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A5 1P (210 mm×148 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について
・ページ数は表紙も含めた数になります
・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます
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・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください
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研修分野 内容 講師所属 講師名 実施日時 受講者数

保育士等キャリアアップ研修

1 乳児保育 乳児保育の指導計画、記録及び評価 双葉保育園（元 和泉短期大学 講師） 横地 みどり先生 9/9 Wed. 73

2 乳児への適切な関わり new education Little Tree 野村 直子 先生 9/11 Fri. 73

3 乳児保育の意義 子供の部屋保育園 土田 妙子 先生 9/11 Fri. 73

4 乳児保育の環境 一般社団法人 日本知育玩具協会 藤田 篤 先生 10/1 Thu. 73

5 乳児の発達に応じた保育内容 同志社大学 赤ちゃん学研究センター 板倉 昭二 先生 10/2 Fri. 73

6 幼児教育 幼児教育の環境 明星大学 松川 秀夫 先生 9/3 Thu. 73

7 幼児の発達に応じた保育内容 東京家政大学 花輪 充 先生 9/4 Fri. 73

8 幼児教育の指導計画、記録及び評価 鎌倉女子大学 小泉 裕子 先生 9/15 Tue. 73

9 幼児教育の意義 aurora journey -保育の世界を旅してみよう－ 久保田 修平 先生 10/5 Mon. 73

10 小学校との接続 島根保育塾 内田 祐 先生 10/８ Thu. 73

11 保護者支援・子育て支援 虐待予防 CAPかながわ 細川 一美 先生 8/18 Tue. 73

12 地域における子育て支援 NPO法人 みどりなくらし 堀 由夏 先生 8/18 Tue. 73

13 保護者支援・子育て支援の意義 田園調布学園大学 内藤 知美 先生 9/2 Wed. 73

14 保護者に対する相談援助 のえるカウンセリングオフィス 尾曽 亮彦 先生 10/7 Wed. 73

15 関係機関との連携、地域資源の活用 東京都市大学 園田 巌 先生 10/26 Mon. 73

16 食育・アレルギー対応 保育所における食事の提供ガイドライン 文教大学 渡邊 美樹 先生 11/27 Fri. 45

17 アレルギー疾患の理解 かねこクリニック 金子 光延 先生 12/3 Thu. 45

18 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン かねこクリニック 金子 光延 先生 2/4 Thu. 45

19 栄養に関する基礎知識 華学園栄養専門学校 遠藤 麻紀 先生 3/5 Fri. 45

20 食育計画の作成と活用 城西国際大学 倉田 新 先生 3/6 Sat. 45

21 保健衛生・安全対策 保育所における感染症対策ガイドライン 川崎市健康安全研究所 岡部 信彦 先生 11/17 Tue. 45

22 事故防止及び健康安全管理 Safe Kids Japan 山中 龍宏 先生 11/18 Wed. 45

23
保育の場において血液を介して感染する
病気を予防するためのガイドライン

川崎市健康安全研究所 岡部 信彦 先生 11/30 Mon. 45

24
教育・保育施設等における事故防止及び
事故発生時の対応のためのガイドライン

小児科医師（専門医） 雨宮 文明 先生 1/25 Mon. 45

25 保健計画の作成と活用 洗足こども短期大学 向笠 京子 先生 2/25 Thu. 45

26 マネジメント マネジメントの理解 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 11/13 Fri. 63

27 リーダーシップ 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 11/13 Fri. 63

28 組織目標の設定 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 12/7 Mon. 63

29 人材育成 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 12/7 Mon. 63

30 働きやすい環境作り 川崎合同法律事務所 川岸 卓哉 先生 2/1 Mon. 63

31 新人内定者実習生研修
新人職員のためのメンタルケア・
モチベーションUP研修 対面

のえるカウンセリングオフィス 尾曽 亮彦 先生 1/15 Fri. 7

32
新人職員のためのメンタルケア・
モチベーションUP研修 ONLINE

のえるカウンセリングオフィス 尾曽 亮彦 先生 1/26 Tue. 16

33
新人職員のためのメンタルケア・
モチベーションUP研修 ONLINE

のえるカウンセリングオフィス 尾曽 亮彦 先生 2/16 Tue. 16

34
新人職員のためのメンタルケア・
モチベーションUP研修 対面

のえるカウンセリングオフィス 尾曽 亮彦 先生 2/26 Fri. 7

35 若手・中堅研修 次世代リーダー育成研修 対面 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 10/14 Wed. 19

36 次世代リーダー育成研修 ONLINE 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 10/23 Fri. 19

37 次世代リーダー育成研修 対面 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 11/21 Sat. 19

38 次世代リーダー育成研修 ONLINE 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 12/12 Sat. 19

39 次世代リーダー育成研修 対面 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 1/8 Fri. 19

40 次世代リーダー育成研修 ONLINE 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 1/16 Sat. 19

41 次世代リーダー育成研修 ONLINE 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 2/27 Sat. 19

42 次世代リーダー育成研修 対面 株式会社 賢嶺 山岡 哲也 先生 3/14 Sun. 19

43 若手・中堅研修 EdCamp HOIKU ONLINE 東京衛生アドベンチスト病院 保田 典子 先生 2/28 Sun. 70

44 研修・採用広報イベント カワサキ保育フェア ONLINE ☆ ☆ ☆ Various Teachers 1/24 Sun. 1273

45 加盟法人内研修 第39回 川崎市保育会 保育大会 ONLINE 一般社団法人家族・保育デザイン研究所 汐見 稔幸 先生 11/14 Sat. 100

※ 新型コロナウイルス感染症 感染対策のため、対面の場合は会場定員の５０％以下の収容率で研修を実施。 受講者 Total 3501
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「かわさきルフロン献血ルー
ムに保育士さんを派遣できませ
んか」川崎市保育会がこのお話
をいただいたのは新型コロナウ
イルス感染症が流行する少し前
2019年の晩秋のことでした。

