
2 

 

はじめに  幼児教育支援センターの設置 

 

今、幼児教育は、歴史的な大改革の渦中であると言われる。今年度より、子ども・子育

て支援新制度が実施され、幼児教育を取り巻く「量の拡充」「質の向上」の動きが、全国各

地で緒に就いた。 

「量の拡充」は自治体の福祉部局を中心に進み、認定こども園の認定や予算等の業務を

担うところが多い。「質の向上」に関しては、「誰がどのようにリーダーシップをとるのか」

が明確になっておらず、幼児教育に携わる自治体の各部局、関係諸団体、幼稚園・保育所・

認定こども園等のそれぞれが悩みながら、様々な動きが生まれ始めている。 

「質の向上」のための体制整備が困難を極める理由は、既存の枠組み、仕組み、研修で

は通用しないことにある。地域の歴史・背景・状況等が様々に絡み合い、国立・公立・私

立の設置者、幼稚園・保育所・認定こども園の多様さ等により、更に課題は複雑化し、一

律にその解決に迫ることのできない状況にある。 

 

平成 24 年 11 月、福井県は教育委員会の中に「幼児教育支援センター」を立ち上げた。

それは、幼児教育及び乳幼児期の家庭教育に関わる様々な事業を行い、幼児教育に特化し

た「センター」として果たすべき使命を見つめ、幼児教育の仕組みを進化させるためであ

る。特に、今年度からは、福祉部局、教育委員会が、所管を超えてそれぞれ「量の拡充」「質

の向上」の専門性を発揮し体制を整備することを明確化し、幼児教育支援センターが園種

にかかわらず「質向上」を担うこととなった。教育としての連続性を重視し、子供の確か

な力を育成する「福井型１８年教育」のスタート期の充実のためである。 

 

幼児教育支援センターの責務の核は、「幼児教育の現状を適切にとらえ、喫緊の課題に向

けた対応と仕組みを考える」ことにある。福井県においては、国公私立の設置者、幼稚園・

保育所・認定こども園の園種の別なく、子供のための質の高い幼児教育を目指す仕組みを

構築することが、現状の重要な課題と捉えている1。 

 

Benesse 次世代育成研究所が指摘するように、時代が求める課題や各地域の実情を見据

えた研修担当者のデザイン力が、地域全体の保育の質を向上する要となる2今、幼児教育支

援センターに求められているものは、正に「専門性を持った質向上のデザイン力」である。 

法令や国・自治体の教育政策への理解や見通しを持ち、異校種間の接続という教育の重

要課題を視野に、教育委員会の責務と役割を自覚し、柔軟で新たな仕組みを構築すること

が求められている。それは、市町の担当課や関係諸団体、園長会、養成大学等と連携し、

粘り強く丁寧に土台を築きながら、多くの理解とニーズを基にした体制整備のプロセスを

必要とする3。共感、賛同、情意等に支えられた体制整備が、自治体としての広域調整力の

発揮につながるのである。 

 

本研究の提案が広く参考、活用され、自治体等での幼児教育の振興の一助となることを

願うものである。

                                                   
1 資料１ 実態の把握 p.38-40 
2 Benesse次世代育成研究所 2010「保育者研修進め方ガイド」：2010年度文部科学省委託「幼児教育の改

善・充実調査研究」 
3 資料２ 研修システムの基盤作り p.41-44 
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目的 幼児教育推進体制の構築と ビジョンの実現 

 

今、幼児教育が目指すべきことは、国公私立、幼稚園・保育所・認定こども園の枠を超

えて同じ方向性を持つことにある。自治体が、幼児教育への深い理解と教育政策の方向性

を見据え、「幼児教育はどうあるべきか」というビジョンを持つことは、様々な園が一体的

に質向上に向かうための重要な要素となる。福井県幼児教育支援センターは、保幼小接続

カリキュラムを策定し、ビジョンの核を「学びに向かう力の育成」に置いている4。 

 

 これからの教育の方向性を示した「中央教育審議会 教育課程 企画特別部会 論点整理」

（2015 文部科学省）では、「学びに向かう力」について、次のように記されている。 

【新しい学習指導要領等が目指す姿】 

○ 次期改訂の視点は、子供たちが「何を知っているか」だけではなく、「知っていること

を使ってどのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」ということであり、 

知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力や人間性など情意・態度等に

関わるものの全てを、いかに総合的に育んでいくかということである。 

○ 学びを推進するエンジンとなるのは、子供の学びに向かう力であり、これを引き出す

ためには、実社会や実生活に関連した課題などを通じて動機付けを行い、子供たちの

学びへの興味と、努力し続ける意志を喚起する必要がある。 

【各学校段階、各教科等における改訂の具体的な方向性】【幼児教育】 

○ 幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であることを踏まえ、義務教

育及びその後の教育の基礎となるものとして、幼児に育成すべき資質・能力を育む観点

から、教育目標・内容と指導方法、評価の在り方を一体として検討する必要がある。 

○ 具体的には、子供の発達や学びの連続性を踏まえ、また、幼児期において、探究心や思

考力、表現力等に加えて、感情や行動のコントロール、粘り強さ等のいわゆる非認知能

力を育むことがその後の学びと関わる重要な点であると指摘されていることを踏まえ、

小学校の各教科等における教育の単純な前倒しにならないよう留意しつつ、幼児教育の

特性等に配慮しながらその内容の改善・充実が求められる。 

 

