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保育・教職を目指す男子学生の志望動機に関する一考察

今 井　康 晴

Study on motive of the male student to be a Kindergarten Teacher and Nursery Teacher

Yasuharu Imai

要　旨
本研究では、慢性的保育士不足の昨今において保育・教職を志望する男子学生の意識調査につ

いて考察した。主な観点として保育・教職志望学生を対象に、保育・教職を目指したきっかけに
ついて自由記述アンケートを行い、その動機について分析した。これによって、男子学生の職業
選択の背景が明らかとなった。結果として、「子どもが好き」という好感を表す動機と、中学、高
校時の職場体験や身近な子どもとの体験といった環境的な要因が反映されていた。これらをふま
えた男子学生の保育・教職養成の在り方として、好感を持続させつつ、実習とは別に、子どもと
の体験や経験を積めるような機会を設ける環境構成が求められる。
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1．研究目的と背景

近年の保育所や幼稚園などの課題として待機児
童が挙げられる。待機児童の慢性的に多い都道府
県や市区町村では、保育所を増やすなど対策が試
みられている。しかし、ここで新たな問題として
「保育士不足」が露呈することとなった。2014（平
成 26）年に厚生労働省が発表した「保育人材確保
のための『魅力ある職場づくり』に向けて」のなか
で、保育士の需要面では、2017（平成 29）年度末
で約 46.0万人となっている。これに対し、供給面
では現在の保育所における保育士の離職率等を考
慮すると、2017（平成 29）年度末で約 38.6万人と
推計され、保育士の需要と供給では年間 7.4万人も
不足している。また、東京、神奈川、千葉、埼玉
といった首都圏のみにみられる状況ではなく、9割
の都道府県で有効求人倍率 1倍以上となっている 1。

これらの状況に対して、保育士の賃金アップ、
保育士試験の年 2回実施、潜在保育士の発掘など
様々な方策が試みられている。その一方で、男性
保育者の雇用という方向性も提案される。厚生労
働省による「保育士等に関する関係資料」では、
平成 25年度の保育士登録者のなかで、4%が男性
保育士となっている 2。無論、数値としては依然少
ないものの、保育者不足の昨今において、解消の
ための一助となっていることは疑いの余地のないと
ころである。
保育者志望学生の動機に関する先行研究（長谷

部 20053、上長 20094、20125、大村 20116、大久保
20157、浅井 20188など）が散見される。これらの
研究では、保育者を目指す学生の志望動機や資質
能力について検討されている。対象となる学生は
女子学生が主であり、本研究の男子学生に焦点を
当てた研究は多くない。
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そこで本研究は、慢性的な保育者不足の現状を
ふまえ、保育者を志望する男子学生の意識調査に
ついて考察した。主な観点として保育者志望学生
において自由記述アンケートを行い、保育者を志
望した動機について分析する。これによって、保
育者という職業選択した背景を明らかにし男性保
育者養成の在り方、求められる男性保育者養成な
どについて検討する。

2．先行研究の概観

保育、教職志望の動機に関する研究として門田
ら（2017）9の研究が挙げられる。本研究同様、小
学校教諭、幼稚園教諭、保育士資格取得が可能な
4年制大学にて、入学志望動機に関する変遷につ
いて 13年間に及ぶ長期研究を行った。門田らは学
生たちの入学志望動機や免許資格取得傾向につい
て、入学理由や免許取得傾向が 13年間のなかで大
きな変化は見られず、時代背景や各種教育要領や
指針が改訂されるなかでも、保育、教職志望者の
動機は普遍的であることを示した10。また長谷部
（2008）11の研究においても、保育専攻学生は積極的
動機が強く、専門的勉学に対する目的意識が明確
であることを特徴として述べている12。これらの先
行研究をふまえると、他の職業と比較しても、学
生は明確な視野、目的、キャリアプランをもって入
学し、保育、教職に就くための知識、教養に対し
て前向きであることが理解できる。
次に保育、教職者志望の男子学生に関する研究

