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要 旨
保育実習指導とは、学生の実習を円滑に進めるために実施されている科目である。本学

では、施設実習や保育実習等の内容が含まれる「保育実習指導Ⅰ」は1年前期・後期の実
施となっており、学外実習に向けての必要な知識や実技、心構え等について学んでいく。
本研究では、「保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」のうち、施設実習に関連する「保育実習指導

Ⅰ」に焦点を当て、授業の理解度を知り、不安や要望を把握するために、実習後、学生に
対してアンケート調査を実施した。その結果、①「保育実習指導Ⅰ」の内容に関して、9
割強が満足していた。②実習前には9割強が施設や「施設保育士」を理解したとして実習
に臨んだが、実際は理解できていない学生が約2割いた。③体験談等の機会を設けること
で、不安や緊張感が軽減する。④実習後、障害を持たれている方への偏見がなくなった。
⑤実習事後指導（個別指導）では、次回実習に向けてのアドバイスを希望している学生が
いた。など現状の把握ができ、課題も明らかになった。これらの結果を基に、次年度の「保
育実習指導Ⅰ」における施設実習事前・事後指導の内容充実を図りたい。

キーワード：保育士養成校 施設実習 実習指導

Ⅰ．はじめに
現在、共働き世帯は増加して、子どもを取り巻

く環境や保護者の子育て環境は著しく変化してい
る。待機児童の問題も依然としてあり、保育士の
増加は急務であり、その役割は大きい。近年、保
育施設には被虐待児や発達障害児も増えており、
少数ではあるが医療的ケアを必要とする児も入園
する。そのため、保育士の役割は大きく、様々な
知識と技術が求められている。
平成25年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知の「指定保育士養成施設の指定および運営の基
準について」の一部改正が行われた。（別紙2）

保育実習実施基準の中で、「保育実習は、その習
得した教科全体の知識、技能を基礎とし、これら
を総合的に実践する応用能力を養うため、児童に
対する理解を通じて保育の理論と実践の関係につ
いて習熟させることを目的とする」とされている。
児童（乳幼児）の保育やその保護者に対して保育
に関する指導を行う専門性が求められており、指
定保育士養成施設は、保育に関する専門的知識及
び技術を習得させるとともに、豊かな人間性を養
うための教育も実施しなければならない。
保育士養成校の施設実習に関する先行研究は、
古川ら（2014）による「実習指導の在り方」の中
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で実習指導プログラムの工夫や小笠原ら（2011）
による「施設実習の現状と今後の課題」では「基
本的生活習慣や社会的生活習慣の確立および実習
を核とした関係教科との連携、専門性として求め
られる遊びの力を養う対策が必要である。」1）2）と
述べている。
本学の学生は、保育士や幼稚園教諭になるとい

う明確な目標をもって入学している学生は一部で
あり、漠然と子どもが好きだからという理由で入
学した学生が多い。2年間で教養科目、専門科目
を学科教員等が連携しながら教授している。「保
育実習指導Ⅰ」は前期・後期15回ずつの授業が組
まれており、本学独自の「教育・保育実習の手引
き」を使用して、実習の心得や注意事項等、きめ
細やかなオリエンテーションが実施される。また、
「実習記録ハンドブック」を使用して、記録の書
き方の指導も行われている。その他、学科教員に
よるオムニバス形式の授業を実施しており、施設
実習前に「施設保育士」の専門的知識や技術、援
助を学んでいる。その中で、授業内容に対する理
解度を明確にすると同時に、実習前の不安や実習
後の要望を把握することで、施設実習事前・事後
指導内容の充実を考える一助としたい。

2．学外実習についての意義

学外実習は、保育者を志す学生が、大学にお
いて学んだ知識や技術を保育教育の場で体験、
実践する科目である。実習を通して、現場の活
動内容、運営、組織等の勤務体制や誠実さ、責
任感、礼儀といった勤務姿勢を学ぶとともに、
保育者としての使命感を身につけることを目的
としている。さらに、施設実習においては、初
めての現場実習なので、挨拶の仕方や指導を受
ける姿勢など、勤務の基礎的・初歩的内容を身
につけたい。また主な実習の意義や目的として
は、先生方（職員）の利用者（児）への関わり
方をよく観察して、個々に応じた養護の大切さ
に気づき、利用者（児）に関わる姿勢や具体的
対応の仕方を学ぶことにある。

平成28年度 教育・保育の手引きより抜粋

3．保育実習指導Ⅰ 授業計画
本学では、1年次より保育実習指導Ⅰ、保育実
習指導Ⅱが並行して進められている。各オリエン
テーション、卒業生講演会、施設長講演会、施設
実習意見交換会、実習報告会等は、全教員が参加
して行われる。また後期第15回の施設実習事後指
導については、各教員が受け持ち学生の個別指導
を行っている。その他の回については、1名ない

