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要　約

　本論文は保育者不足の現状を踏まえ、保育者養成校における実習が就職に影響を与える要因を探り、

就職に結びつくより良い実習の在り方を考察することを目的としている。上記の目的のため、A短大の学

生10名に対して、実習経過毎に半構造化面接を行い、修正版グラウンデッドセオリーアプローチにて面

接内容の分析を行った。分析結果として、「実習を通じて培われる実習生自身の技術・自信」「実習先で出

会う保育者」が実習を通して就職に影響を与える要因であると判明した。この結果を踏まえ、結論として

保育者として就職に結びつくより良い実習の在り方のポイントとして「実習で学生が保育者としてより成

長できるような大学における講義や指導」「実習園における保育者の立ち振る舞い」の２点を挙げている。

キーワード： 実習、保育者養成校、修正版グラウンデッドセオリーアプローチ、保育士像

Ⅰ．研究の背景と目的

１．はじめに
　2017年９月２日付けの日本経済新聞web刊に「待
機児童28％増1453人：５県、保育士不足など影響１」
との見出しで以下の記事が掲載された。「厚生労働
省が１日発表した2017年４月１日時点の保育所の定
員などに関する調査によると、中国５県で認可保育
所などに申し込んでも入所できない待機児童数は前
年比28％増の1,453人だった。共働き世帯の増加で
保育所の需要が拡大する一方、保育士の人材不足

など受け入れ体制が整わず、待機児童数が増加し
ている。（後略）」この記事にあるとおり、現在の日
本では待機児童が大きな問題となっており、その要
因の一つとして保育者不足が挙げられる。保育者が
不足している現状に対し、保育者を供給する機関と
して、保育者を養成する養成校に対する社会的な役
割と期待は年々高まっていると言える。だが、資格
を取得して養成校を卒業しても、必ずしも「保育者」
の職に就いていない卒業生が一定の割合で存在して
いる。鳥丸（2016）２や安部・石山（2010）３、太田（2008）
４らの研究にあるとおり学生が目指す保育者像はそ
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の後の進路・就職に影響を与えている。さらに、「保
育者アイデンティティの確立において影響の大きい
ものの一つに、保育現場での実習（保育実習、教育
実習：以下実習）が挙げられる。すなわち、実習を
通して保育者としての自信を獲得し、アイデンティ
ティの確立が促される者がある一方で、実習によっ
て自分の保育者としてのアイデンティティが拡散し、
実習が保育者になることを断念する契機となる者も
いる」（田爪 2012　p45）５とあるとおり、理想とする
保育者像、目標とする保育者像の形成には養成校の
学生が在学中に体験する実習が大きな影響を与えて
いる。そこで本研究では保育者養成校における実習
が就職に影響を与える要因を探り、就職に結びつく
より良い実習の在り方を考察することを目的として
いる。

Ⅱ．研究方法

１．分析方法
　田爪（2012）の研究を踏まえ、本研究においても、
実習が「保育者を志望する理由」「目標とする保育
者像」といった項目に影響を与えると仮定し、要因
を探るためにA短大幼児教育学科に在学していた
学生10名に面接調査を行った。Ａ短大の学生10名
A、B、C、D、E、F、G、H、I、Jのうち９名が保
育実習Ⅱ（保育所実習）を選択し、１名（D）が保
育実習Ⅲ（施設実習）を選択した。調査期間は2014
年から2016年の３年間で、学年をまたがって調査を
行った。調査対象の学生に対してはすべての実習が
始まる前と、それぞれの実習後に計４回、半構造化
面接を行った。面接で得たデータを修正版グラウン
デッドセオリー・アプローチ（Modified Grounded 
Theory Approach：以下M-GTAと略す）により分
析を行い、実習中に実習生に影響を与える要因を
探った。
　調査を実施するに当たり倫理的配慮に関し、まず
は学生に対して対象者を募り、許可を得た学生対
象者には参加は自由意思に基づき行うこと、中途で
の中止も自由であること、面接内容は録音するが希