福田市長と市民の車座会議に
参加された、小さなお子様を持
つお母さまからこんな要望があ
ったそうなんです。「献血ルー
ムで子どもを預かってもらえた
ら、献血という社会貢献ができ
る。献血ルームに託児室のよう
なものができないか。」このお
母さまの想いを受け止めた福田
市長はすぐに行動を開始したそ
うです。

川崎市健康福祉局 保健所 医事
薬事課から神奈川県赤十字血液
センター かわさきルフロン献血
ルームを経由し、冒頭のお話が
ありました。そして、何度かの
打合せを重ね、受け入れ時ルー
ルや広報物の準備を進めていき
ました。

このように順調に準備が進ん
でいたお子様見守りサービスで
したが、2020年4月の事業開始
を目前に新型コロナウイルス感
染症の急激な感染拡大が起こり
ました。

結果として、事業開始は見送
りとなり、新型コロナウイルス
感染症の感染予防対策を含めた
受け入れルールの再整備をした
上で事業開始を目指しました。

先が見通せないコロナ禍、収
束は見えないものの、感染様式
も明らかになりつつあることか
ら、事業の再スタートは11月と
なりました。

そして11月の第一回 お子様見
守りサービス。感染予防対策で
密になることを防止するため、
完全予約制、２枠しかない申込
み枠はあっという間に埋まりま
した。現在まで月に一度、第二
木曜日に事業を実施しておりま
すが、予約枠は毎回しっかり埋
まっており、大変好評です。

〒210-0024
川崎市川崎区日進町1-11
川崎ルフロン 9階

TEL：044-245-1857

・毎月第２木曜日
・祝日の場合 翌週木曜に実施
・見守り時間は各日13～16時

・サービス利用にあたり事前
予約が必要です。現在のご
予約枠は13:00からの回と
15:00からの回の２回です。
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1947年 大阪府生まれ。
2018年3月まで白梅学園大学・同短期大
学学長を務める。
東京大学名誉教授、日本保育学会会長、
全国保育士養成協議会会長、
白梅学園大学名誉学長、社会保障審議会
児童部会保育専門委員会委員長、
一般社団法人家族・保育デザイン研究所
代表理事。

―コロナが落ち着いた後、ま
た元通りに保育をするとしたら
コロナから全く学んでいない―

コロナ以前の歴史上でも様々
な疫病で沢山の命が失われてき
ました。そしてパンデミックが
契機となり、産業革命や宗教改
革を始め、様々な改革が起こっ
てきたのです。つまり、人類は
大きな危機から学び進歩してき
たたのです。

私たちは今、コロナから何を
学ぶのかが大切です。
コロナで分かったこと・教訓は
①集団を大きくしすぎしない
：保育園でも集団を大きくする

必要があるのか再考が必要
②環境破壊による危険性：

自然と共生すること
③免疫力の大切さ、メタボを避

ける生活の大切さ：必要以上
に消費しないこと、食生活の
見直しの必要性 等
これらは、かつて人類にとっ

て当たり前の生活習慣そのもの
です。保育は人類が辿ってきた
歴史を上手に辿らせるという面
があります。どのような保育を
営むべきか大いに議論し、見直
すことが必要になりました。

コロナをはじめ、地球も人類
も大きな危機に瀕していること
は皆さんお気づきのことと思い
ます。地球規模で生活の仕方を
根本から見直すというものこそ
SDGsです。これ以上地球を傷め
ず、未来の人類が幸せに過ごせ
る地球を残すことを基本として
います。その上で、世界が抱え
た大きな課題を解決していこう
としています。

環境問題の他に重要な課題と
して「あらゆる形態の貧困」が
あります。貧困とは貧乏ではな
く、成長・育ちに必要なものや
体験が不足し、欠けている状態
です。

保育や子育てで考えると、衣
食住の他、絵本や外出等の文化
的体験の貧困、指示命令形の言
葉の多さによる言葉・自尊心の
形成の貧困等が当てはまります
。そうした子どもを意識し、探
求・文化・議論・表現等を充実
することを心掛け、アタッチメ
ントを保証し、そうした子を主
役にするような保育場面を作っ
ていくことが必要です。

また、質の高いインクルーシ
ブな保育を全ての子どもに提供
することが求められています。

「質の高い保育を追求する」
①子ども主体の保育を丁寧に

追及する
②毎日の振り返りをみんなで

短時間でも行い改善する
③保護者に丁寧に保育を伝える
④同僚性を高める努力をする等
これらができているから質が高
いのではなく、保育を営むとき
のこのような姿勢が質の高さを
保証しているということです。

SDGsと保育においては、わか
りやすいテーマで、課題解決に
向け、子どもたち主体で取り組
みを始めてほしいと思います。
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2020年度に初めて実施した次世代リーダー育成
研修。この研修は、講義と呼ばれるような時間が
あまり存在しません。では、どのような研修なの
かというと……。参加者が自分の頭でとことん考
え、参加者同士で話し合い、講師のアドバイスを
もらいながらチームで課題に取り組むというもの
です。

