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乳児保育の課題（Ⅲ）  

―Ａ認定こども園における領域「言葉」を窓口にして―  

Problems in “Infant Care and Education” at Certified 

Centers for Early Childhood Education and Care 

Having Changed from Kindergarten Ⅲ 

：Through “Language”Practice at“Ａ ”Certified Center  

for Early Childhood Education and care 
 

栗岡 あけみ 多田 琴子  

Akemi Kurioka，Kinko Tada 

 

問題の所在と目的  

 

Ａ認定こども園は、 2008 年度に幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行し、 2016

年度に幼保連携型認定こども園に移行しながら乳幼児保育を実施している。幼稚園か

ら認定こども園に移行したことによる保育の課題について、 2018 年度には領域「健

康」、 2019 年度には領域「人間関係」を窓口にして乳児保育の現状と課題について整

理を行い、乳児保育実践課題を可視化した。それぞれの研究成果は、2018 年度、2019

年度の豊岡短期大学論集に報告した 1） 2）。本稿は、その続編である。  

次に幼稚園から移行したＡ認定こども園の課題は、乳児保育における社会的発達「言

葉」の展開が、Ａ認定こども園において、どのようになされているか意識することで

ある。新幼保連携型教育・保育要領（以降、新教育・保育要領とする）には、乳児期

のねらいと内容は 3 視点（身体的・社会的・精神的）で示されている。乳児保育の「言  

葉」については、先行文献がいくつか見られる。樟本 (2017）は「乳幼児期の発達や学

びの評価の検討―言葉の領域に焦点をあててー」において「言葉」の領域の評価に焦
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点を当て乳幼児期の発達や学びの評価を検討している 3)  。また、浅井 (2019）は「乳

幼児の遊びの始まりに関する研究― 0 歳児クラスの事例からー」で、遊びの捉え方に  

ついて検討している 4)  。しかし、いずれも幼稚園から移行した認定こども園における

領域「言葉」についての課題抽出とはいいがたい。  

本研究の目的は、社会的な発達に関する視点の「身近な人と気持ちが通じ合う」と

領域「言葉」を窓口に、幼稚園から移行したＡ認定こども園の保育教諭に対して、新

教育・保育要領を踏まえた保育の意識化を図るとともに、乳幼児保育に対する保育教

諭の課題をさらに明らかにすることにある。  

 

研究方法  

 

本研究の方法は、Ａ認定こども園の保育教諭に ‘ ‘乳児保育を行う保育教諭の言葉 ’ ’に

焦点を当て、言葉に対する意識調査をアンケート形式で行い、その内容を分析資料と

して用いた。今回は、アンケート調査より、保育教諭が 0 歳児（ 2～ 3 ヶ月児）との日

常生活の中で使用する「言葉（クーイング）」について、経験年数、教諭経験者と保育

士経験者、保育教諭のみの経験者それぞれの意識差を読み取り、現状と課題について

整理を行う。データー処理は、単純集計で結果を％で表示した。  

研究実施期間・研究対象  

配布日： 2019 年 9 月上旬  

回収日： 10 月上旬  調査の実施期間は、約１ヶ月  

調査対象者：H 県 K 市私立Ａ認定こども園（表 1 に示す）  

乳児保育形態：緩やかな担当制（ 2019 年度より部分的に導入）  

アンケートの質問：第 13 問設定（今回は第１問のみ分析。一部文末記載）  

第１問：乳児のクーイングはどのような状況下で発生されていますか？  

     その意味をどのように捉えていますか？  

分析項目  

言葉に関する、新教育・保育要領の第 1 章「第１」、第 2 章「第 1、第 2、第 3、第

4」より、高い頻度で使用されている語彙をキーワードとして品詞の種類に関わらず抽

出した。キーワードで代表された文章を一意に決め①乳児の発声・欲求②言葉で表現

する③相手の話を聞く④気持ちの通じ合い・思ったことを話す⑤絵本や物語に親しむ

⑥言葉のやり取りをする、以上の 6 項目を第一カテゴリーとした（表２）。第一カテゴ

リーを基に、言葉に関する意識調査を行ったアンケートから、今回は、「言葉」（クー

イング）についての質問事項を分析資料とする。質問は「クーイングの発生状況とそ

の意味の捉え」である。記述内容から、類似した語彙を集め、グルーピングしたもの
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を「クーイングについての意識調査第二カテゴリー」として分析表を作成した（表 3）。

