ISSN 1883－3004

茨 城 大 学
教 育 実 践 研 究
第２７号 ２００８年１０月

目

次

学級内授業における新しい情報技術の位置づけについて（２）
―Wiki の教育利用についての理論と実践―・・・・・・・本田敏明・田崎諭・水ノ江健・渡邉和重 1
学級内授業における新しい情報技術の位置づけについて（３）
―ラーニング・エコロジー思想による FFP の教育利用についての理論と実践―
・・・・・・・・・・・・本田敏明・興野庄一・内山聡子・木間塚祥子・千ヶ崎美貴・松岡詩織梨 17
中学生の学習集団における「学びあい」のあり方に関する一考察・・・・・・・・堀江玲子・正保春彦 33
茨城大学教育学部附属中学校における水環境学習の実践・・・・・・・松川 覚・大道勇武・安斎 寛 49
簡体字の特徴に着目した中国語学習の要点・・・・・・・・・・・・・・・・・・向野崇倫・向野康江 59
仲間との交流に着目した「走・跳の運動」の教材づくりとその有効性の検討・・佐々木由佳・吉野 聡 67
器械運動の授業における教え合い学び合い活動が生徒の運動有能感に及ぼす影響
―中学校体育における実践事例の分析を通して―・・・・・・・・・・・・・・・北見 裕・吉野 聡 77
中学校技術科教育における情報モラルを高めるための情報通信ネットワーク学習の実践
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤 理・野崎英明 91
指ねじり編みによるアクリルたわしの教材化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本紀久子 105
日本の大学英語教育におけるディスカッションの指導法とは［2］
―ディスカッション指導につながるコミュニケ―ション活動を考える―・・金子智香・君塚淳一 113
知的障害児の発話における文の発達―紙芝居の読み聞かせを通して―・・・・・恩田真澄・松村多美恵 127
幼稚園教諭の感じる「気になる」幼児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・國井睦美・松村多美恵 139
ゆるしのプロセスに関する一考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市毛 努・守屋英子 149
思春期における感情処理方法について
― 養育者からの被受容体験に着目して―・・・・・・・・・・・・・・・・・高久美歩・守屋英子 165
高校生のコラージュ作品の形式分析と内容分析・・・・・・・・・・・・・・・・青木いづみ・金丸隆太 181
不登校生徒の比喩による自己表現の変容
―校内相談教室においての教育相談プログラム実施による経過研究―・・・・岡口すみえ・金丸隆太 197
中学生から見た自分の居る場所― ほっとする時に焦点をあてて―・・・・・・・・・幸田恵子・金丸隆太 209

茨城大学教育学部附属
茨城大学教育学部附属教育実践総合
附属教育実践総合センター
教育実践総合センター

STUDIES IN
TEACHING STRATEGIES
IBARAKI UNIVERSITY
Vol.27,October 2008
CONTENTS

ICT in Traditional Classroom Teaching (2)：A theory and practice about the educational use of Wiki
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Toshiaki HONDA , Satoru TASAKI,Takeshi MIZUNOE and Kazusige WATANABE 1
ICT in Traditional Classroom Teaching (3)：Utilizing FFP based on the Concept of Learning Ecology
Toshiaki HONDA, Shoichi KYUNO,Satoko UCHIYAMA, Sachiko KIMAZUKA, Miki CHIGASAKI and Shiori MATSUOKA 17

An Examination of the Learning Community in Junior High School Students・・・・・・・・・・・・・・・・Haruhiko SHOBO 33
Practice of the water environment study in Ibaraki University Junior High School
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Satoru Matsukawa, Isamu Omichi and Yutaka Anzai 49
The main point of Chinese learning that paid attention to the characteristics of the simplified Chinese characters
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Takatune Kohno and Yasue Kohno

59

Development of an Athletic Sports Program to Promote Friendship in Physical Education Class
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Yuka SASAKI and Satoshi YOSHINO

67

Affect of student’s instructional actions each other on physical competence in gymnastic physical
education classes・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Yutaka KITAMI and Satoshi YOSHINO 77
A Learning of Information and Communication Network to Teach Information Ethics in Junior High School
Technology Education・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Osamu KATO and Hideaki NOZAKI 91
Development of Materials for Making YUBIAMI-Finger Knitting Acrylic Fiber Dish Cleaner
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Kikuko YAMAMOTO 105
Teaching How to Manage Discussions in English at Japanese College [ 2 ] How to make lessons communicative
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tomoka KANEKO and Junichi KIMIZUKA

113

Development of Sentences from the Utterances of Children with Intellectual Handicapped:Effects of Reading a Picture
Book-Story to Show to Them・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Asumi ONDA and Tamie MATSUMURA

