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1．はじめに

　国家資格である「保育士」は、児童福祉法第十八条の
四において、「専門的知識及び技術をもつて、児童の保
育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うこ
とを業とする者」と位置づけられている。したがって、
その職務には、保育所のみならず施設で生活する子ども
の養護にも関わる専門性を有している。
　しかし、保育士資格取得を希望する学生の多くは、保
育士は「保育所保育士」であると認識している傾向があ
り、保育所保育士を目指しての資格取得を希望する意識
が強い傾向にある。他大学における保育士養成課程での
調査・研究でも、「保育士は「保育園」で働くというこ
とが圧倒的に多い」（宮崎他 2008）、「「保育所における
保育士」像が先行しがちな学生」（佐伯 2008）、「第一希
望の職種は幼稚園、保育園と考えられ、入学時から施設
への希望を持っていた学生はわずかであり、大半の学生

は施設への就職は考えていない」（多田内、重永 2013）
と指摘している。これらの傾向は、本大学の学生におい
ても同様である。したがって、保育士資格課程における
保育実習での事前指導や施設実習に関わる面接指導で
は、「なぜ、保育士になるのに施設へ実習に行かなくて
はならないのか」「施設実習の意味が分からない」「施設
には行きたくない」などの否定的な感情を含む意見が多
く聞かれる現状がある。
　一方で、施設実習を入所施設という生活の場で実習す
る中で、そこで生活する子どもや利用者、職員との出会
いや直接的な体験を通して、「施設保育士」を認識し、
実習を通して援助者としての「保育士」へ意識が変化し
ていく学生が多くみられるようになった。また、施設実
習での実習体験や意識の変化が、施設で働く施設保育士
としての就職へつながるきっかけとなる学生が増加して
きた現状もある。さらに、施設実習での体験を通して、
保育士資格に対する意識の変化とともに、実習生自身の
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　国家資格である保育士資格を取得する学生の多くは、「保育所保育士」を目指す傾向にあるが、施設
実習という体験的な学びを通して「施設保育士」を認識し、実習を通して援助者としての「保育士」へ
の意識が変容する学生が多く見られる。本報告においては、施設実習を通して、実習生の意識がどのよ
うに変化したのか、実習終了後に記入する「振り返りシート」からその変化の内容を整理し、考察する
ことを試みた。また、保育士資格を取得し就職をした卒業生への「アンケート調査」から、施設実習の
持つ意味について考察を行った。その結果、施設で生活する利用者や子どもと日常的な生活をともにす
るという実習体験から、援助者・支援者としての保育士の役割を意識し、保育士の専門性に対する視野
の広がりを感じていることが、意識の変化の大きな要因であるということが明らかになった。また、施
設で生活する利用者や子どもとの関わりを通して、実習生自身が自分自身に向き合い、広い意味での自
己覚知として自らを知るきっかけとなり得る時間を過ごしていることも明らかになった。さらに、保育
士の活躍出来る場所が保育所以外にあるという可能性を見出し、施設保育士としての将来の方向性や就
職先を模索するきっかけとなり得る重要な機会となっていたことも明らかとなった。このような実習と
いう体験から、利用者・子どもだけではなく、家庭や地域とのつながりを必要とする子育て支援を含
み、さまざまな人との関わりを必要とする保育士という援助職にとって、施設実習の大きな意義と重要
性を見出すことが出来る。したがって、施設実習における実習生ひとりひとりの課題や方向性に寄り添
った実習指導体制のあり方と指導方法が今後の重要な課題であるということが言える。
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変化も見られる状況がある。
　これまでの調査、研究においても、「実習体験によっ
て学生の社会福祉施設に対するイメージが「とっつきや
すく」「洗練された温かさ」を持つ方向へ変化する」「全
体的にポジティブなイメージをある程度長期間獲得でき
る可能性が高い」（宮崎他 2008）、施設への就職を希望
する学生が増加するきっかけは、「施設での体験実習の
意義と効果が大きい」（多田内 2013）等の結果が明らか
になっている。
　以上のように、実習という体験的な学びには、さまざ
まな意識の変容が伴っている。本報告においては、その
意識の変化について、本学の施設実習を通した学生の意
識変化の内容と施設実習の持つ意味について明らかにす
る。

2．研究の目的

　本研究においては、施設実習を通して実習生の意識が
どのように変化したのか、実習生が記録した「振り返り
シート」ならびに保育士資格を取得した卒業生へのアン
ケート調査を通して、意識の変化を整理し、施設実習の
意味について考察することを目的としている。

