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1．はじめに
待機児童問題等が深刻化している昨今、保育

サービスの多様化に伴い、保育者に求められる役
割は年々増加している。平成30年4月から施行さ
れる新たな保育所保育指針1）、幼稚園教育要領2）、
幼保連携型認定子ども園教育・保育要領3）では、
幼児教育を担う施設としての共通性が確保され、
子どもを「預かる」のではなく「育てる」という
認識、自覚がこれまで以上に求められることと
なった。そのため、保育者の資質や専門性の向上
が一層求められており、保育者養成機関において
は、保育能力の高い保育者の育成が望まれている。
保育者の資質や専門性の向上に関しては、これ

までも多くの研究や議論がなされてきたが4）～8）、
近年、保育能力に関係する要因として、保育者効
力感研究が注目を集めている。「保育者効力感
（pre-school-teacher-efficacy）」と は、三 木・櫻
井によって開発された概念であり、“保育場面に
おいて子どもの発達に望ましい変化をもたらすこ
とができるであろう保育的行為をとることができ
る信念”と定義されている9）。保育者効力感研究
は「教師効力感（teacher efficacy or teachers’
sense of efficacy）」研究をモデルとしたものであ
るが、大元はBandura が提唱した、ある結果を
得るために必要な行動を効果的に行うことができ
るという確信である「自己効力感（self-efficacy）」
研究10）の考えに従って開発されたものである。そ
のため、保育者効力感は自己効力感理論に保育の

独自性を考慮したものといえる。
ここで、保育者効力感は日本で生まれた概念で
あるということを確認しておく必要がある。なぜ
なら、教師効力感は文化や社会的背景に影響され
る可能性があるためである。教師効力感尺度はア
メリカで開発された尺度であるが、Ling Lin&Gor-
rell が台湾で行った研究によると、子どもを教育
する教師や両親がその国の社会的背景や文化に影
響を受けている可能性があり、尺度が開発された
国と社会的、文化的差異が強い場合、正確な結果
が得られないかもしれないことを示唆している11）。
このことからも、保育者効力感研究は日本の保育
環境を考慮して開発され、発展してきたという認
識は必要であろう。
さて、開発した保育者効力感尺度を用いて、三
木・櫻井は、教育実習が保育専攻短大生の保育者
効力感に与える影響を調べたところ、教育実習の
経験が保育者効力感を高めたことを報告してい
る9）。同時に、実習園が自分の期待に沿うところ
であり、たのしく実習できたという「実習園との
合致感」が保育者効力感の高まりに関係していた
ことを明らかにしている。また、浜崎らの研究で
は、実習前の保育者効力感が実習中の保育スキル
や実習態度に影響を与え、保育スキルに関しては、
実習後の保育者効力感にも影響を与えている12）。
これらの報告は、実習が保育者効力感へと与える
影響が非常に大きいことを意味するとともに、保
育者効力感の高まりは保育スキルを含めた保育能
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力の向上につながることを示唆している。
実習はもちろん、現場でも保育の質と密接に関

わる保育スキルであるが、中でも「身体表現」に
関わる保育スキルは非常に重要とされている。身
体表現活動は、子どもの身体支配能力、創造性、
社会性の向上などに影響を与えることから13）、子
どもの発育、発達に有効な保育活動として多くの
保育現場で取り入れられている。しかしながら、
その指導や援助に関しては、言葉がけ、表現の解
釈力、子どもへの志向性など、細やかで確かな視
点、能力が要求される14）～17）。そしてなにより、
保育者自身が感情を豊かに表現できることが必須
となる18）。また、保育現場では思いがけない出来
事に対して即興的に対応することが求められるが、
新山・高橋は、この即興性こそが保育者の資質と
身体表現に共通して必要とされる能力であると述
べている19）。これらのことは、身体表現に関する
保育スキルが子どもの発育、発達にとって重要な
だけではなく、保育者の資質や能力にも影響を与
えることを示唆している。
そこで本研究では、身体表現の保育スキルに必

須となる「保育者自身の表現力」に焦点をあて、
身体表現活動における内的感情や気分の変化が保
育者効力感に与える影響について検討することと
した。

2．方 法
2．1 調査対象及び調査方法
幼児教育学科に所属する女子学生62名（年齢

19．0±0．4歳）を対象とした質問紙調査を実施し
た。調査は2017年4月から7月まで行われた身体
表現の授業（選択科目）全15回のうち、第1回目
と第9回目の授業終了後に実施した。第9回目に
調査を実施した理由としては、第9回目と第10回
目の授業の間に教育実習（10日間）が行われるた
め、教育実習を経験することによる保育者効力感
への影響を考慮したためである9）。被験者には研
究の主旨を口頭で説明した後、了承が得られた被
験者にのみ調査を実施した。授業内容については
表1に示す。

