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１．はじめに 

 

 次の世代を担う子どもとその養育者・家族に対

する子育て支援について，蘆田（2010）は親の子

育て負担を軽減するための支援と，親が子どもを

育てる資質の向上に関する支援の 2 種類を指摘し

ている。前者は家庭における子育ての保障（養育

者の生活と労働に関する支援，子育てのための家

庭や地域の環境整備に関する支援）や保育施設の

量と質の確保，経済的支援，子育てがしやすい環

境整備等が該当する。一方，後者は親（養育者）

の子育ての能力を促進し，子育てというライフイ

ベントへの適応を支える支援と捉えられる。この

ような養育者の資質の向上に関する支援は，親に

なってからの支援と親になる準備期の支援に大別

される（蘆田，2010）。 

 寺本（2015）は親準備期の支援に焦点化し，子

どもや子どもの養育に対する理解や準備性（関 
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心，態度）に関する概念を整理するとともに，こ

のような準備性を活性化させる予備的な心理教育

を試みた。子どもの養育とその準備性に関連する

概念には「親準備性」（岡本・古賀，2004），「親性

準備性」（伊藤，2003，2007），「次世代育成力」（原・

舘，1991；菱谷・落合・池田・高木，2009），「養

護性」（小嶋，1989；楜澤，2012）があるが，その

定義は次のとおりであった。「親準備性」は岡本・

古賀（2004）によって「子どもが将来，家庭を築

き経営していくために必要な，子どもの養育，家

族の結合，家事労働，介護を含む親としての資質，

およびそれが備わった状態」と定義され，「親性準

備性」は伊藤（2003）によって「子育てを支援す

る社会の一員としての役割を果たすための資質」

と定義された。また，養護性は「相手の健全な発

達を促進するために用いられる共感性と技能」と

定義された（Fogel and Melson, 1989; 小嶋，1989; 

楜澤, 2012）。更に，次世代育成力は原・舘（1991）

が「性別にとらわれず，次の世代を育てる能力」

と提唱した概念であるが，菱谷他（2009）は「次

世代の子どもたちを育てることへの自信」と定義

した。寺本（2015）ではこれらの概念に共通する

子育てや次世代の養育に対する関心や態度につい

NCAST 教材を活用した次世代育成に関する心理教育の実践と評価
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て，次世代育成意識として包括的に定義した。こ

