
問題

　幼児教育専攻学生の多くは２年間の教職教育を終え保育現場に立つ。入学に当たっての動機

が「子どもが好き」・「幼稚園や保育園の先生にあこがれていた」というものが大半であった彼

らにとって、保育の現場に出る際には、自分自身が実際の保育場面において望ましい保育的行

為をとることができるという自信が必要になる。こうした「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行為をとることができる信念」は「保育効

力感」と定義され（三木・桜井、１９９８）、実際の保育行為を規定するものと考えられる。彼ら

は、２年間の教職教育の中で保育に必要な知識・技能を習得すると同時に、実習を通して保育に

対する姿勢や保育現場の機能などを体験する。

　一連の教師効力感研究を触発する契機となったBandura（１９７７）の自己効力感理論によれば、

自己効力感（ある行動を起こすときにどの程度うまくできるかに関して人が持つ遂行可能感）

は４つの主要な情報源によって育てていくことができるとされており、行為的情報（自分の遂

行体験）・代理的情報（他者の遂行の観察）・言語的説得の情報（他者からの説得）・生理的喚起

の情報（心拍や発汗などの生理学的反応）の４種類の情報源があげられている。こうした観点

に立って、幼稚園・施設や保育所での実習を考えると、実習は、実際の乳幼児を保育すること

による行為的情報と保育士の行為を観察することによる代理的情報を得る機会となっている。

しかしながら一方で、実習は、学生にとって慣れない環境・新しい人間関係の中での課題遂行

を要求しており、ストレス反応を示したり、失敗体験によって自信を喪失する学生も出てくる

面をも併せ持っている。実際に、教育実習に関連した研究については、教師効力感を扱う研究

（Gibson & Dembo，１９８４；宮本，１９９５；桜井，１９９２；山沢，１９９３）や教育実習に関するストレ

ス反応を扱う研究（Davis，１９９０；Houtman ＆ Bakker，１９８７；MacDonald，１９９３；Paese ＆ 
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Zinkgraf，１９９１；坂田，１９９９）がなされてきている。