そのため、受動的な参加者では研修についてい
けないということから「本気で学びたい保育者用
」という文言をチラシに加えました。こうして集
まった、本気で学びたい保育者たちで次世代リー
ダー育成研修はスタートしました。とにかく議論
をするので、上の「フィンランドの小学生が作っ
た議論のルール」が最初に提示されました。

➈

「魅力ある保育園づくり」。本研修で掲げてい
たテーマです。保育士不足で職員が全く採用でき
ない。離職率が高い。後輩が育成できない。少子
化で保育園が淘汰されていく。これらの問題は川
崎市だけはでなく、保育業界全体の問題です。し
かし、この問題を一気に解決する現実的な方法は
ありません。

本研修では講師から最終日までに各チームで「
川崎の保育のビジョン」を設計するという課題が
出されました。ビジョンとは将来のあるべき姿を
描いた図、目指したい未来の姿や状態です。

その上で、問題・課題を分析すること、解決に
向けた目標設定の仕方を学びました。ビジネスの
世界では「フレームワーク」という経営戦略や業
務改善、問題解決等に役立つ分析ツールや思考の
枠組みがあります。ロジックツリー、マインドマ
ップ、特性要因図等、保育業界では一般的ではあ
りませんが十分に使えるものです。

そのような様々なツールや思考法について、講
師に使い方を教わりながら、実際の自分たちの保
育園の問題や課題を抽出、分析していきました。
そして、分析した課題を解決するための方法につ
いて、議論を重ねていきました。講師は、議論中
は常に各チームを見て回り、参加者のアイディア
を引き出すようなヒントを出したり、言語化でき
ていない部分をサポートしたり、丁寧に個別対応
をして議論を活性化させていました。

様々な保育園の業務上の問題の分析をしていっ
た中で、実例を一つだけ紹介いたしします。
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コミュニケーションを
増やして、
心理的安全性
を 高めたい。＊普段発言し に く い

若手職員中心で 。

＊グループ討議 メインで。

＊ 残業にならない工夫

＊ファシリテーション大事！
＊管理職 の 役割 の 明確化

＊ 建設的 な 論議

＊ ア サ ー テ ィ ブ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

業務改善への道☆

本研修で最もよく議題になっていたことが、職
場のコミュニケーションについてです。「保育の
質を高めることは同僚性を高めること」とも言わ
れていますが、ここに問題を抱えている現場がた
くさんあるという状況が浮かび上がりました。

同僚性とは、簡単に言うと保育者同士が互いに
支え合い、高め合っていく協働的な関係性のこと
です。職場の風通しが良く、コミュニケーション
が活発でなければ、同僚性はなかなか高まらない
と言えます。

参加者から出たコミュニケーションの問題は前
頁の「会議で意見が出ないを筆頭に」下記のよう
なものです。
・コミュニケーションが少ない
・信頼関係が出来ていない
・若手職員との間に溝がある気がする
・他の職員のことを知らなすぎて雑談が皆無
・言ったもの勝ちになっている
・会議が特定人物による独演会状態で、何かが

決まるわけでもなくただ残業になる
これらの問題も分析をしていくと、やはり「心理
的安全性」に結びつきました。

ではこの、心理的安全性を高めるためにはどう
したらよいのか……。参加者は上の図のように様
々な意見を出し合いました。そして、自分の職場
でこれらのうちの何か実践し、結果を報告すると
いう宿題が出されたのです。

「研修で持ち帰ったこと実践してますか？」
「これいいな、と思っても次のアクションはでき
ません」他の研修で実際にあったやりとりです。

研修会は数あれど、研修で学んだことを実践す
るハードルが高いという話題はよく出てきます。
保育技術の内容においては、学んだことを個人で
実践することができます。しかし、園や職員全体
の運営にかかわる業務改善やマネジメント分野に
関しては、職員個人では特に実践しにくいことが
問題になっているようです。

とはいえ、本研修は本気で学びたい保育者用。
合意形成のための方法論も学んでいます。なによ
り、職場をより良くしたいという参加者ばかりで
す。職場の業務改善に向けて、各自が職場で実践
を行いました。そして、研修の最終回には業務改
善と各チームが半年かけて設計した「川崎の保育
のビジョン」の報告会を行いました。

業務改善の実践報告では、ある参加者は園で
Discordというアプリを取り入れ、職場内の情報
交換や引継ぎを効率化したこと、アプリ上に雑談
ルームを作った結果、コミュニケーションが活発
になったことを報告しました。また、ある参加者
は、若手職員が中心となって、グループ討議をメ
インに置いた園内研修を実施したそうです。普段
発言しにくそうにしていた若手が中心になったか
らこそ、職場全員にとって発言をしやすい場を作
ることができたそうです。
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2003年筑波大学医学部卒
業、国立国際医療センタ
ー、大阪市立総合医療セ
ンター小児循環器内科勤
務を経て、2014年東京女
子医科大学大学院博士課
程修了後現職。小児科専
門医。一般診療、小児循
環器診療に加えて、漢方
治療や発達相談にも対応
している。2021年春、高
円寺こどもクリニック（
仮称）開設予定。

コロナウイルスは新型ではな
いものは４種類くらいあり、新
型の登場前においても風邪の原
因の15％くらいを占めていまし
た。10歳以下の子どもでは、新
型コロナであっても軽症なこと
が多く、通常の風邪とほぼ同じ
です。子どもたちにとって新型
コロナはそこまで怖いものでは
ありません。

しかし、かかってしまうと周
りの人に迷惑をかけてしまう、
お年寄り等にうつると大変なこ
とになるのでうつさないために
予防することが大切だというこ
とを伝えることが必要です。