表1 平成28年度 前期保育実習指導Ⅰ
授業内容

第1回 実習総合オリエンテーション①
第2回 実習総合オリエンテーション②
第3回 実習依頼オリエンテーション
第4回 体験学習オリエンテーション
第5回 社会的養護と人権
第6回 対人援助職の記録のとり方
第7回 児童福祉施設と保護者支援
第8回 保育職の理解①〔施設〕
第9回 保育職の理解②〔幼稚園〕
第10回 保育職の理解③〔保育所〕
第11回 生活支援について①
第12回 生活支援について②
第13回 卒業生講演会
第14回 文書作成①
第15回 文書作成②

平成28年度 後期保育実習指導Ⅰ
授業内容

第1回 実習施設情報収集①

第2回
実習施設情報収集②
日誌の書き方①

第3回 日誌の書き方②
第4回 施設事前訪問オリエンテーション
第5回 施設長講演会Ⅰ
第6回 施設長講演会Ⅱ
第7回 施設事前訪問
第8回 施設事前訪問

第9回
12月施設実習オリエンテーション
3月施設実習オリエンテーション

第10回 施設実習意見交換会
第11回 実習報告会（2年生）

第12回
12月実習生実習振り返り
3月実習生実習振り返り

第13回 保育者のマナー
第14回 12月実習生実習報告会

第15回
施設実習事後指導12月実習生
施設実習事後指導3月実習生
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養護系施設
 7

障害系施設
30

し2名の教員が担当して、講義または演習を実施
している。その中で、いくつかのプログラムにつ
いて説明する。

1）卒業生講演会
保育士や幼稚園教諭として、幼稚園、保育園、

施設（乳児院等）等に長年勤務している本学の卒
業生の中から、各1名を選んで講演を依頼してい
る。内容としては、短大在学中にやるべきことや
実習への心構え、就職活動、就職後の状況等につ
いて、1、2年生を対象に講演を実施する。

2）施設長講演会
乳児院や児童養護施設などの園長および障害者

（児）施設の施設長等、実習施設の中からそれぞ
れ1名ずつ講演を依頼し、施設（園）や利用者（児）
の概要、職員の業務、実習にあたっての心構え等
について、実習前の1年生を対象に2回の講演会
を実施している。

3）施設実習意見交換会
施設実習を終了した2年生が1年生に対して、

施設の概要、実習内容、心構え等を話し、質問を
受けるなど、実習施設ごとに分かれて行われる。

4）実習報告会
本学での施設実習は、受け入れの実習施設の関

係から2班に分けて実施される。それぞれの実習
終了後、1年生を対象に実施される。施設実習の
振り返りシートを全員に記入してもらい、子ども
の施設と障害者（児）から数名ずつ発表者を選出
する。発表内容としては、利用者との関わりで学
んだこと、施設の先生方から学んだこと、施設の
生活・実習で考えたこと、感じたことおよび今後
の課題などを中心に発表が実施される。

4．実習施設区分 図1

平成28年度の実習施設は、養護系施設では乳児
院1施設、児童養護施設6施設となっている。障
害系施設は、知的・身体等障害者（児）の施設で
あり、通所ならびに宿泊実習となっており、日常
生活支援から就労支援が実習内容となっている。

5．研究目的
入学直後から、「保育実習指導Ⅰ」が前期・後
期15回ずつの授業が組まれている。オリエンテー
ションを始め、施設実習と保育実習等に関する内
容となっている。学生の初めての実習は、施設実
習であり、施設や「施設保育士」の業務をどの程
度理解して実習に臨んでいるのかを明確にすると
同時に、実習前の不安や実習後の要望を把握する
ことで、事前・事後指導内容の充実を図りたいと
考え、アンケート調査を行った。
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6．対象と方法
1）調査対象
施設実習および実習事後指導まで終了した幼児

教育学科2年生105名を対象とした。

2）調査期間
平成29年5月12日～平成29年6月12日

3）調査方法
集団実施法による5件法と自由記載によるアン

ケート調査。

4）分析方法
単純集計および自由記載については質的帰納的

分析を行う。

5）倫理的配慮
学生には成績には一切影響しないことを伝え、

協力を得た。また、質問紙は無記名とした。

7．結 果
1）保育実習指導Ⅰの満足度について 図2

保育実習指導Ⅰ授業計画に沿って、それぞれの
教員が授業を実施するが、その内容に51名（49％）
が満足しており、52名（49％）がまぁまぁ満足と
回答した。わからないが1名、あまり満足してい
ないが1名いたが、「もう少し詳しい内容を教え
てほしかった」と回答している。

