
― ―１０３

１．はじめに

心理学者であり，社会学者であった Erich

Fromm（１９００―１９８０）は彼の著書『TO HAVE

OR TO BE ?（生きるということ）』（１９７６）に

おいて，現代社会は産業が進歩し，いろいろ

な物が手にはいり，一見，繁栄しているかの

ようにみえるが，実は危機的な状況であると

指摘している。そして，その状況を二つの側

面から説明している。

一つは生き甲斐の喪失，すなわち，物がい

くら豊かに満たされても，それが幸福に至る

道ではないこと，また個人の生活の自由を求

めると言いながら，実はますます，個人個人

が社会全体に管理されつつあると指摘してい

る。もう一つは，地球規模における危機的な

状況を挙げている。経済の発展は依然として

豊かな国々に限られ，豊かな国と貧しい国と

の隔たりはますます広がっている。また技術

の進歩そのものが生態学的な危険（オゾン層

の破壊などの地球規模の環境破壊）と，膨大

な量の核兵器の貯蓄の結果としての核戦争の

危険を生み出し，そのいずれかあるいは両方

がすべての文明，おそらくはすべての生命に

終止符を打つかもしれないと指摘している。

Frommは，人間の基本的な生活様式とし

て，より多く「持つこと」を求める「持つ」

様式と，人間らしく共に「あること」を求め

る「ある」様式があるという考えを提起して

いる。しかし，近代社会は「持つこと」を中

心に求め走り続けてきた。その結果が現代の

ゆきづまりであり，この危機を脱して生き延

びる道は，「持つ」様式から「ある」様式へ

の思いきった方向転換しかないと警告してい

る。

「持つこと」中心の生活観は乳幼児期の子

どもたちにも重大な影響をおよぼしている。

核家族化や近所同士の交流の少ない閉鎖的な

環境のなかで，子どもたちは本来の成長・発

達の過程をないがしろにされ，親の一方的な

価値観，思い込みによって育てられてしまう

ことが多い。たとえば，近所同士の交流を好

まず，子どもとほとんど外へ出ることがなく，

それで構わないと思っている母親に出会うこ

とすらある。確かに，子どもたち同士が互い

に遊びのルールを作り，外で活発に遊びあう
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という光景は減少してきている。遊びを通し

