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質問項目
事前指導

養②：私どもも、基本的には県の某協議会で作成している(14)手引きに沿って
内容的には進めております。
必須の内容としては、(5)基本的なマナーと、それから(7)守秘義務とその責
任に関する事項というのは徹底していくようにしております。それから、(2)
実習課題の設定に力を入れるようにもしております。それから(13)日誌の書き
方というところ。大きくは、この 4 つが課題になっているところです。
私どもの場合ですと、工夫している取り組みとしては、現場などの職員の
方と。現場体験としては、(15)見学実習ということで、前年度に障害系の施設
と児童自立支援系の両方にお伺いして、そちらの業務を教わらせていただく
のと、それから、それぞれの(17)施設の実習担当の職員の方から「実習に向け
て、こういうことにぜひ取り組んでおいてほしい」ということをお話しいた
だきます。その後、前年度の実習経験者である(24)先輩たちの発表を、後期が

グループ A
養①：県の養成協議会で(14)共通の手引きを作らせております。そちらのほう
に沿って授業をしております。こちらのほうは、(1)実習の意義、(2)目標、準
備物で、(6)実習生の心得ということで現在特に言われています(7)守秘義務な
どをやらせてはいただいております。
本学では保育所実習の中でも一番初めの実習になりますので、やはり(5)マ
ナーや(6)実習に向けての心得というところからやっているのが現状になり
ます。
実習につきましては種別がさまざまありますので、(12)種別の違いを学生に
は伝えていき、そして実習に向けて取り組んでいくというような形になりま
す。
正直なことを言いますと、種別ごとにさまざまな利用児者の方がおられま
して、その(33)全ての方に対応した、統一した授業をするということが難しい
のが個人的な課題とは思っております。
その中で、本学は (26) 介護福祉養成もありますので、そこの教員とも連携
して、知的障害児者で必要になってくる(11)車いす、移動介助、食事介助等、
そういうふうな生活支援については、そちらの教員の方と連携を取りながら
説明をしております。
あとは、児童福祉施設全般において、実際に現場に行くのが理想ではある
のですが、本学は 140 名ほど学生がおりまして、その学生が施設に行きます
と、やはり施設側のほうが、利用児者の方が落ち着かなくなってしまいます
ので、(19)ビデオを見ていただく。あとは直近では、10 年来の先輩で、現在、
(21)
児童福祉施設で働いている先輩に来ていただき、現場の様子や実習生に望
むことを話していただいているような形となっています。一応、そういう形
で本学としては事前指導をしております。

施設実習グループインタビュー発話内容

養②：独自の科目として、2 年次に○○演習という科目を、1 年生の後期と 2
年生の前期に設けている。
その授業の中で、保育士がいる(16)施設でのボランティア体験というものを
設けている。授業の中で、1 年生の後期から、(20)現場職員の話も含めて行って
いるが、春休み期間中にボランティア先を自分で見つけ、自分で交渉して、(4)
「こういうボランティアをしてみたい」ということを先方にちゃんと交渉を
して、自分の意思を伝えて、5 日間以上という期間を設けて体験している。
学生は保育所を選ぶケースが多いが、ボランティア体験をした後の「○○演
習 2」という授業の中で、それぞれ体験してきたことを持ち寄って、グループ
で話し合って、それで、(22)施設ではどういう子どもたちが生活していて、ど
ういうふうに保育士がそれぞれ支援しているのかということをいろいろと話
し合ったり、
「自分はこういうふうに動いたんだけれども、いろいろ不十分な
点があった」なんていうことも含めて話し合う。
ボランティア先を選ぶときに、
「保育所ばかり行かないように」と指導する。
結構、乳児院とか、障害者関係の施設とか、いろいろな施設、児童養護関係の
施設ですとかも、全体の 1 割ぐらいはそういうところで体験してくる。グル
ープ分けをして、振り返りをして、次の保育実習指導 1 のほうにつなげてい
く。
必ず(2)オリエンテーションまでに、自分なりの実習目的を作って、それを持
参して、現場の先生に提出するようにということを課す。ただ、それは、現場
の先生からすると、まだとても抽象的な目標だと思います。
実習に出す前には、保育実習の大まかな目的としては、(8)施設の働きの理
解、そして、(9)施設における保育士の、あと、(10)子ども理解、そこで子ども
たちが、どういう状況を生きてきた子どもたちがどういうふうに生活してい
「この 3 本は必ず
るのかという子ども理解、あとは(9)保育士の専門性の理解、
大事なことだからね」ということを言って、それに即した形で目標を立てて、
それを実習担当教員がやりとりをして、チェックをして、それで修正させて持

グループ B
養①：短大の養成校の場合、保育士の実習とはいえ、(31)知的障害の施設がほ
とんどとになっている。今までの生活の中で、障害をお持ちの方に接すると
いう機会がほとんどないので、1 年生の夏に、1 日以上、自分で(16)ボランティ
ア先も開拓をして伺う。まず「見てくる」体験をし、その(23)体験を基に、障
害についての講義を事前指導の中に入れる。
また、(20)施設の職員の方に講話を頂いて、(19)視聴覚教材を使いながら、様
子を見せていただき、どういうふうにコミュニケーションを取るのかとか、こ
ういうときにどうするのか、施設の実習では、こんなことを体験してほしいと
いうようなお話を頂いている。
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オリエ ン
テーシ ョ
ン

施①：事前指導ということで、オリエンテーションは必ず実施しております。
その中で、(65)施設の概要ですとか、そういったところを知らせていく中で、
やはり(73)具体的に伝えていくということを大切にしています。具体的にと申
しますと、もう(73)実際の場面でのエピソードを踏まえながら、学生に知って
いただき、感じていただけたらというふうに思ってはいるんですけれども、
やはり事前指導をさせていただいた後、実際に実習に来られたときにお忘れ
になっている学生も多いのかなというふうにも感じる部分もありますので、
その点に関しては、実習に来られてからも繰り返し施設のほうでもお伝えす
るようにはしています。
やはり(81) 施設の中に足を踏み入れたことがない学生も多くいらっしゃい
ますので、オリエンテーションのときは、硬い雰囲気にならずに、
「こういっ
た施設は初めてかな」というような話もしながら、(81)どんなイメージがある
かというような学生の思いも聞きながら、オリエンテーションの実施という

終わる時点で、(24)ポスター発表という形で。次年度の予定者は、見学の後、
その発表を聞きまして、春になって自分たちも希望する施設を決めていくと
いうような形で、(4)できるだけ自分たちの「どういうことを学びたいから、
ここに行きたい」ということを(25)実習前に、ある程度、イメージできるよう
な工夫をしております。
もう一つは、実習指導のあり方が、例えば(27)守秘義務の問題等ですと、私
どもと学生の感覚の違いというのが最近、非常に大きくなってきているの
で、2 年前からですが、学生の SA を実習に関しては 6 人ほど付けて、どのよ
うな内容について、どういうふうに伝えていくことが学生にとって分かりや
すいかということを(28)学生の視点からも意見を言ってもらって、実習経験者
である学生の SA と教員とで、項目によっては一緒に内容を検討して、後日、
反映させていくというようなことを行っております。

施設実習グループインタビュー発話内容

養①：今年度から、児童養護施設に限って、(64)事前オリエンテーションを県
内の児童養護施設合同でやるという試みをした。各施設ごとの(40)約束事、ル
ール、(39)歴史的なこと、
「そもそも、児童養護施設って、どうなんだ」という
話は、あらためて現場の先生からお話を頂いて、
「(42)日々の生活がこういう感
じだから、こういうことを勉強してきてね」とかというところを、学校と施設
と両方から話をするというようなところで、(40)言葉遣いもしかり、(40)生活態
度もしかり、なかなか保育の学生たちというのは、保育所保育士や幼稚園教諭
を目指してやっぱり来ていますので、施設というか、(58)施設実習や施設に対
するイメージがあまりない。その中で、やっぱり(59)イメージをどう作ってい
くか。で、なかなか学ぶというところが難しいので、とにかく、体験をして、
そこから考える。先ほど、
「学校で学んでいることと現場の」という話を頂き
ましたけれども、学校でしか学べないことと、やっぱり現場でしか学べないこ
とがあって、(54)現場で学んできたことを学校に戻ってきて考えるのが実習の

施②：事前指導のときに、社会常識のところで、やっぱり学生もだいぶ変わっ
てきていて、幾つか、僕もどこかで話したことがあるんですけれども、学生の
ノートの書き方というところで、(34)基本的な常識のところでとか、あと、多
分、(34)履歴書とかも書いたことがない学生がいたのか、以前、名前の印鑑を
下の名前で押す学生がいて、すごくびっくりした。
本当の常識というところで分かっていない方というのが多いのか、(38)ノー
トの書き方一つでも、
「（笑）
」とか書いてあったり、多分、どこの大学でも指
導されているとは思うんですけれども、いちいち教えることじゃないと思う
んですけれども、結構分かっていない学生もいて、僕としては、外に出ていく
常識というところで、知識としてももちろん大切だと思うんですけれども、そ
ういう(35)社会常識というところのレベルが下がっているのかなと思うので、
学生と担当の先生方が接していく中で、足りないと予想されていることを伝
えていただければ。

施①：実習生担当から何からやってきた。今みたいなお話が進んでいるのだっ
たら、とてもいいことだと思う。(36)先生たちが現場に来ていただきたい。(37)
事前に、どういう施設で、どういうことを、日常的にはどういう支援をする
のかということを幾つかの大学に話しに行く。話しに行って、
「うちの施設は
こういう施設で、皆さんが実習に来たら、こういうことを」という話をして、
その前に、知的障害児者の、うちは一番古いので、歴史と、どういう成り立ち
で来たのかとかいうのは、もう本当に百何十年の歴史を 30 分ぐらいでしゃべ
り、それで実際に今、こういうことをしているということを話す。

っていって、現場の先生に見てもらうということをやっています。そこでまた
(3)
具体的にオリエンテーションの話を聞いて、目標を作り変えて、それでま
た日誌に書き、臨むようになっていると。
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施②：某自治体では児童養護施設、乳児院等、数が多いんです。それで、某
自治体の○○協議会が施設福祉部として、児童施設部会、高齢介護の部会と
か、長らく活動をしています。特に養成校と施設は、もう多分、今年で 38 年
になります。保育士養成校と児童福祉施設の実習研究懇談会が、大体 6 月か
7 月かに毎年、交流の場を設けて積み上げてきました。その中で、最近は同
じようにガイドブックを委員会として作っている。今、最終局面になってい
て、これも、うちの施設としても、また生かそうかと。現在は、自分のそう
いう施設で、
「しおり」でしています。
それと、学校に対しては、もう、そんな望むというのは、これまでにも散々
そういうやりとりをしてきたから、今さらはないですけれども。ただ、就職
フェア等とかも、本当に最近では、もう、やっぱり僕らも(85)タブレット等と
かで、1 日の様子、1 年の様子等とかを視覚構造化して見せていくというこ
とがかなり必要になってきているので、意識はしています。
それと、やっぱり社会的養護施設なので、実習の指導の事前のポイントは
(77)
家族と離れて暮らさざるを得ない子どもたちの体感で、その施設という感
じで来てもらって、(77)一人一人の子どもの心象、心の象というか、そこで児
童福祉を考えてもらう。
ひいては、それがやっぱり我が国の施策として、座学での学びと合わせて
上げていってほしいと。それで、社会的養護施設なので、やっぱり、まず導
入部としては、それぞれの(74)子どもたちの成育歴のこととかを含めて、実習
生自身が自分の生い立ちと相対化して感じてほしいという部分と。
あと、私たちは障害児入所施設なのでやはり知的障害、医学的には精神発
達遅滞、自閉症発達障害がいて、ああいった(78)障害の部分の説明というのも
施設独自のマニュアルじゃないですけれども、こういうものの、いかに触れ
る部分を、勉強もされているでしょうけれども、より深められるかというの
も意識しています。
それと、やっぱり(79)思春期を生きる集団であること、それから実習の期間
の中では、(80)ケースワークという部分については、もう入り口の部分しか無
理なのかもしれないけれども、(80)できるだけ包括的に分かってほしいと考え
て接しています。

のは取り組むようにしていますし、(68)施設内も必ず案内して、(68)どういった
場所があるかとか、(69)実際の雰囲気を見ていただくようにはしています。
今お聞きしていて、とても十分に取り組んでくださっているのかなという
ふうに思いますし。やはり養成校のほうで感じていらっしゃる、養②の先生
がおっしゃった、(86)今の学生と指導教員の方々とのイメージされていること
の違いを感じておられる部分というのは、施設職員のほうでも感じることは
ありますので、共通認識の下、学生への指導はしていただけているのかなと
いうふうに思いました。

施設実習グループインタビュー発話内容

施①：知的障害とか、障害を持っている子どもと相対するのが初めての人はい
っぱいいる。かと思えば、特別支援学級が自分の学校にあったとする。(68)見
学もやりますし、(67)どういう仕事をしているのかもやるんですけれども、オ
リエンテーションの時間もそんなに潤沢にあるわけではないですから、何し

養②：最近の学生は実習に行く前に、(60)とても不安感の強い学生が多い。例
えば、障害のある人に実習まで全く接したことのない学生なんていうのも結
構いますし、あとは、乳児院とか児童養護施設に関しては、やはり虐待の問題
が社会的にもクローズアップされていますので、(61)とても暗い場所じゃない
のかとか、偏ったイメージを持っていたりします。(62)全く知らないところに
身を置くということに対する不安感も強く、今どきの学生というのは、結構
評価の視線にさらされてきているというところがあって、(63)ほかの人の目線
がとても気になる。評価されるんじゃないか、期待どおり動けないんじゃな
いかという、そういう不安を抱えています。(47)オリエンテーションというの
はとても貴重な場で、やはり今までよく分からない場所に行くという、その
分からないことがいろいろ確認できる場ということになる。
オリエンテーションがどういう場なのかをしっかりと説明しています。オ
リエンテーションは、施設についてのさまざまな(39)理念とか働きなどが説明
されたり、(43)保育士の職務が説明されたり、それを(44)実際に見学できると、
さらには、実習に臨むに当たって、さまざまな実習生としての態度とか、そう
いったことをしっかりと確認できる場だから、それを(48)しっかりと確認して
くることによって、積極的に不安を解消して、不安だけで心配になっていた
部分を少しちゃんと理解してきて、実習に臨むようにということの指導はし
ています。
「オリエンテーションがこういう場だから、こういったことをしっ
かり確認してくるように」なんていうことを、その目的と確認すべき事柄を、
こういう手引きなんかを配っていますので、こういう(50)手引きを通して説明
をしている。2 年ぐらい前までは、幼稚園と保育所、保育実習は別々だったん
ですが、共通している面が結構ありますので、これを合わせたものを作ってい
ます。

機会だからということを重点的に話しています。
オリエンテーションのときには、(51)「これとこれとこれとこれとこれは必
ず聞いてくるように」と、それを報告するという形で、学び以前のところでそ
の不具合が生じないように、きめ細やかに指導していかなきゃと思っていま
す。
マニュアル化をするのは簡単ですけれども、本当に考えなくなってしまう
ので、(52)最低限どういうふうに標準化をするか、ここまではみんなが同じよ
うに情報を持ってオリエンテーションに伺って、それぞれがそれぞれ違う所
で、(55)自分がどういうふうにそこで実習を展開していくのか、学んでいくの
かというところを考えるというふうには心掛けてはおります。
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施設実習グループインタビュー発話内容