コロナウイルスは接触・飛沫
感染でうつります。粘膜（主に
口・鼻・目）から感染すること
を防げばほぼ罹患しないという
ことも分かってきています。

今までのような、なんでもか
んでも消毒して予防してという
ことではなく、今後は、大事な
ところをガードするということ
を意識して対策をすると良いと
思います。また、子どもから大
人にうつすことは少ないことが
分かっており、大人同士の感染
をいかに防ぐかということが大
切です。

私は自分の子どもに、手を鼻
や口、目に持っていくことが感
染の原因になることを繰り返し
伝えています。また、帰宅後、
食事の前、トイレの後に手を洗
うことも伝えています。

このようなことを言葉でも伝
えていますが、子どもは視覚で
の支援がとても効果的なので、
YouTube・絵本を活用して、感
染予防教育をしています。子ど
もたち自身が正しい知識を持つ
ことがとても大切です。様々な
啓発ツールがリリースされてい
るので、保育の現場でも是非活
用してください。

【保育現場のための新型コロ
ナウイルス感染症対応ガイドブ
ック】を参考にすると良いと思
います。

おもちゃの消毒については、
１日１～２回と具体的に記載が
あり、それ以上にがんばる必要
はガイドブックの対応上は必要
はありません。

マスク（サージカルマスクだ
となお良い）の着用がとにかく
大切です。100％感染を防ぐこ
とはできませんが、感染者が出
たときにどれだけ濃厚接触者を
減らせるかが保育園の管理にお
いては重要です。

Q.保育園で歯磨きを禁止され
ている。これは正しい？

A.みんなで一緒に歯磨きは濃厚
接触者を増やすので良くない
が、歯磨きがないことで虫歯
になる子がいたら本末転倒。
人数を分け、距離を取る等の
工夫があると良い。

Ｑ.保育園の行事をどうする？
A.マスクをすること、マスクを

している人以外は声を出さな
いことを徹底して行う。また
大人が密にならないよう工夫
する。

Q.オゾン発生器は効果ある？
A.ある程度の効果はあるが湿度

等の条件で効果が不安定。
頼りすぎない方がいい。濃度
が高いと人体に影響がある
ので換気をしながら使う。
正直なところ、使わなくても
良いと思う。

☆新型コロナは重症化するリス
クはありますが、通常の風邪
と同じ動きをするので風邪の
対策をすれば良いです。
対策で疲れすぎないこと、
メンタルヘルスがとても大切
です。消毒等も無理のない
範囲でできることをやって
いきましょう。
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今回研修の講師を担当いたしました，のえるカ
ウンセリングオフィス代表 尾曽と申します。新型
コロナウィルス感染拡大の影響により，オンライ
ンも併用しての実施となりましたが，日々の業務
でお忙しい中，23人の先生方がご参加くださいま
した。事前に園長先生と受講される先生に，事後
に受講された先生にアンケートをお願いいたしま
した。結構なボリュームのアンケートであったに
も関わらず，お忙しいながご回答くださりありが
とうございます。今回はその結果を中心にまとめ
てお示ししたいと思います。

2019年12月に保育会さまから，新人職員を対象
とした研修実施のご依頼をいただき検討を開始し
ました。新人の先生方の多くは初めて社会に出て
働くという方が多く，仕事を続けていくにあたり
，多くの困難があるようです。検討の中で，主に
以下のような課題が挙げられました。

・職場内の人間関係の課題
・保護者との関わりの難しさ
・忙しい現場で効率よく仕事をこなせない
・保育士に向いていないのではないかと感じる

これらのことから，早期の離職率の増加，保育
士を目指す人の減少など，保育現場における大き
な課題につながっているようです。私もいくつか
の保育園さまにお邪魔する中で，これらについて
お話を伺う機会が少なくありませんでした。

今回の研修では，新人の先生方がご自身を理解
したり，ご自身のがんばってきたことを確認する
こと，他の同じ立場の先生方との関わりを通じて
困りごとを共有する機会になればと思い，講師と
してお手伝いさせていただくこととしました。

今回の研修は，①事前アンケート（受講者，管
理職対象），②リアルタイムでの研修受講，③事
後アンケート（受講者のみ），④個別相談で構成
しました。
事前アンケートは，受講者さまと管理職さまから
いくつかの項目について11段階での評価と自由記
述をお願いしました。その結果の一部は次項でお
示しします。リアルタイムでの受講は，オンライ
ンのみ・対面とオンラインのハイブリッドの2コ
ース，それぞれ2日間で実施しました。内容はほ
ぼ同一とし，1日目はリラックスのためのワーク
，仕事を振り返るワーク，ペアのワークを行ない
，ゆったりと，できていることやがんばったこと
を振り返り，それを共有する機会としました。2
日目は，ストレスに関する講義とワーク，ペアの
ワークでお互いの「仕事をする上で大切にしてい
ること」を共有しました。事後アンケートは，1
日目と2日目の受講後に，研修の評価や感想を伺
いました。また今回は，来室もしくはオンライン
による個別相談の機会も提供しました。
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17の園から入職予定の3名を含む21人の先生方
がご参加くださいました。受講された先生方の経
験年数は0～3年目までで，平均は1.29年でした。
内訳は以下の図の通りです。

表1 受講者の経験年数

研修参加者
事前のアンケートにおいて，自己評価，職場に対
する評価，研修への期待などについて0～10の11
段階で評価していただきました。結果は以下の通
りです。