　さて、保育に関連して実習経験が効力感に影響を及ぼす影響を縦断的に検討したものとして

は三木・桜井（１９９８）が最初である。しかしながら、三木・桜井（１９９８）では、保育所実習・

幼稚園実習の前後で保育効力感の測定が行われており、保育所実習そのものが保育効力感に影

響を及ぼすかを検討していない。すなわち、保育所実習と幼稚園実習との２つの実習が実施さ

れる前の５月とこれら２つの実習後の１１月で比較検討を行っており、保育所実習そのものの効

果を見るという観点からは間隔があきすぎていると思われる。言いかえるならば、実習そのも

のの効果による変化ではなく、半年間で受けた専門教育すべてが保育効力感の変化をもたらし

たと考えることもできる。そこで、保育所実習そのものが保育効力感に影響を及ぼすかを検討

するために、本研究を実施することにした。

　本研究では、保育効力感の変化を時系列を追って記述することを第一の目的とする。具体的

には、１年次の６月中旬、２年次の５月中旬の保育所実習前、２年次６月下旬の保育所実習後の

３時点での保育効力感の構造を比較すること、統一した尺度を作成しその変化を記述すること、

学生がイメージする現職保育士の保育効力感と比較することの３つの観点から、保育効力感の

発達的変化を考えたい。調査時点に３時点を選んだのは以下の理由による。第一に、１年次の６

月中旬は、学生が講義や演習・付属幼稚園見学や保育士講演会などを通して保育に必要な知識

や技能に対してある程度の認識が形成された時期であり、保育効力感についても自分なりの冷

静な判断がある程度できる時期と期待できる。第二に、保育所実習前の５月中旬は、学生にとっ

て保育所実習を控えて自分の保育効力感を見つめ直し、教材の準備や心の準備をする時期であ

る。しかも、この時期までに学生は幼稚園実習と施設実習を経験しており、実際の保育現場で

の過去の経験に立った上での判断が可能であると考えられる。第三に、２年次の実習前後での測

定は、保育所実習が保育効力感の発達と関連しているかを明らかにするために適切な時期であ

る。三木・桜井（１９９８）は、保育所実習・幼稚園実習の前後で保育効力感の測定を行い、実習

が保育効力感の発達に影響を及ぼす要因であることを指摘しているものの、調査時点がこれら

２つの実習が実施される前の５月とこれら２つの実習後の１１月で比較検討を行っており、調査

時点が実習そのものの効果を見るという観点からは間隔があきすぎていると思われる。そこで、

保育所実習そのものが保育効力感に影響を及ぼすかを検討するためには、実習直前と直後での

比較検討が必要である。

　本研究での第二の目的は、保育効力感と保育実習評価との関連を調べることである。保育実

習評価は、総合評価と８つの評価項目から行われる。保育効力感は、保育現場で自分が適切な

保育行為を行うことができる事に対する信念であった。そうであるならば、保育効力感の高い

学生ほど保育現場である実習園で適切な保育行為を行うことができ、実習評価が高くなると考

えられる。果たして、実習後に高い保育効力感を示す学生は、低い保育効力感しか感じない学

生に比較して、実習評価が高くなっているのであろうか。それを検討するのが本研究の第二の

目的である。
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　さて、もし上記の予想に反して保育効力感と保育所実習の評価との間に関連が見られないと

したら、その理由は何なのだろうか。保育実習評価に影響を及ぼす要因として他に何が考えら

れるのだろうか。実習園から報告される保育実習評価は、時として、一人一人の学生の短大で

は見られない顔を教えてくれることがある。学生が配属された実習園は、その園独自の物理的

環境・精神的環境から構成されており、そこでの人間関係・職場の雰囲気・地域社会とのつな

がり方などは様々である。実習はまさにそうした人的環境も含めた園独自の保育現場で行われ

る活動であることから、実習に対する考え方・実習生の指導方法や実習評価の基準は学生が配

属された園に左右される部分が多い。事実、三木・桜井（１９９８）は、実習で配属された幼稚園

が自分の期待に添うようなところと思えたり楽しく実習ができたと感じるといった要因を「実

習園への合致感」と定義し、それが実習評価と関連を持つことを報告している。そこで、本研

究では、実習評価を説明するひとつの要因として実習園との合致感をとりこんだ検討を行うこ

とを第三の目的とした。

方法

調査対象者

１９９９年４月幼児教育学科専攻入学短期大学生６３名

調査時期

　１回目：１９９９年６月中旬の講義時間中

　２回目：２０００年５月中旬の保育実習開始前のガイダンス時

　３回目：２０００年６月下旬の保育実習反省会時

調査内容

　１回目：三木・桜井（１９９８）の保育効力感を測定する１５項目（表１参照、５件法（非常にそう
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表１　学生の保育効力感・現職保育士に対するイメージ測定に使用した項目



思う（５点）～ほとんどそうは思わない（１点））。

　２回目：保育効力感を測定する１５項目（１回目と同じもの）。

　３回目：①保育効力感を測定する１５項目（１・２回目と同じもの）。②現職保育士の保育効力

感を学生がどのように捉えているかを調べるため、保育効力感測定項目の「私は」

を「保育士は」に変更した保育士効力感測定項目１５項目。③保育実習を行った実習

園のイメージを尋ねる質問６項目（５件法）。④保育実習の自己評価（実習園に依頼

する実習生評価票と同じ形式のもの、総合評価を含む９項目）。

　以上に加えて、実習園からの実習生評価票による実習評価を使用した。

結果

保育効力感の構造

　学生が把握する保育効力感の構造が３時点によって違いがあるか、学生自身の保育効力感の

構造と学生がイメージする現職保育士の保育効力感の構造との間に違いがあるかを見るため、

保育効力感測定項目１５項目に対する因子分析を行った。

３時点の学生の保育効力感測定項目に対する因子分析

　３時点の学生の保育効力感測定項目１５項目に対して因子分析（主成分解、バリマックス回転）

を行った。１年次の保育効力感測定項目１５項目に対する因子分析の結果、固有値の推移（６．２５、

１．３８、１．０６、１．０３）・累積寄与率（５８％）・因子の解釈可能性を考慮して、３因子を抽出した（表

２参照）。因子１は、「子どもの能力に応じた課題を出すことができる（項目２）」・「クラス全体

への配慮ができる（項目１２）」・「子どもへの適切な対応（項目１１）」・「子どもの性格の理解（項

目６）」などに高い負荷を示していることから、保育指導への自信を表す因子と解釈できる。因

子２は、「どの年齢の担任になってもうまくやっていける（項目８）」・「クラス内のいじめへの
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表２　学生の保育効力感・現職保育士に対するイメージの因子分析結果