て社会性を身につける機会は，唯一，幼稚園

・保育園だけになっているのではないだろう

か。母親をはじめとした家族との基本的な信

頼関係のもとで，基本的な生活習慣，自立性

を身につけ，あわせて，子ども集団の中で，

幼児としての生活を十分に体験するととも

に，遊びを通して社会性を身につけることが

何よりも必要である。

Frommのいう「ある」様式とは，「もの」

にとらわれないで，自由に生きる生き方であ

る。一つの固定した生き方や態度を示してい

るのではなく，生きることそのことへの肯定

を意味している。すべての人間に与えられて

いる才能や能力を伸ばしながら絶えず成長・

発達を遂げ，自分を新たにしていく過程を指

している。このような生き方は，同時に他者

に対しても自由に開かれた関係に入りうる。

互いに関心をもち，愛しあい，さらには互い

に犠牲を払うことによって，「共にありなが

ら生きる」関係に入りうることを述べている。

保育者においても，何よりも「共にありなが

ら」歩むことが求められている。

また，倉橋惣三（１８８２―１９５５）は「教育さ

れる教育者」（１９６５）と題して，次のような文

章を遺している。

「教育はお互いである。それも知識を

持てるものが，知識をもたぬものを教え

てゆく意味では，或いは一方が与えるだ

けである。しかし，人が人に触れてゆく

意味では，両方が，与えもし与えられも

する。

幼稚園では，与えることより触れあう

ことが多い。しかも，あの純真善良な幼

児と触れるのである。こちらの与えられ

る方が多いともいわなければならぬ。

与える力に於て優れているのみでな

く，受くる力に於ても，先生の方が幼児

より優れているべき筈である。その点に

於て，幼児が受くるよりも，より多くを

先生が受け得る筈でもある。

幼稚園で，より多く教育されるもの

は，――より多くといわないまでも，幼

稚園教育者はたえず幼児に教育される。

教育はお互いである。」

子どもたちの力に絶えず驚きながら，子ど

もたちより直接いろいろなことを学ぶことの

できる保育者にとって大切なことは，いつし

か知らないうちに「持つこと」中心の人間に

なっていないか，子どもたちと「共にありな

がら歩む」ことを忘れていないかを養成校の

学生のうちから自己点検しながら歩むことこ

そ大切である。

２．目的と研究方法

保育所実習は，保育者養成専門科目のなか

でも保育の対象となる乳幼児に直接接し，実

践的に学習できる重要な科目である。現在，

保育者養成校の学生が実習回数を通して，ど

のように保育者として意識の変容をもたらす

か，また，養成校の教員のすべきことはどの

ようなことであるのかについて検討すること

を研究の目的とした。

調査対象は，保育者を目指す愛知県内にあ

る C専門学校社会福祉学科の２・３年生６１

名（男１１名・女５０名），岐阜県内にある G女

子大学家政学部家政学科専攻の３・４年生３６

名である。

C専門学校は，３年過程で保育士，幼稚園

教諭２種，社会福祉主事任用，訪問介護２級，

レクリエーションインストラクター，社会福

祉士受験（実務経験１年が必要）の資格が取

得できる。C専門学校社会福祉学科２年生３３

名（男６名・女２７名，２０歳９ヶ月～２１歳１０ヶ

月）は保育所実習２週間づつを２回，幼稚園

実習２週間を１回済ませている。３年生２８名
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（男５名・女２３名，２１歳９ヶ月～２９歳１１ヶ月）