望すれば後になって消去することも可能であること、
学生個人の個人名が出ないことを条件に調査内容を
公表する可能性があること、研究以外ではデータは
使わないことなどの説明を行い、面接協力の許可を
得た。調査はすべてＡ短大の空き教室にて行われ面
接は１回約45分間、個別に実施した。面接はすべ
て録音し、後にすべて文字化した。主な質問項目は
以下のとおりである。１）実習で学びたいこと。２）
実習に対する意欲。３）実習で学んだこと、気付い
たこと、感じたこと。４）実習で大変だったこと。５）
実習前の準備で役に立ったこと、などである。

２．保育者養成校で行われている実習について：A
短大の場合

　調査結果の前に保育者養成校で行われている実
習と本研究の対象である学生が在学しているＡ短大
で行われている実習の概要と位置づけについて述べ
る。保育者養成校の実習は保育士資格と幼稚園教
諭免許状両方の資格免許を取得できる養成校の場
合、保育士資格のための保育実習と幼稚園教諭免
許状のための幼稚園教育実習から成っている。保育
実習は保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとわかれている。保育実
習Ⅰは保育所でおおむね10日間の実習と保育所以外
の児童福祉施設１にておおむね10日間実習から成立
している。保育実習Ⅰのうち保育所での実習を保育
実習Ⅰ（保育所実習）、保育所以外の児童福祉施設
における実習を保育実習Ⅰ（施設実習）と呼ぶ場合
もある。保育実習ⅡとⅢはいずれかを履修すればよ
い選択必修となっており、保育実習Ⅱは保育所でお
おむね10日間、保育実習Ⅲは保育所以外の児童福
祉施設にておおむね10日間の実習から成っている。
幼稚園免許取得のための幼稚園教育実習は計４週
間、20日間幼稚園で実習を行うことから成立する。
　実習に関しては大條（2016）６や中山（2016）７の論
文にもある通り養成校によって時期や流れが異なっ
ている。Ａ短大では1年次の２月に保育実習Ⅰのう
ち保育実習Ⅰ（保育所実習）を行い、２年次の５月
から６月にかけて20日間幼稚園教育実習を行う。さ
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らに８月の上旬に保育実習Ⅰ（施設実習）を行い、
８月下旬に保育実習Ⅱ、もしくはⅢを行う流れになっ
ている。Ａ短大ではそれぞれの実習を以下のように
位置付けている。１年次の２月に行う保育実習Ⅰ（保
育所実習）は初めて保育所で行う実習ということも
あり、観察実習と位置付けている。観察実習では簡
単な手遊びや絵本の読み聞かせなどの実践も行う
が、基本的には観察を通じ、保育園の様子、保育士
の様子、そして何より子どもたちの様子を知ること
を第一の目的としている。２年次の５月から１ヶ月に
わたって行う幼稚園教育実習は実際に保育者として
初めて子どもたちの前で実践的な活動を行う実習と
位置付けている。保育・幼児教育の現場で行われて
いる様々な活動（製作、音楽、遊び等）はいずれも
ねらいと目的をもって行われているものである。こ
れら園内での活動は基本的に行う前に指導計画案を
記し、指導計画に則って進められる。幼稚園教育実
習での20日間のうち、はじめは観察からはじまり、
徐々に指導計画を作成して一部の活動を実習生が行
う「部分実習」を行い、実習期間の最終週には全日
実習（完全実習、責任実習等、園によって呼称が異
なる）として、実習生が園児の登園から降園まで担
任として配属クラスの子どもたちの一日を任される
実習を行う。続いての８月上旬の保育実習Ⅰ（施設
実習）は観察実習として福祉施設の様子、保育者、
利用児・者の様子を把握することを中心に位置づけ
ている。保育実習Ⅰ（施設実習）では施設と利用児・
者を知り、実習生自身の視野を広げることを目的と
している。８月下旬に行う保育実習Ⅱ（保育所実習）
ないし保育実習Ⅲ（施設実習）ではこれまでの実習
の総仕上げと位置付け、保育者として働くことにな
る次年度の４月を意識したものとなっている。特に
保育実習Ⅱ（保育所実習）を行う学生は全日実習を
場合によっては複数回こなし、保育士として通用す
る実践力の向上に実習の主眼が置かれている。

