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要　約

　この度「保育実習指導ミニマムスタンダード2017年版」が全国保育士養成協議会より報告された。本

研究では「保育実習指導ミニマムスタンダード2017年版」が報告されたことから、保育（施設）実習指

導のあり方について、シラバスを通して現状を把握し、今後の実習指導（施設）のあり方について検討す

ることを目的とする。今回の分析から実習指導Ⅰ（施設）において4点の現状が考えられた。中でも「支

援計画」、「家族支援」の部分ではほとんどの養成校において事前指導の中で具体的な記載がされていな

かった。また、事後指導に関しては授業回数にも差が見られた。今後ミニマムスタンダードの中である程

度の基準を設けた方が養成校による学びの深さに差が出ないと考えられる。今回挙がった実習指導におけ

る不足部分や養成校ごとの差について各養成校が検討し、対応させていくことが必要であると考えられる。
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１．はじめに

　この度「保育実習指導ミニマムスタンダード2017
年版」が全国保育士養成協議会より報告された。今
回のミニマムスタンダードではより質の高い保育士
の養成を目指すために改定が行われた。今回報告さ
れたミニマムスタンダードはさらに議論を重ね、引
き続き検討が行われていく。
　今回の改定によって新たなミニマムスタンダード
として重点を置き、記載されていることは「養成校
と実習施設の連携・協働と直接的・間接的に結びつ
いていること」である。保育士養成を通して養成校

と現場とが同じ視点や意識を持って指導にあたって
いくことが重要となる。
　そこで本研究では「保育実習指導ミニマムスタン
ダード2017年版」が報告されたことから、保育（施設）
実習指導のあり方について、シラバスを通して現状
を把握し、今後の実習指導（施設）のあり方につい
て検討することを目的とする。

２．保育実習指導のミニマムスタンダード

　保育実習指導のミニマムスタンダードが策定され
た背景には、2003年12月９日付で厚生労働省雇用
均等・児童家庭局長名により「指定保育士養成施設
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の指定及び運営の基準について」の通知が出された
ことにある。この通知によって「保育士養成施設の
指定及び運営の基準」が示された。この基準には「教
科目の教授内容」が示されており、それぞれの科目
に関して目標やねらい等が示されている。しかし、
示されている内容は項目のみが記載されている簡潔
なものであり、養成校の教員が授業や指導の中で活
用していくには不十分な点も見られる。具体的な内
容や表記がないと養成校教員が基準として活用する
には難しい。また、保育士養成協議会報告書（2005）
では「全国の保育士養成施設及び実習指導が共有
する実習指導の標準的事項（ミニマムスタンダード）
を策定し、保育実習指導の一層の発展・充実に貢献
する」ことの必要性が述べられている。そこで検討し、
作成されたものが「保育実習指導のミニマムスタン
ダード」（2007）である。全国保育士養成協議会が
編集し、全国の保育士養成校教員が参考にし、実習
指導を行う際の共通理解を図るために作成され、今
日も活用されている。
　しかし、2007年から現在に至るまでに保育所保育
指針の改定や保育士養成校を取り巻く世の中の情勢
が大きく変化した。そのため、そのような状況に合っ
た形にするために、今回「保育実習指導のミニマム
スタンダード」（2007）を改訂し、新たなミニマムス
タンダードを作成することとなった。
　今回のミニマムスタンダード（2017）では下記の
３つのSTEPが示されている。

STEP１：国の保育実習指導基準を十分に踏まえ、
確実に実施する。

STEP ２：全国保育士養成協議会が設ける保育
実習指導基準を理解し、確実に実施す
る。

STEP ３：養成校における発展的・先駆的・モデ
ル的水準にある内容を理解し、参考と
し、質の維持向上を図る。

　STEP１は制度の現状と規定についてである。保
育実習の履修方法や実習施設の種別、教育課程に

おいて定められている保育実習の計画、実習施設の
選定の仕方、養成校教員による訪問指導について
解説されている。STEP ２は保養協としてのミニマ
ムスタンダードについてである。保育所等と施設で
の実習指導について、実習指導（事前・事後）、実
習（実習内容、留意事項、心構え、実習の計画と実
践）、訪問指導、実習評価について解説されている。
STEP３では、発展的・先駆的事例が提示されている。
さまざまな養成校において実践されている実習指導
の内容が例として提示されている。

