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はじめに

保育者を養成する大学、短期大学、専門学校では、学生の実習を円滑に進めるために「実習

指導」という科目に力を入れている。実習指導とは、「保育実習」ならびに「教育実習」と呼

ばれる実習科目を履修するための準備科目として位置づけられている。

つまり、保育士資格を取得するためには、必修科目として「保育実習Ⅰ」と「保育実習指導

Ⅰ」を、選択必修科目として「保育実習Ⅱ」または「保育実習Ⅲ」、「保育実習指導Ⅱ」または

「保育実習指導Ⅲ」を履修することが定められている。具体的には、「指定保育士養成施設指定

基準」の別紙 2の「保育実習実施基準」によれば、「保育実習Ⅰ」（4単位）は、「保育所での

実習」と「保育所以外の児童福祉施設（乳児院や児童養護施設、障害児入所施設）等での実習」

からなる。

愛知江南短期大学（以下、本学）においては、「保育実習Ⅰ」を二分割し、それぞれ「保育

実習Ⅰ（保育園）」と「保育実習Ⅰ（施設）」（各 2単位）としている。それらの単位を取得後、

「保育実習Ⅱ」として保育所での実習、もしくは、「保育実習Ⅲ」として「保育実習Ⅰ（施設）」

の対象施設に児童厚生施設などが加えられた施設での実習を行う。

このように、保育士養成施設において保育士資格の取得を目指す学生は、「保育実習Ⅰ（保

育所）」と「保育実習Ⅰ（施設）」、「保育実習Ⅱ」または「保育実習Ⅲ」の 3つの実習を行い、

それぞれに対応した「保育実習指導Ⅰ」と「保育実習指導Ⅱ」または「保育実習指導Ⅲ」を履

修することとなる。本学では、「保育実習指導Ⅰ」が 2単位、「保育実習指導Ⅱ」もしくは「保

育実習指導Ⅲ」がそれぞれ 1単位と規定されている。限られた時間のなかで、実習担当の教員
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は、実習に必要な事項を学生に指導しなければならない。

