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要 旨
今年度はCOVID‐19の流行により、密を避けながらの演習を行い、例年と違った講義・

演習となった。そのような状況の中で、演習科目の理解度を確認し、実習での課題を明確
にするためにアンケート調査を実施した。その結果、学内での演習科目の理解度は良かっ
たが、実習では授乳・食事、着脱、排泄などに難しさを感じていたことが明確になった。
その理由としては発達段階の見極めなど情報収集に時間がかかり、適切な養護技術の提供
が困難であったと考えられる。現在は、実習前には乳幼児と触れ合う機会や実際に動く子
どもたちに養護技術の提供はできていない。今後は、実習前に学生が乳幼児と関わること
ができる機会を提示する。または模擬保育などの機会を設けることにより、乳児との接し
方や関わり方を学ぶことの検討が必要であると考える。
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1．はじめに
保育所保育指針では、「健康や安全等に関わる

基本的な生活習慣や態度を身に付けることは、子
どもが自分の生活を律し、主体的に生きる基礎と
なる。食事・排泄せつ・睡眠・衣類の着脱・身の
回りを清潔にすることなどの生活習慣の習得につ
いては、急がせることなく、一人一人の子どもの
様子をよく見て、その子どもにとって適切な時期
に適切な援助をしていくことが求められる。保育
士等は見通しをもって、子どもに分かりやすく手
順や方法を示すなど、一人一人の子どもが達成感
を味わうことができるよう援助を行う。子どもが、
自信や満足感をもち、更に自分でしてみようとす
る意欲を高めていくことが重要である。」1）とあ
るように、本学では養護技術の演習科目として「子
どもの保健演習」がある。発達段階を考慮しなが
ら、安全に配慮して個々に合ったおむつ交換、授
乳、着脱、食事等の援助等を学ぶ科目である。シ

ラバスでは座学とデモンストレーションを1コマ、
その後学生の演習と実技試験を1コマというよう
な組み合わせで計画を立てている。しかし、今年
度はCOVID‐19の流行により、第1回および第
2回は遠隔授業となった。課題を課しながら進め、
学生の演習は第3回から行うこととした。例年グ
ループで話し合いを行いながら演習を実施してい
るが、今年度は学生同士が極力密にならないよう
配慮した。昨年度までは一斉実習だったものが、
実習は延期となり、時期をずらして実習に行くよ
うな状況となった。そのため、学生全員がすべて
の演習を終えてから実習を迎えることとなった。
保育所等の0歳から2歳児の保育は、生活上の養
護が大きな部分を占めている。目覚しい発育発達
が見られる時期で、食事（栄養）・排泄・睡眠・
衣類の着脱・身の回りを清潔にする等、基本的な
生活の世話を保育者が丁寧に行い、やがて自立に
向けて育てていく時期であり、実際に乳幼児と接
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表1 年代別学生数
年齢 10代 20代 30代 40代 合計
人数 39 44 0 1 84

表2
内容 人数（複数回答）

デモンストレーション 55
質問がしやすかった 31
説明がわかりやすかった 28
グループ演習が良かった 6
プリントがわかりやすかった 4
振り返りシートが良かった 1
最新の情報を得ることができた 1

した経験が無いまたは少ない学生にとっては、実
習による体験学習の場がますます重要になってく
る。基礎理論を学んで実習に臨み、実習で学んだ
ことが基礎的な理論学習を確実にするというよう
に、理論と実践が一体となった形で養護技術の提
供がなされることが望ましい。
保育学生の実習等に関する先行研究として、林

ら（2010）2）は、実習後の学生にエピソード記述
を記入させ、着脱についての対応では発達段階を
ふまえた上でどの程度自身でできるかの判断が重
要であることや子どもの思いをくみ取る必要性に
ついて述べている。さらに、小屋（2010）の調査3）