対処ができる（項目９）」・「子どものやる気を引き出せる（項目７、逆転項目）」に高い負荷を

示していることから、臨機応変な指導への自信を表す因子と解釈できる。因子３は、「努力すれ

ば登園を嫌がる子どもをなくすことができる（項目３、逆転項目）」・「適切な保育環境の整備

（項目１５）」に高い負荷を示し、保育環境整備への自信を表す因子と解釈できる。

　実習前の保育効力感測定項目１５項目に対する因子分析の結果、固有値の推移（５．１７、１．５６、

１．４０、１．２０）・累積寄与率（５４％）・因子の解釈可能性を考慮して、３因子を抽出した（表２参

照）。因子１は、「子どもの性格の理解（項目６）」・「どの年齢の担任になってもうまくやってい

ける（項目８）」・「子どもへの適切な対応（項目１１）」・「子どものやる気を引き出せる（項目７、

逆転項目）」などに高い負荷を示していることから、子どもを理解することへの自信を表す因子

と解釈できる。因子２は、「一人一人の子どもに適切な指導と援助ができる（項目１３）」・「クラ

ス全体への配慮ができる（項目１２）」・「子どもにわかりやすく指導できる（項目１）」・「クラス

内のいじめへの対処ができる（項目９）」などに高い負荷を示すことから、クラス運営の自信を

表す因子と解釈できる。因子３は、「保護者の信頼獲得（項目１０）」・「適切な保育環境の整備

（項目１５）」・「努力すれば登園を嫌がる子どもをなくすことができる（項目３、逆転項目）」・「園

での基本的生活習慣の形成（項目１４、逆転項目）」に高い負荷を示すことから、保育園の教育機

能や習慣形成機能を遂行する自信を表す因子を表すと解釈できる。

　実習後の保育効力感測定項目１５項目に対する因子分析の結果、固有値の推移（４．７３、１．９９、

１．４５、１．０３）・累積寄与率（５５％）・因子の解釈可能性を考慮して、３因子を抽出した（表２参

照）。因子１は、「子どものやる気を引き出せる（項目７、逆転項目）」・「努力すれば登園を嫌が

る子どもをなくすことができる（項目３、逆転項目）」・「園での基本的生活習慣の形成（項目

１４、逆転項目）」・「適切な保育環境の整備（項目１５）」などに高い負荷を示していることから、

保育園の教育機能や習慣形成機能を遂行する自信を表す因子を表すと解釈できる。因子２は、

「クラス全体への配慮ができる（項目１２）」・「保育プログラムの変更に対する柔軟な対応（項目

４）」・「どの年齢の担任になってもうまくやっていける（項目８）」などに高い負荷を示してい

ることから、クラス運営の自信を表す因子と解釈できる。因子３は、「子どもにわかりやすく指

導できる（項目１）」・「保護者の信頼の獲得（項目１０）」・「子どもの能力に応じた課題を出すこ

とができる（項目２）」・「子どもの性格の理解（項目６）」などに高い負荷を示していることか

ら、子どもの個別理解への自信を表す因子と解釈できる。

現職保育士のイメージに対する因子分析

　学生が現職保育士の保育効力感をどのようにイメージしているかを調べるため、保育士効力

感測定項目１５項目に対する因子分析（主成分解、バリマックス回転）を行った。その結果、固

有値の推移（５．８２、１．７３、１．２２、１．０７）・累積寄与率（５８％）・因子の解釈可能性を考慮して、３

因子を抽出した（表２参照）。因子１は、「子どもの性格の理解（項目６）」・「子どもの能力に応

じた課題を出すことができる（項目２）」・「子どもへの適切な対応（項目１１）」・「子どもにわか
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りやすく指導できる（項目１）」・「クラス全体への配慮ができる（項目１２）」・「保護者の信頼の