養②：実は私どものところは、(29)できる限り自分の希望先にということで考
えてはいるんですけれども、どうしても保育希望の学生ですと、(30)児童養護
施設に随分、偏ってしまうことがあって。ですけれども、(31)数としては障害
系の施設が多いという中で、(32)自分がそもそも希望はしていなかった施設に
配属が決まる学生も多いんです。ただ、早めにもう、そこを切り上げて。私

ろ、(65)うちの施設がこの地にあって、どういうことを営んできたのかという
ことと、実際に、それこそ、
「(66)こういう子たちがいるんですよ」ということ
ですよね。
(71)
課題を持ってきて、
「こういうことをやりたいんです」と実習生の方がお
っしゃるじゃないですか。それはそれで、とても尊重させていただいて、た
だ、
「10 日や 14 日で、それは」と思う。それは思うんですけれども、それは
それでいいんです。その気持ちで来ているわけだから。だから、最終的には、
施②：人数的には確かに、4 までいったことはないですけれども、3 人くらい まず(66)障害児を知らなかった人に知ってもらう。それで、(74)同じ時代に、君
たちとあまり年が変わらない人たちがこういうところで生活していると。ど
までと。
以前は、それも講義実習でしたけれども、某自治体では公共交通機関も発 うしてそういう生活をしなきゃいけないのかということを分かってもらうこ
達しているので、今は通勤をベースとしているので、その間の中で、やっぱ とでいいんですよ。だから、2 週間やって、そのままうちで 1 人の勤務ができ
り(75)夜間に。昼間は騒がしい子どもたちも、眠っている中の匂いで感じるこ るかといったら、絶対できるわけではないわけですから、僕らとしては、そこ
ともあるので、もう、これは保育実習との違いだと思うんですけれども。や まで大きなことを実は求めていないんです。
っぱりそういう点のというので、(76)当たり前の、こうやって日常生活動作、
男性だったら、男性職員が、担当が付く。だから、その間は、その人の休み
衣食住みたいなものを。学生は、もう便利な時代で当たり前に思っているん のほかは、サブをやるんですけれども、その人と同じ早番、遅番、日勤とかを
だけれども、ものすごく、その間、こうやって、ちゃんと食事を取る、睡眠 やる。同じ人に付いて。
を取るということとかで、実習生にとっても刺激が大きいと思うので、やっ
知的障害児施設で働きたいという人は少ない。だけど、
「(67)こんな面白い仕
ぱり(76) その大切さみたいなものはオリエンテーションの機会では取れるよ 事はないんだぞ」と教えることぐらいで、職員にはそれぐらい、その後も、例
うにしています。
えば、ボランティアに来てもらうとか、そういうことをしてもらったほうが、
よっぽどその人のためになるし、うちのためにもなる。知ってもらう。だか
養①：やはり授業の中では、一般的なことが中心になりがちです。できるだ ら、オリエンテーションでは、もうそこです。こっちから課題がどうのこうの
け具体的に説明をさせていただこうと思っていますが、短大の 2 年間で、う は言わない。
ちの現状を言わせていただきますと、1 年の終わりで実習に行かせていただ
いている中では、細かいところまで(56)自分の中で積み上げることが難しいの 施②：(84)毎年 5 月に、その年に受ける学生（24 名ほど）の方たちに来てもら
が正直な印象として思っております。ですので、施設の先生方に、より事前 います。(72)事前レポートを提出していただき、1 日かけて（10 時から 5 時）
訪問で具体性を持って、今言っていただきましたようにしていただけると、 講義を受けてもらいます。理事長のほうから(70)施設の概要、事務職員から補
(49)
「あ、ここの施設はこうなんだ」というふうに深められるかなというふう 助金とかそういう措置費について、お昼を挟んだ後に、ケアワーカーの主任
に思っています。実際の実習の大体、ひと月前から 2 週間前くらいまでには から子どもたちの生活についてと関わり方、ケースワーカーのほうから、今、
行くようにしていまして、そちらに行かせていただいて、再度、(53)学内に帰 養護施設、家族再統合と、親支援の概要、食育もすごく大切にしますので、調
ってきて、もう一度、それを振り返り直して、もう 2 週間で実習に臨んでい 理師、栄養士による講座、途中で(68)見学が入って、最後にわれわれ実習担当
くということが理想ではありますが、やはり(57)うまく深まらず、実習に行か のほうから、実習に関する諸注意、質疑応答という形で、約 1 日かけて行っ
せていただいて、実習先のほうでさまざまにご指導をしていただいて勉強を ています。あくまでも広く浅くということなんですけれども、実習するに当た
深めるということが 3 割から 4 割くらいなのかなというふうなのが実感であ っての基礎知識というところで講座を行っています。
ります。

施①：オリエンテーションの実施も、できるだけ(83)各大学の方のみで行うよ
うにさせていただいています。やはり人数が増えますと、(82)学生自身がどう
いった考えをお持ちであるかとか、どういったお気持ちを抱いていらっしゃ
るかというところが、少し把握し切れないところがあるかと思いますので、
多くても 4 名までというところでオリエンテーションの機会を設けるように
気を付けています。
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実習期 間
中の経 験
内容

施①：乳児院のほうでも、夜間の部分を知っていただくというところでは、
(120)
夜勤実習を必ず 1 回は入っていただくようにしています。その中で、や

施②：さっきの(120)夜勤、夜間に身を置くというのも一つのポイントとしてう
たうと。それと、例えば(125)入所理由は、その施設が事業報告のときに要約し
てまとめたやつを説明する方法もあるんですけれども、やっぱり要約してい
るから 2 次情報になっちゃうんで、夜勤実習のときに児童相談所からの相談
受付等、(124)生の 1 次情報に触れると、何か揺さぶるものがあるようです。
(125)
今、目の前にある子どもが、こういう道のりというのは、やっぱりかなり
壮絶な子どもたちが多いので。
それと、さっきの日常生活動作のことも言った上で、やっぱり(127)食事、そ
れから着脱衣、入浴、睡眠、排せつ。やっぱりケアを受ける側は、排せつと
いうデリケートな行為を他人に委ねるのは、心の痛みとか。
重い障害の人は、知的能力を含めて、衛生的であることの理解が難しいと
いうことも。やっぱりこういったことは、(130)すぐには変わらないかもしれな
いけれども、体験、体感してほしいのと。
あとは、直接的な権利擁護というよりも、(123)間接的な権利擁護として、やっ
ぱり清掃とか、その空間を奇麗にすること。サービス業のアルバイトをして
いる学生とかは、比較的そういうものの感度のいい人もいますけれども、や
っぱりこういう点も、当たり前のことなんですけれども、意識して、しても
らうようにと思っています。

どもですと、配属が決まるのが 5 月の頭で、10 月が実習ですので、大体、1
カ月前の 9 月ごろにオリエンテーションにお伺いするんですが、そこのオリ
エンテーションでのお話やレクチャーを通して、(45)自分の実習に向けての課
題を、漠然としていたものを明確にしていくことができるというふうに考え
ておりまして。
一時期は、少しオリエンテーションのところでも、単に、どうしても遠方
だったりすることもあるので、お話を伺って、必要なものであったりとか準
備の具体的なところを確認するだけで終わってしまいがちだったんですけ
れども、一度、体験をお願いしたことがありまして、お掃除をさせていただ
くことが。何か 2 時間くらい現場に話していただくというようなことをお願
いしたことがありました。それ自体はよかったんですけれども、なかなか交
通機関が難しくて、挫折してしまったというところがあります。
先ほど養①の先生のほうからもお話がありましたけれども、少し実習に向
けて、(46)そこの施設で何が学べるのかということを学生がしっかりイメージ
できるような中身というところを相談して、これから、もう少しやっていけ
たらいいのかなと。かなり具体的なところをお伝えいただいているというこ
となので、こちらのほうでも、どういったことをお願いしていけるかという
ことをちょっと考えていきたいとは思いました。

施設実習グループインタビュー発話内容

施②：(143)カリキュラム表を作っていて、われわれの職員の仕事というのが、
実際、どういう仕事をしているのかという業務への仕分けをした後に、その業
務の仕分けを、本当に広く浅くなんですけれども、社会福祉士への実習ですと
24 日間、保育士の実習ですと 11 日か、12 日になるんですけれども、その中
で広く浅くできる内容というのを整理し、1 日目だったら、1 日の流れを知る
とか(143)小題目、チェック項目を付けて、カリキュラムを作って、(144)全体的
にケアワーカーの仕事を体験できるような実習を提供している。
(119)
職員としてやるべき内容を全体的に経験をしてもらう。子どもたちとの
関わりは当然ありますし、子どもたちの関わりだけではなくて、家事全般も行
いますので、
「当園の仕事とは何か」というところを経験してもらっている。
カリキュラムを作ることによって、何となく 1 日の流れ、何となくこうす
るのではなくて、(145)その日のポイント、例えば、子どもの、今日は受容とか
傾聴にポイントを置くとか、年齢幅がいろいろな子どもたちがいる中で、今、
自立に向けて取り組んでいる、自立に向けての子どもたちを中心に見るとか、
日によって、カリキュラムによって、何をすべきか。いつも学生も計画は立て
てくれるんですけれども、(145)何となくではなくて、日々、何をするかという
のを決めてやっているというところは工夫している。7 年ぐらい前からやって
いる。
以前は、学生に渡すのが何日は何時から何時というだけだったものを、そこ
に、その日の内容が書かれています。その日にできなかったら、(146)積み残し
課題という形になりますので、私たちも実習に教えていくに当たって、
「ああ、
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まだこのことを教えていなかったよね」とか、
「このことを伝えていなかった
よ」とか、学生もそれを見ながら、
「ああ、まだこれは、この件については聞
いていないです」とか、
「この点をもっと詳しく聞かせてください」とか、紙
に書かれていますので、箇条書きになっているので、それを見ながら、(146)お
互いに学生の到達度というのを確認しながら取り組めるので、担当者が複数
いますので、1 対 1 ではなくて、実習担当とは別で、ホームの担当者が中心に
なっていますので、そのホーム担当者がその学生を理解する上でも、すごくプ
ラスにはなっている。
問題は、学生によっては、そのカリキュラム、例えば、傾聴とか、(147)基本
的なことも理解していない学生が来たときに、せっかく作ったカリキュラム
の意味があまりなくなるということはたまに、そのレベルじゃない学生がい
らっしゃって、
「ああ、ここまで来ていないか」という。

施設実習グループインタビュー発話内容

施①：実習担当は、そこの部署、うちは児童の 15 人ずつの棟が 2 つあって、
そこのトップがいる。それが実習の担当で、その下に課長がいて、それが実際
の現場のところでやる。
これを覚えてほしいということというのは、カリキュラムみたいなものを
作っていない。最初にそちらからの課題と、こちらとしては、これぐらいをや
ってほしいという話はする。その後は、その実習生に付く(138)実習担当の職員
と一緒に仕事をしてもらう。
経験してほしいのは、特に今、知的障害児施設の、障害児施設は、大きく分
けて 3 つぐらい。本当に昔ながらの(125)「障害の程度が重くて」というのと、
ひとり親と、あとは虐待です。そういう子たちが(126)どうしてこういう所で生
活しなきゃいけないのか、そこで生活しているということを見て、一緒に経
験してほしい。
そこで、
「ああ、この仕事もいいな」と思ってくれた方は、それなりに自分
で課題も見えてくるでしょうし、その後、自分がどういう仕事に就こうかなと
養②：なかなか(113)生の 1 次情報に触れるという機会は、県内では、保育実 思ったときに、うちもその選択肢の一つにしてもらえる。ただ、
「本当は来た
習では提供しないと。「触れていただくことはできません」と言われる施設 くなかった」というのが見える人もいる。それでも来て、十何日、うちで実習
もあるんです。ただ、やっぱり子どもたちの置かれている現状というような するのは、最初、嫌々だったかもしれないけれども、どこか、いいところとい
ことを、1 次情報に触れる機会が経験できたら、それはとてもありがたいと うのが、「こういうこともあるんだな」ということを知ってもらえればいい。
いうことを今、伺っていて感じたところです。
短大生だと、本当に 20 歳ですよね。自分が 20 歳のことを思ったら、そこま
それと、(112)権利擁護のことについて言いますと、なかなか施設間でも、ち でと実は思う。20 歳でうちの仕事に就く人は、そういない。去年、福祉系の
ょっと。以前、どのようなことを学生に学んでほしいかというような、現場 高校を出てすぐ来てくれたとても今伸びている方。
にアンケートで調査をさせていただいたことがありまして、そのときに、権
世の中、福祉というのはいろいろある。特に障害者福祉はマイノリティーな
利擁護についてはしっかり学ばせたいことだということで、養成校の教員も ので、そこに実習に来てくれて、そこで(128)「こういう子たちがいるんだよ」
施設の職員方も思ってくださってはいたんですけれども。これが、なかなか、 と知ってもらうところが第一歩だと思っています。そんなにカチッとしたこ
(112)
助言という形で伝えることはできるけれども、体験したり体感したりと とはしない。
いうことまで、どのようにしたらいいかというようなことで、難しいと言わ
担当者の仕事を一緒にやっていく方法。僕が本当に現場にいたころに、実習
れているところも分かったということを、ちょっと今、お話を伺いながら思 担当が苦手というか、やっぱりあまりそういうのは合わない職員がいる。僕み

はり限られた人数で(121)子どもたちの安全・安心を守っていく責任の部分で
あるとかも体感していただくことによって、終わってから「夜勤で、こうい
うことを感じた」という発言をされる学生も多いかなというふうに思いま
す。
乳児院のほうで、私どもの施設のほうでは、必ず(122)新生児から 1 歳まで
のベビーの部屋に実習に入っていただくようにしていますし、
そもそも実習生を受け入れるときには、10 日間の決められた期間の中で
(135)
他校の方であるとか他校のグループが重ならないように受け入れている
ので、1 期間に必ず 2 名までで、小規模ユニットケアをしていますので、ホ
ーム編成として 6 ホームあるんですけれども、その実習に入っていただく部
屋も重ならないようにしています。なので、(136)1 部屋に 1 人の実習生という
ところで、丁寧な指導ができるようにというのは心掛けていますし、(141)反省
会というのも毎日、設けるようにしています。
あと、(137)実習担当者として 2 名、乳児院のほうでは配置されているんで
すけれども、日々の指導というのは、(138)その部屋の職員一人一人に担当し
ていってもらっています。(118)毎日、交代勤務の中で担当を割り振っていま
すので、(142)さまざまな職員からいろんなアドバイスができるというところ
は、一つ、大切なことかなというふうに思っていますし。乳児院でしかでき
ない実習というところで、乳児院を含めた社会的養護の施設というところ
で、やっぱり(128)利用者、子どもたち一人一人を理解して、(129)なぜこういう
行動を子どもたちが取ったのか、(132)この行動に対して実習生自身はどうい
うことをお考えになるかというところも実習生から教えていただきたいと
思いながら、経験を積んでいただけるようにしていますが、(150)赤ちゃんとの
関わりというのは、実習生自身、すごく悩まれる方も多いですので、その部
分で、どういった指導が効果的なのかというふうなことは悩むこともありま
す。
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養①：当県でも、本当に施設の先生方は、ユニットには 1 人しか実習生がい
ないようにであったりとか、また養成校とは変わらない、それはこちら側で
も配慮させていただいていますが、そういうふうな形で、施①の先生に言っ
ていただいたように、(105)細かくご指導をしていただいて、こまめにケアを
していただいていまして。
その中で、例えば実習生たちも学びが深まりますし、疑問に思っているこ
とを職員の方に言えるし、そこに、言えなくても、例えば(106)施設の職員の方
が気付いてくださって、「大丈夫？」と言ってくださるから言えるという学
生もおりますし、本当にそういう形で(106)配慮をしてくださっていることを
あらためて感じられましたので、そういうふうにしていただけたら本当にあ
りがたいというふうに思っております。