3．保育士資格課程における保育実習について

　国家資格である「保育士」の資格を取得するために
は、児童福祉法第十八条の六に定められている 2つの方
法がある。ひとつは、保育士試験と言われる国家試験を
受験し合格する方法であり、もうひとつは、厚生労働大
臣が指定する保育士を養成する学校その他の施設として
定められた「指定保育士養成施設」で所定の課程・科目
を履修し卒業をする方法である。
　指定保育士養成施設における保育士資格課程では、厚
生労働省雇用均等・児童家庭局長付け「指定保育士養成
施設の指定及び運営基準について」（一部改正　雇児発
0330 第 13 号　平成 24 年 3 月 30 日改正）に基づき、開
講科目等の基準や教授科目内容等が定められており、保
育実習についても同様に「保育実習実施基準」が示され
ている。
　図 1および図 2に示すような保育実習実施基準に基
づき、各保育士養成校が保育士資格取得を希望する学生
に対して、保育実習を実施している。
　必修科目である保育実習Ⅰについては、4単位として
いるが、図 2の（A）で示されている通り、保育所での
実習おおむね 10 日（2単位）および乳児院等での実習
おおむね 10 日（2単位）を実施することが必要であ

る。さらに、選択必修科目である保育実習Ⅱおよび保育
実習Ⅲについては、学生の選択による実習の実施を行う
こととしており、保育所もしくは児童福祉施設をはじめ
とする社会福祉施設関係諸法令の規定に基づいた施設
で、保育実習の実施が適当である施設を含み実習するこ
とが可能となっている。そこには、児童館や放課後児童
デイサービス、入所型および通所型の障害者支援施設等
も含まれ、且つ、図 3で示されているように、保育士
の資格を持ち保育実習を指導できる指導者が施設にいる
ということが選択の条件に含まれている。
　現在では、指定保育士養成施設の多くが四年制大学と
なっており、保育の質の向上とともに養成校に課される
特色ある学びをどのように打ち出していくのかというこ
とが課題となっている現状がある。
　また、必修科目としての「保育実習Ⅰ」では、保育所
に加え、乳児院等をはじめとする児童福祉施設等への実
習が必修科目として設置されている。しかし、保育所に

第 3欄に掲げる実習施設の種別は，次によるもので
あること．

（Ａ）…保育所及び乳児院，母子生活支援施設，児童
養護施設，障害児入所支援施設，児童発達支援セン
ター（児童発達支援及び医療型児童発達支援を行う
ものに限る），障害者支援施設，指定障害福祉サービ
ス事業所（生活介護，自立訓練，就労移行支援又は
就労継続支援を行うものに限る），情緒障害児短期治
療施設，児童自立支援施設，児童相談所一時保護施
設又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の
ぞみの園

（Ｂ）…保育所

（Ｃ）…児童厚生施設又は児童発達支援センターその
他社会福祉関係諸法令の規定に基づき設置されてい
る施設であって保育実習を行う施設として適当と認
められるもの（保育所は除く）

図 2　保育実習実施基準　第 2　履修の方法　備考 1

実習種別
（第 1欄）

履修方法（第 2欄）

単位数
実習におけ
るおおむね
の実習日数

実習施設
（第 3欄）

保育実習Ⅰ
（必修科目）
保育実習Ⅱ
（選択必修）
保育実習Ⅲ
（選択必修）

4単位

2単位

2単位

20 日

10 日

10 日

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

図１　保育実習実施基準　第 2　履修の方法
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比較して、児童福祉施設の設置数は限られており、厚生
労働省の基準に基づいた実習実施期間での実施には、当
然、他の養成校との期間重複の課題があり、施設確保困
難の現状並びに施設側との連携強化が課題となってい
る。そこで、保育実習Ⅰで実施可能な施設種別につい
て、これまで居住型児童福祉施設に限定していた実習施
設の種別に加え、通所型の児童福祉施設である児童発達
支援センター等を可能にした措置が取られた。（厚生労
働省雇用均等・児童家庭局長付け「指定保育士養成施設
の指定及び運営基準について」（一部改正　雇児発 0330
第 13 号　平成 24 年 3 月 30 日改正））

4．本学における保育実習の特徴

　本学における保育実習に関しては、実習に関する総合
的な学生支援体制として、「保育実習センター」を設置
しており、専門の実習指導員としての保育実習担当教員
が実習に関する授業、ならびに事前事後指導を行ってい
る。さらに、実習に関するあらゆる相談にも応じるとと
もに、学内および対外的にも保育所や施設と連携を図
り、実習生を総合的に支援しているという特徴を有して
いる。
　保育実習実施基準に基づき、本学における保育実習実
施の種別および実習時期については、図 4の通りであ
る。
　必修科目である「保育実習Ⅰ」については、Ⅰ－A
として保育所、Ⅰ－Bとして児童福祉施設を中心とし
た居住型施設での実習を各 12 日間（90 時間以上）実施