は、数的に乏しい状況にある。この背景には、保
育者養成校における男子学生の受け入れの厳しい
状況が挙げられる。また受け入れ可の養成校の中
でも、男子の比率が 1割程度に留まっており、研
究として困難な状況が伺い知れる。そのなかで、
本研究の対象となる保育者志望の男子学生に関す
る研究として、次のものが挙げられる。
佐藤（2005）は、関西地区の短期大学における
男子学生の進出と保育の受け入れに関する課題を
検討した13。田辺（2010）では、保育者養成カリ
キュラムにおいて、特に男性保育者養成における

カリキュラム構築を目的にインタビュー調査を行っ
た。田辺によれば、男性保育者養成における臨ま
れる観点として、①基礎的な保育技術の指導の教
科、②実践的活動の重視、③男性保育者としての
役割の教授、④就職に関する指導の強化を提起し
た14。一方、浅井（2018）の研究では、志望動機と
キャリアをつなぐ養成校での学習活動について提
案した15。これらの先行研究をふまえ本研究では、
男性保育者養成カリキュラムの前段階に当たる志
望動機に着目した。また求められる資質との関りに
ついて検討した。

3．研究の方法

⑴　調査対象者
T大学（4年制大学）で小学校、幼稚園教諭、
保育士資格を取得できる学部に通う学生を対象に
開講された「保育原理」の授業のなかで、2016（平
成 28）年、2017（平成 29）年に受講した男子学生
122名を対象とした。そのなかで有効回答数は 79

であった。

⑵　手続き、時期
「保育者を目指したきっかけは何ですか？」とい
う自由記述アンケートを実施した。実施時期は
2016（平成 28）年 9月 20日と 2017（平成 29）年
9月 26日の計 2回でいずれも初回の授業時に実施
した。

4．結果と考察

本研究では「保育者を目指したきっかけは何で
すか？」という質問に対する回答を抽出し、記述内
容を KJ法によって分類、カテゴリー化し分析した。
その結果、2つの大カテゴリーと 7つの小カテゴ
リーに分類された 16。
まずカテゴリーの背景として、保育・教職に対
する「好感」が挙げられる。「好感」は「子どもが
好き」という感情を基盤とし、子どもと遊ぶことの
楽しさ、子どもの面倒をみることのやりがいなどが
エピソードのなかに見出された。これらの子どもや
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保育・教育活動に対する興味関心や楽しさといっ
たポジティヴな記述として、「好き」、「興味あった」、
「楽しい」という文言に現れ、65のエピソードのな
かで見られた。
「好感」を背景に、大カテゴリーとして【環境・
影響】、【経験・体験】の 2つが示された。この 2

つのカテゴリーは「好感」を抱くきっかけとして挙
げられ【環境・影響】では、親の職業、周囲の意
見といった外的な要因に関わるものと定義した。
【経験・体験】では、職場体験、ボランティアなど
年少児との直接的な要因に関わるものとして定義
した。
まず【環境・影響】の大カテゴリーのなかで小カ
テゴリーとして、〈親の姿〉、〈周囲の意見〉、〈憧れ〉、
〈同調〉と分類し、特徴的なエピソードとして下記
のように示した。また原文の例示に当たっては下線
とし、単語の表記についても原文のままとした。

〈親の姿〉
父親が保育士をしていて、その姿を見て自分も
保育士になろうと思いました。

母が保育士をしていた経験があり、そのときの出
来事を笑顔で話をしてくれたことがきっかけです。
　　
子どもが好きで、母親が保育士であり仕事の楽

しいところつらいところを知ることが出来た。自分
が保育者となったときのビジョンがみえた。

母親が保育士をしていて、中学の宿題で親の仕
事に就いて調べていくうちに興味をもちはじめた。
しかし、その当時は興味があっただけでやりたいと
はおもっていなかったが、面白そうだと思うように
なり、本格的に保育者になろうと思った。

母が保育士をやっていて、保育園での出来事や
子ども達の話を聞いて興味をもった。

母親が保育者をしていて、とても楽しそうにして

いたので保育者に興味を持った。

母が保育士をしていた経験があり、そのときの出
来事を笑顔で話をしてくれたことがきっかけです。

〈周囲の意見〉
サッカーのコーチをやっていたときに、一緒に
通っていた子の弟や妹（小学生未満）の相手をし
ていたら、保護者の方に「小さい子が好きなら小
学校の先生とか保育士とか向いてるんじゃない？」
と言われたことがきっかけ