2．2 調査内容
2．2．1 保育者効力感尺度
三木・櫻井によって開発された10項目の尺度を
原版のまま使用し、「大変そう思う」「そう思う」
「どちらでもない」「そう思わない」「全くそう思
わない」の5件法で回答を求めた。

2．2．2 感情昇華尺度
身体表現の授業を受けたことによる内的感情や
気分の変化をとらえるため、原田によって開発さ
れた感情昇華尺度を用いた20）。感情昇華尺度とは
“自己の内側に生じた様々な感情を、自己の外に
創造的な形として出す（表現する）こと”と定義
されている「内的感情の昇華」を捉えるための尺
度であり、26項目から構成されている。本研究で
は、保育者効力感尺度と同様に原版のまま5件法
で回答を求めた。

2．2．3 統計処理
保育者効力感尺度の分析については、既存の尺
度を原版のまま用いており、一般的効力感尺度21）

や Locus of Control 尺度22）などと妥当性の検討が
行われてきているため9）23）、因子構造の確認と信
頼性の検討を行った。感情昇華尺度に関しては、
信頼性、妥当性の検討に関する記述を確認するこ
とができなかったため、探索的因子分析及び信頼

表1．第1回から第9回までの授業計画
授業計画

第1回 オリエンテーション（ステップレッスン、
リズム遊び）

第2回 イメージ表現①（ステップレッスン、イ
メージ競争、ジェスチャーゲーム）

第3回 イメージ表現②（ステップレッスン、ス
ポーツ表現、イメージカルタ）

第4回 模倣表現①（紙飛行機作り、動きの模倣
（紙飛行機））

第5回 模倣表現②（ハイタッチゲーム、ミラー
ゲームなど）

第6回 創造的表現①（サインゲーム、地図遊び
など）

第7回 創造的表現②（昆虫太極拳、たまご遊び
など）

第8回 リズム遊び（氷鬼、縄跳び遊びなど）
第9回 なりきり遊び（野菜、もち、動物など）
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性の検討を行った。第1回目と第9回目における
各尺度の平均値の比較には対応のある t 検定を
行った。また、保育者効力感に影響を与える要因
を抽出するために保育者効力感を従属変数、感情
昇華尺度の構成因子を説明変数とした重回帰分析
を行った。統計解析には、SPSS Statistics19．0を
使用した。

3．結 果
3．1 質問項目の分析
3．1．1 保育者効力感尺度
保育者効力感尺度15項目について因子分析（最

尤法・プロマックス回転）を行ったところ、1因
子が抽出された。初期の固有値は1．0以上であり、
因子負荷量も全ての項目で．40以上を示していた
ため、先行研究と同様の因子構造が確認された。
次に、信頼性を検討するため、第1回目と第9回
目におけるそれぞれの内的整合性（α係数）を算
出した。その結果、第1回目が．91、第9回目が．92
というともに高い水準の値が算出され、十分な信
頼性があることが示された。

3．1．2 感情昇華尺度
感情昇華尺度26項目に対して因子分析（最尤
法・プロマックス回転）を行ったところ、5因子
が抽出された。なお、初期の固有値が1．0以上で
あること、因子負荷量が．40以上であることを因
子抽出の条件とした。分析の結果を表2に示す。
第1因子では、「身体を動かすことが楽しいと
感じた」「動きを工夫する楽しさを感じた」といっ
た動きそのものの楽しさに関する項目と、「相手
の動きを感じ取ろうとした」「他者の表現の中に
生き生きとした躍動感を感じた」といった他者と
の関わりに関する項目が高い負荷量を示していた
ため、「動く楽しさと他者との関わり」と命名し
た。第2因子は、「踊り終わった後は爽快感を感
じた」「他のグループにはないものを創ろうと努
力した」といった感情や動きの昇華に関わる項目
であったため「感情や動きの昇華」と命名した。
第3因子は「身体を充分に動かすことができた」
「自分を思い切り出すことができた」といった充
足感に関する項目であったため、「感情の充足」
と命名した。第4因子は「皆が見ている前で動く
のは緊張した」「身体を動かすことにぎこちなさ