1　指定保育士養成施設の所長は，実習施設の選定に
当たっては，実習の効果が指導者の能力に負うとこ
ろが大きいことから，特に施設長，保育士，その他
の職員の人的組織を通じて保育についての指導能力
が充実している施設のうちから選定するように努め
るものとする．
　特に，保育所の選定に当たっては，乳児保育，障
害児保育及び一時保育等の多様な保育サービスを実
施しているところで総合的な実習を行うことが望ま
しいことから，この点に留意すること．
また，居住型の実習施設を希望する実習生に対して
は，実習施設の選定に際して配慮を行うこと．

2　指定保育士養成施設の所長は，児童福祉施設以外
の施設を実習施設として選定する場合に当たって
は，保育士が実習生の指導を行う施設を選定するも
のとする．なお，施設の設備に比較的余裕があるこ
と，実習生の交通条件等についても配慮するものと
する．

図 3　保育実習実施基準　第 3　実習施設の選定

実習種別 実習時期
保育実習Ⅰ－Ａ
（保育所）
保育実習Ⅰ－Ｂ
（施設）
保育実習Ⅱ
（保育所）
保育実習Ⅲ
（施設）

必修

必修

選択必修

選択必修

2年次春休み

3年次夏休み

4年次夏休み

4年次夏休み

図 4　本学における保育実習実施基準

〈科目名〉
保育実習Ⅰ
実習・4単位：保育所実習 2単位・施設実習 2単位
〈目標〉
1．保育所，児童福祉施設等の役割や機能を具体的に
理解する．

2．観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解
を深める．

3．既習の教科の内容を踏まえ，子どもの保育及び保
護者への支援について総合的に学ぶ．

4．保育の計画，観察，記録及び自己評価等について
具体的に理解する．

5．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学
ぶ．
〈保育所実習の内容〉　
　略
〈居住型児童福祉施設等における実習の内容〉
1．施設の役割と機能
（1）施設の生活と一日の流れ
（2）施設の役割と機能

2．子ども理解
（1）子どもの観察とその記録
（2）個々の状態に応じた援助やかかわり

3．養護内容・生活環境
（1）計画に基づく活動や援助
（2）子どもの心身の状態に応じた対応
（3）子どもの活動と生活の環境
（4）健康管理、安全対策の理解

4．計画と記録
（1）支援計画の理解と活用
（2）記録に基づく省察・自己評価

5．専門職としての保育士の役割と倫理
（1）保育士の業務内容
（2）職員間の役割分担や連携
（3）保育士の役割と職業倫理

図５　保育実習実施基準　教授内容　保育実習
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している。両実習とも大学からの配属実習として、保育
実習担当教員が、それぞれの施設の特徴、実習形態、施
設方針および実習指導体制等を十分に把握した上で、配
属学生の居住地、性格特性等を考慮しながらマッチング
を行っている。また、配属にあたっては、各授業を担当
するコース教員とも会議を実施し、学生の性格特性、授
業への出席状況、学生同士の組合せ等について相談の
上、配属決定を行う方式で実習配属を行っている。その
ため、学生に対する事前の配属希望調査等は実施してお
らず、保育実習担当教員の意向による決定での配属とい
う特徴がある。
　施設実習で配属する施設種別は、養護系として乳児
院・児童養護施設・母子生活支援施設があり、障がい系
として障害児入所施設・障害者支援施設がある。なお、
本学においては、施設実習における通所型施設での実習
実施は行っておらず、居住型施設での宿泊実習または通
勤実習として実施している。このことについては、これ
まで実習や就職において関係性を構築してきた施設に居
住型施設が多いということに加え、各施設の指導方針を
熟慮した上でのマッチングを重要視していること、さら
に、これまでの実習生の実習終了後の成長や学びにおい
ても居住型施設での体験や経験が重要であると保育実習
担当教員間で判断している結果である。したがって、今
後の施設種別拡大への方向性については、実習生の学び
および本学保育士養成課程における学生育成の方向性に
沿って十分な検討を重ねていく必要性がある。
　次に、保育実習実施基準における「保育実習Ⅱ」「保
育実習Ⅲ」については、選択必修科目として位置付けら
れ、学生がどちらか一方の実習を選択し、履修すること
ができる。
　本学における保育実習Ⅱ・Ⅲでは、学生による実習種
別選択に当たり、保育実習Ⅱ（保育所）および保育実習
Ⅲ（施設）への選択基準等は設けていない。学生自身の
将来の方向性に伴って、保育所保育士および施設保育士
としてのそれぞれの課題、興味・関心、学びの方向性を
重要視している。さらに、実習の課題を十分に明確化で
きるように事前指導および個別面接を行った上で、学生
自身の選択に自由度を持たせている。つまり、保育所保
育士を目指す学生でも、児童養護施設や児童発達支援セ
ンター、障害者支援施設などの施設で実習を行うことに
課題や意味を見出している学生には、その意向を尊重し
た実習種別決定としている。
　また、もうひとつの特徴として、学生自身が自分の課
題や興味・関心に合わせて、自分で施設を調べ、学生自
身でアポイントを取り、自ら実習を依頼するという自己
開拓方式を実施している。例えば、学生自身の今後の方