の定義には，次世代を育むことへの関心と貢献，

相手への慈しみという人間のポジティブな側面が

反映されていた。 

 また，寺本（2015）では，次世代育成意識に影

響を与える要因として指摘されている，自身の親

子関係についても着目した。この点は菱谷・落合・

池田・高木（2010）においても指摘され，自身の

親との関係性の良好さと次世代育成力の高さの関

連が報告されていた。このような報告を踏まえ，

寺本（2015）は次世代育成意識を促す心理教育を

実施するために，親子の関係性の理解と支援を目

的とする NCAST(Nursing Child Assessment Satellite 

Training)プログラムの教材（Sumner and Spitetz, 

2004; 廣瀬, 2006）を活用した。NCAST プログラ

ムは，親子の安全・安定した関係性を基盤に子ど

もとその家族の健やかな育ちを目指す乳幼児精神

保健（Infant Mental Health）（Zeanah and Zeanah, 

2009; Weatherston, 2002）の知見に基づいて提供さ

れる教育プログラムである。親子の関係性に焦点

化された教材が開発されているが，その理論的背

景には，親子の関係性を捉える Barnard モデルが

ある（Sumner and Spitetz, 2004; 廣瀬 , 2006）。

Barnard モデルでは，良好な親子の関係性の成立に

は，子どもと養育者がそれぞれの役割・責任を担

うとされ，相互に影響を及ぼすことでその関係性

の様相が変化すると考えられている。養育者には，

子どもの視線，顔の表情，身体の動き，発声・発

話等のサイン（cue）から，子どものニーズを的確

に読み取り対応する役割が求められる。一方，子

どもの役割には，自身の内的状態を明瞭なサイン

として表現することが関係する。このような乳幼

児のサインの読み取り，その背後にある子どもの

ニーズの理解や適切な対応を促す教材に

BabyCues（NCAST programs, 2003）がある。また，

親子の関係性に関しては，遊びを通じた学び（例

えば，積み木を積む，ボタンかけ等）の相互作用

プロセスを模式化した概念である Teaching Loop

（Sumner and Spitetz, 2004; 廣瀬, 2006）や，抱っ

こによるスキンシップ，ぐずりに対するなだめ等

の日常生活における親子の関係性の理解を促す教

材である Promoting First Relationships （ Kelly, 

Zuckerman, Sandoval, and Buehlman, 2008）が提供

されている。 

 これらの NCAST 教材を活用して，寺本（2015）

は将来親になる可能性を有するという意味で親準

備期にある大学生の次世代育成意識を促進する心

理教育プログラムを試みた。具体的には，大学に

おける子育て支援に関する授業（心理学科の専門

科目・選択科目）の一部を活用して，子どもの理

解，親・養育者の理解，親子の関係性の理解の促

進を目的とするプログラムが考案・実践され，親

への信頼感の向上，養護性の一部の領域（共感性，

準備性），及び次世代育成力の一部の領域（誕生肯

定の自信，地域力の自信）の向上という肯定的な

結果が得られた。しかし，このプログラムは講義

と演習のみで構成され，実際に子どもと関わる実

習体験を導入することができなかった（授業運営

上の制約のため）。また，このプログラムの有効性

は，次世代育成意識の限定された領域でのみ確認

されるという限界があった。これらの点を改善す

るために，本研究では，実際に子どもと触れ合う

実習体験とそれに先立つ事前指導（講義と演習）

から構成される心理教育を考案し，その実践と評

価を試みた。本プログラムの具体的な内容は，親

子の関係性や乳幼児のサイン（Cues）についての

NCAST 教材を用いた講義・演習（実習事前指導）

の後，親子参加型の子育て支援施設での心理実習

に参加するという内容であった。準実験デザイン

を採用し，養護性に関する事前テスト，講義・演

習後の事後テスト 1，実習後の事後テスト 2 のア

セスメント結果に基づいて本プログラムの評価を

試み，その有効性について検討することを目的と

した。 

２．方法 

 

２．１．参加者 

 本研究への参加者は，関東にある私立大学の心

理学専攻の 3～4 年生 32 名（男子 11 名，女子 21

名）であった（平均年齢=20.94 歳，SD =1.44，
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Min-Max=19-26 歳）。これらの学生は平成 24～27

年に実施された心理実習（心理学科の専門科目・

選択科目）の履修者であった。このうち，実習先

として子育て支援施設（親子参加型の子育て支援

を提供する NPO 法人が運営）を希望し，10 日間

の実習（1 名のみ 5 日間の実習）に参加したのは

14 名（男子 4 名，女子 10 名，平均年齢=20.50 歳，

SD =0.52，Min-Max=20-21 歳）であった。残りの

18 名（男子 7 名，女子 11 名，平均年齢=21.28 歳，

SD =1.81，Min-Max=19-26 歳）は，他の実習先（成

人対象の福祉施設等）での 10 日間の実習に参加し

た。以下，子育て支援施設での実習に参加した 14

名を実習群，不参加の 18 名を非実習群とした。 

 