では、保育学生の学外実習では、食事補助やおむ
つ交換が難易度の高い養護技術項目であり、動き
のある乳幼児への対応の難しさを挙げている。加
えて池内（2017）も「実際に乳児と実習でかかわっ
て大変だったことが、オムツ替えやトイレ補助、
着替え、寝かしつけ等の保健の領域での内容が多
かった。」4）と述べており、学外実習に関わる保
育学生の課題等を調査研究している研究者は多く
みられる。そこで、コロナ禍の「子どもの保健演
習」で本学の学生がどの程度理解できたか、また
実習を終えてからの課題等を明確にし、今後の講
義・演習の教授の向上を図りたいと考えた。

2．調査目的
例年とは違い、密を避けながら実施した「子ど

もの保健演習」での理解度を確認し、さらに学生
自身が保育園実習で行った養護技術の課題を明確
にするために保育園実習後にアンケート調査を実
施した。

3．調査方法
1）アンケート調査対象
保育園実習終了後の2年生 84名
実際の2年生は101名であるが、今年度は一斉
実習ができなかったため84名の実施となっている。
17名が実習中、および保育者資格未取得の予定で
アンケート調査に参加できていない。

2）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。

3）調査期間
2020年11月2日～2020年11月30日

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
分析を行った。

5）倫理的配慮
アンケート結果は研究論文の資料とし、成績に
は一切影響しない事を伝え、同意の得られた学生
にのみ協力を得て、質問紙は無記名とした。

4．結 果
1）「子どもの保健演習」での養護技術の理解度
は、理解できた54名（64％）、まあまあ理解で
きた30名（36％）。あまり理解できなかった、
理解できなかったは0名であった。

理解しやすいと感じた内容に関しては表2の通
りであり、デモンストレーションや質問がしやす
い環境であったが多数を占めていた。
グループ演習は例年と比較すると時間的には短
かったが、6名の学生は良かったと回答していた。
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表3
項目 人数

沐浴 50
救急処置・救急蘇生法 19
背負い方 14
衣服の着脱 5
授乳・食事 3
薬の与え方 1

表4
項目（複数回答） 人数

衣服の着脱 74
授乳・食事 72
寝かせ方 69
抱き方 62
排泄 60
バイタルサイン測定（体温） 39
歯磨きの援助 22
身体測定 9
背負い方 8
沐浴 7
温罨法・冷罨法 1

表5
項目 人数

授乳・食事 34
衣服の着脱 20
排泄 14
寝かせ方 10
バイタルサイン測定 4
沐浴 4
抱き方 2
背負い方 1
歯磨きの援助 1
身体測定 1

図1 意識の変化

2）学内で難しさを感じた養護技術

表3は学内での演習で難しさを感じた項目を回
答してもらった。50名が挙げた沐浴は、手順が多
く、安全を考えて行うのが難しかった。次に19名
が挙げた救急処置・救急蘇生法は、新生児人形を
使用して手順通りにはできたが、実際行うことに
なった場合、不安を感じるということだった。ま
た14名は背負い方を挙げ、おんぶひもを初めて使
用したので、安全に背負えるか不安に思った。さ
らに5名が挙げた乳児の着脱は、関節可動域を考
えながら行うのが難しかった。3名が挙げた授
乳・食事は、調乳の際の温度調整の難しさを感じ
ていた。

3）実習で経験した養護技術

表4は、実習で経験した養護技術について回答
してもらった。学内で演習したようにできた24名、
まぁまぁできた55名、あまりできなかった4名、
できなかった1名であった。あまりできなかった
4名のうち3名は、動く乳児のおむつ交換が難し
かった。また、残りの1名は手順を忘れた。でき

なかった1名はコロナ禍で感染防止の観点から、
乳児への援助が全く実施できず見学のみの実習で
あったと回答した。

4）実習で難しさを感じた養護技術

表5は実習中に難しかった養護技術について回
答してもらった。
授乳・食事においては、調乳時の適温の難しさ
や食事介助では個々のペースや量の見極めが難し
かった。また、着脱は、どの程度自力で可能か把
握するのに時間がかかり、排泄はトイレトレーニ
ング中の個々への対応に難しさを感じた。さらに
寝かせ方は、抱っこや背負って寝た子どもをベッ
ドに寝せる際に非常に気を配り、バイタルサイン
測定（体温）は動きのある子どもに対して、体温
計を正確に挿入して測定することが難しかった。
沐浴は実際の子どもへの対応は初めてだったので、
安全に気を付けながら、スピード感をもって清潔
にするのに苦慮したと回答があった。

