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問題と目的

保育士にとって日々の短期的な指導計画の作成は、重要な業務である。保育所保育指針 1）

では、第 1章総則の「保育の計画および評価」において「保育士等は、子どもの実態や子ども

を取り巻く状況の変化などに即して保育の過程を記録するとともに、これを踏まえ、指導計画

の内容の見直しを行い、改善を図ること」と明記し指導計画の必要性を周知している。また第

1章 3（2）指導計画作成（ア）では、「保育所は、全体的な計画に基づき、具体的な保育が適

切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しなが

ら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成しなければならない。」

とし、長期的と短期的な指導計画を関連させながら作成することの重要性が述べられている。

保育所保育指針解説 2）では、長期的な指導計画と短期的な指導計画について、「長期的な指導

計画は、子どもの発達や生活の節目に配慮し、例えば 1年間をいくつかの期に区分した上で、

それぞれの時期にふさわしい保育の内容について作成する。家庭及び地域との連携や行事等と

日常の保育のつながりに配慮することが重要である。これを踏まえた上で、その時期の子ども

がどのようなことに興味や関心をもっているのか、どのようにして遊んだり生活したりしてい

るのかといった実態に即して、短期的な指導計画を作成する。」と記している。長期的な指導

計画は、家庭や地域、行事、日常の保育のつながり、短期的な指導計画は子どもの興味関心や

遊びや生活の実態に配慮し立案することが望まれる。

短期的指導計画については、近年いくつかの研究が散見されている。実際の幼保連携型認定

こども園の指導計画 3）をとりあげ紹介したもの、障害児や配慮が必要となる子どもについて
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の個別指導計画に関する事例 4、5）、また、養成校における指導計画の指導の在り方 6、7、8）など