３．先行研究

　保育士養成協議会専門委員会報告書（2017）「保
育実習指導科目のシラバスからみえる指導の実際と
課題」によれば、保育実習指導Ⅰのシラバスの中で
は、事前指導に関しては「教科目の教授内容」に併
せた内容が全般的に見られ、特に「実習の計画と記
録」の部分に併せた内容が多く見られる。
　保育士養成協議会専門委員会報告書（2015）で
は保育実習指導Ⅰで「実習の目的」、「実習の内容」、

「実習生としての心構え」に関しては多くの養成校が
指導に時間を取っているが、「子どもの人権と最善
の利益の考慮」、「プライバシーの保護と守秘義務」、

「実習における計画と実践」については十分に時間
を取っていると回答した養成校教員は40％を切って
いる。
　シラバス表記の仕方は各養成校において異なり、

「特に保育実習指導については、厚生労働省より「教
科目の教授内容」としてモデルシラバスが提示され、
その内容にある程度準じて授業が行われることが期
待されており、その点から、実習指導のシラバスは
同質化しているはずである。それにもかかわらず、
表現が多様であったということは、その背景に少な
からず、シラバスを作成するそれぞれの教員の実習
指導に対する姿勢の多様性、かつ、受講する学生の
ニーズの多様性があったのではないか」と保育士養
成協議会専門委員会報告書（2017）の中では推測さ
れている。このことから、シラバスから各養成校の
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実習指導の工夫や姿勢を見ることができる。
　また、保育士養成協議会報告書（2005）では、「保
育士養成課程にみる専門性の広域化、保育士養成
校の量的拡大、そこに入学してくる学生の生活体験
の変質・変容等、保育実習指導の前に立ちはだかる
問題の位相は多様かつ重層的である。このような状
況のもと、学生に対し、保育士の専門領域、技能等
を正確に伝達・伝承していくためには、養成校が従
来のスタンスのまま固有のディシプリンの中に閉じ
こもるのではなく、進んで実習指導の基礎的条件を
整備し、その標準的な事項を共有していくことが不
可欠である」と言われている。
　実習が保育士資格取得の中核となっている現在、
新たな状況に対応するためにもミニマムスタンダー
ドの改定が必要だと考えられる。

４．方法

　先行研究により保育実習指導Ⅰに関してのシラバ
ス内容から多く取り扱われている項目について把握
することができる。しかし、その中には保育所も含
まれており、施設実習に関する指導の中ではどのよ
うな内容が多く取り扱われているのかを把握するこ
とはできない。
　本研究では東京都内にある保育士養成校のうち４
年制大学のみのシラバスを集め、分析を行うことと
した。今回は保育士資格を取得する学生が全員単位
を取得すること、施設の実習指導の基盤となるべく
内容であることから、保育実習Ⅰの施設実習指導の
みを対象とした。
　2017年版のミニマムスタンダードにおいて、「社会
的養護を担う施設」「障害のある子どもを対象とした
施設」「障害のある成人を対象とした施設」「地域の
子育て支援の拠点となる施設（保育実習Ⅲのみ対象
の実習施設）」の種別による実習内容等が記載され
ている。本研究では、その実習内容に記載されてい
る「施設理解」「利用者理解」「職員理解」「専門知
識、技術」、さらに実習に際しての留意事項として