いました。やっぱりここは大事なことだと思うので、何とか学んでほしいポ
イントだとは思っているところです。

施設実習グループインタビュー発話内容

養①：まさに今、ⅠとⅢのその区別をどうするかというところも、先ほど申し

養②：施設実習Ⅰが入所型施設を経験すると。選択の保育実習のⅢについて
は、通所型の児童福祉施設を選択するという形式を取っていますので、そちら
を選択する学生が年によってかなり人数的な幅があります。30 名ぐらい、20
名ぐらいのときもあれば、10 名ぐらいのときもある
(108)
不安を抱えて出ていくんですけれども、幼稚園と保育所と施設、3 つ比
べた場合に、帰ってきて、(109)一番楽しかったと言う学生は、うちの場合には、
施設が圧倒的に多かった。それで、それがなぜかというと、幼稚園が一番怖か
ったということです。
施設の場合、いろいろ保育士が、それはさまざまな生活を通して子どもに支
援しているわけですけれども、例えば、それも初めてやることも多いわけなん
ですが、例えば、おむつ交換をしたりしたときに、(107)施設の先生方というの
は、きっと励ましたり、受け止めたりしてくれるんですよね。
「あなた、初め
ての割にちゃんとできたじゃない」みたいな、そういう一言がとても不安を解
消して、
「あ、自分ができるんだな」という、そういう意識を持つことにつな
がっている。もう一つは、(110)指導案とか、そういう責任実習みたいなものが
ないというのが、若干、プレッシャーを低めるのに役立っているのかなとい
うことをちょっと感じています。

たいに、やたらしゃべってしまう人とか、すぐ仲良くなれそうな職員を実習担
当にするんですよ。大体、そういうのは、自分の所でも仕事がある程度できる
ので、それは副課長とか主任とかになっていく連中なんですけれども、こうな
ってくると、彼らは、実習生が来て、何を教えたらいいのかというのは、もう
ずっと代々受け継がれていることというか。継続的な関わりを持てる。
みんな、不安で来るんです。これは、僕は児童施設の現場を 20 年やってい
たんですけれども、うちに入ってくる子どもたち、先生のところもそうだと思
うんですけれども、子どもたちというのは、早い子で言ったら、乳児院からう
ちに来てしまったりするんです。で、それというのは、(126)児童福祉施設とい
うのは、全て自分が手を挙げて、
「入れてください」と言った人は一人もいな
いんですよ。気が付いたら、連れてこられて、例えば、小学校 1 年で親御さ
んが離婚などをされて、うちに来るじゃないですか。不安で不安でしょうが
ない。泣いている。まず僕が面倒を見ます。僕が面倒を見て、ご飯を食べさせ
てあげて、トイレに連れていってあげて、お風呂へ一緒に入ってあげて、寝か
しつけて。でも、次の朝、早番は違う人が来るんですよ。不安ですよね。それ
に慣れるまで、2～3 カ月、やっぱりかかりますね。かかる子はもっとかかる。
実習生にしても、そうだと思うんですよ。
「ひとまずは(139)僕が担当だから、僕
と一緒に仕事をして、ひとまず、僕の言うとおりにやりなさい」というのが
一番大事。その継続性、連続性の中で、安心感も含めて。学びもやっぱり深ま
っていく。あとは、副担当は一応決めて、その職員がいないときは引き継ぐ。
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施設実習グループインタビュー発話内容

養②：入所型施設実習、通所型施設実習は、施設の種類によって利用している
子どもたちの背景も違ってくる。保育所実習なんかですと、子どもの発達過程
みたいなものが、子ども理解のポイントになってくるかと思うんですけれど
も、施設実習の場合には、(90)子どもたちが自分の責任でも何でもなく、どう
いう状況を生きてきて、その結果として、どういうことを経験して、今、施設
で暮らしているのか、そしてその(91)施設で暮らすということの結果として、
今、どういうことを、例えば、将来的な不安、家族の不安を抱えているのかみ
たいなところは、きっと、施設の種類が違ったとしても、ある程度共通してい
ることじゃないかというふうなことは学生には伝えていて、そういったこと
が施設実習に行くときの利用者の理解になっていくんじゃないかということ
は伝えています。
乳児院とか児童養護施設で実習をする学生、あるいは、障害者施設のほうで
も共通していると思いますけれども、
「(92)どうしてここで暮らしているんだろ
う」というところに疑問とか関心を持つことはあります。ただ、それは、子ど
ものプライバシーに関わることなので、
「興味本位では、そんなことは、例え
ば、先生にお願いはできないよね」ということは伝えています。もし聞けると
したら、子どもと関わっていて、子どもがこういう行動をして、あるいは、こ
ういう言動をしてくると。それは、それで自分はその子どもとの関わりにとて
も困ってしまって、手掛かりが見つからないと。そういうことをきっかけにし
て、
「では、(93)何でこの子はこういうふうな言動をするんですか？」というふ
うにもし質問したとしたら、その背景を、もしかしたら、伝えてくれるかもし
れない。「そんな感じで質問してみると、どうですか？」なんていうことで、
(93)
少し理解をしていくための取っ掛かりみたいなことで、後で伝えたりする

上げたワーキンググループのほうでやっているんですけれども、やはりⅢを
選択してくる学生というのは、(114)就職ということを少し念頭に置いているの
で、児童養護施設の場合だけではないんですが、(115)個別支援計画とか、児童
自立支援計画というところについて、少し触れる機会があるといい。(116)ファ
ミリーソーシャルワーカーの話を聞く機会があったりとかというところで、
(117)
生活、施設の職務全般をというところをベースに、その上に乗っかってく
るところをどういうふうに体験させていただけるのかなというふうには思っ
ている。
本当に施設が楽しかったと言って帰ってくる。それは障害の施設であって
も、そうでなくても、結局、(111)初めての体験の場所で、不安も大きいんです
けれども、行ってみて、初めてのことがこんなに刺激的だというか。で、やは
り 3 を選択する学生は、そのまま就職につながっていきますので、特に何か
ということを要望するのであれば、就職ということを見据えたときに、もう少
し深いところまで話を頂けるといいのかなというふうには思っています。た
だ、実際、そこまでというところは、正直、短大では難しいかなというのもあ
りつつ、その辺がちょっとジレンマかなと思っております。
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施②：社会福祉実習と保育実習を受けているんですけれども、やっぱり保育士
実習の方のほうが、時系列で最初、書かれていて、その中から(131)エピソード
を取り上げて、考察というふうなところは、社会福祉士の学生よりも、まず最

養①：一つは、記録のところで、保育所、幼稚園はやっぱり時系列でというと
ころが主流になっていますし、いろいろなパターンがあると思うんですけれ
ども、施設は、できれば、(102)エピソード記録で記述をすることを、取り組ん
でいる。やはり(98)考察をするときに、彼女たちの「何でだろう」という本当
に単純な疑問というのは、実はすごく大事で、でも、素直なんですかね。勉強
していないと思われたらどうしようと思って、聞かないんだと思うんですね。
でも、
「本当にその『何でだろう』が大事だよ」ということを伝えて、(99)自分
はこういう場面でこういうふうに関わって、こういう反応があって、でも、
本当にそれでよかったかどうかも分からないから、(100)どうすればいいかとい
う、(101)自分がどうして、どう考えたかということを合わせて伝える、それが
質問するということだと思うし、(103)言われたことを言われたままやるのでは
なくて、やっぱり考えてやるということをどうやって伝えるか。
もう一点は、生活ということをすごく大切に伝えたいと思っているので、
(87)
生活の場だということをきちんと考えてくる。だから、保育所や幼稚園は
毎日帰る家があるけれども、入所型の施設の子どもたちは(87)そこが生活の場
であって、その当たり前の生活をどう支援していくかということを自分なり
に考えてくる。(88)当たり前の生活というのは一人一人違って、本当に見るも
の全てが学生にとっては初めての場なので、「では、(88)生活とは何だろう」
、
答えは出ないと思いますけれども、そこについて考えてくることが、子ども理
解につながったり、
「(89)支援とは何だろう」というところにつながるかなとい
うふうに自分では心掛けてやっています。

ことはあります。
ポイントとしては、どうしても施設について、新しい、知らないことが多く
ありますので、客観的に施設を理解しようとしてずっとやってくるんですね。
ただ、もう一つ大切にしているのは、やっぱり(104)自己理解ということを大切
にしていますので、さっきのエピソード記録の話にも関わってくるんですけ
れども、「いろいろ理解したけれども、保育士を目指す(104)あなた自身はどん
なことを経験したり、どんなことを感じてきたのかとか、そういったことを
もう少し、自分と向き合ってください」ということを言うようにしています。
障害のある方と出会って、(94)どんな工夫をして、どんなことを感じたのか、
障害のある方はなかなか言葉でコミュニケーションできないんだけれども、
(95)
どういうところを見て、どんなことを伝えようとしているというふうに判
断したのか、(96)関わってみてどうだったのか、(97)それを自分がどうだったの
かということをちゃんと理解して、それをエピソードで書けばいいんじゃな
いかなんていうことをちょっと伝えるようにはしています。

資料 2-２

─ 316 ─

子ども・利
用者や施
設理解の
ための工
夫

施②：今、学校で勉強をされている。もし、こういう児童福祉施設に就職し
てからも、それはもう既に学び取ったもの、自分の中に入ったものと単純化
して思いがちなんですけれども、やっぱり本当を言うと、(170)いざ現場に入っ
てから、あのたくさんの教材をもう 1 回、開くと、かなり入りやすくなるも
んですので、現在、勤めている人たちにも、それはよく言ったりするんです
けれども。
要するに専門研修、専門的なことを勉強していくんですけれども、同時に、
こういう施設福祉に来ると、専門研修も、やっぱり組織性。発達障害とか他
も含めて(172)社会性、(173)人間関係を築く力とか(174)社会規範を守る力とか、
そういう障害児者のみのハンディーキャップというよりも、やっぱり、まだ

施設実習グループインタビュー発話内容

施①：時系列のやつは、どう使ってもらおうが、もういいと思う。(148)職員が
気付かされるのは、その考察とかエピソードみたいなところで、
「ああ、そう
か。そういうふうに思ったんだ」というのは、僕らでは気が付かないところが
実はあるんです。だから、
「そうか。学生が見たら、その場面はそう映ったの
か」というのは、(149)逆に勉強になったりするんですけれども。僕ら、結構年
を取ってしまった心には。だから、何というんですかね。やはりそのときにそ
のことをどう思ったかという感想でもういいと僕は思ってしまうんです。そ
の感想が、
「ああ、こうやって思ったのか」
、もし違っていたら、そこはこっち
がそう思ったら、
「実はこうこうこうだったんだよ」というのが言える。それ
がとても大事なのかなという気はする。ポイント・ポイントで感想を書いてく
れればいいかなとは思います。
やっぱり(134)「こう思った」ということに対して、こっちがリアクションす
ると、それは変わってくるんです。だから、先生がさっきおっしゃったみたい
に、アクションをしてくれると、リアクションはしやすい。特に、リアクショ
ンのほうは、こっちとしては、ちゃんと自分が思っていることを伝えやすいの
で。

初の部分がすごく濃いなとは思っている。
そのエピソードのときに、その(132)考察という視点で、自分は本当にどうし
てそう思ったのかという部分が、これは、多分、大学でも指導してくださって
いるとは思うんですけれども、最初、出来事だけが書かれている。その時系列
とは違って、こういう行動をした。(133)自分なりに行動を。その行動した理由
とか、で、その後、子どもがどう反応したとか、そこが欲しいんですけれど
も、そこが、初日からできる学生というのはやっぱりいなくて、指導しなが
ら、徐々にできていくという。それでも、学生を(140)一緒に育てていくという
感覚で僕らも思っていますので、一緒にやらせてもらっているということで、
そのノート自体の書き方というか、書式は、その辺りでは特に、本当にそれぞ
れの大学であるんですけれども、やっぱりその考察というのは、僕らでも難し
いと思うので、一緒にやりながら、やっていければなとは思っているんですけ
れども。
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施①：(162)子どもたちの姿の理解というところでは、学生もそれぞれに授業等
で、(171)座学で学んできてくださっているかとは思うんですけれども、実際
に実習に入られたときになかなかつながりにくい部分というのも、やっぱり
思っていらっしゃるのかなというふうに感じますので、そういったところを
感じた場合には、こういう(171)授業の話とつながるようなアドバイスができ
るようにというのは気を付けていますし。実際、反省会で「こういう姿があ
って」というふうに話してくださるときに、あえて「じゃあ、(167)この場面で、
実習生はどういうふうに感じたのかな」ということを聞かせてもらいなが
ら、子どもたちの理解につながるように(168)支援方法を、また新たな道を見つ
けられるようにというふうに思いながら、子どもたちの理解を深めてもらい
たいというふうに思っています。

