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背景と目的
近年の少子化、核家族化、女性の社会進出等の

急速な社会変化を背景に、保育者にも多種多様な
能力を求められるようになってきた。若者を社会
人として自立させるキャリア教育の推進は養成校
の社会的責任であり、各校は、就職直後の体調不
良や早期離職といった問題が生じないよう、保育
施設との情報交換や卒後調査、在学生への調査等
を行い、実習中や就職後の現状把握や課題解消に
努めている。毎年、「子どもが好きだから」、「保
育園の先生に憧れていたから」、「職場体験で保育
者という仕事に魅力を感じるようになった」等の
漠然とした憧れを抱いて入学してくる学生も、授
業や実習をとおして、保育現場の厳しさ、資格取
得に必要な科目の履修計画、勉学姿勢等の現実的

なイメージを形成していくこととなる。しかし在
学期間中に十分な保育の知識・技術を身につけら
れず、就業意識も乏しいままに卒業する者が存在
することも事実である。
本学幼児教育学科の場合、平成16年度～26年度
の就職希望学生の年次就職率は95％以上の高い数
値を維持しており、特に平成26年度は100％を達
成した（表1）。保育者を目指す学生の就職が安
定している理由としては、保育職の需要があるこ
と、多くの学生の進路選択が職業選択と一致して
いることが一般的にあげられるが（吉村、岡野
2011）、このことに加え、本学科の特徴である教
員の学生一人ひとりに応じたきめ細かな支援も、
一定の効果を上げていると思われる（就職支援に
対する学生の満足度が比較的高かった i)。
今後もすべての学生が進路希望を叶え、社会の
中で職業人として自立できるよう、今後の就職・
進路支援体制のより一層の充実を図りたい。そこ
で平成27年度は、学生の2年間の学修成果をより
詳しく検証するために、平成26年3月卒業生の就
職先調査の見直しを行った。具体的には、これま
で教員の就職先訪問時に面会者から卒業生の評価
について簡潔に聴取していた点を、施設側責任者
が直接記述するアンケート調査方式に変更し、ア
ンケート結果から卒業生の就職後の状況を客観的
視点からより細やかに分析・評価することで、本
学の就職支援の特徴、社会や職場が求める人材、
短大教育への要望を明らかにする。併せて実習・
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離
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進路支援プログラムについても考察を加えたい。

方 法
1．調査対象と時期
平成26年3月卒業生の就職先75施設の長宛てに

卒業生の実態に関するアンケート調査用紙を郵送
し、同じく郵送で回答を得た。調査時期は平成27
年10月15日（木）～11月13日（金）であり、調査
時に退職している場合は除外した。なお、表2は
平成27年の就職者数と退職者数を一覧化したもの
である。退職者6名のうち、調査時に再就職して
いた者は1名であり、5名中2名が保育職で、3
名は一般職の就職活動中であった。

2．回答の属性
アンケートの送付先保育所・幼稚園・施設の数、

卒業生の所属施設、送付数、有効回答数並びに回
答数、回答率は表3のとおりである。

3．分析方法
⑴ 5件法による就職先アンケートの結果から得
られた回答と在学時の成績や実習評価との関連を
探った。
アンケートの調査項目は本学ディプロマポリ

シー、中央教育審議会資料 ii 等を参考に、「人間
力」、「知識」、「技術」、「コミュニケーション力」、
「職業倫理」、「地域との関わり」の6項目と、「総
合評価」の合計7項目に選定した（資料1）。

⑵ 林、森本、東村ら（2012）のアンケートの自
由記述分析の手法を参考に、各項目にある備考欄、
調査票の最後の特記事項（養成校への要望等自由
記述）欄に書かれた記述内容からキーワードを抽
出し、①卒業生に対し現場が課題としてとらえて
いること、②卒業生が現場から評価されているこ
と、③本学に期待することの3点において、それ
ぞれカテゴリー化を行った。

結 果
⑴ 就職先アンケートから得られた回答と在学時
の成績、実習評価の関連についてアンケート結果
の評価の内訳（表5）、項目ごとの割合を示した
（表6）。
表7から分かるように、平成26年度卒業生全体
で評価の高かった（Ｓ～Ａ評価の割合が高かっ
た）項目は「人間力（子ども・保護者・保育者に
向き合い、また子どもの目線に立って考えること
ができる）」、「コミュニケーション力（適切な自

S A B C D
人間力 6 25 40 8 0
知識 0 9 60 9 1
技術 0 16 51 12 0

コミュニケーション力 7 27 36 8 1
職業倫理 6 23 36 13 1

地域との関わり 2 11 61 3 0
総合 2 23 48 6 0

回答率（％） 82．3

表6： 就職先評価の内訳

表4：アンケート回答数・回答率

表3：平成26年度卒業生の就職先（所属施設）

表2：平成26年度卒業生就職者数と離職者数（アンケート調査時）
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表7： 項目別割合