学びとは「内面の変容」であり、学びに向かう力とは、生涯の学びのエンジンとなる情

意、非認知能力を重視するものである。子供（以下では、幼稚園における園児、保育所に

おける子ども、幼保連携型認定こども園における園児を統一し、子供と表記する）の内面

に育つ湧き上がる思いを大切にしながら、心情・意欲・態度などの生きる力の基礎を丁寧

に支え、直接的・具体的な体験を通して、自己調整力、協同性・道徳性を培う。いろいろ

なものに興味を抱き、教科等の本質につながる面白さを感じ、夢中になって集中し、対象

とより深く関わり工夫し、友達とともに挑戦する。 

幼児期だからこそ、自ら作り出す遊びを通して、アクティブ・ラーニング「発意→構想

→構築→遂行→省察」のサイクルを繰り返し、価値ある経験を積み上げる。 

全ての幼稚園・保育所・認定こども園（以下、園と表記する）において、幼児教育の本

質「遊びの中の学び」を見つめ直し、子供の育ちの「連続性」をより意識する教育・保育

を目指すことが「質向上の核」となり、設置者・園による別なく、ベクトルが向かう先と

なる。 

本研究では、「学びに向かう力の育成」を核とした質向上の実践化を進めるための、幼児

教育研修システムの在り方を検討し、体制整備の要点をまとめる。 

                                                   
4 福井県幼児教育支援センター 2015 学びに向かう希望のバトンカリキュラム 
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方法 大学との連携による実践コミュニティの構築 

 

福井県幼児教育支援センターは、ビジョンと実践の間に、重層的な「学び合うコミュニ

ティ」を構築することを、体制整備の核に置く。ビジョンと保育者の日々の意識がかけ離

れては実践化に結びつかず、実現することのない空論になってしまう。重要な視点は、幼

稚園教諭、保育士、保育教諭（以下、保育者と表記する。）が「新たな課題に向かい、実践

を工夫し、振り返り、向上を目指す」場の再構築である。 

幼児教育において特に配慮すべきは、「園内研修が機能するか」「園外のコミュニティが

国公私立、幼稚園・保育所・認定こども園で閉ざされていないか」という点である。 

 

無藤隆の指摘によれば、教育・保育の実践者は集団的専門家である。同僚として、また

職場を超えた広義の同僚としての関係の中で相互の実践的ノウハウを交換している。その

交換を言語化し、多少とも理論化することが実践的研究の始まりである5とされる。これは、

幼児教育全体の体制整備デザインの基本と言える。園内・園外・地域全体のそれぞれに同

僚性が生まれ、重層的に「相互の実践的ノウハウを交換」する体制を築いていくことが重

要である。 

また、保育教諭養成課程研究会によれば、限られた時間と人材、限られた研修の機会を

有効かつ効果的に活用していくためには、園外研修と連動させつつ、園内研修を活性化す

ることが重要である6とされる。園内外の研修を有機的に関連させる研修体制が必要である

と考えられる。 

Andy Hargreavesによれば、教育における同僚性には、共有ビジョン、ビジョンの実現

に向かう大きな絵、リーダーシップの分散（責任の共有・未来のリーダーの育成）、補い合

いが必要である7とされる。自治体全体のデザインには、重層的なコミュニティのそれぞれ

にリーダーシップを発揮する人材が必要であり、相互の補い合いが生まれるように関係を

築くことが重要であろう。 

 

こうしたコンセプトを具現化するために、幼児教育支援センターは、福井大学教職大学

院（以下、大学と表記する。）と連携・協働して、実践コミュニティ構築に着目した「福井

型幼児教育研修システムの確立」を目指すこととした。 

幼児教育の実態や背景、文化への理解をベースに、幼児教育支援センター職員と大学教

員が話合いを重ね、OJT と Off-JT をつなぎ、学び合うコミュニティが生まれるための基本

的な考え方や方策を検討した。その結果、重層的なコミュニティ構築の核となる人材とし

て、市町幼児教育アドバイザーと園内リーダーを育成することとした。さらに、研修の実

施についても、教育委員会と大学それぞれの専門性を生かして、研修受講者への講義や支

援を行い、幼児教育支援センターと大学の連携・協働で「市町幼児教育アドバイザー・園

内リーダー研修」を実施した。 

本研究では、市町幼児教育アドバイザー・園内リーダーによる研修の振り返りと実践を

基に、実践コミュニティが活性化するプロセスを探り、幼児教育推進体制整備のポイント

として整理する。 

                                                   
5 無藤隆 2013実践現場における発達研究の役割：実践的研究者と研究的実践者を目指して．発達心理学 

研究，24巻４号 
6 保育教諭養成課程研究会 2015『幼稚園教諭・保育教諭のための研修ガイド』2014年度文部科学省委託

「幼児教育の改善・充実調査研究」 
7 Andy Hargreaves著木村優・篠原岳司・秋田喜代美監訳 2015『知識社会の学校と教師』金子書房 
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内容 市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修 

 

 市町幼児教育アドバイザーとは、市町レベルで質向上の核となり、域内の園への助言等

を行う人材であり、園内リーダーは、園内研修・研究会を活性化する人材である。 

市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修は、園を拠点とする園内研修と、市町に

おける実践研究・質向上方策の両方が、自律し活性化することを目指す。研修では、講義・

情報の提供等に加え、実践事例を持ち寄り、グループ協議を行い、また実践を重ねる。各

市町・園での実践と研修を積み重ねるものである8。 

 

（１）研修の基本的な考え方 

園を対象とする研修には、幼稚園等の法定研修以外に、教育・保育の関連団体や社会福

祉協議会の主催する研修等、多様なものがあるが、研修内容は「知識・技能」を提供する

ことに主軸を置くものが多い。また、研修方法が指導・伝達型となっており、受講者の実

践化につながりにくいという課題がある。 

 

実践につながるためには、従来の幼児教育推進体制における次の課題について、改善す

ることが必要である。 

 

① 研修担当者（指導主事等）の研修が必要である。幼児教育の実践を経験していない場

合、実践研究に深く踏み込むことが難しく、担当者の自己研鑽に任せられてしまう。 

② 幼児教育の専門性を外部から指導・伝達するのでは、市町の質向上体制および各園の

主体性・自律性が活性化しにくい。 

③ 自治体の研修担当者に異動がある等、体制を支えるための積み上げができにくい。 

④ 市町ごと、公私立の設置者ごと、幼稚園・保育所・認定こども園ごとに特色があるこ

とへの対応が困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 資料３ 研修システムの立ち上げ p.45-49 