近所に年下の子どもがおり、近所で一番年上だっ
た僕は、保護者にも遊び相手になるように頼まれ
小学 6年まで遊んであげていた。そのうちに保護
者から「子どもになつかれやすい」「相手をするの
が上手」「向いている」と言われるようになり、教
育者になってみようかと思った。

元々工業高校にいましたが、工業職が自分に合
わず進路に迷っていた所、野球部のコーチに保育
士にむいてるんじゃないかと言われたので目指した
いと思いました。

〈憧れ〉
母園の先生に憧れがあったから。

幼稚園のときにお世話になった男の先生の影響。

中学生の時に職場体験で行った幼稚園で働いて
いた先生にあこがれて保育者になろうと思った。

保育園に通ってる時の先生が好きで、中学生に
なるまで話を聞いたりしてました。

〈同調〉
テレビで偶然見た保育施設のドキュメンタリーを
見て、その仕事を懸命にこなす姿と底にある保育
者としてのプライドや意志に心打たれ、自らも志す
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ことを決めました。

熊本震災のときに避難所の体育館で、小学生の
女の子が赤ちゃんをだいてミルクを挙げている姿を
みて、困っている子どもを助ける仕事に就きたいと
思った。
　　
中学生のときに学校に話をしにきてくれた保育
者の話に感銘を受け、自分も将来このような保育
者になり子どもを育てていきたいと思い目指そうと
思いました。
　
高校生のとき、近所の児童館に遊びに行って、
児童館の職員に話を聞くうちになりたいと思った。

上記の小カテゴリーを分析すると、〈親の姿〉で
は、親が保育に関係する仕事に就いており、仕事
の内容やポジティヴなエピソードに触れたことが、
志望動機の要因となっていた。「親の背中を見て育
つ」の如く、親として、また保育者のモデルが身
近に存在することも一つの要因と言えるだろう。ま
た母親だけでなく、父親が保育者であったという
エピソードもあり、男性保育士の普及による影響も
見出せた。
〈周囲の意見〉では、子どもと関わる時間の中で、
周りの大人から適性を指摘され、勧められたことを
きっかけとしていた。一見、無目的な動機のように
捉えられるが、男子学生の場合「なんとなく勧め
られた」ということよりも、具体的な子どもとの関
わりを通しての意見であり、肯定的に受容され、保
育者の適正へと展望したものと推測される。
〈憧れ〉では、通っていいた母園の先生の影響を
示すものである。〈親の姿〉や〈周囲の意見〉と比
較すると、エピソード数も少なく、内容も端的なも
のが多かった。保育者を目指す男子学生の場合、
親や周囲の影響は受けるものの、幼少時の園での
体験や先生の影響が少ない可能性が予測される。
その要因として、在園していた幼稚園、保育所、
認定こども園において、そもそも男性保育者が勤

務していないため、憧れを抱くという要因が、女子
学生よりも希薄なものとして考えられる。
〈同調〉では、子どもや保育に関するテレビ番組
などメディアの影響、また講話・講演といった周囲
からの影響の一つとして示された。保育や教育に
対して元々あった興味が、メディアの影響によって
刺激されたことや「何となく子どもが好き」という
潜在的動機から、専門的な知識を見聞きすること
で高まったと推測される。これは後述する職場体
験への前段階としての役割としても指摘される。
次に、幼児と遊んだ経験、職場体験、ボランティ

アといった学生自身の保育経験や体験を　【体験・
経験】のカテゴリーとして定義した。そのなかで小
カテゴリーとして、〈年少児との関わり〉、〈職場体
験〉、〈ボランティア〉と分類し、具多的なエピソー
ドを下記のように示した。また原文の例示に当たっ
ては下線とした。

〈年少児との関わり〉
自分には弟がいて、弟とその友達と遊んでいた。
その中で子どもに関わる仕事に就きたいと思うよう
になった。

歳の離れた従兄が 5人いて、夏休み、冬休みの
期間にたくさん面倒をみてあげたとき、思ったより
楽しく、私自身元々楽しい時間が職業になればい
いなと思っていたので保育者を目指すようになりま
した。