自己評価（図1）
最大9，最低4，平均5.50でした。どちらかという
と高い方に分布していますが，1と評価された先
生もおられました。自由記述では，「大変だが楽
しんで仕事ができている」，「少しずつ仕事に慣
れてきている」，「自分なりに精一杯やっている
」といった声がある一方，「できていなことが多
いと感じる」，「実力不足と感じる」，「臨機応
変な対応ができない」など，仕事への難しさも挙
げられていました。

図1 受講者の自己評価

職場に対する評価（図2）
最大10，最低5，平均7.83となりました。自由記
述ではポジティヴな意見が大半を占め「雰囲気が
良い」「人間関係が良い」「残業がない」など，
働きやすさを示す意見が多いようでした。特に「
気軽に相談できる」「アドバイスをもらえる」，
「連携が取れる」「トラブル対応時のサポート」
など，管理職や先輩職員との関係は重要な要素で
あるようです。また，シフトや休暇に関する意見
も挙がっていました。その反面，「連携のしづら
さ（情報共有）」「業務での判断基準の難しさ」
「余裕のなさ」などの意見もありました。

入職予定 1年目 2年目 3年目
3 13 1 4

図2 受講者の職場に対する評価

研修への期待（図3）
最大10，最低5，平均7.83でした。自由記述では
「モチベーションを高め日々の保育に還元したい
から」「メンタルケアについて詳しく知りたいか
ら」「専門家に話を聞いてもらえるから」「園長
先生に勧められたから」などが挙がりました。

図3 受講者の研修への期待
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管理職の先生から
管理職の先生へは，新人職員に対する評価，サポ
ート体制，研修への期待などについて0～10の11
段階で評価していただきました。結果は以下の通
りです。

新人職員に対する評価（図4）
最大10，最低3，平均6.88でした。どちらかとい
うと高い方に分布していますが，3，4といった比
較的低い評価もありました。自由記述では，「真
面目に取り組む」「前向きに学ぶ姿勢」「挑戦す
る気持ちがある」「子どもが慕っている」など，
ポジティヴな評価が目立つ一方，他の職員とのコ
ミュニケーションに関わりに関する課題が挙がり
ました。

図4 管理職の新人職員に対する評価

サポート体制（図5）
最大9，最低5，平均7.13でした。「接しやすい雰
囲気を作る」「雑談や日常会話からアドバイスす
る」「ポジティヴな声かけ」「面談の機会を作る
」「グループでフォローする」などの工夫をなさ
っているようです。課題としては「人員体制」「
コミュニケーションの難しさ」「時間が作りづら
い」「世代間のギャップ」があるようです。

図5 新人職員へのサポート

研修への期待(図6)
最大7，最低3，平均5.75でした。「メンタルケア
の難しさを感じていた」「心の負担軽減」「客観
的理解の促進」などの意見をいただきました。

図6 管理職の研修への期待

事後アンケート
研修に参加された先生には，1日目と2日目の終了
後に，研修に対する評価や感想を伺いました。1
日目は最大10，最低6，平均8.17，2日目は最大10
，最低8，平均8.78で，わずかに上昇しました。
「自分のことや仕事のことを振り返る機会になっ
た」「他の先生と話せた」「頑張ろうと思えた」
「リラックスできた」「認めてもらえている感じ
がした」「共感してもらえた」といった声があり
ました。オンラインでの研修ということで，機材
のトラブルや発言を求められる際の緊張，時間配
分に関する課題（足りなかった・長すぎた）を伺
うことができました。

図7 研修に対する満足度の比較



冊子テンプレート
A5 1P (210 mm×148 mm )

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について
・ページ数は表紙も含めた数になります
・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます
※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください
・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

これまで述べてきたことから，以下のような課
題があるようです。保育に関するスキル，職場で
の人間関係，その他の個人的要因。職場において
は，サポート体制，人間関係や世代間ギャップ，
スキルやコミュニケーションに関することが挙げ
られます。

個々の先生方のスキルや特徴，園を構成する先
生方の特徴，求める/求められることのギャップ
，地域性，その他多くの要因によって，感じ方や
実態は様々であるようです。

保育士を目指すということは，少なからずその
仕事に夢や思いがあるのではないでしょうか。学
校で学び，試験に合格し，仕事に就いたものの，
現実とのギャップを感じることもあるのだろうと
想像します。

新人の多くの先生が20代前半ということで，自
分とは何か？どのように生きていくのか？といっ
たアイデンティティに関する課題にし，自身の親
や養育者から精神的にも経済的にも自立したいと
いう思い，またそれを社会や周囲から要請される
ことへの戸惑いを感じる時期と言えるでしょう。

時代の変化に伴い利用されるお子さんや保護者
さんも変化し，特に保護者対応は多くの園や先生
方にとって大きな課題であるようです。

新型コロナウィルス感染拡大により，世界中が
不安に包まれる状況は，私たちの仕事に大きな影
響を及ぼしていると感じます。

今回は受講される先生と管理職の先生方からご
意見を伺い，リアルタイムでの研修と個別相談の
機会をご提供致しました。

研修を通じて，先生方や管理職の先生方は日々
苦労されているのだということ，またそういう状
況の中本当にがんばっておられるのだということ
を改めて感じました。先生方のお手伝いをさせて
いただくこと，そのことがサービスを利用される
方々への還元につながることを願っております。

のえるカウンセリングオフィス代表
臨床心理士／公認心理師

洗足学園音楽大学 非常勤講師

のえるカウンセリングオフィスの尾曽 亮彦(おそ
あきひこ)と申します。
のえるでは、日々の暮らしの中での「こまりごと
」についてともに考え、その人その人に合わせて
ご相談に対し丁寧にお話を伺い、解決を目指すお
手伝いをいたします。

