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がカリキュラムに設けられている．しかし，その機会や時間は限られ，短期間での実
践力向上は難しい．そこで従来，実践学習を効果的なものにする方法として，ケース
を用いた事前学習が取り入れられている．あらかじめ想定できる事態を経験し，その
対処法を検討する学習は，基礎知識の理解を深め，スキルの定着を図る．ケースによ
る学習は何度も繰り返して学習できるという長所を持つ一方，一場面を切り取っただ
けにすぎず，その前後の背景が捉えにくい．このため「実際の現場での応用が難しい」
「現場で起こる全てのパターンを網羅することが難しい」等の課題がある．つまり実
践学習の前に学んでおくことが望ましいが，実際には目的に沿った学習は難しい．
このような学習方法における課題は，保育者養成校でも見受けられる．学生は座学
の学習によって基礎知識を学び，実習という実践学習を通して，子どもとのコミュニ
ケーションの取り方や見守り方を学ぶ．実習の事前学習では，テキストやビデオ等の
教材で学習するが，実体験に基づいていないため実践力につながりにくい．また実習
期間が短いため，授業で学んだ基礎知識を実践に活かすことも難しい．
そこで本論文では，園庭で遊ぶ子どもを仮想空間上で再現し，保育者が子どもの見
守り方を学習できる，シミュレーション学習システムを提案する．本システムは学習
現場となる幼稚園等の園庭をただシステムの画面上に表すのではなく，性格分けをし
た子どものモデルを生成し，様々なアクションを起こさせることで，より現場に近い
状況を表現する．さらに単独学習だけではなく，複数の学習者が同時に利用できるよ
うに設計している．こうすることで，実際に園庭に立ち，子どもの活動内容，他の保
育者の状況をもとに，自分自身の見守り方を想定できる．また，学習者同士が共に同
じ園庭上で子どもを見守れるため，お互いの学習状況を共有し，単独学習では気付く
ことのできなかった気付きが得られる．よって学習者はある一場面だけを見て，対処
法を検討するという従来の学習と比較し，事態の前後を把握した上での検討ができ，
より実践に近い形で学習ができる．またシステムから提示されるシミュレーションの
パターンは従来の学習よりも豊富で，より多くのケースを体験できる．
本システムを用いて，2 種類の評価実験を行った．1 つ目は学習手法としての有効
性の検証実験，2 つ目はシステムの学習効果の検証実験である．実験結果を AHP と
GTA を用いて分析したところ，従来の学習方法であるテキストやビデオを用いた学習
に比べ，園庭のどこに立つべきかという視点が強まるとの結果を得た．実験前には子
どもとのコミュニケーションに対する意識が高かったが，実験後は園庭での立ち位置
や周囲を見渡す意識力の向上を重要と考える学習者が増加した．また，学習者の参加
人数が変わると，子どもを見守るときの視点を学習者同士で共有でき，新たな視点を
得られるとわかった．
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仮想空間に再現された幼稚園等のフィールドを用いて学習者が，保育者として適
切な振る舞いを身につけることができる学習支援システムを提案する．学習者
は，子どもの居場所や集団の状況を把握するのに適した見守るための立ち位置や
他の保育者とのコミュニケーションの取り方について学ぶことができる．システ
ムを使った学習効果をビデオや教科書を用いた学習と比較し，AHP と GTA を用
いて分析したところ，他の学習よりも効果的な側面があることを確認できた．
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We propose the system that students in the childcare training school can learn
appropriate behavior as a childcare worker. The system is designed to give the students a
better experience. The students have a chance to understand childcare and to improve the
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conducted the evaluation of the system to compare with the conventional method. We
analyze using AHP(Analytic Hierarchy Process) and GTA(Grounded Theory Approach).
The system is more effective than other learning method.

