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研究成果の概要（和文）：保育の質向上には保育者の資質向上が不可欠であるが、保育者の早期離職率は高く、
専門性を高めるという状況にはない。そこで１）養成段階から現職への接続、２）「保育者になる」から「保育
者である」というアイデンティティ形成、３）現職教育における成長支援システムについて検討した。養成段階
ではプレ保育者としての自己評価は高いがファーストステージ(1－3年)では「保育者である」という意識が獲得
できずクライシスを経験する。養成からキャリアパスを意識し「クライシスの構え」を形成すること、メンター
制を導入することが効果的である。また成長意欲を支えるために「子どもの成長」への振り返りの機会を設ける
ことが有効である。

研究成果の概要（英文）：In order to enhance the quality of ECEC, promoting professional 
qualifications for ECEC teachers is essential. However young ECEC teachers(1-3 years of experiences)
 suffer from anxiety and lose self-confidence and leave the field early.It is referred to as "First 
Stage Crisis"for ECEC teachers. 
This study aims to understand the characteristics of " First Stage Crisis" and identify its cause. 
This study focused on three aspects; 1) Persistent training programs for ECEC teachers in their 
transition period from novice to expert, 2) Development of ECEC teacher identity as a professional 
ECEC practitioner, 3) Implementation of effective support system for ECEC young teachers.
Results; Professional consultation such as mentoring encourages ECEC teachers to overcome their 
career crisis. ECEC teachers realize their professional growth through interactions with children. 
Promoting opportunities for them to recognize results of their work efforts is an effective way to 
enhance their motivation. 

研究分野： 幼児教育
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 OECD(2001．2006．2012．2015)の提言
にみられるように、保育の質の向上には保育
者の資質向上が不可欠である。しかし実際に
は資質向上に取り組む以前の問題として、保
育者の早期離職率が高い。保育職につく学生
は比較的早い段階から明確なキャリア意識
を持ちながら、保育職の新任の段階において
離職するということに、保育職の抱える問題
の深さがある。 
 そこで、キャリア意識をもって保育職に就
いた保育者が、ファーストステージにおいて
抱えるクライシス（不安や葛藤、自信喪失、
意欲低下等の総称）の内容と要因を明らかに
し、保育者が早期離職を回避し、成長感を伴
いながら保育者としての専門性を高める支
援に取り組みたいと考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、ファーストステージの保育者
がクライシスを回避し、「成長感」を持ちな
がら保育者としての専門性を高めるための
支援を考えるために、実習を終えた養成段階
のプレ保育者から、1－3 年の新任の保育者に
おこるクライシスに着目し、「保育者として
の成長の危機」の内容を検討する。 
その際に、（１）養成段階から現職段階へ

の接続の問題、特に学びの連続性の問題、
（２）「保育者になる」から「保育者である」
というアイデンティティの形成の問題、（３）
現職段階での保育者の成長を支えるシステ
ムの不在の問題を検討することで、具体的な
保育者支援のあり方を提案する。 
 
３．研究の方法 
 プレ保育者である養成段階の学生とファ
ーストステージ（ここでは保育経験 1－3 年
とする）の現職保育者との「成長感」や葛藤・
保育者としての課題についてのアンケート
およびインタビュー調査を行い、それぞれの
特色を示した。また両者の意識のずれを比較
検討した。さらに海外（ここではニュージー
ランド・オーストラリア）の保育記録や保育
評価などが保育者の専門性とどのように結
びついているのかを現地調査した。 
 
４．研究成果 
プレ保育者である養成段階の学生とファ

ーストステージの現職保育者を対象として
行ったアンケートおよびインタビュー調査
の結果は次のようである。 
 
（１）自己評価が高いプレ保育者 
養成段階の学生に対して実習前・実習中・

実習後にアンケート・インタビュー調査を実
施した結果、保育者の能力や技術について修
得すべき事項(22 項目)は、11 項目が実習前
に修得しておくべきと考えられており、就職
後に学ぶべきことは「保護者への対応」など
の少数の項目のみであった。また実習前には

責任実習の計画、実習日誌の書き方などを含
めて多くの項目を心配する割合が高いこと
がわかった。一方、実習後に行った実習にお
ける自己評価に関しては相対的に高い数値
を示すとともに、実習指導担当の保育者がモ
デルとして機能するかどうか、保育者との関
係性が影響を与えることが示唆された。 
実習を通してのプレ保育者の自己評価は

相対的に高く、「保育者になる」という意識
をもって、プレ保育者としてのアイデンティ
ティをある程度、良好に獲得していることが
明らかになった。また養成段階の学びでは実
習がうまくできるかどうかが主要な課題で
あり、現職教育との学びとの連続性の視点が
弱いと言える。 
 