２．２．教材 

 親子の関係性の理論的背景となる Barnard モデ

ル，教える場面での親子相互作用プロセスを示し

た Teaching Loop，子どものサインの分類と写真カ

ード（BabyCues），親子の関係性の理解と構築を

促す絵カード（Promoting First Relationships）を使

用 し た （ い ず れ も 米 国 ワ シ ン ト ン 大 学

NCAST-AVENUW が提供する NCAST 教材であっ

た）。 

 Barnard モデルは，既述のとおり，良好な親子の

関係性における子どもと養育者双方の役割・責任

を表わす模式図であり，親子の関係性を理解する

枠組みを提供するものである（Sumner and Spitetz, 

2004; 廣瀬, 2006）。具体的には，子どもの cue に

対する感受性，子どもの不快な状態の緩和，子ど

もの発達を促進する環境の提供という養育者の役

割・責任と，cue の明瞭性と養育者への反応性と

いう子どもの役割・責任が示されている。 

 Teaching Loop は遊びを通じた子どもの学びに

おける親子相互作用プロセスを示す概念である

（Sumner and Spitetz, 2004; 廣瀬, 2006)。具体的に

は，子どもが自力では達成できないような課題，

すなわち，養育者による何等かの助けを要する課

題（例えば，積木の積み上げ，ビーズのひも通し，

ボタンかけ等）における親子のやりとりの要点を

示すものである。子どもの注意を集中させ（注意

の喚起），どのように取り組むのか伝え（教示），

子どもに実践させ（実行），フィードバックを返す

（フィードバック）という 4 つのステップをタイ

ミングよく循環させることがポイントとなる。 

 BabyCues（NCAST programs, 2003）は，子ども

が発するサイン（cue）から子どものニーズを理解

し，適切に対応することを促すための教材である。

子どもの内的状態やニーズを理解するための概念

として，親和（engagement）と嫌悪（disengagement）

が提案されている。親和はコミュニケーションに

対する積極的な姿勢，嫌悪はその逆でコミュニケ

ーションの中断・休止や強度の緩和を求める状態

を指す。子どもの発するサイン（視線，顔の表情，

身体の動き，発声・発話等）を親和と嫌悪に分類

し，更にその強弱でそれぞれ 2 分類することで，

子どもの内的状態やニーズへの気付きを促し，適

切な対応方法を提示する点にこの教材の特徴があ

る。親和・嫌悪の強弱で 4 分類されたサインを写

真カードとして提供するのが BabyCues である。 

 Promoting First Relationships（Kelly et al., 2008）

は，様々な日常場面（遊び，ぐずっている時のな

だめ等）における親子の関係性の特徴を示した絵

カードを提供し，親子の関係性の理解促進を目的

とする教材である。例えば，泣いている子どもに

対応する母親の様子がイラストで描かれたカード

の場合，泣いている子どもの心情の理解の必要性

や，なだめて欲しいという子どものニーズが記述

され，このような場面での親子相互作用の理解と

援助の助けとなる。 

 

２．３．調査用紙 

 フェイス・シートにて，参加者の年齢，学年，

性別について尋ねた。事前・事後のアセスメント

については養護性に着目し，楜澤（2012）及び楜

澤・福本・岩立（2009）の養護性尺度を用いた。

この尺度には 6 段階評定の 25 項目が含まれ，「幼

い子どもに対する共感性（以下，共感性）」，「幼い

子どもに対する技能の認知（技能）」，「親への準備

性（準備性）」，「子どもの非受容性（非受容性）」

の 4 下位尺度が設定されている。「共感性」（9 項
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目）は子どもに対する共感や関心を示す程度に関

連し，「幼い子どもが泣いていると何とかしてあげ

たいと思う」や「幼児の姿をみかけるとつい目で

追ってしまう」といった項目が該当する。「技能」

（7 項目）は子どもに対するスキルの自信に関連

し，「幼い子どもがぐずっている時，うまくなだめ

ることができる」や「幼い子どもをあきさせない

で 30 分以上遊ばせることができる」等の項目で構

成される。「準備性」（4 項目）は将来親になって

子どもを育てる意志を反映し，「自分は子どもを育

て，よい親になろうと思っている」や「自分は将

来我が子に慕われる親になれそうな気がする」等

の項目が該当する。「非受容性」（5 項目）は子ど

もや子育てに対する否定的感情と関連し，「小さい

子どもを見ても別にかわいいと感じない」や「子

育てにはいろいろ煩わしいことが多いのではない

かと思う」等の項目が設定されている。この非受

容性は，楜澤（2012）を参考に得点を逆転化して

「受容性」として扱った。本研究では，各下位尺

度項目得点の平均値を尺度得点としたため，得点

範囲は 1 点から 6 点となった（高得点程その程度

が高いことを示す）。この尺度の信頼性・妥当性は，

楜澤（2012），及び楜澤他（2009）において報告さ

れている。また，講義終了後に振り返り用紙を用

いて，講義で取り上げた乳幼児精神保健，Barnard

モデル，子どものサイン，Teaching Loop の理解（5

「よく理解できた」から 1「全く理解できなかっ

た」の 5 段階評定）と学びの感想（自由記述）に

ついて回答を求めた。実習終了直後には，実習先

の子どもとの関係性の構築，及び子どものサイン

の読み取りに関する自己評価（5「よくできた」か

ら 1「全くできなかった」の 5 段階評定）と振り

返り（良好な場面と困難な場面についての自由記

述）について回答を依頼した。 

 

