
は　じ　め　に

　保育士・幼稚園教諭という職業は小学生（女子）のな
りたい職業ランキングで「食べ物屋さん」に続いて，３
年連続２位の人気を占める（第一生命保険，２０１１）１）。ま
た，入試の面接において，「この職業に就こうと思った
きっかけ」を尋ねると，「自分の幼児期にやさしい保育士
さん（幼稚園の先生）に出会って，自分もそうなりたい
と思ったから」という答えが多い。このように，一般的
には「憧れの仕事」「良い仕事」というイメージを持たれ
ている「保育職」であるが実情はどうであろうか。
　最近の統計によると，わが国では約１万２千５百の幼
稚園において約１１万人の幼稚園教諭（学校基本調査，
２０１１）が幼児教育に，約２万３千の認可保育所（福祉行
政報告例，２０１０）において約３６万人の保育士（社会福祉
施設等調査，２００８）が保育に従事している。２００６年から
は，認定こども園制度も始まった。国は２０１２年までに，
２千園まで増やすという構想を持ち，２０１１年４月現在７６２
園となっている。このような保育現場に，主として保育
者養成校から毎年多数の卒業生が巣立ち，保育職への夢
を実現させている。本学科でも，毎年，卒業生の約９割
が保育者として保育現場への就職を果たしている。その
卒業生の中には，「楽しいです」といきいきと保育を語る
者もいれば，何らかの悩みを抱えて，仕事を辞める者や，
出身校の教員のもとに相談に訪れる者もいる。
　一方，保育現場においては，現在，都市部の保育所に
は慢性的な保育士不足がある。保育所協議会などのホー
ムページの求人欄には常時求人が表示され，ハローワー
クにも保育職の求人票が多数掲示されている。なぜ少子
化の中で保育者が足りなくなるのだろうか。その理由の
１つには待機児童を減少させる政策や，女性の就労支援