表2．感情昇華尺度に関する因子分析結果
1 2 3 4 5 h2

動く楽しさと
他者との関わり
（α＝．88）

身体を動かすことが楽しいと感じた 0．886 0．123 ‐0．039 0．043 ‐0．119 0．804
動きを工夫する楽しさを感じた 0．811 ‐0．014 0．062 ‐0．112 0．085 0．754
このクラスでは自分の自由な表現を受け容れてもらえる 0．794 ‐0．089 0．121 0．003 ‐0．124 0．571
自分の身体や動きを通して人に何かを伝えることができた 0．777 0．062 0．045 0．115 ‐0．099 0．681
相手の動きを感じ取ろうとした 0．770 0．092 ‐0．070 ‐0．084 0．001 0．604
自分（達）らしさを表現する楽しさを感じた 0．664 0．286 ‐0．258 0．216 0．188 0．879
自然と笑顔になっていた 0．664 0．013 0．318 ‐0．078 0．012 0．742
他者の表現の中に生き生きとした躍動感を感じた 0．662 ‐0．185 0．157 ‐0．176 0．280 0．714
他者の動きの中に「その人らしさ」を感じた 0．612 ‐0．212 0．013 ‐0．159 0．433 0．728
このクラスでは自由に自分を出すことが保障されている 0．576 ‐0．037 0．104 ‐0．088 0．160 0．490

感情や動きの昇華
（α＝．88）

自分の内にたまったものを外に出す（浄化する）ことができた ‐0．209 0．955 0．144 ‐0．202 0．070 0．694
踊り終わったあとは爽快感を感じた 0．065 0．925 0．139 ‐0．241 ‐0．076 0．824
他のグループにはないものを創ろうと努力した ‐0．210 0．674 0．068 0．030 0．396 0．580
動きで表現することは気持ちよかった 0．377 0．627 0．002 0．017 ‐0．159 0．730
恥ずかしがらずに気持ち良くできた 0．209 0．423 ‐0．018 0．421 0．042 0．716

感情の充足
（α＝．83）

身体を充分に動かすことができた 0．301 ‐0．073 0．713 0．212 ‐0．013 0．890
自分の気持ち（考え）を充分に動きで表現できた ‐0．070 0．210 0．703 0．140 0．086 0．728
自分を思い切り出すことができた ‐0．083 0．192 0．613 0．220 0．031 0．611
一緒に動くことで、知らなかった人にも親近感が持てた 0．370 ‐0．005 0．498 ‐0．138 ‐0．045 0．495
日頃のストレスを発散できた 0．188 0．244 0．462 ‐0．028 ‐0．123 0．461

緊張
（α＝．65）

身体を大きく動かすのは恥ずかしかった ‐0．029 ‐0．095 ‐0．036 0．714 ‐0．028 0．438
皆が見ている前で動くのは緊張した ‐0．142 ‐0．043 0．137 0．678 ‐0．003 0．472
身体を動かすことにぎこちなさを感じた ‐0．109 ‐0．305 0．294 0．577 ‐0．010 0．367

自他の心身への有効性
（α＝．82）

他者の動きの中に、その人の「喜び」を感じた 0．085 0．110 ‐0．013 ‐0．044 0．880 0．909
身体で表現することは、リフレッシュするのに有効な方法だと感じた 0．386 0．035 ‐0．041 0．187 0．517 0．698

注）最尤法、プロマックス回転による。因子負荷0．40以上の項目を採用した。
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を感じた」という身体や感情の緊張に関する項目
であったため「緊張」と命名した。第5因子は「他
者の動きの中に、その人の「喜び」を感じた」「身
体で表現することは、リフレッシュするのに有効
な方法だと感じた」という自分や他者の心身への
有効性に関する項目であると考えられたため、「自
他の心身への有効性」と命名した。なお、原田が
開発し、分類した尺度カテゴリーとは異なる因子
構造となったが、本研究では抽出された5つの因
子をもとに分析を行った。
次に、抽出された5つの因子の信頼性を検討す

るため、第1回目と第9回目におけるそれぞれの

内的整合性（α係数）を算出した。その結果．65
から．89までの値が算出され、第1回目の緊張因
子がやや低い値となったものの、全体的には満足
できる水準であった。各尺度における信頼性の検
討結果を基本統計量とともに表3に示す。

3．1．3 保育者効力感尺度と感情昇華尺度の相
関関係
各尺度間の相関行列を表4に示す。保育者効力
感尺度と感情昇華尺度を構成する各尺度との相関
関係について、第1回目、第9回目のどちらの調
査においても、緊張を除く各尺度との間に中程度