２．４．手続き 

 心理実習（心理学科の専門科目・選択科目）の

授業の一部を活用して本プログラムを試みた。子

育て支援施設での実習の事前指導として 2 コマ（1

週間 1 コマの合計 3 時間分，但し平成 24 年度は 1

週間 1 コマで 3 回実施の 4.5 時間分（注１））の講義と

演習を実施した（担当者は NCAST プログラムの

PCI インストラクター資格を有していた）。第 1 回

目に事前テストと乳幼児精神保健の概要，子育て

支援の概要，親子の関係性の理解と支援に関する

講義と演習（Barnard モデル，Teaching Loop，

Promoting First Relationships 教材を使用），第 2 回

目に子どものサインの理解と対応に関する講義と

演習（BabyCues 教材を使用），親子の関係性の理

解と支援に関する講義と演習（Promoting First 

Relationships 教材を使用），及び事後テスト 1 を実

施した（注 2）。その後，子育て支援施設での実習に

参加し，終了後に事後テスト 2 を実施した。具体

的な内容を Table 1 に示した。 

 

２．５．分析 

 準実験デザインに基づき，事前・事後のアセス

メント尺度得点の変化について検討した。事前テ

ストにおける両群得点の差異については t 検定，

実習群の得点推移（事前テスト，事後テスト 1，

事後テスト 2）に関しては一要因被験者内分散分

析（Bonferroni による多重比較），非実習群の得点

推移（事前テスト，事後テスト 1）に関して t 検定

を実施した。また，ベースラインの水準とその後

の得点上昇の関係を確認するために，事前テスト

得点と，事後テスト得点と事前テスト得点の差に

ついて相関係数を求めた。分析には IBM SPSS 

Statistics 22を利用した。有意水準は 5%に設定し，

10%水準の有意傾向も含めて有意性が認められた

場合，サンプルサイズによって変化することのな

い標準化された指標である効果量（Effect size: ES）

も算出した（水本・竹内，2008；大久保・岡田，

2012）。t 検定の効果量は r（t 値の自乗を t 値の自

乗と自由度の和で除した値の平方根）を使用し，

一要因被験者内分散分析の効果量は η2（条件の平

方和を全体平方和で除した値）を使用した（水本・

竹内，2008）。相関係数 r はそのまま効果量として

使用した（水本・竹内，2008）。効果量の解釈につ

いては，「大（Large）」の基準として r =.50，η2 =.14，

「中（Medium）」については r =.30，η2 =.06，「小
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（Small）」は r =.10，η2 =.01 が示されており（水

本・竹内，2008），本研究でもそれに従った。 

 

２．６．倫理的配慮 

 参加者に対して，本プログラムの内容の説明，

及びアセスメント（事前・事後テスト）の実施と

アセスメントデータの研究目的での使用に関する

お願いを文書でおこない，研究協力の承諾を文書

で得た。本研究は，著者の所属機関の研究倫理委

員会の承認を得て実施された。

 

 

 

 

 

Table 1　本プログラムの内容

テーマ 用具（質問紙・NCAST教材） 内容

事前テスト
フェイスシート

養護性尺度

・乳幼児が安全で安定した関係性の中で発達
と健康を促進できるような支援活動である乳
幼児精神保健について理解を深める。

・親子の関係性を捉える枠組みであるBarnard
モデルについて理解する。

・遊びを通じた学びの相互作用プロセスであ
るTeaching Loopについて理解する。

演習①：Teaching Loopの各フェーズ（注意の

喚起，教示，実行，フィードバック）につい
て，子どもと母親の気持ち・対応について意
見交換する。

・子どものサインの分類（親和と嫌悪）につ
いて理解し，それらへの適切な対応について
学ぶ。

演習②：提示された写真カード（BabyCues）
が何のサインか考え（例：「笑顔」，強い親
和のサイン），その時の子どもの気持ちを推
測して意見交換する。

・親子のやりとり場面における子どもの理
解，養育者の理解，両者の関係性の理解につ
いて学ぶ。

演習③：親子のやりとり場面が描かれたイラ
スト教材（Promoting First Relationships）につ

いて，その場面の状況，子どもの心情，母親
の気持ちを推測して意見交換する。

事後テスト1
養護性尺度

講義・演習の振り返り用紙

事後テスト2 養護性尺度

実習の振り返り用紙

*
　講義が3コマ割り当てられた平成24年度は，第1回の内容を2回分に分け，合計3回実施した。

**
　1名のみ実習期間が5日間であった。

実習

10日間の施設実習 
**

講義 
*

第
1
回

乳幼児精神保健の概要
子育て支援の概要
親子の関係性の理解と支援（１）

Barnardモデル

Teaching Loop（演習には

Promoting First Relationshipsの
イラスト教材の一部を使用）

第
2
回

子どものサインの理解と対応
親子の関係性の理解と支援（２）

BabyCues（写真カード）
Promoting First Relationships
（イラスト教材）
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３．結果 