のために３歳未満児の保育所入所希望に対応する政策が
関係しているであろう。職員の配置基準上，３歳未満児
の保育には多数の保育士が必要となる。子ども・子育て
新システム検討会議作業グループの提案に「２０１４年を目
指して，保育サービスを受ける子どもの割合を，３歳未
満児の４人に１人（２４％）から３人に１人（３５％）にす
る」というものがある。今後ますます保育士が必要にな
るといえる。保育現場から養成校へ，「中途退職保育者の
有無」の問い合わせが，日常的にあるという昨今である。
　保育者不足の現状を緩和するために，保育の場を去っ
た保育者の再就職を支援することはできないだろうか。
そのためには，辞めた理由，続けられなかった理由を精
査しなくてはならない。退職にはさまざまなケースがあ
ると思われる。金城ら（２０１１）２）は「保育職の大変さとや
りがいに関する保育者の意識構造」に関する研究のなか
で，「保育職の大変さ」を次の３つの要素に分類している。
「子どもとの関係性・保育内容」「職場環境・労働環境」
「保護者とのコミュニケーション」である。１番目の「子
どもとの関係性・保育内容」は保育活動の中心である保
育内容の実施に関する負担や，子どもへの対応，身体的
負担や時間外勤務に関わることである。２番目の「職場
環境・労働環境」は，上司，同僚，後輩との人間関係の
困難さであり，保育内容以外の負担や，人事の問題など
も含まれる。３番目は育児相談や保護者への対応の難し
さである。これらの「大変さ」は，「苦労して準備した保
育が首尾良く実行でき，子どもたちの成長がみられた」
ときなどには「やりがい」と意識されるけれども，これ
らが自分ではどうにもできない状況下にある場合は「大
変さ」として意識されることになるという。確かに卒業
生が，「辞めたい」という相談の折には「自分では，もう
どうにもできない」と訴えてくることが多い。西坂
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（２００２）３）は，“幼稚園教諭の精神的健康に影響を及ぼし
ているのは，「園内の人間関係の問題」と「仕事の多さと
時間の欠如」をストレスとして知覚することであった”
と述べている。また，保育士におけるバーンアウトを研
究している宮下（２０１０）４）も保育士２７６名の調査の結果，
３割の保育士に心身ともに疲れ果てたと思う「情緒的消
耗感」がみられ，うまく仕事ができたという気持ちなど
の低下，すなわち「個人的達成感の後退」が８割を越え，
同僚や子どもの顔も見たくないと思う「脱人格化」が２
割を越えていたと報告している。保育者という仕事はス
トレスの多い仕事であり，さまざまな支援方法の検討が
必要であるといえる。
　一方，このような保育者自身の職能や職場の人間関係，
その状況の認知に帰属させるまでもなく，保育施設や保
育者の置かれている状況が変化したことも仕事の続けに
くさに関係している要因である。社団法人全国保育士養
成協議会の保育士養成資料集５０号（２００９）５）には，次の
ような記述がある。少し長くなるが引用しよう。“平成２０
年３月２８日，保育所保育指針が告示として出され，平成
２１年４月１日より施行となった。この新しい指針では，
保育所の役割や社会的責任が改めて明記され，各保育所
が，自らの機能および保育の質の向上に努めなければな
らないとされた。そのために，「保育所は，質の高い保育
を展開するため，絶えず，一人一人の職員について資質
向上及び職員全体の専門性の向上を図るよう努めなけれ
ばならない」（第７章）として，保育実践，研修，自己研
鑽などを通じて，職員自ら保育の専門性を高めることが
求められ，その過程での職員相互の協働性と施設長の
リーダーシップが求められているのである。ここには，
保育の質の向上を担う保育士が必要であり，それは養成
段階で完成される専門性ではなく，仕事をし続ける中で，
自らも成長しつつ保育の質，専門性を高めていく人生の
歩みを前提としている。”と記されている。すなわち「成
長し続ける保育士」という概念が提起され，常に向上心
を持つことが求められているのである。この年には幼稚
園教育要領の改訂も行われた。幼稚園は１４の「学校」の
１番目に記述され，改訂のポイントには近年の子どもた
ちの育ちの変化や社会状況の変化に対応した幼児教育や，
子育て支援，預かり保育の充実などがあり，保育者は従
来にも増して高度な専門性や広範な仕事内容を要求され
ることとなった。
　「成長し続ける保育者」であるためには，大きく分けて，
３つの方向からの支援が必要となろう。１つ目は職場に
おける支援（OJT）であり，２つ目はそれぞれの領域の
専門家による研修，３つ目は養成校の卒後支援である。
OJTや専門的な研修はこれまでにもさまざまな取り組み
がなされてきたが，卒後支援についてはまだ十分に浸透
しているとはいえない。先進事例では，短大２年間の教
育に卒後教育２年を加えて，卒業生の社会参加を支援す