1. はじめに
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からの働きかけに影響を受けるものに分けられる．そこで各々のルールを子どもが行
動を起こす要因に反映させる．子どもが行動を起こすための判断基準となるパラメー
タとして，
「安全に関する認知度合い」
「友達を遊びに誘う確率」
「遊具での遊びへの関
心度合い」
「他人への依存度合い」
「子どもの感情の度合い」を 0～100 の整数値で設定
する．これが学習の開始時にランダム値で割り当てられる．また，子どもの性格を大
きく「活発」「普通」「おとなしい」の 3 つに分け，各々の性格に合わせてパラメータ
の数値を割り当てるような仕組みを取る．活発な子どもの場合のパラメータ値を表
2[b]に示す．例えば活発な子どもモデルの「遊具での遊びへの関心度合い」は 60～100
の間でランダム値を与えるという具合である．さらに子どもの状態に合わせて，ステ
ップごとに危険行動を起こす確率値を付加する．このように子どもモデルの行動は，
各々の子どもに対してこれらの数値から計算をし，子どもモデルの行動を生成させ，
実際の子どもの行動により近い状況を作り出す．
表 2 性格ごとのパラメータ値 （活発な子どもの場合）

2. システムの提案
2.1 システムの概要

本システムは表 1 の環境をもとに，シミュレーション部とインタフェース部の 2 つ
で構成されている．シミュレーション部では子どものモデル生成と，他の学習者の位
置情報を保持している．インタフェース部ではシミュレーション部で生成された結果
をもとに，外観図と俯瞰図を構築し，学習者に園庭の状況を提示する．また本システ
ムはクライアント・サーバ方式で構築されおり，シミュレーション部はサーバ PC で
処理され，インタフェース部はクライアント PC で処理される．サーバには複数のア
クセスが可能で，システムの利用形態に応じてクライアント数を自由に設定できる．
またこれらはローカルエリア内で実装できる．サーバ PC およびクライアント PC が
各々，ネットワーク接続されている状態であれば，システムの利用は可能である．
表 1 システム開発環境
OS

Windows 7 Ultimate

プログラミング言語

遊具での遊びへの関心度合いを表す数値

60～100

Java

統合開発環境

子どもの感情を表す数値

60～100

Eclipse(v3.2)

MAS ツール

友達を遊びに誘う確率を表す数値

0～100

Swarm(v2.2)

3D モデリングツール

安全に関する認識度合いを表す数値

0～100

Java3D(v1.5.1)

2.2.2 複数人の学習共有環境

2.2 提案システムの特徴的機能

2 点目は複数人が同時に学習できる点である．実際に園庭で遊ぶ子どもを見守るケ
ースは 1 人や複数人等，様々である．また園庭は子ども，保育者，遊具等が混在し，
状況が常に変化する．そこで本システムでは，よりリアルな学習環境を提供するため
に，ある一場面を切り取った園庭を提示するのではなく，一連の流れの中で子どもが
遊ぶ様子を提示し，その環境に学習者自身が介入できる機能を整えた．まず，上記に
述べたモデル化した子どもの人数設定を行う．そして，その子どもたちがアクション
を起こす中，学習者は園庭の立ち位置を検討する．複数人で子どもを見守る場合は，
他の学習者の立ち位置，身体の向く方向をもとに，自分の立ち位置を決定する．よっ
て，実践学習に近い環境のもとでシミュレーション学習をすることができる．
また実際に園庭で子どもを見守る場合には，保育者は目の前と園庭全体の状況を交
互に見ている．一人ひとりの子どもの表情や活動内容，他の保育者の立ち位置，コミ
ュニケーション等，様々なことを考慮に入れ，より適切な見守り方を導き出す．よっ
て，様々な性格を持つ子どものモデルが園庭でアクションを起こす様子を，実際の現
場に立っている感覚で見守ることのできる本システムは，シミュレーション学習とし
て有効活用できると考える．

本システムにおけるモデル化の対象は，子どもが幼稚園等の園庭で遊ぶ「自由遊び」
とした．自由遊びとは，名前の通り子どもが自由に遊ぶことである．子どもの行動を
モデル化するために，保育者養成校の教員に子どもの行動に関するヒアリングを行っ
た．そこで得られた結果から子どもの行動要素を作成し，行動パターンを本システム
のモデルのルールとした．以下に本システムの特徴的な機能について述べる．
2.2.1 子どものモデル化
まず 1 点目は子どものモデル化である．実際に園庭で遊ぶ子どもの活動内容から要
素となる行動を抽出し，システムのエージェントのルールに設定した．行動の抽出に
はヒアリング結果と KJ 法[a]を用いて，計 21 種類のルールを導き出した．子どもが行
動を起こすプロセスは，個人の主体的意思によるものと他者へ働きかけるもの，他者
a) KJ 法を用いたルールの導き方は下記の通りである．(1)ヒアリング内容をテキストに起こす．(2)考えなけれ
ばならないテーマについて思いついたことをカードに書き出す．このとき，1 つのことだけを 1 枚のカードに
書く．(3)集まったカードを分類する．このとき，分類作業にあたっては先入観を持たず，同じグループに入
れたくなったカードごとにグループを形成する．(4)グループが形成されたらそのグループ全体を表す 1 文を
書いたラベルカードを作る．以後はグループをラベルカードで代表させる．グループのグループを作り出し
てもよい．(5)グループ化されたカードを 1 枚の大きな紙の上に配置し，図解を作成する．このとき，近いと
感じられたカードを近くに置く．そしてカードやグループの間の関係を特に示したいときは，それらの間に
関係線を引く．関係性は隣同士の間でしか引いてはいけない．