若い人たち。どんどんテクノロジーは便利になって、(175)コミュニケーション
というのは、やっぱり(175)フェースツーフェースの対人相互性のことという
のをまだまだ学び必要があるし、死ぬまで、多分、コミュニケーションの勉
強をしなきゃならないということの上で、口頭で話すのと、記述にするのと
では。やっぱり頭の中で、もう 1 回学ぶということがものすごく多いので、
(169)
とにかく書く。これは書くエスプリというか。どんな人でも(169)量をこな
して初めて質に転じていくので、実習ノートというのは、拙くてもいいから、
とにかく量を書かせていくのと。中に、やっぱり面白い視点の質問があった
りした場合は、そのノートの様式にとらわれず、レポート用紙の下にセロテ
ープで貼ってでも、下に伸びてでもいいから、(181)職員が反応を返すようにす
る。そうすると、実習生にとってはものすごく充実した期間になる。何人か
に 1 人はそうやっていくんで、やっぱり頑張って量を書くということも重要
に思っています。
それと、実習に来た、このときのことだけじゃなしに。僕たちも中間反省
会と、最後、全体反省会をしているんですけれども、時にローテション勤務
で「ちょっと援助をこの部分だけ、してもらえませんか」と言ってする場合
とかには、やっぱり、あくまで今は学生で、実習をしているに過ぎないかも
しれないけれども、(176)働くということとか仕事観。この仕事は、(177)やりが
いが当たり前に備わっていると思っておられるんですけれども、その中で、
自分で見いだすものでもあるので、例えば(178)今、勤めている人たちの中のエ
ピソードであるとか、(179)自分のキャリアも、おぼろげながら何かちょっと感
じてほしい。(180)20 代の過ごし方、生き方みたいなものも、ちょっとイメー
ジさせてあげるように対応はするようには心掛けていますかね。
やっぱりその日の実習生と組んだ職員が、
「ああ、この子は、もう最初から
諦めているな」とかになると、もう厳しくしたところで、もうちょっと頑張
れと。
「このときはどう思ったんですか」とかいうので。やっぱりそれでも改
まらなかったら、期間の真ん中の中間反省会で「(182)もう、ここまではこうや
ったけれども、残り、ちょっと頑張ってみよう」と。
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養①：県は、手引きのほうは共通のものがあるとお伝えさせていただいたよ
うに、日誌も一応、共通のものがありまして、そちらを中心に。施設のほう
にも、もちろん、こちらをお渡しさせていただいて、これで書かせていただ
くというお願いをさせていただいております。ただ、施設によっては独自の
ものを採用させていただいているところもあるので、そこはそれで書かせて
いただいていますが。
その中で、私が学生に伝える中でのポイントは、まずは具体的にするとい
うことをしていこうという話をしています。やっぱり学生は、楽しいとか、
うれしいとか、ちょっと抽象的なところがありますので、何がどうなのかと
いうところをもう少し細かく見ていくことで。配慮というところを書く項目
がありますが、それが配慮につながってくるといいますか、具体的に見てい
くことによって、(154)自分が利用児者に対して、その行動のときに何をして
いたのかというところが見えてくる。そういうところを、しっかりと行動を
見ていこうというところを言っています。ですので、自分で行動をしている
のに、その行動を文字に落とせない学生というのはたくさんいますので、
「ち
ゃんとやっている、話の中では出てくるので、それを記録に書いていくんだ
よ。細かいかもしれないけれども、具体的にたくさん、しっかり書いていく
ことで、指導の方にも見ていただいて、ちゃんと意見とかご指導をいただけ
るから」ということを伝えています。そして、これの内容というか、1 日の
「日記ですね」
振り返り等のところで、よく施設の職員の方に言われるのは、
というふうに言われます。結構、考察ができなくて、感想で終わってしまう。
ですので、(151)具体的な事例を書いて、(152)それに対して背景要因が何なのか
という(153)自分の意見を書いて、(154)そこに対してどういう行動を実際に自分
がしたのかを書いて、(155)その結果、どうだったのかを書くということを学
生に伝えてはいますし、じゃあ実際に書いてみようかということで、(156)例え
ば DVD とかを見ながら、その一式とシチュエーションで書いてみて、(157)私
のほうで添削ということをさせていただいていますが、正直に言いますと、
難しいのが現状ではあります。施②の先生に言っていただいたように、量を
書いてもらって、その中でというところで、そういうふうにしてくださる施

実習記録のほうでも、やはり(163)一人一人の人を知ってもらう人間理解と
いうところをテーマに実習記録の記入をオリエンテーションのときから促
すようにはしているんですけれども、実際、学生によっては得意不得意があ
りますので。本当に第三者として子どもの様子を観察したまま記入していら
っしゃる学生もいれば、そこにしっかり自分が主人公として、(164)子どもたち
とともに主人公として出てきて、エピソードを記入して、(165)こういうふう
に感じたという考察まで記入できる学生と、さまざまなのかなというふうに
思いますので、前者の第三者になりがちだという学生に関しては、より、こ
ういうふうな書き方もあるということは、都度、お知らせするようにはして
いますし。
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訪問指導

施②：現場のほうでの、普段の日常、デイリーの諸情報の日誌、あったこと
の特記事項を書き連ねていくことと、実習日誌というのは、比較的、共通す
る部分が多いと。
ただし、(166)自分が何を思って、エビデンスで、どう行動したかというの
も、やっぱり実習生の日誌には求められるからちょっと難しいんだろうな
と、正直、思っています。
これらの訓練を経て、現場では、まずは日誌のそういった普段のルーティ
ンの仕事を身につけていって、その上で、今度はより高次な専門性、個別支
援計画、自立支援計画というのも、やっぱりこれも量をこなして質にという
ので。やっぱり職員を人材育成する上でも、難しく書けと言うてるわけでも
「何年前の
なくて、特に(183)先輩職員が若い職員に褒めてあげてほしいのが、
自分は、ここまでのこれを書けなかったよな。書ける自分になったことを自
分で、ちょっと誇れ。喜べ」というので言うようにはしていますけれども。
養②：本学で言いますと、事実上、実習指導の授業を担当しているのが私 1
人で、学生は大体 50 名前後おりまして。施設で言いますと、多いときには 20
弱の施設に分かれての実習となりまして、また授業期間中の実習といったこ
ともありまして、どうしても巡回指導については私が出向くことができない
ということで、全てに回るということはできないので、(187)学科教員全体で分
担をするというような形を取っています。
具体的に(189)こういうことを確認してきてほしいということで、(188)巡回指
導の手引きを作成しまして、それを学科教員で共有するようにはしているん
ですが、どうしても(201)教員によって専門の違いも大きいことや、(202)理解度

養②：ほぼ養①の先生が言ってくださったことと同じなんですが。指導をす
るときに、一つ、やはり(158)記録をするということが現場の方たちにどんな
意味を持つのかということを、具体的に、できれば伝えたいというところが
あるんですけれども。(159)現場で求められる記録と、それから学生が実習期
間中に行う日誌との関係性というか、整合性を少し持たせるような形で日誌
のほうを工夫できないものだろうかということをいつも考えるんです。確か
に非常に稚拙なものが多いんですけれども、例えば現場で、こういう形で記
録というのは使われるものなので、こういう観点で、こういうことがきちん
とできなければいけないという。現場で求められる記録とか、書く力という
ようなところを見せながら、(161)学生自身も記録に臨めるような何か教材と
か、それから(159)日誌の形態を工夫できないかというところが、今、ずっと考
えているところです。

設であればいいんですが、もちろん全ての施設がそういうところではありま
せんので、できるだけ授業の中では、通り一遍かもしれませんが、その辺り
をお伝えして、学生には書けるようなベースをつくっているのが現状にはな
っています。

施設実習グループインタビュー発話内容

養①：保育の養成校に移って、施設の巡回はもう福祉系の教員が行くというふ
うにそこはして、そうしないと、(202)話が通じなかったりとか、(201)専門性が
かなり違いますので、同じ人間がなるべく行くようにして、(193)施設の方と顔
が通じ合うというような関係をつくるように心掛けていました。今の学校に
移っても、(193)なるべく同じ地域に同じ先生が回る。それにプラスして、やは
り出す前に、(195)課題を抱えている学生が一定数おりますので、そこについて
は、実習指導 1 は 5 人で担当しているんですけれども、(195)必ず担当が行っ
て、巡回訪問だけではなくて、(196)場合によっては事前に連絡を入れたり、途
中で連絡をしたり、もう一回連絡を入れたりとか、密な関係でというふうに
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施①：各学校の状況というのはおありなのかなというふうには思う中で、や
はり学生の姿を見ていると、いつも顔を見知った先生方がいらしてくださる
というのは、一つ、(217)あと残り数日を頑張ろうという気持ちになれる一部
なのかなというふうに思うところではあるんですけれども。
やはり(225)直接、指導をなさっている先生がいらっしゃることが、より学
生の実習がよいものになる時間が生まれていくのかなと思いますので。当園
のほうでも、いろんな学校から受け入れてはいるんですけれども、結構、ゼ
ミという形で先生がいらっしゃることが多いです。「ゼミの担当をしていま
す」という形でいらっしゃることが多いですので、本当に実習指導を直接的
にされている先生がいらっしゃっておりますし、来られない場合でも、学生
自身はその先生のことを知っていて、話したことがあるですとか。養①の先
生や養②の先生がなさっているように、学生の、先生方ご自身が行けない場
合には「こういうふうなことを聞いてきてほしい。こういう様子を見てきて
「ち
ほしい」というのは、やはり先生同士の連携を取っていらっしゃるので、
ょっと直接の担当者ではないんですけれども、こういうふうに担当者から聞
いて訪問に来ている次第です」ということをお話しくださいますので、
「その
点に関しては、こういうふうなことです」というので、学生の様子をお知ら
せしたりとか。
「こういうふうに、もう少し頑張ってもらえたらなと思っています」
あと、

養①：本学も同様な感じにはなっております。本学は 50 くらいの施設に回
ります。担当が 2 名ですので、同じように全てを回ることはできません。で
「(189)ここのポイントは実習先の職員の
すので、手引きまではいきませんが、
(190)
方に聞いてきてほしい。また、
学生たちにはこういうふうに指導をして
ほしい。(191)その中で疑問があれば、実習担当者に連絡をするように」という
ところにとどまっているのが現状にはなっています。実際のところを申しま
すと、(197)施設の方から指導をいただいて、そちらをこちら側で踏まえさせて
いただいて、近々の指導には生かせないんですが、(197)次年度等に生かしてい
くこともありますし、本当に学生に元気でやっているかという(198)様子伺い
で終わってしまっているところもあります。もう少し、せっかく行かせてい
ただいて、施設の職員と直接、お話ができる機会ですので、(200)有意義にでき
たらとは私自身も考えておりますので、アドバイスをいただけたらと思いま
す。

に差が生じてしまうこともありまして、指導というよりも、実習期間中の(186)
学生の状況把握にとどまってしまっている現状があります。元気にやってい
るかとか。
この 10 日間のうちに一度、訪問させていただく訪問指導をどういうふう
にしていったらよいのかというのが、実は非常に困っているところなので、
アドバイスをいただければと思うところで。

施設実習グループインタビュー発話内容

施①：(220)できれば、先生、自分の生徒が行く施設はどういうところか事前に
見に来ていただきたいというのが一つと。
(215)
毎年、来る学校が決まっているんです。ということは、先生がおっしゃ
ったみたく、毎年毎年、少しずつあれはあるけれども、(216)大学は大学で引き
継ぎをして、次の人に渡してくるんです。となってくると、さっきみたいなこ
とが起きづらい。(216)施設側も、もう分かっているので、向かいやすいですし、

養②：施設の訪問担当は、小学校担当の 3 名を除く(170)12～13 名で担当してい
る、そこで学生とどんなふうに話をしてくるのか、実習先の先生方とどんなふ
うな意見交換をしてくるのは、(203)担当者に任されてしまっていますので、ち
ょっともしかしたら、ばらつきがあるかもしれません。(189)最低限、確認して
くることは、後で記録用紙というのは様式が決まっていますので、問題あり
だったのか、なかったのか、健康状態とか、いろいろそういう書き込む用紙が
ありますので、そういった部分で(189)標準化を図っている。それで、なるべく
(192)
中間ぐらいに行くようにはしています。それでそのときに、なるべく(184)
学生の話はしっかりと聞いて、(185)いろいろ引き出すようにはしています。

は考えています。
本学は、180 人ぐらい学生がおりますので、実際は網羅することができず、
後からぽつぽつと課題が上がってくることがあります。なるべく(192)実習の中
盤辺りに巡回ができるようにはしているんですけれども、数が多いというこ
ともあって、五月雨ではなく、一定の期間に全員が行く。1 教員が大体 12～
13 カ所、約 5 日間の中で回るんですけれども、そうすると、巡回に行ったと
きには特に問題なくやっていたんだけれども、その後、大きなつまずきがあっ
たりとか、行かなくなってしまったりとか、そんなこともあって、若干、(199)
巡回が形式的になりがちで、きめ細やかな対応や指導は、やはり実習担当が
している。
(187)
巡回指導は、全教員がやる。あとは、こちらもアポを取って伺ってはい
るんですけれども、特に施設の場合は、イレギュラーなことが起きて、ご担当
の方にお話が伺えなかったりとか、今日伺っている先生のところは、担当が固
定でということでお話を伺いましたけれども、日によって、やっぱり担当が違
うと、受け入れ担当の職員の方が、
「私は実習生を見ていないので」というふ
うに前置きをされて、
「なので、様子はちょっと分かりません」と言われてし
まうことがあって、ちょっとそういうところは、あまり、こちらもお願いをし
ている手前、
「何とかしてください」とも言えず、
「ああ、そうですか」みたい
な感じで、ちょっとそこは、私たちからもアプローチしなきゃいけないところ
かなというところで感じています。本当に、でも、やっぱり関係性ができてき
たという所については、受け入れてくださる施設側も、(194)今まで言えなかっ
たことを言ってもらえるようになっているので、巡回も、関係をつくるとい
う意味では、すごく大切な方法だなというふうには感じています。
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施②：ちょっと、ここまでこうやって話していたら、うちの施設はオペレー
ションなどがめちゃよさそうに思われてしまうから。決してそうでもなく
て、過去に養成校の先生が来てくれたら、もう、やっぱり(218)「ああ」と言っ
て泣いた子もいましたし。もう、そうすると、よく、ちょっと調べると、う
ちの(206)職員も指導というよりも姑みたいになっていたんじゃないかみたい
な、そんな重箱の隅突きみたいに言うのは修正しなければならないこともあ
るし。
でも、やっぱり、まずは施設節というのを字義で、文字面で並んで、(189)体
感する中で、本当に最初は不安、恐怖、分からないからというのが、ちょっ
とずつ「ああ、そうでもない」へ。知ることによって、そういうのは平気に
なっていきますし。
ただ、勉強する上での知識、そこからの。援助技術みたいなものも知識と
して学ぶんやけれども、やっぱり実習生に関わらず、社会で一番、求められ
ているのは(205)主体性。世の中で成功をしている人は賢い人だと思いがちだ
けれども、(204)よい態度とやる気を持ち続けた人なんです。決して賢い人じゃ
ないんで。
やっぱりそういうこととかで、(208)頭でっかちにこうやって(209)自分で壁を
築いたり、(210)パフォーマンスが落ちがちな子は昔に比べて多い。(211)メンタ
ル面で、こういうことをできると思ったけれども、学生の間で対人技術は。
(211)
感情等のしんどさで、もしかしたら(212)修正をかけたほうがいいような学
生も、最近、ちょっとずつ見られるようにもなってきているので、厳しいか
もしれないけれども、先生が来られるタイミングという中で、やっぱり、(213)
ちょっと難しい問題があったときには、そのときに協議するようにはしてい
ますけれども。

とか、逆に(207)すごく頑張っていらっしゃることもお伝えしながら、訪問指
導のほうは対応をしていますので。やっぱり学生にとっての、(225)指導をくだ
さっている先生が訪問に来ていただけるような体制というのは、学生にとっ
てもすごく必要なのかなというふうには感じています。

施設実習グループインタビュー発話内容

施②：実習担当が 3 人いまして、(214)実習担当とその訪問担当の職員がいて、
必ずその 2 名が学生と共に、先生を迎えて 4 名で巡回指導を受けるという形
を取っています。
日程が合わないということはないと思っているんですけれども、よく訪問
指導で来られる先生が、学生の様子を聞かれたときに、「(222)私も何も知らな
い。今日、初めて会うんです」という先生が一番、僕らも困るんですよね。そ
れは本当に一番困るかなということと。
児童養護施設の実習でたまにあるんですけれども、自分自身が虐待を受け
た経験をお持ちの学生がいて、フラッシュバックしてしまう方がいたりした
ときに、
「(224)ちょっと課題のある学生が、ちょっとこういうので困っている」
と言ったときに、本当に一番困る一言が、
「やっぱりそうでしたか」と言われ
るのが、
「知っていたのか」というところで、それはやっぱり子どもの施設で
すので、それによって子どもたちが、もしかして、子どもに悪影響を与えるこ
ともありますし、(224)そういう情報というのは前もって教えていただきたいな
というのは、常々思っていますね。その辺りが、学生の状況が、僕らも最初の
ペーパーとレポートから、レポートだけ見ても、
「ちょっとこの学生、大丈夫
かな」という方がたまにいるんですけれども、何日かやっていく中で、結構、
学生が生々しく自分の体験を語り始めたりとかして、僕らは、子どもの支援で
はなくて、学生の話を聞かなきゃいけないときも、それを(224)大学にいったと
きに、
「ああ、やっぱりそうでしたか」と言われるのが、一番つらいかなとい

