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はじめに

本書は、研究題目『乳児院における子どもの社会情緒的発達を促進する生活臨床プログラムの模索』

に関する報告書である。副題を～生活臨床のセンスを磨くために～として、主に参加型職員研修プロ

グラムを作成し、実践した内容となっている。

本書の中で、今回の研究までの経緯を簡単に説明してあるが、プログラムの目標や、内容を決め、

そして教材となる素材を選ぶところまで、これまで行ってきた、乳児院での実践研究が基盤になって

いる。

その詳細は、平成20・21年度研究報告書『乳児院における愛着の発達支援に関する研究～乳児院を

拠点とする子どもの社会・情緒的発達に適した養育環境とは～』、並びに昨年度研究報告書『乳児院

における子どもの社会情緒的発達を促進する生活臨床プログラムの模索』でまとめられているので、

参照されたい。

国連総会での「児童の代替的養護に関する指針」（2009）の採択後、厚生労働省のとりまとめた「社

会的養護の課題と将来像」（2011）などの中で、施設での養育は、これまで以上の質の向上や高度専

門性の見直しなど、大きな変革期を迎えていることは周知の通りである。

全国の乳児院は、全国乳児福祉協議会を中心に、いち早く変革に取り組み、将来ビジョンや研修体

系などを整えつつある。

研究を企画した最初の頃、私自身の関心は、このような社会的な動きとは独立に、あくまでも、子

育て支援の実践家として、その輪に加わることだった。しかし、研究の進行と、この様な社会的な動

向が、図らずも同時期に起こり、実践研究の持つ社会的な意味について、いつも以上に考えることが

多かったように思う。そして、研究後の私の心理臨床のスタンスも、大きく変わってきたことを実感

している。

こうした研究機会に恵まれたこと、また研究を通して多くの実践家と子どもたちと出会い、支えら

れたことが、何よりも有り難く、全ての関係者の方々に御礼申し上げたい。

いろいろな困難、試行錯誤が、これからも続くと思うが、乳児院という子育て現場の実情に即した

支援や研修のあり方について、今後も続けていきたいと思っている。そして、これからも、現場で多

くの方々と協働する機会を願っている。

平成24年　冬

研究代表者　青木紀久代
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第Ⅰ章
問題と目的

本章では、まず、研究の経緯として平成20年度から行ってきた研究実

践について概略を記した。平成20年度～21年度は、乳児院におけるコミュ

ニティ・アプローチとして考えられる様々な活動を広く実践した。平成

22年度は、3事例についてビデオカンファレンスとコンサルテーションを

継続的に行った。また、研究実践から得られた心理職の活動について、「子

どもの心身の発達状況に関する様々なアセスメント」、「子どものケア」、

「コンサルテーション」、「家族支援」に整理した。これらの経過を記した

のち、本研究の目的を示した。最後に、本書の構成を述べた。



－2－

第Ⅰ章　問題と目的

1.　研究の経緯

本研究は、平成20年度から発展してきたものである。もちろん、研究課題は、単年度ごとに独立し

たものだが、研究者代表者青木が、乳児院で心理臨床実践を行いながら、介入後の成果を確認し､ 次

なる課題を見いだすという循環過程に身を置いてきた。

実践は、児童福祉施設における、子どもの社会・情緒的な発達（その代表的なものとして愛着１）

を促進する養育・保育環境作りに資することを目標として、始められた。

支援のあり方は、日々の生活の中で適用が容易で、継続可能性が高いものを目指した。

今回の報告は、その最終年度となる平成23年度末までの結果となるが、その後も乳児院における実

践研究自体は、継続している。

そこで、最初に、今回の報告に至るまでの経過を少し振り返りながら、本研究の問題と目的をまと

めておきたい。

（１）平成20～21年度実践

乳児院を一つのコミュニティと見なした場合、心理臨床におけるコミュニティ・アプローチとして

考えられる様々な活動を広く実践した。この活動を通して、心理職の活用可能性について、当該の乳

児院のニーズをくみ取りながら、子どもの社会情緒的な発達支援を行う課題を二年がかりで具体的な

ものとした。

１）平成20年度の活動内容

図１-１にあるように、およそ常勤の心理職が行いうる活動を網羅した形で、X乳児院にて一年間実

践を行った。個々の活動内容は以下の通りである。

ミーティング

毎月一回研究協力院と研究スタッフが集まり、乳児院における養育の現状と課題についてのミー

１ 　本書においても、青木（2010）と同様に、Bowlby（1969/1983）のいう「アタッチメント(attachment)」を「愛着」
という訳語のまま使用することにした。愛着という日本語には、原語のアタッチメントには含まれない、愛情関係
が前提にあるような価値観を含むので、誤解が生じやすい難点がある。別な言い方をすると、アタッチメントの絆
とは、愛情の絆の下位分類なのであり（Fonagy, 2001）、アタッチメントの絆があるからといって、愛情の絆があ
るとは限らない。本書は、こうした学術的見解に､ 抗うものではない。しかしながら、乳児院の子どもたちは、ま
さに愛情の絆を親と持てない現実に直面している。職員が一丸となって子どもとの愛着の絆を育てようとするのは、
やはり愛情の絆の下位分類としての愛着の絆ではなく、愛情の絆の復活そのものなのではないだろうか。ここでの
「愛着の絆」とは、「愛情の絆に裏打ちされた、アタッチメントの絆」ということになるのだろう。
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ティングを実施した。

観察

ミーティングと並行して、毎月乳児院での子どもたちの発達状況や養育の様子を観察した。

子どものアセスメント

乳児院での実践を始めるにあたり、子どもの発達状態について情緒面も含めた発達検査から実態を

把握した。発達初期の段階で、言語発達を主とする遅れがみられ、愛着形成も含めた関係性や情緒の

発達促進の強化が必要な状況にあると判断された。

院内研修会の試み

研究協力乳児院でのニーズを探る一案として院内研修会を実施した。院内研修会にて研究グループ

が実施した発達検査について職員にフィードバックを行った。研修会を通して、現場の職員は、愛着

関係の形成を促す養育、特に日々の実践の中で出来ることについて関心があることが見出された。

家族再統合支援

院のニーズもあり院と関係機関との協働により家族再統合支援を行った。乳児院での心理職の担当

業務の可能性を模索することも含めて、乳児院在籍児とその家族との愛着関係の形成への支援を行っ

た。本実践を通して、外部関係機関が乳児院での子どもの養育において愛着形成を求めていることに

ついても把握した。

図１-１　平成20年度の活動の流れ
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まとめ

これらの一年間のニーズアセスメントの総括及び院内の心理職活用の話し合いを行い、心理職の活

動可能性について、他の職員を交えて意見を交換した。その結果、次年度から、小規模グループホー

ムにて発達促進プログラムを実施することとなった。

本来、研究フィールドとして、子どもの観察を中心に依頼をしていたが、実際には、ビデオ撮影は

ほとんど実現できず、発達検査を広く実施することが、ようやくかなった状況であった。

結果的に、フィールドの信頼を得ることにつながったのは、複雑な家族支援と、研修会への協力で

あった。これらは、いわば乳児院の中核的な養育機能の外側で、一定の成果を上げるところを見届け

てから、我々を受け入れようという現場の意図もくみ取れる。

しかし、これは別な見方をすると､ 心理職の強みでもあると考えるようになった。非常に困難な個

別事例にせよ、発達検査の実施にせよ、心理職ならではの高度専門性の部分をまずは活用し、専門職

としての信頼を得ながら、徐々に生活場面で活動範囲を広めていくプロセスが見えてきた。

２）平成21年度の活動内容

対象は、X乳児院併設の小規模グループホームの在籍児計４名である。職員の中で発達上特に気に

なるとされ、少人数でのケアが適していると考えられた。

これらの４名は、日中小規模グループホームに在籍していた。

月齢と性別は、次の通りである。

A（男児、プログラム開始時１歳３ヶ月）

B（女児、プログラム開始時１歳８ヶ月）

C（男児、プログラム開始時１歳10ヶ月）

D（男児、プログラム開始時１歳２ヶ月）

発達促進プログラム

この４名に対して、平成21年４月より毎月発達促進プログラムを実施した（図１-２）。

主な内容は次の５つである。

①　発達検査：　月１回、遠城寺式発達検査を実施した。

②　参与観察：　週１回程度、研究スタッフが行った。

③　 コンサルテーション：　月１回、①②をもとに、日々の関わりの中で子どもの情緒発達を含め

た全般的な発達を促進するための関わりについてコンサルテーションを行った。

④　 月間目標の設定：　①②③より重点的にテーマを決め、子どもの発達を促進する内容を決め

た。その際、日々の養育の中でできること、職員が子どもとの関わりの中でできるような内容

にした。毎月、月間目標の内容は見直し、必要があれば改定を行い、子どもの発達段階に即し

た内容とした。
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⑤　ミーティング：　月１回、発達促進プログラムの内容や実施に関する打ち合わせを行った。

図１-２　平成21年度の活動の流れ

研修会の実施

発達促進プログラムの実践について院内研修会にて報告し、研究実践がより良い養育につながるよ

うな研修会を実施した。平成21年度は６月、11月、３月の３回にわたり実施した。

ただし、そこで求められていたのは、愛着の発達支援に必要な高度専門性に裏打ちされた知識の講

義が主であった。研修で使用したビデオは、海外の学術的な内容であり、実際の乳児院の生活に即し

ているとは言い難いものである。それでも、視覚的にとらえられる教材だったため、参加者は、「実

感がわいた」、「わかりやすかった」という感想を持たれていた。こうした実践経過を経て、平成22

年度は、いよいよ生活場面のビデオコンサルテーションを行うこととなったのである。

まとめ

小規模グループホームでの養育場面で、じっくりと子どもの発達の状況をとらえ、コンサルテーショ

ンを行う機会が得られたことは、大きな収穫だった。前年度の全体に実施した発達検査の結果から得

た、子どもの発達状況に関する筆者らの感触を核心に変えていた。

また、状況を一ヶ月ごとに一年間観察できたことは、次年度の新しい研究のヒントになったのであ

る。

図１-３は、本研究のコンサルテーションの実践から、愛着システムと情動調整力の発達促進を行う

ための介入ポイントをまとめたものである。
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二つの領域の発達を支援する場合、担当養育者の関わり方の中で多くの共通項があった。

一つは、「調律」である。これは、子どもと担当養育者とが、波長を合わせてやりとりをしていく、

つまり、二人のやりとりがタイミング良く合い、子どもが感じている情動状態を照り返す。二人の相

互作用場面に直接関わりながら、調律のタイミングを多くしていくことができる。

「調律」を受ける子どもは、自分の行動や情動体験を共有してもらえていると、非言語的に理解す

ることでき、安全感や自分の体験する情動を、他者を利用しながら調整したり、手に負えない感情を

大人に投げ込んで対処したりすることを身につけていくことができる。

子どもへの対応は「一貫性」が保障され、密度の高い「応答性」がより望ましい。同様な情動状態

のときに、一定の対応が返してもらえることが、子どもが次に起こることを安全感を持って予期する

体験となる。

コンサルテーションでは、実際の行動場面で理屈を説明しながら試すこともしたが、何気ない月間

の目標に、それが無理なく期待できる遊びを入れ込み、じっくりと遊び込む環境をサポートすること

も多く行った。

こうした良好な子どもへの態度を確保するために、担当養育者が、生身で感じるその時々の感情を

調整する力を支援する必要がある。事例Aに見られた、激しい泣きは、担当者でなくとも、心の深い

部分を揺るがしてくるほど強烈なものであった。

担当養育者の機械的な心の抑圧は、子どもとの関わりをますます困難にさせる。外側のサポートが

最も求められる部分であろう。

この事例を通して、毎日の消耗をケアする存在として、担当養育者に調律し、自ら波長を合わせつつ、

図１-３　愛着システムと情動調整力の発達促進への介入ポイント
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共感的に接する支援が求められることを改めて確認した。