向性に合わせて、帰省先に戻っての就職を希望するた
め、地域の保育や福祉を学ぶ機会にするという選択も可
能としている。さらに、これまでのⅠ－AまたはⅠ－
Bとして以前実習を行った保育所・施設での実習につい
ても実習を行うことを可能としている。しかし、その選
択に当たっては、同じ実習先で実習することのメリット
並びにデメリットをよく理解した上で選択することおよ
び、課題の設定においては、事前に面談を行い、レポー
ト等を作成するなどして明確な課題を設け、実習を依頼
する施設の意向と合わせて事前に十分に打ち合わせを行
った上で実習依頼を行うことなどの条件を付けた実施と
している。
　以上のように、学生自身が自分自身の課題および将来
の方向性を意識しながら、各自が実習先を自己開拓する
方式を採用しているという特徴がある。
　この方法については、3年生で行う必修の保育実習Ⅰ
－B（施設）の実習終了後から、実習事後指導および実
習事後面接の中でも課題として取り組み、学生自身が十
分に考慮できる時間を設けていくということだけでな
く、自己開拓におけるメリット並びにデメリットについ
ても十分に話をした上での選択となるように配慮を行っ
ている。また、3年生の同時期には、一般就職を希望す
る学生が就職活動を始める時期にも当たるため、学生の
就職への意識や不安が高まってくる時期にも当たる。そ
のため、保育・福祉系の就職活動についての知識や流れ
についても授業の一環としての情報提供を行い、実習か
ら就職へつながる可能性も高いことを考慮に入れた施設
選択について伝えることも配慮している。さらに、施設
開拓に当たっては、それぞれの保育実習担当教員と十分
に相談し、必ず実習生自身が事前に保育所や施設へ訪問
し、施設の方針、施設の雰囲気、子どもや利用者の様
子、職員の様子を自分自身で確認してくることを重要視
している。
　以上のように、本学での保育実習Ⅰ－AおよびⅠ－
Bについては大学配属、ⅡおよびⅢの実施に当たって
は、学生自身の意思を尊重した実習施設の選択決定とい
う特徴を有している。

5．研究の方法

（1）研究対象について
　本学において保育実習を実施し、保育士資格を取得し
卒業をした 2012 年度卒業生（2009 年度生）全 83 名を
対象とした。
　はじめての施設実習にあたる保育実習Ⅰ－B（施設）
では、大学配属として、養護系施設 29 名、障がい系施
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設 55 名が各施設にて実習を行った。
　保育実習Ⅱ（保育所）および保育実習Ⅲ（施設）の選
択必修については、83 名中 13 名が保育実習Ⅲ（施設）
を選択し、実習を行った。施設種別については、児童養
護施設 5名、乳児院 1名、障害者支援施設 4名、障害児
入所施設 2名、児童発達支援センター 1名であった。
　また、保育士資格取得後、施設へ就職した卒業生は、
83 名中 8名であり、その内訳は、児童養護施設 4名、
乳児院 2名、障害者支援施設 1名、公立保育士として障
害児入所施設 1名であった。

（2）研究方法について
　本研究においては、①「実習振り返りシート」の整
理、考察および②アンケート調査を実施し、考察を行っ
た。

①「実習振り返りシート」の整理
　本学において保育実習を行った学生が、実習終了後に
自分自身の実習を振り返りながら自由記述方式で記入す
る「実習振り返りシート」（内容については、図 6参
照）について、2012 年度卒業生が施設実習を実施した
際の内容を整理し、記述内容についての考察を行った。
　本研究では、保育実習の中でも、学生がはじめて施設
実習を行うことになる必修科目としての施設実習（Ⅰ－

B：大学配属）に注目し、実習前と実習後の自分自身の
考えの変化、意識の変化を問う項目に焦点化した。振り
返りシートは、実習終了後に記入し、保育実習担当教員
との面接資料および実習事後指導での報告資料、後輩た
ちへの実習報告資料として活用される。シートの内容
は、実習終了後に実施される保育実習担当教員からの事
後指導および個人面談が行われる前の率直な気持ちが記
入されているという特徴を持つ。
　振り返りシートは、本学保育実習センターが実習指導
において独自に作成しており、実習を終えた実習生が率
直に記入出来るように自由記述方式を採用しているとい
う特徴を持っている。実習生が自分自身の実習を振り返
りながら、率直かつ自由に記入できる様式にしている。