けれども、近年、少子化・核家族化という環境で育ってきた学生は、子どもと関わってきた

経験が極端に少ない。そのため子ども観や保育観をもつことができず、課題をもって実習に行

くことが困難になってきている 1。さらには、インターネットや SNSが普及するなかで、生身

の人間とうまくコミュニケーションをとることが不得手になってきている。実習園での社会人

としての振舞や言葉遣いといった事柄にまで指導の範囲は及んでいる 2。

本稿では、とりわけ実習に対する課題をもつこと（＝目標を策定すること）の重要性に着目

し、このような保育者養成を取り巻く環境と、現代の保育者を目指す学生像を踏まえたなかで

開発された「見える化」教材の導入の経緯を解説する。さらに、その導入の成果について、過

去 4年間分（導入前 1か年分および導入後 3か年分）の実習評価を分析しながら明らかにして

いきたい。

1．愛知江南短期大学における実習指導

（1）実習を乗り越えられない学生
愛知江南短期大学は、1970年に開学して以来40余年のあいだ、幼児教育に関する学科を有し、

数多くの保育士・幼稚園教諭を輩出してきた3。愛知県内では6番目に古い保育者養成校である。

現在、同短期大学における保育者養成は、こども健康学科保育専攻で行われている。同専攻は、

学生定員は 1学年 100 名である。実習は 1年次の 6月から実施される。2年間で卒業する課程

の学生が全体の 6から 7割である。残りの 3割から 4割の学生が長期履修コースを選択する。

長期履修コースは 3年課程のコース（授業が午前中のみ）であり、その場合の各実習は 2年次

になってから開始される。

2002 年以降、愛知県内には保育者養成機関が乱立するようになった。現在では同県内に 42

の保育者養成機関が存在する。さらに、この頃からそれまで短期大学であったものが四年制大

学化していくようになった。そのため、その頃から本学では、受験の際の競争率が低下し、さ

らには学生の基礎学力や実習生（＝社会人）としての基礎的なマナーまでが低下する事態が生

じるようになった。例えば、それまでの学生になら教えるまでもなかった、実習に対する目標

の作文の添削（誤字、脱字まで）や、実習先への電話のかけ方、箒の持ち方、箸の上げ下げ、

あいさつまでもが「実習指導」における指導項目の対象となったのである。つまり、「実習指導」

の授業の初回において、自らの保育観や、実習に対する目標を持っている学生など皆無に近い

状況になってしまったのである。これでは、何のために実習に行くべきなのか、どのような目

的で実習に行くべきなのか、といった目標など掲げられるわけがないのである。

筆者らが、本学の実習指導を担当してから 3か年度が経つのであるが、3年前（つまり着任

当初）の学生の授業の様子は、次のようであった。まず、私語が多すぎて授業の成立が困難な

科目も恥ずかしながら存在していた。授業を欠席、遅刻、そしてエスケープする学生も存在し

ていた。実習に至っては、約 10％の学生が実習を乗り越えることができずに、途中でドロッ
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プアウトしていた。加えて実習に対する漠然とした恐怖を持っていた学生も多く、彼ら彼女ら

は、実習に行く前から実習に対して極度な不安を抱き、また実習開始後も実習先の担当保育士

（指導者）と関わることに恐怖を感じていた。

さらに、実習日誌や指導案といった書類を書くことが極めて不得手な学生が多かった。自分

の行動を客観視して記録ができなかったり、そもそも何を書いていいのかわからない学生も存

在した。夜遅くまで取り留めのない文章を書くため、睡眠不足となり体調を崩す学生もいた 4。

（2）実習の実施計画
保育士資格と幼稚園教諭 2種免許を取得するためには、先述したように「保育実習Ⅰ（保育

園）」、「保育実習Ⅰ（施設）」、「保育実習Ⅱ」もしくは「保育実習Ⅲ」、さらに「教育実習」を

履修し単位取得することが求められている。本学の場合は、以下の 5回の実習が設定されてい

る 5。

実習種別 実習場所 実習期間 実習時期

①教育実習 本学付属
幼稚園

1週間 1年次 6月
（長期履修コースは 2年次 6月）
※ 1クラス 4～ 5名からなるグループで実習に入る。

②保育実習Ⅰ 保育園 2週間 1年次 1月
（長期履修コースは 2年次 1月）
※初めて 1人で実習に入る。

③保育実習Ⅰ 施設
（保育所以外の
児童福祉施設）

2週間 1年次 2～ 3月
（長期履修コースは 2年次 2～ 3月）
※ 2～ 3名からなるグループで実習に入る。

④保育実習Ⅱ
　もしくは
　保育実習Ⅲ

保育園
もしくは
施設

2週間 2年次 6月
（長期履修コースは 3年次 6月）
※ほぼ 1人で実習に入る。

⑤教育実習 幼稚園 3週間 2年次 9月
（長期履修コースは 3年次 9月）
※ほぼ 1人で実習に入る。

（図 1：愛知江南短期大学における実習計画）

図 1のような実習を遂行するために、「実習指導」という科目（「保育実習指導Ⅰ」、「保育実

習指導Ⅱ」、「保育実習指導Ⅲ」および「教育実習指導」）が設定されている。愛知江南短期大

学の「実習指導」は、学内の実習委員会に所属している 4名の教員によって、ティームティー

チングで実施されている。4名の教員の専門領域は、「保育者養成」、「発達心理学」、「幼児教

育方法」そして「子育て支援」である 6。200 名前後の学生が履修している。

「実習指導」において、指導すべき項目は多岐にわたる。前述したように社会人としてのマナー

はもちろん、保育技術や、実習にむけての課題の設定などがある。本学で行っている指導項目

は図 2に示す通りである。とりわけ、「実習生としての日々の目標の立て方」と「実習生個人

票（個票）の作成」については、きめ細やかな個別対応が必要とされている。
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「実習指導」において指導されている項目（愛知江南短期大学の場合）
・実習の意義と目的
・実習に対する心構え、マナー、態度、服装など
・実習先の配当
・実習生個人票（個票）の作成⇒おおまかな実習の目標の策定
・実習生としての日々の目標の立て方
・実習に役立つ保育技術（ピアノ、手遊び、読み聞かせなど）
・実習先における事前オリエンテーションの受け方
・実習日誌（記録）の書き方
・指導案の書き方
・お礼状の書き方
・実習先からの評価と自己評価

