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はじめに

　本書は保育士養成課程の「保育者論」のテキストとして作成しました。し
かし、保育者論にとどまらず、新しい時代に求められる保育者の素地づくり
のために、保育・教育の「不易と流行」を学び、幅広く活用できるようバラ
ンス良く編集しています。
　さて、これまでのさまざまな研究で幼児期からの質の高い教育が、その後
の人生に大きく影響することが科学的に明らかになりました。幼児期の生活
を充実させるために、2019（令和元）年10月には、幼児教育・保育の無償化
がスタートし、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する３歳から５歳
児クラスの子ども、住民税非課税世帯の０歳から２歳児クラスまでの子ども
の利用料が無償になりました。一方で、少子化の流れは止まらず、2019（令
和元）年の年間推計によると、出生数は過去最少の86万4000人となり、少子
化のペースが加速していることがわかりました。少子化とはいえ、子ども一
人一人の育ちを支えるのは保育者の役割です。
　保育者には、多様なニーズに対応できる専門性が強く求められています。
一人一人の子どもの理解や、発達に沿ったカリキュラム作成、環境の構成・
再構成、具体的な乳幼児への働きかけがどれほど重要であるかを自覚しなけ
ればなりません。また、保育施設には、保護者が育つための支援もこれまで
以上に求められています。地域によっては、高齢者との世代間交流の場や、
地域の集いの場、緊急時の避難所など、さまざまな役割が期待されることで
しょう。
　そこで本書では、本来の保育者の担うべき役割をベースに、今後の社会の
趨勢を見すえた新たな保育者の役割について、具体的なエピソードを通して
考えていきます。ここでいうエピソードとは、保育の記録だけに限りません。
保育や子育てに関する事例やニュース、話題などを幅広く集め、親しみやす
く構成しました。
　本書は『子どもと共に育ちあう　エピソード保育者論』の第２版です。
2018年施行の保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教
育・保育要領に合わせて内容を改訂いたしました。
　保育者養成校での学びは、保育者になるための必要な学びです。さらに、
現任保育者の保育現場での学びもまた、保育者としての成長には不可欠です。
本書が学生や保育者に活用され、子どもたちの成長に資することができまし
たら幸いです。

2020年１月

編者　井上孝之
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　毎年のように待機児童問題がニュースになっている。あなたは次の記事か
らどのようなことを感じるだろうか。

エ ピ ソ ー ド

幼保無償化、歓迎だけど…　待機児童・保育士確保、課題も／千葉県 �
（朝日新聞2019年７月15日より抜粋）

　2016年２月、「保育園落ちた日本死ね！！！」と題した匿名のブログが大き

な話題を呼んだ。

　待機児童が社会問題になりはじめたのは十数年ほど前から。国は子育て支援の

強化策として2015年から３年間で認可保育施設を６千カ所、その定員を約30

万人増やした。県内では認可保育所約150カ所のほか、駅前などには小規模の

保育施設、企業内保育所も増えた。その結果、県内の保育の受け皿は３年間で約

２万人分増えた。

　県内の最近10年（４月１日時点）の待機児童数は、17年の1787人をピーク

に減少傾向にある。とはいえ、今年も約１千人程度いて、安倍政権が掲げた「待

機児童ゼロ」は達成できていない。「施設の整備が新たな需要を掘り起こした面

もある」と、ある自治体幹部は漏らす。

　保育士の争奪戦も激化している。新たな保育施設ができても配置基準を満たす

保育士が確保できず、児童の募集定員を予定より減らさざるを得なかった例も珍

しくない。

　保育士確保のための待遇改善策として、東京都は２年前から毎月４万４千円を

給与に上乗せしはじめた。「人材流出」を防ごうと、江戸川を挟んで隣り合う市

川市は月平均約６万円（賞与を含む17年度実績）、千葉市は月３万円と、県負担

の補助も含めて多くの県内自治体が後に続いた。

　非正規雇用の増加で雇用が不安定化している今日、夫婦共働きで家計をや
りくりする家庭が増え続けている。せっかく子どもを授かっても、子どもを

第１章

現代社会と保育者
―変わりゆくものと変わらぬもの―
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預けられる保育所が見つからなければ、母親は子育て
のために仕事を辞めなければならない。保育所の増設
を求める親たちの声は、保育が現代家庭の子育てに
とって、なくてはならないサービスになっていること
を表している。
　保育のニーズが多様化しながら膨らみ続けるなか
で、保育者はどのような課題に直面しているのだろうか。一方で、たとえ時
代や社会が変わっても、保育には変わらぬ基本というものがあるはずである。
保育とは何か、保育者とはどういう存在であるべきか。保育者は常に問い続
けなければならない。本章では、保育をめぐる「変わりゆくもの」と「変わ
らぬもの」を考えてみたい。

第1節 社会の変化と保育者の課題

現代の子育て家庭を取り巻く状況1

図１－１　保育所等定員数及び利用児童数の推移
出典：厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成31年４月１日）」2019年
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　７０，４４６