5）保育士としての意識の変化
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表6
項目（複数回答） 人数

より子どもと関わりたい 5
保育に対する意識の向上 5
発達段階を考えた保育が必要 3
命の大切さと責任感を感じた 3
保育環境を整える大切さを感じた 2
アレルギー対応の大切さを感じた 1
体調チェックの必要性 1
感染症の知識の必要性 1
保護者対応の大切さ 1

表7
項目（複数回答） 人数

ケガの応急処置 46
病気に対する知識（感染症含む） 34
けいれん発作時の対応 5
AEDの使用法 5
アレルギー児への対応 5
薬の飲ませ方 2
窒息の対応 1
健康教育・衛生指導 1

図1は「子どもの保健演習」や実習を通して学
生が保育士としての意識の変化があったかどうか
を回答してもらった。子どもに対する意識の変化
があった20名（24％）、まぁまぁあった14名（17％）、
あまりなかった43名（51％）、なかった2名（2％）、
無回答5名（6％）であった。あまりなかったと
回答した学生は、入学以前から、または保育の勉
強を始めてから子どもの職業に就きたいという意
思を持っていた。そこで、意識の変化があった、
およびまぁまぁあったと回答した学生34名の具体
的変化は表6の通りである。

6）意識の変化の内訳

表5で意識の変化があった、まぁまぁあったと
回答した34名に、どのような変化があったのか回
答してもらった。子どもともっと関わりたい、保
育に対しての意識の向上や発達段階を考えた保育
の必要性、命の大切さや責任感などを挙げていた。

7）実習後必要性を感じた知識

保育士の業務では、ケガの処置や病気に関する
知識について約半数が必要な知識であると回答し

た。ケガの応急処置や病気に対する知識は約半数、
その他については表7の通りである。

8）学生の感想と要望
ほとんどの学生は、「子どもの保健演習」の授
業や演習が、実習に役立ったと回答していた。し
かし、15コマの授業の中で、講義・デモンストレー
ション、学生の演習・実技試験が行われるため、
もう少し授業の時間が欲しい（15コマ以上）、本
物の赤ちゃんで着脱やおむつ交換をしたい。また、
実習中はシャワー浴があるため、その演習もした
かったなどの回答があった。

5．考 察
養護技術の科目である「子どもの保健演習」の
理解度は、非常に良かったと思われる。授業では
1コマで習得する項目の目標確認と手順の説明を
先に行い、その後デモンストレーションを実施し
て学生の演習を行った。舟島は「質の高い授業を
提供する為には、学習目的・目標、学習者の状況、
教材の種類、教授者自身の力量などを考慮したう
えで授業形態を選択し、具体的条件に応じて“そ
の場”に最適な授業を展開する必要がある」5）と
述べている。学生が演習を実施する前には手順や
ポイントを押さえデモンストレーションを行い、
さらに個々の理解度を把握するために、各ベッド
を巡回して質問を受けながら、再度デモンスト
レーションを行った。舟島は、「演習の長所は、
講義では修得不可能な教育目標の達成、特に思考
力、技術や実技の修得に有効である。」6）とも言っ
ており、各ベッドの巡回およびデモンストレー
ションは、手順の再確認や注意事項を抑える上で
有効であったと考えられる。演習終了後には、振
り返りシートを作成して、さらに手順の確認をし
てもらったが、これについては学生の評価は低
かった。しかし、実技試験や筆記試験のみでは演
習項目の達成度を評価することは難しく、学生の
学習成果を把握する上では振り返りシートでの手
順と注意事項の確認は行っていくべきと考える。
実際の演習項目では、沐浴や救急蘇生などに難
しさを感じていたようであるが、これは手順が非
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常に多く、安全等を考慮して判断・実施するのが
大変だったということであった。救急蘇生の項目
においては、窒息時の対応、心肺蘇生法、AED
の使用法、救急車要請など数多くを学んでいく。
子どもの異常を発見して、正しい判断ができるか、
また、手順に間違いがないかなど不安を持ってい
る学生は多い。高野（2002）は、「委託医や看護
師による医療や専門的な保健的対応の実践はいう
までもないが、保育現場では子どもと接する機会
は保育士のほうが多く、発病時や傷害発生時の専
門的対応や保育継続の可否に関する判断は保育士
に委ねられることが多い。」7）と述べている。保
育士が子どもの健康や命を守るために、異常の早
期発見や救急蘇生についての知識と技術は必要な
ものであり、保育士養成施設での教育的ニーズは
高いと考えられる。
その他の演習項目についても、人形を使用して