るプログラム（「短大２年，卒後２年，追跡型キャリアパ
スシステム」：札幌国際大学短期大学部）や，入学前１年，
卒後５年間を加え，合計８年間の教育プランを立ててい
る短期大学（「卒業後５年までの就業力育成プログラ
ム」：千葉明徳短期大学）もある。養成校の社会的責任と
して，卒後支援の検討は重要な課題となっている。
　以上のような必要性から，幼児教育開始から２９年目，
保育士養成開始から１４年目を迎えた本学保育学科では，
卒業生動向調査を計画した。この調査のきっかけとなっ
たのは，平成１９年に実施された全国保育士養成協議会
（以下，保養協と略す）の課題研究「指定保育士養成施設
卒業生の卒後の動向及び業務の実態に関する調査」であ
る。保養協では，継続的に専門委員による課題研究が実
施されており，２００６年，２００７年，２００８年の研究では「保
育士養成システムのパラダイム転換」と題して養成シス
テムの内側の視点から養成の理念や専門職のあり方を検
討している。２００９年には，前年の問題の１つであった
「卒後の学び」を引き継ぎ，卒業生の立場，すなわち外の
視点から養成教育のあり方を考えて課題の所在を探ろう
という主旨で全国調査が計画された。この調査の目的は
次の５つであった。①保育士養成の教育を受けた学生の
卒業後のキャリア形成の実態を把握する。②保育・福祉
の仕事をする上での感じ方や考え方を把握する。③職場
が抱えている諸課題に対する対応の実態を把握する。④
養成校が卒業生の仕事の継続に支援できる可能性を検討
する。⑤資格や免許を保有しながら保育の仕事に就いて
いない「潜在的な保育者」の現状を把握する。この調査
は全国の養成校の卒業生を対象としており，中でも，当
時，卒業２年目（平成１９年３月卒），６年目（平成１５年
３月卒）１１年目（平成１０年３月卒）の卒業生が対象で
あった。本学では，対象学生のいる２年目と６年目の調
査に参加した。卒業生の住所変更などにより，回収され
たアンケート数は多くはなかったが，全国調査に参加し，
本学卒業生の調査結果を得ることができた。
　今回の調査の目的は，卒業生のキャリア形成に貢献で
きる卒後支援教育の方向性を検討するための資料を得る
ことである。

方　　　　　法

１．　調査対象
　対象者は本学科の卒業生（２００６年３月卒から２０１０年３
月卒）５５５名。

２．　調査用紙の構成
　保養協の調査（２００９）をもとに，質問紙を作成した。
フェイスシートが１０問，Ａ「現在，保育・福祉関係の職
場で働いている方への質問」が９問，Ｂ「現在，保育・
福祉関係の職場で働いていない方への質問」が１０問から
構成された。各調査対象者はフェイスシートに加えて，
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就業状況により，ＡかＢのどちらかに答えるように指示
された。

３．　調査の実施
　２０１１年８月下旬に質問紙を発送した。その際，２０１１年
８月時点での状況を回答し，返送するように依頼した。
調査用紙の回収は１９８（回収率３６％）であったが，その内，
有効回答数１９４であった。各学年の回収数を表１に示す。
ただし，部分的に項目の回答未記入者がいたため，集計
の際にはフェイスシートと質問項目の回答者数が一部異
なっている。

４．　結果の処理
　４段階評価（全くそうでない，ややそうでない，やや
そうである，とてもそうである）で回答を求め，得点化
した。

結 果 と 考 察

１．　幼保関連職の継続と転職・離職について
　回答者１９４名のうち，卒業直後の就職者は１８２名であり，
今回の調査時点で就業中の者は１６７名である。卒業直後と
現在の就職状況の変化を表２に示す。それぞれ卒業後の
年数は異なるが，全体として７６％が幼保関連職に就いて
いる。一般職も含めると，就業率は８６％である。職に就
いていない者（以下，無職と略す）２７名の内，１６名は既
婚者である。国勢調査（２００５）によると，日本の２０代前
半の女性の就業率は６割台６）であり，それと比較すると，
本学科卒業生の就業率は高いといえる。
　卒業直後に幼稚園・保育所に勤めた者の転職について
検討する。公立園は臨時採用者が含まれ，正規就職の私
立園とは転職の理由が異なると思われること，また，本

