもの姿からどのような育ちを期待して

いるのか、あるいはどのような育ちを感じ

取っているのか、などを把握することがで

きる。つまり、学生が保育をする上で大切

にしたいと考える望ましい子ども像が表れ

ている。一人一人の子ども理解を行うため

には、学生が思い描く望ましい子ども像が

関与していると考える。従って、この子ど

も像を具体的な言葉で表すことにより学生

が子ども理解をするため、またそれを記述

するための指標になると考えた。このこと

は、この子ども理解のプロセスを基に子ど

もの活動を観察し、考察することにより子

ども理解の方向性が確かなものになると考

える。  

子どもの育ちつつある姿のキーワードに  

 は、「思いや考えを出し合う」「思いやる」

など、一緒に遊んでいる友達との関わりに

キーワード  

(事例数 ) 
  育ちつつある姿  

主 体 的 に 遊

ぶ⑹  

自分で考えて遊びを進める  

遊びに必要なものを見付けて

使う  

目 的 を も っ

て遊ぶ⑵  

同じ目的をもって遊ぶ  

夢中になって遊ぶ  

遊 び を 工 夫

する⑵  

いろいろ試してやってみる  

より面白い方法を考える  

ル ー ル を 守

る⑷  

順番に並ぶ  

ルールを決める  

ルールを共有する  

思 い や 考 え

を伝え合う  

⑻  

友達に遊びを伝える  

相談する  

友達とアイデアを共有する  

自分の考えを出す  

協力する⑵  助け合う  

イ メ ー ジ を

共有する⑺  

協調性が生まれる  

遊びに広がりがある  

遊び方を共有する  

友達となりきって動いている  

友 達 と 関 わ

る⑶  

異年齢で遊ぶ  

友達を誘い合って遊ぶ  

思いやる⑾  友達の思いに気付く  

友達に優しく声を掛ける  

友達を気遣う気持ちを言葉で

表す  

順番を譲り合おうとする  

周囲の友達のことを気にする  

友達の気持ちを受け止めよう

とする  

友達の様子に関心をもつ  

励ます⑶  

 

応援する  

友達を励まし合う  

自信をもつ 

⑴ 

友達に自分の知っている遊び

方を教える  

意欲をもつ  

⑵  

次の遊びに期待する  

積極的に体を動かす  

満足感を味わう  

う⑶  

 

勝つ喜びを感じる  

達成した喜びを味わう  

友達と遊ぶ楽しさを味わう  

挑戦する⑼  繰り返し試して遊ぶ  

困難に挑戦する  

様々な跳び方をする  

失敗しても何度でもやってみ

る  



関するものや、「目的をもって遊ぶ」「遊び

を工夫する｣など、主体的な遊びに関する

もの、｢順番を守る｣など、園生活や遊びの

決まりに関するものが多かった。今回、視

聴した活動「大型積み木の遊び」と「ジャ

ンボすごろく遊び」は、複数の子どもが一

定のルールに従って一緒に体を動かし、さ

らに参加していた子どもが４・５歳児の異

年齢である点が共通であり、動画視聴とい

う間接的な観察ではあったが、具体的に関

わる姿が目に見えるものだったと考える。

それに反し「自信をもつ」「意欲をもつ」

「満足感を味わう」などの心情面は少数の

学生が挙げていた。これは活動中の言動だ

けでは計り知れないものであり、なかなか

気付かない側面だと予測する。しかし、子

ども理解は「幼児一人一人のよさや可能

性、特徴的な姿や伸びつつあるものなどを

把握する」 6) ものであるため、あらゆる面

から、しかも偏りなく一人一人の子どもを

理解していくことが必要になる。  

  以上の結果により、さらに望ましい子ど 

も理解を深めるためのプロセスを考察した

い（図４）。  

まず子ども理解をするためには、子ども

の言動を中心に、それに付随する表情や視

線などを観察することから始まる。実際の

保育の場において目の前の子どもを観察す

ることが理想的であるが、諸事情を考慮し

今回のような動画視聴により見たままを客

観的に記録する（事実）。  その中で心に留

まった言動について  ｢なぜ、このような言

葉を発したのか｣「なぜ、このような行動

をとったのか｣ などを探るための手掛かり

として、キーワード「満足感」「意欲」「自

信」などの育ちつつある姿を重ね合わせな

がら思いを巡らせる（解釈）。  この段階に

おいては、様々な解釈を考え、一人一人の

子どもについて多面的に捉えることが必要

である。保育者を対象としたビデオ研修に

おいて視聴後に複数の保育者が互いに意見

を交わし、子どもを見る目を養うのもその

一つである。このようにして様々な解釈か

ら、より自分が納得できる結果を見出す

（考察）ことで子ども理解は深まっていく

と考える。  

    

          事  実  

                 

主体的な     

遊び         観察から見える   

友達との     子どもの姿  

      関わり  

生活や  

  遊びのルール  

 

          解  釈  

              

   満足感           

       達成感    育ちつつある                

  意欲           子どもの姿  

      自信  

 

    挑戦  

          考  察  

 

             事実を解釈した  

                 結果  

 

   図4：子ども理解を深めるためのプロセス 

 

 

Ⅶ おわりに  

   本研究は、学生の実習記録の内容から子

ども理解につながる考察の記述の実態を踏

まえ、動画および静止画によるドキュメン

テーションの作成を通し、そこに記された

子どもの育ちつつある姿を明らかにした。

さらにそれらをキーワードとして、子ども

理解を深めるためのプロセスを試みた。  



  この「事実→解釈→考察」のプロセスに従  

って思考や記述を行うことにより、子ども理  

解の意味がより明確になると考える。  

   一方、ドキュメンテーションを作成した学

生は「何気ない子どもの遊びの姿であるが、

よく観察してみると遊びの中で学んだり成長

したりするのだと思った」「落ち着いて子ども

を観察するとたくさんのことに気付けるので

はないかと思った」「外見だけでなく内面を見

ることが大切だと思った｣という感想を記し

ている。今回は短時間の動画を繰り返し視聴

したことにより、子どもの姿の細部まで着目

することができ、視聴するたびに新たな発見

があったと考える。しかし実際の保育の場に

おける子どもの姿は一瞬にして消え、再現す

ることはできないが、授業を通して観察をす

る経験を積み重ねることは、これからの資質

形成には有効だと思われる。  

今後は、ドキュメンテーションの作成もこ

のプロセスを基本に、子ども理解のための効

果的な情報となるよう指導していきたい。さ

らに各自が作成したドキュメンテーションを

用いたグループ討議や発表など、子ども理解

を多面的に考える機会を設けていきたい。  
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 図１：学生の作成したドキュメンテーション 

  図２：学生の作成したドキュメンテーション 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