b)このパラメータ値は保育者養成校の教員とのヒアリング結果より導き出したものであり,明確な定義付けは
行われていない．
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学習班，ビデオ学習班，学習なし班の 4 班を設定する．学習は指導者のもとで行われ
る．評価手法は数量的に評価を行うため，階層構造を用いた意思決定手法である階層
分析法(AHP)と，データに根付いた理論を抽出するために，質的研究方法の GTA を用
いる．以下に実験内容の詳細を示す．
【被験者】保育者養成校 A 短期大学 1 回生の学生 20 名(実験前までの実習経験は 1 回)
【班の構成】20 名の学習を上記の 4 班に分ける．(各班 5 人)
【指導者】A 短期大学の指導教員 1 名(保育現場での保育経験，保育者の指導経験あり)
【学習環境】
・システム学習：PC を操作する学習者を 1 人とし，操作を交代しながら学習する．
・テキスト学習：指導者と共に立ち位置に基づいた危険予測テストを行い，その結果
を元に学習を進める．
・ビデオ学習：保育現場における安全と事故防止に関するビデオを鑑賞後，その内容
をまとめ，知識を固める．
【実験手順】
①学習を行う前に事前意識を取得するため，AHP アンケートと以前の保育実習に関す
るアンケートを実施．
②指導者と共に各々の学習教材で学習する．
③学習後，意識を取得するため，AHP アンケートと学習に関するアンケートを実施．
④実習後，保育実習を通して起こった意識変化を調べるために AHP アンケートを実施．
※学習なし班については，AHP のアンケートのみ実施．
※いずれのアンケートも各班，同様のものを用いる．
【AHP による評価方法】
AHP による評価のために設定した階層図を図 2 に示す．この評価基準については，幼
児教育分野の専門家の意見を参考に作成した．この階層図を元にアンケートを作成し，
アンケート結果から評価基準の重要度を算出する．手順は以下の通りである．
①図 2 の各評価基準同士の一対比較をアンケートで行う．
②導出した行列の固有ベクトルを正規化し，各評価基準の重要度を求める．(この重要
度が 6 つの評価基準の中での意識の割合となる．)
③重要度を求める際，一対比較の整合性を最大固有値から算出する．

2.3 システムのサービスイメージ

本システムによって，学習者は園庭にアバターとして参加する．インタフェース画
面には，学習者の目線から見た園庭を表す「外観図」と，園庭を真上から見た状態を
表す「俯瞰図」の 2 種類を設けている．園庭上の子どもは遊具で遊んだり，子ども同
士で喧嘩をしたり，様々な行動をする．学習者は園庭の様子を踏まえて，自分自身の
アバターを操作し，立ち位置を変更したり，視野の確認を行う．各学習者は各々のク
ライアント PC からアクセス可能であり，複数の保育者で同じ園庭を共有し，共に学
習することができる．俯瞰図には学習者の立ち位置を変更する機能を有しており，学
習者が俯瞰図の任意点をクリックすると，その場所に移動ができる．さらに，他の学
習者が立ち位置を変更すると，自分自身の俯瞰図，外観図が共に情報更新され，お互
いの立ち位置，見守り方を共有できる．学習者は俯瞰図と外観図を操作する中で，園
庭で遊ぶ子どもの活動や他の保育者の見守り方を見て，その事態が起きた原因や対処
方法を考えたり，学習者同士で意見を交わす等し，学習を進める．このようなシミュ
レーション学習を通して，園庭における子どもの適切な見守り方を理解し，実際の保
育現場の実践学習をより効果的なものへと繋げていくことができる．