獲得（項目１０）」などに高い負荷を示しており、保育指導能力を表す因子と解釈できる。因子２

は、「クラス内のいじめへの対処ができる（項目９）」・「どの年齢の担任になってもうまくやっ

ていける（項目８）」などに高い負荷を示していることから、臨機応変な指導への自信を表す因

子と解釈できる。因子３は、「子どものやる気を引き出せる（項目７、逆転項目）」・「園での基

本的生活習慣の形成（項目１４、逆転項目）」などに高い負荷を示しており、保育園の教育機能や

習慣形成機能を果たす自信を表す因子と解釈できる。

保育効力感の発達的変化

　因子分析の結果、３時点の学生の保育効力感の構造・学生がイメージする保育士効力感の構

造は少しずつ異なっており、保育効力感は一貫した構造を持っては捉えられていなかった。そ

こで、以下の方法で、保育効力感の下位尺度を作成し、その発達的変化を見ることにした。

保育効力感下位尺度の作成

　因子構造が最も明確になっている（他の因子に高い負荷を示す項目が少ない）実習後の学生

の保育効力感の構造を基準に、以下の手順で、３つの下位尺度を作成した。項目１３を除く１４項目

は、それぞれの１つの因子のみに．４５以上の負荷を示していたので、それらの因子のもとに加算

することにした。項目１３については、因子１に－．５１の負荷を示したが、因子２にも．４８の負荷

を示したこと、項目内容からいっても因子２のもとに加算するほうが妥当であると判断された

ので、因子２のもとに加算することにした。したがって、実習後保育効力感の下位尺度得点と

して、項目７（逆転）・項目３（逆転）・項目１４（逆転）・項目１５・項目９の加算平均値を「園機

能」尺度得点、項目１２・項目４・項目８・項目５・項目１３の加算平均値を「クラス運営」尺度得

点、項目２・項目６・項目１１・項目１・項目１０の加算平均値を「個別理解」尺度得点として算出

した（下位尺度のα係数は、順に、０．７６、０．７１、０．７２であった）。実習前・実習後の保育効力感

下位尺度と学生のイメージする「保育士」効力感下位尺度得点も同様に算出した（１年次個別

理解尺度のα係数０．７９、１年次クラス運営尺度のα係数０．７３、１年次園機能尺度のα係数

０．７３、実習前個別理解尺度のα係数０．７５、実習前クラス運営尺度のα係数０．６１、実習前園機能

尺度のα係数０．６３、保育士個別理解尺度のα係数０．８４、保育士クラス運営尺度のα係数０．７２、

保育士園機能尺度のα係数０．４０であった）。

保育効力感下位尺度得点の経時的変化と「保育士」効力感下位尺度得点の比較

　３時点すべてで有効回答の得られた４６名の下位尺度得点の平均値の経時的変化と「保育士」

効力感の平均値を図１に表した。個別理解得点の平均値は１年次２．９２、実習前３．０３、実習後

３．３１、クラス運営得点の平均は１年次３．１８、実習前３．１７、実習後３．３２、園機能得点の平均値は

１年次３．４０、実習前３．２４、実習後３．４０と変化していた。また、学生がイメージする「保育士」
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効力感の個別理解得点の平均値は４．５２、クラス運営得点の平均値は４．１７、園機能得点の平均値