指導主事等
研修担当者

幼稚園 保育所 認定こども園

幼児教育の
専門性

私
立

公
立

私
立

公
立

私
立

公
立

市町村

②外側からの指導
になってしまう①個人研鑽

③１，２年おきに
異動があるため
積み上げができ
てこない

④市町村ごと、園種ごと、公私立ごとに特色がある
ことへの対応が困難

 
図１ 従来の幼児教育推進体制の課題 
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 これらの課題に対応するために、「市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修」は、

実践と研修を連動させ、受講者の資質・能力「情意」「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力等」をトータルで活性化しようとしている。 

「情意」へのアプローチは、センターが主となる。国の動きの提供や、園訪問・研修か

ら気づいた問題提起等を伝え、ともに課題に取り組もうと呼び掛ける。「知識・技能」への

アプローチは、大学が主となり、事例の書き方や考察、アクティブ・ラーニングの理論等

の講義を行う。「思考力・判断力・表現力等」へのアプローチは、実践事例を書いて語り合

うことから迫る。研修の場で、グループ協議を通して多様な取組を交流させていく。 

 

研修では、「県・市町・園のそれぞれが学び合うこと」「情意（意欲と意志）の高まりと

実践につながること」を重視しながら、次の３点に留意していく。 

 

Ａ 異なる園同士が学びを共有する。 

Ｂ 外部からの刺激だけではなく、それぞれの内側から育つようにする。 

Ｃ アクティブ・ラーニング（発意・構想・構築・遂行・省察）のサイクルを繰り返し

て実践する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市町幼児教育アドバイザー研修の特徴 

市町の実態、質向上の方策は、多種多様であることを踏まえ、どのように活性化するの

か。市町の質向上の核となる人材が、市町幼児教育アドバイザーである。 

注目すべきは、いずれの市町にも、現場・組織との深い信頼関係と、幼児教育に対する

深い愛情を持って、質向上に意欲を持つ人材がいることである。市町の歴史や背景、諸事

情への理解を持ち、県よりも現場に近い存在として活躍が期待できる。 

市町幼児教育アドバイザー研修では、質向上への必要感・危機感を持ち、変革を乗り越

える努力を惜しまない方々が一堂に会し、自市町のために、課題に向き合い、時代の求め

る教育の在り方を学ぶ。 

市町幼児教育アドバイザーは、研修により得られた新しい情報等により、視野を市町・

県・国へと広げ、「これからの教育の方向性」という長期的な見通しと「今」の現実の両方

から、幼児教育の在り方を考える。その上で、今、自市町で実施可能な方策を検討し、担

当課・関係団体に働き掛け、事例検討会・合同研修・園訪問等を実現する。 

幼児教育支援センター

幼稚園 保育所 認定こども園

幼児教育の専門性
コミュニティ構築

私
立

公
立

私
立

公
立

私
立

公
立

市町村

Ⓒアクティブラーニング
による研修

Ⓑ内側からの育ち

Ⓐ異なる園種間の共有化：意欲・意志の高まり

連携

 
図２ 福井型幼児教育推進体制―実践コミュニティの活性化 
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幼児教育支援センターは、研修時の関わりだけでなく、市町幼児教育アドバイザーが考

えた質向上方策の実現に向けて、支援を行う。市町幼児教育アドバイザーと方向性を共有

し、事例検討会・合同研修等に行き、市町の課題解決に寄り添い応援する。 

 

（３）園内リーダー研修の特徴 

 園内リーダーの研修は、実践研究の活性化に特化したものである。事例研究のテーマを

「遊びの中の学び」に焦点化し、園での実践・園内研修と、園外研修（園内リーダー研修）

の連関と積み重ねを特徴とする。 

研修の前半では、市町幼児教育アドバイザーと共通の講義等を受け、目指す幼児教育の

在り方を学ぶ。研修の後半には、市町、幼稚園・保育所・認定こども園、国公私立、担任

の有無、担当児の年齢等が入り交じる数名で、グループ協議を行うことを繰り返す。研修

期間は 1年間で、その間、グループ内では新たな同僚性が芽生える。 

園内リーダーは、園での実践として、自園の子供・遊びについて書いた事例を持ち寄る。

グループでの意見交換では、市町幼児教育アドバイザーがファシリテーターとなり、傾聴

したりアドバイスしたりしながら、園内リーダーを支える。 

 

（４）研修の主な内容 

回 前半 講義テーマ・情報等 後半 グループ協議 備考 

１ 研修オリエンテーション 

幼児教育を取り巻く現状と方向性 

グループ顔合わせ 

課題意識の共有 

 

２ 実践コミュニティの育ちと 

園訪問の必要性 

園訪問の計画 市町幼児教育アドバイ

ザーのみ受講 

３ 事例の書く意味 

ビデオ視聴 

事例検討会  

４ 県と市町の連携・協働 

自市町の課題と方策 

 

事例検討会 市町幼児教育アドバイ

ザー研修と市町担当課

との合同会議を実施 

５ 実践の可視化と発信（フォーラム打ち

合わせ） 

事例検討会  

６ 遊びの中の学び（研究集会の参加） 演習・分科会協議 市町幼児教育アドバイ

ザーのみ受講 

７ 個別懇談・相談会 園内リーダーのみ受講 

８ 幼児教育フォーラム（研修報告会を兼ねる） 

園内リーダー：小グループ内での実践報告 

市町アドバイザー：質向上の取組ポスターセッション 

 

 

（５）研修方法 

 次の方法を組み合わせ、研修を実施している。 

研修を終える度に、幼児教育支援センターと大学で、内容や方法を振り返り、次回の 

研修に生かすサイクルを持っている。 

【講義】国・県の動向、社会情勢と課題、アクティブ・ラーニング、事例の考察 等 

 【演習】事例検討のグループ協議、公開保育の分科会にてファシリテーター演習 

 【ビデオカンファレンス】実践ビデオを通して「遊びの中の学び」の理解 

 【フォーラムでのポスターセッション】自市町の取り組みをまとめ、発信 
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成果 幼児教育推進体制構築のポイント 

 

市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修を核とした幼児教育推進体制の構造につ

いて、五つの視点で整理し、「共有ビジョンの基で、実践化が広域的に進む」ためのポイン

トについてまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「市町幼児教育アドバイザー研修」と「園内リーダー研修」の連動 