学科学生の私立園への就職率が高いことから，ここでは
私立の幼稚園・保育所の就職者を分析の対象とする。卒
業時に私立保育所に就職した１０９名と，私立幼稚園に就職
した３０名の中で，転職経験者の人数，最初の職場の勤務
月数，勤務した幼保系の職場数の平均を表３に示す。私
立保育所では６割弱，私立幼稚園では約６割が，最初に
勤めた職場を継続していた。さらに，一旦辞めてもまた，
保育系の職場を選ぶ者が多いことがわかった。
　辞めた理由を検討する。現在幼保関連の仕事に従事し
ていない者に対して，「どのような理由で幼保関係の職場
を辞めたか」という設問への回答を図１に示す。選択肢
からその理由を５つ以内で選ばせたところ，「結婚・出
産」（結婚７件，出産８件）に続いて多いのは「心身の不
調」と「給料が低かった」（各４件）であった。次に３件
ずつ選ばれているのは「職場の人間関係」「他にやりたい
ことがみつかった」「職場の方針に疑問」「通勤が不便に
なった」であった。この結果からは，職場での悩みの中
で頻度が多いと思われていている「人間関係について」
は，退職の最も大きな理由とは考えられない。　宮下
（２０１０）は，「ストレスとなることは何か」という自由記
述から，上司との関係，後輩との関係，また板挟みに
なっていることや，正規職員と臨時職員との関係など，
職場の人間関係に関することが数多くみられると述べて
いる。さらに，複数担任の保育観の違いや，管理職，先
輩，後輩の保育観の違いなどがストレスになると記され
ている。宮下の研究では面接法が用いられていることか
ら，今後，さまざまな研究法を用いて，詳細に検討する
必要があると思われる。
　幼保関連職に継続従事している者も含め，「辞めたいと
思うこと」について検討した。「これまでに，今の仕事を
やめたいと思ったことがありますか」という質問に対し，
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表１　学年別回収数と卒業直後の就職状況

回収率
（回収数／送付数）合　計

そ　の　他保育所・幼稚園
以外の保育職幼稚園認定こ

ども園保育所性　別卒業年
無　職進　学一般企業

４８．１ ％
（５１/１０６）

　２００ ０ ０ １─　１男２００６年
３月（卒業）  ４９４１ ４ １ ７─ ３２女

３８．４ ％
（４４/１１３）

　４００ ０ １ １─　２男２００７年
３月（卒業）  ４０２０ ２ １ ６─ ２９女

３８．８ ％
（４５/１１６）

　３００ ０ ０ １─　２男２００８年
３月（卒業）  ４２０１ １ ４１０─ ２６女

２６．５ ％
（３０/１１３）

　２００ ０ ０ ００　２男２００９年
３月（卒業）  ２８０１ １ ０ ３１ ２２女

２７．７ ％
（２８/１０１）

　３０１ ２ ０ ００　０男２０１０年
３月（卒業）  ２５０２ ２ ３ ２１ １５女

３５．７０％
（１９８/５５５）１９８６６１２１０３１２１３１合　　　計



「ある」と答えた者は１２１名中１０１名（８３％）であった。
さらに，「ある」と答えた者に対し，「それはどんな時に，
どの程度思いましたか」という尺度項目に，４件法で求
めた回答について，主因子法（Promax回転）による因子
分析を行った。なお，今回の調査対象者に未婚者が多い
ことから，「家族の協力」や「仕事と家庭の両立」など，
適切でないと思われる３項目を除外し，１６項目について
因子分析を行ったところ，５因子が抽出された（表４）。
第１因子は「職場内の人間関係がいやだと思ったとき」
「職場に相談できる人がいないとき」「継続できない職場

の雰囲気を感じたとき」などで，「職場の人間関係・雰囲
気」の因子と命名した。第２因子は「他の仕事に魅力を
感じたとき」などで，「仕事への迷い」因子と命名した。
第３因子は「保護者との関係が作れなかったとき」「仕事
に充実感が感じられない」「思ったような保育ができな
い」など，「仕事の成果・充実感の喪失」因子と命名した。
第４因子は「仕事に見合う報酬がない」「勤務時間が長
い」「園の方針に疑問」など，「職場・待遇への不満」因
子と命名した。第５因子は「仕事量が多すぎて疲れを感
じる」「責任が重すぎる」「体力に自信がない」などの項
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表３　幼保関連職の継続・退職とその後の動向