127

Infants made Nervous by Kindergarten Teachers・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Mutsumi KUNII and Tamie MATSUMURA 139
A Study on Process of Forgiveness・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Tsutomu ICHIGE and Eiko MORIYA

149

Emotional self-control in adolescence:Focused on emotionally accepted experiences by parents
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・MihoTAKAKU and Eiko MORIYA

165

Form analysis and content analysis of high school student's collage work・・・・・Izumi AOKI and Ryuta KANEMARU 181
The Change of Metaphor that School Refusal Students Show:A Study of Educational Counseling Process in the
Junior High School・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Sumie OKAGUCHI and Ryuta KANEMARU 197
“Where We Are” from the View of Junior High School Students.
Focusing on the Time They Feel at Ease.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Keiko KOUTA and Ryuta KANEMARU 209

Published by the Center for Educational Research and Training,
Faculty of Education,
Ibaraki University,
Mito, Ibaraki Prefecture,
Japan

⨙ၔᄢቇᢎ⢒ታ〣⎇ⓥ 㪉㪎㩿㪉㪇㪇㪏㪀㪃㩷㩷

ቇ⚖ౝᬺ䈮䈍䈔䉎ᣂ䈚䈇ᖱႎᛛⴚ䈱⟎䈨䈔䈮䈧䈇䈩䋨䋲䋩㩷
㵪㵪㩷 㪮㫀㫂㫀 䈱ᢎ⢒↪䈮䈧䈇䈩䈱ℂ⺰䈫ታ〣㩷 㵪㵪㩷

㩷
∗㩷

ᧄ↰㩷 ᢅ 䊶㩷 ↰㩷 ፒ㩷 㩷 ⻀㩷 䊶㩷 ᳓䊉ᳯ㩷 ஜ∗∗∗㩷 䊶㩷 ᷰㆺ㩷 ㊀∗∗∗∗㩷
∗∗
㩷

㩿㪉㪇㪇㪏 ᐕ 㪍  㪊㪇 ᣣฃℂ㪀㩷

㩷
ICT in Traditional Classroom Teaching (2)
㧦A theory and practice about the educational use of Wiki
Toshiaki HONDA , Satoru TASAKI , Takeshi MIZUNOE , Kazusige WATANABE


㩷
䉨䊷䊪䊷䊄䋺ᢎ⢒ⅣႺ䋬ቇ⠌ᒻᘒ䋬㪮㪼㪹㪉㪅㪇䋬㪮㫀㫂㫀䋬㓸ว⍮㩷

㩷
㩷
䈖䉏䉁䈪䈱ቇ⠌ᒻᘒ䈪䈅䈦䈢䇸વ㆐䋽⠌ᓧ䇹䈎䉌䇸ෳട䋽⠌ᓧ䇹䈻䈱ォൻ䉕࿑䉎䈼䈒 㪮㪼㪹㪉㪅㪇 ⊛䉿䊷䊦䉕ᵴ↪
䈚䈢ᣂ䈚䈇ᢎ⢒ⅣႺ䈱ഃ䋬ᣂ䈚䈇ⷞὐ䈎䉌䈱ᢎ⢒ቇ䈱᭴▽䉕ਥ⌒䈮䈍䈐䋬ቇ⠌䊌䊤䉻䉟䊛䈱ᄌ㕟䉕ᮨ⚝䈚䈩䈐
䈢䇯ᧄ⺰䈲䈠䈱╙䋲ႎ䈪䈅䉎䇯࿁䈲䋬ቇ⚖ౝᬺ䈱ᵴᕈൻ䉕࿑䉎䈫䈇䈉ⷞὐ䈮┙䈤䋬㪮㪼㪹㪉㪅㪇 ⊛䉿䊷䊦䈫䈚䈩䈱
㪮㫀㫂㫀 䉕ข䉍䈕䈢䇯䈖䉏䉁䈪䈱 㪮㪼㪹㪈㪅㪇 ⊛ᵴ↪䈪䈅䉎ᖱႎ䈱৻ᣇㅢⴕ䈪䈲䈭䈒䋬ᣇะဳ䉿䊷䊦 㪮㫀㫂㫀 䉕ᵴ↪䈚䋬
ᄙ䈒䈱䉰䉟䊃䊡䊷䉱䊷䈏ᵴേ䈻䈱ᄙ㊀ෳട䉕ⴕ䈇䋬Ꮒᄢ䈭䇸㓸ว⍮䇹䉕ᒻᚑ䈘䈞䉎䇯䉮䊚䊠䊆䊁䉞ౝ䈪䈲䋬㪮㪼㪹 䈮
ಽᢔ䈚䈢䈪ਇ․ቯᄙᢙ䈱ੱ䈱ᖱႎ䉕䉥䊷䊒䊮䈭႐ᚲ㩿㪮㪼㪹㪀䈮㓸⚂䈚䋬ᖱႎ឵䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䋬䊑䊤䉾䉲䊠䉝䉾䊒䈘
䉏䈢ᣂ䈢䈭ᖱႎ䈏↢䉁䉏䉎䇯䈧䉁䉍䋬⍮⼂䈱⍮ᚲ䉕ੱ䈱䉂䈮᳞䉄䉎䈱䈪䈲䈭䈒䋬䉮䊚䊠䊆䊁䉞ౝ䉁䈢䈲␠ળ
⊛䈮ಽᢔ䈚䈩ሽ䈜䉎䈫䈇䈉⠨䈋䈮䉋䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭䇸㓸ว⍮䇹䈱ᔨ䈪䈱ᬺዷ㐿䈲䋬ㄭᐕ䈘䉁䈙䉁䈭
ᢎ⢒႐䈪ข䉍䉏䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈖䈪䋬ᧄ⎇ⓥ䈪䈲䋬㪮㪼㪹㪉㪅㪇 䈱䉅䈧䉮䊮䉶䊒䊃䉇䉿䊷䊦䉕↪䈇䈩ᖱႎ䈱ฃା䈫
⊒ା䉕⋧䈮䈤䈧䈧䋬㓸ว⍮䈱ᔨ䈪දቇ⠌䈱ข䉍⚵䉂䈱ታ⸽⊛ᬌ⸽䉕ⴕ䈦䈢䇯䋲䈧䈱ዊቇᩞ䉕䉟䊮䉺䊷
䊈䉾䊃䈱 㪮㫀㫂㫀 䈪⚿䉖䈪␠ળ⑼䈱ቇ⠌䉕ⴕ䈉䈖䈫䈮䉋䈦䈩䋬ఽ┬䈢䈤䈮ല₸⊛䈮ᐢ▸࿐䈱⍮⼂⠌ᓧ䉕น⢻䈫䈜䉎
ᬺ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈢䇯㩷