 事例検討会を通し、市町、幼稚園・保育所・認定こども園、国公私立が異なる他者とグ

ループになり交流することは、市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー双方に有益さが

ある。 

 

市町幼児教育アドバイザーは、研修により、ファシリテーターとして話合いを進めなが

ら、自らの所属とは異なる園の実践に触れる。園の実践の在り方は様々であるが、そこに

は共通して、葛藤や悩みがあり、何とか実践をより良いものにしたいという願いがあるこ

とが分かり、同時に、実践に対する「視野の広がり」が生まれる。園内リーダー一人一人

の話に傾聴し、「何を認めることが大切か」「どのようにアドバイスすればよいか」「提案で

きるノウハウはないか」等を考えていく。市町を一体的に活性化するために、多様さを受

け入れることの大切さ、視野を広げることの必要性を実感し、自らの役割を問い続ける。

これらの学びは、園訪問や公開保育等において、現場で関わる際にも、指導助言等の言葉

となって、市町幼児教育アドバイザーの表現に生きる。 

 

園内リーダーは、研修により、次のような悩みに対する「実践的ノウハウ」が得られる。 

○数多くの情報や研修がある中、方向性を焦点化できずにいる。 

福井型幼児教育推進体制
実践コミュニティの構築

C町
実践コミュニティ

B市
実践コミュニティ

Ａ市
実践コミュニティ

幼児教育アドバイザー

幼児教育アドバイザー 幼児教育アドバイザー

市町幼児教育アドバイザー
園内リーダー研修

園による多様さを超えて
実践コミュニティを再構築する

私立保育所

公立保育所
私立幼稚園

公立認定こども園

私立保育所
私立保育所

国立幼稚園 公立幼稚園

私立幼稚園
公立保育所

公立幼稚園

公立保育所

私立認定こども園
公立認定こども園

私立認定こども園

自治体全体の
実践の活性化

学びに向かう力の
育成の推進

 

視点１ 

市町幼児教育ア

ドバイザー研修

と園内リーダー

研修の連動 

視点２ 

研修システムと

市町実践コミュ

ニティ構築の連

動 

視点３ 

実践コミュニティ

構築の専門性－市

町幼児教育アドバ

イザーの実践を中

心として－ 

視点４ 

重層的な実践コミ

ュニティの育ち－

研修の振り返りを

中心として－ 

視点５ 

人材育成指標の作

成 

図３ 市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修を核とした幼児教育推進体制の構造 
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○情報の習得や研修の機会が得られにくく、園内だけで偏りや悩みが閉ざされている。 

○認定こども園への移行等で、幼稚園・保育所の考え方が異なり、実践が一体的に進みに

くい。 

 これらは、いずれの園・市町でも生じやすい悩みである。事例の紹介・意見交換等で、 

課題に向けた実践的ノウハウを交流させることで、園内リーダーからは「園内研修の具体 

的な方法のヒントがもらえた」「教育・保育観が広がった」「市町幼児教育アドバイザーに 

支えてもらって、意欲が湧いた」等の声が挙がる。さらに、「園内で発信していきたい」「若

い保育者にも学びを広げたい」と実践への意欲を示す園内リーダーも多く、自園の質向上

を自分の役割と捉え、真摯に課題に向き合う「情意の活性化」が見られる。 

市町幼児教育アドバイザー研修と園内リーダー研修を連動させることで、幼児教育推進

体制の課題「園内研修が機能するか」の解決に迫ることができると考えられる。 

 

 

２ 「研修システム」と「市町実践コミュニティ構築（園訪問・市町研修）」の連動 

市町幼児教育アドバイザーは、自市町での実践研修として、園内リーダーの園訪問を行

う。今年度は、積極的に訪問・巡回指導を行う市町もあれば、初めて設置者を超えた園訪

問を実現させた市町もあるが、全ての市町で実現したことの意義は大きい。 

園への関わりは、「市町・園ごとの段階に応じて行うこと」「信頼関係を築くこと」が大

切なポイントとなる。設置者、幼稚園・保育所・認定こども園にかかわらず、域内の全て

の園（園内リーダーの所属園）への訪問を実現させることが、質の確保・向上につながる。

実際、園に足を踏み入れ、子供の姿・環境に触れるからこそ、各園の良さや悩みに気付く。 

園訪問で得られた気づきは、自市町の質向上の糸口となり、市町幼児教育アドバイザー

が主体的に自市町に必要な研修や研究会をデザインし、担当課と連携して、新たな一歩を

踏み出す。今年度は、公私立園一体の事例検討会、公私立園全園の公開保育、アドバイザ

ーによる市町質向上会議等、各市町で「今年度初めて実現した取組」がいくつも生まれ、

質向上の改革が行われた。 

研修システムを、園訪問・市町研修と連動させることで、幼児教育推進体制の課題「園

外のコミュニティが、設置者、幼稚園・保育所・認定こども園で閉ざされていないか」の

解決に迫ることができると考えられる。 

 

 

３ 実践コミュニティ構築の専門性 

－市町幼児教育アドバイザーの実践を中心として－ 

市町幼児教育アドバイザーは、設置者、幼稚園・保育所・認定こども園の枠を超え、市

町の質向上を一体的に推進するために、各市町で改革・実践を行っている。 

ここでは、市町幼児教育アドバイザーの実践により、各市町で活性化・実現化した取組9に

着目し、実践コミュニティ構築の専門性について整理する。 

 

① コミュニケーション  

市町幼児教育アドバイザーと幼児教育支援センターが十分なコミュニケーション

を図ることで、質向上に携わる様々な関係者の信頼関係と連携が広がる。また、県

と市町の連携をより円滑にし、相互に補い合いのできる「つながり」を培うことが

できる。 

                                                   
9 資料４ 研修システムからの発展 p.50 
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○幼稚園担当課、保育所・認定こども園担当課がそれぞれ市町幼児教育アドバイ