一旦やめた後の動向
（人）

勤務した保育系
の職場数

最初の職場
の勤務期間

辞めたこ
とがある

卒業以来
同じ職場

保育所１８
認可外保育所１
一般８
アルバイトなど２
全くやめた１７

２．１か所２５．１か月４６人
（４２．２％）

６３人
（５７．８％）

保育所
（私立）

保育所４
幼稚園２
一般１
アルバイトなど２
全くやめた２

２．０か所１８．３か月１１人
（３６．７％）

１９人
（６３．３％）

幼稚園
（私立）

表２　職種の継続と転職の状況

計その他（一般企業・進学・無職）幼・保以外の保育職幼　稚　園保　育　所

１９４２２１０３１１３１卒業直後
の職場

無職一般
企業

幼・保
関連無職一般

企業
幼・保
関連無職一般

企業
幼・保
関連無職一般

企業
幼・保
関連現在の

職場
１９４５

（進学を含む）１０ ７１１８ ２
（結婚１） ３２６ ２０

（結婚１５） １１１００

（注）回答総数１９８から未記入項目のあった４回答数を除いたもの

図１　幼保関連職を辞めた理由



目であり，「心身の疲労感」の因子と命名した。
　これらの５因子について各項目の平均得点を示したも
のが図２である。因子間の得点を比較するために，一要
因の分散分析を行ったところ有意差がみられた（F ＝
２８．７０，df ＝４/３８０，p ＜．００１）。そこで，ボンフェローニ
の多重比較を行ったところ，因子の得点間に有意差 
（p ＜．０１）がみられた。各因子の平均得点の大小関係は大
きい順にF４＞ F５≒ F３≒ F１＞ F２ となった。すなわち，「辞
めたいと思うとき」は，「職場・待遇への不満」の平均得
点が他の４つの因子の平均得点よりも有意に高いことが

わかった。

２．　やりがいについて
　幼保関連職における「やりがい」について検討する。
「どんな時にどの程度やりがいを感じますか」（幼保関連
職に従事していて辞めた人には「感じていましたか」）と
いう尺度項目について４件法で回答を求めた。１５項目の
中には，「外部の専門機関と仕事を進めているとき」「職
員に効果的な指導ができたとき」「研修や研究大会で発表
が評価されたとき」など，仕事に就いて数年の者には経
験の機会が少ないと思われる項目が含まれていたため，
これらの３項目を除外して「やりがい」の因子分析を
行った。「現在幼保職に就いている者」を対象に，１２項目
について主因子法（Promax回転）による因子分析を行っ
たところ，２因子が抽出された（表５）。第１因子は，
「職場内で期待を感じるとき」「職員から自分の保育を認
められたとき」などの項目であり，「他者からの期待・評
価と達成感」の因子と命名した。第２因子は，「子どもと
の信頼関係が深まったとき」「子どもが喜んだり満足した
とき」などの項目であり，「子ども理解・保育者としての
誇り」因子と命名した。
　幼稚園と保育所では「やりがい」が違うことも考えら
れるが，幼稚園はサンプル数が少なかったため，保育所

５１保育者養成校（短期大学）卒業生のキャリア形成に関する調査

表４　「辞めたいと思うとき」の因子分析結果

F５F４F３F２F１

F１．職場の人間関係・雰囲気
－．０４０．１６０．０１５－．２７１．７８１職場内の人間関係がいやだと思ったとき４
．０９７－．１１３－．０８７．１９７．７５８職場に相談できる人がいないとき１２
．２９２－．１８４．００６．０５９．６４５職員に対する指導ができないとき１４
－．１１０．２７７．０８０．１９６．６１２継続できない職場の雰囲気を感じたとき１７

F２．仕事への迷い
－．０１３．０７４－．０１５．９１０－．００２自分の可能性を試したいと思ったとき１９
－．１３１．１２９．１３３．８９８．０４１他の仕事に魅力を感じたとき１６

F３．仕事の成果・充実感の喪失
．０８６－．０３７．６７５．２４９－．１２０保護者との関係が作れなかったとき２
．００５－．０８８．６７４．２７１．００７今の仕事が自分に合わないと感じたとき１８
．０３８．４０６．６７０－．１７９．０４７仕事に充実感や喜びを感じられないとき１
－．０１１－．０４７．６０２－．１３９．０５１思ったような保育ができなかったとき５