きっと大学の先生たちも毎年毎年なのでというのと、同じ大学にするという
ことは、学生は学生で、先輩、後輩になってくれるんですよ。で、そういうと
ころでは、もう新しい所は、実は、断っているんですね。児童で言ったら、た
かだか 30 名規模で、2 つの寮しかなく、毎月というわけにはいかないので、
隔月ぐらいにさせてもらう。(215)絶対数がもう決まっているんですよね。
先生たちが来る（訪問）ときに、実習の人たちは、もう何日か、うちでやっ
ているから、うちの中のことは先生以上に分かる。先生たちはやっぱり、学術
的なところと、先ほど言った自分たちのカリキュラムの中のことでしゃべる。
そうなると、学生は「現場に来て、それを言われても」なんです。
「確かにそ
れはそう。だけど、現場は現場でこうやって教わって、こうやって、今、やっ
ている」ということを学生たちがしゃべります。本当だったら、僕らが大学の
そういうところに行ってしゃべるのと同じように、(220)実習担当の先生は、半
日でもいいから、現場で職員と一緒にやったらいい。
(221)
こっちの感覚と先生たちの感覚がずれるところはずれる。生徒さんたち
は、先生たちから、この教科書とか、いろいろな話を聞いて、うちに来て、
「で
も、現場はこうなんだよ」というところがだんだん、3 日、4 日、5 日たって
くると分かってくる。子どもたちも分かって。(223)学生たちは「楽しいことは、
こんなことがあって」というのを話したい。だから、そこを受け止めてくれ
る先生たちがもうちょっといれば、楽しい。
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保護者 支
援 の 理
解・経験

施②：カリキュラムの中で、子どもたちが、例えば、面会に行くとき、面会、
外出とかの場面に、できれば、学生を本当は立ち会わせたいんですけれども、
(242)
計画としてはあるんですけれども、難しい。やっぱり職員との関係の中で、
また保護者によってはすごく難しい方もいらっしゃるので、この保護者につ
「こ
いては、ちょっと具体的な体験ではなくて、どうしても(237)講義というか、
ういうふうな形で、今、交流している」とか、
「こういう保護者対応をしてい
る」しかできなくて、(238)電話対応とかを横で聞いてもらうとかは、そこはで
きるんですけれども、ちょっとその辺だけですが、これは、本当は難しい。こ
れは取り組めなくて。

施設実習グループインタビュー発話内容

養①：本学も同様になります。やはり(235)実習で体験するということは難し
いと感じております。
ただ、授業の中で、例えば虐待等に触れた場合には、やはり学生の考え方

養②：私どものところでは、(226)背景についてお尋ねをするようにという。
(226)
質問をさせていただいて、(227)説明をしていただくという形で。(235)体験
するということは、やはり、もうほとんどできない状況にありますので、(227)
職員の方からレクチャーをしていただく内容の中に必ず入れるようにはし
ています。これのことは、ちょっと、やはり難しいものではないかというふ
うに思っています。

養①：そうですね。母子の施設ですと、
「少し事務仕事をしているふりをしな

養②：学生は、子どもたちが施設の後、どこに行くのかなんていうところで、
「やはり家庭を目指して、そのために行政機関なんかと連携しながら、いろい
ろやっているんだよ」ということはほかの授業なんかで伝えたりですとか、あ
とは、家庭支援専門相談員なんかが配置されていますので、(228)「そういう組
織の人には会いました」とか、
「見掛けました」なんていうことを訪問のとき
に伝えたりすることがあります。そうすると、何か、保護者らしき人、あるい
は、もしかしたら、里親の人かもしれないみたいな感じで、(229)ちょっと意識
するということがあるという、そのくらいですよね。

施①：月に一遍ぐらい帰れる子が、お母さんか、お父さんが迎えに来るぐらい
しか保護者は来ませんので、保護者支援について、実習生に対する経験とか支
援の一環として、そこのところというのは、全くうちは教えてもいません。
(237)
「こういう形のニーズがあるんだよ」という話はするんですけれども、そ
の一つ一つの家庭が抱えている部分に対しては、全く差はありません。
小さな寮と、これから将来を展望しなきゃいけない。特に、特別養護、特別
支援学校の 1 年、2 年、3 年になってくると、児童施設なので。全国的に、加
施②：実習生のことではないですけれども、うちは職員の親睦旅行みたいな 齢児って、18 以上で残っているという現状があるんですけれども、うちは 18
中で 2 時間ほど何らかの研修をします。(239)見学したり、(240)DVD を視聴した 歳以上作っていないんです。その 3 年間でご家庭と行政といろいろなことを
りとかで。僕が若い世代にどうしてもこれを触れさせたかったというのが、 やって探していくんです。
「この方だったら、その先、おうちには帰れないけ
先ごろもリメークされた某作家の『○○(作品名)』
。要するに「離婚が増えた、 れども、グループホームだったら、大丈夫」とか、
「この人は障害の程度が重
再婚も増えた、その影響が子どもに」というのは、字義で学ぶだけでなく、 いから、やはり入所型の施設、うちの成人部みたいなところしか駄目だ」みた
あくまでフィクションかもしれないけれども、シーンの中で児童相談所が出 いなところはいいんですけれども、保護者支援みたいなところに関して言っ
てきて、こういう子が入ってくるというのを、やっぱり今の平成生まれの世 たら、やっぱり難しいです。
「ああいうのは、ひょっとし
代とかに触れさせたりはちょっと意識していて、
うちの場合は、成人部もあるし、入所型の施設としては、某自治体では一
たら学校でも使えるのではないか」などと思ったりします。(241)何かディスカ 番、グループホームを持っていますので。相談支援だけはしっかりさせている
ッションをさせる、そういう勉強のときに。
んです。だから、そういうところの話はできますけれども。

施①：(242)実際の経験というところでは、やはり積んでいただきにくいとこ
ろがありますし、あと、(243)実際に目にしていただく場面というのもなかな
かないのが現状になっています。
(236)
毎月、支援計画というものを検討していますので、そういったものを
読んでいただく中で、家族に対する支援の部分も計画立てをしていますの
で、そういったところで、
「ああ、実際、こういうことが行われているんだ」
というのは、守秘義務の下、見ていただいているのみというような現状には
なるんですけれども。
やはり学生の中には質問をされる方もいらっしゃいますので、具体的なこ
「や
とは控えておりますが、実際の部分で、ケース概要が分からない範囲で、
っぱりさまざまな事情が、いろんな事情があるよね。虐待であったり、ちょ
っと一緒に過ごすことが経済的に難しかったりという、いろんなことが、学
校の授業の中で話もあったと思うけれども、ある中で、お預かりしているし。
でも、やっぱり親御さんとの関わりはあるし」という、(237)私たちの実践を言
葉でお知らせしたりというところで補っている現状かなというふうに思い
ます。

うところですね。
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事後指導

養②：私どもも重なるのですが、それぞれのグループをつくって(245)体験の感
想を述べたりとか、そういう簡単なグループワークの後に、私どもの場合に
は全ての(265)実習先ごとに発表のレポートをまとめまして、それは全部の施
設にいた全部の学生が、(269)全部のグループが発表を行います。施設のほうに
「こういった形で発表を行うようにしている」ということを事前に書類でお
伝えしておいていて、発表前にレポートを確認したいというところについて
は、現場の(275)職員ともやりとりしながらレポートを作成しています。
それで、発表が終わった後、発表の内容、そこで出た質問などを、別のグ
ループの学生で役割を決めまして、そこでの質疑の内容と、それから発表内
容で分かったこと、分からないことというのを、調査票を作りまして、発表
自体の評価をまとめさせています。
そのグループのレポート、発表レポートと、それから発表会で出ていた質
問と、それに対する学生の答えとを全て記録したものを、(276)施設のほうにフ
ィードバックをするということで、最後、事後指導を終えるような形にして
います。
施設のほうからは、事後指導の際に学生が作ったレポート、それから質疑
の内容等について(277)コメントシートを返していただくようにお願いしてい

として「虐待＝悪」みたいな、善悪の判断みたいな形になりますので、そこ
に行き着かないようにだけは授業の中で話してはいます。(231)その行動に至
った背景を理解していくであったりとか、(232)そういうふうにならざらない
といけなかった理由等を考えていって、そこも含めての保護者支援なんだと
いう。これは一般論にしかならないんですが、そういうふうなことをちゃん
と考えられるように、いい悪いとかという考え方ではなく、そういうふうに
は(233)授業の中では意識しながら伝えているつもりではあります。
養①：さまざまな種別に実習としては行かせていただきますので、その種別
ごとに小グループをつくりまして、実習を、もちろん守秘義務には配慮をさ
せていただきながら、(244)どんなことを経験したのか、(247)どういうふうな指
導を受けたのか等々についての(266)グループワークを、まず帰ってきて、すぐ
にさせていただいています。そこの振り返りをさせていただくとともに、ま
たそれぞれの実習先に行ったグループごとで(265)レポートを 1 本まとめまし
て、それに対する(270)報告会のような形を催させていただきます。
「私たちは、
こういうところに行かせていただいて、このようなご利用児者の方が生活を
されていて、こういうことを学びました」ということを、全ての施設で発表
の機会は持てないんですが、何ケースかを全体に対して話す時間を持ってい
ます。
また、実習前に個別の課題をそれぞれ考えていますので、その個別の課題
について、これは個人ワークとしまして(263)自己振り返りということでの課
題提出をするという。大きくは 3 つが事後指導をさせていただいているポイ
ントです。

施設実習グループインタビュー発話内容

がら、やりとりを聞いていて」というようなことで、(230)実際の場面にちょっ
といさせてもらえるようなことはあるようですけれども、やはり児童養護と
か障害者の施設はほとんどないですし、正直なところ、ここまで学生に実習指
導を求めていないです。話がしていただければ、聞くことはあるかもしれない
ですけれども、実際、保育所の実習でも、保護者支援のところは難しいので、
(234)
帰ってきてから、「実際の仕事は子どもだけじゃないよ」というようなと
ころを伝えるところが、現状としては、限界かなというふうに思っています。
養①：事後指導に力を入れようと思って、県内の何校の先生で事後指導に特化
したテキストを作って、とにかく振り返りをきちんとする。(260)できたことも
できなかったことも振り返るということで、(263)振り返りシートを作って、そ
れを自分で記入することによって、(262) どういうふうなところに学びがあっ
て、これからの課題がどこにあるのかということを伝えて、考える機会を設
けています。
帰ってきて初回の授業は、
「私も聞かないから、悪口でも何でもいいから、
ぶっちゃけなさい」と、
「その代わり、以降、絶対悪口とか批判をするな」と。
一つ一つの職員さんのいろいろな関わりとか、いろいろなことがあったと思
うけれども、(248)自分の学びも含めて、必ず背景がある。思いがすごくやっぱ
りあるので、とにかく思いを吐き出して、以降は、きちんとその(250)自分の言
動や子どもへの関わり等を冷静に客観的に分析をする。
グループで取り組むことも多いんですけれども、どうしても、今まで「保育
所保育士とは何か」、「施設保育士とは何か」という視点で事後指導をしてい
たんですけれども、(254)援助職としての共通項というのをきちんと学生自身が
発見をして、(254)その上に、対象児童や障害者、障害児というそれぞれの専門
性がどう乗っかってくるかというところを考えられるようなことをしていま
す。生活というところを、やっぱりそこも一貫して話をするということで、事
前指導のところから、そこはぶれないようにやろうかなと思っています。
まず振り返りシートを自分で記入し、それをグループでまた持ち合いなが
ら、発表を各学生がそれぞれでして、それに対して、学生同士でやりとりをし
て、
「それは、何でそう思ったの？」とか、実際はそんなに盛り上がらないん
ですけれども、(251)自分の同じような体験をしても、感じ方が違ったりとか、
(252)
そこで頂いたアドバイスが違ったりすると、(253)疑似的な体験につながる。
Ⅰの保育所と施設が終わった段階で、(255)保育者であると同時に援助者であ
るということを意識して、(273)実習Ⅱまたは実習Ⅲに向けて実習の課題をどう
設定するかというところなんですね。で、実習Ⅱ、実習Ⅲに関して言うと、本
学の場合ですと、エピソードを文集にしているので、それを書くための材料を
きちんと乗っけてきて、そこも、それは本当にやりとりをしながら、形にしま
して。
150 人ぐらいなんですけれども、全員分、目を通すので。ただ、それもいろ
いろ工夫をして、まず(267)グループの中で学生同士で読ませて、おかしいとこ
ろをそれぞれで指摘をして、ある程度文章になったものを見る。でも、すごく
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ます。これは全部から返ってくるわけではないんですけれども、丁寧に見て
返してくださるところも複数あって、(278)説明が足りなかったというような
ところでは追加の資料をいただいたりすることもありますので、それはまた
返していくようにしています。
その後で、レポート発表と施設から戻ってきたものを見ながら、翌年、実
習を予定している(272)次の学年に向けたポスター発表を全グループが行うと
いうような形で事後指導を行っています。
それと、もう一つは、(258)個別面談等を行うんですけれども。これは、実は
実習評価について、私どもは全部、公開というか、(258)本人に評価票を公開す
るようにして、本人に対して面接を付けて評価表を開示しています。自分の
評価表については開示をするという形を取っています。その開示を行う面接
の前に、自分自身で、施設が自分に対して行ってくださる評価表と同じ様式
で(257)自分の評価を付けてきてもらって、(259)それと比較する形で、学生の実
感と、それから施設からの評価というのを擦り合わせる作業というのも行っ
ているところです。

施設実習グループインタビュー発話内容

施②：そういった取り組みをしていただいているだけでも、実習が終わった直
後というのは、少し気持ちが高ぶっていると思うんですけれども、そういった
ところで、そういった取り組みをしていただけると、すごく振り返りとして
は、悪口を言わせるとか、そういう、僕も実習のときに、自分自身がこれは言
えないことときちんとまとめることというふうにやっていたんですけれど
も、(281)面白い取り組みだなと思いました。

