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はじめに 

 

保育者が積極的に保育場面に関わるためには、保育の能力やスキルが必須であるが、それと同時

に、保育者としての自分の能力に信頼感を持っていることが重要である。保育者としての自信、す

なわち保育者自己効力感は、保育を学ぶ学生の保育職に対する志向性や保育者の職務遂行を予測す

る内的要因のひとつと考えられている１）。 

著者は、先行研究において、幼稚園教育実習の経験後に学生の保育者自己効力感が有意に高まる

ことを報告した２）。自己効力感の高まりは、主に「個々の子どもとの関わり」に関連した項目得点

の上昇によってもたらされており、学生にとって 4 週間の幼稚園実習が、子どもと関わるスキルや

能力に自信を持つ貴重な経験となったことを示唆していた。一方、幼稚園実習後に自己効力感が低

下した学生が約 3 割見られ、実習経験が必ずしも自己効力感の上昇に結びつかないケースがあるこ

とも明らかになった。このことは、4 週間の幼稚園実習だけでは、学生の実感を伴ったスキル習得が

なされず、保育に対する不安や緊張が十分に解決しないままとなる場合があることを示している。

したがって、幼稚園実習に先行する保育実践機会を充実させることが重要であり、そこでの保育ス

キルの育成や心構えの形成に注意を払う必要があるだろう。 

本学では、学生の保育実践経験を深めるため、第 1 学年後半から第 2 学年前半の約 1 年にわたり、

地域・子育て支援活動「あそびの広場」を設けている。「あそびの広場」においては、学生自身が主

体となり、地域のこどもたちを相手に、自由遊びや設定遊びを行う。また、保護者との関わりを持

つことで、保育活動において重要となる保護者とのコミュニケーションを学ぶ機会としている。こ
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のような保育実践経験によって、学生の保育スキルや心構えの形成が促進されると期待される。し

かしながら、このような地域・子育て支援活動が、それに参加する学生の保育者効力感とどのよう

に関連しているかは明らかではない。 

そこで本研究では、地域・子育て支援活動における保育活動の達成度を自己評価するアンケート

を実施し、地域・子育て支援活動への参加を通じて、学生自身がどのような保育スキルを獲得して

いると感じているかの調査を行った。また、幼稚園実習前後の保育者効力感の変化を調べ、地域・

子育て支援活動アンケートとの関連性を検討することを目的とした。合わせて、実習の事前・事後

指導において簡便なアンケート調査を行い、学生の幼稚園実習参加に対する態度（実習を楽しめる

かどうか）、また保育者への志向性（保育者になりたいかどうか）、実習指導担当者との関係につい

て自己評定を行い、保育者効力感尺度との関連性を検討した。 

 
方法

調査参加者 北海道 A 町 B 専門学校 K 学科に在籍する 2 年生 25 名（男性２名：平均年齢 19.5

歳、女性 23 名：平均年齢 19.6 歳）が調査に参加した。本学の実習は以下のように設定されている。

教育実習は、認可幼稚園において原則 8 月下旬から 9 月中旬にかけて４週間（２０日間）行われ、

観察実習、参加実習、設定保育（部分実習・全日実習）が内容に含まれる。なお、教育実習前後に

教育実習事前・事後指導（幼稚園）の授業が行われる。 

また、本学の地域・子育て支援活動「あそびの広場」は、地域の子どもたち、および保護者との

触れあいを通して、保育技術を高める目的で行われる学生主体の保育実践活動である。この活動は、

毎週木曜日、第 1 学年後期から第 2 学年前期まで一年を通して実施され、8～10 名の学生グループ

がそれぞれ自由遊びや設定遊びを行っている。 

 