（図 2：愛知江南短期大学における実習指導の項目（一部））

これらの指導項目のなかでの特に 2点（図 2の丸ゴチック体の部分）は、実習指導の「難関」

と位置付けている。なぜなら、何の保育者像も、子ども観もない学生に対して、いきなり「今

から実習の目標を挙げよ」と言っても、何も挙げられないからである。

しかし、実習をするからには、まずおおまかな目標を策定しなければならないし、さらに学

生が記入する実習日誌には、毎日「実習生としての目標」を記入しなければならないのである。

実習前にあらかじめ 2週間（ないしは 3週間）の日々の目標を立てておく必要がある。しかも、

授業計画上、短期間（実習 1か月前までに）で、この指導を行わなければならないという制約

がある。

2．「見える化」教材の導入：KONAN式ステップワークシートの開発と効果

（1）「KONAN式ステップワークシート」導入の経緯 7

これまで述べてきたように、実習指導にはきめ細やかな指導が求められる。学生一人ひとり

と向き合い、指導項目によっては文章の修正をするといった個別対応をしなければならないこ

とも多々ある。ティームティーチングで実施しているとはいえ、担当教員の負担はやはり大き

い。

そこで、学生の実習に対する目標策定の道筋を「見える化」するために、また教員の負担を

少しでも軽減するために、実習委員会の教員の手によって「KONAN式ステップワークシート」

（以下、ステップシートと表記）を作成することにした。ステップシートの構成は、2つのパー

トから構成されている。一つは、実習の事務的な書類のパートであり、「誓約書」や「健康チェッ

ク表」が実習ごと（付属幼稚園実習、保育実習Ⅰ（保育園）、保育実習Ⅰ（施設）、保育実習Ⅱ

もしくは保育実習Ⅲ、そして教育実習）に綴られている。もう一つは、実習の目標を策定する

ためのワークシートのパートであり、これらも実習ごとに綴られている。後者の実習の目標を

策定するパートは、先述したように学生にとって難関である。それゆれ教員にとっては、学生

との個別指導を必要とする。

さて、ステップシート導入のきっかけについて、導入以前の実習の流れと現行の実習の流れ

を比較して説明することにしよう。



青山　佳代・森山　雅子 5

 

（図 3：ステップシート導入以前の実習の準備から終了までの流れ）

図 3は、ステップシート導入以前の実習の準備から終了までの流れである。本学では、実習

先が決まったあと、学生に実習に対する大まかな目標を策定させ、それを個人票 8 に記入させ

ていた。その後、個人票は実習先へ送付され、学生はきちんと目標をもったうえで実習に入る

（入っていたであろう）という流れであった。

ところが、実習巡回指導中の教員に対して、このような発言をする学生がいた。

「指導の先生が『あなたの今日の実習の目標は？』と毎日聞いてこられるんだけど、なん

でいちいち聞かれなきゃならないかわからない。適当にその場で目標を言っても『それ

は目標じゃないわね』と言われて困っている。」

この発言から、実習前に、個人票のなかで目標を策定していたにも関わらず、学生がそれほ

ど実習の目標の策定の重要性を考えずに実習に臨んでいたことが明らかになった。さらに、こ

れまでの実習園からは、本学の学生に対して、「実習でも目的意識が薄く、毎日同じ記録（実

習日誌）を書き、毎日同じことしかしない。何を知りたいのかよくわからない」、「記録が書け

ない、考察が考察ではなく、単なる感想になっている」といった目的意識や記録の面でネガティ

ブな評価を受けることが多かった。

つまり、学生が実習に対して立てた目標が、実習に合った目標ではなく、漫然と実習に突入

していたと解釈できよう。それまでの実習指導における目標の立て方の指導に何らかの問題が

あったと言わざるをえない。

そこで、ステップシートを導入することによって、図 4のように、おおまかに策定された目

標を、さらに細分化して日々のねらいにすることを試みた。
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（図 4：ステップシート導入後の実習の準備から終了までの流れ）　