は３．６７であった。

　３時点のそれぞれの尺度得点の平均値に有意な差が見られるかを検討するため分散分析を

行った。個別理解尺度得点の平均値の主効果は有意であった（Ｆ＝９．１４（２，４４），ｐ＜．００１）

ので、下位検定を行ったところ、実習後の平均値が、１年次のそれに比べて有意に高く（Ｆ＝

１７．６６（１，４５），ｐ＜．００１）、実習前のそれと比べても有意に高かった（Ｆ＝１２．０３（１，４５），

ｐ＜．０１）。クラス運営得点の平均値・園機能得点の平均値に対する分散分析の主効果は有意で

はなかった（Ｆ＝１．７７（２，４４），n. s.；Ｆ＝３．０８（２，４４），n. s.）。

　次に、学生の保育効力感の下位尺度得点の平均値と学生がイメージする「保育士」効力感の

下位尺度得点の平均値とに差が見られるかを検討した。ただし、園機能尺度得点のα係数が０．４０

と低く、この尺度の内的整合性に疑問があったので、園機能尺度得点については分析からはず

した。個別理解尺度得点の「保育士」平均値は、学生の１年次平均値・実習前平均値・実習後

平均値いずれよりも有意に高かった（ｔ＝１４．２７，ｐ＜．０００１；ｔ＝１４．９１，ｐ＜．０００１；ｔ＝１３．２０，

ｐ＜．０００１）。クラス運営尺度得点の「保育士」平均値は、学生の学生の１年次平均値・実習前

平均値・実習後平均値いずれよりも有意に高かった（ｔ＝７．３８， ｐ＜．０００１； ｔ＝９．１２， ｐ

＜．０００１；ｔ＝７．３１，ｐ＜．０００１）。注

実習総合評価と保育効力感との関連

　実習評価と保育効力感の下位尺度得点との間に関連が見られるかを調べるため、以下の分析

を行った。有効回答の得られた５９名の自己採点による総合評価・実習評価（実習園からの総合

評価）の内訳は、自己評価・実習評価ともにＣは１名、自己評価Ｃ・実習評価Ｂは４名、自己
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図１　学生の保育効力感の時系列変化と学生のイメージする「保育士」効力感



評価Ｃ・実習評価Ａは３名、自己評価Ｂ・実習評価Ｃは１名、自己評価Ｂ・実習評価Ｂは２９名、

自己評価Ｂ・実習評価Ａは２０名、自己評価Ａ・実習評価Ａは１名であった。それぞれの個別理

解得点・クラス運営得点・園機能得点の平均値を図２－１～図２－３に示した。これらの平均

値に差が見られるかを検討するため、自己評価・実習評価を２要因とする分散分析を行った。

個別理解得点については、自己評価要因の主効果が見られた（Ｆ＝５．２９（２，５７），ｐ＜．０１）

ので、Tukey 法による下位検定を行ったところ、自己評価Ｃの８名の平均値２．８３と自己評価

Ｂの５０名の平均値３．４０との間に５％水準で有意な差が見られた。クラス運営得点・園機能得点

については、自己評価の主効果・実習評価の主効果・自己評価×実習評価の交互作用ともに有
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図２－１　実習総合評価別の個別理解得点平均値

図２－２　実習総合評価別のクラス運営得点平均値



意ではなかった。

実習評価を説明する要因の検討

　実習評価には、学生個人の保育効力感以外に、学生と実習園との相性といった要素も関連し

ていると考えられる。そこで、学生が実習園に対してどのようなイメージを抱いたかを測定し、

それらと学生個人の保育効力感が実習評価とどのように関連しているかを検討する。

実習園に対するイメージ得点の作成

　実習園に対するイメージの構造を調べるため、実習園に対するイメージを測定する６項目に

ついて因子分析（主因子解・バリマックス回転）を行った。固有値の推移（２．５８、１０．５、０．７８）・

累積寄与率（６１％）・因子の解釈可能性を考慮して２因子を抽出した。因子１は、「実習園の保

育方針に共鳴することができた」・「実習園の雰囲気は私に合うものだった」・「実習園に毎朝通

うのが楽しみだった」などに負荷し、実習園の雰囲気との合致を表す因子と考えられた。因子

２は、「担任の先生といろいろ話し合うことができた」・「自分なりにがんばっているのに実習園

の人たちが気づいてくれた」に負荷し、実習園の人々との意思の疎通を表す因子と考えられた。

因子１に負荷した４項目（「自分の考えていることがうまく伝わっていないのではないかと思っ

た」は逆転項目）の加算平均値を園の雰囲気得点（α係数は０．７３）、因子２に負荷した２項目の

加算平均値を意思の疎通得点（α係数は０．５０）として算出した。

実習評価下位尺度の作成

　保育実習評価は、総合評価の他に、８つの下位項目について評価が行われる。それらは、実習

態度として①積極性・②責任感・③協調性、指導能力として④子どもへの理解の姿勢・⑤保育
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図２－３　実習総合評価別の園機能得点平均値