がみられるものの、現役保育者の指導計画そのものについて取り上げた研究は少ない。しかし

ながら研究は少ないものの、三好 9）では、保育士に対し指導計画の困り感についてアンケー

ト調査を実施し、その結果、計画作成における困り感や悩みは約 6 割の保育士が持っており，

その内容は、「『保育の内容』理解」や「書き方」に関することが多かったことを指摘している。

この困り感を解消するためには、指導計画についての現役保育士の実態を明らかにすることが

課題であると考えられる。

山田・山下・野田 10）は、保育士初任者の運動遊びに関する指導計画をとりあげ分析し、そ

の結果、保育士初任者が保育雑誌や資料を参考にした指導計画を立案していること、子どもの

実態に即した形であそびを工夫する力が弱いことを指摘している。養成校を出たばかりの初任

の保育士にとって、保育計画は目の前の子どもではなく、形が重要であることが推測される。

では、現場で 1年間過ごした以降の若手保育者は、どのような保育計画を立案しているのであ

ろうか。本研究では、若手保育者の短期的指導計画について分析しその問題点を検討する。

本学では、現任保育士を対象とした研修の中で「中堅前期保育者」の「指導計画」の講座を

2016 年に実施した。その際、受講者全員が共通の仮想的なクラスに基づき、短期的指導計画

を立案するというプログラムを行った。仮想的クラスに基づいた短期的指導計画のメリットは、

すべての受講者が同じ背景やクラスサイズ、子どもの姿を前提に計画を立案できるところにあ

る。自分が実際には入っていない保育であるからこそ、保育計画における重視する視点の個人

差が出やすいものであると考える。この仮想的クラスでの短期的指導計画において、各保育士

の目の付け所の特徴が明らかになりやすいのではないだろうか。

そこで、本研究では、仮想的クラスについて作成された週指導案をとりあげ検討する。指導

計画および、質問紙調査の分析を行い、若手保育者の短期的指導計画の問題点について考察す

ることを目的とする。

方法

【対象】2016 年 8 月中旬に A県において開催された「中堅前期保育士研修」の受講者 86 名の

うち、「指導計画」の講座を受講した 84 名について分析の対象とした。対象者の保育歴は、

4.64±2.36 年（2-15 年）であった。

【研修内容】「指導計画」は 4コマ（1コマ 90 分）の講座から成っていた。1から 2コマでは、

ある保育園の 4歳児のクラス様子ビデオで観察し、クラスの想定された背景が書かれた用紙を

基に、受講者にそのクラスの今週の週指導計画（以下、週案、図 1）を作成させた。3から 4

コマ目では、計画された受講者の週案の中から、3例取り上げ、本学の 2名の教員が、受講者

全員の前で対象者の計画を検討し、その後、週案に関する全体的な講評を行った。

【週案作成の手続き】受講者には、図 2に例示する指示書を配布した。「以下のクラスについて、

下記の記述および子どもの自由遊びの動画を見て、9月 1週目（8月 31 日～ 9月 4日）の週案
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を作成しましょう」と指示し、受講者に仮想的クラスについての週案を作成してもらった。指

示書には、仮想的クラスの先週の子どもの姿、ねらい、今後の行事について記載した。なお、

取り上げた行事は 9月 18 日の敬老会／10 月 3 週目の運動会である。

子どもの姿から保育計画を立てられるように、約 10 分間、実際の保育園での朝の子どもの

自由遊びをみせた。場面は大きく 4場面あり、折り紙（指輪製作）、ジャングルジムを利用し

た基地づくり、シャボン玉遊びから色水遊びへ遊びが変わっていく場面、堆肥に水をかけて遊

ぶ場面であった。受講者は動画を見た後、約90分の時間をかけ仮想的クラスの週案を作成した。

【質問紙調査】週案立案に関する質問紙調査を実施した。質問項目は7項目で次のようであった。

1．毎朝、主活動の前にクラスの子どもとどのくらい遊ぶか、何分遊ぶか。2．所属する園の保

育が自由保育・設定保育か、また子どもたちが自由な遊びをできる割合。3．週案の有無。4．

週案を立案するときに重視することについて、複数回答で尋ねた。回答項目は、　①前週の子

どもの姿、②前年度の週案の内容、③これから行われる園行事、④その月にやらなければなら

ないこと、⑤上司や先輩の意向、⑥保育者の願い、⑦保育の連続性、の 7つであった。5．週

案を立案する時間（分）。6．週案立案時に悩むことについて回答を求める自由記述。7．その

月に必ずやらなければならないことについて回答を求める自由記述。質問紙調査については、

保育計画の研修の終わりに配布し、研修内で回収した。

【分析方法】（1）週案：各受講者の週案を、筆者と第 2著者の 2名が検討・協議し、内容の連

続性と一貫性を判断する基準として4つのカテゴリーを生成した。生成された4つのカテゴリー

に基づき、研究者 2名それぞれが 20 名の週案をコーディングしたところ一致率が 77.5％だっ

たため、内容を具体的に吟味し再度コーディングを行ったところ一致率は 91.2％となった。一

致率が 90％を超えたため、残りの 64 名については、筆者がコーディングを行った。

（2）質問紙調査：時間についてはすべて分単位に置き換え集計した。複数回答の質問について

は、7項目それぞれにおいての回答数を算出し回答率を求めた。分析には、統計ソフト Rを用

いた。

【倫理的配慮】各受講者の計画については、得点化した。また、個人の計画を個別に取り上げ

ないこととした。本研究では、得点化したデータのみを取り扱うことでプライバシーに配慮し

た。質問紙については、自由参加であること、途中で回答をやめる権利があること、自由に回

答して良いこと、回答はすべて統計的に処理され個人の答えが取り上げられないことを説明し

た上で同意を得た回答者のみ質問紙を回収した。
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図 1　週案のフォーマット（作成例）
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図 2　研修で使用した指示書
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結果と考察