「利用者の人権の尊重」「プライバシーの保護と守秘

義務」「実習生としての心構え」「宿泊を伴う実習」、
実習の計画と記録として「実習における計画と実践」

「実習における記録および評価」支援計画と家族支
援の視点として「支援計画」「家族支援」、事後指導
における実習の総括と課題の明確化として「実習の
総括と自己評価」「課題の明確化」の内容の項目を
分析の項目とした。それらの項目が実習事前・事後
指導において授業に組み込まれているかどうか、シ
ラバスを用いて分析を行うこととした。
　先行研究でもあったように、それぞれのシラバス
において同じ内容と考えられる項目の表記の仕方が
異なることも予測される。そのため、今回の調査で
は同じワードを用いているものはもちろんであるが、
似たような表記についても同じカテゴリーの項目と
して抽出を行った（表１）。事後指導での表現に関し
ては、「実習の総括と自己評価」「課題の明確化」の
２点に関してのみであるため、事後指導の内容を示
すワードの項目をこちらで集計する。その後、内容
の整理をしていく。
　保育実習指導として保育所と施設の両方の区別が
なく記載されているものに関しては今回集計しない
こととし、施設の実習指導と明確に記載されている
内容の項目のみ抽出することとした。 

５．結果

　都内29大学の情報公開されているシラバスを閲
覧し、26大学の保育実習指導Ⅰ（施設）のシラバ
スを検討した。保育実習指導Ⅰのシラバスには保育
所と施設が両方記載されているもの、実習指導それ
ぞれが別の授業として組まれているものもあったが、
すべて施設の実習に関する指導の部分のみを抜粋
し、検討を行った。シラバスを閲覧し、保育実習指
導Ⅰ（施設）の事前・事後指導内容を確認すること
ができた大学は23大学あった。
　結果は表２の通りであった。多くの養成校で実習
指導の中に組み込まれていたのは、「施設理解」で
あった。「施設理解」に関しては、それぞれの種別
における施設の概要を学ぶ形で事前指導の中に数回
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に分けて組み込まれていることが多かった。その次
に多かった項目は、「実習における記録および評価」
であった。多くが「日誌の書き方」という項目で事
前指導の中に組み込まれていた。
　実習指導の中でシラバスの中に組み込まれている
件数が少なかったのは、「プライバシーの保護と守
秘義務」、「利用者の人権の尊重」である。その他に
も「支援計画」の項目は２校、「家族支援」の項目
に関して記載があったのは１校のみであった。

表2　保育実習事前指導Ⅰ（施設）シラバス内容
項目 件数

①「施設理解」 21
②「利用者理解」 ７
③「職員理解」 １
④「専門知識・技術」 ０
⑤「利用者の人権の尊重」 ３
⑥「プライバシーの保護と守秘義務」 ２
⑦「実習生としての心構え」 ７
⑧「宿泊を伴う実習」 ０
⑨「実習における計画と実践」 ４
⑩「実習における記録および評価」 19
⑪「支援計画」 ２
⑫「家族支援」 １

　今回項目の中に含めていなかったが、現場の職員

による講話「外部講師（ゲストスピーカー）を組み
込んでいる養成校が９校、「部分実習（部分実習指
導案、活動案）」の内容を組んでいる養成校が３校、
実習に行く前に施設への見学を取り入れている養成
校が３校、「職業倫理」についての授業を組んでい
る養成校が１校あった。
　事後指導においては、「実習の総括と自己評価」「課
題の明確化」に関して事後指導の中に組み込まれて
いる内容を抽出した。

表3　保育実習事後指導Ⅰ（施設）シラバス内容
項目 件数

①「実習発表（報告）会」 ４
②「個別面談」 ３
③「グループディスカッション」 ４
④「（個人）発表」 ２
⑤「実習報告（書）」 ３
⑥「振り返り」 10
⑦「自己評価」 ５
⑧「課題の明確化」 ６
⑨「評価伝達」 １
⑩「まとめ」 ３
⑪「実習事例から学ぶ」 １