図 1

サービスイメージ

3. 評価実験
システムの有効性を検証するために，2 つの評価実験を行った．1 つは学習手法と
しての有効性を検証する実験，もう 1 つはシステムの具体的な学習効果を検証する実
験である．
3.1 評価実験(1)の
評価実験 の 概要
評価実験(1)ではシステムの学習手法の有効性を検証する．実験内容は保育者養成校
の学生を対象とし，保育実習の事前学習としてシステムを用いた学習を行い，その学
習から得られる意識の変化を調査する．比較対象として，システム学習班，テキスト

図 2
3
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本実験では AHP アンケートで整合性が全て保たれている学生はいなかった．そこで
AHP の評価を各グループの平均値で考察し，GTA を用いて結果の整合性を補完する．
【GTA による評価方法】
各班に学習の前後に半構成的な質問のアンケートを行った．1 回目のアンケートでは
前回の実習での子どもの関わり方に関する質問を，2 回目のアンケートでは各学習手
法で得られた意識に関する質問をとった．
3.2 評価実験(1)の結果
評価実験 の結果
3.2.1 AHP による結果
AHP から得られた結果を図 3～図 6 に示す．

図 3

AHP による評価基準（システム学習班）

図 4

AHP による評価基準（テキスト学習班）

図 5

図 6
AHP による評価基準（学習なし班）
以上の AHP の結果より考察を行う．
学習前の意識を見ると，どの班も「周囲への注意」「子どもの行動予測」について
の意識が高い．またビデオ学習班を除いては「子どもとコミュニケーションをとる」
ことについての意識が高い．これは，実験を実施した A 短期大学では実習をするにあ
たり，事前学習として子どもとの関わりを大切にすることを指導していること．そし
て学習者が 1 回生の学生で，初めての実習後の調査結果であるため，カリキュラムに
沿った回答が値に示されていると考えられる．
次に学習後の意識に注目すると，システム学習班とテキスト学習班の「園庭の立ち
位置」の意識が大きく増加している．立ち位置に関する値は，特にシステム学習班が
他の学習方法に比べて大きく意識変化していることがわかる．つまり，立ち位置を検
討する学習方法として本システムは有効であると言える．また，学習前に高かった「子
どもとのコミュニケーション」の意識は，システム学習班もテキスト学習班も減少し
ている．これは学習によって，子どもとの関わり以外の項目を重要だと感じたからだ
と考えられる．一方で，ビデオ学習班は子どもとの関わりに関する意識が増加してい
る．今回の実験で用いたビデオの学習内容は，子どもが安全に遊ぶための見守り方を
中心とした内容であった．ただ，見守り方の中でも「子どもから遠く離れた場所から
見守る場合」と「子どもと直接関わりながら見守る場合」があり，ビデオの内容は後
者に近いものであったため，このような結果が出たと考えられる．よってビデオ班の
学習者は，子どもと直接関わる中で安全に遊べる方法が重要だという結果が出ている．
実習後の意識を見ると，学習なし班の「園庭の立ち位置」の意識が大幅に増加して
いる．これは実習を通して，保育を行うために立ち位置を理解することが重要だと感
じていることがわかる．また，システム学習班，テキスト学習班，学習なし班の各評
価基準の値を見ると，多少の誤差はあるがどの班も同様の意識を得られていることが
わかる．さらに各学習班において，学習後と実習後の意識変化について調べた．各項
目の学習後と実習後の差の合計を，学習班の意識量の差として算出した．するとシス
テム学習班は 0.13，テキスト学習班は 0.23，ビデオ学習班は 0.26 という値が出た．こ
れはシステムを用いた学習は事前学習の時点で実習後と同等の意識変化が得られると
考えられる．また，意識の割合の変化は全項目を通して，変化量が非常に少ない．つ
まりシステムは事前指導の学習方法として有効的であると言える．