はすべての実習を済ませている。すべての実

習の内訳は，保育所実習２週間づつ２回，施

設実習１０日間１回，幼稚園実習２週間づつ２

回，高齢者・障害者（児）・児童福祉の相談

援助業務を学ぶ現場実習２週間づつ２回であ

る。

G女子大学家政学部家政学科専攻は，４年

間で保育士，中学校教諭１種（家庭科），高

等学校教諭１種（家庭科），衣料管理士２級，

社会福祉主事任用，児童指導員任用，学芸員，

図書館司書，社会教育主事補の資格が取得で

きる。G女子大学家政学部家政学科専攻３年

生２１名（２０歳５ヶ月～２１歳２ヶ月）は保育所

実習２週間１回を済ませている。４年生１５名

（２１歳５ヶ月～２２歳４ヶ月）は保育所実習２

週間づつ２回，施設実習９日間１回のすべて

の実習を済ませている。

保育現場の保育者の質を問う「保育診断表」

（諏訪きぬ，２０００）を参考に，保育実習にお

ける保育の質を問う「保育実習診断表」（３０項

目，５段階評価）を作成し，C専門学校社会

福祉学科２・３年生５１名と G女子大学家政

学部家政学科専攻３・４年生３６名に配布し

た。「保育実習診断表」の項目の内容は１．

保育者と実習生の関係，２．実習生の保育の

姿勢，３．保育のあり方，４．子どものすが

た，５．親との関係，６．保育環境・条件の

６分野について，それぞれ５項目づつ，計３０

項目の質問に，１．全く思わない，２．思わ

ない，３．どちらともいえない，４．そう思

う，５．全くそう思う，の５段階評価で回答

を得た。

３．結 果

回答の５段階評価を得点化し，各内容ごと

に，それぞれの平均得点と全体の平均得点を

算出し，表１とした。表１の C専門 A及び

C専門 Bは，C専門学校社会福祉学科２年生

と３年生を表している。また，G大学 A及

び G大学 Bは，G女子大学家政学部家政学

科専攻３年生と４年生を表している。得点の

高いほど，実習生自身の自己評価が高いと考

えられるが，表１の結果は，C専門学校では

実習を多く経験した学生ほど自分の自己評価

が低い項目が多くみられた。

４．考 察

１）保育することの難しさ

１９４７（昭和２２）年に公布された児童福祉法

では，託児所に代わって保育所という名称を

用い，「保育所は，日々保護者の委託を受け

て，その乳児または幼児を保育することを目

的とする施設とする」と規定された。そして

保育とは乳児，幼児を対象として，その生存

を保障する「養護」と心身の健全な成長・発

達を助長する「教育」とが一体となった働き

かけであると解されている。「保育実習診断

表」の項目の内容「保育者と実習生との関係」

において相対的に平均点が低いのは，保育の

難しさを認識した結果と考えられる。特に，

実習回数の多い C専門学校社会福祉学科３

年生に顕著に現れている。また，「実習生の

保育姿勢」，「子どものすがた」において C

専門学校社会福祉学科２年生の平均値が４．０４

と４．２３と高い数値がみられる。子どものなか

で楽しく一生懸命の姿勢が反映された現われ

と考えられる。「保育のあり方」について実

習回数との差はみられない。養成校における

教育の成果であろう，学生が理念的な理解が

なされている為と考えられる。

２）子どもの受容と保育の質

保育所保育指針の第１章の総則には，「子

どもを温かく受容し，・・・・安定感と信頼

感を持って活動できるようにすること」また，

「遊びを通して総合的に保育を行うこと」と
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保育実習診断項目 C専門 A C専門 B G大学 A G大学 B