平成22年度以降は、ここで行われた､ 発達に関するコンサルテーションと研修プログラムの作成の

二つに焦点が当たって展開した。

（２）平成22年度実践

　

平成22年度は、Y乳児院において実践研究を行った（図１-４）。

１）実践内容

ミーティング

Y乳児院とのミーティングを５月より月１回のペースで１月まで行った。

５月のミーティング後、対象児３名とコンサルテーションに参加する担当養育者を選定した。

観察

６月より月１～２回のペースで直接子どもの観察を行った。

ビデオ観察

食事場面のビデオ観察を６月より行い、録画されたビデオを用いてカンファレンスを行った。毎月

３名についてそれぞれ資料を作成し、カンファレンス後には、フィードバック資料を作成して還元し、

職員会議でそれを共有するという流れを作り、実践研究の成果がリアルタイムで院の中に波及するよ

う工夫した。

発達検査

月に１回、院の心理職により子どもの発達検査が行われた。遠城寺式発達検査を用い、発達の様相

を一定のツールで大まかにつかむことを目的とした。

ビデオカンファレンス

７月～12月の間、月に１回、ビデオを用いたカンファレンスを行った。第１回には、乳児院全体の

アセスメントのフィードバックを行った。毎月のビデオカンファレンスを始めるにあたり、養育場面

の直接観察を行い、子どもの様子を実際に見るように努めた。担当養育者だけでなく、院の心理職や

FSW、園長、主任保育士なども参加した。ビデオカンファレンスでは、前回のカンファレンス以降の

対象児の様子について担当養育者から話があり、コンサルタントからは、当日の直接観察や日誌、発

達検査結果などから得られた理解を伝えた。その後、あらかじめ抽出された食事場面を鑑賞し、ビデ

オフィードバックを行った。
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アンケート

９月より、ビデオカンファレンスに参加した担当養育者を対象に、振り返りシートの記入を実施した。

インタビュー

ビデオカンファレンスが終了した１月に、対象児の担当養育者に振り返りのインタビューを行った。

図１-４　平成22年度の実践の流れ

２）まとめ

３事例について行ったビデオカンファレンス・コンサルテーションの経過をもとに、心理職が生活

場面において継続的なコンサルテーションの方略を考える上でのポイントや、コンサルテーションの

中で行った様々な関係性の変化について考察した。

コンサルテーションを行う上で、子どものアセスメントは欠かせない。子どものアセスメントは

「身体・運動」「社会・情緒」「認知・言語」を統合して見立てることが重要であり、子どもの育ち

の節目で異なるアセスメントが必要となる。さらに、子どもは一人で存在しているのではなく、自分

を育ててくれる他者との関係の中に存在しているととらえられるため、乳幼児期の子どもの心の発達

を考える上で、養育者との関係性をアセスメントし、より良い応答的養育環境を作り上げることを支

援することが大切である。

また、心理職の役割の１つとして発達検査の実施があるが、検査結果のフィードバックの中で、そ

の結果を担当養育者がどのように体験的に理解し、今、ここでの子どもとの関係性理解に結び付け、

これまでにない文脈で子どもとの関係に変化を起こすかで、検査が臨床的に生きるかどうかが決まっ
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てくる。そういった養育者の変化は日誌の内容にも現れ、内容やその変化を複数の職員でまた共有す

ることが大切になってくる。

日誌を子どもの発達が大きく変化した時点の記載を中心に、内容を分析したところ、養育者自身の子

どもへの見方が、単なる能力の発達変化から、関係性についての記述も増していることが確認された。

事後評価をかねて、担当養育者一人一人に対してインタビューを実施した。経験年数の違いにより、

コンサルテーションに求めるものと意味づけがはっきりと異なり、専門研修によるキャリア支援につ

いて重要な示唆が得られた。

（３）乳児院での臨床実践から得られた心理職の活動

以上の３年間を通して、心理職が、乳児院に入って行いうる様々な実践を行ってきた。それらの活

動は、乳児院の心理職のガイドライン２に沿うならば、以下のように整理できるであろう。

心理職がどのように動くことが可能なのか、乳児院側も配置される心理職も、試行錯誤でより良い

活用を探る時期がある。この際に、心理職のガイドラインは一定の枠組みを示し、双方の資質や環境

にあった､ 具体的なニーズが見えてくるものと思われる。

子どもの心身の発達状況に関する様々なアセスメント

アセスメントすべき主な内容は、身体・運動、認知・言語、社会・情緒及び、情動調整などの諸機

能である。子どもの心身の発達状況は、乳児院全体のアセスメント機能を十分に把握し、その中で心

理職が担うべき役割がある。特に、心理職には子どもの状態を平均的な発達と比較しながら客観的に

記述することに加え、生活の場で起きていること、担当養育者との関係の中で起きていることを心理

職の視点から説明することが求められる。

このために、発達検査、生活の場での行動観察、生活リズムや生育歴の確認、他の職員との情報交

換など、生活の場に関与する立場を生かした、コミュニティ・アプローチが必要となる。

子どものケア

当然ながら、子どもに対するケアは、乳児院全体の生活を通しておこなわれるものである。心理職

による子どものケアも、乳児院全体のケアの連続線上にあることを常に意識すべきである。他の職員

との連携を通して、子どもたちの育ちやより良い生活にどのような貢献ができるかという視点で活動

を展開できないと、結局は、心理職としての専門性を生かした活動が停滞する。

子どもに対して直接個人的なアプローチをする心理療法的な関わりに加えて、生活の場に入り、担

当養育者と協働して子どもの養育環境の改善や発達促進的なプログラムを実施するなども重要な活動

である。

２ 　全国乳児院福祉協議会による。



－10－

コンサルテーション

乳児院内でのコンサルテーションは担当養育者と１対１の関係でおこなわれるものから、院全体の

ケース・カンファレンスのような場まで、様々である。

院の中に配置された心理職は、乳児院という子どもたちの生活環境を十分に理解したうえで、その

環境の中にある資源をいかに活用するか、という視点からコンサルテーションを実施できる強みを

持っている。相談の目的に合わせて、できる限り問題の生じる実際の場面を共有しながら、現場の「今、

ここで」のニーズに応えていくことを目指したい。

コンサルテーションの構造もさることながら、その内容も､ 実に幅広い。筆者が担当したものだけ

でも、子どもの発達状況や子ども―担当養育者の関係性に関するものを筆頭に、養育環境全般に対す

るコンサルテーション、院内でのチームアプローチ、他機関との連携などがある。

院全体がエンパワーされ、主体的な学ぶ意欲が育ってくると、院内研修の運営そのものについて

も、助言を求められる。コンサルテーションでは、心理学の専門用語を相手の専門性に近い言葉で、

どれだけ柔軟に適切に翻訳できるかにも、注意を払いたい。結局のところ､そうしたことへ配慮でき

ることが、心理職が、協働者と対等な関係であることにきちんと注意を払える存在であること、また

相談相手として大いに活用できる存在であると認めてもらうための近道である。

家族支援

単に家族の再統合を目指して親子関係を支援するだけではなく、精神疾患や親自身の被虐待経験な

ど親自身を支えることに焦点化した支援も求められるのが、乳児院の現状である。　

親―子関係の調整は、担当養育者が入ると、子どもの情動調整が難しく､ 親も複雑な感情を抱いて

しまうリスクがある。心理職の立ち位置は、こうした局面では、比較的中立であり、調整の役割を担

うのに適している。また特に心理職には、精神疾患など複雑な問題を抱えた親への対応が求められる

可能性が高い。

それと共に、親自身のトラウマなどに対するケアや育児ストレスの緩和など、親自身が抱える問題

についての心理的なケアが必要になる場合がある。もちろん長期の個人心理療法を行う場ではないが、

医療機関、児童相談所など関連諸機関との十分な連携を維持しながら、適切なつなぎを行う必要もあ

るだろう。

ここで整理した業務のうち、全てを行うのか､ いくつかに絞って行うのか、それは、院のニーズに

よって異なってくるであろう。

＜文献＞

青木紀久代　2010　乳児院における愛着の発達支援に関する研究～乳児院を拠点とする子どもの社会・情緒的発達に

適した養育環境とは～　子どもの虹情報研修センター

青木紀久代　2011　乳児院における子どもの社会情緒的発達を促進する生活臨床プログラムの模索　子どもの虹情報

研修センター
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2.　本研究の目的
　

これまでの研究経緯にあるように、筆者らは､ 心理職として子どもの社会情緒的な発達に着目しな

がら、乳児院全体の養育環境の質の向上を目指した実践研究を行ってきた。このテーマにおける、心

理職の具体的な活動を通して、対象児の発達的な変化を介入効果として考えるだけでなく、乳児院の

抱える全体的な課題を検討していくこととなった。

さらに、そのような実践に関与する心理職のあり方を巡る検討がもう一つの課題として存在してお

り、その働き方のアウトラインを描いてきた。

一方この間、筆者らは、乳児院で協働する専門家の人材育成に関して、各方面の関係者と討議する

機会を持ってきた。

そのような経過の中で、今年度の課題に、職員の人材育成を取り上げることとなった。これまでの

乳児院の実践に直接関与していく研究スタイルから、少し角度を変え、実践から得たものを職員研修

プログラムに活用していくことを目指す。

すなわち、基幹的職員をはじめとした指導的立場の職員を対象とした、子どもの社会情緒的発達を

促進する生活臨床的なセンスをブラッシュアップする研修プログラムを、子どもの虹情報研修セン

ターを拠点に開発することを試みた。

プログラムの目標や、内容を決め、そして教材となる素材を選ぶところまで、これまで行ってきた、

乳児院での実践研究が基盤となっている。このような目的に即して、専門研修を作ることは、乳児院

職員の人材育成の一つの課題であろう。
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3.　本書の構成

本書は、全５章からなり、各章について概要を以下に記す。

＜第Ⅰ章　問題と目的＞

第Ⅰ章では、まず、研究の経緯として平成20年度から行ってきた研究実践について、平成20～21年

度、平成22年度とわけ、概略を記す。同時に、研究実践から得られた心理職の活動について整理し、

その上で、研究の目的を示す。

　　

＜第Ⅱ章　研修プログラムの視点＞

第Ⅱ章では、本研究の目的の背景となる視点を示す。「1. 乳児院における研修体制と可能性」、「2. 