表8：就職先評価と在学時成績の比較

表9：就職先評価と在学時実習評価の比較
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カテゴリー キーワード

人間力

数 主なもの ※（ ）内は回答数
18 ア 保育者としての資質に関わる内容

・積極性の乏しさ（4）
・受動的態度（2）
・向上心の乏しさ（1）
・笑顔のなさ（1）
・状況判断力の欠如（1）
・挑戦心のなさ（1）
イ 社会人としての基本的姿勢に関わる内容
・基本的マナーの脆弱さ（3）
・言葉遣いの不適切さ（2）
・基本的な社会常識の不足（1）
・総合的な人間力の不十分さ（1）
・メモをとる習慣のなさ（1）

知識・技術

11 ・ピアノや歌に対する苦手意識・技術不足（4）
・子どもに対する対応の不十分さ（3）
・保育力の未熟さ（1）
・知識不足（1）
・保護者対応力の弱さ（1）
・記録の不十分さ（1）

コミュニケーション力 4 ・コミュニケーション力の乏しさ（3）
・職員間の調和・連携が不十分（1）

職業倫理
10 ・責任感の欠如（7）

・自己改善能力の薄弱さ（2）
・仕事の雑さ（1）

己表現と他者理解に努め、協働する姿勢を身につ
けている）」であった。従来の聞き取り調査や園
長講演会の際にも、本学の卒業生は「素直」「よ
く動く」との評価を得ることが多かった。評価の
高いこの2項目が、本学保育者養成の大きな強み
であり期待されている点といえる。
一方、評価の低い項目は「知識」、「技術」の2

項目であった。どちらも S評価が無く、さらに
この2つの内A評価の低い項目は「知識」であっ
た。また、最もC評価の多かった項目は「職業
倫理」であった。
表8は就職先評価と在学時成績それぞれの内訳

である。在学時の成績評価は S…1名、A…25名、
B…44名、C…7名であり、就職先からの評価は
S…2名、A…32名、B…47名、C…6名である。
就職先評価・在学時成績の組み合わせで最も多い
ものはB·B、2番目にB·A、A·B の順である。成
績 Sの学生が就職先からBの評価を受け、成績
Cの学生7名が就職先からAもしくはBの評価
を受けていることから、在学時に成績のよい学生
の方が必ずしも就職先から高い評価を得られると

は限らないということが分かった。
次に、実習中の評価と就職先評価の関連性であ
るが、表9のとおり、実習である程度の総合評価
が得られた学生は、就職先においてもまずまずの
評価を受けていることが分かった。実習先と就職
先が同じ学生の評価を見てみると、就職後の評価
が同等か、それ以下になっている。実習中に比べ、
就職後はより職業人として見られ、評価の目が幾
分厳しくなってくるようである。

⑵ 自由記述欄から
上記のとおりアンケート調査6項目について現
場からの回答を得たが、質問事項が具体性を欠い
たため、各項目の評価に統一性や客観性が見られ
なかった。自由記述を整理することで、各項目の
評価をより具体化していきたい。
整理するにあたっては、アンケート調査6項目
を「人間力」「知識・技術」「コミュニケーション
力」「職業倫理」の4つに大別するとともに、就
職先から見た「卒業生の課題」「卒業生の評価」
「本学に期待すること」の3点にまとめた。

①卒業生に対し現場が課題としてとらえていること
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カテゴリー キーワード

人間力

数 主なもの ※（ ）内は回答数
59 ア 保育者としての資質に関わる内容

・仕事に対する積極的な姿勢（19）
・笑顔（10）
・子ども理解への努力（8）
イ 社会人としての基本的姿勢に関わる内容
・素直さ、謙虚さ（7）
・挨拶、礼儀正しさ（4）
・明朗さ（4）
・周りへの配慮（4）
・人間（社会人）としての基本姿勢（2）
・適切な言葉遣い（1）

知識・技術 1 ・園の方針の理解と実践（1）
コミュニケーション力 5 ・コミュニケーション能力の高さ（5）

職業倫理 3 ・責任感の強さ（3）

カテゴリー キーワード

人間力

数 主なもの ※（ ）内は回答数
12 ア 保育者としての資質に関わる内容

・保育に対する「志」の喚起（6）
・様々な経験を深めさせ人間力を高める（2）
イ 社会人としての基本的姿勢に関わる内容
・社会人としての基本姿勢の定着（2）
・一般常識の体得（1）
・基本的な礼儀作法の体得（1）