ザーを推薦する。市町幼児教育アドバイザー同士が、管轄を超えてつながるモ

デルとなり、自市町の就学前の子供たちを分け隔てなく育てる機運を盛り上げ

る。 

○私立園団体から推薦された市町幼児教育アドバイザーが、私立関係団体や私立

園とのつなぎ手として、訪問や研修で積極的に活動する。 

○市町幼児教育アドバイザーが協働で市町実践ポスターを作成する。 

○幼児教育フォーラム10において、自市町のポスターセッションを行う。 

○研修講座・研究会・園訪問に、担当課長や教育長、指導主事等の参加を依頼し、

市町における幼児教育の理解推進を図る。 

 

② コーディネーション  

市町の課題に即した方策を検討・企画し、担当課や教育委員会等と連携・調整を

行い、実行する。園・市町の状況を具体的に把握した上で、研修内容・日時や会場、

呼び掛け等について柔軟に調整し、各園が参加しやすい状況を作ることができる。 

○既存の公開保育・研究協議会について、幼稚園・保育所・認定こども園に呼び

掛け、交流を持つ。 

 ○幼児教育支援センターと連携し、現場が参加しやすい条件（日時・方法・会場

等）となるように意見を出し合い、合同研修を実現する。 

○園長会、主任会等にて、研修で得られた情報の提供をする、メールで各園に発

信する等、市町内の全園への積極的な働き掛けを行う。 

    

③ コンサルテーション  

市町の問題の解決に向けて、積極的に方針や方法、内容等を考え、実現させる。

設置者、幼稚園・保育所・認定こども園を超えて、合同研修・園訪問を促進し、実

践へのアドバイス等を行う。 

○園訪問や事例検討会で、園の良さや特徴等、気付いたことやアドバイスを園長

や園内リーダーに伝える。 

○市町内の全園での公開保育を実施し、より良い実践に向けた意見交換を行う。 

○市町の課題について、市町幼児教育アドバイザー同士、市町幼児教育アドバイ

ザーと幼児教育支援センターが話合いを行う。 

○認定こども園への移行等に向けて、園職員が前向きに取り組めるように、市町

合同の説明会・勉強会等を行う。 

○市町内の全ての園に呼び掛け、事例検討会を行い、公私立の交流を促進する。 

 

④ コラボレーション 

市町の実態に合わせ、効果的な合同研修を創り出す。必要に応じて、幼児教育支

援センターや大学等に依頼し、研修内容の充実を図る。 

     ○自市町だけでなく、他の市町とも連携して、勉強会・研修会を実施する。 

○幼児教育支援センターによる「市町訪問講座」や協議会助言を、市町の質向上

のデザインに組み込む見通しを持って、次年度の計画を立てる。  

○市町幼児教育アドバイザー同士が連携し、一緒に、私立・公立の枠を超えた園

訪問を行い、相互理解を図る。 

                                                   
10 資料５ 幼児教育フォーラムの開催 p.51-53 
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４ 「重層的な実践コミュニティ」の育ち 

－市町幼児教育アドバイザー・園内リーダーによる研修の振り返りを中心として－ 

  

市町幼児教育アドバイザーによる研修の振り返り11、園内リーダーによる研修の振り返り
12を中心として、実践コミュニティの育ちについて、整理する。 

 

 

 

 

 

（１）日々子供の姿を語る層（実践） 

保育者一人一人が、子供の姿を見る視点を持ち、日々「遊びの中の学び」を意識して

子供を支援することが、実践の質の高まりを生む。園内リーダーからは次のような振り

返りが得られ、「遊びの中の学び」「学びに向かう力」への意識の高まりが分かる。 

 

○「学びの芽生えを語る言葉を持つ」「『よかったね』と流れていかないで、どこがどう

よかったのかを具体的に言葉で表す」など、子供の姿をもう一歩踏み込んで読み取り、

語る力をつけていくことこそ、質の高い保育につながっていくのだと思った。同時に、

自分を含め、自園に足りないのはこの部分だと感じた。 

○子供が何に心が動いているのか、その瞬間を見逃さずに、広げたり深めたりするため

の、声掛けや環境構成など、丁寧にかかわっていく大切さを学んだ。 

○今までだと共感したり受容したりというところで終わってしまっていたかかわりも、

「どうして～なのだろう」などと言葉で伝えたり、次の環境を整えたりと、次の保育

につなげるようになってきた。 

○学びに向かう力は、どのような園の形であっても変わらず、子供たちと関わる私たち

の意識が大切だということを改めて感じた。 

                                                   
11 資料６ 市町幼児教育アドバイザーによる研修の振り返り p.54-56 
12 資料７ 園内リーダーによる研修の振り返り p.57-63 

保育者の学び合うコミュニティを支

える幼児教育アドバイザー・リー
ダーの学び合い

一体として実現する
幼児教育研修体制の構築

子供のアクティブ・ラーニングを支える
保育者の学び合い

市町幼児教育アドバイザー・園内
リーダーを支える幼児教育支援セ
ンターと大学の学び合い

日々の実践で遊びの中の学びを意識
し、子供の学びに向かう力を培う

 

図４ 重層的な実践コミュニティを基盤にする福井型幼児教育研修体制 

※松木（2015）による福井県幼児教育フォーラムシンポジウム資料を改編  
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子供が何かに興味・関心を抱いたり、その子供なりの表現で関わろうとしたりする場

面を見付け、子供の思いや願いを支え、環境を構成し、保育を振り返ることが重要であ

ると気付く。子供の心が動く瞬間を捉えたり、遊びの発展のために環境を再構成したり

して、保育者の支援の在り方を見つめ直す。 

気付いたこと、見付けた姿を言葉にしていこうとする「意識」を強く持ち、記録し、

次の日の遊びや活動につなぐ実践を繰り返す。 

園内リーダーは、まず、自らが、実践者として学ぶことが大切であると感じている。

さらに、園内の実践を力強く推進するためには、自らの意志が必要であると感じ、どの

ように園内で働き掛けることができるのかを模索する。 

園内リーダーの気付きや情意は、子供の学び、環境の再構成、職員間の協働等へとつ

ながっていく。 

 