②アンケート調査
　2012 年度卒業生を対象に、保育実習に関するアンケ
ート調査を実施した。
　回収方法については、2013 年 7 月 28 日（日）に実施
した「2012 年度卒業生のための卒業生の集い」による
アンケート調査の依頼、回収および郵送による調査依
頼、回収の両方法で行った。回収率は、45％である。

〈施設実習振り返り〉
1．施設について学んだこと　

2．施設職員の職務について学んだこと

3．利用児（者）について学んだこと

4．実習について、良かったこと
　①利用児（者）との関わり
　②職員との関わり
　③その他

5．実習について、失敗したと思うこと　
　①利用児（者）との関わり
　②職員との関わり
　③その他

6．実習前と実習後の自分の考えの変化
　①施設について
　②利用児（者）について
　③職員について

7．保育実習Ⅰ－Ｂ（施設）を通して明らかになった
自分自身の課題について

図６　本学の「振り返りシート」の内容

1．大学入学時の将来に対する気持ちについて
①保育所保育士　②施設保育士　③幼稚園教諭　
④一般企業　④子どもに関する仕事　⑤大学で学び
ながら将来を考える　⑥公務員　⑦その他

～保育実習を行った際の気持ちの変化について～
2．はじめての保育所実習を行う前と行った後の気持
ちの変化（自由記述）

3．はじめての施設実習を行う前と行った後の気持ち
の変化（自由記述）

4．最終実習（保育実習Ⅱ（保育所）・Ⅲ（施設））を
行う前と行った後の気持ちの変化（自由記述）

5．あなたにとって「保育実習」とは、どのようなも
のでしたか？（自由記述）

6．あなたにとって「施設実習」とは、どのようなも
のでしたか？（自由記述）

図７　保育実習に関するアンケート調査内容
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7．研究結果

（1）「振り返りシート」の整理・考察
①「施設実習を行う前の気持ち」について
　はじめての施設実習を行う前の気持ちについて、振り
返りシートの自由記述内容から学生の変化に関する記述
を整理し、内容の考察を行った。
　その結果、図 8で示された通り、74％の学生が施設
実習に対する何らかの不安な気持ちを持って実習に臨ん
でいたということがわかった。また、7％の学生は、自
分が関心のある施設へ配属されたことなどから、前向き
に実習へ取り組む気持ちを示している。さらに、19％の
学生は、不安という言葉では表現されていないが、「実
習する意味がわからない」といったような、実習に対す
る戸惑いを示している。
　したがって、施設実習を行う前の学生の気持ちとして
は、大多数の学生が何らかの不安や戸惑いを抱えながら
実習に臨んでいるということが出来る。
　学生の振り返りシートの具体的な記述については、図
9および図 10に示している。
　以上のように、学生の自由記述からは、多くの不安と
戸惑いの声が記述されていることが分かる。特に、障害
者支援施設に配属された学生は、養護系施設に配属され
た学生よりも、施設や利用者に対するマイナス感情が多
く見られることが特徴的である。これは、自由記述だけ
に留まらず、実際の実習事前指導や事前面接の中でも学
生の不安や戸惑いの声は多く聞かれる。特に、保育士資
格を取得し、保育所保育士になるという気持ちが強い学
生については、施設実習へ行かなくてはならないことの
意味について疑問を持つ学生が多い傾向にある。さら
に、その配属先が障害者支援施設で、自分よりも大人の
障がいのある利用者との関わりを求められる施設で実習
することに対する不安と戸惑いから、「私は、保育所保
育士になるのに、なぜ、障害者支援施設へ実習しなくて

〈不安〉
・児童養護施設は，暗く厳しいイメージがある．
そのような時にどのように声かけできるのか分から
ず，不安．
・施設に宿泊で実習することに対する不安．
・母子生活支援施設がどのような場所なのか，想像
が出来ないので不安．
・母子生活支援施設での子どもや保護者との距離の
取り方や関わりが分からないので不安．
・乳児院での乳児との関わりが難しいので不安．
・乳児院は厳しいと聞くので，実習が怖い．
・施設に宿泊で実習することに対する不安．
〈戸惑い〉
・児童養護施設の子どもに暴言や暴力が多いと聞く．
・児童養護施設に入所している子どもは，入所の背
景が複雑なので，どのように関わったらよいのか戸
惑う．
・子どものことにどこまで踏み込んでいいのか分か
らない．
・施設に宿泊で実習することに対する不安．
〈関心がある〉
・以前から児童養護施設に興味があった．
・乳児について学びたいので，乳児院での実習が楽
しみである．