生活臨床」「3. 関係性の視点を生活臨床として学ぶ研修の模索」の３つの視点を詳述する。

＜第Ⅲ章　研修プログラムの立案と実践＞

第Ⅲ章では、研修プログラムを作成し、実際に研修を実施した経過をまとめる。研修で使用したビ

デオ教材についての説明や、研修の進行、内容について記す。

　　

＜第Ⅳ章　結果と考察＞

第Ⅳ章では、研修の際に得られたグループ討議の内容をまとめ、考察を加える。また、研修で用い

たワークシートを分析し、その結果と考察も記す。最後に、修正した研修プログラムを示し、修正の

ポイントについて説明を加える。

＜終章　修正版プログラムの実施にみる参加者の体験＞

終章では、第Ⅳ章で修正した研修プログラムを実施し、参加者から得られた感想をもとに、乳児院

における研修実践に関して考察を行い、今後の課題についても述べる。



第Ⅱ章
研修プログラムの視点

本章では、本研究の目的の背景となる視点を示す。「1. 乳児院における

研修体制と可能性」では、乳児院の将来ビジョンや研修体系の指針にお

いて、本研究で意図している研修がどの位置づけにあるのか述べた。続

いて「2. 生活臨床」では、乳児院における養育の質向上のために、職員

の関係性に対する感受性を高める重要性を述べた。最後に、「3. 関係性の

視点を生活臨床として学ぶ研修の模索」において、研修の目的を、関係

性の視点を生活臨床として学ぶために、応答的環境を充実させ、子ども

の主観的体験へ関与するモチベーションとセンスを磨くことと位置づけ

た。
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第Ⅱ章　研修プログラムの視点

1.　乳児院における研修体制と可能性

　　　　　～乳児院の将来ビジョン・研修体系の指針から

乳児院職員を対象とした研修は、先述したように、乳児院の社会的役割や養育形態など、様々な変

化の中で、養育の質を維持・向上させ、専門性を高めていくために、欠かせないものである。全国乳

児福祉協議会では、将来ビジョンから各職種別研修体系までをいち早く整え、独自の専門家養成シス

テムを構築しつつある。

本書に示した研修プログラムは、研修体系全体からみると、どのような部分に位置づくのであろう

か。その課題や可能性について、検討していくためにも、将来ビジョンと研修体系の指針をみていこ

う。

（１）乳児院の将来ビジョンから

図２-１　乳児院に求められる機能　（乳児院の将来ビジョン，2012）

社会的養護の課題と将来像であげられた具体的な乳児院の課題は、「専門的機能の充実」、「養育単

位の小規模化」、「保護者支援・地域支援の充実」であった。これらの要請に応えうる乳児院の将来像
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を描くために、乳児院が担うべき専門的な機能を具体的に整理、再編する必要があった。図２-１に、

それが集約されており、たびたび引用されている。

この図に沿って、いくつか重要な点をまとめておこう。

法的（必須）義務機能

筆者もこの図の作成に加わってきたが、基本的なとらえかたとして、現段階で、養育単位がどのよ

うに変化しようとも、全ての乳児院が基本的に備えるべき機能がある。これを「法的（必須）義務機

能」としている。現行のままでも、制度として早急に整えるべき内容が含まれている。

この法的（必須）義務機能には、

・「一時保護所機能」

・「専門的養育機能」

・「親子関係育成機能」

・「再出発支援機能」

・「アフターケア機能」の５つが考えられる。

それぞれの機能の質を向上させることが、乳児院全体の焦眉の課題となるが、個人の専門性につい

て研鑽することのみとは限らない。

例えば「一時保護所機能」に関しては、本来児童相談所がそれを担うものだが、乳児の場合は、乳

児院がその受け皿になっている現状がある。乳児院の専門的機能の充実にこたえるために、こうした

部分の整備について課題を明確にしたことには、一定の意義があるだろう。

アセスメント

これらの機能は、乳児が入所してから、再出発を果たすまでの、乳児院の専門的対応の展開過程と

みなすことができる。各機能を発揮する適切な時期と内容は、ケースごとに異なり、様々な情報から

アセスメントすることが必要となってくる。

ここでのアセスメントは、乳児院で働く様々な専門性を持つ全ての職員がチームとなり、行うもの

である。この点は、個々の専門家が行うアセスメントをいかに統合するかにかかっている。

アセスメントも展開過程に即して、

・「一時保護アセスメント」

・「関係性アセスメント」

・「再出発アセスメント」の３つがある。

この中で、「関係性アセスメント」という部分が、乳児院の中核的な養育機能と家族関係の再構築

支援機能のために重要である。生活場面での具体的な子どもの様子、他者とのかかわりをじっくりと

観察し、質の面から検討していく。

関係性のアセスメントには、様々な観点が考えられると思うが、中心となるテーマの一つが愛着で



－16－

あろう。乳幼児期は、子どもと養育者のそれぞれの個性が出会い、相互の交流を通して調整しあいな

がら、調和した関係性が生まれてくる。

子どもの愛着行動は、こうした相互交流の体験が蓄積された「結果」として出現する。子どもが持

つ養育者への愛着形成は、その後の子どもの発達の基盤となるものである。

乳児院には、年齢的に愛着形成がなされる以前の子ども、１歳を過ぎても疾患や障害ゆえに、ある

いはそれまでの不適切な養育環境ゆえに、健康な愛着行動を示せない子どもがいる。このような子ど

もたちに対しては、子どもと大人の関係性に留意して、担当養育者等からの適切な応答的関わりを濃

密に展開し、健全な愛着形成を目指す必要がある。

本書で取り上げた研修テーマは、この関係性アセスメント機能をいかに高めるか、乳児院職員の共

通認識をより広めていくことを目指すものであった。これについては、「３. 関係性の視点を生活臨床

として学ぶ研修の模索」で詳しく述べたい。

心理職のガイドラインへ向けて

関係性を評価するためには、養育者は関わりながら自らを客観視する力が求められるが、将来ビ

ジョンには、心理発達に関する専門性を備えた心理療法担当職員（心理職）が生活場面に参画し、他

職種とともにチームとしてこれを行うことが有効であるとされている。

心理職等の専門的な第三者の視点を組み込むことで、対応に当たる養育者や、場面ごとに異なる子

どもの状態と反応の変化を、適切に捉えることができる。そして、それが何故起こるのかの理解を深

めることで、子どもに不快や情緒的な混乱が生じた場合など、状態に巻き込まれることなく、あるい

は独断的で一方的な働きかけにブレーキをかけ、子どもを安定した状態へと導く方向に展開すること

ができるという。

総じて、こうした働きが乳児院の養育機能に直接的、間接的に影響を与える。長期的に見れば、や

やもすると養育者が日課をこなすことに傾きがちなリスクを引き下げ、一人ひとりの子どもに軸足を

置いた、共感的で応答性の高い、養育環境の質の向上につながる。

実際に、乳児院での心理職の配置は推進されており、心理職をいかに育てるかが次なる課題となっ

ている。雇用する側にも、心理職の役割を認識してもらうべく、職務をまとめたパンフレットが作成

された（全国乳児福祉協議会，2013）。

（２）乳児院の研修体系の指針から

先述した全国乳児福祉協議会の「乳児院の研修体系―人材育成のための指針―」では、表２-１の

ように、乳児院の職員のキャリア発達に応じた研修体系が提案されている。
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表２-１　キャリア発達に対応した職員の役割

（全国乳児福祉協議会　2012　乳児院の研修体系―人材育成のための指針―より一部抜粋）

また、職種ごとに、さらに具体的な学びの内容も、ガイドラインとして示されている。

本書でフォーカスを当てる研修は、表中の網がけした部分、すなわち乳幼児の身体的発育と心的発

達に関するものであり、乳児院での養育における質的向上を目指すものとなる。

研修内容は、まずは乳幼児の発達に関する知識を増やす、高度化するなどが考えられるだろう。し

かし、自分の中でそれらの知識をどの様に引き出し、またどのように組み合わせて、現実の子どもと
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の関わりに有効な活用とするのかを、体験的に学ばなければ、宝の持ち腐れになってしまう。

毎日の養育者の子どもへの働きかけの質をどうやって高めるかは、養育者自身の気づきによるとこ

ろが大きい。これはつまり、いくら知識が増えても、半ば自動化して、無意識的に行われている現実

の子どもとのやりとりを変えることには、あまり役立たないということである。

OJTがそれを補う重要な研修機会となるが、参加型の研修形式も、工夫する価値はあるだろう。例

えば、事例検討は、一つの優れた方法である。OJTとして、同じ施設内で、状況を現実に共有してい

る職員同士が話し合う研修会を持てることが、最も直接的な効果が得られる。

異なる施設から集まった参加者同士が、事例を通して話し合う場合は、日々の子どもとの関わりを

振り返りながら、じっくり新しい視点を学ぶ機会を得ることに役立つであろう。
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2.　生活臨床

先述した乳児院の必須機能のうち、特に「専門的養育機能」は、子どもたちの生活のあり方をいか

に創造していくかにかかっている。それまでの子どもの過酷な養育環境、あるいは、家庭からの分離

そのものに伴う痛みなど、子どもが体験したであろう多くの危機によるダメージから回復すること、

そして人生で最も変化の著しい乳児期を存分に生き、成長を遂げること、この２つのニーズを支援す

る営みが生活臨床である。

子どもに必要なあらゆる機能を提供するために、多分野の専門家が集い、共に暮らす。暮らしの中

で、毎日子どもの理解が深まり、今、ここでの課題をキャッチしながら即介入していく。もっとも、

それは、病院における治療よりももっと予見的理解に基づいており、子どものレジリエンスを最大限

引き出すようなケアが重視される臨床である。

毎日の生活は、おだやかで、「普通」であることが大切である。しかし普通であるために、同じこ

とが自動化して行われがちになり、多くの子どもたちと生活を ｢回していく｣ ことが、いつしか大人

たちにとって最優先事項になっていくリスクがある。

これは、環境的、構造的難しさであり、一般の家庭にも十分起こり得ることだが、集団の持つパワー

が、子ども一人ひとりの異なる毎日を束ねて生活を回すことへ舵を切るリスクを高めてしまうのだ。

このリスクをいかに引き下げるかが、子どもへの個別的な応答性が確保された、至適水準の養育環境

を提供するための、大変重要なポイントになるだろう。

例えば、乳児院職員の関係性に対する感受性を高めることには、利点がある。これは、職員の個人

的感受性のみに必ずしも頼るものではない。むしろ、そうしたものを大切にする風土作りや仕組みを

院内にどうやって築いていくか、それを工夫していくことが、重要であろう。
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3.　関係性の視点を生活臨床として学ぶ研修の模索

生活の中にある子どもと大人の関係の質を可視化するセンス

社会的養護の場で、「関係性」に対する何らかの介入は、常に重視されている。これを単純に「関

係」ではなく、「関係性」と呼ぶのはなぜだろうか。いろいろな見解があるかと思うが、関係の

「質」や｢傾向｣の側面を重視した表現である点は、およそ一致するところであろう。子どもの健全な

成長は、自分の養育をしてくれる大人との密な関係の中で達成されるのであるから、代わりの大人が

子どもとの関係を適切な水準で担い直していくことが、社会的養護のなすべき一つの使命なのである

（青木,　2012）。

子どもがそれまでに体験した養育者との関係は、子どもの中で、意識的であれ、無意識的であれ、

すでにその子どもが他者と新たな関係を構築する際の準拠枠として機能し始めているだろう。愛着形

成の問題はその端的な例である。生活臨床では、このような子どもが作り出す関係のあり方そのもの

を育て直していくことになる。

心理職が生活臨床に加わることで、日常的な営みの中に存在する、そこで暮らす人々と人々の間に

ある、様々な「心の文脈」を可視化する働きが期待される。他職種の人々と、同種の観点を共有して

いくことは、その組織全体が、複眼的な視座を持つことにつながり、本当の意味での心を育てる関わ

りを実現していくことに貢献できるだろう。

しかし、可視化とは、それが見えていない自分に気づく体験であり、自分に失望したり、逆に相手

を侵入的に感じたりすることもあるかもしれない。特に愛着関係を成立させている担当養育者と子ど

もの関係は、ある種のカプセル化が起こりやすく、二者の関係性を第三者が口にすること自体に、困

難な状況があるだろう。

自分たちの行為が子どもにとってどんな意味や心の文脈を持っているのか、あるいは、これが積み

重なったときに､ 子どもの育ちにどう影響してくるのか、そのようなことを、時々立ち止まって振り

返ることは、子どもの心に注意を払い、関わり続けるために必須の営みである。こうした機会を、安

全な形で保障し、また、仲間と共有する体験を増やしていくことは、子どもの心を理解する感度を磨

いていくために、特に重要ではないだろうか。

子どものレジリエンスを高めること

もう一つ重要なのは、愛着関係は基盤であり、出発点だが、ゴールではない、ということだ。愛着

が形成されている関係で、それ以上何を関係性として気をつけるべきなのか、担当養育者にとって

も、今ひとつ理解できない部分が多いのではないだろうか。

筆者もこれまで、愛着形成の重要さを大きく取り上げ、専門研修を行うことは多かったが、愛着関

係さえできれば、子どもの発達の保障が万能であるとはいかない部分を、上手く語りきれないままで

いた。確かに、乳児院の場合、年齢の高い子どもに比べると、多くの子どもが速やかに担当養育者と

の間にしっかりと絆を作っていく様子が確認できる。しかしながら、担当養育者の有無にかかわらず、
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日々の一つ一つの子どもへの応答の質は、より良くしていく余地があると観察される部分もある。