AHP による評価基準（ビデオ学習班）
4
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うにあたり，子どもとの関わりを大切にすることを重点的に意識していたことがわか
る．これは前述のとおり，学習者には養成校での指導方針に沿った意識が得られたこ
とがわかる．一方，学習後は「園庭での立ち位置や周りを見渡すことは大切である」
「立ち位置や周りを見渡すことを今後注意したい」という項目が挙げられた．これは
システム学習によって，一人一人の子どもに対する見守り方だけではなく，園庭全体
を見渡すことも大切であるという意識を持つことができたと言える．ここから AHP
の評価同様に，システム学習は立ち位置に関する意識を得るためには効果的な学習方
法であると言える．またカテゴリー間の関係性を見ると，立ち位置は子どもの安全管
理を行うためのものであり，学習者が保育を行うにあたって，園庭での立ち位置が重
要な要素だと考えていることがわかる．さらに少数意見ではあるが，
「子どもの様子を
把握するためには保育者同士の協力が重要」という意識の項目も挙げられた．これは
システム学習者だけから得られた項目である．システム学習を通して，複数人が共に
同じ園庭に立っていることを想定し，現場での実践学習に近い状態で学習が行えたこ
とで得られた気付きだと言える．
次に，テキスト学習班の学習前はシステム学習班と同様，
「子どもとのコミュニケー
ション」に関する意識が高い．具体的には「遊びを通して子どもとの関わりを体験す
る」
「子どもとの関わりは大切である」が挙げられる．この意識はシステム学習班と同
様の傾向が得られていると言える．一方，学習後のデータを見ると，危機管理に関す
る意識が向上している．具体的には「危険予測や回避への意識向上」
「立ち位置や目配
りへの意識向上」等である．テキスト学習班においても，立ち位置について考える機
会が得られることがわかる．しかし立ち位置に関するラベルの数をシステム学習班と
比較すると，テキスト学習班が 8 項目（図 7 の太枠の合計）であるのに対して，シス
テム学習班は 22 項目（図 8 の太枠の合計）と多い．つまり立ち位置に関しては，シス
テム学習の方がより効果的な学習が行えると言える．
最後にビデオ学習班の学習前は他の班同様に「子どもとのコミュニケーション」に
対する意識が高い．具体的には「遊びを通して子どもとの関わりを体験する」
「子ども
への援助は大切である」等が挙げられる．これに関しては AHP と異なる結果となった．
しかし，学習後の子どもとの関わりについての意識が多く見られる点は，AHP と一致
している．学習後の関連図を見ると「ある程度，危険があっても子どもの行動を見守
ることは大切」
「子どもを危険から事前に守ることは大切である」と言った安全管理に
関する項目が挙げられている．しかしカテゴリー間の関係性を見ると，これらの意識
は子どもの見守り方を中心にして広げられたものだと言える．他の学習方法と比べて，
立ち位置や子どもの何を見守るべきか等の具体性に欠ける．子どもの気持ちを尊重し
た見守り方を考えた上で，子どもの安全を考えたいという意識が向上している．直接
に声をかけて防ぐのではなく，遠く離れた場所から子どもを見守り，何か起きたとき
に駆け付けられるようにするといった見守り方を意識した学生が，他の学習班に比べ