 

 講義開始前（事前テスト）の養護性尺度得点に

ついて Table 2 に示した。講義に参加した 32 名全

体の得点の分析に加えて，群別の得点を示した（実

習群 14 名，非実習群 18 名）。全体の平均得点（±SD）

は共感性で 4.43（±1.25），技能で 2.98（±1.38），

準備性 3.78（±1.56），受容性 4.22（±1.07）であり，

中点（3.5 点）を下回ったのは技能のみであった。

群間で比較すると，実習群が非実習群より高い傾

向にあり，共感性においては，実習群，非実習群

の順に，4.87（±0.97），4.09（±1.36）であった。

技能では 3.20（±1.26），2.80（±1.48），準備性で

4.38（±1.07），3.32（±1.74），受容性で 4.46（±0.81），

4.03（±1.22）となったが，t 検定を実施した結果，

有意性が認められたのは準備性のみであった

（t(30)=-2.11, p<.05, r =.37, ES =Medium）。実習群の

共感性は 4.87 と高い水準で，有意傾向が見られた

（t(30)=-1.79, p<.10, r =.31, ES =Medium）。 

 実習群の事前テストと講義終了後の事後テスト

1，実習後の事後テスト 2 の得点の推移について

Table 3 に示した。共感性の事前テスト，事後テス

ト 1，事後テスト 2の平均値は順に，4.87（±0.97），

4.95（±0.81），5.10（±0.80）であった。技能では

3.20（±1.26），3.32（±1.34），4.05（±0.91），準

備性で 4.38（±1.07），4.30（±1.01），4.82（±0.91），

受容性で 4.46（±0.81），4.63（±0.95），5.21（±

0.52）であった。一要因被験者内分散分析の結果，

技能，準備性，受容性において有意性が認められ

た（技能: F(2, 26)=6.36, p<.01, η2=.097, ES=Medium; 

準備性: F(2, 26)=5.55, p<.05, η2 =.053, ES =Small; 

受容性: F(2, 26)=7.62, p<.05, η2 =.156, ES =Large）。

共感性では有意傾向が見られた（F(2, 26)=2.57, p<.10, 

η2 =.014, ES =Small）。多重比較の結果，共感性を

除く 3 下位尺度で事前テストと事後テスト 2 の得

点において有意差が認められ（p<.05），得点の有

意な上昇は事前テストから事後テスト 2 において

のみ見られた。 

 非実習群の事前テストと事後テスト 1 の得点の

変化について Table 4 に示した。共感性の事前テス

トは 4.09（±1.36），事後テスト 1 は 4.18（±1.29）

であった。技能については事前，事後の順に，2.80

（±1.48），2.88（±1.49），準備性は 3.32（±1.74），

3.40（±1.61），受容性は 4.03（±1.22），4.17（±

1.16）であった。いずれも，t 検定では有意性が確

認されなかった。 

 実習群における事前テストの得点（ベースライ

ンの水準）と，その後の得点上昇の関係を確認す

るために，事前テストの得点と，事後テスト 1 の

得点と事前テスト得点の差，及び事後テスト 2 の

得点と事前テストの得点の差について Pearson の

積率相関係数を求めた（Table 5）。事後テスト 1

との得点差に関して，有意な負の相関関係が見ら

れたのは共感性（r =-.59, p<.05, ES =Large）のみで

あった。事後テスト 2 との得点差に関しては，共

感性（r =-.57, p<.05, ES =Large），技能（r =-.71, p<.01, 

ES =Large），受容性（r =-.81, p<.001, ES =Large）

で同様の傾向が認められた。準備性においては，

有意傾向が認められた（ r =-.53, p =.052, ES 

=Large）。 

 

 

 
 

Table 2　事前テストにおける養護性尺度の平均得点（SD）

    ｔ p r ES

共感性 4.43 (1.25) 4.87 (0.97) 4.09 (1.36) -1.79 .08 .31 Medium

技能 2.98 (1.38) 3.20 (1.26) 2.80 (1.48) -0.81 .42

準備性 3.78 (1.56) 4.38 (1.07) 3.32 (1.74) -2.11 .04 .37 Medium

受容性 4.22 (1.07) 4.46 (0.81) 4.03 (1.22) -1.12 .27

t検定

全体（N =32） 実習群（n  =14） 非実習群（n  =18）
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講義終了後の振り返りにおいて，講義内容であ