Ⅲ．結果と考察

１．結果
　調査結果の分析には質的データを体系的にまとめ
るのに有効なM-GTAを使用した。M-GTAはデータ
に根差した分析を行い、理論を生成する研究方法で
ある。具体的な手順として、まず面接データを概念
に圧縮していくオープンコーディングを行ったのち、
共通の概念ごとにまとめた分析ワークシートを作成
した。分析ワークシートは概念名、概念の定義、概
念の面接データ、メモの４項目からなる。分析ワー
クシートの作成の際は、元データの文脈はもとより
元のデータの前後の文脈から概念に合致するかどう
かの確認、複数の分析ワークシートの検討による概
念の抽象化、概念の定義づけを行った。データを一
つずつ解釈しながら、データの意味の検討、概念名
や定義の修正を繰り返した。検討と修正を繰り返し
ている際、解釈の参考となるようなアイディアや疑
問点は分析ワークシートのメモに記入した。このよ
うに元データから概念を抽出し、分析ワークシート
で確認、見直し、分析する作業を繰り返し、それ以
上修正・改定が必要なくなった時点で理論的飽和が
達成したと判断し、概念の完成とした。データから
概念構成が終わったのち、選択的コーディングに移
り、分析ワークシートを基に概念間の関係付けを行
い、カテゴリーを構成した。そしてカテゴリー間の
関係を結果図としてまとめた。今回の結果図には面
接結果から、「保育者を志望した動機」「実習で感じ
た実際の保育像」「目標とする保育者像」を中心に
時系列ごとに整理を行った。
面接結果から、「保育者を志望した動機」「実習で感
じた実際の保育像」「目標とする保育者像」を中心
に時系列ごとに整理を行い、結果図としてまとめた
のが以下の図１～４である。
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図２　保育実習Ⅰ後の学生が抱いている志望動機・保育像・目標とする保育者像

図１　実習前の学生が抱いている志望動機・保育像・目標とする保育者像
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１．全体の流れ
　生成した95の概念と15のカテゴリーとの関係は
結果図として図１、２、３、４に示す。（　）内を数
字で表している項目が概念であり、（　）内を英字で
表している項目がカテゴリーである。カテゴリー（A）、

（D）、（E）、（H）、（I）、（L）、（M）はそれぞれ保育者

としての就職することに関連したカテゴリーである。
カテゴリー（B）、（F）、（J）、（N）はそれぞれの実習
前と比べて、実際の保育現場の印象が変わった点に
ついて整理しているカテゴリーである。カテゴリー

（C）、（G）、（K）、（O）はそれぞれの実習後（もしく
は実習前に）学生が抱いていた目標とする保育者像

図４　保育実習Ⅰ（施設実習）、保育実習Ⅱ・Ⅲ後の学生が抱いている
志望動機・保育像・目標とする保育者像

図３　幼稚園教育実習後の学生が抱いている志望動機・保育像・目標とする保育者像
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についてである。今回の調査結果からは様々なこと
が読みとれるが、本論文の研究目的である「保育者
養成校における実習が就職に影響を与える要因」に
関わる事柄に限定して論を進める。

２．保育者を志望する理由
　ここではカテゴリー（A）、（D）、（E）、（H）、（I）、

（L）、（M）の結果を考察する。全体的な流れをみると、
実習前のカテゴリー Aでは９つあった概念が、実習
を通して収斂されていく様子が見える。特にすべて
の実習を終えたのちの図４、カテゴリー「保育者を
志望する理由（L）」では、「目標とする先生に出会っ
たから（74）」「子どもが好きだら（75）」「保育にや
りがいを感じたから（76）」の３つの概念が生成され
ており、実習において目標となる先生に出会うこと、
子どもが好きと改めて感じられること、保育のやり
がいに気づくこと、といったポジティブな経験が、
保育者への就職の動機となっているようである。
　逆に図１の実習前にはなかった保育者として働く
ことの不安要素も幾つか表出されるようになる。こ
のうち、保育者になる不安要素（E）と（I）で生成
されていた概念、未満児への対応（37）（61）は図
４の保育者になる不安要素（M）では表出されなかっ
た。以下にそれぞれの面接データを見てみる。