（２） 事例を読み合って園内研修を行う層（OJT） 

園内リーダーは、自園の子供や環境、保育者の関わりを見つめて、実践事例を書く。

園内で実践事例をどのように検討したかについては、園内の全ての保育者が事例を書き、

園全体で検討し、研修に持ってくるケースもあれば、自分の書いた事例について同僚に

意見を聞いてくるケースもあったが、いずれの園も、自園の実践を振り返り、見直しを

図ろうとしている。 

園内研修について、園内リーダーからは次のような振り返りが得られた。 

 

○月に一度、園内研修の時間を設け、自分の実践事例をもとに、子供の姿やその時の保

育者の対応などを話したり、他の保育者の意見を聞いたりしながら、子供の育ちを共

通理解できるよう働きかけてきた。園全体が、「学ぶ」は「育てる」だと捉え、保育計

画を考え、保育者の立ち位置を意識しながら保育にあたることが身についてきた。 

○園内研修で、全員に事例を書いてもらい、書いた文章をみんなで読み返しながら、子

供が学んでいる部分を見つけるだけでも、若い先生方に気付いてもらうことができた。

次の手立てを考えることで、実際に実践して「この間の続きなのですが」と自らやっ

てみたことを話に来る保育者もいて、園全体で保育の振り返りの楽しさを味わっても

らうことができた。 

○学びに向かう力を見取り、適切な言葉がけや環境を設定する力を自分自身が身につけ

ること、それを園の職員に伝え、ともに質を高めていくと理解でき、不安は解消され、

同時に頑張ろうという意欲がわいてきた。 

○園内研修を進めていく中で、学んできた園内リーダーとしての立場を意識した。保育

してきたことへの否定はせず、認め、励まし、聞き手になることで、若い保育者も悩

み、思いをありのまま話せる雰囲気ができ、回を重ねるごとに見られたように思う。 

○園内では、若い保育者から「保育の中の発見を嬉しく感じることが増えた」「子供の何

気ない動きにもつながりや学びがあることに気付き、深く見ていこうと思う」「保育者

はどう関わればよいか以前より深く考えるようになった」等の意見を聞くことができ

るようになった。 

 

園内リーダーは、園全体の実践の質向上を意識し、園全体に働き掛けを行う。 

教育・保育のこれからの方向性について、研修で理解したことを、園内で共通理解を

図ろうとし、若手職員も含め、教職員同士語り合う時間や場を作る。 

市町幼児教育アドバイザー（ファシリテーター）の姿から学んだリーダーとしての振

る舞いや構えは、園内リーダーの言動となって園の職員に向けて表現され、園の話合い



13 

 

や協働を促進する。 

園内リーダーの学びが、園の他の職員に波及し、個人の実践の改善だけでなく、園全

体の実践の振り返りが行われ、園に「学び合う文化」が培われていく。 

園内リーダーは、幼児教育の専門職として「学び続ける大切さ」を伝える役割を果た

していく。 

 

（３） 市町幼児教育アドバイザー・園内リーダーが学び合う層（Off-JT） 

 園内リーダーの研修の振り返りでは、「保育観の広がり」や「園の課題に対する改善へ 

の意欲」を示すものが多く見られた。また、市町幼児教育アドバイザーの振り返りには、 

自市町の幼児教育推進への意欲や意志が表現されている。 

 

園内リーダーからは、次のような振り返りが得られた。 

 

○園内リーダーという同じ立場の方との話し合いを繰り返す中で、視点の広さや柔軟な思

考、人の話を聞く姿勢、自分の思いを的確に伝える力の必要性を感じた。 

○保育のやり方は違っても、子供を大切に思う気持ち。大きく育てたいと思う気持ちは、

どの保育者も同じであることを再認識し、お互いの事例を見ながら、喜び合うことがで

きた。 

○いろいろな園、立場の違う先生方と話し合うことで、保育の実践方法や考え方、子供の

捉え方を知るとともに、忙しい中でも情熱を持って、子供の見取り方などを職員全員で

共有できる園内研修を工夫されている話も聞いた。とても参考になった。 

○１回目の事例で、いかに今まで保育者主体になっていたか、待つことをせず言葉のかけ

過ぎであったか、改めて反省した。２回目からは、保育者が子供からの発見に驚き、気

付きがたくさん生まれ、保育者自身が楽しむことができた。 

○園種を超えて実践事例に触れる中で、自園にはいない年齢の子供への理解が得られ、子

供の育ちのイメージが持ててきた。 

 

園内リーダーの振り返りからは、多くの実践や考えに触れ、自らの保育や園の現状を客

観的にとらえ、良さや課題に気付く実感を得られたことが分かる。また、他園の実践から

ヒントや刺激を得ることで、「より良い実践を目指そう」「試し挑戦してみよう」という情

意が活性化していると考えられる。 

さらに、園種等が異なる者同士が話し合う中で、自園の特徴に気づき、他園の異なる実

践的ノウハウや良さを取り入れようとする動きが生まれている。 

 

市町幼児教育アドバイザーからは、次のような振り返りが得られた。 

 

○自市でも、子供の学びについて目を向けるようになってきた。今後も子供を見る目を養

っていけるように、子供のこと・自分のことを意味づけて返す人がいると、多忙な保育

教諭も自分を振り返る機会を持ち、希望と自信が持てると思う。幼児教育アドバイザー

の果たす役割は、重要になってくると感じた。 

○幼児期に育っている子供の姿を、園内はもとより、保護者、小学校、地域へと発信して

いきたい。子供たちが主体的に遊びを進める中で、発見、工夫、試し、友達と協力し合

う。その中で保育者は子供たちに安心感を与え、環境を再構成しながら遊びが発展し、

学びにつながるよう努めなければならない。保育者の資質向上につながっていったと思

う。 
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○園訪問・同市町のアドバイザーや園内リーダーとの研修会も実現し、同じ町で保育する