知識・技術
3 ・保育に関する系統的な知識・技術（1）

・ピアノ演奏技術（1）
・ICT機器の活用能力（1）

コミュニケーション力 1 ・コミュニケーション能力の育成（2）
職業倫理 2 ・自分自身を大事にする姿勢の涵養（2）

その他
3 ・保育に関する積極的な情報発信（2）

・保育所には短大卒が向いている（1）

②卒業生が現場から評価されていること

③本学に期待すること

⑶ 今後の課題
1．アンケート項目の検討
「地域との関わり（自ら関連機関等と連携し、

子どもをとりまく環境をよくするように努め
る）」は最もC評価の多い項目であり、これは備
考欄に「新任者にそこまでは求めない」「評価が
難しい」との意見があったことから、回答者が無
難な評点をつけざるを得なかったためと推測され
る。平成26年の全国保育士養成協議会専門委員会

報告によって養成校、保育所、施設、幼稚園、認
定こども園に対して行われた保育者の専門性につ
いての調査から、保育所保育士と幼稚園教諭では
それぞれの考える保育者の専門性成長プロセスが
共通であること、養成課程時代から段階ごとに獲
得すべき、もしくは発揮すべき知識・技能や態度
があることが明らかにされている。この保育者の
専門性プロセスをみると、家庭支援・地域連携に
おける中心的役割を担うためのスキルは、勤務5
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年以上の保育者が獲得していくべき専門性の内容
に相当する。アンケート項目については評価の対
象が勤務1年目の保育者であることを考慮し、内
容を整理する必要がある。

2．2年生就職支援年間計画の見直し
資料2は、平成27年度就職支援の年間計画表で

ある。今回のアンケートでの「知識」「技術」と
「職業倫理」項目の低さを受け、次年度は見直し
に努めたい。「知識」「技術」とは発達理解や保育
に関する基本的な知識のことを指し、日々の保育
を実践するためのスキルを育む土台として必須と
なる項目である。学生の向上心を高めるために、
「保育者の専門性における保育者基礎力、保育に
向かう態度、保育者の専門的知識・技能の獲得時
期が、養成段階だけではなく、現場経験を積むこ
とを通して獲得されるものであり、資格を取得す
ることで完成されるものではなく経験とともに成
長していくものである iii」ということをガイダ
ンスの中で話す機会が必要である。ピアノ等の表
現技術は個人差が大きく、2年間かけてようやく
保育現場で歌われるポピュラーな楽曲を弾き歌い
できるようになる学生も多い。その点から鑑み、
講話の時期は1、2年生ともに前期開始頃がベス
トである。特に2年生は就職活動が本格化すると
ともに6月教育実習を控えており、このタイミン
グで話すことで、緊張感をもって練習に臨むこと
と思われる。
また「職業倫理」への意識を高められるような

講話を、2年生の内定が集中する秋頃（10月教育
実習終了後）に実施してはどうかと考えている。
年度途中の早期離職者は毎年存在し、就職先と本
学とがこれまでつないできた信頼関係にも大きな
影響を与えている。次年度本学での求人募集や実
習受け入れ等、多大な影響があることを、事例を
挙げて2年生全員に伝えておくことで、安易な就
職先選びや内定辞退を防ぐことができると考える。
なお、やむにやまれず離職する場合でも、施設側
や本学等機関関係者に配慮した対応をできるよう
な職業倫理を持った保育者を養成する必要がある。
1年生においても、後期（施設実習以降）は次年

度に向けて意識を高めていける学生と中弛みする
学生とに分かれてくる時期である。併せてチュー
ター面談で、現時点での進路希望について確認し、
学生自身に進路への意識づけを行っていきたい。

3．学生の「人間力」を確かなものにするために
自由記述欄の①「卒業生の課題」②「卒業生の
評価」③「本学に期待すること」すべてにおいて、
高い数値であった項目が「人間力」であった。こ
れは本学が養成する人材の優れた点であることと
同時に、子どもに対する愛情や思いやり、保育に
対する使命感や向上心等の内面的要素が、保育者
や社会人としての根本的な資質にかかわると認識
されているからではないかと考える。
本学幼児教育学科は学生一人ひとりに担当教員
が就き、2年で計12回のチューター面談を行うほ
か、就職後の園訪問や卒業生の集い、また個人的
に本学を訪れた際にも教員と和やかに会話のでき
る雰囲気作りに努めるなど、卒後の学生をサポー
トしている。今後とも全教員の連携を強め、将来
を担う子どもたちの指導者に相応しい人材を送り
出したい。
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資料1：就職先調査票
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資料2：就職支援 年間計画表（平成27年度版）
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