面接データ例１
　「未満児への対応（37）」２名該当：F、I

面接データ例２
　「未満児への対応（61）」１名該当：F

３Ｆ63：未満児はしゃべってくれないので、何を思っ
ているのかわからないけど、幼稚園ではそういうの
が無くて良かった。

　保育実習Ⅰを終え、未満児への対応に苦手意識を
抱いていた学生が２名いたが、実習を通し、この苦
手意識は両名とも克服されたようである。この学生
Fは最後の面接で以下のように発言している。

面接データ例３
　「未満児への対応（82）」１名該当：F

４Ｆ64：うーん。保育園でもいいかなって。思いま
した。幼稚園だと就職は思ったけど、保育園でも
いいかなと思った。
筆者：前は未満児がうまく意思疎通ができないか
ら幼稚園志望と言ってたけど
４Ｆ65：2歳児さんと関わってみて、言葉が通じな
くてもわかってくれるなっていうのがありました。

　保育者養成校に勤務していると、学生Fの様に、
実習を通して苦手意識を克服し、また自身の成長を
実感して、改めて保育者として就職する気持ちを抱
く学生の姿は良く目につく。この学生Fのように、実
習の初期で感じた不安は実習を経るにつれ薄まる場
合もあるが、最後まで残る場合もある。図４のカテ
ゴリー M「保育者になる不安要素」では「人間関係

（77）」「業務量の多さ（78）」「福祉施設の保育士（79）」
の３つの概念が生成されている。このうち概念「福
祉施設の保育士（79）」は以下の通りであり、自分
は福祉施設の保育士としては向いていないのではと
いう内容であった。

２Ｆ2：未満児無理なのは、なんか言葉がしゃべれ
ない分、何をしたいのかがわかんなくて、膝の上に
のってくる子もいれば、なんか一人でどっかいって
しまう子もいて、何をしたいんだろうっていうのが
つかめなくて、何をしたいのかわかんないと自分が
何をしていいのかがわからなくて、先生が言うのを
ただマネするみたいになってしまって、無理でした。
２Ｉ44：うーん、でも、ちょっと苦手だなって感じ
るところもあるので、０歳から２歳までの未満児は。
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面接データ例４
　「福祉施設の保育士（79）」１名該当：D

４D31：そうですね。児童養護施設を経験して、自
分、施設は無理かなと思って、保育所の方に行き
ました
筆者：なんで無理かなと思った
４D32：今回こう、拘束時間っていうか、その、確
かに仕事内容、はたから見ている分には、保育士
よりはいいかなと思いました。家族的な感じで、日
案立てなくてもいいし、保護者になんか色 と々報告
しなくていいし、って思ったんですけど、やっぱり、
心のケアが自分ではきついかなと思いました。もう
ちょっと、ダメな言葉がでちゃったりするので、

　他の業務量の多さに関しては図２：保育実習Ⅰ後
にも表出されているとおり、学生が保育所に就職を
考える上でネックとなっていることがうかがえる。ま
た、「人間関係（77）」はカテゴリー「実習で感じた
実際の保育像（N）」でも表出されているとおり、実
習で保育者同士の様々な人間関係を目の当たりにし、
就職をためらう気持ちが芽生えていることを示して
いる。具体的な内容に関しては次の項目で述べる。