者が、同じ視点で研修できたことはとても有意義だった。来年度からは、公立・私立の

交流、公開保育等も展開されることになり、よい方向に町が一体となり向いているので

はないかと思う。 

○毎回の事例検討会、最新の幼児教育に関する情報の提供、講義、ポスターセッションと、 

非常に密度の濃い研修で、あっという間の一年だった。研修を終えて、「お互いに高め合

い学び合う集団作り」こそが、市町幼児教育アドバイザーに求められている大きな使命

だと改めて感じた。 

○最大の成果と感じていることは、行政・認定こども園・公立幼稚園・私立幼稚園・公立

保育園のそれぞれから参加した 5 名の市町アドバイザーが、同じ目的を持って、園訪問

の同行やポスター作りなどに取り組んだことである。何回か会議を重ね意見交換する中

で、これからの市の保育についても大きく夢が膨らんだ会話にまで弾んだ。来年度は新

たな市町アドバイザー・園内リーダーを選び、学びへの力強い輪を広め、より効果的な

取組を探りながら実施していく予定である。機会あるごとに、研修の取組のよさや学び

を語り、皆で力を合わせて市の教育・保育の質の向上につなげたい。 

○研修の会が進むにつれて、アドバイザーとして何か動かなければという気持ちが強くな

ってきた。公私立幼稚園、公私立保育園からそれぞれ受講者を出していただけたことが

一番の収穫だった。立場はそれぞれのものがあるが、幼児教育という部分で共に考えて

いく必要性がはっきりしたと感じる。 

○園内リーダーの園を訪問したことは、大きな一歩となった。アドバイザーの連絡会を行

いながら、枠を超えて話し合える・伝え合える場としていきたい。市全体の取組として、

幼児教育の重要性と全ての施設で取り組む必要性などをアピールしたい。 

○いろいろな市町の園内リーダーの方たちと、事例の中の学びについて話し合う中で、各

市町の研究の取組や各園の保育の現状などがわかった。公私立、様々な環境の違いなど

を感じたが、回を重ねるごとに各園の学びについての話し合いがそれぞれに深まってき

て、園内リーダーを中心に、確実に子供の姿を捉え、学びを見取る力が少しずつ付いて

きていると思った。今後、福井県全体の保育の質が向上していくよう、私も支える一人

になっていきたい。 

 

研修により、市町幼児教育アドバイザーは、自市町全体の質向上を担う役割を自覚し、

幼児教育の推進に意欲・意志を膨らませるようになったことが分かり、受講者の内側から

の学びを引き出していると考えられる。 

また、研修が、設置者、幼稚園・保育所・認定こども園の別なく、一体的な質向上に向

けた流れを作り、市町幼児教育アドバイザー自身の意識改革の機会となったことも分かる。

学び合うコミュニティを築くために、中心となる人材の意識の改革は、大切なプロセスで

ある。 

市町幼児教育アドバイザーとは、質向上への情意と広い視野を持ち、尊重と協働を基本 

にして、改革への一歩を実現する人材なのである。 
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５ 人材育成指標の作成 

 

本研究の成果を活用し、市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修における人材育

成の観点を整理し、人材育成指標を作成する。 

 

 人材育成指標の作成にあたり、目標・重点を次のように置く。 

 

（１） 学び続ける文化の醸成と、実践コミュニティの構築 

 

（２） 二つの専門性の融合 

「幼児教育に必要な専門性」と「コミュニティ構築に必要な専門性」 

 

 

 本研究により、市町幼児教育アドバイザー・園内リーダーの育成においては、「子供・実

践の見方を広げること」「中・長期的な見通しを持つこと」が重要であると考えられ、幼児

教育に必要な専門性13の指摘を参考にし、以下の 6つの観点を掲げるものとする。 

 

① 養護と教育の一体性を基盤とする「目指す幼児教育のあり方」を捉える 

 

② 「学びに向かう力」と「内容（領域・基本的な内容等）」の両面を捉える 

 

③ 子供の「今の経験」と「将来に向けての芽生え」の双方を捉える 

 

④ 「実践スキル」と「ロングスパンの視点」の双方を持つ 

 

⑤ 教材の配置と探索の保障を行う 

 

⑥ 直接の対応と記録・指導計画の見直しを繰り返し、実践の改善に努める 

 

 併せて、本研究で整理した「実践コミュニティ構築の専門性」コミュニケーション・コ

ーディネーション・コンサルテーション・コラボレーションの４視点を、観点として活用

する。 

 これらの観点を基に、年度ごとに改善・見直しを行いながら、人材育成の指標の充実を

図るものとする。 

 

市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修は、多くの人材の情意に支えられ、幼児

教育支援センターの他の取組とも絡みながら、大きな流れとなった14。 

今後さらに、県下全域の幼児教育の推進と、現場の情意の活性化、全ての市町の実践コ

ミュニティ構築を目指して、研修システムを安定化させていくことが必要である。 

 

 

                                                   
13 Benesse次世代育成研究所 2010幼児期の教育に必要な専門性「保育者研修進め方ガイド」：2010年度

文部科学省委託「幼児教育の改善・充実調査研究」（再掲） 
14 資料 8  学びをつなぐ希望のバトンプロジェクト全体の振り返り p64-66 
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【市町幼児教育アドバイザー・園内リーダー研修における人材育成指標 福井県】 

学

び

続

け

る

文

化

の

醸

成  

 

と 

 

実

践

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

構

築  

 市町幼児教育アドバイザー 園内リーダー 

豊富な経験を生かし、市町全体の「実

践コミュニティの構築」を推進する

とともに、園訪問や合同研修等、課

題の改善・向上に向けた方策を推進

する 

自園の「学びに向かう力の育成」

に向けて、園内の研修・研究の

リーダーとして、実践を活性化

する 

 

 

 

 

幼

児

教

育

に

必

要

な

専

門

性 

 

 

 

 