　事後指導においては、保育実習指導Ⅰの中に事後
指導の内容が記載されている養成校と記載されてい

表１　保育実習指導（施設）におけるシラバス内容のカテゴリー
①「施設理解」 施設の概要、特徴と役割、１日の生活、施設研究、施設における支援、種別、

特性の確認、生活プログラムの理解、目的と内容、児童福祉施設に関する基
本的事項の確認、必要性と理解、施設においての理解

②「利用者理解」 子ども・利用者の状況（生活）、利用者の生活（状況）、入所児の状況を理解、
障害児（者）の理解

③「職員理解」 職員の職務
④「専門知識・技術」 ―
⑤「利用者の人権の尊重」 最善の利益を踏まえた支援、権利擁護
⑥「プライバシーの保護と守秘義務」 ―
⑦「実習生としての心構え」 実習に臨む姿勢、心得
⑧「宿泊を伴う実習」 ―
⑨「実習における計画と実践」 実習における計画
⑩「実習における記録および評価」 実習日誌（記録）の書き方、実習と記録、日誌の指導
⑪「支援計画」 支援計画の理解、支援計画の意義
⑫「家族支援」 ―
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ない養成校とがあった。また、事後指導の授業時間
数も各養成校によって違いが見られた。１コマの学
校もあれば、３コマの学校もあった。15コマの実習
指導の時間内に組み込んでいる養成校もあれば、15
コマ外の時間を取って行っている養成校もあった。
　事後指導の中でも「振り返り」というワードを用
いた項目が多く記載されていた。次いで実習を終え
て次の実習への「課題の明確化」、「自己評価」等
が見られた。各養成校がどのような事後指導を行っ
ているのかがわかる内容となっていた。実習発表会
や報告書作成、グループディスカッション等さまざ
まな内容で事後の指導を行っていることが明らかと
なった。

６．考察

　今回、シラバスを通して東京都内のみに限りでは
あるが、各養成校でどのように保育実習Ⅰ（施設）
の事前・事後指導を行っているのかについて見るこ
とができた。今回の分析から実習指導Ⅰ（施設）に
おいて４点の現状が考えられる。
①�施設実習の基礎についての学びは多くの養成校で
実施されている

　事前指導に関しては、初めての施設での実習とい
うことを鑑み、多くの養成校で「施設理解」に重点
を置いていると考えられる。今回の調査では、「施設
理解」と「利用者理解」、「職員理解」を別に項目を
立て抽出したが、実際の事前指導の中では「施設理
解」の内容の中で施設の概要を学び、利用者や職員
について理解をすることも含めていると考えられる。
その点を考慮すると、施設に関しての大まかな概要
を実習前に学内で復習し実習に送り出していると考
えられる。
　また、「実習における記録および評価」に関して
は、多くの養成校が「日誌の書き方」として授業を
組んでおり、実習指導の中で日誌に教員側も重点を
置いて指導していると考えられる。養成校によって
は複数回「日誌の書き方」について授業を組んでい
るところもあった。実習の中でも学生にとって「日

誌」は負担がかかる。そのような負担を減らすため、
またさまざまな養成校において多様な学生がいる中
で、文章による表現が得意ではない学生がいること
も影響していると考えられる。
　これらの２つに関しては先行研究とほぼ同様の結
果であったと考えられる。保育実習指導と記載され
ているが、保育所でも施設でも同様に十分な時間を
取って指導している現状があるといえる。
②�支援計画と家族の視点についての学びが不十分で
ある

　「支援計画」、「家族支援」の部分ではほとんどの
養成校において事前指導の中で具体的な記載がされ
ていなかった。実習の中で学生が利用児・者の支援
計画について学んだり、家族支援について理解した
りすることもあるだろう。しかし、事前指導の中で
時間を設定し、内容を取り上げて指導していること
がほとんどない現状が明らかとなった。千葉（2008）
は、多くの保育士養成校において実習指導の中で
基礎的な技術や知識、姿勢についての項目が中心と
なってしまっていると述べている。そのことはシラ
バスからも読み取ることができる結果となっている。
　利用児・者への支援について理解し、自立を見据
えての支援、職員が行う支援の意味を考える上では
支援計画の理解が欠かせない。実習に行くまでの間
に他の教科での学びは多少なりともあると思われる
が、事前指導の中で時間を取り学ぶことが実習の中
でその学びを生かしていくことに繋がると考えられ
る。特別に項目として記載していないことも当然考
えられるが、この項目は施設実習の指導部分で多く
挙がってくるワードの項目であると考えられるため、
保育所と併せての記載があるとは考えにくい。
③現場との協働として「外部講師」を活用している
　また、ミニマムスタンダード（2017）では現場と
の協働について記載されているが、今回シラバスの
内容を検討する中で、その協働の１つとして、実習
事前指導の中で現場の職員に来てもらって授業を受
ける機会を設けている養成校が９校あった。このこ
とから、各養成校において現場との協働を図ろうと
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していることがわかる。養成校によっては何名もの
外部講師を招いて現場の話を聞く機会を設けてい
た。受け入れ側の施設も養成校と一緒に学生の指導
にあたることを通して、実習生の指導という点で同
じ方向性や意識を持って指導にあたっていくことが
できると考えられる。
④�事後指導の取り組みの工夫と違いが顕著に見られ
る