った乳幼児精神保健，Barnard モデル，子どもの

サイン，Teaching Loop の理解に関して，「よく理

解できた」もしくは「だいたい理解できた」と回

答した割合（参加者 32 名のうち未記入の 2～3 名

を除いた人数における該当者の人数）は順に，0.73，

0.83，1.00，0.83 であった。乳幼児精神保健に関

しては 7 割というやや低めの水準であったが，そ

の他は 8 割以上の高い水準を示した。学びの感想

に関する自由記述のうち，代表的なものは以下の

Table 3　実習群の事前・事後テストにおける養護性尺度の平均得点（SD）

F p    η 2 ES

共感性 4.87 (0.97) 4.95 (0.81) 5.10 (0.80) 2.57 .096 .014 Small

技能 3.20 (1.26) 3.32 (1.34) 4.05 (0.91) 6.36 .006 .097 Medium 事前  < 事後2 *

準備性 4.38 (1.07) 4.30 (1.01) 4.82 (0.91) 5.55 .010 .053 Small 事前  < 事後2 *

受容性 4.46 (0.81) 4.63 (0.95) 5.21 (0.52) 7.62 .010 .156 Large 事前  < 事後2 *

一要因被験者内分散分析（Bonferroniによる多重比較）（n  = 14）
* p <.05

事前テスト 事後テスト1 事後テスト2 多重比較の結果

Table 4　非実習群の事前・事後テストにおける養護性尺度の平均得点（SD）

t   p

共感性 4.09 (1.36) 4.18 (1.29) -.85 .41

技能 2.80 (1.48) 2.88 (1.49) -.76 .46

準備性 3.32 (1.74) 3.40 (1.61) -.70 .50

受容性 4.03 (1.22) 4.17 (1.16) -1.04 .31

ｔ検定（n  = 18）

       事前テスト        事後テスト1

Table 5　実習群の事前テストと事後テストの差に関する相関係数

r    p ES r    p ES

共感性 -.59 .025 Large -.57 .031 Large

技能 -.19 .513 -.71 .005 Large

準備性 -.36 .203 -.53 .052 Large

受容性 .17 .551 -.81 .000 Large

Pearsonの積率相関係数（n  = 14）
pre: 事前テストの得点

post1: 事後テスト1の得点

post2: 事後テスト2の得点

[post1 - pre]: 事後テスト1の得点と事前テストの得点の差

[post2 - pre]: 事後テスト2の得点と事前テストの得点の差

pre × [post1 - pre] pre × [post2 - pre]
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とおりであった。乳幼児精神保健に関しては，「乳