保育者効力感尺度 三木・桜井（1998）１）による保育者効力感尺度を用いた。本尺度は 10 項

目で構成されていた（表 1）。各項目に当てはまる程度について、「非常にそう思う」「ややそう思う」

「どちらともいえない」「あまりそうは思わない」「ほとんどそう思わない」の 5 段階で自己評定を

求めた。尺度への回答は、教育実習事前・事後指導（幼稚園）（7 月末・9 月中旬）の授業内に行っ

た。なお、本研究における質問紙およびアンケート調査は、研究目的であり成績等とは無関連であ

ることを参加者に口頭で説明し、すべての参加者から調査参加の同意を得て実施した。 
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表 1 保育者効力感尺度の質問項目（三木・桜井, 1998）１）

１）私は、子どもに分かりやすく指導することができると思う 

２）私は、子どもの能力に応じた課題を出すことができると思う 

３）保育プログラムが急に変更された場合でも、私はそれにうまく対処できると思う 

４）私は、どの年齢の担任になっても、うまくやっていけると思う 

５）私のクラスにいじめがあったとしても、うまく対処できると思う 

６）私は、保護者に信頼を得ることができると思う 

７）私は、子どもの状態が不安定な時にも、適切な対処ができると思う 

８）私は、クラス全体に目をむけ、集団への配慮も十分できると思う 

９）私は、1人 1人の子どもに適切な遊びの指導や援助を行えると思う 

10）私は、子どもの活動を考慮し、適切な保育環境（人的、物的）に整えることに十分努力ができ

ると思う 

 

地域・子育て支援活動アンケート 地域・子育て支援活動「あそびの広場」において、子どもや

保護者との関わり、学生同士の連携、設定遊びや自由遊びがどの程度出来たと思うかを尋ねる 10 項

目のアンケートを作成した（表 2）。学生は各項目について「とてもよく出来た」「よく出来た」「ど

ちらともいえない」「あまり出来なかった」「まったく出来なかった」の 5 段階で自己評定を行った。

アンケートへの回答は、教育実習事前・事後指導（幼稚園）（7 月末・9 月中旬）の授業内に行った。 

 

表 2 地域・子育て支援活動アンケートにおける質問項目

１）あそびの広場内での自由遊び 

２）トラブルがあった場合の子どもへの対応 

３）保護者との関わり 

４）学生同士での関わり（協力や話し合いなどの連携） 

５）工作や体操などの設定遊びにおける子どもとの関わり 

６）絵本の読み聞かせや手遊び 

７）設定の企画や教材研究 

８）集団への対応 

９）ひとりひとりの発達や個性に応じた対応 

10）反省会での振り返り 
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教育実習事前／事後指導アンケート 教育実習事前アンケートでは、教育実習を迎える学生自身

の期待や不安について、自由な記述を求めた。楽しみに思うこと、不安に思うことの両面について、

（１）子どもに関わること、（２）指導担当保育者に関わること、（３）自分自身の指導や保育技術

に関わること、（４）幼稚園生活や実習全体のこと、の 4 点を尋ねた。また、実習参加に対する態度

（「幼稚園実習を楽しめるかどうか」）について、「どちらでもない」を０点として、「不安」から「楽

しみ」まで－3 点から＋3 点までの 7 段階で自己評定を求めた。同様に、保育者への志向性（「保育

者になりたいかどうか」）について、「どちらでもない」を０点として、「なる予定はない」から「な

りたい」まで－3 点から＋3 点までの 7 段階で自己評定を求めた。事前アンケートは、幼稚園実習開

始前（7 月末）に実施した。 

 教育実習事後アンケートでは、教育実習を終えた学生自身の気持ちや課題について、自由な記述

を求めた。勉強になった・楽しかったこと、大変だった・課題が残ったこと、の両面について、事

前アンケートと同様に４つの側面について尋ねた。また、実習参加に対する態度（「幼稚園実習を楽

しめたかどうか」）、保育者への志向（「保育者になりたいかどうか」）について、－3 点から＋3 点ま

での 7 段階で自己評定を求めた。加えて、実習先での指導担当者との関係について、－3 点から＋3

点までの 7 段階で自己評定を求めた。事後アンケートは実習終了直後（9 月中旬）に行った。 

 