「実習指導」において、とりわけ重要にもかかわらず、学生が苦手としていることは、学生

自らが、実習の目標を掲げることである。さらに、実習時の日々のねらいを明らかにすること

も苦手としている。そこで、図 4の①にあるように、まずは大きな目標を意識化し、目標を立

てた理由を明らかにさせる工夫を取り入れたシートを開発した（図 5）。

（図 5：個票を作成するためのワークシート）
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さらに、図 4の①で策定した目標を、図 4の②において日々の実習に生かせるように、大き

な目標をスモールステップ化
4 4 4 4 4 4 4 4 4

できるシートの開発を行った（図 6）。

（図 6：個票で掲げた目標を、日々の実習の目標に細分化するためのワークシート：「ステップシート」と呼称）

これら（図 5、図 6）で示したように、目標を掲げる当事者である学生からも、そして実習

指導を行う教員からも、学生の学習の跡が「見える」ようにした。

図 4の①では、実習でやってみたいことを目標とするのであるが、理由をきちんと書かせる

ことによって、目標を意識化させることに注力した。導入以前は、「先生、何をどう書いたら

いいかわからない」といって白紙で個人票を提出していた学生もいたが、①のように、「やり

たいこと」と「その理由」が連動したステップを踏ませることによって目標を明確化させる仕

組みを構築したので、導入後は白紙で個人票提出する学生は皆無となった。

図 4の②では、①の大きな目標を、より細分化することができるような仕組みを取り入れた。

さらに、「第 2段階」として、2週間の実習期間における日々の目標を「見える化」できるよ

うにした。毎日、何をすべきかを視覚的にわかるようにした。

（2）ステップシート活用の効果
このようにステップシートを導入して 3か年が経過したわけだが、これまでの活用の成果に

ついて述べる。

まず、学生にとっては、「自分が何をすべきかを把握することができた」ということである。

2週間（もしくは 3週間）にわたる実習の目標を俯瞰して実習に臨むことができた。さらに、

実習中、常に目標を確認しながら実習に取り組むことができたのである。

また教員にとっても、個々の学生が実習に対してどのような目的を持っているのかを把握す

ることができる。ステップシートになっているので、学生の実習に対する目標が日々高度化し

ているかどうかや、目標が進捗しているかどうかを一目で確認することができる。
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また思わぬ効果としては、実習先の指導保育者にとっても、指導するための道具として大い