家の近くに幼稚園があり、家の周りには小さい子
供がたくさん住んでいて、子供とかかわることが多
くありました。また私のおばが保育園につとめてい
ることもあり、子供と接する機会もたくさんありま
した。さらに中高生ときに小学校に勉強を教えるこ
とも多くあり、教えることの楽しさを学びそのとき
に保育者になろうと思いました。

三人兄弟の長兄で 7歳下の弟のめんどうをよく
みていた。大学進学時に自分の将来を考えた。小
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さい子のめんどうをみるのが好きだったから、幼稚
園教諭になろうと思った。

私が小学生のときから未就学の子どもと関わる
事が多くその中で自分にあっている、こういうこと
を仕事にしたいと思いました。

小学校 4年生の頃から、年下の子と遊ぶように
なりそれが私の中で楽しかったからです。そこから
仕事にすれば、楽しく仕事をやれるのではないか
と思い保育者になろうと思いました。

親せきの小さい子たちと遊んでいるときに、子ど
もと関わることの楽しさを知ったことです。

自分には 5さい離れた弟がいます。親が共働き
だったので、めんどうをみることが多く、めんどう
をみるのが好きになり、子どもが好きになり、保育
士を目指そうと思いました。

妹やいとこが自分より歳が離れているので遊ぶ
のが楽しかった。

〈職場体験〉
中学生の時に職場体験で行った幼稚園で働いて
いた先生にあこがれて保育者になろうと思った。

高校 2年生の時に体験学習で保育園へ実習に行
き、そこで子どもと触れ合う楽しさや、教育という
もののやりがいのようなものを感じて保育者になろ
うと決めました。

中学生の時に保育体験に行って子どもたちと遊
ぶのがすごく楽しかった。

中学 2年生の時に幼稚園に職場体験で訪れたか
らです。そこで子どもたちと触れ合い子どもという
ものを好きになったからです。

〈ボランティア〉　
高校で行ったボランティア活動中、子どもに接
する機会があって、その時に子どもたちの笑顔を
見てなりたいと思い始めました。

保育園でボランティアをさせていただいた時に
ハッキリと保育士になりたいと思いました。高校 1

年から 3年の長期休暇の際には、なるべくその保
育園にボランティアにいくようにし、ただ保育士に
なりたいと思うだけでなく、自分の中で理想の保育
士像を作ることが出来ました。

中学の時に保育実習のボランティアに参加した
ことがきっかけでした。こどもと触れ合うのが好き
で、友人と保育園へ行き、3歳児を担当しました。
こどもの元気で素直なところを実感して保育士に
なろうと思いました。

中学の時に保育実習のボランティアに参加した
ことがきっかけでした。初めて会った時に、こども
が怖がらないか不安な思いがありました。しかし、
こどもから近づいてきたり、一緒に遊ぼうと言って
きたりしました。こどもの元気で素直なところを実
感して、保育士になろうと思いました。

【体験・経験】のカテゴリーでは、【環境・影響】
のカテゴリーにあるような、自身の幼少期の生活環
境、きょうだい関係など家庭環境、親の職業による
環境といった先天的、無意図的な環境のなかで受
ける影響とは異なり、年少児との関わり、職場体
験、ボランティアは後天的、意図的な環境の影響
といえる。つまり環境としてきょうだい関係があっ
たとしても、自分から好意、興味をもって世話をす
るという体験に面白さ、楽しさを見出していた。
きょうだい関係でなくとも、親戚関係や近所の子ど
もといった年下の子どもと関わることも動機となっ
ており、幼少期から自分よりも年少の子ども達と関
わる経験、環境が志望動機となっていた。
そのなかでも保育者を目指す志望動機として多
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かった記述が、中学、高校時の職場体験、ボラン
ティアであった。大久保（2015）が指摘するよう
に、保育者を目指す学生にとって職場体験は進路
決定に大きな影響をもたらすものであるため、本研
究の結果をふまえると中学、高校時のボランティア
や職場体験は性差なく影響を与えているのではな
いだろうか。
また中田（2008）も指摘するように、本研究にお
いても女子学生が幼少期から保育士を目指す志向
にあるのに対して、男子学生はそうではないという
ことが明らかとなった。男子学生は幼少期から保
育士を目指していたという傾向よりも、中学、高校
における職場体験、ボランティアといった中等、高
等教育での体験がきっかけとなっていた。
したがって、「子どもが好き」、「子どもといると
楽しい」ということを職業適正、資質として認識
し、それが職業体験、ボランティアなどによって伸
長し、直接的動機となったことが理解できる。また
職業的に男性がマイノリティーである保育業界で
は、そのことも相まって、進路決定の要因として導
かれたのではないだろうか。
自由記述の結果から、周囲の人に勧められた、