演習を実施していたため、実際の子どもたちへの
実施に不安を感じている学生が比較的多く見られ
た。そのような中で保育園実習が開始となったが、
学内で学んだ着脱、授乳・食事、抱き方、寝かせ
方などは、ほとんどの学生が経験をしていた。ま
た、バイタルサイン測定（体温）、は約50％、歯
磨きの援助は約25％、身体測定、背負い方、沐浴
については約10％の経験者がいた。
実習先では、短い実習期間に様々な体験をさせ

ていただき、実習に出て初めて学内の学びと実際
がどのように結びつくのか実感できたものと思わ
れる。ただCOVID‐19の流行により、残念なが
ら見学実習となり、全く乳児と触れ合うことがで
きなかった学生もいた。これは、来年度以降の課
題となる可能性もあると考えられる。
保育所保育指針の養護に関するねらいおよび内

容では、生命の保持のねらいとして、「①一人一
人の子どもが、快適に生活できるようにする。②
一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるよう
にする。③一人一人の子どもの生理的欲求が、十
分に満たされるようにする。④一人一人の子ども
の健康増進が、積極的に図られるようにする。」8）

とある。子どもの生命を守り、子どもが快適に、
そして健康で安全に過ごすことができ、子どもの

生理的欲求が十分に満たされるようにしなくては
いけない。それは、日常の保育の中での保育士等
の具体的な援助や関わりにより実現されるもので
ある。そのため、多くの演習項目を実際に体験で
き、就職等今後につながる実習ができたのではな
いだろうか。しかし、発達段階を考慮し、安全安
心な養護技術を提供できたかというとそこまでの
達成度ではないと考える。これは、実習期間が20
日と短く、発達段階を見極めるのに時間がかかり、
各園児に対する適切な対応を行うことが困難で
あったと思われる。そこで、実習中に難しいと感
じた演習項目を調査したところ、先行研究と同じ
く、授乳・食事が多く、調乳時の適温の難しさや
食事介助での個々のペースや量の見極めに困難さ
を感じているようであった。調乳は現場で調乳用
温度計を使用しているところでは問題はなかった
ようであるが、温度計を使用しない場合に難しさ
を感じていた。人肌程度の温度調整は、経験を重
ねることで温度計がなくても準備は可能であるが、
経験が少ない学生にとっては困難を感じる項目に
なっていた。食事の介助では、子ども個々で1口
の量や食べるスピードが違うことから、早期に子
どもの把握を行うことが重要である。また、着脱
はどの程度自力で可能か把握するのに時間がかか
り、子どもの自立に向けての支援の難しさがくみ
取れる。林らは「着替えの場面では、着替えの技
術だけでは不十分である。」9）と述べており、短
い実習期間で子どもの発達段階を的確にとらえる
ことの難しさを挙げている。子どもに対して自分
でできるところは自分で行えるような言葉かけや
自分で着替えたいという意欲が持てるような関わ
りが必要であると考える。排泄についてはトイレ
トレーニング中の個々への対応に難しさを感じて
いた。トイレへの誘い方や子どものトイレに行き
たいタイミングの把握が重要になってくると考え
る。さらに寝かせ方については、抱っこや背負っ
て寝た子どもをベッドに寝せる際に非常に気を
配ったということであった。学内では、人形を使っ
た抱っこや背負い方を演習していたが、実際の子
どもへの対応では寝ている子どもを起こさないよ
うな配慮が必要なため、安全を考え睡眠を妨げな
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いように静かに寝かせる方法を身につけていく必
要がある。またバイタルサイン測定（体温）では
動きのある子どもに対して、体温計を正確に挿入
して測定することに難しさを感じていた。大人と
違い、子どもの体温はやや高めであるが、その際
ぐったりする子どももいれば、体温上昇前には普
段とあまり変化が見られない場合もある。測定は
抱っこや保育者の膝に座らせて体温計の挿入角度
を30度から45度で挿入し測定を実施する。発達段
階や子どもの状態に合わせて必要な言葉かけを
行っていきながら正しく測定することが求められ
る。沐浴では実際の子どもへの対応は初めてだっ
たために、安全に気を付けながら、スピード感を
もって清潔にすることへの難しさを感じていた。
沐浴の演習は手順が多く、学内演習の時間は少な
い。またシャワー浴に関しては、デモンストレー
ションは実施するものの、学生の演習時間の確保
が難しく、各人で復習をする形をとっている。し
かし、保育現場においては大便後にシャワー浴を
行うことも多く、今後は演習時間の確保が必要に
なると考える。また学内では人形や学生同士での
演習となるため、実際の乳幼児との関わりについ
ては情報収集に時間がかかり、どの程度の支援が
必要なのか難しさを感じていたものと思われる。
三好らは、保育者として重要なのは「保育に関す
る専門的知識・理解と技能・実践力の統合」10）と
述べており、そこから先は学んだ知識とともに学
生自らが乳児と関わって経験を積むことにより、
より乳児を理解して技能・実践力が身についてい
くものと考える。
「子どもの保健演習」や実習を終了して、子ど
もに対する意識の変化があった学生は、41％であ
り、「より子どもと関わりを持ちたくなった」「保
育に対する意識の向上があった」「発達段階を考
えた支援の必要性を感じた」「命の大切さと責任
感が必要であると感じた」などの回答があった。
健康や安全を考え保育を行う重要性を実感してく
れたものと思われる。また今まで以上に子どもの
仕事に就きたいという学生の意欲が感じ取れた。
また、あまり意識の変化がなかったと回答した学
生は51％であったが、入学前より保育についての