の計画、準備、環境構成・⑥保育の展開、指導技術・⑦保育の記録、整理・⑧保育環境の整備

（安全・整頓等）である。これら８つの項目が、実習生が自己評価を行う時にどのような構造で

捉えられているのか、実習園が評価を行う時にどのような構造で捉えられているのかを調べる

ため、８つの下位項目に対する因子分析（主成分解・バリマックス回転）を行った（表３）。

　自己評価については、固有値の推移（２．８１、１．２１、０．９１）・累積寄与率（５０％）・因子の解釈

可能性を考慮して２因子を抽出した。因子１には①積極性・②責任感・③協調性・④子どもへ

の理解の姿勢・⑧保育環境の整備（安全・整頓等）が、因子２には⑤保育の計画、準備、環境

構成・⑥保育の展開、指導技術・⑦保育の記録、整理が負荷した。このことから、学生自身の

実習評価は、実習全体を通した姿勢と日々の活動に必要な技能として、大きく２つに分けて認

識されていると考えられる。実習園からの実習評価についても、固有値の推移（３．５５、１．１９、

０．８４）・累積寄与率（５９％）・因子の解釈可能性を考慮して２因子を抽出した。因子１には①積

極性・②責任感・③協調性・⑧保育環境の整備（安全・整頓等）が、因子２には④子どもへの

理解の姿勢・⑤保育の計画、準備、環境構成・⑥保育の展開、指導技術・⑦保育の記録、整理

が負荷した。このことから、実習園の側も実習評価を、実習全体を通した姿勢と日々の活動に

必要な技能として大きく２つに分けて認識しているが、子どもへの理解の姿勢は日々の活動に

必要な技能としての面をより大きく持つと考えているようである。

　それぞれの因子に負荷した項目の加算平均値を算出し、実習評価下位尺度得点とした。それ

らは、自己評価因子１得点（α係数は０．６３）、自己評価因子２得点（α係数は０．６５）、実習評価

因子１得点（α係数は０．７５）、実習評価因子２得点（α係数は０．７６）である。

実習評価下位尺度得点と実習後保育効力感・実習園に対するイメージとの関連

　実習評価下位尺度得点が学生の実習後保育効力感・実習園に対するイメージとどのように関

連しているかを調べるため、以下の分析を行った。

　実習後保育効力感としての個別理解得点・クラス運営得点・園機能得点、実習園に対するイ
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表３　実習の自己評価・実習園からの評価の因子分析結果



メージとしての園の雰囲気得点・意思の疎通得点、実習評価下位尺度得点の平均値を表４に、

それらの相互相関係数を表５に示した。自己評価因子１得点は、個別理解得点・園の雰囲気得

点と１％水準の相関が、クラス運営得点とは５％水準の有意な相関が見られた。自己評価因子

２得点は、個別理解得点と１％水準の相関が、クラス運営得点・園機能得点とは５％水準の有

意な相関が見られた。実習評価因子１得点は意思の疎通得点と１％水準の有意な相関が見られ

た。

　次に、実習評価下位尺度得点が実習後保育効力感・

実習園に対するイメージからどの程度説明できるか

を調べるため、実習評価下位尺度得点を基準変数と

する重回帰分析（変数増減法）を行った。有意となっ

た重回帰分析の結果を表６に示した。自己評価因子

１得点は、個別理解得点と園の雰囲気得点・意思の

疎通得点から、分散の２１％が説明できた。自己評価

因子２得点は、個別理解得点・クラス運営得点と意

思の疎通得点から、分散の１６％が説明できた。実習
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表４　実習後保育効力感・実習園イメー
　　　ジ・実習評価の平均値・標準偏差