仮想的クラスに基づいて立案された週案に関する分析
仮想的クラスに基づいて立案された週案について、生成されたカテゴリーは「前週からの連

続性の有無（前週に活動を踏まえた週案を立案しているか」）」「週内の連続性の有無（週内 5

日間の活動が関連した連続性をもっているか）」「行事を優先した活動（行事を意識した活動が

含まれているか）」「つながりのない活動の多さ（週内でのつながりのない主活動が 4つ以上あ

るかどうか）」の 4カテゴリーであった（表 1）。「前週からの連続性なし」のは 2.4％であり、

多くの受講者が前週からのつながりを意識しながら週案を立案していることが示された。「週

内の連続性がなし」は 72.0％であった。つまり多くの若手保育者は、週内でつながりのある活

動をするのではなく、日々つながりのない活動を計画しやすいようである。「行事を優先した

活動有」は 59.5％で、行事を意識した活動を計画しやすいことが示された。敬老会に関する活

動を計画していたのは 41 名、運動会に関する活動を計画していたのは 20 名であり、直近の行

事に関連した活動がとりあげやすいようである。「つながりのない活動の多さ」は76.2％であり、

週内でつながりのない独立した主活動の数は平均 4.6 ± 1.25 であった。つまり、週内にたくさ

んのつながりのない主活動があり、週 5日間の活動が毎日異なるような計画を立案することが

多いことが示唆された。

表 1　カテゴリーとその度数

次に 4つのカテゴリーの組み合わせとその人数について着目したところ、4つのカテゴリー

で最も多い組み合わせは、「前週からの連続性あり」「週内の連続性なし」「行事を優先した活動」

「つながりのない活動の多さ」というもので、37 名（44.0％）が当てはまった。ここから、前

週からのつながりはあるものの、週内で連続性がなく日々異なる主活動をしていて、かつ行事

の活動が行われやすいような計画を立てる者が多いといえる。

週案立案に関する質問紙調査の結果
質問紙調査を集計したものを表 2に示す。毎朝、主活動の前に子どもとどのくらい遊ぶかと

いう質問については、平均して 1時間以上保育士が子どもと遊んでいることが示された。週案

の立案にかかる時間については、平均して 1時間強かかることが示された。
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表 2　週案立案アンケートの結果

（年）

週案立案における重視することについては、複数回答であったため、7つの項目の回答率を

算出した。その結果、7割を超える保育者が「前週の子どもの姿」「これから行われる園行事」

を重視していることが示された。また、半数の保育者が「その月にやらなければならないこと」

「保育者の願い」「保育の連続性」を重視していた。また、「前年度の週案の内容」や「上司・

先輩の意向」については、10％程度の保育者が重視すると回答した。経験年数や遊ぶ時間、計

画作成時間、週案を立案する際に重視することにおいて、様々な組み合わせで回答の傾向を検

討した結果、「前週の子どもの姿」と「保育の連続性」の項目において、回答の偏りがみられ

た（表 3）。

表 3　先週の子どもの姿と保育の連続性の有無別の度数

表 3のクロス集計表についてχ 2 乗検定を実施したところ、有意差がみられ（χ（1）=4.83, 

p <.05）、これらの 2つの回答の組み合わせに偏りがみられた。つまり、週案において先週の

子どもの姿を重視する人は保育の連続性を重視していること、先週の子どもの姿を重視しない

人は保育の連続性を重視しないことが示されたといえる。
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「保育計画」の受講後の受講者の感想