F４．職場・待遇への不満
．１２３．６７０－．３０２．３２６．１２６仕事に見合う報酬が保証されないとき７
．１５２．６５２．１２０．１０５－．２０８勤務時間が長く，休みがとりにくいとき８
－．１４３．６４３．０５２－．０９７．２８９園・施設の方針に疑問を感じたとき３

F５．心身の疲労感
．８２６．３８３－．０７９－．０５０－．２０４仕事量が多すぎて，疲れを感じたとき６
．８０１．０２６．０６６－．１３６．２０７仕事の責任が重過ぎると思うとき１３
．５１０－．２８４．１３６．０３９．１８８体力に自信がなくなったとき１５

．２２０．１８２．４０７．２３１因子間相関　F１
．３２１－．００８．１３６F２
．１９６．１９７F３
．００９F４

図２　「辞めたいと思うとき」の因子別平均得点



従事者に主因子法（Promax回転）による因子分析を
行ったところ，３因子解が得られた。第１因子は「子ど
もへの理解」因子，第２因子は「保育が認められた達成
感（自己実現）」因子，第３因子は「保育者としての誇
り」因子と命名した。今回，保育所勤務者と幼稚園勤務
者とは，因子構造が違う結果となった。保育所，幼稚園
の職種による「やりがい」の違いについては，今後検討
する余地が残った。「やめたいと思ったこと」がある者と
ない者の「やりがい感」の違いも今後の検討課題の１つ
である。

３．　専門性を意識するときについて
　「保育者という仕事をしていて，自らの専門性を意識す
るのはどんなときですか」という尺度項目に対し，１６の
下位項目を設定して４件法（文言は前述）で回答を求め
た。「現在の幼保従事者」を分析対象とした。主因子法
（Promax回転）による因子分析を行った結果，３因子解
が得られた（表６）。第１因子は研修会や学会に参加し，
専門的に研究する活動に関するもので「専門的研究活動」
因子と命名した。第２因子は，子どもの発達が分かり，
子どもを理解できたと感じ，保護者への支援，障害に応

５２ 田頭　伸子・金丸キミヱ・堀田　　稔・奥原　球喜・福間　早苗・國冨みずほ・三川　明美

表５　「やりがいを感じるとき」の因子分析結果

F２F１

F１．他者からの期待・評価と達成感
－．３７９．８７１職場内で自分に対する期待を感じるとき１１
．０３７．７４８職場でチームワークが発揮できたとき１４
－．０５２．６９３卒園後も子どもと交流があるとき８
－．００６．６６０職員から自分の保育を認められたとき６
．１８２．６１７自分のやりたいと思う保育ができたとき７
．３４４．４８６保護者と子どもの成長を喜び合えたとき１３
．３３５．４８０子どもに適切な援助や指導ができたとき３
．３２２．４２８保護者から感謝されたとき１２

F２．子ども理解・保育者としての誇り
．８４２－．０９３子どもとの信頼関係が深まったとき５
．７７８－．１３７子どもの成長が感じられたとき１
．７２７－．０１２子どもへの理解が深まったとき２
．７２２．０６２子どもが喜んだり満足したとき４

．４９９因子間相関　F１

表６　「専門性を意識するとき」の因子分析結果

F３F２F１

F１．専門的研究活動
－．００７－．０７４．８３９専門書や保育実践記録などで研究する１６
－．２０４－．０１７．８２９行政や他の専門機関と問題を解決する１４
．０８９０．７４．７４５児童虐待に対応する１２
－．１１９．１６０．７４３子どもに関わる社会問題について考える１８
．０７５－．１８０．７３１研修会や学会に参加し，発表する１５
．２６３－．１９３．７１９地域の子育て家庭への支援に携わる１３
－．０７８．０９８．７０２何かにつけて，子供と関連付けて考える１７
．０８５．１６４．５５２事例の検討を行う９