2）先輩との意見交換会について 図3－1

毎年実施されている2年生との意見交換会では、
実習施設ごとに分かれ2年生から施設実習につい
て話がある。その内容に対して92名（88％）が参
考になった、10名（9％）がまぁまぁ参考になっ
たと回答している。参考にならなかったが1名
（1％）、わからないと回答した学生が2名
（2％）いた。
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参考になった理由 図3－2（複数回答）

図2－1で参考になった、まぁまぁ参考になっ
たと回答した102名（97％）の学生に質問した。
初めて実習を行うため、施設の雰囲気や情報は非
常に参考になったと39名が回答している。また、
入所並びに通所利用者の障害等の特性、特性に応
じたかかわり方も30名が参考になり、様々な話を
聞くことで、不安や緊張の軽減につながったと26
名が回答している。その他、実習の具体的内容24
名、実習の心構えや準備17名、体験談が10名、宿
泊実習の持参物が9名となっている。

3）施設長講演会について
講演会の中で、施設概要、職員の仕事等の講演

があり、「施設保育士」の業務が理解できた53名
（50％）、まぁまぁ理解できた50名（48％）、あま
り理解できなかった1名（1％）、どちらともい
えない1名（1％）であった。

4）「施設保育士」の業務と実習 図4

「施設保育士」の業務をわかった上で、実習に
臨んでいたか？に対しては、わかっていた12名
（11％）、まぁまぁわかっていた74名（71％）、あ
まりわかっていなかった17名（16％）、無記入2
名（2％）であった。

保育実習指導の教授における研究

－138－



人数

そ
の
他

歩
行
・
散
歩

着
脱
介
助
・
見
守
り

歯
磨
き
介
助
・
見
守
り

掃
除
洗
濯

仕
事
の
支
援

排
泄
介
助
・
誘
導

遊
び
・
学
習

食
事
介
助
・
見
守
り

入
浴
介
助
・
見
守
り

0
10
20
30
40
50
60
70
80

満足
70%

まぁまぁ
満足
27%

あまり
満足して
いない
2%

わからない
1%

5）支援項目 図5

実習期間中に支援した項目は、入浴介助・見守
り70名、食事介助・見守り62名、遊び・学習44名、
排泄介助・誘導30名、仕事の支援（就労支援）28
名、掃除・洗濯22名、歯磨き介助・見守り21名、
着脱介助・見守り20名、歩行・散歩19名、その他
は、検温5名、リハビリ手伝い5名、移乗3名、
買い物支援3名、授乳（ミルク）介助2名、車い
す移動介助2名という回答だった。また、遊びと
は、手遊び、切り絵、歌、絵本の読み聞かせ、お
絵かき、レクリエーションが含まれる。

6）施設実習とその他の実習の繋がり
施設実習が今後の幼稚園実習や保育実習に繋が

ると回答したもの88名、まぁまぁ繋がる14名、あ
まり繋がらない2名、わからない1名となって
いる。

7）実習事後指導について 図6

実習担当教員から個別で実施される事後指導に
関しては、満足している74名（70％）、まぁまぁ
満足している28名（27％）、あまり満足していな
い2名（2％）、わからない1名（1％）だった。
あまり満足していない2名は、「施設からの評価
だけではなく、今後に繋がる具体的なアドバイス
が欲しい。」「実習の話をもう少し担当教員とした
い。」と回答していた。
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8）利用者（児）の見方の変化
実習前と実習後での利用者（児）の見方につい

ては、変化があった76名（73％）、まぁまぁ変化
があった7名（7％）、あまり変化はなかった15
名（14％）、変化はなかった4名（3％）、わから
ない3名（3％）と回答した。変化があった83名
中（80％）53名は、障害を持っていると怖い・関
わりにくい・暗い、子どもであれば暴力的ではな
いかと偏見があったが、それが払拭された。16名
はその利用者（児）に応じたかかわり方がわかっ
た。8名は障害の特性を知った。さらにコミュニ
ケーションは言葉だけではなく、体でも表現でき
るとわかったと16名が回答していた。