今一度子どもたちの背景を考えれば、彼らは、いったんは人生早期にして大きな危機に陥った。そ

の回復を含めて成長する場として、乳児院があるからこそ、単なる養育ではなく、生活臨床としての

養育が求められるのだ。もちろん、子どもは、賢明に生きている。子ども自身の回復する力も必要に

なる。これがレジリエンスである。

虐待や親の精神障害など、長期的に強いストレス下にある子どもたちの中に、精神的に健康に育っ

ている子どもがいることは、以前から着目されてきたが、1990 年以降、これらのことは、レジリエ

ンス研究として盛んになってきた。

レジリエンス（resilience）は、現在「心の回復力」という意味で使われることが多いように見受け

られるが、カタカナ表記もレジリアンス、リジリエンスなどが混在する。また、その定義も、困難な

状況にありながらも、回復する ｢現象｣ を示したり、回復の ｢過程｣ を示したり、また、それができ

る個人の ｢資質｣ を示したり、というように、多様な使われ方をしている。資質の部分を強調すると

きに、レ（リ）ジリエンシー（resiliency）が使われるようだが、必ずしもその使い分けが万能ではな

いようである。

ただ、それ以前のいわゆるハーディネス（hardiness）などの概念とは、異なるニュアンスで使わ

れている。つまり、ハーディネスは、例えば、どんなストレスにも打ち勝つことができる ｢強さ｣ を

強調した概念で、いわば競争社会を生き残る ｢勝ち組｣、強者たる人間に焦点が当たっている。つま

りハーディな資質の高い人は、傷つかない。メンタルヘルスの状態も、時間軸の中で揺るがず良好な

確率が高いということになる。

一方レジリエンスは、人が落ち込み、傷つく存在であるところからスタートする。人は誰でも、一

生の間に、困難な状況に遭遇したり、絶望的状況に陥ることがある。自己が破壊されるようなひどい

体験も起こりうる。結局、立ち直れない、不幸な結果に終わることがある一方で、困難の先に一筋の

希望を見いだし、未来をあきらめないでいるにはどうしたら良いか、そういった人間観、社会観のも

とに、発展してきた概念である。

このような中で、例えば戦争孤児の長期観察研究などから発展し、ハイリスクの子どもたちにとっ

て、愛着関係が一つの防御因子として働きうること、つまりその子どものレジリエンスを高めるとい

う見解がある。あるいはまた、トラウマを受け、発達にダメージを受けた子どもの治療について、個

別の心理療法以上に､ 基本的にチームで子どもに対して、良好な応答的環境を作り上げることを重視

するアプローチがある。これによって、子どものレジリエンスが引き出されてくるのだという（図２

-２）。



－22－

図２-２　愛着理論とレジリエンスのとらえ方

このような流れから、関係性の視点を生活臨床として学ぶ研修の目的を、応答的環境を充実させる

ために、子どもの主観的体験へ関与するモチベーションとセンスを磨くことと位置づけた。この部分

をまず、体験的に学習する機会を作っていく（図２-３）。

専門知識に結びつけた講義は、できるだけコンパクトにしておくが、それでも、愛着とレジリエン

スの関係は、述べておく価値があると考えた。

その上で、参加者同士が、多くを語り共有してもらい、明日からの子どもたちとの関わりに、生か

してもらえるようなヒントを持ち帰ってもらえるようなプログラムを工夫していくこととした。

図２-３　子ども側の体験を起点に関係性をとらえる
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第Ⅲ章
研修プログラムの立案と実践

本章では、研修プログラムの立案・作成から実践までを述べる。まず

研修プログラムの内容や教材の作成過程を示した。研修教材として、乳

児院における食事場面を素材としたビデオ教材とワークシートを作成し

た。研修プログラムは、第１部のビデオ視聴＆ワークと、第２部のグルー

プ討議に大きく分かれており、実際に研修プログラムを実施した経過を

示した。
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第Ⅲ章　研修プログラムの立案と実践

1.　研修プログラムの対象と目的

（１）対象　

子どもの虹情報研修センターで開催された、平成23年度乳児院職員指導者研修に参加した57名であ

る。職種は、保育士、看護師、家庭支援専門相談員である。

（２）研修の目的

この研修プログラムの持続的な実施と発展を通して、乳児院において質の高い生活臨床を実践でき

る人材の育成に寄与することが目標である。

今回取り上げるテーマは、子どもの視点に立って、その体験を察する感度を高めること、心の使い

方を体験的に学び、他者と共有することである。
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2.　プログラムの内容

プログラムは、まずビデオ教材の視聴とワークを４回行い、続いてグループ討議を行い、話し合わ

れた内容を発表し全体共有し、最後に、発表の対してのコメントや、ビデオ教材の事例の経過の概要

を紹介するという構成になっている（表３-１）。

表３-１　プログラムの内容

第１部：ビデオ視聴＆ワーク

【ビデオ視聴＆ワーク１】

①　ビデオを見る

②　シーンを見て思ったこと（個人作業）

【ビデオ視聴＆ワーク２】

③　ビデオを見る

④　シーンを見て思ったこと（個人作業）

　　子どもの気持ちになって／養育者の気持ちになって

【ビデオ視聴＆ワーク３】

⑤　ビデオを見る

⑥　シーンを見て思ったこと（個人作業）

　　子どもの気持ちになって／養育者の気持ちになって

【ビデオ視聴＆ワーク４】

⑦　ビデオを見る

⑧　シーンを見て思ったこと（個人作業）

第２部：グループ討議

【グループ討議】

　以下の３つのテーマに沿ってグループ討議を行う

①　どんなシーンに注目していたか？

②　共通して語られたシーン・感想は？

③　なるほどと思った意見は？おもしろい意見は？

【発表】

　各グループででた意見の共有

【コメント・まとめ】

　発表に対するコメント

　事例の経過の概要
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3.　教材の作成

研修を実施するために、いくつか教材を作成する必要があった。その作成過程について、簡単に述

べておきたい。

　

（１）ビデオ教材

実際に、研修プログラムを作成する上で、最も工夫と試行錯誤を重ねたものが、ビデオ教材に関す

る部分であった。

臨床素材

ビデオ教材の映像として、Ｙ乳児院における、昼食場面の一シーンを切り取ったものを用いた。こ

の資料は、平成22年度の研究で、青木が行った、実際の生活場面のビデオコンサルテーションの一部

である１。ほぼ半年間にわたる３名の子どもたちの生活場面の映像記録の中から、研修目的にかなう

シーンを選択した。当然ながら、膨大なデータ量であるが、選択の条件は、コンサルテーションの中

心的話題が良く反映されているものから、日常の生活場面としてどの子どもにとっても不自然ではな

く、しかし、ある面では、理想的といえる担当養育者との関係が垣間見えるシーンを探した。

画像はできるだけ鮮明で､子どもの表情も良く映し出されるものを選んだ。最終的に３分13秒の一

場面を選択した。

ビデオのシーンは、Ｙ乳児院における男児（１歳６か月）と担当養育者Aとの昼食場面である。男

児は、午前中をA担当と一緒に過ごし、その流れでの昼食となった。一緒に食べる予定だった他児が

他の机を希望したので、結果的に久しぶりの一対一の食事となった。このシーンでは、これまで情緒

表現が乏しかった本児が、担当養育者との間で情緒が通い合ったやりとりが細やかに展開されてい

た。　コンサルテーション（資料１）でも、担当養育者が男児の気持ちを汲み取り・応じるというや

りとりを重ね、ゆったりとした食事場面だったことを伝えている。

なお、以下に５つのシーンに分けその時の状況を説明する文章を加えたが、写真については個人が

特定されないように加工してある。

１ 　詳しくは、平成22年度報告書「乳児院における子どもの社会情緒的発達を促進する生活臨床プログラムの模索」
を参照されたい。
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A担当はお皿を用意したり取り分けたりしており、Aは自分で

スプーンを使って上手に食べている。そしてふとビデオの方を

見て、にっこり「やだぷ」と言う。そしてまた食べる。A担当

は料理を取り分けながら、＜おいし？＞＜もっと食べる？＞等

話しかけるが、Aが再度ビデオの方を向いてにっこり手を動か

すと、A担当もふっと微笑み、＜Sさん（ビデオ）いると気に

なるね＞と声をかけた。＜ちょっと待ってて、サランラップし

てくる。待っててねー＞と言い、A担当は席を立った。

＜シーン１＞

AはA担当を目で追い、その後「あわぷ。あわぷ」と独り言を

言いながら、食べ続けた。ごはんがスプーンから落ちてしまっ

た時には、「落ちちゃった。～ちゃった」とビデオに向かって

言う。手づかみで食べ始めるが、すぐにスプーンで食べる。A

担当の行った方向を振り返り、次にビデオの方を見て、「あば

ぷ」と言う。

＜シーン２＞

A担当がその時＜お待たせ、ただいま＞と言って戻ってくると、

A担当を見上げて「あばぷ」と言う。A担当がAの食べるのに

合わせて＜あむあむあむあむ＞＜ゆっくりゆっくり＞と言葉

をかける。

＜シーン３＞
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（２）ワークシート

演習用シートを作成した（資料２、３）。シートは２種類作成し、（２）と（３）において「子ども

から/養育者から」の順番が異なる。参加者は、ビデオを見ながらシートに記入できるようになって

おり、できるだけ自由に参加者が思い浮かんだことを書くことができるように教示文は短くしている。

Aが一回手づかみでお芋を持ってからスプーンに移そうとした

のを見て、＜上手～。おいし♪＞とA担当が言うが、Aのスプー

ンからお芋が落ちてしまう。A担当が＜もう一回！＞と言うと、

AはA担当の顔を見ていたので落ちたのに気付いていないよう

で、『おいし！ 』と満面の笑みで言う。A担当は笑って＜もう

一回！＞と言い、それらがリズムのいいかけ合いのようなや

りとりになっていた。

＜シーン４＞

自分のお皿のごはんがなくなったことを、Aが「あっちゃ、あっ

ちゃ」と訴えると、A担当がお皿を受け取って＜ねー、偉い。

ピカピカだもん＞と言いながらお皿によそう。Aはそれを見て

「えぇーい」と満足そうな顔をする。

＜シーン５＞
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4.　研修の実際

研修は、組み立てたプログラムに従って、グループワークを中心に進められた。筆者青木が、全体

の統括と講義を担当し、共同研究者南山が、グループワークのファシリテーターに加わり、研修の進

行が円滑になるよう努めた。

グループの設定

参加者を、地域、経験年数、職種が混合した約６名のグループに分けた。約６名のグループを、さ

らに２つのサブグループにわけ【ビデオ視聴＆ワーク２】と【ビデオ視聴＆ワーク３】では、子ども

側の気持ちから始めるグループと、養育者側の気持ちから始めるグループにわかれた。

会場の設定

研修室の中に、グループごとに分かれて座れるように机を設定し、研修開始時よりグループごとに

着席した。

プログラムの進行

＜第１部：ビデオ視聴＆ワーク＞

①ビデオ視聴【１回目】

②「シーンを見て思ったこと」をシートに記入

③ビデオ視聴【２回目】

④子ども側/養育者の気持ちになって「シーンを見て思ったこと」をシートに記入

⑤ビデオ視聴【３回目】

⑥子ども側/養育者の気持ちになって「シーンを見て思ったこと」をシートに記入

⑦ビデオ視聴【４回目】

⑧「シーンを見て思ったこと」をシートに記入

まず始めに、シーンの説明を簡単に行った後、①ビデオ視聴をし、②それぞれがビデオから感じた

ことをシートに記入した。ビデオを見る前に、映像の活用は、こうした研修に限定して行い、職員の

資質向上に資する目的で許可を得ていること、また、ビデオを用いたケースカンファレンスを、院で

行うこともあるかもしれないが、それと同様に、コメントのあり方に関して倫理的な配慮がどうある

べきかを説明した。

続いて、約６名からさらに分かれたサブグループにおいて、「子ども側に軸足を置く」グループと

「養育者側に軸足を置く」グループに分かれ、③ビデオ視聴をした後、④それぞれの立場になって

思ったことをシートに記入した。続いては子ども側・養育者側を交代し、⑤ビデオ視聴をした後、⑥
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それぞれの立場になって思ったことをシートに記入した。両者の立場で感じる体験をした後、最後に