F２．適切な保育力
－．１８９．９００－．０３９子どもの内面を理解しようとする２
．２０７．７３５－．０９０その子どもの今の発達の課題がわかる１
．１３６．６６４－．００２保護者への支援や助言を行う３
．０６１．６４７－．０５５子どもの体調の変化や異変に気づく１０
－．０８６．５３１．２９６障害に応じた保育及び支援を行う４

F３．保育の計画とクラス運営
．９０４－．０９０．００８指導計画・支援計画を立案する７
．８５１．０７０－．１２９クラス担任や責任者として保育を行う６
．６４２．１８７．１７０保育のねらいにそった環境を構成する８

．３８９．３８０因子間相関　F１
．３７７F２



じた保育ができたときであり，「適切な保育力」因子と命
名した。第３因子は，保育計画を立案すること，クラス
担任や責任者として保育がうまくいったとき，に関わる
もので，「保育の計画とクラス運営」因子と命名した。

４．　研修について
　現在，幼保関連職に就いている者（有効回答数：保育
所７８名，幼稚園１６名）が「自らの力量を高めるために受
けたい研修」として選んだ結果と，現在無職の者（２８名）
が，「今後保育関係の仕事をする場合に必要な研修」とし

て選んだ結果を図３に示す。選択肢は３１項目あり，各自
５つ以内の選択を求めた。
　保育所勤務者の回答をみると，最も多いのが「対応が
難しい子どもへの保育」について（１５．７％）であり，「障
害のある子どもの保育や支援」について（１３．７％）と続
き，次に，「音楽，身体活動などの実技」（８．９％）があり，
その次には，「乳児の保育」「保護者との関係づくり」
（８．０％）が選択されている。
　幼稚園勤務者の回答は，「障害のある子どもへの保育や
支援」「対応が難しい子どもへの保育」が同数（１４．１％）

５３保育者養成校（短期大学）卒業生のキャリア形成に関する調査

図３　保育所，幼稚園勤務者，並びに保育関連職への就職希望者が望む研修内容



選ばれ，次は「子どもの発達と教育の理論」（１２．５％），
「音楽，身体活動などの実技」（１２．５％）「食育の内容と方
法」「保護者との関係づくり」「支援を必要とする家族へ
の相談」となる（それぞれ６．４％）。
　また，今後幼保職に就きたい者における研修の回答は
「障害のある子どもの保育や支援」（１４．３％）であり，「発
達と教育の理論」「対応が難しい子どもへの保育」
（１１．９％）であった。幼保職の従事者と同様に，「障害児
への対応」や「対応が難しい子どもへの保育」について
研修を受けたいと思っていることが分かった。この結果
は保養教の調査結果や，森ら（２００９）７）の報告とも一致
していた。

まとめと今後の課題

　今回の調査では，卒業後１年から５年を経た本学科の
卒業生就業状況を調べた。全体の８６％が就業しており，
全体の７６％は幼保関連の職場であった。中には，退職・
転職をしている者もあり，その理由の筆頭に「職場・待
遇への不満」があることが分かった。それに対応する支
援策を検討する必要があると思われる。
　今回の調査からは，「やりがい」と「辞めたいと思う時，
思わない時」の関連性を示す明確な結果は得られなかっ
た。しかし，保育所，幼稚園では，「やりがい」に違いが
あることが示唆された。今後，保育士と幼稚園教諭にお
けるキャリア形成について詳しく検討する必要があろう。
　「保育職を辞めた者」の７３％は結婚・子育てによる辞職
であったが，この中には，「やめなくてはならない雰囲
気」を感じて退職した者もいる。子育て家庭のワークラ
イフバランスを支援する役割を担う「保育の職場勤務者」
は，まず自らのワーク・ライフ・バランスを実現できな