幼児の発達には養育者のそれに見合った対応も

重要なのだと改めて理解した。」，「子どもだけで

はなく，養育者の精神的な安定なども重要だと感

じた。」といった感想が，Barnard モデルに関して

は，「子どもに対する養育者の役割と子どもの役

割，親と子の両者に役割があると感じた。」，「親

と子どものどちらかの役割が弱ければ，それを補

おうとお互いに支え合って成長していく。子ども

だけの成長ではないと思った。」という回答が得

られた。子どものサインに関しては，「言語だけ

ではなく，体の動きなど相手（乳幼児）の感情を

読みとる方法はあるのだと感じた。」，「様々なサ

インに気付くこと，それに対応した行動をとるこ

とが大切だと思った。」といった内容が，また，

Teaching Loop に関しては，「これらの相互作用が

あって子どもの成長が少しでも促進されるなら，

意識してポジティブなフィードバックをしよう

と思った。」，「フィードバックをどうしたら良い

か分からない親も多いであろうし，ネガティブな

ことしか言えない人もいると思った。」等の回答

が得られた。 

 実習後の振り返りに関して，実習先の子どもと

の関係性構築が「よくできた」もしくは「だいた

いできた」と評価した割合（未記入者 1 名を除い

た 13 名における該当者人数）は 0.92 と高い水準

であった。関係性構築に関する良好な場面と困難

な場面についての自由記述内容の代表的なもの

は以下のとおりであった。良好な場面として，「抱

っこしたり，手をつないだりしている時や自分と

子どもの目が合っている時」，「一人遊び（積み木

やままごと）に加わってみることで，その子の遊

び方や大人に対しての関わり方が少し見えるの

で，その様なときにスムーズにこちらも関われ

た。」，困難な場面として，「言うことを聞いてく

れない子に色々なアプローチをしてもきいてく

れなかった時」，「子どもが泣いてしまった時や，

我が強くなってなすべきことをしてくれない時」

という回答が得られた。また，子どものサインの

読み取りに関する自己評価において，「よくでき

た」もしくは「だいたいできた」と回答した割合

（未記入者を除いた 13 名中の該当人数）は 0.77

であり，8 割に近い水準であった。サインの読み

取りに関して良好な場面（よく理解できた場面）

については，「長時間一緒に過ごすことで，わず

かな表情の変化が分かるようになった時」，「子ど

もの言葉だけでなく行動や仕草にも注目するこ

とが大切であり，そのようなことを注意すること

でスムーズに関われた。」という回答が，困難な

場面（うまく理解できなかった場面）については，

「何の前ぶれもなく泣き出してしまった時，何か

に不安そう，不満そうにまゆをひそめているがそ

れだけの時」，「出してくるサインが対応のできな

いものであると，対応に工夫が必要であるため難

しかった。」という回答が得られた。 

 

４．考察 

 

４．１．本プログラムの内容について 

 本プログラムにおける実習群はベースライン

において，非実習群よりも高い共感性や準備性を

示していた（Table 2）。共感性は子どもへの共感

や関心，準備性は将来親になって子どもを育てよ

うとする意志を反映しており，これらの傾向が高

い者が子育て支援施設での実習を希望していた。

講義内容の理解に関して，「よく理解できた」や

「だいたい理解できた」という肯定的な回答が参

加者の 8 割以上から得られ（乳幼児精神保健に関

してのみ 7 割），講義や演習が十分に機能してい

たことが示唆された。また，自由記述からは，子

どもと養育者双方の精神的安定や役割の重要性，

子どもの非言語的サインに注目する意義，具体的

な相互作用のあり方（特にフィードバックのあり

方）といった NCAST 教材が強調する重要ポイン

トに関する内容が見られ，本教材の意図が適切に

理解されていたことが示唆された。実習後の振り

返りでは，子どもとの関係性構築における肯定的

な評価を 9 割の参加者が示していた。サインの読

み取りに関する肯定的な評価は8割近くの参加者

が示し，主観的な評価ではあるが，実習における
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子どもへの対応が良好であったことが示唆され

た。両項目について良好に感じた場面や困難に感

じた場面に関する記述からは，子どもへの対応に

おいて，意識的に子どものサインに注目したり，

それに合わせて自分の行動を調整したりといっ

た，NCAST 教材の主要なポイントが実践にも反

映されていたことが示唆された。すなわち，

NCAST 教材の主要部分が参加者の知識として定

着し，それを子どもと接する実践の場でも活用で

きたこと，そして，良好な自己評価に繋がったこ

とが読み取れた。これは，NCAST 教材の内容が

実習の事前指導として適切であったことを示唆

するものであった。 

 

４．２．本プログラムの有効性について 

 2 コマの講義・演習の前後では，実習群も非実

習群も養護性得点の有意な上昇は認められなか

った（Table 3，Table 4）。しかし，ベースライン

と実習後得点の比較では，技能，準備性，受容性

において有意な上昇が見られた（Table 3）。この

ことから，講義・演習と実習を組み合わせた本プ

ログラムが有効である可能性が示唆された。 

実習後の得点において有意な上昇が確認され

なかったのは共感性のみであるが，そのベースラ

インは他の下位尺度より高水準であった。また，

ベースラインの得点と，事後テスト 1，及び事後

テスト2との得点差に有意な負の相関関係が見ら

れた，すなわち，前者が低いほど後者との差分（上

昇の程度）が有意に大きくなったのは，事後テス

ト 1 における共感性と，事後テスト 2 における全

ての下位尺度であった（但し，準備性は有意傾向

であった）（Table 5）。ここでは，共感性も他の下

位尺度と同様の傾向を示していた。ベースライン

における高水準と，ベースライン得点が低いほど

事後テスト得点での上昇が大きかったことを考

慮すると，共感性尺度の天井効果が考えられた。

この解釈は，高校生の批判的思考態度育成のため

の教育プログラムに関する先行研究（青柳他，

2010）でも同様になされているが，尺度の天井効

果によって，参加者の特性が十分に把握されてい

ない可能性を示唆するものであった。より感度の

高い尺度でアセスメントすれば，参加者のベース

ラインの水準やプログラム参加後の変化をより

適切に捉えられた可能性が示唆された。 

 