養②：事後指導はとても重要だと思いつつ、(279)まだ不十分だということは感
じています。短い期間ですけれども、本当に(264)さまざまな経験をしてきたと
ころから、何をくみ取っていくのかということが、事後指導でさらに問われ
てくると思いますけれども、それで、学生の中では、現場で実習をしていたと
きには、(262)自分の個別課題を見つけたり、(261)自分の持ち味とか、自分に足
りない点なんかを意識して、ここをもう少し今後学んでいこうというふうに
思っていたにもかかわらず、帰ってくると、すごく一般的な課題に退化してし
まうことがあるんですね。
「もっと、何か、発達について知識を深めなきゃ」
、
そんなの、もっと前の話でしょうという感じの話に退化する人もいますので、
そういったふうにならないためにいろいろやってはいます。
施設実習の実習先を確保するのはとても難しく、五月雨式に出している。そ
れで保育所と施設は別にやっていまして、施設の場合には、早く行った人とま
だ行っていない人がいる段階で、まず最初の振り返りが出てきます。そのとき
には、行った人が「どういうふうに取り組んだら、自分の学びが深まりまし
た」ということを話してもらったりして、(271)次に行く人に生かしたりという
ことをしたりしています。
(266)
施設は種別がたくさんありますので、やっぱりグループワークをするん
ですけれども、乳児院とか、児童養護施設とか、混合グループにして、それで
最初は一緒のグループにします。同じ乳児院でも結構違ったりしますので。そ
して、混合グループにして、(256)施設によって保育士の働きが違うということ
を学ぶ機会になっている。
(268)
事例報告シートとか、(263)自分の学びと向き合うシートみたいなものを
作って、それがしっかりと自分の取り組みを振り返って、この(268)事例検討会
みたいなことを小グループで行って、最終的に(264)実習報告書みたいなところ
も作成するというところに至る。
4 年制大学で 4 年次に卒業研究が必修になっていますので、学生によって
は、結構、実習で経験してきたことを深めて、(274)卒業研究に自分のテーマを
設定して、それでさらに深めていく学生もいたりもします。施設に関しては、
1 割にも満たないです。

気付きはあるんですけれども、短大生の特徴なのか、それを言語化するという
ことが難しいので、そこのところが、せっかくの学びがちょっとなかなか次に
つながらないというところが課題だと思います
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実習評価

施設実習グループインタビュー発話内容

施①：大学によっては、その(281)実習報告書を打ってくださるんですね。僕は
読むのが好きでした。で、ほかの、僕もよく(282)知っている施設のところも読
んだりして。やっぱり経験して、その後、その人がそれをどう自分の学びと
して自分の中に収めるかというのはとても大事なので、大学の先生たちは大
変だなと。
養①：評価のときに参考にさせていただくのは、(288)実習先から返ってきた評 養②：実習先に書いていただく評価表が戻ってきて、個別面談をするんです。
価表、また先ほど説明させていただきました(289)事後指導、または実習前の授 Ⅰで実習をして、その後、個別面談をして、ⅡとかⅢにつなげていくという形
業等の内容にはなってくるんですが。
です。そのときに、既に評価表が返ってきた場合には、それは直接的には学生
あとは、(290)実習中に訪問させていただいた教員の、実際に会っての表情 には見せないんですけれども、実は、2 とか、1 とか、いるんですね。それで、
であったりとか、そのときにいただいた指導内容であったりとか、そのとき 「2 だったよ」というのは言わないです。ただ、(293)「ここはどうだったの？」
に(292)学生に自己評価等をさせて、その後に中間で後半に向けての課題等で とか、
「ここはどういうふうにやったの？」みたいなことを学生とやりとりを
あったりとかを確認しますが。それらを総合的に合わせまして評価はさせて しながら、少し課題を意識してもらうみたいなところは、ちょっと短めの個
いただいております。
別面談なんですけれども、そこで活用させていただいています。
やっぱり学生は自分がどういう評価だったのか、とても気にしていて、個別
施②：養②の先生が言われたアウトプットの場合は、かなりいいんでしょう。 面談をしたときに、
「まだ評価表が戻ってきていないんだよ」と言った学生は、
学生へ、それはいいんだと思いますので。ただ、僕も、事後指導のポイント 「もう戻ってきましたか？」みたいなことを聞きに来たりして、
、そ
は、うちはもう単純に 1 つだけで、(280)「あなたの中で何が変わったか」
最近の学生は、実は、(297)自己評価が高い人が結構多いんです。それで、で
れを自分で言葉にしてもらうようにしています。
「意外と長いよ」と言って、 も、実際の評価は低い。
「現場の先生が『本当にすごくしっかりと取り組んで
もう、何分か話させます。で、整理させる作業といいましょうか。そんなと きたね』というふうに書いてあるよ」と言うと、(296)ものすごくうれしそうな
表情はしますね。それが励みになっているんです。
ころですかね。実習評価も合わせてですか。
(312)
実習評価は、職員は結構、厳しくしがちで、その厳しさを自分に向けろと
思うときもあるくらいで、ちょっとそれは、どちらかというと心配している 施①：(302)基本的には、ネガティブな評価はしない。欠席してしまったり、遅
刻してしまったりが何度もあったら駄目なんですけれども、ずっと同じ大学
くらいです。
さんと連携させていただいているので、大学さんのほうもよく分かってうち
施①：評価用紙に関して言えば、もう、かなり、やっぱり(305)学校によってさ に出してくださっていますし、本当に「困ってしまったな」というときは、や
まざまでして、正直、(307)この内容をどう評価させてもらおうかと、困ってし はり大学さんのほうに言うしかないんですけれども、ほぼそういうのがない。
まうなと思うときはあります。やっぱり(308)ここまでの内容を学生に体験し 来る方は違うわけですからね。で、そういった、さっき言ったみたいに、まだ
てもらえたんだろうかという施設側の思いもありますし、(309)学生自身がこ 19、20 歳の方なので、ネガティブな評価をして、それでこういう仕事を嫌だ
こを学ぶつもりでいらしていたのかなとかいうような。
なと思われるよりは、(302)いいところを見つけて、それはもううちの利用者に
(310)
よくあるのは 地域支援です。実際、入所施設に入っていただく中で、子 とっても、若い職員もそうなんですけれども、そういう気持ちでいます。
(301)
どもたちへの対応がメインになりますので、地域の方との関わりというのを
人生経験がないわけですから、自分の水準で、僕はよく分かります。人
実際に目にしていただくことというのはかなり少ないです。口頭でお伝えは 事考課をやると、若い職員ほど自分を高く評価していますから。だけど、中堅
できますけれども、そこを実感してもらうようなプログラムも施設のほうで どころ以上になると、(301)だんだん周りが見えてくるから、自分がほかの人と
組めるといいのかなとは思うんですけれども、それよりは、せっかく児童養 比べてできていないところというのは客観的に分かるんですけれども、やっ
護施設、乳児院、障害者の方の施設というところに来ていただく中で、やっ ぱり、本当に職員でもそうですから。
ぱり支援者としての、まず利用者さんとの部分というところを学んでいただ
くことがどうしてもメインになってしまうかなというふうに思う部分が。地 養①：巡回で様子を伺い、実習記録にもコメントを頂き、評価表を頂き、何か
域支援の部分は、結構、悩むところではあったりしますし。
ちょっとご意見を頂戴するシートを別に設けていて、指導の体制とか、巡回の
事後指導で、私も(281)フィードバックされてという部分は、施設側も、学校 方法とか、そういうことも含めて、事務的なことも含めて、何かあればと書い
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施設実習グループインタビュー発話内容

施②：これは、施設側としては、被送致児童と虐待。私たちも 100 点満点の

施①：それ（フィードバック）をさせていただくことによって、(284)施設側も
伝え切れていなかったことに気付けるんです。逆に、(285)思いがあって伝え
たことが、学生の認識の中で違うということも、やっぱりありますので、そ
れを、そういった例を教えていただくことによって、施設側のそういう実習
指導をしていく中でも、
「あ、では(286)学生たちには、やっぱりこういう伝え
方が効果的なんだ」という、よりよい実習指導につながる部分もあるかと思
うので。

のほうで、その後、どういうふうに取り組まれているかというのがすごく見
える形で教えていただけていて、すてきだなというふうに思いました。
実際、実習指導を実習記録等も全て指導をさせてもらって、(282)実習を終え
て、その後、学校で、どういったふうな形で学生の学びが深まっていってい
るのかというのは、なかなか知る機会も少なかったりしますので。
やっぱり実習期間中に「(300)学生は今、学んで、育っていっている方たち」
というふうに思ったときに、できないことだけではなくて、
「これはうまくい
かなかったけれども、でも、こういうふうにしたら、うまくいくよね」とい
うところを一緒に共有させてもらったり、どういうふうに伸ばしていっても
らえるかというところも思いながら指導をしていますので、そういった部分
でも、(283)学校のほうと施設が共通認識の下、学生の意欲を高めながら指導
をさせていただけたらいいなというふうに思いますし。
実習評価の部分でも、やっぱり自身の評価と擦り合わせるのは、すごく大
事なのかなと。学生自身は、すごく「こんなふうにやれた」と思っていらし
ても、施設の指導者のほうから思う部分が少し違ったりすると、学校の教員
のかたがたも、どういったことが起こっていたんだろうというふうに思われ
るかなというふうに思いますし。
実習評価を記入する際にも、先ほど言いました、できないことを羅列する
のではなくて、
「(302)こういうふうに頑張れると、よかったというふうに思い
ます」ということはもちろんですけれども、
「(303)こういうことが、すてきだ
った」というところも評価の中では記載するように気を付けています。

施②：担当者が 3 と言ったら、それは 4 にする、みたいな、4 とか 5 にするみ
たいな感覚で、(304)基本的に学生がやる気が持てるような形で評価をしている
というのは、園としても統一していますので、本当によっぽどのことじゃない
限りは、大体 3 が付いている学生はもう相当まずいという感じの、4 か、5 の
感じにうちはしているので、とにかく(304)学生がやる気が出るような形で、あ
と、具体的に書いてあげるということを意識しています。
保育実習と社会福祉士実習を受けているんですけれども、保育実習で、実習
の段階を 3 段階に設定していて、1 段階と 2 段階はケアワーク中心で、3 段階
目からケースワークの試験を取り入れているんですけれども、保育実習の方

ていただくんですけれども、(298)全部が一致しないことがあって、評価をお願
いするときには、
「最終的な評価は学校で付けるので、忌憚なきご意見を」と
いうことでお願いをするんですが、現場では、めちゃめちゃに言われて、
「も
う私、全然できません」と言って帰ってきても、評価表はすごい良かったりと
か。だけど、もらったご意見のペーパーには、
「どのような指導をしているん
ですか？」みたいなことが書かれていたりとか。書いている方が違うのか、ち
ょっとその辺が分からない。
本人と面談をして、記録を読んで、評価は付けているんですけれども、そう
いうところが若干あるかなというのが 1 点で、そんなところが、それは学校
の課題でもあるんですけれども、評価というのはやっぱり難しいと感じる。
発達に課題を抱える学生がかなり増えていて、20 歳のこの今の状況では、
やっぱり現場に出ることが難しいと。行かせない理由がないので、実習にはお
話をしてお願いをするんだけれども、やはり(294)適性というところで、一緒に
ご判断いただけるといい。保育士にならせないということではなく、(295)これ
からなるために、その学生がどういうところを身に付けていくのかというこ
とを考える機会だと思うので、
「未来ある学生なので、不可は付けません」と
言って、不可は付かないんですけれども、講評は限りなく不可に近い。それは
もう記録、ちょっと実際の例を出してあれなんですけれども、施設に実習に行
った学生は、本当に出るときもすったもんだあって、ようやくお願いをして、
状況を話して受けていただいたんですけれども、海岸の清掃に行った日のこ
とが記録に書いてあって、その日の考察に、
「今日は、海岸にごみ拾いに行き
ました。僕も」
、あ、僕と言ってしまった。
「僕もこれからごみの分別をしっか
施②：もう一度。ちょっと現場で思い出したのが、本当に正直、いろいろ出 りしようと思いました」といって書いてきたんですね。
「いやいやいや、何し
してもろうていたんが、
「(306)この様式は、もう印鑑ばかりだなあ」みたいな。 に行ったのよ」と、そこに対してコメントは書いてくださっているんですけれ
LINE のスタンプとは違って、学生も児童期は保護者に押してもろうていたん ども、もちろん、そこは丁寧に指導してくださったんですが、いや、考察、感
やろうけれども、だんだん大人の社会にいくのに印鑑というものはなってく 想でも、そこは本当に自分の感想なので、ごみ拾いをした感想なので、
「その
るし、大きな組織やと決済とか。
レベルはやっぱりまずいよね」というところが 1 件、2 件、やっぱりうちのほ
小さい社会は、正直に言うと、そういうのも意外となかったりする中で、 うにあって、
「最後の責任は私たちで取るので」ということで、評価を付けな
これは、もっと養成の学校の先生が作ったんかなというくらいで、
「あんまり いで返してもらうというような方法で、今、やっていて、その辺のやりとりが
印鑑を押すやつは、ちょっと考えてほしい」と現場が言っていました。
難しいなというふうに感じています。
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実習Ⅰ と
実習Ⅲ の
違い

養①：Ⅲのほうでは、やはり、(314)もう少し深めた内容というところを私自身
も考えておりますので、指導計画まではいけないですが、そこの触り、あと
は(313)個別支援計画等を考えていくというところを学生自身に考えさせる。
あとは、課題をもう(317)少し深めた課題にして、そこについて調べをしてい
くということを意識はしています。ただ、実際の実習になりますと、私の個
人の意見としましては、種別の違うところに行かせています。というのも、
さまざまな種別を経験していただくためにです。そうなりますと、(322)その種
別では初めての 10 日間になりますので、(324)やはり実習の内容としますと、
Ⅰが少し深まったかなというくらいにはなっています。
逆に、じゃあ、そこでⅢだから、より深めてというふうな内容になると、
学生も、まず子どもたちに対応するところで、てんやわんや。そこに、実習
が難しくて、てんやわんやというふうになりますので。実際にⅢは、こうい
う深まりという「たてり」がある反面、実際の私の指導も不足はしています
し、(327)実習の経験としても少し難しい部分があるとは個人的には思ってお
ります。

施②：施設によってはⅠとⅢの区分を明確にしているところもあると聞きま
す。(333)うちは、そこまでそれほど、まだできていません。この間、同時にⅠ
とⅢを受けたときは、やっぱり(334)職員のほうも混乱した様子がありました
ので。そのくらいの現状ですかね。

ことをしているわけじゃないから、やっぱりこの考えが入ってから、何か不
適切な関わりというのがなかったかというのは、かなりセンシティブだけれ
ども聞かざるを得なくて、(287)「あのときは、なぜ、ああやったのか」という
のがたまに出て、説明責任を求められるときもあります。実習が終わってか
らは、どちらかというと、学生よりも、その後、ノートのやりとりとかで、
施設が、もう済んだこととして(311)施設のほうで学生に返すのが遅れがちな
ところがあるから、現場の職員がよく怒ることが多いですけれども。
施①：2 度目の実習の場合は、もう他の施設も経験されていますので、そう
いう社会的養護の施設と、例えば(328)保育所の違いに着目しながら実習され
ている学生も多いのかなというふうに思いますので、そこで(330)ステップア
ップされている学生というふうに捉えて、やっぱりお話しする(329)内容を少
し変化させたりという部分もありますし。
実習Ⅰだと、まず実習に来て、子どもたちとの関わりにてんやわんやして、
その中で、ちょっとこんなふうにできたというところまでで 10 日間が終わ
ってしまうのかなというふうに思いますので、本来ならば、やはり施設にも
2 回くらい来てもらえるほうが、学生の中でも(331)いろんな理解が深まるんじ
ゃないかと思いますけれども、そういった(332)指導の工夫というのは施設の
ほうも意識していかないといけないかなというふうには思います。