ければならないであろう。関川（２００９）８）は「保育士の仕
事への願い」として，次の５つを挙げている。①生涯働
き続けられる職場であること②サービス残業がないこと
③職場内外の研修へ参加できること④キャリアアップ，
キャリアパスがみえること⑤仕事の専門性に相応しい給
与が払われることである。それは，性別や，公立，私立
といった経営母体の違いを問わず，あらゆる「幼保関連
の職場」で保障されなければならないことであろう。
　研修に関しては，保育所・幼稚園を問わず「対応が難
しい子どもの保育」への要望が高い割合を占めた。現場
のニーズに応え，卒業生の充実感やモチベーションを高
める支援策を検討したい。
　終わりに，養成校としての支援の方向性を，将来展望
も含め試論を提示してみたい。今回の調査で分かったこ
とは，卒業生の抱えている問題が個人レベルの問題だけ
でなく，職場としての保育所，幼稚園という“組織的課
題”や，その個々の保育園や幼稚園を包括する業界の抱
える“政策・制度的課題”につながっていることである。
　このことは，卒業生の抱える“個別的課題”をマクロ
的視点で捉え直すことを意味する。図４に示すように，
保育士・幼稚園教諭としての卒業生は，母校である養成
校（実際には教員）に相談を持ちかけ，養成校ではそれ
に対して主として情緒的な個別支援に重点を置き，必要
により新たな理論や知識面での情報提供を行う。この関
係が養成校の主たる卒後支援となる。就職して間もない
時期のホームカミングデイ（母校を訪れ教師や友人と語
り合う行事）や，カフェ形式の保育実践研究講座の実施
などが成果を挙げているとの報告がある９）。
　しかし，保育者としての卒業生の抱える問題は，前述
したように，所属園の方針や，身分・処遇に関すること

５４ 田頭　伸子・金丸キミヱ・堀田　　稔・奥原　球喜・福間　早苗・國冨みずほ・三川　明美

図４　キャリア形成･卒後支援の概念図



に及ぶ。一方，保育所・幼稚園の立場からは，保育者と
しての人間性や専門性を求めることも多い。特に，保育
所・幼稚園という現場としてどのような人材を求めてい
るのかを，養成校として把握，認識しておかなければな
らない。そのためには，日常的に保育園・幼稚園との相
互連携が必要である。このことは，実習を通してある程
度行われているが，今後さらに深めていく必要がある。
　保育制度改革が進む中，個々の保育所・幼稚園だけで
は改善・解決できない問題も山積している。保育者の専
門性向上のための養成プログラムや実習の在り方，保育
者の処遇改善などは地域別の業界団体としての保育所・
幼稚園の連絡協議会などとの協議も必要となるであろう。
そのためには，養成校の側も個別に関わるのではなく，
養成校の連絡組織の体制整備も将来的には求められる。
　卒業生の支援は当面，養成校の主として個別的な情緒
的支援から取り組みつつ，段階的，重層的に展開してい
くことが必要であり，そのことが結果的に，保育者，保
育所・幼稚園，養成校の３者連携を構築していくことに
繋がると思われる。
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５５保育者養成校（短期大学）卒業生のキャリア形成に関する調査

Summary

Employment conditions of junior college graduates training as nursery teachers were investigated.　A question-
naire survey was conducted with college graduates (n = 555, graduated 2–6 years ago) and 198 responses were 
obtained (a recovery rate of 36%).　Employment rate, including general office work was 86%.　Factor analysis was 
conducted with participants that were engaged in child-care or child-education (76% of the total) on responses to “the 
time when they feel like quitting job” (16 items).　The results indicated a five-factor solution.　Moreover, mean 
score of the “Complaints against offices or work” factor was significantly higher than that for the other four factors.　
Furthermore, participants currently desired training in “Caring for children with disabilities, and difficult children.”　
Also, the “Time when they feel a sense of satisfaction” was examined, which resulted in clues for supporting gradu-
ates in career development.　Future directions in supporting graduates are discussed.