例えば…
・気持ちが落ち込む、自信がない、

学校や職場での人間関係などといった
ご自身のこと、

・不登校や、園や学校での困難といった
お子さんのこと、

・ご夫婦やご家族関係に関することなどのご相談

をお受けしています。

親子のよい関係についてを学ぶ方法や、幼い頃の
つらい出来事や災害など過去の体験が影響した問
題に役立つEMDRなど、新しい方法も提供してい
ます。
また、地域の子育て中の親御さんを対象に、関わ
り方の勉強会を定期的に開催しております。
地域のご家族が、少しでも暮らしやすくなるお手
伝いをしていきたいと考えています。
誰にも相談できなかったこと、相談しても解決し
なかったこと、一緒に考えていきませんか？

のえるカウンセリングオフィス
〒215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合丘1-18-15
百合サロン502

https://noel-co.net/
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川崎市の協力のもと、2018年から「保育と川崎
の魅力発信、保育士確保、保育士の資質向上」を
目的に開催されてきたカワサキ保育フェア。今年
は新型コロナウイルス感染症の流行により、形を
変えてオンラインでの開催となりました。

オンラインでの開催を決めたものの、初めての
ことだらけで検討が必要なことがたくさんありま
した。一つひとつ解決していくために、有志によ
るカワサキ保育フェア企画チームは１、２週間に
一度WEB会議ツールを使用してオンラインミーテ
ィングを重ねてきました。移動時間の節約、日程
調整の簡単さから、対面よりも時間を効率的に使
うことが可能となりました。その結果、より事細
かに準備を進めることができました。

新型コロナウイルス感染症対策についても、情
報収集や対策方法の検討に非常に時間をかけまし
た。【カワサキ保育フェア版 新型コロナウイルス
感染症対策ガイドライン】も作成しました。

スタジオのスペースを考慮し、十分に物理的距
離を取れない場合はクリアパーテーションを設置
したり、消毒をこまめに行ったりしながら配信を
行うこととしました。とにかく、現場にいるメン
バー、ゲストの皆様、そして観ていただく視聴者
の方々が不安にならないように注意を払い、でき
る限りの対策を講じました。

保育現場はコロナ禍で以前より厳しさを増して
います。保育現場で働く職員。心配しながらも保
育園に子どもを通わせ、働きに行かなければなら
ない保護者の皆さん、そして子どもたち。不安を
抱えながらも日々がんばっています。そして、そ
んな様子に多くの地元企業や団体の方々は気が付
いてくださっています。

実際に、ユースキン製薬株式会社様は川崎市保
育会の加盟施設と準会員施設の職員と在籍園児の
全ご家庭にハンドクリームを寄贈していただいた
りしています。

このようなあたたかい思いを持つ様々な企業・
団体に協力や後援をお願いし、イベントを一緒に
盛り上げていただきました。

こんなにも地元企業や団体が保育現場の方を向
いてくださっている、こんなにも応援してくださ
っているということを今一度、保育関係者、保護
者の皆様にお伝えしたいと思います。
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川崎市こども未来局 子育て推
進部 保育対策課から保育士確保
対策担当の田中さん・浦山さん
を最初のゲストに迎えました。

お二人は川崎市内の保育園に
より多くの優秀な保育士を呼び
込むべく、日々活動されていま
す。

川崎市ではここ５年でなんと
150施設以上もの保育所等施設
が増えたそうで、保育士不足が
加速しているそうです。

業界自体は人手不足が深刻で
大変な状況ではあるものの、保
育士を目指す方には大きなメリ
ットもあることを教えていただ
きました。

コロナ禍で一般企業の就職戦
線が冷え込んでいるものの、都
市部の保育業界では自分の希望
に沿って職場をある程度は選ぶ
ことができ、納得して就職でき
るような状況になっているそう
です。保育士養成校の修学資金
の貸付けも川崎市ではなるべく
返済が免除になるように設計さ
れた制度で運用をされていると
のことでした。

また、川崎市では保育事業者
向けの取り組みも手厚く、職員
確保に向けた就職相談会を市が
主催しているそうです。

二組目のゲストは保育士歴10
年目、保育語りBar主宰の大城
彩夏さん。大城さんは真面目で
真っ直ぐな保育士さん。少しだ
けおっちょこちょいなこともあ
り、様々な失敗をしながらも、
保育士を続けてきたカッコイイ
女性です。

―大城さんの失敗談－

・園児のパンツをトイレに
流してしまう

・ピアノが下手すぎて園児から
クレーム

・子どもの姿が思い出せない
こんな失敗をしてきたのだそう
です。

迷惑をかけたくない気持ちや
一人前の保育者として認められ
たい気持ちが先行してしまい、
自分に視点が向いてしまってい
たんだとか。そうなると、他の
先生の顔色を窺うばかりで、子
どものことが見えていなかった
んだそうです。

今、保育に悩んでいる方がい
たら「一旦落ち着いて視点を子
どもに向ける、視点が自分にば
かり向いていないか振り返る」
というアドバイスをいただきま
した。

―10年間、様々なことで悩ん
だ末に辿り着いた「保育に悩ん
だ時の解決法」とは―

・本を読む
・記録を付ける（見返す）
・研修、イベントに参加する

「やっぱり悩んだときは勉強
すると自分の力になるよって
思います。これは、私だけの
経験談ではなく、周りの尊敬
できる保育者の方を見ていて
も、やっぱりつらいなって時
に本を読んだり、研修に行っ
たり、積極的に外との関わり
を持とうとする人はつぶれな
いし、つらいことでも自分の
糧にしていくように思います
。もし、今つらいという人が
いたら、厳しいことを言って
いることは重々承知で言いま
すが、でもやっぱり、はっき
り答えが出ない保育という世
界の中で、学び続けることは
本当に大事です。」（大城）