⑦ビデオを視聴し、⑧ビデオから感じたことを記入した。

＜第２部：グループ討議＞

続いて、第１部で取り組んだことを、約６名のグループで共有した。他の参加者がどのような観点

でビデオを見ていたか、お互いに話し合うことで、視点が拡がることを狙った。



第Ⅳ章
結果と考察

本章では、研修の際に得られたグループ討議の意見をまとめ、考察を

加えた。また、参加者が研修映像を見て感じたことが記述されたワーク

シートを分析したところ、研修によって養育者と子どもの関係性に注目

する記述が増えた。

最後に、修正した研修プログラムを示し、修正のポイントについて説

明を加えた。
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第Ⅳ章　結果と考察

1.　グループ討議の内容

グループ討議は､ 次の３つの観点をあらかじめ設定して行われた。

①　どんなシーンに注目していたか？

②　共通して語られたシーン・感想は？

③　なるほどと思った意見は？おもしろい意見は？

参加者より出された意見を記録用紙より抜粋した。その内容を、座り方や周囲の音などに関する記

述は【環境】としてまとめ、子どもの様子や養育者の関わりなどに関する記述は【子ども】【養育者】

としてまとめた。（表４-１～４-3）これらをもとに、その特徴をみていこう。

表４-１　「①どんなシーンに注目していたか？」の討議内容

　【環境】

 　・一対一の食事スタイルについて（どうして一対一なの？）

 　・他児の声・泣きが気になった。

 　・一対一だが距離が遠いのでは。

 　・正面より90度の座り方の方がいいのでは。

　【養育者】

 　・声かけがしっかりされていた。

 　・会話が単発でさみしい感じがした。

 　・子どもがスプーンをもって手づかみしていたが、見守り声かけていた。

 　・手づかみでも怒らず、スプーンを使うことへ促していた。

 　・関係性があり、あえて声を出さずに見守っている様子が伝わってきた。

　【子ども】

 　・子どもの表情、おいしいと言った時は顔を上げて笑顔。他の表情は薄い。

 　・養育者が声をかけた時、うれしそうな顔をしていた。

着目点を変えて、気づいたことをシートに記入しながら体験学習を行ったものの、全体を総括的に

討論する場では、その変化に焦点を当てて話し合いを進めたグループは、少なかったようである。む

しろ、ここで見えたのは、日常的な生活場面について、こうした第三者的な立場で映像を見たとき

に、参加者の多くが、どういった受け取り方をするのかということであろう。
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話し合いを､ 一つ一つの条件ごとに行うことも考えられるが、それでは、自分の感じ方に影響が出

てしまうので、次からの条件で話し合うことの意味が変わってきてしまう難点がある。

気になるのは、乳児院での普段の食事はほとんど複数の子どもに大人が一人という体制なため、ビ

デオ教材では一対一であることが不自然に映ったというコメントがあったり、また細かく見ていくと、

自分たちの生活場面との物理的違いについて言及したものが多く見られたことである。着目点が、登

場人物たちの関係性に入り込まないものが多かった。

もちろんこれは、参加者が初めて出会う者同士という場の設定も影響しているであろう。また、具

体的に見えている行動や、設定に着目して、自分のところで行われている食事介助の仕方や机の数や

子どもの人数など、環境的なものに触れて話し合うことも、情報交換という意味で、それなりに意味

があるだろう。

ただし、関係性というようなキーワードで、体験学習の目標を設定した場合には、ある程度、内省

的な思考の共有が求められる。そうした意味では、生活場面の振り返りをビデオで行う場合、その集

団の心的な構えがどの様なものか、ある程度申し合わせながら、有意義な討論ができる環境を整える

必要があることがわかった。

以上から、次回の修正ポイントが見えてきた。

表４-２　「②共通して語られたシーン・感想は？」の討議内容

　【子ども】

 　・ 上手にスプーンで食べれて、ほめられてうれしい→また食べたい、またスプーンを使おう

 　・一緒に食べたい

 　・見ててくれて安心

 　・誉められてうれしい

　【養育者】

 　・一緒に食べたい

 　・本当はスプーンで食べてほしいけど、無理強いはやめよう。

 　・食べてくれてうれしい。喜びを共感していた。

 　・一緒の時間を過ごし、やりとりが出来ていた。

 　・お互いに落ち着いて過ごしていた。（子ども一人だけを見ていた）

 　・ 援助用スプーンは持っていたが、子どもを見守りながら声かけが多く、頭をなでる等タッ

チもしていた。興味を示す様な声かけと働きかけが行われていた。

　【環境】

 　・一対一の関わり

 　・対面で座るが子どもにとってきつい･･･というのと、反面一対一が良いという意見。

 　・他他の様子、他児の声、存在が気になった。
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話し合いの中では、自分の中での視点の移り変わりは、意見を述べる一側面でしかないが、最初の

着目点の設定を変えることで、登場人物たちの気持ちに着目してコメントを述べる参加者もいた。た

だ、これは関わり方そのものに対して、減点法で見やすい風潮があり、このあたりは、各乳児院の職

場の風土の差も大きいと思われるが、研修でのビデオ教材の用い方を啓発していく必要がある。こう

した自由討議の場で､ 自然に出てきた意見だからこそ、身内同士の院内研修などでのリスクを感じた。

表４-３　「③なるほど・おもしろい意見は？」の討議内容

　【子ども・養育者】　

 　・  「おしい」と言った養育者の言葉を子どもが「オイシイ」と言ったが、すぐに共感して「お

いしいね」と言っていたのがよい。

 　・ ゆったりしていてよいが、明るく楽しい雰囲気を施設ならではの利点としてもよいので

は、逆に一対一なら一緒に食べて下げるところまでやってはどうか。

 　・頭をなでられたとき、反応が薄かった。（ビデオをとっていた人が気になった）

 　・声かけに対しての反応、やりとりがあった。　

　【食べ方】

 　・子どもが右手にスプーン、左手で手づかみしていた

③のポジティブな観点を投げかけるなどの仕掛けは、そのリスクをいくらか引き下げるようである。

これに加え特に、ビデオのように行動がはっきりでてくるものは、自由討論のためのマナーの共有は、

必須であろう。

研修時には、その点について、随時強調してきたが、話し合いの実際に、きちんと効果があるよう

な研修構造を推敲する必要があるだろう。カメラでとらえられた職員が、不用意に養育の仕方をチェッ

クされるような話し合いが院内部で起こってしまう事態となってはならない。基幹的職員を対象とし

た研修として、重要な点であろう。
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2.　ワークシートの分析

（１）カテゴリーの作成

ワークシートの内容から、「子どもの気持ち・行動」「養育者の気持ち・行動」「関係性」「しつけ」「環

境」「院・自身の振り返り」の６カテゴリーを作成した。

「子どもの気持ち・行動」： 子どもの感情や行動についての記載。例えば「落ち着いて座っている」

「おいしい、と発していた」「ほめられても反応していなかった」

「養育者の気持ち・行動」： 養育者の感情や行動についての記載。例えば「語りかけが穏やか」「子

どもの気持ちを代弁していた」「食べる行為を見せていない」

「関係性」： 子ども・養育者双方の行動や感情、やりとりに触れている記載。例えば「養育者の声

をすかさず子どもがまねていた」「子どもが養育者の顔を見て食べ、養育者はうなずい

たり声をかけたり反応していた」「喜ぶタイミングがお互いずれていた」

「しつけ」： 食事の食べ方などしつけに注目した記載。例えば「スプーン」や「手づかみ」などに

注目した記載

「環境」： 周囲の環境に焦点を当てた記載。例えば、「一対一で食べている」「90度がいいのでは（座

り方）」「周囲が騒がしい（音）」

「院・自身の振り返り」： ビデオから乳児院や自身を振り返った記載。例えば「自分も子どもと一

緒に成功や失敗を楽しみたい」「自分だと余裕があるだろうか」

この６カテゴリーの出現頻度から検討していこう。

（２）分析

１回目と４回目の記述内容の比較

シートを回収できた 51 名の記述内容を、「子どもの気持ち・行動」「養育者の気持ち・行動」「関係性」

「しつけ」「環境」「院・自身の振り返り」カテゴリーをもとにカウントし、１回目と４回目を比較し

た（表４- ４、図４- １）。

カウント数をみると、１回目の記述で一番多かったのは「環境」についてであった（37名）。続い

て「養育者」（28名）、「しつけ」（20名）、「子ども」（16名）、「関係性」（13名）であった。

４回目の記述では「関係性」が一番多く（36名）、続いて「養育者」（25名）、「子ども」（16

名）、「環境」（10名）、「しつけ」（７名）、「振り返り」（５名）であった。

「環境」に関する記述が減り、「関係性」に関する記述が増えた。１回目のビデオ視聴では、食事

のシーンの環境面に関心が向きやすいが、２回目、３回目で、「子ども/養育者の気持ちになって」

とそれぞれの立場に立つことで、子ども/養育者が感じていることを各参加者が体験する。
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その後で、４回目のビデオを見ると、両者のやりとり、つまり関係性に焦点が当てられるようになっ

た。“関係性”に焦点を当てるためには、間主観的な視点が必要となる。子ども、養育者双方が“ど

んなことを思いながら”“どんなことを感じながら”その場にいるか、ということを想像することが

欠かせない。研修の中で、それぞれの立場を体験する機会を設けることで、関係性に焦点をあてるこ

とにつながると言えるだろう。

人数は少なかったが、５名が自身や院について振り返る記述を行っていた。実際の映像を見ながら

子どもと養育者のやりとりをつぶさに見ることで、自分の養育について考えるきっかけにもなったよ

うである。

表４-４　ワークシート分析結果表

子ども 養育者 関係性 しつけ 環境 振り返り

１回目 16 28 13 20 37 0

４回目 16 25 36 7 10 5

図４-１　ワークシート分析結果図
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経験年数による比較

青木（2011）は平成22年度研究報告書において、コンサルテーション・プログラムを体験した養育

者の感想について、経験年数という切り口からコンサルテーションの活用の仕方について述べている。

そこで、経験年数による違いがみられるかどうか、０～５年、６～10年、11～25年の３グループに

分け比較した。なお、各グループで人数が異なるため、図は％で示した。　

各グループの人数は、０～５年は19名（37.3％）、６～10年は20名（39.2％）、11～25年は12名（23.5％）

であった（表４-５）。

～以下、報告書抜粋（ｐ63）～

20年に近いベテランは、技術以上の何かを得ようと、子どもの心と自分の心を重ね合わせな

がら、（つまり間主観的な発想を持ちながら）コンサルタントと対話する。そして、そこで得

られた気づきを、生活の他の場面や、職員間で共有し、子どもへの関わりの密度が高まるよう

な動きを作り出していた。

10年目のベテランは、自分のこれまでの関わりを一区切りとし、それなりの自己分析を元に、 

新しいものを自らの基準で精査していくスタンスを持ち合わせていた。

そして、キャリアをスタートしたばかりの若手は、具体的な行動を得る機会にというところ

で、 多くを学んでいたのである。

こうした違いは、コンサルテーションで早めにつかめると、個々のキャリア支援に適切に対

応できる機会を提供することが可能となるだろう。

表４-５　経験年数によるグループと人数

年数 人数 ％

０～５年 19 37.3

６～10年 20 39.2

11～25年 12 23.5

計 51 100
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まず、１回目と４回目それぞれにおいて、経験年数による比較を行った。