表3．基本統計量及び内的整合性
平均値 標準偏差 歪度 尖度 α係数

�
�
�
�
�
�
�
�
�

1回目

1．保育者効力感（1回目） 3．24 0．52 0．15 0．08 ．91
2．動く楽しさと他者との関わり 4．37 0．44 0．00 ‐1．29 ．88
3．感情や動きの昇華 3．89 0．71 ‐0．22 ‐0．81 ．88
4．感情の充足 3．79 0．61 ‐0．22 ‐0．30 ．83
5．緊張 2．98 0．85 ‐0．21 ‐0．33 ．65
6．自他の心身への有効性 4．30 0．61 ‐0．14 ‐1．20 ．82

�
�
�
�
�
�
�
�
�

9回目

7．保育者効力感（9回目） 3．15 0．48 0．77 1．09 ．92
8．動く楽しさと他者との関わり 4．16 0．43 0．18 0．23 ．87
9．感情や動きの昇華 3．69 0．61 0．38 ‐0．01 ．85
10．感情の充足 3．77 0．56 0．01 ‐0．08 ．77
11．緊張 2．93 0．88 ‐0．19 ‐0．32 ．77
12．自他の心身への有効性 4．03 0．58 ‐0．07 ‐0．32 ．76

表4．相関行列

保育者効力感 動く楽しさと
他者との関わり

感情や動きの
昇華 感情の充足 緊張 自他の心身への

有効性
1回目
保育者効力感 －
動く楽しさと他者との関わり ．52＊＊ －
感情や動きの昇華 ．55＊＊ ．59＊＊ －
感情の充足 ．51＊＊ ．49＊＊ ．57＊＊ －
緊張 ‐．35＊＊ ‐．21 ‐．29＊ ‐．46＊＊ －
自他の心身への有効性 ．33＊＊ ．62＊＊ ．42＊＊ ．28＊ ‐．12 －
9回目
保育者効力感 －
動く楽しさと他者との関わり ．38＊＊ －
感情や動きの昇華 ．52＊＊ ．63＊＊ －
感情の充足 ．52＊＊ ．62＊＊ ．73＊＊ －
緊張 ‐．32＊＊ ‐．30＊ ‐．62＊＊ ‐．42＊＊ －
自他の心身への有効性 ．26＊ ．69＊＊ ．63＊＊ ．42＊＊ ‐．22 －

＊＊p＜．01 ＊p＜．05
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から弱い正の相関が示された。また、保育者効力
感尺度と緊張尺度との間には、弱い負の相関が示
された。

3．1．4 平均値の比較
各尺度の第1回目と第9回目の平均値を比較す

るため、対応のある t 検定を行った（表5）。そ
の結果、動く楽しさと他者との関わり、感情や動
きの昇華及び自他の心身への有効性因子には5％
水準で有意差が認められたものの、保育者効力感
を含めた他の因子においては有意差が認められな
かった。

3．2 保育者効力感に影響を与える要因の検討
感情昇華尺度を構成する因子が保育者効力感に

与える影響について検討するため、保育者効力感
得点を従属変数、感情昇華尺度を構成する5つの
因子を独立変数としたステップワイズ法による重
回帰分析を第1回目、第9回目においてそれぞれ
行った。その結果、第1回目においては感情や動
きの昇華及び感情の充足からの影響が示され、第
9回目においては感情や動きの昇華からの影響が
示された（表6）。
また、第9回目から第1回目の保育者効力感得
点を引いた値（変化量）を従属変数、第1回目に
測定した感情昇華尺度を構成する5つの因子を独
立変数としたステップワイズ法による重回帰分析
を行った。その結果、動く楽しさと他者との関わ
りからの影響が示された（表7）。

表5．各尺度の平均値の比較
1回目 9回目

t 検定
M SD M SD

保育者効力感 3．24 0．52 3．15 0．48
動く楽しさと他者との関わり 4．37 0．44 4．16 0．41 ＊

感情や動きの昇華 3．88 0．71 3．69 0．61 ＊

感情の充足 3．81 0．60 3．79 0．55
緊張 2．98 0．85 2．93 0．88
自他の心身への有効性 4．30 0．61 4．03 0．58 ＊