３．実習で感じた実際の保育像
　この項目ではカテゴリー（B）、（F）、（J）、（N）の
中で保育者として就職に関わりのある項目について
述べる。学生は実習を通して、実際の保育現場に触
れ、「担任の影響力（39）」や「業務内容の多さ（40）」
など様々なことに改めて気付いている。その中でも
前項目でも述べたが、実習を通して保育者の好まし
くない姿を目にし、保育のイメージが悪い方に変わっ
たという体験をしている学生がいる。最後の実習後
の図４：カテゴリー「実習で感じた実際の保育像（N）」
のうち、「人間関係（83）」「多様な先生の姿（84）」
の面接データを以下に記載する。

面接データ例５
　「人間関係（83）」２名該当：C、F

４Ｃ31：なんだろう。すごい今回は職員の先生と
のコミュニケーションというか取り方が難しかった
なって
筆者：具体的に言うと？
４Ｃ32：先生のことを先生同士で悪口言っている。

４Ｆ36：先生。休憩中に派閥があるのではないかっ
て。
筆者：先生方の？
４Ｆ37：職員間のトラブル。大丈夫かな、絶対にこ
の職場にきたくないなって。なんで、なんでみたい
な。一緒に働いている人なのになんでこんなに悪く
言うのかなって。なんかここはもういいわみたいな。
ここはもういいみたいな。

面接データ例６
　「多様な先生の姿（84）」３名該当：B、C、J

４Ｃ39：その先生、二人悪口を言う先生がいて、
怖くなった。

４J29親の前ではすごく笑顔だったりそういうのに
対して保育しているときになると、なんか急に怒り
出して。なんだろう、たとえば給食の時間とかも子
どもがスイカ食べたいって言っても、まだだめみた
いなことを言って、突き飛ばしたりしているのを見
て、こういうのを親が見たらすごいショックなんだ
なと思うと、あの笑顔の保育士がこういうことをし
ている。それを見て怖いなと思いました。人に預け
るとか。

　この面接データの通り、実習先で互いの悪口を言
い合う先生、子どもへの対応が雑な先生などの姿を
見て、学生の保育に対するイメージが悪い方に作用
している。実習における好ましくない保育者の姿は
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学生が保育者として就職する際に悪い方に影響する
可能性がある。

４．理想の保育者像
　太田（2008 p100）８は「保育園・幼稚園における
実習を通して様々な子どもや保育士の先生との出会
いにより、学生たちは自分自身に対する気づき・学
びから、理想とする保育士像が浮かび上がり、保育
士としての使命感がより鮮明になったことがうかが
えた。こどもと共に育っていくことを感じとっている
ことも、実習による教育効果であった」と述べてい
る。理想の保育者像カテゴリー（C）、（G）、（K）（I）
を比べてみても、概念数に大きな変化はなく、また
すべてのカテゴリーに共通して表出される概念もな
い。これは太田が述べている通り、学生が実習を通
して様々な先生と出会い、体験をし、自分の理想と
する多様な保育像が実習を通じて形成されているか
らだと推察される。理想の保育者像を形成するうえ
で、実習先で出会う良い先生との出会いは重要であ
る。以下に概念を構成する面接データのうち、一つ
ずつ抜粋する。

面接データ例７
　「いつも笑顔（85）」４名該当：A、C、E、J

４Ｃ68：、ああいいなって。あーなりたいなって思
いました。目標です。笑顔も絶やさないし。

面接データ例８
　「一生懸命（86）」１名該当：F

４Ｆ69：最初は新人なりに、なんていうんだろう
な、頑張っている、一生懸命頑張っている、頑張っ
ている先生って実習生から見てもわかるんですよ。
あーこの人若手なのに頑張ってないなって見える先
生と、子どもと真剣に向き合って静かにしようとし
てるなって、頑張っている方の先生を目指そうと最
初は思います。

面接データ例９
　「年齢に合わせた対応ができる（93）」２名該当：B、G

４G67：はい。働いていた時の同じクラスだった先
生なんですけど、最初はゼロ歳児、私がしてたの
がゼロ歳児だったんですけど、以上児、年長さん
に入っていて、なんていうんですか、どの年齢にも
対応している先生をみて、さらに素敵だなって思い
ました。