アンケート集計は、ピポットテーブルの機能を利用し表作成（文末記載）を行った。  

 
倫理的配慮  

アンケート結果については、プライバシーに配慮して、名前などが特定されない方

法で取り扱い、結果の分析などについては研究以外に使用しないことをアンケート用

紙に明記すると共に口頭で説明し了解を得た。  
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結果と考察  

 

表 2 第一カテゴリー表  

第一カテゴリー  カテゴリーに含まれるキーワード  

①  乳児の発声・

欲求  

クーイングと呼ばれる柔らかい声   言葉にならない思いや欲求  

言葉にならない思いの意味と言葉の音声とのつながり    

②  言葉で表現す

る  

表現する事への意欲   応答的な触れ合い   言葉掛け   指差し   身

振り   信頼できる相手  

③  相手の話を聞

く  

保育教諭の声や言葉をよく聞く   安定感   要求語心を通わせる   

生活場面で繰り返し耳にする  

④  気持ちの通じ

合い・思った

ことを話す  

言葉で伝え合うことの喜び  言葉により心を通い合わせる楽しさ   

挨拶を交わす   親しみ   心地良さ   信頼関係   

⑤  絵本や物語に

親しむ  

一対一の関わり   落ち着いた優しい声   感覚の世界に親しむ   ふ

りや見立てを楽しむ   象徴遊び   ごっこ遊び  

⑥  言葉のやり取

りをする  

簡単な言葉を交わす   やりとりを重ねる  擬音語擬態語  感覚や

語彙を豊かにする   使おうとする意欲を高める  象徴機能の発達  

応答的な関わり   園児同士の関わりを楽しむ   仲立ち   代弁   や

りとりする喜びを経験  模倣し合う   遊びの楽しさを広げる   楽

しく嬉しい経験  安心して話せる雰囲気   安心感と信頼感   温

かな雰囲気   意欲の見守り  視線を合わせて   受容的に応じる    

表 3 第二カテゴリー表  

第二カテゴリー  カテゴリーに含まれるキーワード  

①  安心・安定  言葉をかけるタイミング   安心して機嫌のよいとき  機嫌が良い  

②  楽しむ・嬉し

い  

コミュニケーションを楽しんでいる  発声を楽しむ  嬉しくなっ  

た時  声を出す楽しさ  

③  偶然・自然的  自然発生的  偶然に  

④  欲求・意思伝

達  

意思を持って   要求   お腹が空いたとき  欲求  何かして欲しい

とき  

⑤  会話の始まり  
同じ言葉の繰り返しや答えることで会話の始まりになる   発声   

表現  
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表 4－ 1 経験年数による意識表       表 4－ 2 勤務年数による意識表  

表 4 の結果と考察  

表４－１から、10 年以上の保育教諭は、クーイングについて偶然に起こったり自然

的に起こったりするものである (14%)と意識していることがわかる。   

また、クーイングが会話の始まり (14%)としても捉えている。クーイングとは口や喉

の形が変化したために発せられる。舌や唇を使わずに発せられてゆったりとした声で

ある点が特徴である。10 年以上の経験者は子育て経験者が多いことから、その特徴を

捉えていることも読み取れる。クーイングを保育教諭が温かく真似たり、オウム返し

したりすることで、乳児は、温かさを感じ安心感を持つ。気持ちの安定が喃語を発す

ることに繋がっていくのである。表４－２は、記述内容からクーイングが起こる状況

はどのようなときか、その意味を自分なりに捉えている意識を分析した結果である。

10 年以上の勤務経験のない保育教諭の記述からは、状況 (50%)や意味の捉え (70%)の

記述が多く意識が高い結果がみられた。これについては、経験年数が多い保育教諭は、

責任のある仕事量が多く記述する時間が取れなかったと推察した。  
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表 5 幼稚園教諭経験者・未経験者による意識表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 の結果と考察  

表５をみると、全体的に幼稚園教諭経験者の意識が高い結果がみられた。特に、幼

稚園教諭経験者は、クーイングを会話の始まりである (38%)と教育的に捉えているこ

とが読み取れる。幼稚園教諭未経験者からは、0%とその回答が見られない。幼稚園教

諭経験者は、発達の段階的理解からクーイング以降に言葉を獲得し始めて、マザーリ

ースを刺激としながら、一語文二語文となり、会話が成立する時期が来ると理解して

いると捉えていることが分かる。また、幼稚園教諭経験者は、楽しむ・嬉しい（５０％）

が、幼稚園教諭未経験者の約倍意識していることが分かった。これは、幼稚園教育で

は、満 3 歳以上の子どもの主体性を意識した保育を実践した経験からの意識化だと考

えられる。幼稚園教諭経験者には、常に、子どもの姿から教育的に意識して捉えよう

としていることも読み取れた。  

 