＜１回目＞

大きな違いがみられたのは、「関係性」、「しつけ」、「環境」であった。「関係性」と「しつけ」にお

いて、０～５年がそれぞれ18名（94.7％）、13人（68.4％）と他２グループより多く、「環境」におい

ては11名（57.9％）と一番少なかった（表４-６、図４-２）。

表４-６　経験年数による出現頻度（１回目）

子ども 養育者 関係性 しつけ 環境 振り返り

経験年数 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

０～５年 ７ 36.8 ９ 47.4 18 94.7 13 68.4 11 57.9 ０ 0.0

６～10年 ７ 35.0 12 60.0 ８ 40.0 ４ 20.0 16 80.0 ０ 0.0

11～25年 ２ 16.7 ７ 58.3 ７ 58.3 ３ 25.0 10 83.3 ０ 0.0

図４-２　経験年数による出現頻度（１回目）
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＜４回目＞

続いて４回目をみると、経験年数による違いがみられるのは「子ども」、「環境」、「振り返り」であっ

た。「子ども」においては０～５年が８名（42.1％）と一番多かった。「環境」、「振り返り」において

は11～25年がともに０人であった。「関係性」においては、３グループともに記述が一番多い結果であっ

た（表４-７、図４-３）。

表４-７　経験年数による出現頻度（４回目）

子ども 養育者 関係性 しつけ 環境 振り返り

経験年数 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

０～５年 ８ 42.1 ９ 47.4 14 73.7 ４ 21.1 ２ 10.5 ２ 10.5

６～10年 ５ 25.0 10 50.0 13 65.0 ４ 20.0 ３ 15.0 ３ 15.0

11～25年 ３ 25.0 ６ 50.0 ９ 75.0 ２ 16.7 ０ 0.0 ０ 0.0

図４-３　経験年数による出現頻度（４回目）
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次に、経験年数ごとに、１回目と４回目を比較した。

＜０～５年＞

０～５年の経験年数の参加者は、１回目に「関係性」に注目した人が一番多く、18人（94.7％）であっ

た。また、「しつけ」に注目した人も13人（68.4％）おり、子どもと養育者のやりとりに注目している

が、内容はしつけに関するものが多いと考えられる。「環境」に関する記述も11人（57.9％）おり、半

数以上の参加者が両者の関係性と同時に周囲の状況にも注目を向けていた。

４回目になると「しつけ」（４人、21.1％）、「環境」（２人、10.5％）に注目した記述はぐっと減っ

たが、「関係性」についての記述も14人（73.7％）と減った。

一方、１回目では０人だった「振り返り」の記述が２人（10.5％）いた。決して多いとは言えないが、

こうした研修を通して、乳児院や自分自身の養育について考える機会となったようである（表４-８、

図４-４）。

表４-８　経験年数０～５年参加者の出現頻度

子ども 養育者 関係性 しつけ 環境 振り返り

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

１回目 7 36.8 9 47.4 18 94.7 13 68.4 11 57.9 0 0.0

４回目 8 42.1 9 47.4 14 73.7 4 21.1 2 10.5 2 10.5

図４-４　経験年数０～５年参加者の出現頻度
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＜６～10年＞

経験年数６～10年の参加者は、１回目において圧倒的に「環境」が16名（80.0％）と多かったが、

４回目には３人（15.0％）と大幅に減った。

また、１回目は「子ども」（７名、35.0％）、「養育者」（12名、60.0％）とどちらかに焦点をあてた

記述が多かったが、４回目は「関係性」（13名、65.0％）が増えており、研修を受けることで“双方の

やりとり”に視点が移ったと考えられる。さらに、０～５年の参加者と同じく、４回目で「振り返り」

（３名、15.0％）に関する記述が増え、乳児院や自分自身の振り返りの機会にもなったようである（表

４-９、図４-５）。

表４-９　経験年数６～10年参加者の出現頻度

子ども 養育者 関係性 しつけ 環境 振り返り

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

１回目 7 35.0 12 60.0 8 40.0 4 20.0 16 80.0 0 0.0

４回目 5 25.0 10 50.0 13 65.0 4 20.0 3 15.0 3 15.0

図４-５　経験年数６～10年参加者の出現頻度
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＜11～25年＞

経験年数11～25年の参加者をみると、１回目は「環境」に焦点をあてた記述が10人（83.3％）と一

番多かったが、４回目には０人と大きく減った。

また、「関係性」に関する記述は７人（58.3％）から９人（75.0％）に増えた。４回目には周囲の

状況・環境よりも“養育者と子ども”双方に注目点が移ったと言える（表４-10、図４-６）。

表４-10　経験年数11～25年参加者の出現頻度

子ども 養育者 関係性 しつけ 環境 振り返り

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

１回目 2 16.7 7 58.3 7 58.3 3 25.0 10 83.3 0 0.0

４回目 3 25.0 6 50.0 9 75.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0

図４-６　経験年数11～25年参加者の出現頻度

以上、研修で得られた参加者の記述資料を大まかに整理した。実践をすすめていく上では、ひとま

ず数値の整理はこの程度とした。これに、実際に研修を行って得た感触と、研修実施側のグループ

ワークとしての介入のあり方などを、総合的に振り返り、事後評価とした上で、次の修正点を話し

合った。
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3.　研修プログラムの修正

（１）修正プログラムの内容

前節までの結果と実施関係者での討議を経て、最初に実施した研修プログラムを表４-11の通り修正

した。

表４-11　修正版プログラムの内容

【ビデオ視聴＆ワーク１】

①　ビデオを見る
②　シーンを見て思ったこと（個人作業）
③　グループ討議（②のシェア）
　・どんなシーンに注目していたか？
　・共通してでたシーンは？
　・どんな気持ちだった？おもしろい意見は？
④　発表　
⑤　コメント

【ビデオ視聴＆ワーク２】

①　ビデオを見る
②　シーンを見て思ったこと（個人作業）
　子どもの気持ちになって／養育者の気持ちになって
③　グループ討議
　②と、「二人にとってどんな体験になったか」をシェア
④　発表

【コメント・ミニ講義】子どもとの関係性をとらえなおすことの意義

【ビデオ視聴＆ワーク３】

①　ビデオを見る
②　シーンを見て思ったこと（個人作業）

【説明】ケアプラン作成について

【ケアプラン作成】

①　乳児院の普段の食事の様子
②　明日からできる小さな工夫・手立て

【まとめ】

（２）主な修正のポイント

ビデオ教材の使用意図の明確化

修正のポイントは、教材のビデオシーンの個別性に基づく込み入った解説を削除し、より一般化さ

れた日常の一場面として提示する仕組みを明確にしたことがあげられる。このことにより、参加者

が、映像の登場人物たちの関係性を自分の体験として重ねて取り込みやすくなり、担当する子どもの
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ケアプラン作成に活用する流れにスムーズに入ることができるであろう。

当初、筆者らは、事例の解説をすることが重要だと感じていたが、個別の問題に入り込みすぎる

と、討議がそちらの方に引っ張られてしまい、自らの実践にどのように生かすかのアイディアを交換

する部分が薄まってしまうことがわかった。

また、条件を変えたビデオの視聴を、一人で全て体験することよりも、グループを小規模にし、条

件の違った体験をしたメンバーたちがそれぞれに語りながら共有する方が、間延びせず、また課題の

意図が鮮明になるように思われた。そこで、ビデオ教材を見る回数は３回にし、それぞれにグループ

討議をはさむこととした。

グループは４名の少人数とし、２回目のワークの際には子どもの気持ちになる人、養育者の気持ち

になる人に２名ずつに分かれ、それぞれの立場で感じたことを共有できる機会とした。

視聴の着目ポイントの条件有り無しで、出てくる意見の違いを実感できるように工夫した。

ミニ講義の位置づけ

その後、生活場面で子どもとの関係性を意識しながら、子ども側の気持ちを推し量っていく営みの

重要性についてミニ講義を企画した（資料５）。講義を入れることで、関係性に焦点を当てる研修意

図を明確に示し、ビデオ教材を見る視点が拡がるようにした。

さらに、講義をきっかけにこれまでのワークで自分の感じてきたこと、ひいては自身の養育を振り

返るきっかけとなるような内容の改善を図った。

体験学習のまとめからケアプランの作成へ

最後のワーク３では、改めて「関係性」に焦点をあててビデオ教材をみることで、自分の中の変化

にも気づくことができるのではないかと考える。

その上で、自身が担当している子どもに視点を移し、ケアプランを作成する（資料６）。ケアプラ

ン作成にあたり、修正版プログラムでは、普段の食事場面についてまず記載を求めている。

これからケアプランをたてる場面を具体的に思い浮かべることで、自分が焦点を当てたい場面の輪

郭がはっきりし、「こうしたい」という思いも湧いてくるのではないだろうか。

ビデオ教材や研修の目的、現在の課題、参加者のニーズに沿って思い浮かべる場面を変えることも

考えられる。その後、実際に取り組むことができる手立てを記入してもらう。どんな小さなことでも

かまわない。乳幼児の養育は、日常の些細な出来事の積み重ねによって育まれることから、「小さな

工夫・手立て」という教示にすることで、慌ただしい毎日の中ではつい見逃しやすい大切なことが思

い浮んでくることを願いたい。なおかつ、内容は、ビデオワークを経たことで、自然と「関係性」の

視点が取り込まれたケアプランとなることを期待したい。

研修時間について

研修時間は概ね２時間半を想定しているが、研修の目的と枠組みにより、内容の調整が必要な際は、

グループ討議の時間を長く（短く）したり、助言者がいない場合はコメントを省いたり、ビデオワー

クとケアプラン作成をわけ２回の研修とするなどが考えられよう。



終章
修正版プログラムの実施にみる

参加者の体験

本章では、第Ⅳ章で修正した研修プログラムを実施し、参加者から得

られた感想をもとに、乳児院における研修実践に関して考察を行った。

今後、生活の様々な場面での関わりを振り返れるよう、カスタマイズし

ながら研修を組み立てていくこと、ビデオ教材を用いる際の注意など、

研修プログラムのさらなる発展が今後の課題として挙げられた。
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終章　修正版プログラムの実施にみる参加者の体験