川崎市保育会でもお悩みの解決
に役立つような企画をしていき
たいと思います！
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カワサキ保育フェアで「ほい
くヨガ」研修を行ってくださっ
たのは主任保育士として勤務す
る傍ら、ヨガ講師としても活動
している小山 尚美さんです。

保育者（大人）がセルフケア
として行えるヨガや呼吸法と子
どもたちと一緒に楽しめる、ヨ
ガを取り入れた体操遊びを教え
ていただきました。

ヨガは、ゆっくり動くので有
酸素運動をしながら筋肉を鍛え
られます。体にはもちろん良い
効果があるのですが、ヨガで一
番有効なのは「呼吸」だそうで
す。上質な呼吸をすることで、
自律神経の働きを整え、脳に酸
素を送り、ストレス解消や睡眠
障害の解消を軽減する効果があ
るそうです。

海外でも学校教育にヨガを取
り入れるという活動が活発にな
っています。

このコロナ禍では、外で思い
切り体を動かすということが難
しい状況です。外で遊ぶ機会が
ますます減ってしまった今だか
らこそ、効率的に十分な運動量
を確保できるヨガを生活や保育
に取り入れてみてはいかがでし
ょうか。

2020年に70周年を迎えた川崎
のプロバスケットボールチーム
「川崎ブレイブサンダース」。
Bリーグを牽引する強豪チーム
が、子どもたち向けに川崎ブレ
イブサンダースアカデミーとし
てバスケットボールスクール
【THUNDERS KIDS】を運営し
ています。

バスケットボールは失敗が必
ず起きるスポーツ。失敗をしな
い方法を学ぶのではなく、再挑
戦する習慣を育てることを大切
にしているそうです。この考え
方は、保育や子育てにもとても
大切なことですよね。

さて、具体的に、ボール遊び
をどのように始めるのでしょう
か。THUNDERS KIDSでは、い
きなりボールを使い始めるので
はありません。アスレチックポ
ジションという動きやすい姿勢
を身につけることでボールの動
きに対応しやすくなること、さ
まざまな動物の動きの真似で身
体の使い方を覚えることをまず
実践しているそうです。自分の
体をコントロールするという、
ボールを使うまでの下準備がと
っても大切なんだそうです。

ボールを選ぶ際にも、コツが
あります。子ども本人に選ばせ
たり、小さく柔らかいボールを
使うのがオススメだそうです。
今回のボール遊び入門ではバス
ケ選手のサインボールに使われ
る３号ボールを使いました。

最初に教えていただいたのは
「ボールを取る」という動作。
ボールを取るためには姿勢と手
の準備ができているということ
が肝心です。ここでもアスレチ
ックポジションが大切でした。

ボールを取る遊びでは、まず
最初は床を転がるボールを取る
ことから始めます。この段階で
は、ボールに反応してすぐに手
を出すという動作ができない子
もいるはずです。その場合は、
ボールが来てから手を出すので
はなく、手を出してボールを待
っていることを教えてあげると
良いそうです。

そして何より「楽しく」。こ
の入門講座の短時間の中でも岩
﨑コーチは何度も何度も「いい
ね！」と声をかけ、褒めて励ま
していました。

⚡THUNDERS KIDS⚡
ご興味のある方は
下記よりお問合せください。
https：//kawasaki－
bravethunders.com/academy/
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「今、日本で一番いいサッカー
をしているチーム」2020年、
サッカーＪ１で史上最速優勝を
果たした川崎フロンターレ（以
下、川崎F）。そんな川崎Ｆで
活躍し、現在はU-12コーチを務
めている矢島卓郎さんと現役の
保育士が対談を行いました！

自分が１番上手いという状態
から、もっと上手い子がいる環
境に置かれたとき、自分を出せ
なくなったり積極性がなくなっ
てしまう子もいる。挫折は必ず
するものとして、挫折を乗り越
えていく習慣がついてくると、
サッカーだけでなくどんなこと
に対してもどんどん伸びていく
ことができると思います。

伸びていくために必要なこと
は、言葉にすると陳腐だけれど
コツコツ続けること、諦めない
こと、満足しないこと、常に謙
虚でいることなどです。

プロサッカーの世界は厳しい
世界で、才能の有無もあるが、
プロの資質として大切なことは
このようなこと。上手ければチ
ヤホヤされてしまうこともある
けれど、成長を止めてしまうこ
とになりかねない。年齢が低け
れば低いほど顕著なので、現時
点で上手く出来ている子には何
らかの注意を促すように指導者
としては関わっています。

球技に関して言うと、力学の
センスというか、空間の中でボ
ールが回転していてどこをどれ
くらいの力で触ったらボールの
動きがどう変化するのかという
ことを考えながら試しながら触
っていくことが必要かなと思い
ます。時間を決めて課題を決め
てやらせることもありますが、
自分で考えてやることが大切な
ので、やらせすぎないことも意
識して指導しています。