保
育
者
と

実
習
生
と

の
関
係

１．いきいきと保育をしている ４．１３ ３．６２ ４．００ ４．２０

２．互いに声をかけあっている ３．９１ ３．３４ ３．７６ ４．２７

３．仕事の分担を確認している ３．５０ ３．２１ ４．００ ３．１３

４．子どもの姿を取り次ぎあう ３．８１ ３．２４ ４．００ ３．９３

５．意思疎通がよい ３．７２ ３．３３ ３．９０ ４．２７

平 均 値 ３．８１ ３．３４ ３．９３ ３．９６

実
習
生

の
保
育
姿
勢

１．一人ひとり丁寧な世話をする ４．０３ ３．７２ ３．８６ ３．８０

２．思いをゆったりと受容する ４．１３ ３．５５ ３．６７ ３．５３

３．その場の適切な働きかけ ３．６９ ３．５５ ３．００ ３．８５

４．楽しそうに共感する ４．５６ ４．１０ ４．００ ４．２０

５．子どもの心の拠り所になる ３．７８ ３．４１ ４．１０ ４．０７

平 均 値 ４．０４ ３．６７ ３．７２ ３．８８

保
育の

あ
り
方

１．見守り的な保育をしている ３．５３ ３．３４ ４．０９ ３．６０

２．援助がさりげなくされる ３．６９ ３．４８ ４．０５ ３．６７

３．支持的・命令的にしない ３．５９ ３．５９ ３．７６ ３．６７

４．子どもどうしの関係を大切に ４．３４ ３．９３ ４．１９ ４．０７

５．落ち着きのある保育をする ３．３８ ３．１４ ３．３３ ３．６７

平 均 値 ３．７１ ３．５０ ３．８８ ３．７４

子
ど
も

の
す
が
た

１．のびのびと生活している ４．４７ ３．６９ ４．２４ ３．８７

２．じっくりと遊んでいる ４．４１ ３．４１ ４．１４ ３．８０

３．子どもが気軽に援助を求める ４．５０ ３．５５ ４．１４ ３．８７

４．楽しそうにかかわっている ４．５３ ３．８６ ４．１９ ４．１３

５．行動に落ち着きがある ３．２２ ２．７９ ３．３３ ３．２０

平 均 値 ４．２３ ３．４６ ３．８８ ３．７７

親
・
家
族

と
の関

係

１．愛想よく受け入れている ４．１６ ３．８６ ４．２４ ４．２０

２．親に気軽に話しかけている ３．５９ ３．４１ ４．０９ ４．２０

３．親の求めに丁寧に応じている ３．７２ ３．４５ ３．９５ ３．９３

４．親どうし気軽に話している ４．００ ３．５２ ３．６６ ３．８０

５．親との意思疎通が出来ている ３．８４ ３．４５ ３．８６ ３．８７

平 均 値 ３．８６ ３．５４ ３．９６ ４．００

保
育
環
境

・
条
件

１．清潔に整えられている ３．３８ ３．７６ ４．００ ３．７３

２．豊かな遊具・分かりやすい配置 ４．２８ ３．５５ ４．００ ３．５３

３．整った生活の手順ができる ４．１６ ３．４８ ３．７６ ３．６０

４．コーナーなど自発的環境 ４．２５ ３．６６ ３．５７ ３．５３

５．保育室全体に落ち着きがある ３．９１ ３．６２ ３．７６ ３．６７

平 均 値 ４．１９ ３．６１ ３．８２ ３．６１

全 体 の 平 均 値 ３．９７ ３．５２ ３．８９ ３．８３

表１ C専門学校・G大学の保育実習における実習診断表

C専門 A：C専門学校社会福祉学科２年生
C専門 B：C専門学校社会福祉学科３年生
G大学 A：G女子大学家政学部家政学科専攻３年生
G大学 B：G女子大学家政学部家政学科専攻４年生

（下三桁四捨五入）
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述べられている。子どもの言動や気持ちの動

きをあるがままに受け止め，それを容認する

ことが受容ならば，保育者としての基本的態

度といえる。子どもを一個の主体として尊重

し，それによって子どもが一個の主体として

世の中に出ることが究極の目的だからであろ

う。これは単に子どものある行動を受け入れ

認めるというに留まらず，子どもの存在その

ものを受け入れ，保育者が肯定し，その尊厳

を尊重することを意味する。このように述べ

ると，保育所保育指針の「受容」，「遊びを通

して」という言葉は，Axline, V.M.の児童中

心遊戯療法の考え方と同様と思われる。Ax-

lineは，受容を「自分で決定できるという信

念を受け入れるということであり，考える人，

独立した人，建設的な人になれる能力を尊重

する心であり，完全に自己を実現しようとす

る動因を理解すること」，遊びを「子どもの

自己表現のための自然な媒体」と捉え，子ど

もが感情や問題を表出するために与えられた

一つの機会と述べている。

Axlineの８つの原理は，

①よいラポートの確立

子どもとの間で「温かい親密な関係」を発

展させる。ラポートの確立によって，子ども

は Therapistを信頼し，安心して遊びの第一

歩を踏み出すことができる。

②子どものあるがままを受容する

正確にあるがままに受け入れることが，治

療の鍵となる。

③自由な雰囲気の醸成

子どもが安心して自分の感情や態度を表現

できるために，自由なおおらかな雰囲気がつ

くられなければならない。おしつけは禁物で

ある。

④感情と認知の反射

Therapistは油断なく子どもの感情を捉え，

子どもが自己の行動を洞察できるように，そ

の感情や態度を反射応答してやらなければな

らない。Therapistが反射するのは，子どもの

言動の内容ではなく，表現されている感情に

対してである。従って事実についての質問は，

子どもが Therapistと親しくなろうとする試

みであると感じ，正しく答える。

⑤子どもへの尊敬心

児童中心遊戯療法においては，「子どもが

自己の問題を解決できる能力をもっている」

ということを前提とする。Therapistは子ども

の能力に深い尊敬を持つことによって，子ど

もは自己の洞察や責任を受け入れる自信を得

て，自己を尊重するようになる。

⑥非指示的である

子どもの自由を最大限に認め，遊びをリー

ドしてはならない。子どもが先導し，Thera-

pistはそれに従うのみである。

⑦治療を急がない

漸進的な過程であることを認識し，子ども

の状態に応じて進行する。Therapistの忍耐と

理解とが要求される。急かされることも，刺

激されることもない場所で子どもは始めて安

心してくつろぐことができる。そして始めて，

感情を表現する準備ができる。

⑧制限

遊戯療法の場面を現実の世界に留めておく

為にも，最小限の制限を設ける。

（ア）時間の制限

（イ）器物の破壊と，自分にも他人にも危険

な行動の禁止

（ウ）玩具その他，プレイルームの備品を持

ち帰らない

（エ）時間中，室外に出ないこと

いかに保育者がカウンセリングマインドを

もつ必要性があるかということを示唆してい

るものと思われる。

保育者養成校の講義・演習を大きく分ける

と，保育の原理系の科目，子ども理解の科目，
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実践のための保育内容系の科目，保育技術系