前章で修正したプログラムは、その後、子どもの虹情報研修センターで実施されることとなった。

周知のように、子どもの虹情報研修センターでは、一年間に様々な専門研修が行われている。それぞ

れの専門家を外部講師として招き、多彩なプログラムを展開しているわけだが、乳児院職員を対象と

した研修の一環として、本プログラムを試行している。

終章では、研究の「その後」について、少し触れながら、今後の課題などについて述べたい。

1.　作成されたケアプランから

最初の研修では、こちらがプログラムを提供することに必死になりすぎて、それを具体的にケアプ

ランとしてつなげるゆとりがなかった。実は、当初からそれをもくろんでいたのだが、ビデオの説明

に偏りすぎて、肝心のグループを作り上げた上で、自己の振り返りを兼ねたケアプランを作成すると

いうプロセスを美しく描くことがかなわなかったのである。

そのようないきさつから、修正されたプログラムの中で、参加者がどのようにケアプランを作成す

るかが、大いに気になるところであった。筆者にしてみると、これがプログラムのアウトカムとして

一番重要だったからである。

研究報告書のプロローグとして、この一部を紹介しておきたい。以下は、その抜粋である。ここで

紹介する文章は、一部の特殊な記述と言うよりも、ごく平均的で、典型的なものだと思っていただけ

れば幸いである。

ケアプラン作成のシートには、「明日からできる“小さな工夫や手立て”を考え、記入しましょう。」

という教示が書かれている。内容をおおまかに整理すると、子どもの対応への工夫と、大人同士の関

係性にかかわる記述が見られた。

（１）子どもの対応への工夫

食事において、具体的な解決すべき課題が提示されているわけではなく、多くは、楽しい食事場面

を理想として、それにむかってできる小さな手立てを記述している。

筆者にとって、ここで興味深かったことは、多くの記述で、子どもと一対一で関係を持っているよ

うな文脈がうかがえることである。一緒の体験を楽しむという意味で、他児やみんなが出てくるが、

全体に合わせて何かを体験させるような文脈は一切なかった。
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表５-１　子どもの対応に関する記載例

・一口一口食べる時「おいしいね～」「これは○○だね～」「あ～ん、ぱく」など言葉を添える。

・「○○ママと食べられて嬉しいね」など、力を抜けそうな声かけをする。

・「いただきます」とグループごとに養育者と行い、できるだけ食べ始めを楽しくする。

・「○○ちゃんも欲しいって」など、他児も含めた言葉かけをする。

・子どもが嫌いなものは、職員がまず食べ、おいしさを伝え、小さめの物を促す。

・スプーンを投げそうになる前に声をかける。

・いろいろ手立てをしてもどうしてもだめな時は介助を変わってもらう。

実際の生活場面では、職員が、子どもを集団の中の一人として、その存在をとらえがちになる時があ

る。忙しい時間帯や、職員自身が疲れて、心を配るゆとりがなくなる時は、当然ある。そんな時ほど、

大人にとって、全体からはみ出る子どもには、否定的な気持ちがわき、全体の中で行動している子ども

の気持ちには、案外と気づかない。要するに子どもに対して応答的でない環境が構成されてしまう。

関わり続けることを前提にしながらも、行き詰まることもある。そのような時には、別の大人に関

係をとってもらうという記載も見られており、関係性を中心においた手立ての考察が進んでいること

がうかがえた。

（２）大人同士の関係性への言及

また、表５-２は、職員と子どもの関係を子ども側の視点でとらえた上で、子どもを囲む職員同士の

関係を介して、より良い環境を構成するための心がけと手立てが見られる。

表５-２　大人同士の関係性や体制に関する記載例

・食事のペースが同じ子どもをなるべく隣同士にし、全体が忙しくならないようにする。

・  「急ぐことはない」と自分自身、職員に伝え、食事時間をたっぷり使い、ゆっくり介助する

中で、話にも応える。

・要求されそうな物についてはあらかじめ用意し、食事中にあまり動かなくてよいようにする。

・（大変そうな時）職員の肩に手をおく。

・ 担当職員だけに任せるのではなく、時には介助を交代したり、「大丈夫？」と声をかけチー

ムで取り組みたい。

ここには、子どもとの関わりの中で、絶えず心が動かされている大人の内面的な気づきと、同僚た

ちへの共感が含まれている。

関係をとっていくことが大変な状況は、毎日必ず存在していて、そのときの、職員同士の声かけや

助け合いが、生活臨床の成功へ大きな助けとなるだろう。
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2.　振り返りシートの記載に見られるプログラムの体験

研修プログラムの最後に、一人一人がそれぞれの実践に向き合って記入したシートからは、関係性

の視点を取り入れた関わりの工夫が多く見られた。参加者たちは、この研究から何を感想として持ち

帰ったのであろうか。筆者たちも、これらのシートを読みながら、次への課題を話し合おうとしてい

る、まさにそのような状況なのだが、感想の内容をおおよそまとめながら、本書のプロローグにかえ

たい。

　

（１）子どもの理解・関わりに関する気づき

ビデオ教材の解説的な部分や講義内容のメモ書き的なものが、研修の振り返りの記述に多くあるこ

とは当然である。研修を通じて、自分が今、やりとりしている子どもの気持ちを、とらえようとする、

つまり間主観的な関わりを意識化した言葉を多く伝えてきたが、その部分は、比較的多く記述が見ら

れていた。

表５-３　子どもの理解・関わり

・レジリエンスを発揮できる育ちの環境を作ることが大切である。

・小さな分離と再会の繰り返しを大切にしたい。

・ 分離の時には、子どもは会っている時の「貯金」を使って過ごしている。その「貯金」を作

る関わりが大事。

・ 少しの間離れていても、記憶の引き出しから楽しい思いを引き出すことのできるような意味

のある関わりを日々積み重ねていきたい。

（２）ビデオ教材を用いた研修体験そのものへの感想

体験型の学習に興味を持って参加した様子が見える感想も、多く見られた。実施した者としては、

研修実践自体の評価としてまずまずの感触を得ることができた。

一回目の研修時より、ビデオ教材を使った研修に、うまく入り込み、自分の中に多くの感じ方の変

化が起こることがとらえられていた。また、それをもとに話し合いを共有することで、他の乳児院で

の生活がよくわかり、そのことに素直な驚きと新鮮さを表現する記述が多かった。

体験型の学習の利点がうまく生かされたと言えるだろう。映像の中に全ての答えがあるわけではな

く、映像は、あくまでも個人が内省し、自分たちの普段の実践経験の中に埋め込まれている多様な意

味を再編、語り直していくための、きっかけである。さらにグループで共有することで、他者の気づ
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きによっても自己が育つ体験が加わるので、その点は、講義型の研修にない強みと言える。

乳児院に限らず、他の保育現場にも、職員同士の意見交換が苦手な人が多くいる。このような参加

者がいた場合には、十分な配慮も必要だろう。その上で体験型の研修の良さを生かしていきたい。

また、子どもへの関わり方は、専門家になり過ぎても望ましくない。それによって、日常どんな親

にもある、良い意味での普通さが失われてしまうという葛藤がある。しかし、私たちは改めて自分た

ちの「当たり前」なり「普通」に対しても、時々問うてみる必要がある。なぜなら、通常、当たり前

のことには内省する必要がないため、自分が当たり前と思っているものほど、当たり前でないことに

気づけなくなるリスクがあるためである。

一番シンプルに、それを言い表してくれているものの一つが、表５-４の中の最初の一文である。

何気なくビデオを見てしまうと、悪びれず、批判的な目でそれを見てしまう自分に気がついたという

報告は、筆者が、保育現場での勉強会を始める際、かなり慎重にその集団をアセスメントする側面で

あった。

子どもにかかわる様子に対し、批判的に善し悪しを判断することが、自動的に起こっているからこ

そ、それが、ごく当たり前に、自分たちの職場の身近な人々が作りだす前提や文脈として存在してい

ることを示唆している。個人の問題というよりも、子育てを職務とする構造上の特徴ではないかと思

う。

表５-４　ビデオ教材を用いた研修体験の感想

・ 短い日常場面でこのようなたくさんの話題が出ることに驚いた。最初に視聴した時、自分が

とても評価しようとする目を持っていた。

・子ども/養育者の立場に立って見ることで、今まで見えなかった心の動きが見えてきた。

・ 物事をとらえる際、子どもからの視点、養育者からの視点を考えることでお互いの気持ちが

わかり、より良い支援が行えると感じた。

・ ビデオを見て、先生の助言を受けることで回を重ねるたびに見方が変わっていくことがわ

かった。

・ １回見ただけでは気づかなかった様子や気持ちがディスカッションを経て２度目を見たり、

どちらかの気持ちに寄り添ってみることで、見えてくることや感じることに違いがみられた。

日々の養育においても自分ひとりで考えるのではなく職員同士で意見交換することで新たに

見えてくることもあるように感じた。

・ 参加者それぞれ着眼点が違ったり、見方を変えることで、自分が思うことも違ってきたのが

印象深かった。
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（３）院内研修での活用を視野に入れた感想

院内研修において、実際にビデオを使って日々の関わり方を見直そう、今日の研修の仕方そのもの

を持ち帰って活用してみよう、そういった視点からの感想も多く見られていた。

こうした記述から、今回の参加者に、ほどほどのエンパワメントが起こっていたことがわかるであ

ろう。

表５-５　院内研修におけるビデオ使用を巡る記述

・ 当院でも養育場面のビデオをもとに勉強会をしている。自分の姿を見るのはとても良い振り

返りになっている。「見るマナー」という言葉が印象に残った。

・ ビデオを使った検証はとてもわかりやすいと思ったが、日ごろその人たちを知らないと、自

分の今までの経験と照らし合わせ、決めつけ・思い込みにもつながることを感じた。

・ 生活の一場面を取ってもいろいろな見方ができる。それをポジティブに見ることができるよ

うにならなければビデオを使っての養育の見直しは難しいとも感じた。

・  「ビデオで自分自身を振り返る」「見られる」ことに慣れていないが、ステップアップには

大事でわかりやすい方法だと思った。自分の養育を第三者的立場になって、怖いけど見てい

ようと思った。

・ 普段の仕事の中ではさりげなく流れていってしまう一場面を丁寧に見ていくと様々な思いが

つまっていて、日常でこれが自然にできるといいと感じた。

以上のような感想をまとめると、プログラムの目標はある程度達したものと言えるだろう。また、

こうして感想をまとめたものを参加者が再び共有することができたなら、個々の感想は、一部のもの

であったとしても、ささやかな一回限りの研修体験だとしても、大きな学びとして、意義あるものと

することができる。
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3.　研修プログラムにおける今後の課題

事例検討は別にして、通常の講義形式の研修と異なる研修プログラムの特徴の一つは、講義とグ

ループワークを柔軟に組み合わせたワークショップ形式になっている点であろう。

半日程度の時間を使って、じっくりと研修を進めていきたい。

実際の内容もさることながら、最終的には、一つのグループ体験としての意義が感じられるよう、

グループをファシリテートする専門性が、実施者側に求められる。実際の院内研修にあっても、心理

職が自らの専門的な技術を生かし、これを担う可能性は十分にあるだろう。もともと心理職は、人々

との様々な関係性の創出を実践する専門家たちである。個人心理療法はもとより、コミュニティ援助

におけるニーズアセスメントに基づいた研修活動は、乳児院の心理職の貢献が期待できる領域であろ

う。

もともと筆者は、保育者とのビデオカンファレンスを継続的に行ってきた。今回の研修も、そうし

た経験がプログラムのデザインに、参加者の省察機会を多く取り入れることにつながった。しかし、

乳児院における食事と家庭における食事は、同じようでありながら、子どもにとっての意味はずいぶ

ん違ってくる。この点は、ビデオ教材を作る前の段階で行った、ビデオコンサルテーションの実践か

ら学んだ点が大きく生かされている。

今後は、生活の様々な場面での関わりを振り返れるよう、このプログラムをカスタマイズしていく

ことが考えられる。

また、これまで述べてきたように、院内での研修に、ビデオ映像による振り返りの活用を考える場合、

事例検討や勉強会の持ち方についても、参加者同士が共有すべきマナーがあり、そうしたものを事前

に学習する機会が必要であろう。

筆者らは、今後も、乳児院職員を対象にした専門研修プログラムの開発を続けていきたいと思って

いる。自分のことを語れない子どもたちの心をいかにとらえ、応えることができるか。このことに、

一生懸命取り組む仲間に、必ず出会えるのが乳児院である。

私たちを一生懸命にさせてくれるのは、子ども自身の力からであることに、改めて気づかされた。
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＜資料１＞　コンサルテーション記録