に活用されたことである。当初、ステップシートは、学生と短大教員の間での、実習の目標を

共有することを目的として活用していたのだが、実習先でこのシートを活用している本学の学

生を見かけた実習先の指導者から「私にもこれコピーさせてくれる？」との発言があり、実習

先の指導者からも実習指導の材料をして活用されるようになった。つまり、実習先の指導者に

とっては、実習期間における学生の実習に対する意欲を俯瞰的に把握でき、2週間（ないしは

3週間）の実習期間をどのように過ごせばよいかの指標にすることができるようであった。

3．愛知江南短期大学における過去 3年間の実習評価の分析

先述のように、ステップシートを導入したことで、学生にとっても教員にとっても、実習に

対してはそれなりの効果を実感することができたことは明らかとなった。しかし、本当にそれ

が事実であるのかを、本節では、実習先からの実習評価を検討（今回検討する実習種別は「保

育実習Ⅰ（保育園）」である）することから探ってみる。「保育実習Ⅰ（保育園）」は、学生が

初めて 1人で実習を行うものである。それまでに学生は、本学の付属幼稚園で、4～ 5名から

なるグループで実習に行った経験はあるが、付属幼稚園実習には、これから先の実習に向けて

のマナーを身に付けるという性格も有している。本学の付属であることと、初めての実習であ

ることで少しの失敗も「まあ、初めてですからね」という雰囲気で許される側面もある。しか

し、「保育実習Ⅰ（保育園）」は、初めて 1人きりで本学の付属施設ではない場所で実習すると

いう性格を有している。初めての個票作成、初めての指導案作成などが重なり、指導について

は最も手間も時間がかかる。我々教員間では、この「保育実習Ⅰ（保育園）」を実習指導にお

ける登竜門と位置付けている。この実習を乗り越えられるか否かが、実習指導の成否を占って

いるといってもよい。このような理由から、今回は、「保育実習Ⅰ（保育園）」を分析対象とし

てみる。

本学が実習先に依頼する評価項目は、以下の図 7に示す 7項目である。本分析において対象

となる人数は、平成 22 年度は 63 名、23 年度は 60 名、24 年度は 40 名、25 年度は 65 名である。

それぞれ 1年次の学生である 9。Sはとてもよい、Aはよい、Bは普通、Cはやや劣る、Dは

不可という評価で採点されている。図 8以下の図内の数値は、各年度における、各評価のパー

センテージを示す。例えば、図 8の積極性に関する評価項目の平成 22 年度は、Sを獲得した

学生は 3％、Aは 17％、Bは 18％、Cは 23％、そして Dは 2％と読み取ることができる。

1．積極性
2．責任感
3．協調性
4．乳幼児理解
5．保育の記録
6．環境整備（安全・整理）
7．総合評価

（図 7：愛知江南短期大学における実習の評価項目）
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（1）積極性について
積極性とは、実習に対する基本的な姿勢と考えている。きちんと目標をもって実習に臨めば

それだけ疑問がわいてくる。疑問に思ったことをきちんと、指導者に質問し、さらにそれを踏

まえて行動できるかどうかで、この評価は左右されると考えられる。平成 23 年度における積

極性の評価がとても高いことがわかる。

 

（図 8：積極性に関する実習評価）

（2）責任感について
責任感とは、実習先において実習生としてきちんと役割を果たしているかを評価する項目で

ある。たとえば、実習先での約束ごとが守れているとか、実習先での指導者から指示をきちん

と受け止めて行動できているかなどが評価の視点となる。平成 23 年度の評価が高い。

 

（図 9：責任感に関する実習評価）
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（3）協調性について
協調性は、実習生という立場を理解して、実習先の保育者とのチームワークを大切にできて

いるかという点で評価される項目である。コミュニケーション能力があるかどうかも重要な点

である。

（図 10：協調性に関する実習評価）

（4）乳幼児理解
乳幼児理解とは、「子どもの発達の理解」を評価する項目として解釈される。実習生にとって、

子どもの発達をどれだけ理解しているかどうかはとても重要なことである。とりわけ、実習生

にとって初めての保育実習である、「保育実習 I（保育園）」においては事前にきちんと発達に

ついて理解しているかどうかが試されているといっても過言ではない。加えて、子どもがおか

れた状況や背景などを理解することも求められる。平成 23 年度の実習から評価が上がってい

ることがわかる。これはこの年から発達心理学に関する学内の担当者が変更になり、当該教員

の力量に左右されたことによるのかもしれない。

（図 11：乳幼児理解に関する実習評価）
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（5）保育の記録について
保育の記録とは、実習日誌の記録の評価である。実習日誌は学生にとって、実習における「い

ちばん嫌なこと」とされる項目である。日々、学生たちは実習後帰宅してから、睡眠時間を削

りに削って実習日誌を記入している。帰宅後の大部分の時間をかけて記入している記録である

が、平成 22 年度までの実習先の評価は酷く、実習巡回に行っても、記録についてはよくお叱

りをうけていたものである。それが、平成 23 年度からは、一定数の C評価は存在するものの、

平成 22 年度と比して上がっているといえよう 10。

（図 12：保育の記録に関する実習評価）

（6）環境整備（安全・整理）について
環境整備とは、子どもたちの安全を守るためにどのような環境を整えればよいかを評価する項目で

ある。実習生らしい保育室の管理（例えば、指導者に指示されたように子どもたちを援助したり、遊

具に対する安全確保や教材の整理整頓ができるかが求められる）ができるかどうかがみられている。

（図 13：環境整備に関する実習評価）
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（7）総合評価について
総合評価とは、上記の 6つの項目を総合的に評価して、実習生としてどうかを判断するもの