幼児期ではとにかく楽しく、
教えすぎないようにしながら、
結果的に走り回っているように
するのが良いと思います。

滋賀県滋賀郡志賀町（現:大津市）出身の元
サッカー選手。ポジションはフォワード。
県内有数の進学校である滋賀県立膳所高校
から早稲田大学へサッカー推薦ではなく一
般入試で進学。
2004年、2005年は川崎フロンターレの特別
指定選手となるが、早稲田大学ア式蹴球部
監督の大榎克己の薦めもあり清水エスパル
スに入団する。その後3シーズン、清水で
プレーした後、2009年から川崎に完全移籍
。2013年限りで契約満了により退団。横浜
F・マリノスへの移籍が決まった。
2016年に京都サンガF.C.へ完全移籍で加入
したが、同シーズンをもって現役を引退し
た。
2017年に川崎フロンターレスクール・普及
コーチに就任。
現在、川崎フロンターレアカデミーU-12
コーチを務めている。

自分は負けず嫌いで、痛いの
を我慢したりして怪我を長引か
せる等の失敗をしてきたので、
痛いときは痛い、困ったときに
は助けてと言えることや、誰か
の力をもっと借りることが出来
たらよかったかなというのが反
省です。強がらず弱音を吐ける
仲間がいること、安らげる環境
が必要なのかもしれません。

☆矢島コーチ在籍の
川崎フロンターレアカデミーは
下記よりお問合せください！

https://www.
frontale.co.jp/academy/
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●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ＰＤＦに変換して入稿される場合★★★
「表示」＞「スライドマスター」画面より

色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について
・ページ数は表紙も含めた数になります
・データは1Pごとでも 見開きでも ご入稿頂けます
※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください
・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください

僕は群れるのが嫌い。群れて
馴れ合ってもあまりいいことが
ないし、そこから突出すること
が出来なくなってしまうから。
ただ、自分と違う考えを持つ人
の話を聞くことは大切にしてい
ます。

業務改善したいと思っていて
も言えない現場があるという声
もありますがそれは園長の責任
です。風通しが悪い職場を作っ
ているので。その保育園を一保
育士が変えることは非常に難し
いので転職しても良いのではと
思います。

辞める保育士が悪いのではな
く、そういう現場の体質を何十
年も続けている園に問題がある
と感じています。

退職するにあたり、子どもや
保護者が可哀想だと言われるこ
ともありますが、子どもや保護
者と同じように保育士のことも
大切にしなければいけないと思
います。

業務改善が進まない原因は、
日本の保育園の園長が、園長と
してのスキルを持っていないこ
とだと思っています。管理の経
験があるわけでもなく、マネジ
メントを勉強したり習っている
わけではないので仕方がないこ
とだとは感じています。

保育園は園長先生が全てだよ
ねという声って実は正解で、園
長の管理能力が高ければ人間関
係も良くなり、離職率も下がり
ます。保育園も異業種で人を束
ねた経験がある方が園長や園長
補佐になる流れになったら良い
のではないかと考えています。

保育士って何をしているのか
わからない、保育園は預かって
くれている所という世論を変え
ていかないといけない。保育士
の専門性にまつわること、保育
園では様々な狙いがあって計画
を立て保育を行っていること、
コロナ禍でもプロ意識を持って
保育を営んでいることなど様々
なことがあります。アウトプッ
トをして、保育士の専門性を世
間に評価していかなければ、保
育士の待遇改善は実現しないと
思います。

アウトプットする人数を増や
していかないと一般層には浸透
していかないので、皆さんには
もっと保育についてアウトプッ
トをしてほしいです。

SNSでの馴れ合いも、自分の
考えと同じ人としか絡まないか
らどんどん思考が偏っていって
しまいがち。教育・保育もこれ
が正しいって決めつけてしまっ
たら対応できないことが多々あ
りますよね。

現状の保育園に余裕がないと
いう前提であれば、壁面構成に
時間を使うことの是非に限らず
、保育士は保育士にしか出来な
いことをするべきではないか？
と思います。

子どもたちは壁面構成は誰が
作ったものなのか判別すること
はできないですよね。これは先
生が作ったんだよ！ということ
に意味があるものは積極的に作
るという線引きが必要です。何
より、余裕があるなら壁面構成
でもなんでもたくさん時間をか
ければいいと思います。

とにかく保育現場に余裕がな
いことだと思います。特に人員
には全く余裕がありません。

現在の職員配置基準では保育
所保育指針に書いてあることを
実践することはできないと思い
ます。この職員配置基準に余裕
がないことについても、もっと
保育士がアウトプットしていか
ないと、保育現場は良くならな
いと思います。みなさん、アウ
トプットしていきましょう。
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厚生労働省「新子育て安心プラン」(令和３年
度～）にも、保育士・保育の現場の魅力発信事業
が入りました。カワサキ保育フェアでは、それに
先駆けて、保育アワードというイベントを開催し
ました。

保育の魅力発信、がんばっている保育関係者を
労うことを目的に、「保育の笑えるエピソード」
「保育でがんばっていること」「保育のわくわく
！」「保育のありがとう」「いずれにも当てはま
らないエピソード」の５部門でエピソードを募集
しました。募集期間は約１か月。短い期間での募
集ながら、140件ものエピソードの投稿がありま
した。

先着100名の投稿者の方にはユースキン製薬株
式会社提供のノベルティをプレゼント。そして、
各部門で特に視聴者の皆様にシェアしたいエピソ
ードの投稿者には豪華賞品の贈呈と、お笑い芸人
の小島よしおさんからの祝福の言葉と講評をいた
だきました。

小島よしおさんはご自身でも子どもたちに向け
た発信活動をされており、講評では子どもたち、
保護者の皆さん、そして保育者に寄り添ったあた
たかいコメントをくださいました。

TwitterやInstagramでカワサキ保育フェアの
ことを自発的に広報してくださるという神対
応をしてくださいました。現場にいるスタッ
フや子どもにも大変丁寧に対応してください
ました。本当にありがとうございました。
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