H21年度研究報告書「乳児院における子どもの社会情緒的発達を促進する生活臨床プログラムの模

索」ｐ28-30より抜粋する。

＜シーン＞
午前中をA担当と一緒に過ごし、その流れでの昼食。他児が他の机を希望したので、結果的に久しぶりの一対一

の食事となる。

Con.：とっても楽しそうな食事だった。先生の意義のあった関わりだけを、秒単位で拾ってきているが、それが

とても多い。一対一だからということだけではなくて、やっぱり見つめ合いがあって、文脈のあるやりとりが

できている回数が多かった。先生が途中で結構いなくなった、それでもここまであるということは、Aが意味

のある食事をしていた、ということになる。

【ビデオ】
A担当はお皿を用意したり取り分けたりしており、Aは自分でスプーンを使って上手に食べている。そしてふとビ

デオの方を見て、にっこり「やだぷ」と言う。そしてまた食べる。A担当は料理を取り分けながら、＜おいし？＞

＜もっと食べる？＞等話しかけるが、Aが再度ビデオの方を向いてにっこり手を動かすと、A担当もふっと微笑み、

＜Sさん（ビデオ）いると気になるね＞と声をかけた。

【コンサルテーション】
Con.：Aが笑って、先生も吸い込まれるように笑っている。食事に全然関係ないことだけれども、先生も一緒に

情緒に乗っかって、一緒に揺れている、情緒が通い合っているというのが、べたに出ているシーン。そういう

のが今回いっぱいあった。心理的には豊かなものが乗っかってくる。同じ時間の中に、かわいい、かわいいわ

よ、というのが乗っかってきている。そういう記述が今回たくさんあった。

【ビデオ】
＜ちょっと待ってて、サランラップしてくる。待っててねー＞と言い、A担当は席を立った。AはA担当を目で

追い、その後「あわぷ。あわぷ」と独り言を言いながら、食べ続けた。ごはんがスプーンから落ちてしまった時

には、「落ちちゃった。～ちゃった」とビデオに向かって言う。手づかみで食べ始めるが、すぐにスプーンで食

べる。A担当の行った方向を振り返り、次にビデオの方を見て、「あばぷ」。ちょうどA担当がその時＜お待たせ、

ただいま＞と言って戻ってくると、A担当を見上げて「あばぷ」と言う。

【コンサルテーション】
Con.：２分近くいない。だけど面白かったのは、通常の子はいなくなるともっと表情がなくなって、おかしなこ

とになるんだけれど、Aは１分40秒待てている。気持ちを良い状態にしたままで。そのことがAの成長だと思

う。先生との関係がしっかりあるので、心を温めるように備蓄されている。誰もいなくなると、くしゃくしゃ

になってしまうとかではなくて、食べ方もしっかりしている。先生が戻ってくるまで、一人の孤独な食事の顔

ではないでしょう。それで「あばぷ」と自然に、とっても自然に話しかけている。思い出してもらいたいが、

最初の頃、見ていないとき確かに寂しそうな顔だったと思う。一人にさせてはいけないとか、そういう思いで

最初スタートされて、つながりを付け替えてきたけれど、子どもが、ちゃんと先生を待って、食事ができると

ころまで、水準をあげてきた。待てるというのは、待てるから平気なんだというわけではないが、２分近い

間、情動がいい状態で、落ち着いて食事ができるというのは、人間的にいい。

施設心理：自分がいるからかな、とも思ったが、その割にはビデオを見ていない。確かにそうだなと思う。（ビ

デオの画面は）大きく撮れているが、実際はもっと離れている。

Con.：一人になって、不安があるというのは誰でもそうだけれど、一人になって、情動が混乱するのを抑えられ

ている。Aは芯のところがすごく育ってきていると思った。発達する手前でものすごく人とのつながりを求め
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る。今度は先生に、自分の情緒が、機嫌が悪くなるとか、そういう時は先生にぶつけてくるとかがあるが、そ

れを超えると、今度はお説教でもちょっと聞けるようになってくる。

【ビデオ】
A担当がAの食べるのに合わせて＜あむあむあむあむ＞＜ゆっくりゆっくり＞と言葉をかける。

【コンサルテーション】
Con.：このシーン、いっぱいある。食事の完成バージョンを見たかなと思った。２人で心通わせて、楽しく食べ

られる、そして世話もしてもらえる。先生がずっと＜あむあむ＞してくれていて、それで口に入れる、という

ことができている。これは当たり前のように思えるかもしれないが、初期の頃はなかった。目線を取り込ん

で、「あむ」とやる。一人ではない食事。全部ぐしゃぐしゃにして、全部下向いて、栄養を取っているという

だけだったのが、食事になっている。先生方、どうでしょうか？

FSW：成長が、すごく感じる。

Con.：もちろんAが成長しているということもあるが、食事場面として、１つの到達があるかなと思う。２人で

作り上げた。一対一でも、こういうふうに展開しない食事は多い。

【ビデオ】
Aが一回手づかみでお芋を持ってからスプーンに移そうとしたのを見て、＜上手～。おいし♪＞とA担当が言うが、

Aのスプーンからお芋が落ちてしまう。A担当が＜もう一回！＞と言うと、AはA担当の顔を見ていたので落ちた

のに気付いていないようで、『おいし！』と満面の笑みで言う。A担当は笑って＜もう一回！＞と言い、それら

がリズムのいいかけ合いのようなやりとりになっていた。

【コンサルテーション】
Con.：この「おいし！」がいい。もう一回というのは、「おいし！」をもう一回ということ？

A担当：スプーンに乗せるのをもう一回、と言ったのだと思う。

Con.：Aは先生との関わりの中で、「おいし！」と言いたくなった。結局Aはこの日ものすごく食べていた。すご

くはっきりおいしい、と言った。

A担当：もっとそこを褒めてあげればよかった。

Con.：そう思わなくてもいい、美味しいは楽しいでもあるし。Aの中から出てきた。使いたくて出してきた。最

後ごはんも全部食べてしまう。お芋とごはんとぜーんぶ食べてしまった（笑）。食事のまとまりをずっと保っ

て食べていた、ぐしゃぐしゃになることなく。

【ビデオ】
自分のお皿のごはんがなくなったのを、Aが「あっちゃ、あっちゃ」と訴えると、A担当がお皿を受け取って＜

ねー、偉い。ピカピカだもん＞と言いながらお皿によそう。Aはそれを見て「えぇーい」と満足そうな顔をす

る。

【コンサルテーション】
Con.：今の顔の満足そうな顔。前回までのビデオは、ポイントがいくつかあって、拾いだしてお話をしていた。

ということは、取り出したいポイントが限られていた。でも今回は、全部が、同程度にいい。じわっと染み出

していて、全体が落ち着いて見られる、調和した食事。先生とやりとりがあって、食事の自律と、情緒のやり

とりが、全部調和して出来ているので、まとまりのある食事だった。先生方、何か印象など。

施設心理：やっぱりこう、最初から二人でという感じがする。最初のビデオだと、一人で食べていた。今日のビ

デオでは、そこにいなくても、目で追って食事をしているので、一人ではなくて二人で食事をしているよう。

一対多でやるとなかなか難しいかもしれないが。Con.がおっしゃったように、つながってる気がするな、と思っ

た。

FSW：他の子がいてもできるのではないかな、と思った。たまたまこれは違うけど。

Con.：ちょっとしたことだが、笑ったときに先生もふっと笑ってくれるとか、ああいうのはなかなかできない。
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園長：Aが満足しているという感じ。

施設心理：前のビデオはこんな感じ（下を向いてごはんをかけ込むフリ）になっていた。今回のビデオは上を向

いて、そこ（体の手前の空間を示して）を含めている感じがする。

Con.：食事は前から“快”ではあった。でもむさぼるように食べる感じで、それは人との関係が切れていた。栄

養と自分、快感と自分。そういう子は大きくなった時にむさぼっている、がつがつしていることになる。とて

も面白かったのは、発達検査と日誌。発達検査は100の大台に乗ってきて、過不足ない。はじめに心配だった

頃は、80で発語が低かった。でもこの半年の間に回復ができている。ものすごく変わったのは、元々遅れの問

題というより、表情とか情緒の面をすごく心配されていたが…日誌を見ると、先生は「かわいい」をたくさん

使っていて、他の人も皆「かわいい」と書いている。こうやって見ると、たくさんかわいい、かわいい、と。

今月は特に多かった。最初の１歳何ヶ月の時はあまりなかった。それは、食事場面が１つの象徴。関係ができ

ているなと、見ていて我々が感じる。他の場面でも、何かAは豊かさを獲得している。かわいいということ

は、関わりを持っているということ。Aは、A担当以外とも、記憶に残る、直接的なやりとりを、ちゃんと生

き生きとしていると思った。実際Aは、変わったし、育った。豊かに成長した。「～していて、楽しそうだっ

た」という記述は、普通のよく見る日誌の書き方。なのに、Aはそういう中で、複数の人に日を変えてかわい

い、と書かれている。そういうことを、職員会議の中でも話されるといいかもしれない。「かわいい」と書き

なさい、と言ってしまったらおしまいだが、自然に書いているということを共有していただけたらと思う。記

述ってこんなに変わるんだなと思った。最初はAの中だけの成長かと思ったが、他の子と比べても、やっぱり

特別多いなと思った。

A担当：前はAの表情が想像できない記述が多くて。でも最近の日誌を読むと、こういうことをやって、こうい

う表情だった気がする、と想像できる。関わってもらえているんだ、ということは確かに感じている。関わっ

てもらえているというのは変だが、皆に対する信頼感というか。

Con.：Aと先生の親密感がまず大事だが、その信頼できる関係が、今度はAと周りの大人達をつないでいく。もっ

と大きく信頼を育てていく。これはチームの強み。私達は食事場面だけに関わっているが、先生と継続的に関

わっていて、職員会議などでも報告してもらってきた。現実のコミュニケーション、日誌、A自身の成長（発

達検査の結果から）、の３つが上手にいけたケース。それはAが情緒面を気にしていく、という点で乗りやすい

ケースではあったと思う。

A担当：先生に色々お話しいただいて、見逃さないように気を向けていたが、やっぱり落としてしまうことも多

くて、全部は受け止められないし、でも受け止めたいし。そういう葛藤の中で、＜ただいまー＞とか付属的な

こと、すぐできることも固めるということもしていただいた。自分でも気にかけて、修正したいというところ

だけでなく、周りからも固めて行く、ということもしていただいた。

Con.：＜ただいま＞という声掛けは、分離が終わったんだということが分かる。

A担当：以前は、子どもの世界を大事にするあまり、すっと行ってすっと帰ってくるほうがいいのかと思ってい

た。でも今思うと、この子にとっては私も含めて一緒くたに一つの世界なんだったと、考え方が遠くから見え

たなと思う。

Con.：侵入的でないという意味でいいが、一回子どもが嫌そうにしたら、適切に触ってほしいのであって、触っ

てほしくないという意味ではない。養育環境として、みんなで話し合いながらやっていただければと思う。と

ても愛くるしくなっている、いい養育なんだなと思わされる。チームに感謝ですね。
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