(2)ファーストステージ保育者のクライシス 
ファーストステージ保育者は「保育者にな

る」から「保育者である」という意識を抱く
中間地点に位置する。ファーストステージ保
育者は「保育者である」という意識をもつ前
に、養成段階と現職段階の学びのずれを感じ、
不安や葛藤、自信喪失、意欲低下等のクライ
シスを生じる。特に新任保育者 1年目はこの
不安が生じやすい時期であることが理解で
きた。新任保育者 1年目の保育者の意識の変
化を「Ⅰ～Ⅳ期」に分けて整理、分析した結
果、以下のようになった。（表 1参照） 
表１. 保育者 1年目の「期」による変化 

Ⅰ期（4 月～6 月） Ⅱ期（7 月～9 月） 

①見通しがない。行事
など園の流れがわから
ない。 
②職場の人間関係の不
安が大きい。 
③「クラスをまとめる」
「初めての行事」「保護
者の対応」などで、実
力が伴わない、申し訳
ない気持ちがある。 
④特定の気になる子ど
もの姿は見えるが、対
応する余裕はない。 

①職場の人間関係がわ
かる。 
②夏の暑さで体力的に
疲れる。 
③クラスをまとめる、
行事をこなすなどで常
に緊張している。 
④特定の保護者との関
係に不安がある。 
⑤特定の気になる子ど
もへの対応を考える。
日誌に気になる子ども
の記録を書いているな
ど。 
⑥子どもの成長を感じ
ることがある。（幼稚
園・夏季休暇） 

Ⅲ期（10 月～12 月） Ⅳ期（1 月～3 月） 

①主要な行事が多い時
期であり、他クラスと
の評価を意識し、緊張
する。 
②保育技術のなさを痛
感する。 
③（気になる子どもだ
けではなく）行事を通
じての子どもの成長を
感じることがある。 

①見通しを持ち、事前
準備し、できることが
多くなる。 
②保育の楽しさを感じ
るようになる。 
③子どもの成長を感じ
るようになる。 



保育者 1 年目のⅡ期からⅢ期にかけてが、
保育者のアイデンティティに関わる質的転
換期と考えられる。この時点では、子どもに
関する言説が、保育に困難を抱えるなど特定
の子どもに対するものから「一人ひとりの成
長を感じる」という言説に変化している。Ⅳ
期は、子どもの成長を感じる余裕ができたこ
とで、保育の楽しさが発見されており、見通
しをもって事前準備をし、保育を行うなど、
保育者としての自信を育み、「保育者である」
という意識が生まれている。 
保育者が専門性を高め、成長する意欲をも

って保育職を継続するためには、新任保育者
が直面するファーストステージ・クライシス
の内実を期に分けて整理し、養成段階から現
職保育者への移行を踏まえて「クライシスへ
の構え」を育てておく必要がある。保育者養
成段階においては、養成の最終目的が「実習」
での成果におかれる傾向があるが、現職を視
野に入れた長期のキャリアパスを踏まえて
養成教育を行うことが必要である。 
また養成段階から保育者としての自己に

対する適切な認知（メンタライゼーション）
能力を育成することが有効であり、その中で
も言葉と行動の裏にある意図や動機を理解
する直観的理解の能力の育成が有効である
ことが本研究を通じて明らかになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１．保育者(1 年目)としての喜び 
 
ファーストステージ、特に 1年目の保育者

がクライシスを乗り越えるための支援とし
て、子どもとの関係性が核となることがわか
った。そして、保育現場において、保育者が
子どもの成長に気づけるような振り返りを
行う事や子どもとの関係の中での保育のフ
ィードバックが有効である。また保育者とし
てのクライシスや成長感の停滞期を見据え
たステップアップ・プログラム（得意分野の
育成プログラム）を実施し、「自分なりの保
育に自信を持つ」研修プログラム等が有効で
ある。保育の技術・技量の獲得では、早急に
画すべき技術・技能であるとともに、技術の
獲得が「見える化」しやすい内容を初期の研
修に含めることが保育者の自信を育てる。 
これまでの日本の保育においては、基本的

に保育者は、保育の専門性を獲得するために
は先輩保育者等を「見て学ぶ」ことが重要だ
とされていたが、オーストラリア・ニュージ

ーランドでの実地調査からは、保育者が保育
全般に対しての「気づき」を言語化し、サポ
ートするといった、大学との連携型メンター
プログラムが有効に機能していることが分
かった。また多文化社会である両国では、学
生たちはそれぞれ異なるバックグラウンド
をもつため、家族を尊重し、自分自身が育っ
てきた環境や成長の過程を振り返り学ぶ機
会が多くある。このことが多様なバックグラ
ウンドをもつ子どもや保護者理解につなが
り、保育者自身の自己肯定感を育むことにも
つながっていることがわかった。保育の記
録・評価についても、保育者が「振り返り」
を行う貴重な機会となっているといえる。 
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