＊p＜．05

表6．保育者効力感を従属変数とする重回帰分析
1回目 9回目

独立変数 β r 独立変数 β r
感情や動きの昇華 ．38 ＊＊ ．55 ＊＊ 感情や動きの昇華 ．52 ＊＊ ．52 ＊＊

感情の充足 ．30 ＊ ．51 ＊＊

R2 ．36 ＊ R2 ．27 ＊＊

Adj.R2 ．34 ＊ Adj.R2 ．26 ＊＊

β：標準偏回帰係数 r：相関係数
＊＊p＜．01 ＊p＜．05

β：標準偏回帰係数 r：相関係数
＊＊p＜．01 ＊p＜．05

表7．保育者効力感の変化量を従属変数とする重回帰分析
独立変数 β r
動く楽しさと他者との関わり ‐．33 ＊＊ ‐．33 ＊＊

R2 ．11 ＊＊

Adj.R2 ．09 ＊＊

β：標準偏回帰係数 r：相関係数
＊＊p＜．01 ＊p＜．05
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4．考 察
本研究は、身体表現活動による内的感情や気分

の変化が保育者効力感に与える影響について検討
するものであった。
各尺度間の相関関係について、保育者効力感尺

度と感情昇華尺度を構成する各尺度との間に中程
度から弱い正の相関がみられたことから、身体表
現活動による感情の昇華や充実は保育者効力感の
向上につながると解釈することができる。また、
身体表現活動を妨げる要因として最も多く挙げら
れるのが「恥ずかしさ」であるが24）、本研究にお
いては、恥ずかしさに関わる緊張尺度と保育者効
力感尺度との間に弱い負の相関関係がみられた。
このことは、身体表現活動に取り組む過程で、恥
ずかしさや緊張といった感情を軽減させることが、
保育者効力感の増大につながることを示しており、
今野が行った保育者効力感と実習不安感に関する
結果に類似する結果となった25）。以上のことから、
身体表現活動により感情が昇華したり緊張、羞恥
心が軽減されたりすることによって保育者効力感
が高まる可能性が示唆された。
次に、重回帰分析の結果について、保育者効力

感には主に感情の昇華及び感情の充足が影響する
ことが示された。これは、保育者効力感が自己効
力感理論の考えに従って開発されていることに起
因していると考えられる。つまり、自己の思考や
感情を身体的に表現できたことが自己効力感の向
上につながり、その結果、保育者効力感の向上に
もつながっているのだと考えられる。このことか
ら、他者との関わりを含みながらも、自己の内的
感情を身体的に表現できるということが、爽快感
や充実感の獲得につながり、保育者効力感の向上
にもつながっていくことが示唆された。
また、保育者効力感の変化量に関する重回帰分

析については、動く楽しさと他者との関わりから
負の影響を受けることが示された。この結果の解
釈としては、「夢見る保育者効力感」が影響して
いるのではないかと考えられた。中村は短期大学
生を対象として、入学から2年次の10月までの保
育者効力感の推移を調査したところ、入学当初の
保育者効力感得点が最も高く、2年次の4月が最

も低かったことを報告している26）。これは「夢見
る保育者効力感」とよばれ、保育者に対する強い
期待感が保育者効力感へと影響を及ぼすことであ
り、保育の現実に直面したり、保育技術を身につ
けたりすることで、現実的な保育者効力感へと修
正されていくと考えられている。また、今野の研
究においても、直接的な影響はみられなかったも
のの、保育者効力感と事前理解との間に負の相関
関係がみられている25）。本研究においても、第1
回目の結果よりも第9回目の結果のほうが全体的
に平均値が低くなっており、中・長期的な視点で
保育者効力感を捉えた場合、身体表現力といった
保育スキルに関わらず、実習に対する意識や感情
の変化が強く影響することが示唆された。

5．ま と め
本研究の目的は、身体表現活動による内的感情
や気分の変化が保育者効力感に与える影響につい
て検討するものであった。検討の結果、以下のこ
とが示された。
1）身体表現活動による感情の昇華や充実は、保
育者効力感の向上に影響を与えることが示唆
された。

2）授業前後等の短期的な影響については、感情
や動きの昇華、感情の充足が図られることに
よって、保育者効力感が高まる可能性が示唆
された。

3）中・長期的な影響については、実習や保育者
に対する期待感が保育者効力感に与える影響
が大きく、身体表現の授業等で保育者効力感
が向上したとしても、それは一時的な影響で
あることが考えられた。
今回の研究では、身体表現力の向上が保育者と
しての資質の向上につながる可能性が示されたが、
授業内容、授業時期等が調査に影響していること
が考えられた。今後、身体表現活動の有用性を示
すためにも、授業内容及び調査の実施時期につい
て検討を重ねる必要がある。
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