「なんとなく」といった消極的同調、目的意識の低
い肩書き志向も指摘された 17。当然のように積極的
か消極的かといった動機の違いによる資格取得率
や離職率への影響は指摘される。これをふまえ、
本研究の対象とした保育、教職志望の男子学生の
動機と照らし合わせると、男子学生の方が「なん
となく」という消極的動機が多いという結論には至
らなかった。そのため保育者を志望する動機の男
女差を検討するよりも、男女共に、実習でのふるま
いや実習後のケアを重視していくことが重要では
ないだろうか。

5．おわりに

男女共同参画社会において男女の社会や家庭に
おける役割の見直しと均等化が進んでいる。高等
教育機関においても、従来の男女差が反映されて
いた学科の在り方への変化がみられる。

例えば、理工系の分野でも女子学生が増加し、
一定の割合を占めている。同様に、これまで女性
の職業となっていた看護、保育といった分野にお
いても男子学生の入学者が増加している。こうし
た風潮の一方で、「歓迎される女子学生、敬遠され
る男子学生」という実態も指摘される。高等教育
機関において授業態度、学習態度の真面目さ、出
席率の高さ、喫煙や飲酒といった生活習慣や程度、
マナーにおいても男女差異が見られ、合格率にお
いても差が散見される 18。
また保育、幼児教育領域の特徴として、音楽、
図工、体育を重視する傾向にある。特に男子学生
の課題となるのが「ピアノ」である。幼少期から習
い事としてピアノ経験がある女子学生が多く、男子
学生にとっては苦手な科目となりやすい。一方で、
体力、運動面で男子学生の活躍が期待されるが、
体操教室やサッカー教室等は、外部委託の傾向が
高く発揮する機会が少ない。したがって、体力、
運動面はピアノと比較しても、その実践的スキルや
実習で求められる素養として重視されていない。
加えて、ダイナミックな遊び、父親的役割、力

仕事といった男性保育者に期待される役割も変化
してきており、性差による特性というよりも保育者
の専門性や質というものが男女関係なく求められて
いる 19。
本研究においても、男だから力仕事が出来ると

いったことを念頭に置いて志望している学生は見
られなかった。すなわち、保育者を志望する学生
からの発信というよりも、周囲の評価として副次的
なものとして暗黙の裡に男性保育士に求める要素
が指摘される 20。これらをふまえると、保育者養成
機関として男女別のカリキュラムの可能性も示唆さ
れる。
しかし、上述したように保育者の専門性として、
基礎的な保育スキルや指導技術、実践能力といっ
たものは性差なく求められるところである。男性な
らではというよりも、保育、教職としてのスキルを
高め、そのなかで男性保育、教職者として勤続す
る意識を継続して高めることが重要である。慢性
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的保育士不足を解消するため、保育者の賃金や労
働環境の改善が指摘される。その一方で養成段階
として、男女ともに後天的要因としての実習での体
験、経験が志望動機に直結しており、性差を超え
た議論が求められる。一つは男女共に個々別の志
望動機はあるものの保育、教職者を志望して入学
した以上、実習後のケアを手厚くし、実習外での
ボランティアやプログラムの在り方を問う必要があ
るだろう。
そして、実際に採用する保育現場は、性差を超

えた採用をしていくべきか、または賃金などの問題
を鑑みて、性差を反映した採用をすべきかといっ
た議論も求められるところであろう。
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