保育計画の受講者の感想を以下に記述する。「行事に縛られるあまり、目の前の子どもの活

動から目が離れがちであり、多様な活動を週案に計画しなければならないと思い込んでいた」

「行事をしっかりやらなければならないと思い込んでおり、行事が優先になってしまっていた」

「子どもがやりたいことは何かよりもやらなければならないことが優先されてしまっていた」

「やらなきゃならない、上司などに求められることをこなしていたら、子どもの姿を見ること

を忘れてしまっている自分に気付いた」などであった。

考察

本研究は、保育士研修の中での仮想的なクラスで立案された週案の内容および週案立案にか

かわるアンケートを分析することで、若手保育者の保育計画について連続性・一貫性の特徴を

知ることを目的とした。これらの結果から、若手保育者は、仮想的なクラスの週案において、

先週の子どもの姿をとりあげたいものの、行事にかかわる活動を取り上げることから、1週間

の中で細切れのつながりのない活動を展開しやすいということがうかがえた。つまり、子ども

の姿と行事の活動がつながっていない可能性が考えられる。行事は行事、子どもの自由な遊び

は自由な遊びという意識を若手保育者は持っているようである。それは、「行事に縛られるあ

まり、目の前の子どもの活動から目が離れがちであり…」「行事をしっかりやらなければなら

ない…」といった感想として見られた。本来、行事に行われることがらは、子どもの姿とのつ

ながりの上で立案されることが望ましいものであるが、若手保育者においては、行事は行事と

してとらえがちであり、普段の子どもの遊びと連動させることが難しいように推測された。

また週案立案のアンケートからも、先週の子どもの姿および、これから行われる行事につい

て強い意識が向けられていることが示された。また、先週の子どもの姿を重視している保育者

は、保育の連続性も重視していることが示され、よく子どもの様子を見ている保育者ほど、子

どもの活動をつながりのある形にしていきたいという意識がみられたといえよう。山田ら 10）

の初任保育士の指導計画と比すと、若手保育者は子どもの姿に基づいて指導計画をたてようと

する傾向があるといえる。志賀 11）は、保育者の子どもの捉え方について、1～ 2 年目は幼児

一人一人を見る余裕がないものの、3年目以降になると個々の違いや個性が見えて表情・行動

から予想が可能になること、5年目以降では子どもの内面が良くわかるようになること、7年

目以降では、今までの経験を基づいてハプニングに対処しつつ、幼児一人一人をさらに生かす

にはどうしたらいいかを考えたりできるようになること、そして、11 年目以上では、子ども

一人ひとりを、余裕をもって長い目で発達を考えることができるようになる、と示している。

本研究の対象者である若手保育者は保育歴 4.64 ± 2.36 年（2-15 年）であり、志賀が指摘する

ところの、3年目以降、子どもの個性が見えて表情・行動から予想が可能になる段階と、5年

目以降、子どもの内面がよくわかるようになる段階の間にいる者が多いといえる。初任の余裕

がない状態からは脱し、子ども一人ひとりが理解されるに伴い、子どもの姿を指導計画に落と
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し込む面白さがでてくるのだろうと考えらえる。

また、少ない数ではあるが、「前年の計画」といった現在の子どもの姿と関連のないことが

らを重視している計画や、「上司や先輩の意向」といった若手保育者自身の観点のみで保育計

画を立てられない現状があることも注意すべきところであろう。

今後の課題

本研究は、2016 年に収集されたデータに基づき、分析された結果である。これは、2019 年

の保育所保育指針の改定に伴った保育の見直し前であることに留意したい。現在の保育者に同

様の研修を行った場合、より子どもの姿に基づいた計画が立てられるだろうことを期待したい。

また、指導計画については、仮想的なクラスに基づいたものであった。方法の有効性について

は、この仮想的クラスの指導計画と、実際の指導計画がどのような関連性にあるかは検討する

ことが必要である。もし仮想的クラスにおいての指導計画と実際の指導計画が類似しているの

であれば、研修等での指導計画での教育的効果は高いといえる。受講者全員で同じものに基づ

いて計画を立てることで、指導計画を指導するポイントが示しやすいのではないだろうか。な

お本研究の結果は、一都道府県で行われた研修からえられたものであることから、この知見が

仮説にとどまることに注意したい。より大規模にさまざまな保育歴の保育者に調査されると、

指導計画におけるそのほかのさまざまな実態や課題が明らかにされることになるだろう。
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