４．３．予備的プログラム（寺本，2015）との比

較 

実習は伴わず，5 コマの講義・演習のみから構

成された寺本（2015）の予備的プログラムでは，

共感性と準備性でのみ得点の上昇が確認できた。

本プログラムは，その半分のコマ数で講義・演習

を行い，実習に参加するという構成であったが，

実習後には，準備性に加えて技能や受容性の促進

も確認できた。本研究も寺本（2015）も，NCAST

教材を活用して大学生の次世代育成意識を促進

するという内容であったが，このような目的の心

理教育プログラムの構成と時間配分に関して，次

のような示唆が得られた。講義・演習に割り当て

る時間について，実習を取り入れない場合は，2

コマでは有効性が確認できず（本研究），5 コマで

は限定的な領域（下位尺度）で効果が示唆された

（寺本, 2015）。実習を組み込んだ場合は，2 コマ

の講義・演習（事前指導）であっても，倍近い時

間を要した寺本（2015）よりも養護性の多くの領

域で有効性が示唆された。これらのことから，

NCAST 教材を活用した講義・演習と実習の組み

合わせが有用であること，及び事前指導に要する

時間は2コマという少ない時間であっても有効で

あることが示唆された。一方，現実的に実習を組

み込めない場合は，より多くの時間を講義・演習

に費やす必要性も考えられるが，5 コマでは限定

的な領域での効果に留まったことから，より多く

の時間を要するのか，それとも，先に共感性につ

いて論じたのと同様に，尺度の感度を考慮して，

より適切な尺度でアセスメントすべきなのか，検

討の余地が残され，今後の課題とされた。 

 

４．４．限界と課題 

最後に，本研究の限界であるが，研究デザイン

上の課題が挙げられた。ベースラインの水準にお
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いて介入群（プログラムに参加した群）と等質な

統制群を設定し，介入後の水準を比較すれば，準

実験デザインとしてはより充実するが，今回は現

実的に困難であった。非実習群（他の施設での実

習に参加）に事後テスト 2 を実施し，実習群との

比較を行うことも一案であったが，その場合，こ

の群が他の実習施設で体験した要因がもたらす

効果を排除できず，統制群にはなり得なかった。

今回のプログラムは，授業の一部を活用するとい

う制約のもとで実施されたもので，統制群設定は

困難であったが，研究デザインについても検討の

余地が残された。 

また，本研究から得られた結果の一般化可能性

についても慎重に検討する必要があった。今回の

実習群はベースラインの水準において，非実習群

よりも共感性と準備性が高い傾向にあり，このよ

うな参加者の特性が本研究の結果に影響を与え

た可能性も考えられた。参加者の特性を考慮しつ

つ，本プログラムの有効性の一般化可能性につい

ても検討を重ねる必要性が示唆された。 

いずれにしても，本研究で試みた，NCAST 教

材を活用した大学生の次世代育成意識を促進す

る心理教育プログラムが有効であった可能性が

示唆された。今回は効果測定のアセスメントとし

て養護性にのみ注目したが，寺本（2015）でも指

摘した他の属性や心理特性を加味した検討も含

めて，上記の課題について更に検討を重ねる必要

があろう。 
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注 
（注１）年度によって講義時間が異なるのは，本科目を複

数教員で担当するという運営上の制約によるも

のであった。教員間の時間配分の調整の結果，24

年度のみ 3 コマとなった。 
（注２）3 コマ分実施した平成 24 年度は，第 1 回の内容

を 2 回分に分けて実施した。 
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Effects of NCAST-based psychoeducational program promoting 

undergraduates’ nurturance in parent-child support centers 

Taeko TERAMOTO＊1 

Psychoeducational program for promoting nurturance in undergraduates, based on Nursing 
Child Assessment Satellite Training (NCAST) was evaluated. This program consisted of 
lectures and group-work, as well as practical training conducted in a parent-child support 
center. NCAST material including the classification of infants’ cues and child-caregiver 
relationships were used in lectures and group-work. Pre- and posttest assessment scale scores 
indicated certain positive changes in the participants. These findings suggest the effectiveness 
of program. 

Abstract 
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