8．考 察
今回のアンケート結果では、「保育実習指導Ⅰ」

の授業内容については、ほとんどの学生（98％）
が満足していた。実習施設は養護系と障害系施設
に分かれるが、養護系の実習施設が少ないため、
自身の実習先が養護系か障害系かというところで、
まず不安を抱えるだろう。夏過ぎに実習先が確定
し学生への発表となることから、実習先の施設の
種類や利用者（児）の障害の程度なども、非常に
気になるところである。施設が決定しても、初め
ての実習となるため、不安は大きい。しかし、そ
れを軽減するのが施設実習意見交換会である。グ
ループダイナミクスの方法で昨年実習した先輩か
ら、施設の概要や利用者の特性・かかわり方も含
め話をしてもらう。注意事項や持参物なども詳し
く伝え、質問もできるようになっている。そのた
め、施設および利用者（児）のイメージが喚起さ
れやすくなり、不安軽減と緊張がほぐれるなど、
学生のメンタル面に良い効果をもたらしている。
また、施設長講演会では、「施設保育士」の業務
は、ほぼ理解できたとほとんどの学生（98％）が
回答していたが、実習後のアンケートでは、理解
していた学生は、わずか12名（11％）であり、17
名（16％）があまり理解していなかったと回答し、
矛盾が生じている。日頃からの学習等においても、
自己学習、事前学習等の不足が感じられるため、
理解したつもりで実習に臨んでいた可能性は否定

できないと考える。また施設実習と保育園や幼稚
園実習との繋がりについては、ほとんど全員が繋
がると答えてはいるものの、どのような部分で繋
がりがあるかについては質問項目を設定していな
かったため、定かではない。保育所は社会福祉施
設の1つであるが、保育所以外にも施設の種類は
多く、様々な施設で保育士は「施設保育士」とし
て活躍している。施設実習の目的は、施設に勤務
する保育士の業務や利用者（児）への関わりを知
るのも、実習の大きな目的である。さらに、現在
は、発達面など様々な問題を抱えた子どもが多く、
子どもの権利を守りながら支えることの大切さを
施設実習で学んでいくことも大切な目的であろう。
人間尊重の視点から1人ひとりを大事に育ててい
こうというノーマライゼーションの思想が普及し
ており、就学前の保育においても、障害があるな
しにかかわらず、ともに育ちあうという統合保育
が推進されている。そのような施設実習の目的を、
しっかりと理解して実習に臨んでいる学生は少な
いのではないだろうか。
次に、施設実習で学生が行った支援については、
遊びだけではなく、食事・排泄・入浴・着脱など
の日常生活支援が多い。これは、養護系実習施設
より障害系実習施設数が多いということも理由の
一つであると考える。1年次は、音楽や造形、遊
びについての授業は始まっているため、養護系施
設の実習を行った学生は、手遊びや歌を披露して
いる。しかし、障害系施設では日常生活支援が主
となり、日常生活支援の経験が未熟なため、実習
先の「施設保育士」に全面的に指導をしてもらっ
ているという現状である。養護技術を教える「子
どもの保健演習」も2年次前期からの開講となっ
ていて、「保育実習指導Ⅰ」の前後期各15回では、
時間が取れず教授することができない。関連科目
といえば、「乳児保育」「子どもの保健Ⅰ」となる
ために、実習前に少しでも障害者（児）への日常
生活支援についても教授する必要があると考える。
最後に、実習後の学生の8割は、障害者（児）
等に対しての偏見がなくなり、障害の特性に合っ
たかかわり方、コミュニケーション方法等を学ん
できている。平井ら（1999）は、観察者の姿勢と
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して、「①観察者の子どもに対する固定観念を取
り除く。②全体として行動をとらえるようにする。
③情緒表出を伴う表情を見逃さないように観察す
る。④直観力をもって子どもの行動をとらえる。
⑤共感性をもって子どもの行動を受け止める。」
と述べている。学生は10日間の施設実習において、
バーバルコミュニケーションのみではなく、ノン
バーバルコミュニケーションの重要性を実感して
いた。実習施設の利用者（児）を理解しようと心
掛けて努力をしたという事実もアンケートから読
み取ることができた。その姿勢を、今後の幼稚園
や保育園実習に繋げてくれるものと考える。

9．おわりに
今回のアンケート結果から、学生は「保育実習

指導Ⅰ」の授業に関して、多くは満足していた。
しかし、施設や「施設保育士」の業務、日常生活
支援等については、理解しているとは言い難い結
果となった。また、少数ではあるが、実習事後指
導（担当教員個別指導）でのアドバイスを希望し
ている学生もいるため、担当教員は事後指導の工
夫にも努めなければならない。さらに、実習前に
は大きな不安を抱えていることも明らかになった。
この点については、現在実施している意見交換会
や施設長講演会で対応できていると思われる。今
後は、施設や「施設保育士」等についての自己学
習も含め、「保育実習指導Ⅰ」で不足している点
を関連科目で補いながら、来年度の施設実習事
前・事後指導の内容が充実したものになるよう検
討していきたい。
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