図９　施設実習を行う前の気持ち　養護系施設

〈不安〉
・障がいのある方と関わったことがないので，とに
かく不安．突然，大声をあげたり，パニックになる
と聞くので，どのように対応したらいいのか分から
ない．
・障がい者への恐怖感．偏見．
・施設に対する暗く，閉鎖的なイメージに不安．
・施設に宿泊して実習することに対する恐怖と不安。
・利用者とのコミュニケーションが取れないのでは
ないかという戸惑い．接し方が分からないことへの
不安．
・障がいのある人に対して，自分は何をすればよい
のか分からないという不安．
〈戸惑い〉
・なぜ，保育士の実習で障害者支援施設に行かなく
てはならないのか．実習する意味が分からない．
・障害児入所施設と聞いていたが，加齢児（18 歳以
上の成人）の方が多いと聞いた．子どもとの関わり
が出来ると思っていたので，戸惑っている．
・障がいのある利用者は，私たちとは違うのではな
いかという思い．そのような人へどのように接した
ら良いのか，まったく分からない．
〈関心がある〉
・私自身は，障がいのある利用者への偏見はないと
思う．実習として頑張りたい．
図 10　施設実習を行う前の気持ち　障がい系施設

不安
74%

関心がある
7%

戸惑い
19%

図８　施設実習を行う前の気持ち
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はならないのか」という疑問を持つ学生も多い。そのよ
うな学生への疑問に対しては、事前指導および事前面接
を通して、施設の現状や利用者の生活、職員の仕事など
と共に、施設で働く援助者・支援者としての保育士に求
められている専門性と役割を実習を通して考える機会と
することを学生の実習課題に据えることが多くある。

②「施設実習を行った後の気持ち」について
　図 11で示す通り施設実習を行った後の気持ちとして
は、施設で生活する子どもや利用者との関わりを通し
て、「自分自身の気付き」を得る実習生が 38％であっ
た。その内容としては、自分自身の中にある偏見や先入

観への気付き、「障がい」ということへの意識の変化、
関わりやコミュニケーションの面白さと難しさ等、自分
自身がこれまであたりまえと感じていたことを利用者と
の関わりを通して改めて考えさせられ、気付かされたこ
とによる発見や気付きであることが多い。（図 12参照）
　また、利用者との関わりに面白さを感じるという変化
を示した実習生は、27％であった。実習に行く前まで
は、多くの学生が利用者や子どもとの関わりに「不安」
を抱いていたが、施設での毎日の生活や活動を通して、
さまざまな利用者との関わりが増え、また、ひとつのフ
ロアや寮に 12 日間じっくりと滞在し、ゆっくりと利用
者と関わりを持たせていただくことで、ひとりひとりの
利用者のことを知ることが出来るようになる。その経験
が、利用者との関わりの楽しさや面白さを感じさせる要
因となっているようである。（図 13参照）

　しかし一方で、施設での利用者との関わりから、面白
さだけではなく、その難しさを強く感じる実習生も 27
％いた。自分自身の経験不足や知識不足を感じ、事前学
習の重要性を知った実習生も多い。また、関わることは
面白さだけでなく、難しさも同時にあり、気持ちに寄り
添うことの重要性を感じるがゆえに困難を感じる結果に
なることもある。（図 14参照）
　はじめての施設実習の体験が、実習生自身の将来の方
向性を変化させるきっかけとなったと感じた実習生は 8
％いた。保育士はイコール保育所保育士であると認識し

図 11　施設実習を行った後の気持ち

自分自身
の気付き
38%

関わりの
面白さ
27%

難しさ
27%

就職意識
の変化
8%

〈施設や障がいに対する意識・気持ちの変化〉
・援助は，利用者のことを第一に考えることであ
り，大人でも子どもでも，障がいがあってもなくて
も一緒であることを感じた．
・障がいがある人も自分と変わらない人間であると
いうことに気付いた．嬉しいや悲しい，怒り，不安
など，私たちと同じように感情を持っている．違い
といえば，感情を言葉や行動で表現することが困難
な人が多いことなのだと思う．
・障がいに対する考えが変わった．私自身の中にあ
った偏見や先入観に気付いた．
〈保育士の専門性への意識の変化〉
・子どもや利用者にとって，安心・安全な場所を作
ることの重要性ともに，私自身が信頼される大人に
なりたいと感じた．
・社会には，いろいろな状況に置かれている家族が
あるということを知った．さまざまな福祉施設の存
在やそこで働く職員の役割など，はじめて知ること
がたくさんあった．そして，知らないことがたくさ
んあることも知った．
・保育士は，言葉にならない子どもの気持ちを感じ
取ることも大切な役割であると同時に，障がいのあ
る方の気持ちに寄り添う仕事でも活躍できることを
知った．
図 12　施設実習を行った後の気持ち　自分自身の気付き