表 6 保育士経験者・未経験者による意識表    
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表 6 の結果と考察  

保育所経験者は、クーイングを偶然・自然的に起こるもの (25%)として捉えている。

しかし、未経験者の回答では０％と捉えが全く見られない。つまり保育士経験者はク

ーイングを意思に関係なく、体の機能の発達から自然に起こるものとして捉えている

ことが読み取れる。保育士経験者の多くは子育て経験者である。  

 

表 7 幼保経験者と認定こども園のみ経験者による意識表  

表７の結果と考察  

認定こども園の保育教諭のみの経験者の回答は、保育士経験者回答（表６）と類似

している点が見られる。近年、認定こども園が法的に設立されたことにより、幼稚園

から認定こども園に移行した園には、幼稚園児に加えて 3 歳未満児が増えている。そ

れにともなう保育教諭の採用が行われ、若い保育者や子育て経験のある潜在保育者が

勤務する傾向にある（表１）。新教育・保育要領で学んで来た若い保育者や子育て経験

者が多いことから、養護 (安心・安定・欲求 )を大切にする保育士経験者に似た回答結果

になったと思われる。  

 

総合考察  

 

以上のことから、次のことがまとめられる。  

１）発達特徴（クーイング）の理解は学習の上に成立する  

 生後１か月ごろ、機嫌の良いときは、不機嫌な時の泣き声とは全く異なる発声＝ク

ーイングが始まる。クーイングは、発達に伴う自然な現象で、乳児の身体的発達段階

の一つでもある。表３－２から、実務経験が１０年未満の保育教諭は、若年であって

も、このことを理解していることが読み取れる。10 年以上のベテラン経験者とは違い、
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養成校を卒業してからの年数が短い。養成校では、様々な教科（例えば、豊岡短期大

学の令和 2 年度のシラバスをみると、言葉とこどもの文化、子どもの指導法「言葉」

など）の授業の中で乳児の言葉の発達について学ぶ。つまり、保育現場で子どもとの

関わりを通して、養成校での学びを元に実践を積もうとしていることが理解できる。

この学習上の成立したことが、経験年数の増加に伴うことで更に深まることが今後の

課題と言える。  

２）子育て経験は乳児理解（クーイングの意味理解）に繋がる  

 子育て経験者の中には、園勤務しながら出産時期を迎えた保育教諭がいる。その場

合、出産後しばらくは、産休育休を取得して家庭で生活している。また、専業主婦か

ら子育てがひと段落つき、専任、または非常勤として採用になった保育教諭もみられ

る。どちらの採用状態であっても、クーイングが始まり終わる時期を我が子の乳児期

に実体験をしているのである。その子育て経験者は、クーイングの偶然性と、その偶

然に応答することが意図の促しとなると理解していることが今回のアンケート調査で

分かった。今後は、子育て経験者の知識や技術を子育て未経験保育教諭との関係性を

密にして、園全体として乳児理解を深めて、保育教諭の資質向上につなげていくこと

が大切になる。  

３） 10 年以上経験者の仕事に対する責任の重さを深める  

 近年、厚生労働省の調査によると、表 8 のとおり、全国的に 7 年以下の保育士が約  

半分の勤務となっている。つまり、 7 年目を過ぎると退職、転職につながっているこ

とがわかる。A 認定こども園においては、2018 年に地域連携型認定こども園として移

行された。表 1 の通り、勤務年数が長い保育教諭が多く勤務している。先の結果でも

見られた通り、経験からの学びが多いにもかかわらず、記述が少なかった。このこと

は、仕事量の多さ、その責任の重さが深まっていることが要因と考えられる。認定こ

ども園では、特別な理由をのぞいて、おおむね６ヵ月以降の乳児を預かる場合が多い。

子育て経験のない保育教諭の質の向上には、子育て経験者との連携が重要になってく

る。今後は、10 年目以上の保育教諭の保育の質を落とさず、勤務内容をいかに軽減し

ていくかが求められる。  
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表 8 保育士の経験年数、採用、離職の状況  
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