課題把握と

目標の明確

化 

養護と教育の一体性を基

盤とする「目指す幼児教

育の在り方」を捉える 

○幼稚園・保育所・認定こども園の枠を超えた一体的な幼児教育の意義

や重要性を理解し、前向きに変革に取り組む。 

○「遊びを通した幼児期にふさわしい学びとは何か」を捉える。 

幼稚園教育要

領における 

ねらいと方向

性の明確化 

「学びに向かう力」と「内

容（領域・基本的な内容

等）」の両面を捉える 

○「遊びの中の学び」について内容を理解し、意識した保育に取り組む。 

○学びの根幹として全体「学びに向かう力」を理解し、内容との両面か

ら子供の姿を捉え、遊びの発展につなげる。 

実践の視点

の充実 

子供の「今の経験」と「将

来に向けての芽生え」の

双方を捉える 

○今進んでいる遊びにどのような学びがあるのかを見取る。 

○多様な学びにつながる予想をし、遊びを発展させる。 

○遊びの発展から将来に向けて、長期的な見通しを持つ。 

保育者の指

導（支援）

技術の向上 

「実践スキル」と「ロン

グスパンの視点」の双方

を持つ 

○具体的な遊びを充実させるスキルを身に付ける。 

○子供がどう育つのかをロングスパンで見通し、保育スキルを活用して

子供の活動を方向付ける。 

環境の構成

力の向上 

教材の配置と探索の保障

を行う 

○園の環境を振り返り、教材（素材等）の見直しと配置を考える。 

○個々の素材の価値を分析し、子供の遊びの動線を考えて配置する。 

省察と改善

の実践化 

直接の対応と記録・指導

計画の見直しを繰り返

し、実践の改善に努める 

○子供とやりとりする際の手だてや工夫を身につける。 

○実践を振り返り、実践の記録を見直し、指導計画の作成や修正に生か

すサイクルをつくる。 

 

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

構

築 

に

必

要

な

専

門

性 

      

     コミュニケーション 

○市町全体を視野にして、市町幼児

教育アドバイザー同士、担当課、

園等とのコミュニケーションを図

る。 

○園内において、園長、職員と

共に子供の姿について語り合

う。 

     コーディネーション 

○設置者、幼稚園・保育所・認定こ

ども園の別なく、課題解決に向け

た合同研修を企画・準備・遂行・

振り返り、次につなぐ。 

○園の状況・保育体制等を踏ま

え、全員が参加しやすい形で、

情報や内容の共有、事例の検

討等を行う。 

    コラボレーション 

○市町全体を視野にして、課題解決

に向けて、市町幼児教育アドバイ

ザー同士、担当課、幼児教育支援

センター等との連携を図る。 

○園外のリーダー等と連携・情

報交換し、園の課題に対応す

るための実践ノウハウを得

る。 

     コンサルテーション 

○市町内の園を訪問し、実態から課

題を設定し、研修等を企画する。 

○園訪問を通して、園それぞれの良

さを捉え、ニーズに即したアドバ

イス等を行う。 

○新採用の職員、若手職員等の

困り感や課題に寄り添い、意

欲を支える。 

○園内研修や行事・年間計画等

の見直しの活性化を図る。 

質向上に必要な専門性の視点 

ステージ 

 

 

実 

践 

コ 

ミ 

ュ 

ニ 

テ 

ィ 

の 

構 

築 
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おわりに   再考 幼児教育支援センターの役割 

 

福井県幼児教育支援センターがデザインした幼児教育の質向上は、市町・大学との連携、

協働により、「福井型幼児教育推進体制」となって実現した。各市町では、市町幼児教育ア

ドバイザー・園内リーダーが、幼児教育の推進、質の向上に向けて活躍している。 

そこには、市町の教育委員会、保育所・認定こども園の担当課によるバックアップがあ

り、理解・協働がある。また、園長会、幼児教育関係団体等の理解・協力があり、設置者

の垣根を超え、開かれた実践コミュニティが可能となっていく。社会的で複雑なプロセス

を、多くの協働で乗り越えていく。 

 

今年度立ち上げた幼児教育研修システムは、今後、安定化させるプロセスを必要とする。

園現場が少しでも参加しやすくなるように、提供する場と時間を工夫し、柔軟性のあるシ

ステムとして進化させ続けることが重要である。 

 

幼児教育支援センターの役割は、体制構築だけではない。現場との直接的なやりとりで、

実践の素晴らしさ・大切さを伝え続けることも大切な役割である。 

子供の姿を通して、「遊びの中の学び」を語る。カリキュラムと目の前の子供の姿を重ね

て、「子供は何を学んでいるのか」を言語化する。一人の気付きと言葉により、子供の姿の

意味や価値を言葉にする仲間が増えていき、子供の姿の意味付けが幼児教育の文化として

育つ。「遊びの中の学び」を語る文化の醸成は、保育者の情意と小学校への接続につながっ

ていく。 

 

園内リーダーの振り返りでは、「遊びの中の学び」について次のように表現されている。 

「学びに向かう力を育てるとはどういうことか。難しく考えることではなく、目の前に

いる子供の行動・言葉をワクワク・ドキドキの気持ちで見つめることから始めれば、

それが学びに向かう力につながっていくのだと捉えることができた。子供を見る視点

と気持ちが変わったことで、日々が楽しくなり、今まで減点方式で捉えていた子供の

行動も、加点方式で捉える自分に変われた。」 

 

保育者の内面の変容と意識、実践の積み重ねで、現場の質向上の流れが生まれる。保育

者一人一人が、子供の育ちの実感をエネルギーにして、学び続ける保育者でありたいと願

い、自分の実践を振り返り、さらにより良い実践を目指し、工夫し続ける。 

保育者が、子供の何気ない姿の中に、未来につながる力があると自覚することが、質の

高まりにつながっていく。 

 

園文化が閉ざされると、偏りが生まれ、実践への情意が芽生えにくくなる。保育者が、

子供の力の素晴らしさに気付き、「もっと学びたい」と意欲を持ち、他者と学び合うために

保育を開く。質向上に向けた支援とは、保育者の「外に向かって意識を開くプロセス」を

支えることなのである。 

 

 

 

本研究での学びを支えてくださった白梅学園大学教授 無藤 隆氏、福井大学教職大学

院教授 松木 健一氏、同教職大学院准教授 岸野 麻衣氏を始め、御指導・御協力をい

ただいた皆様方に厚く御礼申し上げます。 