　３５，１４６

３５９，４２３（計２，５４６，６６９）

　５６，９２３

　３０，８８２

３４２，５２３

（計２，８００，５７９）

　８６，５６４

　４２，７２４

４４０，１４７

　７１，７１９

　３７，０８６

４１７，１９４

（計２，６１４，４０５）

特定地域型保育事業（定員）

特定地域型保育事業（利用児童数）

保育所（定員）

保育所（利用児童数）

幼稚園型認定こども園等（定員）

幼稚園型認定こども園等（利用児童数）

２，１７６，８０２

　１９，４２８

２，２３８，３４０

幼保連携型認定こども園（定員）

幼保連携型認定こども園（利用児童数）

２，３３５，７２４

利
用
児
童
数

定
員

H３１

２，２１８，７２５

２，０５９，１３２

（計２，８８８，１５９）

　９９，０４２

　４９，７４５

５２０，６４７
（計２，６７９，６５１）

　８１，８６６

　４５，２５６

４９３，３９７

（人）

２，９００，０００
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　わが国では現在、深刻な少子化が将来の国の発展を脅かすことが懸念され
ている＊１。1986（昭和61）年に総世帯数の半ば近くを占めていた子どもの
いる世帯は、この30年間で４分の１まで減少し、子どものいない世帯が総世
帯数の４分の３を占めるまでになっている１）。
　ところが、その一方で保育所等を利用する子どもの数は上昇を続けており、
人口の集中する大都市周辺部では、冒頭のエピソードにみられるような保育
所不足や待機児童問題＊２など、子育て家庭の保育ニーズに公的保育サービ
スの供給が追いつかない事態が起こっている（図１－１、１－２）。少子化
が進むなかで保育ニーズが高まるという、一見矛盾するような事態は、どの
ような社会的背景のもとで起きているのだろうか。
　本章の第１節では、はじめに現在の保育ニーズの高まりを「家庭の子育て
力の低下」と「地域の子育て力の低下」の２つの視点から検討するととも
に、子育て支援の重要性が増した現代の保護者像を紹介する。

① 家庭の子育て力の低下
　家庭は子どもにとって、最も重要な育ちの拠点である。ところが現在のわ
が国では、家族の縮少や夫婦共働きの増加を背景に家庭の子育て力（家庭が

＊１
　1975（昭和50）年
以降、子どもの出生数
の減少傾向が続いてい
る。このまま少子化が
続くことで、将来的な
労働力人口の減少や社
会保障負担の増大、経
済の衰退などが懸念さ
れている。

＊２
　保護者が子どもの認
可保育所への入所を申
請したにもかかわら
ず、入所できずに順番
待ちをしなければなら
ない状況が広がって
いる問題のこと。待機
児童の数え方は自治
体によって異なるが、
2018年（ 平 成30）
年10月１日時点で全
国に４万7,198人の
待機児童数がいると
されている（厚生労
働省調べ）。

図１－２　保育所等数の推移
出典：厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成31年４月１日）」2019年

３５，０００

３３，０００

３１，０００

２９，０００

２７，０００

２５，０００

２３，０００

２１，０００

１９，０００

１７，０００

１５，０００

（か所）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

２３，３８５ ２３，７１１ ２４，０３８ ２４，４２５ ２３，５３３ ２３，４４７ ２３，５２４２３，４１０

１，９３１ ２，７９０ ３，６１９
４，３９２５８２

７４３
８７１

１，０３３
２，７３７

３，８７９

４，８９３

５，８１４

特定地域型保育事業

幼保連携型認定こども園

保育所

（計２８，７８３）

（計３０，８５９）

（計３２，７９３）

（計３４，７６３）幼稚園型認定こども園等

３７，０００

Ｈ３１

２３，５７３

５，１４０

１，１７５

６，４５７

（計３６，３４５）
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宝物のおかげ

Column
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東北福祉大学　山﨑敦子

【あこがれの先生になったけど…】

　「あこがれの幼稚園教諭になったら、かわいい子どもたちに囲まれて、たくさん

遊んでたくさん笑って毎日楽しく仕事しよう！」。そんな甘い期待を抱いて保育者

生活の第一歩を踏み出したピカピカの新任時代。私の頭に思い描いていた夢のよう

な生活は、わずか２日目で見事に打ち砕かれました。

　なぜ、２日目なのか……。初日は入園式だったため、終始協力的な保護者のもと、

短時間で難なく式を終え、降園までの時間がとてもスムーズに流れました。ところ

が、２日目から保護者の方たちがいません。私と子どもたちだけの生活が始まった

のです。登園時、母親と離れられず泣き叫ぶ子が一人ではなく複数いたため、一人

を片手で抱っこして、もう一人と手をつなぎ、さらにもう一人泣き始めた子どもが

いたので、さすがに手が足りず、まとめて膝の上に乗せて、泣き止ませようと悪戦

苦闘しました。

　そうしているうちに（私は全く遊ぶことなく）遊びの時間が終わってしまい、「お

片づけだよ～」と声をかけたが誰も片づける気配なし。一人ずつ声をかけて順番に

保育室に入れていきましたが、最後まで逃げ回っている子どもたちを追いかけまわ

している間に、最初に保育室に戻っていた子どもたちが飽きてしまって、再び園庭

へ。そんな私を見るに見かねて園長先生が助けてくださり、なんとか全員保育室に

入れることができました。

　しかし、入園当初の自由奔放な子どもたちをまとめることは、新任の私にとって

かなり難易度が高く、話は聞いてもらえない、歌は私一人でうたっている、そのう

ち椅子に座っていた子どもたちがウロウロと立ち歩き始め、ヘトヘトの状態で１日

を終えました。その後、３日目で早くものどを痛め、１週間で声がガラガラになり

ました。華やかで楽しい幼稚園教諭のイメージとはほど遠く、「向いていないのか？」

「道を誤ったか？」と、落ち込む日々が続いていました。

【思いがけない手紙】

　しかし、そんな私を救ったものは、クラスの K ちゃんから登園時に手渡された

手紙でした。開いてみると、ミミズがはったような解読するのが難しい文字でした。

「なんて書いてあるの？」と尋ねると、「『せんせいだいすき』ってかいたんだよ」

という答えが返ってきました。その手紙は私の大切な宝物になりました。

　「プロ」というにはとても申し訳ないような保育をしていた私でしたが、「先生～」

と駆け寄ってくる子どもたちの笑顔や「ようちえんたのしい！」と言ってくれる子
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