〈関わり・コミュニケーションの捉え方の変化〉
・障がいがあっても気持ちは伝わることを知った．
伝わるということは，すごいことで，人と関わるこ
との面白さ，楽しさを感じた．
・障がい者ひとりひとりや障がい児ひとりひとりを
もっと知りたいと思った．障がい者支援，障がい児
支援に興味を持った．
・子どものこと，施設のこと，職員の仕事や役割に
ついてもっと知りたいと思った．
・言葉でのコミュニケーションだけが関わりでない
ことを知った．利用者との関わりで．利用者の伝え
たいことが伝わってきた時や．そのことの意味に気
付いた時，コミュニケーションの面白さを感じた．
・施設で暮らす子どもたちの生活に関わることで，
子どもたちとの距離感の近さを感じ，関わっていて
楽しいと感じた．
・利用者も職員もとてもあたたかく，実習をしてい
て楽しいと感じることが多かった．関わることのあ
たたかさを感じた．
・ゆっくりとした生活の流れの中で，充実した実習
が出来た．利用者ひとりひとりのことを知れたこと
が大きかった．
図 13　施設実習を行った後の気持ち　関わることの面白さ
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ていた実習生の多くが、施設実習を通して、施設保育士
という働き方や役割、専門性を認識し、その職場に魅力
を感じ、意識が変化したということが出来る。保育士と
して働くことの視野が広がり、施設職員として働くこと
のイメージを持つことが出来た実習生もいる。（図 15
参照）
　以上のように、施設実習を通して、実習生の施設への
意識、利用者への意識、就職への意識、さらには、保育
士という専門性への意識の変化があり、視野が広がる大
きなきっかけとなっているということが出来る。

（2）アンケート調査結果
　本学で保育実習を行い保育士資格を取得し卒業した
2012 年度 83 名の卒業生を対象にアンケート調査を実施
した。
　その結果、大学へ入学した頃に考えていた将来に対す

図 16　大学へ入学した頃の気持ちと実際の就職先
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保育所保育士 施設保育士 幼稚園
一般企業 その他

〈課題への気付き・課題の変化〉
・自分自身の経験不足、知識不足を痛感した．
・事前学習が足りなかった．自分自身の知識の浅さ
を感じた．
・利用者の思いや気持ちを感じ取ることの難しさと
共に，感じ取れた時のうれしさがあった．しかし，
自分には施設で働くことは向いていないのではない
かと感じた．
・実習を通して，自分の考えが間違っていたことを
知り，とても悩んだ．
・さまざまな事情を抱えた子どもたちが生活してい
る大変さを感じた．ひとりひとりが満たされるよう
な，その子どもに合わせた関わりが難しかった．

図 14　施設実習を行った後の気持ち　難しさ

〈保育士が働く職場に対する視野の広がり〉
・保育士の資格を取るということは，保育所保育士
として働くものだと考えていたが，施設での実習を
行って，施設保育士として就職することを考えるよ
うになった．
・想像以上に楽しい実習になり，施設で働く職員と
いう仕事もよいなと感じた．
・施設実習を行って，就職に関する意識に変化があ
った．保育所保育士だけでなく，施設という場所で
働く保育士の存在を意識するようになった．
・さまざまな事情で施設で生活している子どもたち
が，笑顔で生活していることの素晴らしさを感じ，
絶対に乳児院で働きたいという思いになった．
・これまでは，保育士は，保育所保育士しかないと
思っていた．しかし，施設実習を通して，保育士の
働く場所がたくさんあることを知り，就職の視野が
広がった．児童養護施設の職員になる自分のイメー
ジが出来た．
図 15　施設実習を行った後の気持ち　就職意識の変化