　いずれのケースも実習で良い保育者の姿をみるこ
とで、自身の保育像に良い影響があったケースであ
る。また、逆のケースもあった。

面接データ例10
　「悪口を言わない（95）」１名該当：F

４Ｆ40：休憩中に同じ部屋に悪口を言う保育士が
いるのが嫌だった。それなのに親の前とかで普通
にあーどうもとか言ったりしているのも聞いてあ
らーみたいな。ああいう悪口を言う先生にはならな
いようにしようと思った。

　これは実習中に学生が体験した保育者の好ましく
ない姿を、反面教師と捉えているケースである。良
くも悪くも、実習中に関わる保育者の姿は学生の目
標とする保育者像に大きな影響を与えていることが
うかがえる。
　あと一点、この項で述べるべきことは、カテゴリー

（C）、（K）、（G）で表出されていた概念、「言葉がけ
が上手い（21）（43）71」が最後の実習後の図４カ
テゴリー（O）では表出されなかった点である。こ
れは前述の「未満児の対応（37）（61）」が解消され
ているのと同様に、実習を経るにつれて、学生自身
の保育技術が上がり、適切な言葉掛けが出来るよう
になってきたからだと推察される。

５．考察
　実習が就職に与える要因についてそれぞれ調査結
果から項目を絞って論を進めてきた。今回の結果か
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ら見えてくるのは、学生自身の保育技術は実習を通
して向上しており、技術の向上は学生の自信につな
がっていることである。「未満児への対応」「言葉掛
け」など実習を通じて保育技術が向上していること
が今回の結果で判明した典型例である。学生は実習
を通して、自身の技術を高め、保育者として、専門
職として従事するに足る自信を身につけている。こ
の自信は保育者として就職するに当たり、良い影響
を与える要因だと言える。
　もう一点、学生が実習を通して就職に影響を与え
る要因として、「実習先で出会う保育者」が挙げら
れる。実習で良い保育者と出会うことは、学生の理
想とする保育者像をより明確なものにしている。実
習で出会う保育者に憧れを感じ、自身もそうなりた
いという思いは、学生の就職に良い影響を与えてい
る。一方、これまで論じたとおり、逆のケースもある。
実習生から見て、あまり好ましくない保育者の姿は、
就職に悪い影響を与えている。面接データ５、６で
も述べられている通り、好ましくない保育者の姿は、
学生が実際に保育者として働くことに対し、不安を
抱かせる要因となりうる。

Ⅳ．結論

　本研究の目的は保育者養成校における実習が就
職に影響を与える要因を探り、就職に結びつくより
良い実習の在り方を考察することである。今回の調
査から「実習を通じて培われる実習生自身の技術・
自信」「実習先で出会う保育者」が実習を通して就
職に影響を与える要因であると判明した。この結果
から保育者として就職に結びつくより良い実習の在
り方を考察すると、「実習で学生が保育者としてより
成長できるような大学における講義や指導」「実習
園における保育者の立ち振る舞い」の２点がポイン
トとなる。大学においても通常の講義や実習指導を
通じて、実習でより学生が成長できるよう、教員側
も働きかける必要がある。そのためにはどのような
講義や実習指導が望ましいか。この点は今後の課題
としたい。また、実習先の保育者の姿も、学生が保

育者として就職する大きな動機となる。実習生を受
け入れる実習園は、自分たち保育者の姿が学生の就
職に大きな影響を与えていることをもっと自覚する
べきではないだろうか。個人的な意見になるが、実
習に出て幻滅して戻ってくる学生は毎年一定数存在
する。その多くが、実習先の保育者の姿を見て幻滅
してくるケースである。もちろん、文中にもあるとお
り実習を通して魅力あふれる保育者に触れ、保育者
を志す学生も数多くいる。保育者不足が叫ばれてい
る現在、保育者を養成するために、また保育職をよ
り魅力ある職業にするために、保育者自身が自らの
学生に対する影響力を改めて自覚する必要があるの
ではないだろうか。
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