データ分析 保育者効力感尺度、および２つのアンケート調査における得点の分析は、統計ソフ

トウェア（IBM SPSS statistics 22）を用いて行った。すべての参加者は、実習前後の調査で保育者

効力感尺度の全項目、および地域・子育て支援活動アンケートの全項目に漏れなく回答した。教育

実習事前・事後アンケートの「幼稚園実習を楽しめる（楽しめた）かどうか」に回答したのは 24 名、

「保育者になりたいかどうか」に回答したのは 25 名全員であった。分析はこれらの参加者を対象に

行った。 

 
結果

保育者効力感尺度 保育者効力感尺度の各 10 項目、およびそれらの合計得点について、実習前後

の平均得点を表 3 に示した。対応のある t 検定を行った結果、項目 9 および項目 10 の平均得点が実

習後において有意に高かった。また、保育者効力感尺度 10 項目の合計得点が実習後において有意に

高かった。保育者効力感尺度の合計得点について、実習前を横軸に、実習後を縦軸に取った散布図

を図 1 に示した。対角線の上部は実習後に得点が増加したことを、下部は減少したことを表してい

る。実習後に得点が増加した者は 19 名（76％）、減少した者は 6 名（24％）であった。 
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表 3 実習前後における保育者効力感尺度の平均値

質問項目 実習前 実習後 t 値

項目 1 2.64 2.84 -.866 
項目 2 2.72 3.00 -1.231 

項目 3 2.40 2.60 -.816 

項目 4 2.44 2.68 -1.141 
項目 5 2.52 2.48 .225 

項目 6 2.76 3.04 -1.429 

項目 7 2.84 3.12 -1.127 
項目 8 3.00 2.96 .196 

項目 9＊＊ 3.12 3.44 -2.874 

項目 10＊ 3.00 3.52 -2.316 

10項目の合計＊ 27.44 29.68 -2.297 

＊ p＜0.05，＊＊ p < 0.01

 

 

図 1 実習前後における保育者効力感尺度得点の分布 
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地域・子育て支援活動アンケート 地域・子育て支援活動アンケートにおける各 10 項目、および

その合計得点について、実習前後の平均得点を表 4 に示した。対応のある t 検定を行った結果、項

目 2 の平均得点が実習後において有意に高かった。 

 

表 4 実習前後における地域・子育て支援アンケートの平均値

質問項目 実習前 実習後 t 値

項目 1 3.84 3.80 .153 

項目 2＊ 2.80 3.56 -2.998 

項目 3 2.36 3.00 -1.904 
項目 4 3.80 3.40 1.386 

項目 5 3.92 3.68 1.000 

項目 6 4.16 3.88 1.045 
項目 7 3.36 3.56 -.722 

項目 8 3.04 3.16 -.461 

項目 9 3.08 3.04 .146 
項目 10 4.12 3.72 1.512 

10項目の合計 34.48 34.80 -.235 

＊ p＜0.05

 

教育実習事前／事後指導アンケート 「幼稚園実習を楽しめる（楽しめた）かどうか」、「保育者

になりたいかどうか」、「実習指導担当者との関係」（実習後のみ）について、実習前後における平均

得点を表 5 に示した。対応のある t 検定を行った結果、「実習を楽しめるかどうか」および「保育者

になりたいか」の平均得点が実習後において有意に高かった。 

 

表 5 実習前後における教育実習事前／事後指導アンケートの平均値

質問項目 実習前 実習後 t 値

実習を楽しめる（楽しめた）か -1.83 1.08＊＊ t(23)=-5.561

保育者になりたいか 1.60 2.24＊＊ t(24)=-2.874

指導担当者との関係 － 2.00 －

 ＊＊ p < 0.01

 