の科目がある。十分に子ども理解の科目をよ

り充実させる必要があるものと考えられる。

３）相談機能について

保育所の相談機能としては，「地域子育て

支援センター」や「乳幼児健全育成相談事業」

（１９９５年度から「子どもにやさしい街づくり

事業」に再編されたが，１９９７年度にさらに再

編され廃止となった）が実施されてきた。「地

域子育て支援センター事業」は，育児不安等

についての相談指導や子育てサークルへの支

援などのため，１か所８００万円近い予算をつ

け，指導者と担当者の２名のスタッフをおく

というものである。地域子育て支援の中核的

役割を果たすことが期待されているが，１９９７

年度の実施数は４２８か所，現在２００５年度は

１．２６４か所で，最終目標値３．０００か所の４２．１％

に過ぎない。

子育て相談事業も，従来の「電話相談」か

ら「面談による相談」へと，より具体化され

ており，保育所の増改築を機会に「相談室」

を設置するところも出現している。こうした

保育相談活動の展開にともなって，保育所・

幼稚園の教職員が「カウンセリング・マイン

ド」をもつことが期待されている。「相談室」

の必要性について児童・青年精神科医の若林

（１９８６）は，言語的表現に限界のある子ども

の場合，子どもや親をできるだけ緊張させな

いようにし，自然に近い形で話し合いができ

たり，振る舞うことができるようにすること

により，より豊かな情報を得ることができる

と述べている。

保育実習診断表の項目の内容「親・家族と

の関係」の２．親に気軽に話しかけてい

る，３．親の求めに丁寧に応じているという

設問に対して，C専門学校社会福祉学科３年

生の得点平均が低いのは，よりカウンセリン

グ・マインドを保育者自身が要求される内容

であり，相談援助業務の現場実習を済ませ難

しさが理解できるためであろう。例えば，不

登園の子どもに「どうして行けないの」と聞

けば，「朝，行こうと思ったら，お腹が痛く

て」と言えても，本当の「どうして」の答え

は言うことができない。カウンセリングとい

うのは，頭で分かっていても，どうしょうも

ないことを扱うことの難しさを経験している

といえる。

５．ま と め

保育者養成校の教員の役目は，いかに資質

の高い保育者を世の中に輩出できるか否かに

つきると考えられる。保育者養成教育におい

て，実習は今まで講義や演習を通して学んで

きたことを実践の場を通して実感し，“子ど

も”や“保育という営み”に対する新たな気

付きを得る大切な機会である。養成校の講義

・演習を大きく分けると特に保育士の実習の

履修にあたっては，実習を行って得る単位と，

実習の事前・事後指導においても単位として

認定される。実習の事前・事後指導は保育経

験のある教員が担当する場合が多い。実習の

事前指導は，実習の前に，実習の目的・内容

・方法を理解し，実習日誌・指導計画・保育

教材を学び，実習時の諸注意を聞く。実習の

事後指導は，実習を終えた後，養成校に戻り，

反省会や意見交換を行い，総括的な自己評価

をおこなう。

実習期間中は実習施設の指導に任せて，養

成校の教員は，いわゆる「あいさつ」回りを

する程度で終わってしまうことが多い。しか

し，養成校の教員は実習施設を訪問して実習

生を指導することが本来の姿であろう。実習

指導は誰でも適切にできるわけではない。現

実には，保育の専門でない教員も実習指導に

あたる場合がある。その結果として教員は学

生に対してありきたりの助言で終わってしま
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う。これでは養成校の教員として社会的責任

を果たしていることにはならない。適切な実

習指導ができるように保育者養成校の教員の

資質を高める努力を組織的に行っていく必要

に迫られているのではないだろうか。
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