意識が高く学内での学びや実習終了後も、その意
識については変化がなかったということだった。
学ぶ意欲が高い学生が多かったことに驚きを感
じた。
また、実習終了後に保育職に必要な知識は「ケ
ガの処置」と回答した学生は約半数、「病気の知
識」と回答した学生は約30％ほどであった。実習
中に子どもに多く見られた結果ではないかと思わ
れる。貞岡らは「保育現場の中で、子どもの健康
を促すための援助は実践頻度が高いことから学生
の必要性も自ずと高く、さらに子供の突然の異常
症状と応急処置では、学生の知識や技術が未熟な
ために必要性が高い。」11）と述べているように、
学内で学んでいるが、ケガの処置や病気に対する
知識やその対応は未熟であると学生自身が実感し
ている。さらに、「けいれん発作時の対応」「AED
の使用法」、「アレルギー児への対応」「窒息時の
対応」という緊急時の対応の必要性を挙げている。
その点については、重要性や必要性を認識でき
たということを評価しなければならないと実感
した。

6．おわりに
今回の調査により、学内の講義・演習では理解
できていたと感じていたが、実習中に難しさを感
じた養護技術があったというのが現実である。ま
た、実習では適切な養護技術の提供ができなかっ
た学生もいた。実習中において、授乳・食事、着
脱、排泄などに特に難しさを感じていたことも明
確になった。その理由としては、学内では人形や
学生同士での演習となり、実際の乳児と触れ合え
ないのが1つの要因ではないだろうか。3歳未満
児の保育は、目覚しい発育・発達が見られる時期
で、生活上の養護が主となり基本的な生活の世話
を保育者が丁寧に行い、やがて自立に向けて支援
をしていく必要がある。それを行うためには、発
達段階や各園児の詳細の把握が大切である。実習
中の学生は発達段階の見極めなど情報収集に時間
がかかり、どこまで支援したらよいのか判断に迷
い、適切な養護技術の提供が困難であったと考え
られる。今後は、実習前に実際に乳児と関わるこ
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とができる機会を提示する。または模擬保育など
の機会を設けることにより、乳児との接し方や関
わり方を学ぶことの検討が必要であると考える。
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