保育者効力感尺度と地域・子育て支援活動アンケートとの関連 実習前後の保育者効力感尺度が、

地域・子育て支援活動アンケートの結果と関連を持つかどうかを、スピアマンの順位相関係数を用
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いて調べた。その結果、実習前の効力感尺度合計得点と実習前および実習後の地域・子育て支援活

動アンケート合計得点の間に有意な正の相関が認められた（それぞれ ρ = 0.42, p < 0.05、ρ = 0.70, p 

< 0.01）。また、実習後の効力感尺度合計得点と実習後の地域・子育て支援活動アンケート合計得点

に有意な正の相関が認められた（ρ = 0.52, p < 0.01）。 

 

保育者効力感尺度と教育実習事前／事後指導アンケートとの関連 実習前後の保育者効力感尺度

が、実習参加に対する態度（「幼稚園実習を楽しめる／楽しめたかどうか」）や保育者への志向性（「保

育者になりたいかどうか」）、実習指導担当者との関係と関連するかどうかを、スピアマンの順位相

関係数を用いて調べた。その結果、実習後の保育者自己効力感合計得点と実習後の「実習を楽しめ

たかかどうか」「保育者になりたいかどうか」の得点に有意な正の相関が認められた（それぞれ ρ = 

0.61, p < 0.01、ρ = 0.44, p < 0.05）。また、実習後の保育者効力感合計得点と「実習指導担当者との

関係」得点の間には有意傾向にとどまるものの、正の相関関係が認められた（ρ = 0.36, p = 0.07）。 

考察

 本研究の目的は、地域・子育て支援活動「あそびの広場」での保育実践経験が、幼稚園教育実習

に参加する学生の保育者効力感とどのような関連性を持つかを検討することであった。幼稚園実習

参加前（7 月末）において、学生は地域・子育て支援活動におよそ 1 年間従事しており、さまざま

な保育場面を通して保育実践の経験を有していた。分析の結果、幼稚園教育実習直前の保育者効力

感は、その時点の地域・子育て支援活動の達成度（自己評定）と有意な正の相関を持ち、地域・子

育て支援活動が学生の保育者効力感を高める方向に作用している可能性が示唆された。また、実習

終了後の保育者効力感は、同時点での地域・子育て支援活動の達成度と有意な正の相関を持ち、保

育者効力感と地域・子育て支援活動の関連性は持続していた。 

保育者効力感尺度の合計得点は、前回の報告２）と同様に、実習前に比べて実習後で有意に増加し

た。保育者効力感尺度の質問項目別に見ると、「子どもに対する適切な遊びの指導や援助」（項目 9）、

「適切な保育環境を整える」（項目 10）において、実習後の得点が有意に高かった。学生は、幼稚

園実習の経験を通して、子どもの個性に応じた遊びを用意したり環境を整備することに自信を深め

たものと思われる。一方、地域・子育て支援活動のアンケート結果では、実習前（7 月末）と実習後

（9 月中旬）の間で有意に高まったのは、「トラブルがあった場合の子どもへの対応」（項目 2）のみ

であった。この結果は、実習前（7 月末）の時点で、すでに地域・子育て支援活動での学びがある程

度のレベルに達しており、実習後には大きく伸びなかったことを意味している。実際、地域支援活

動における自己評定の平均は、項目 2 および項目 3 を除いて、5 段階評価のうちの 3 ないし 4 に達

しており、1 年近い地域・子育て支援活動参加によって、その場面での学びが成熟しつつあったこと
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を示している。「トラブルがあった場合の子どもへの対応」（項目２）において得点が上昇したのは、