施設実習グループインタビュー発話内容

たちは 2 段階までなんですけれども、このケースワークの個別援助計画であ
ったりとか、ちょっとケースワークの試験を入れていく実習というのは社会
福祉士のみなんですけれども、この辺りは、保育実習のほうでも入れていった
ほうがいいんですかね。
就職に直結するので、そこは学生の希望だと思うんですけれども、もし(299)
本人が本当にそのまま現場に出るということを考えていれば、もう少しお話
を頂けるといいのかなとは。
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養成校 と
現場の 実
習指導 者
の専門 性
と研修

施①：やはり人と接する仕事というところで、他のさまざまな資格と違うの
は、(359)いろんな方法、支援方法があったり、(360)答えが明確にあるものでは
ないというところで、(361)理解を深めていくというところがすごく難しいこ
とで、(362)逆に、すごく貴重な体験をしていくものなのかなというのが個人的
に思っている部分であるんですけれども。私も、なかなかうまく言えないと
ころもあって、申し訳ないんですけれども。
やっぱり大学のほうで、近県の大学を受けることが多いんですけれども、
各大学でも(367)実習懇談会という形で施設にお声掛けいただくことも多いで
すので、そういった場にはできるだけ参加させていただくようにしていま
す。そういった中で、(368)施設のほうで実習生に対して感じている思いであ
るとか考えというところをお話しさせていただくことで、学校との共通認識

施②：はいそうです（保育士実習のみ受け入れかどうか。
）

養②：短期大学のほうに、以前、勤務しておりましたので、同じ本学の短期
大学のほうでは、(318)施設に就職を希望している学生がほぼⅢを履修すると
いうような、はっきりした特徴があって。(319)人数的にも 3 人とか 2 人とか、
非常に少ない人数でしたので、(323)施設のほうにⅠと違う内容をお願いする
ということはできないというのが事実上の状況で、(324)ほぼⅠと同様の内容
にならざるを得ないというか、(325)ⅠとⅢで違ったものを用意できるという
ところは、その当時でも、今も恐らくそんなにたくさんはないと思うんです
けれども、1 カ所しかなくて。
本学の、これには実習時期の関係で、それが難しかったので、Ⅰ、こちら
のほうで、先ほど養①の先生が言われたみたいに(316)Ⅰで経験したことをど
の程度、深められるか、少し授業の中で、事前指導でレクチャーするという
形で。(320)学生自身が、深められるような学生であればできるんですけれど
も、(321)そうでない場合は、なかなか、Ⅰが 2 回という状況になっていたん
じゃないかなというふうに今は思っているところです。すいません。
施②：難しいな。児童福祉をしているんでしょうけれども、ちょっと広義の
意味での社会福祉、高齢介護、障害または保育も入れて、それこそ多数派で
す。どちらかというと、社会的養護は全体の、2 万ほど社会福祉法人があり
ますけれども、かなりニッチなそれです。でも、児童の施設から来て、それ
を実習指導する指導をするのだけれども、ちょっと(366)俯瞰的な社会福祉み
たいなもの実習担当者は持っていなかったら、やっぱりうまく対話にならな
いじゃないかうかなと最近は思ったりするので。
やっぱりこの 10 年、20 年は、社会福祉基礎構造改革を含めて、もう目ま
ぐるしく法改正をされているので、経験年数が長い人が優れているかという
たら、もう、そこで学ばなかったら、単に古くなっている人もいますから。
最近の教材で学んでいる人のほんがフィットしやすい人とかもいるので、や
っぱり実習指導者は全体のそういう感覚というのは必要だとは思います。

施設実習グループインタビュー発話内容

施②：僕が受けた実習指導者講習会の講習でやっていたのに、(357)ロールプレ
イで学生の立場に、学生役をやるというのをやったときに、それは初めて訪
問する場面とかをやったときに、(358)結構、何も分からない学生に対して、ち
ょっとレベルの高いことを言ってしまっている自分がいたり、気付きがあっ
たりとかしたので、そういうロールプレーとかというのは、研修の中では、僕
はすごく役に立ったのかなと思って、そういったところをあらためて、分から
ないですけれども、養成校の先生は、多分、そういうのを受けていて、理解さ

施①：中間管理職がやっている。中間管理職は、実は、そういう意味で言った
ら、もうそこまでできる人たち。もう(356)実習担当の中間管理職ということは、
「大学に対しては、君たちがこの法人の顔なんだぞ」というのは、中間管理職
には口酸っぱく言っていて、実習のところというのは、うちの児童で言った
ら、それまで実習担当を 10 年ぐらいやっていたのが、今、施設長にいるんで
すけれども、(356)もうそこの教育です。
一番いいのは、そのときに 1 年間来る生徒を自分のところに呼んで、先生
ごとオリエンテーションするのが本当は一番いい。(365)実習担当の先生が一番
最初のオリエンテーションに一緒に来て、オリエンテーションを受けるのが
一番いいんです。
(364)
ある大学は、実習の前に、3 時間、僕のところで授業をするんです。今、
2 つの大学さんが出ているんですけれども、それは、ひとまず、見学もそうな
んですけれども、うちは一番古いので、うちの歴史、イコール、知的障害者の
歴史なので、そこの大学は、これから実習に出るクラスは、みんなうちに来
て、だから、30 人、40 人、50 人なんですけれども、ひとまず、僕の講義をじ
かに受けて、それでその後、うちの施設がどういうところかをやっていただく
と、実習生ももうちょっと、自分たちだけで来るよりは、あまりびくびくせず
に来られるんです。
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養②：個人としてのということでもないんですけれども、県の場合は、私自
身も実習指導というのは、(335)1 年目は私は、保育士の資格は持っていない状
況で教壇に立つことになったんですけれども、○○協議会が年に 5 回程度あ
りまして、そのときに、(336)実習指導の方法(337)についても、もう自分の学校
の枠を超えて、(339)同じ実習を担当している者同士で情報交換をしたりとか、
(338)
教材についても相談をすることもできましたし。そういう意味では、今も
(340)
非常に密な、いい関係性が築けておりまして、その中で(341)一定の底上げ
というか、そこが、いわゆる(342)研修のような役割も私たちにとっては持って
いるんじゃないかというようなところもあります。こういう場がある。
懇談会への参加で、先ほどのフィードバックのものも、別に私のオリジナ
ルというものではなくて、委員会が主催している(351)実習懇談会の席で、(353)
施設の職員さんの側からご提案があって、それを自分のところで工夫したと
いう形なので。やっぱり一つは養成校間での実習担当者同士の(354)意見交流

養①：私自身、力足りず、日々、勉強です。やはり支援についても知識につ
いても日進月歩ですので、(343)私自身が研修に出させていただいて勉強をし
ないと、学生自身に現場のことを伝えられないかなというふうに思っており
ます。
ありがたいことに、私自身、(344)SC として現場に出る機会もありますので、
そこで今(345)現状の施設の職員の方とお話をさせていただいたり、(346)利用児
者の方、特に知的の方にはなりますが、そういう方と触れ合いながら、(347)支
援のことであったりとか、(348)保護者の気持ちであったり、あとは(349)職員の
考え方であったりとか、そこに触れて、その情報を学生自身には伝えさせて
いただくようにしている程度にはなっております。
また、一番、意識しているのは、(350)保育士のための実習というところを一
番には考えておりまして。やはり得てして施設職員のための実習とかになっ
てしまいますと、保育士とはちょっと違うというか、(352)より専門性を求めら
れてしまう施設もありますので、この積み重ねが将来像としては、もちろん
対人援助職にはなるんですが、保育士というところに行き着く、そのための
実習のⅠであって。
もちろん環境の構造化であったりとか、視覚に訴えるであったりとか、さ
まざまな部分が、私としては保育所であったりとか保育士としての専門性に
つながってくると考えているので、そこを見いだしながら、実習としては伝
えていっているつもりですし、(350)そこのところの意識を自分自身も持って
知識を深めていかないといけないかなとは思っております。

が生まれたり連携が生まれたり、また、じゃあ学生指導というところで、ど
ういうふうな(363)専門知識といいますか、専門的な力を発揮していけばいい
のかというところは、日々、勉強をさせていただいているというふうに思っ
ています。

施設実習グループインタビュー発話内容

れていると思うんですけれども、何か、そういうのが良かったかなというふう
に思っています。
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有識者 の
コメント

の場、実際に交流の場があるということと、それと、そこでの、考えている
ことなどを施設の実習担当のかたがたと(355)交流する機会がきちんと位置付
けられているということが大事なんじゃないのかなというふうに思ってい
ます。
有識者 A：今、他の資格の中で福祉教育こそという質問をされたときの問題
だと、もう、きっと保育士を出しておられるところの大学・短大のほとんど
が幼稚園教諭、まして私学はほぼ全て取れるという状況であったときに、い
ろんな先生方がいらっしゃって。なので、保育士と幼稚園教諭、ここがやっ
ぱり中心の意識に教員側がなっているんではないだろうかと思うんです。
最近は、これから果たして保育教諭がどうなっていくんだろうかという。
あくまでも就学前のところで、ずっとセットになっていて、この部分につい
て言うと、学生もそうだし、教員側もまだ十分な関心を。軽視はしていない
と思うんだけれども、じゃあ、そこに力点を置いて何ができますかというと、
社会福祉士なり社会福祉系の大学を出られた先生方は、ある程度、意識して
いるような気がするんだけれども。例えば心理学とか、技術系のピアノとか、
あるいは教育観までされたとかは、ほとんどとしては入れておられるとは思
うけれども、十分な現場とのつながりも恐らくそんなにないはずだし、そこ
の弱さをどうカバーするか。
ましてや、学生もそんなに施設に行かないと。実習に行かなければ就職も
なかなかできないという状況下で、そのつながりが弱くなるというのが、も
う実態ではないだろうかと。それが現実だから、そのままいこうと考えるの
が。やっぱり専門の保育士というのはプライドも。
法律上は 18 歳だけれども、今で言うと、もう 22 歳まで学校がある可能性
が制度上は出てきたという。極端な言い方をすると、(370)自分と同世代のとこ
ろに関わっていかないといけない。そうすると、一番、今日の話のスタート
にあった(370)倫理観とか人権問題ですよね。男女というふうな組み合わせに
なったり、女性同士、男性同士もあり得るけれども、そこら辺の問題を。乳
幼児期でも当然、起こり得るけれども、思春期はより起こりやすいし、まし
てや、ほぼ同年齢になってきた今は。だから、こういうので、その辺のとこ
ろを含めたものを。
福祉系と保育そのもので育ててこられた先生方は、ある程度、意識してお
られるけれども、そうでない領域から偶然、仕事先として養成校に来られた
としたら、いずれ変わりたいと、元の自分の専門領域に帰りたいという人も、
当然いらっしゃるわけです。それは自分のステップアップになるわけだか
ら、否定はできないけれども、(369)「でも今、あなたは、ここにいる限り、こ
れが仕事なんですけれども」ということは、きっちり理解をしてもらうよう
な、そういう意味での研修とか意識づくり。技術的な研修や単なる知識では
なくて、(369)自覚を持つというようなところをきっちりやらないと。だから、
いろんな難しいことが起こっているんじゃないだろうかというのが 1 点で
す。

施設実習グループインタビュー発話内容

有識者 B：今回の目的は、保育現場で定着を図るというようなことで、大体よ
く言われているのは、社会的養護系、施設系に行く就職は、大体、大学は 5％
と言われているので、100 人いて、施設系に行くのは、5 人から、多くて 10 人
ですね。障害系も含めて。保育所以外のそういった社会的養護系に行くという
のは、これぐらいの学生というところです。20 年前、30 年前の実習指導とは、
本当に大きく、僕は教員になってもう 26 年目なんですが、その当時の現場の
先生方の認識と今の先生たちは相当変わってきた。それはもう社会福祉士と
か介護士の養成が入ってきたことによる影響は大きいのではないか。
昔は、もう叱咤激励じゃなく、叱咤。
「あなた、何しに来たの？」と。でも、
最近では、現場では、そういう声は聞かなくなってきた。さらに、毎日、実習
をやらないときに、10 分でも 15 分でも反省会をしてくれる。実習を上がると
きに、そこを聞けている、聞けるような職員の方々の配慮もあると思うんです
が、
「緊張して動けません」という学生は少なくなってきたという。それは(393)
現場の先生方の意識が大きく変わってきたことか。
現場の施設で、先生たちが今、就職していて、(409)なぜこの職場を選んでき
たのか、そして、今、働いている喜びは何なのか、そういったところを語って
ほしい。そのことによって、学生たちは、そういう(410)先生たちの生き生きし
た姿を見て、
「こういう現場で働いてみたい」
、
「こういう先生の所で働いてみ
たい」というふうに強く思う。
施設実習の中で、特に知的は希望者が少ない。大体多いのが乳児院とかとい
うのが、赤ちゃんのケアができるからいいという希望者が多い。しかし、帰っ
てきて、学生自身の施設評価が低いのは、乳児院なんです。さっき言ったよう
に、幼稚園が厳しいというのと同じような感じ。乳児院の場合には、
「もうで
きるでしょう？ 何でここまでできないの？これができないの？」というよ
うな。ただ男性学生が行くと緩いんです。これはいいか、悪いか、分かりませ
んが、男性だと、
「ああ、できなくてしょうがないよね」というような感じで、
男性が乳児院に実習に行くと、まあまあの評価をもらっているけれども、女性
だと、同じ施設でもちょっと厳しかったりというようなことで、乳児院の評価
というのはちょっと厳しくて、逆に、知的障害者施設はやさしめです。
2 週間、ここに泊まって実習ができただけでオーケー。
「(396)この世界に 2 週
間、ここにいただけでももう十分だよ」という。そして、それは、利用者との
関係の中において、特に(397)知的障害者施設の先生が、すごくゆったりと利用
者と関わっていくのが特性。だって、できないのが当たり前というところか
ら、本当に(398)小さな変化を読み取って、そこに光を当てながら、「ああ、こ
れができるようになったね」という。だから、特に知的障害者施設の中で言わ
れるのは、その(398)小さな変化を気付くかどうかがはまるかどうかで。その変
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化に気付かなければ、
「全く 2 週間いても何も分かりませんでした」というよ
うなことになってしまう。ですから、帰ってきて、一番「はまる」のが知的障
害者施設なんです。なぜかといえば、もうそれは、いわゆる(400)援助の原点だ
と。(401)コミュニケーションがない人たちにどう関わったらいいのか、そこを
いろいろ考える。はまる学生は何かといったら、全く分からないところの中
に、生活を共にしていく中で、この人の枠組みがだんだん分かってくると、あ
る利用者は、
「コーヒー」しか言わない。で、コーヒー違う。しかし、この状
況の中で、
「この『コーヒー』はこの意味があるんだ」とかいうふうなことが
分かってきたときに、その「コーヒー」と言われたときにそれの意味が分かっ
て、それに対応して、そこで(403)お互いが理解し合えたという、この体験をし
た学生ははまるんです。自分の中で(402)試行錯誤しながら、(404)この人はどん
な、今、思いでいて、どういうことを求めているのかと考えるという、そうい
う中にあって、そこが試行錯誤しながらはまって、お互いが少し歩み寄れたと
いうこの実感が持てた学生は、すごく面白いと言って、はまっていく。
実習だけに、全部がそこに完結するなんていうのはできないわけです。それ
は、われわれは 4 年間とか 2 年間のカリキュラムというのがあって、それぞ
れが全部関連があって、その中に実習というのが位置しているので。大事なの
は、やっぱり事後指導だと思う。行く前にどんなことを言っても、やっても、
実感がないと分からない。だから、勝負は、実習に行って何を感じ、何を気付
き、そこに大学側がきっちりと学生と向き合って対応していく。(414)そういう
中に学生自身の深まり、気付きが出て、それが次にステップアップしていけ
る機会になるんじゃないか。幾らやっていないところにいろいろなことを詰
め込んでも、学生はほとんど分からないだろうと。だから、(416)体験があって、
「ああ、このこと」
。ですから、よく(417)学生が
もう僕らは、やっぱりそのように言っていましたけれども。前だったら、 初めてそこに理論化がされて、
「ああ、先生たちが授業で言っていたのはこういうこ
同時に 3～4 人が 1 つのクラスに入っていくんだったら「おお、すごい実習」 卒業して行ったときに、
と思ったんだけれども、もう、そんなことはしていられないというふうにな とだったんですね」というのは、まさにそこだと思うんですね。ですから、大
「そこをしっかりと」というふうな事後指導がやっぱり勝負では
ったときに、現場のほうも結構、大変になりますよね。結構、実習に時間を 学としては、
取られるというので。しかも、このことは、ちょっと本当に聞いてみたあれ ないか。
だけれども、施②の先生が言われたように、(371)できるだけ配慮してあげたい
取り組みの中で、(412)実習の中身をカリキュラム化をしてという、これはす
一方で、もう、ちょっと人生のコースに関わってきてしまう学生もおるわけ ごく大事だと思うんですね。17 年前に某自治体で教員をやっていたときに、
です。私ども社会福祉養成でも、私は 2 度ほど経験したんですが、実習先で、 某自治体は、これは社会福祉士のほうは全てを、やる内容を語る。それは新人
実習評価でバツが来た場合、現場がバツと言っているのに、そこに資格を出 さん向けに、どういうことを教えていったらいいのかというのを全部分析し
すのか。われわれは、まだ社会福祉士は受験資格しか出していないからまだ て、それを提示して、そういったものを、では、学生たちにどうそれらを学ば
しも、保育士はそうはいかないんです。もう卒業資格認定になっているから、 せるかということで。そうすると、(413)何をやって、何をやらなかったかとか、
現場がバツを付けたものを大学側が覆せるかというと、これはなかなか大変 何を話を聞いていなかったとか、それが一つ一つチェックできるというとこ
ろでは、養護施設のところで、実習内容をカリキュラム化して、そういう中で
で。
私の 2 度の経験は、2 回とも、現場に「もう 1 回、実習をさせてほしい」 (413) 一つ一つ積み上げていくというような、こういった取り組みも大事かな
と、
「1 週間だけ、もう 1 回、実習させてほしい」と。その提案で、1 人はク と、そういったところが一つ。
大学の先生に、教育に、
「現場に来い」と言うけれども、これはなかなか難
リアだけれども、もう 1 人の学生は「もういいです」という、やめちゃった
という経験がありますので。(372)学力が低下していき、学生自身も(373)人間関 しいというところだと思うんですが、(394)大事なことは、教員と現場の先生た