・施設実習を行うことによって，保育士に関する視
野の広がり，将来の可能性の広がりを感じた．施設
実習は，知らなかったことを知るための実習である
と思う．
・施設実習は，「自分の中のイメージを壊す」ことだ
と思う．施設や利用者・子どもに対する勝手なイメ
ージや先入観，偏見を実習を通して知り，本来の
姿，現状，その意味を考える場所である．自分自身
の可能性や適正，将来の職業を発見する場でもある
と思う．
・保育所保育士と施設保育士について知り，それぞ
れの役割や共通基盤を理解する実習だった．施設実
習を通して，改めて自分の就職について考え，保育
所で働く気持ちを固めた実習となった．
・保育士の専門性の広さと重要性だけでなく，保育
士として活躍できる場所を知り，進路を考えるきっ
かけとなった．
・子どもひとりひとりを知り，その背景とこれから
の支援について考えはじめるための実習．信頼関係
の大切さは，大人・子ども・障がい者にも関わらず
大事なことであることを知った．
・私は，小学校の時、特別支援の子どもたちとの交
流があったため，自分の中に障がいに対する差別や
偏見はないと思っていた．しかし，本当にそうであ
るのか，自分自身のことを改めて考えるきっかけに
なった．心のどこかで，障がいをもつ人を「可哀想
な弱い人」と感じ，「自分とは違う人」と一線を引い
ていたことを実習を通して気付かされた．利用者と
関わる中で，とても年齢の高い人との関わりが多か
ったが，素直で自然体で人間らしい人が多かった．
だからこそ，生きずらいのかもしれないと思った．
そして，ひとりひとりの利用者は，「自分と変わらな
い人」であることを知ることができたとても大切な
時間となった．
・施設実習は，私の将来を決めた大切な実習になっ
た．
・施設実習という時間は，就職につながる大切な時
間であると思う．施設で働くことの楽しさや面白
さ，やりがいを知ると同時に，施設の現状や子ども
たちの背景を知ることになる．そのような時間の中
で，子どもたちや利用者を通して，自分自身のこと
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る気持ちでは、「保育士」資格を取得する上で、60％の
学生が保育所保育士を目指しており、施設保育士を目指
す学生は 3％であった。しかし、実際に保育士資格取得
後の就職先は、保育所 49％に対し、施設 11％であり、
実際の施設実習での体験を経て、その気持ちに変化があ
った卒業生が多く存在したということが出来る。（図 16
参照）
　さらに、卒業生に対して施設実習とはどのようなもの
であったか、その意味を問う項目では、多くの卒業生が
「保育士に対する視野の広がり」「就職に対する視野の広
がり」を挙げている。また、同じ保育士でも、保育所保
育士と施設保育士の役割の違いだけでなく、人と関わる
援助者・支援者としての共通した基礎を学ぶ場であった
というコメントも挙がっていた。さらには、利用者や子
どもとの関わりを通して、自分自身を見つめる時間であ
ったというコメントも多く、援助者・支援者となる上で
の重要な課題である自己覚知を意識した実習になってい
ることも明らかとなった。同時に、現在、施設職員とし
て働く卒業生からは、将来の就職へつながる重要な機会
であったというコメントが寄せられた。施設実習での出
会いと経験は、ひとりの学生の将来の方向性をも変化さ
せる力を持っている実習であるということが出来る。
（図 17参照）

8．結論

　本報告を通して、施設実習での体験が実習生自身の意
識の変化に大きく影響しているということが分かる。施
設で生活する利用者や子どもと生活をともにし、日常的
な関わりから、援助者・支援者としての保育士の役割を
意識し、保育士の専門性に対する視野の広がりを感じて
いることが、意識の変化の大きな要因であるということ
が出来る。卒業生のコメントからも読み取れるように、
施設実習における施設や利用者、職員との出会いが、施
設保育士という職業を意識するきっかけであり、施設で
働く保育士という将来の就職へつながる可能性になって
いるのである。
　また、施設で生活する利用者や子どもとの関わりを通
して、実習生自身が自分自身に向き合い、広い意味での
自己覚知として自らを知るきっかけとなり得る時間を過
ごしている。さらに、言葉ではないコミュニケーション

が必要な利用者や子どもとの関わりから、関わることの
難しさや課題とともに面白さや楽しさを感じる実習生が
多く見られる。これらは、実習という実際の体験を通し
て、人間に対する意識の深まりと捉えることも出来る。
ここに、利用者・子どもだけではなく、利用者・子ども
の家族、および他の専門職や地域とのつながりという広
く人間との関わりを必要とし、人間観が問われる保育士
という援助職にとっての施設実習の大きな意義を見出す
ことが出来ると言えよう。
　したがって、実習の事前指導における実習生の課題の
明確化および配属におけるマッチングの重要性が実習生
ひとりひとりの実習経験に大きな影響を及ぼすことは述
べるまでもないことである。
　以上のように、実習中の巡回指導および実習事後指導
や事後面接を通して、実習生が学び得たことを丁寧に振
り返り、言語化していくことと共に、実習から得られた
次への課題を意識しながら、学生ひとりひとりに寄り添
った実習指導の取り組みを行うことが重要かつ必要な実
習指導者側の今後の大きな課題であるということが出来
る。
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