幼稚園実習においてトラブルに主体的に対応せざるを得ない経験があったためであろう。教員から

のサポートがすぐに得られる学内での活動とは異なり、幼稚園実習では実習生の主体性が重んじら

れる。幼稚園実習でのトラブル遭遇経験が、地域・子ども支援活動での保育実践にまた生かされる

という良い循環が生じていると推測される。以上のことから、地域・子育て支援活動での保育実践

が学生の保育スキルおよび自己効力感を高める上で有効に機能していることが示唆された。 

本研究では、実習の事前・事後指導において簡便なアンケート調査を行い、学生の実習参加に対

する態度（実習を楽しめるかどうか）、また保育者への志向性（保育者になりたいかどうか）、実習

指導担当者との関係について調べた。今回の調査では、実習後のアンケートにおいて、「実習を楽し

めたかどうか」「保育者になりたいかどうか」の得点は有意に上昇し、実習参加が学生の保育への志

向性を高めることが示された。加えて、保育活動への志向性（「実習を楽しめたかどうか」「保育者

になりたいかどうか」）は、「実習指導担当者との関係」得点と有意な正の相関を持っていた。実習

生の保育への志向性は、少なくとも部分的には実習指導担当者との関係をどのように感じているか

に規定される可能性がある。有意傾向にとどまるものの、「実習指導担当者との関係」得点は実習直

後の保育者効力感の合計得点とも正の相関を持っていた（ρ = 0.36, p = 0.07）。このことから、学生

の保育者効力感には、学生自身の保育能力やスキル獲得だけでなく、実習先での指導担当者との良

好な関係性が寄与する可能性が示唆される。これと一致して、三木・桜井（1998）１）は、保育者効

力感の高まりに「実習園との合致感」が影響することを報告している。以上のことから、学生と実

習指導担当者との関係は、保育効力感に影響する要因として考慮されるべきであると思われる。学

生側のスキルのみならず、実習園の保育方針や実習指導担当者との関係性は、実習生の保育自己効

力感を規定する因子としてより詳細に検討される必要があるだろう。 

保育者効力感尺度は実習後に必ずしも上昇するわけではないことが知られている。今回の調査で

は、実習後に保育者効力感の合計得点が減少した学生が 6 名（24％）存在した。この結果は、前回

の調査２）とほぼ同様であった。実習を経てかえって効力感が低下するというケースは先行研究にお

いてもたびたび報告されている３）４）。小薗江（2009）４）は、自己効力感低下の原因として、実習を

経験することによって、大きすぎる自己への期待が修正されるためであろうとしている。すなわち、

実習現場においてリアリティ・ショックを体験する学生が一定数存在すると思われる。一方で、こ

のリアリティ・ショックは「子ども理解の発展」というポジティブな変容を促す契機ともなる５）。

リアリティ・ショック経験が生かされるためには、実習時に経験した失敗や能力不足を明確にする

ことがまずは重要である。その上で、実習後も継続的に地域・子育て支援活動に取り組み、苦手な

側面を克服できるように教員が個別的・具体的な指導を行っていく必要があるだろう。 

本研究の課題として、調査参加者の数が少なかったために、調査を継続して結果の一般性を確認

していく必要がある。昨年度および今年度の 2 回の調査により、実習後に保育者効力感が有意に高
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まるという全体的な結果は再現されたが、得点が上昇する項目は異なっていた。今後も調査を重ね、

保育者効力感に関わる要因を検討していく必要がある。 

本研究の結果、幼稚園実習によって学生の保育者自己効力感の得点は有意に高まることが見いだ

された。また、実習に先立って 1 年間行われる地域・子育て支援活動における保育実践が、保育者

効力感を高める方向に作用している可能性が示唆された。加えて、幼稚園実習の経験はその後の地

域・子育て支援活動の達成度を一部高めるという、教育効果の循環が見られた。以上のことから、

地域・子育て支援活動での保育実践が学生の保育スキルおよび保育効力感を高める上で有効に機能

していることが示唆された。一方、本研究の結果から、実習先での指導担当者との良好な関係性と

いった外的要因が学生の保育者効力感に部分的に影響することも明らかとなった。学生と実習指導

担当者との関係は、幼稚園実習において考慮されるべきテーマであると考えられ、その詳細な検討

が今後の課題として残された。 
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