である。本学の場合、総合評価で D判定となれば「不可」と判断され、再実習となる。毎年

度 1～ 2 名程度の学生が D判定となっている。平成 23 年度と平成 25 年度に S評価を獲得す

る学生が出てきた。

（図 14：実習での総合評価）

（8）実習評価を平均値にしての分析
上記の（1）～（7）までは、各年度において、学生がどの評価を得ていたのかをパーセンテー

ジで示し、分析してきた。これまでの分析においても平成 23 年度を境に、伸びてきた項目が

あることが確認された。けれども年度ごとに分析対象人数に差があるので、最も対象人数の少

ない平成 25 年度の結果に少し不利が生じる。

そこで、この項では、S評価を 4点、A評価を 3点、B評価を 2点、C評価を 1点、そして

D評価を 0点とし、各評定項目ごとに平均値を算出して、その結果の分析を試みた。以下の表

1がその結果である。

（表 1：愛知江南短期大学における保育実習 I（保育園）の実習評価の平均値）

上記の表をみると、平成 23 年度を境に、責任感を除くすべての項目で、平成 22 年度と比し
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て得点が上昇していることがわかる。このことは平成 23 年度からの実習指導の成果、すなわ

ちステップシート導入の成果が表れていると解釈することができる。

まとめ

ここまで、保育者を目指す今どきの学生像を踏まえたなかで開発された「見える化」教材の

導入の経緯を解説してきた。さらに、その導入の成果について、過去 4年間分（導入前 1か年

分および導入後 3か年分）の実習評価を分析してきた。分析方法については、今回は、本学の

学生にとって、初めて他者から評価されるという保育実習Ⅰ（保育園）のみを対象にしてきた。

なぜステップシートを導入することで、実習評価が向上したかについてここで考察していき

たい。それはステップシートを導入することによって、学生自身に実習に向けての PDCAサ

イクルを構築する術を提供できたことである。目標をきちんと立てることによって学生が主体

的に実習と向き合うことを可能とした。その結果として実習評価が向上したと解釈できる。

（図 15：ステップシート導入の効果と実習におけるPDCAサイクル）

今後、大学がますます大衆化していくなかで、本学だけではなく、どこの高等教育機関にお

いてもこれまで以上に多様な学生が増えてくることは言うまでもない。これからより一層、そ

れぞれの学生の能力や資質に応じた教材開発の必要性が増してくるであろう。教材を「見える化」

することによって、教員の負担を軽減し、学生の学習に対する自立を促すことも明らかとなった。

今回の分析では、「見える化」教材を導入することによって、学生の実習に対する意欲・能

力が向上し、実習評価結果が上がったと結論づけたが、実は保育実習Ⅰの終了後の実習（つま

り、保育実習Ⅱや保育実習Ⅲ、さらには教育実習）において、目標がステップアップしてこな

い学生も存在していた。

今後の課題として実習における PDCAサイクルの A（改善）部分を明確にするような教材

を開発していくことが求められる。実習後の省察を次の実習へつなげるシステム、つまり実習

が進むごとに目標が高度化していくような教材開発が必要なのである。さらに、分析について

も保育実習Ⅱや教育実習まで対象を広げ、ステップシートを導入することによる実習指導全体

の効果についても考えていきたいと思う。
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 本学では上記のものを活用し、裏面には、実習生の目標を書く。だいたい 3つの目標を挙げている。

9 今回の分析では、1年次の学生のみを検討する。長期履習コースの学生とは、科目の履習スタイル等が

異なることもあり、適正な分析結果が望めないため、長期履習コースの学生は分析対象とはしていない。

10 なお、平成 25 年度に C評価が多くみられることについては、この年度からエピソード記述の手法を取

り入れたので、その手法を上手く習得せずに実習に臨んだために評価が多少低くなったと思われる。