表５　実習後保育効力感・実習園イメージ・実習評価の相互関連結果（相関係数）

表６　自己評価因子得点・実習園評価因子得点の重回帰分析結果（標準偏回帰係数）



評価因子１得点は、意思の疎通得点から分散の１０％が説明できた。実習評価因子２得点の重回

帰分析の結果は有意ではなかった。

考察

保育効力感の構造の違い

　保育効力感測定項目１５項目に対する因子分析の結果から、以下の２点が明らかになった。第

一に、学生の１年次の保育効力感の構造と学生が２年次の６月にイメージした現職保育士の保

育効力感の構造が比較的類似していること（双方とも、因子１は保育指導に対する自信や指導

能力を表す因子、因子２は臨機応変な指導への自信を表す因子であった）である。第二に、学

生自身の保育効力感の構造は１年次・実習前・実習後と時間を経過するに従ってより分化した

ものになっていく（複数の因子に高い負荷をする項目が減少し、より解釈のしやすい構造になっ

ていく）ことである。これら２つの結果は、学生の保育効力感の構造はおよそ１年間の間に

「学生のイメージする理想の保育士像」を表す構造からより保育実践に即したものへと発達して

いくと考察できる。すなわち、学生は保育現場に立った時に自分がどのような保育行為をとれ

るかについて徐々に客観的・冷静な判断ができるようになっていくことを表している。

保育効力感の発達的変化

　学生の保育効力感下位尺度得点の平均値の比較より、個別理解得点にのみ有意差が見られ、

実習後の平均値が１年次・実習前よりも高くなっていた。このことから、２年次の保育実習は、子

ども一人一人を理解し指導する自信を高めるのに寄与していると考察できた。さて、学生は６

月に行われる保育所実習の前に幼稚園実習や施設実習を経験しており、子どもの個別理解に１

年次よりも自信を持っているのではないかと推測されたが、実習前の個別理解得点の平均値は

３．０３であり、１年次の平均値２．９２より高くなっているが有意ではなかった。この理由としては、

保育所実習を間近に控えた学生が自分の力量に対して厳しい判断をした可能性や、学生の実習

に対する不安感が自分の力量に疑念を起こさせた可能性が考えられる。そうであるならば、保

育所実習の効果により学生の個別理解得点が高まったと結論づけることには慎重になる必要が

ある。以上の留保をつけた上で、保育効力感の下位尺度得点の時系列変化について以下のよう

に考察できる。２年次の保育実習を終えた時点で学生の子ども一人一人を理解できるという自

信は１年次の同時期よりも高まっており、それには保育所実習による効果があるらしい。

　ところで、学生がイメージする「保育士」効力感下位尺度の個別理解得点とクラス運営得点

の平均値は、学生自身の下位尺度得点平均値の最高値である実習後のそれらよりも、いずれも

有意に高い値を示した。このことは、保育所実習において現職保育士の高い保育指導能力・保

育技術を目の当たりにした学生は、現職の保育士が非常に高い保育効力感を持っていると推測

していることを示唆している。
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保育効力感と保育実習評価との関連

　保育効力感の実習総合評価との関連では、自己評価をCとした学生の個別理解得点の平均値

が自己評価をＢとした学生のそれよりも有意に低くなった。このことから、子ども一人一人を

理解することに自信がない学生は、実習総合評価に対して自分で低い評価を与えると考えられ

た。このことは言いかえれば、学生にとって子ども一人一人が理解できるという自信は、保育

現場で総合的に見て自分はうまくできるという自信にもつながると考えられる。

　実習園からの評価との関連では、保育の計画や準備・保育の展開・指導技術などに高い評価

を受けた学生ほど実習園との意思疎通がうまくできたと答えており、実習園の人々と良好な人

間関係を築くことが保育計画や保育活動の評価を高めることが明らかになった。このことは、

担任をはじめとする実習園の人々と良好な関係を築くことによってこれらの人々からサポート

や指導が受けやすくなり、それが保育計画や保育活動の成功につながった可能性が考えられる。

しかしながら、実習評価をするのが実習園の担当者である以上、それらの人々と良好な人間関

係を築いた学生に対する評価が甘くなっただけである可能性もあることに留意しておく必要は

ある。
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注

ここで、Ｆ、ｔは、それぞれＦ分布、ｔ分布のＦ値、ｔ値とする。
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