　事後指導に関しては、シラバス上で細かく記載さ
れている養成校や実習指導の中ではなく、別に時間
を取って行っている養成校もあったため、ワードの
件数は全体的に少ない。しかし、各養成校において
さまざまな取り組みをしていることがシラバス上か
ら読み取ることができた。実習後の学びを深めるた
めに「実習発表（報告）会」や「グループディスカッショ
ン」、「発表」、「実習報告」や「実習報告書」の作成
を行うことで自分以外の学生が実習を通してどのよ
うな学びを経験してきたのかを共有するための方法
が考えられている。
　今回はワードから読み取ったが、事後指導に関し
ては授業回数にも差が見られた。この回数の違いに
関しては今後ミニマムスタンダードの中である程度
の基準を設けた方が養成校による学びの深さに差が
出ないと考えられる。専門委員会報告書（2017）の
中でも「事後指導に必要な時間は、本来何時間なの
か、そしてどのような活動が求められるのか、また
その活動によりどのような教育的効果があり、保育
者養成の質の向上に寄与できるのか、ということが
明らかにならない限りは、養成教育の充実を図れな
い」と言われている。授業回数の違いは学生の学び
の深さに影響を与えてくる。
　今回示された「保育実習指導のミニマムス
タンダード2017年 版 」では、保 育実 習に向け
て、「養成校として学生に指導しておきたい標
準的な事項」を下記の観点からまとめている。

１．学生が事前・事後指導の具体的な内容を的確

に理解できる項目であること。

２．学生の主体的な学習が、既習の科目の復習を

促すとともに、未収の科目を視野に入れた次

の学習に連動・継続する項目であること。

３．演習形態による学生の協働的な学習および個

別的な指導を視野に入れた事前・事後指導に

関する項目であること。

４．「保育実習指導Ⅲ」は２回目の施設実習の事前・

事後指導であることから、「保育実習指導Ⅰ」

で取り上げる事項を前提としつつ、発展的に

準備したり学んだりする事項であること。

５．養成校と実習施設との連携を意識した項目で

あること。
「保育実習指導ミニマムスタンダード2017年版」より引用

　この内容を見ると、「２．学生の主体的な学習が、
既習の科目の復習を促すとともに、未収の科目を視
野に入れた次の学習に連動・継続する項目であるこ
と。」においては「支援計画」、「家族支援」の部分
での学びが実習に連動するように実習指導の中に組
み込まれていない現状があると考えられる。
　「５．養成校と実習施設との連携を意識した項目
であること。」はまだ改善の必要性がある。各養成
校がどのように実習施設と連携を取っていくのかを
しっかりと考え、実習施設とどのように学生を養成
していくのか、どのような学びを実習で得てもらい
たいのかを共有し、共に指導を行っていくことが必
要である。その点で外部講師の活用をしている養成
校が９校しかないことは、さらなる連携の必要性を
見ることができる。

７．おわりに

　今回は東京都内の４年制の養成校のみを取り上げ
たが、今後は他の地域の養成校の現状も改めて施設
実習の指導として確認し、見ていきたい。地域によっ
ては養成校のブロックごとに実習指導の内容を提示
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し、ある程度揃えた内容にすることを目指して動い
ている地域もある。そのような地域との違いがどの
あたりに見られるか、また地域による特色もあるか
もしれない。その点にも着目して他の地域での実習
指導の内容について調査していきたい。
　今後検討され正式に報告される新たなミニマムス
タンダードに向けて、2017年版のミニマムスタンダー
ドの報告を踏まえ、まずは今回挙がった実習指導に
おける不足部分や養成校ごとの差について各養成校
が検討し、対応させていくことが必要であると考え
られる。
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