3.2.2 GTA による結果

GTA から得られた結果を図 7～図 9 に示す．

図 7

システム学習班のカテゴリー関連図

図 8

テキスト学習班のカテゴリー関連図

図 9

ビデオ学習班のカテゴリー関連図

以上の GTA の結果をもとに考察を行う．
はじめに，システム学習班の学習前は「子どもとのコミュニケーション」に対する
意識が高かった．具体的には「遊びを通して子どもとの関わりを体験する」
「子どもの
気持ちを考えることは大切である」等の項目が挙げられる．つまり学習前は保育を行
5
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て多いことがわかった．また学習者はビデオの学習内容を活かしたいと感じており，
「子どもとのコミュニケーション」に対する意識がより高まったと言える．つまり
AHP の結果でも示したように，ビデオ班の学習者は子どもとの直接的な関わりと間接
的な関わりの両方について，大切さだという意識をさらに強めたと言える．一方で，
立ち位置に関する項目については出ておらず，ビデオを用いた学習を立ち位置の理解
につなげることは困難であったと言える．
以上の結果から，立ち位置学習に関してはシステムを用いた学習法が最も効果的で
あることが示された．また，システム学習班，テキスト学習班については GTA によっ
て AHP の結果の整合性が補完できたため，この結論は確実性があると言える．
3.3 評価実験(2)の
評価実験 の 概要
評価実験(2)ではシステムの具体的な学習効果を検証する．実験内容は保育者養成校
の学生を対象に，システムを用いた学習を行う．そして学習後，学習によって得られ
た保育に関する気付きを調査する．その気付きがどういった要因から得られたものな
のかを分析し，システムの学習効果を示す．以下に実験内容の詳細を示す．
【被験者】保育者養成校 A 短期大学 1 回生の学生 12 名(実験前までの実習経験は 1 回．
評価実験(1)の被験者は含まない．)
【班の構成】12 名の学習者をシングル操作班 2 班，マルチ操作班 2 班に分ける．(各
班 3 人)なお，シングル操作班 1 班目を A 班，2 班目を B 班，マルチ操作班 1 班目を C
班，2 班目を D 班とする．
【指導者】A 短期大学の指導教員 2 名(共に保育現場での保育経験，保育者の指導経験
あり)1 名は実験の進行役，もう 1 名は学習中のアドバイザー役とする．
【学習環境】システムを用いて，立ち位置に基づく子どもの危険行動予測学習を行う．
進行役となる指導者のもとで学習を進めていき，各場面でアドバイザー役の指導者が
保育に関する指導や助言を行う．
・シングル操作班：システムを使用する操作者を 1 名，他の 2 名は操作をモニターで
見ながら学習を進める．操作は学習中に交代する．
・マルチ操作班：各学習者にノート PC1 台を用意し，それぞれがシステムにアクセス
する．
【実験手順】
①指導者による指導のもと，各班それぞれの方法で学習する．
②学習中に気になった点，重要だと感じた点を各自メモにとる．
③学習により得た気付きを調査するため，学習に関するアンケートを実施する．
※アンケートの内容は各班共に同じものを使用する．
3.4 評価実験(2)の結果
評価実験 の結果
GTA により作成した各班のカテゴリー関連図を図 10～図 13 に示す．なお，各カテ
ゴリーの括弧内の数字は，そのカテゴリーに属するラベル数を表す．
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A 班のカテゴリー関連図

図 11

B 班のカテゴリー関連図
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図 12

C 班のカテゴリー関連図

図 13

D 班のカテゴリー関連図

以上の GTA 適用結果を基もとに考察を行う．
まずシングル操作班の A 班については，カテゴリー内のラベル数に着目した際，A
班の学習者が得た気付きとして最も多かった項目は「俯瞰図による気付きは遊具にい
る子どもの数を危険防止の観点から意識したこと(5)」で，子どもの危険防止について
であった．その意識は，システム内で実装した各遊具の場面ごとに得られている．こ
れは，学習者が仮想園庭上の様々な場所に立ち位置を変えながら，保育をシミュレー
ションしていたことで得られたからだと考えられる．特に，この危険防止に関する気
付きはシステムの俯瞰図を意識したことで得られており，俯瞰図を用いた学習は有効
的であったと言える．また，学習者が得た気付きは他に，立ち位置に関する意識(「シ
ステムでの学習は園庭全体を見渡すための立ち位置，視点について理解しやすい(1)」)
や，子どもとのコミュニケーションに関する意識(「子どもが 1 人で泣いているときの
対応は泣いている理由を聞き，子どもの気持ちを受け止めたい(1)」，
「子どもの喧嘩で
意識したいことは子ども同士が納得のいくように話を聞くこと(2)」)等があった．カ
テゴリー間の関係性を見ると，指導者とのやり取りの中で得られた気付きであること
がわかる．システムを 1 人で利用する場合は，学習者－指導者間の集中した指導を行
うことができると言える．一方で学習者同士のやり取りは「学生同士では子どもの行
動についてやり取りをした(2)」のみであり，指導者とのやり取り(6)に比べて少なかっ
た．
次にシングル操作班の B 班について得られた気付きは，危険防止(「システムの俯
瞰図により固定遊具にどれだけの子どもが集まっているかを意識した(1)」)や，立ち
位置(「システムでの学習は立ち位置，視点について学習することができる(1)」)，子
どもとのコミュニケーション(「 喧嘩が起きた際に意識することは仲裁に入りしっかり
指導を行うこと(2)」)に関する意識であり，これらは A 班と同様の内容であった．た
だし B 班は A 班に比べて他者とのやり取りは少なく，学習者が得たカテゴリー数も A
班に比べて少ない． 1 人でシステム操作した場合，他者とのやり取りの多くは学習者
－指導者が多くなり，学習者同士で話し合い，考える機会は十分に提供できていない
ことがわかる．これが結果として，気付きの量に影響したのではないかと考えられる．
次に，マルチ操作班の C 班の学習者が得た気付きには，危険防止(「園庭では危険
防止について意識したい(2)」)や，子どもの行動予測(「実際の園庭では子どもの様子
の変化を把握したい(1)」)，立ち位置(「システムでの学習は全体を意識した立ち位置
を学習することができる(3)」)等に関する意識があった．立ち位置に関しては，子ど
もの様子だけでなく他の保育者の立ち位置も意識したものとなっており，より幅広い
視点から立ち位置を学習できていると言える．これは学習者が「コミュニケーション
により園全体を見る大切さを学んだ(3)」と感じているように，指導者とだけでなく，
学習者間でのコミュニケーションが多く行われたことが理由の 1 つとして挙げられる．
カテゴリー間の関連性を見ても，多くの視点から立ち位置を意識できていることがわ
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う．また，子どものモデルの行動は確率的に行われるため，意図したシチュエーショ
ンが発生しない可能性もある．この手間を省くことで，より多くの場面でシステムを
用いた学習を行えると考える．対策案としてはシステムが最適な立ち位置や気付きの
ポイントを提示するというものが考えられ，指導者を必要としないエキスパートシス
テムとして有効活用できると考える．ただし，一意に決まった回答がない問題に対し
て一定の回答を提示することが良いかといった課題を考慮していく必要がある．シス
テムの機能が提供できる範囲と学習者のニーズを踏まえて改善していきたい．