それから 2 点目ですけれども。やっぱり丁寧なプロセスでやっておられる
と。オリエンテーションとか、いろんなことをやっておられて。実習系のと
ころは、きっと、私の経験で言うと、看護とかは、PT とか OT のところは一
番、その辺が進んでいて、それから教育系が進んでいて、福祉系がちょっと
遅れているんじゃないか。それでも、昔に比べると、すごく丁寧に間違いな
くやるようになったと思うんです。そのことは評価したいんですけれども。
その中で、さっき言った幼稚園教諭も、特に短大の 2 年間で、大抵、2 つ
の資格を取って、資格免許を取っていかないといけないという状況で、時間
が限られてしまって。それは、われわれのような外部の人間が、やはり専門
職養成という立場で言うと、丁寧にやらないといけないし、時間をかけてや
らないといけないのは当たり前なんだけれども、しかも、そこで質も高めよ
うというのは当たり前なんだけれども、(377)学生の生活とかになったときに、
「これは本当に大丈夫ですか」というのが私の中にあって。やっぱり 4 大だ
ったら、まだ、もうちょっと(378)時間的余裕が短大以上にあるけれども、で
も、それはそれで、また他のこともやりたくなってくるし。ましてや短大の
学生たちは、そういう両方を取らないと、なかなか世の中で生きていけない
という状況になったときに、(379)人としての自分を高める時間がどんどん減
ってくるんだと思う。そういうゆったり、ゆる時間というか。特に児童養護
施設とか知的障害児者の施設とかになってくると、そういう部分が意外と重
要だったりする。(380)人間性とか、人としての豊かさとか感性とか、その部分
が養成の中で、養成校の問題と制度の問題ということで、制度そのものをど
う見直していくかというところに双方から提案をしていかないと。
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係が自分で取れないとなったときに、保育現場、(374)実習現場でトラブルを
起こしたり、あるいは予期せぬ、SNS などはそうですよね、(375)情報漏えいを
どこまで。自分の友達同士の LINE 上とかで個人的にやりとりする、非公開
「何で、これが駄
でやる場合にはいいんではないかと思っているような人が、
目なんですか」というのが。あるいは、私の経験で言うと、電車の中で実習
の話をしてしまって、それが偶然、保護者が、隣とか、すぐそばに座ってい
て、
「うちの施設、保育所の話をしていたような気がする」みたいな、という
ようなことが起こってくる。(376)その辺の感覚の違いは今もおっしゃってい
ましたけれども、(388)そこの部分をきっちりやるための授業も必要なのかな
ということを思いました。
その中で考えた部分ですけれども。ベースの(370)倫理とか人権感覚があっ
て。これは時間の流れですけれども、そういう価値観と知識と技術があって、
これがともに共通のノート、実習先のものがあるんではないかと思って。
実習先の、例えば歴史とか価値観、考え方とか、大切にしておられるよう
なものというのは違うわけですよね。それから、技術的にも知的障害のとこ
ろで求められる、こういうものとは言わないけれども、比較的、頻繁に使わ
ざるを得ないものとか、そういう部分が事前にどこまで可能か。そこで実習
で実感をして、それを記録と発表等で表現して、最後に振り返ると。
「(381)あなたが
この振り返りが、最近、うちの大学で取り組んでいるのは、
事前に学んだ知識と技術との関係で振り返ってください」と。実習の振り返
りは、結構、それなりに現場の先生方がすごく協力してくださって、ある程
度できるようになってきたと思うんですが、ここをあんまり振り返っていな
いんです。ここをやると、意外と共通性、皆さんの施設との共通性とか、(381)
大切なものは一体何だったのかというものが分かってくるというのがあっ
て。
「どういう技術を使いましたか。あなたはどういう技法を使いましたか」
というようなことをやってみると、意外と、ここはうまくいくんではないか
というようなことを今、話を聞いていて思いました。
それで 1 個 1 個の評価をしてみると、ちょっと修正が必要となる。例えば
保育士と幼稚園教諭と重ねたときに、両方でやっている。同じ学生が 2 回や
っている。1 個 1 個に対して、こういう評価をして、よその大学を見るとき
に「うちはしていない。けれども、やったほうがいいよね」とか、施設のほ
うからも同じようなものが出てくる可能性があって。この時間を足し算する
ことで(382)総時間が出てくる。恐らく、これが(383)オーバーするはずなんです。
(384)
大学でできる範囲にするためには、では、どこを削っていくのか。その削
り方には、絶対、削ってはいけないものがあったり、(385)大学とか施設で個別
にやっているものの中から選択してもらって、総時間を算出してもらえばい
い。(386)削っていない時間部分と、削れる時間部分、本当にいろいろあるはず
で。
つい「これが必要」という話ばかりして、
「これは要りません」と言う勇気
がない。誰かが「いや、それは要るよ」と言われたら、増える話ばかりにな
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ちがコミュニケーションを取っていくことがすごく大事だ。そういう中にあ
って、気になる学生であれば、そういった情報も伝えながら、やりとりでき
る。ただ、現場のことが、そこにどっぷり伝えることはなかなか難しいので、
こういうような、ですから、先生のところは、幾つかの大学にも限られている
ということになってしまっているんですけれども、こういう(418)現場の先生と
大学の教員がコミュニケーションを図れる環境をつくっているというのはす
ごく大事かなというふうに思っています。
実習ⅠとⅢというのは、せっかくの機会だから、種別を変えていきたいとい
う学生、だから、Ⅰでは養護施設に行ったから、では、このⅢでは別の種別と
いう学生と、やっぱり深めたいという。だから、Ⅰでは、行っても養護施設で、
Ⅲでも養護施設だけれども、初めは大舎だったけれども、今度はグループホー
ムとかというところで深まりを持っていくとか、学生の志向もあったりする
ので、その(420)ⅠとⅢの関連をどういうふうに付けていくかというところでの
指導もまた変わっていくのではないかなというふうに思いました。
生活の中に入っていくので、食事を作るとか、今、小舎になっている。学生
に食事を作らなくてはいけないとか、洗濯をしなくてはいけないとか。でも、
それを大学がやるということは、もうこれは不可能なんです。もうこれは大学
と現場サイドは、お互いが今の学生たちの生活経験の少なさを嘆くのではな
くて、そこを両者は、もうこういう現実というところで、その中でしっかりと
お互いがそこを伝えていく。
「何でできないの？」ではなくて、もうそういう
経験をしてきていないという前提の中で、現場の先生たちにも一つ一つ伝え
ていっていただきたい。大学の中で、洗濯の仕方とかあいさつの仕方とか難し
いからやらないというのではなく、そこで気付いたところで、しっかりと伝え
ていくということが大事で。
居住型施設だけれども、
「うちは宿泊施設がないので、通ってきてください」
という居住型施設の実習があって、そこら辺はどうなのかなというのが一つ
ある。(399)やっぱり生活を共にして、まさに寝起きを共にしていく中で、学生
たちがそこに感じる。先ほど、自分らが学生に言うのは、最後は、
「あと何日」
とカレンダーを作るのを支えにしている学生もいるわけです。
「もうこれしか
支えはありません」という。しかし、
「あなたたちは、後ろ、ラストが言える
よね。この子どもたちはラストが言えないんだよ。ラストが自分で言えるの
は、もう中 3 を卒業するときに、
『俺は自立する』という、この中 3 の卒業式
は、自分で出ていく日にちは決められないんだよ」と。
「あなたたちは、12 日
間というこの中で、ラストカレンダーを。だけども、では、この 2 歳、3 歳、
4 歳ぐらいのこの子どもたちが同じ環境の中にボーンと入れられたこの不安、
あなたたちが感じている不安感と、では、この子どもたちはどう感じていると
思っているの？」というところを、
「(404)そこの不安感というのも、子どもの
立場に置いたときに、しっかりと感じ取ってくることが大事なんだ」という
ようなことと、あと、子ども理解というところで、ある学生が帰ってきたとき
に、
「私は、小学校低学年のこの子どもとは、8 人の中で一番関係ができたと
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ってきて、減らす、削る話がなかなかできていかなくて、大学と現場とか、
あと学生の生活が窮屈になっていってしまう。どこか、(389)ゆとりを生み出す
作業をやっていかないといけない。実態として、保育士と幼稚園教諭は違う
けれども、かなりの学生たちが一緒に受けているとすると、(390)そこの共通の
科目はもう削るとか。あるいは、(391)幼保連携型は、ちょっと施設の側の、幼
保連携型の認定を整えて実習をしたら、保育士と幼稚園教諭の 3 分の 2 でい
いとか。もう両方減ったんだから、時間数を減らすというふうな大胆なこと
をやらないと。保育士と幼稚園教諭をベースにしてやり続けると、やっぱり
増えていき続けるのではないか。だから、それで気を付けなきゃいけないの
は、やればやるほど就学前が中心になっちゃうので、そこは(387)引き続きとし
て残しても、できるものだったり。(391)保育教諭でのみの部分と、
「保育士と
しても働きたい場合には、これは必ずやってください。そうしなければ、保
育士の免許は、資格は出ません」というふうな構造にしていかないと、きっ
と負担ばかりが増えるのではないか。
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思いました。だけど、帰ってくるときに、最後に、
『てめえなんか帰っちまえ、
帰っちまえ』と、ずっとホームをあいさつしたときについてきて言いました。
私はショックでした」。
「ちょっと待て」と、
「ショックの前に、何でその子ど
もがそのあなたの後をついていきながら、
『てめえなんか帰っちまえ』と言っ
たのか、そこの背景をしっかりと考えなさい」と。まさに考えるというところ
ですよね。
「それは、あなたはショックかもしれないけれども、なぜその子ど
もはそうしているのか、もしかしたら、乳児院から児童養護、そういう中で、
泣き叫んで、
『あなた、帰らないで』と言っても、みんな帰っていく。で、実
習の先生は優しいから、みんな受け止めてくれたけれども、2 週間で帰ってい
く。しかし、そういったことが繰り返し繰り返しになってきたときに、(406)こ
れは、自分自身の心を守るために、自分から切ったんだよ」と。いつも置いて
いかれていった自分、
「あなた、さよならね」と言われてしまって、帰ってい
ってしまう。自分はいつも置いていかれている。そういったことを繰り返し繰
り返しされていく中で、自分は傷つく。置いていかれたと。だけれども、そう
ではなくて、自分から切ったんだと。
「
『あんたなんか行っちまえ』と切ったん
だと言いながら、自分自身の心の傷をつけないようにやっているんじゃない
の？」と。そういうことを考えたときに、「
『てめえなんか帰っちまえ』なん
て、その行動はショックでした」ではなくて、なぜそういうような行動になる
のか。そうすると、子ども理解として、こういう施設の子どもたちは、(405)ど
ういう背景の中で今があるのか、(406)その言動にはどういう意味があるのかと
いうことを考えるきっかけとしてあるんじゃないのかと。
こういった振り返りシートの中で、さっき、実習を通して、(415)問題点、納
得できない点、理解できない点とか、そんなことを書かせながら、教員と学
生だけで共有しながら、しっかりと学生と話をするというようなことで、事
後指導はやっぱり重要。事前指導では、本当に表面的なことしかできない。や
っぱり体験をしてくるのはすごく大事だなというふうには思っています。
指導をしてくださる方と、そして実習指導を養成校でしている、そういうメ
ンバーがこんなふうに相対して、(395)率直な意見を話し合えるということ、こ
のこと自体が、まず勉強になると、大事なことであったというふうに思いま
す。
施設実習でいろいろとご苦労いただいているにもかかわらず、実際にその
保育士資格というものを生かして、現場に就職をする学生の比率は大変低い。
しかし、そこで経験したことの学びは、私もいつも思うのですけれども、やっ
ぱり(407) 人間が生きるということそのものを考える機会がそれまでの学生の
生活の中でなかったことが、この施設実習によって、もちろん経験する内容は
個人差がありますけれども、やはり最も(408)人間として生きていく上での希望
を施設実習で経験させていただいているということはとても重要で、こうい
うような学生がやはりしっかりと事後指導をする中で、また今後もますます
学生の状況は、やはり決して施設実習にふさわしいということよりも、その逆
の方向に行くであろうということは予測されます。
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