かる．また危険防止に関する意識も立ち位置の意識と同様で，他者とのコミュニケー
ションが増えたことで，シングル操作班に比べてラベル数が増加している．以上のこ
とから，シングル操作班の学習者に比べてより豊富な気付きが得られていることがわ
かる．
最後に，マルチ操作班の D 班についての考察を行う．D 班の学習者が得た気付きに
は，危険防止(「システムでの学習は危険について学習できる(3)」)や，立ち位置(「シ
ステムでの学習は保育者同士どのように立てば全体を見られるか意識できる(2)」)等
に関する意識があった．D 班の学習者も C 班同様，「コミュニケーションにより園全
体を見て保育をすることの大切さを学んだ(3)」と感じており，学習者同士での立ち位
置，視線の情報交換等のために多くのやり取りが行われていた．その結果として，立
ち位置に関しては，保育者同士の位置関係を考えながら全体を意識できていたと考え
られる．さらに，
「システムの俯瞰図は他の保育者の立ち位置を意識しながら立ち位置
を選択することができる(3)」といった意見があるように，複数の学習者で利用するこ
とで俯瞰図が効果的に使われ，結果，立ち位置の理解をより深めることができたと言
える．
これらの結果からシステムを用いた学習は，複数の学習者で利用した方がより効果
が高いことを確認できた．特に，俯瞰図をより効果的に利用でき，指導者や学習者同
士でのコミュニケーションをより活発に行えた．それにより本システムの学習によっ
て実際の保育のシミュレーションがより豊富なものとして行えることがわかった．
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4. 最後に
保育者養成校における実習で，効果的に保育実践力を養成するため，事前に種々の
ケースを学習できる，シミュレーション学習システムを提案した．提案システムの有
効性を検証するため，保育者養成校 A 短期大学の幼児教育科の学習者を被験者とし，
2 つの社会実験を行った．評価実験(1)では，本システムの学習手法としての有効性を
検証した．結果として，従来から行われているテキスト学習やビデオ学習に比べて，
より効果的に立ち位置の学習ができること，保育実習の事前指導としての学習手法と
して有効であることを確認した．評価実験(2)では，同時に複数の学習者が参加した場
合について，本システムの学習効果について検証した．結果として，1 人のみで利用
するときに比べ，複数の学習者で利用した場合の方が，指導者や学習者同士のコミュ
ニケーションが増え，より豊富な気付きを得ることができることを確認した．
このシステムが今後さらに有効的に利用できる方法を考察する．現状のシステムを
用いた学習は指導者のもとで行われる．そのため，指導者は事前に指導内容を検討・
把握しておく必要がある．本システムは様々な状況を創出することができるが，それ
により指導者はその都度シミュレーション内容を確認するという手間が発生してしま
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