䈲䈛䉄䈮㩷

ᖱႎൻ␠ળߣࠊࠇࠆᣣ㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻៤Ꮺ㔚ߪ㧘⑳ߚߜߦଢߐࠍਈ߃㧘᭽ߥޘᕲᕺ
ࠍ߽ߚࠄߒߡࠆޕᐔᚑ  ᐕ ߦߪ㧘✚ോ⋭ࠃࠅ +%6 ╷ᄢ✁㧔࡙ࡆࠠ࠲ࠬࡀ࠶࠻␠ળߩታ

⨙ၔᄢቇᢎ⢒ቇㇱ
⨙ၔᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼╳Ꮢ┙ਅ㙚ਛቇᩞ
∗∗∗
ขᚻᏒ┙⊕ጊዊቇᩞ
∗∗∗∗
ⴕᣇᏒ┙ዊ㜞ዊቇᩞ
∗

∗∗

- 1 -

⨙ၔᄢቇᢎ⢒ታ〣⎇ⓥ 㪉㪎㩿㪉㪇㪇㪏㪀

߳ะߌߡ㧕߇ߐࠇߚޕᣣᧄ߇⋡ᜰߒߡࠆ࡙ࡆࠠ࠲ࠬࡀ࠶࠻␠ળߢߪ㧘ࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ↪ߒߚ
ᄙ᭽ߥࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߇ታߔࠆߣߐࠇߡࠆ⁁ߚߒ߁ߎޕᴫࠍ〯߹߃㧘ቇᩞᢎ⢒ߦ߅ߡ߽㧘
9GD ⊛࠷࡞ࠍᵴ↪ߒߚᬺዷ㐿ࠍ࿑ࠆߚߩࠦࡦ࠹ࡦ࠷㧘࠷࡞ߩᚑߩ⎇ⓥߪᕆോߣߥߞߡ
ࠆޕ
ߘߎߢ㧘ᧄ⎇ⓥߢߪ 9GD ߩ߽ߟࠦࡦࡊ࠻߿࠷࡞ࠍ↪ߡቇ⚖ౝᬺߩᵴᕈൻࠍ࿑ࠆߦߪߤ
ߩࠃ߁ߥⅣႺ߇ᔅⷐߣߥࠆߢࠈ߁߆ࠍᮨ⚝ߒߚ߿࠷ࡦ࠹ࡦࠦߩߎޕ⍮⼂ߪޟ㓸ว⍮㧔%QNNGEVKXG
+PVGNNKIGPEG㧕ߣޠ߫ࠇ㧘ᖱႎߩฃାߣ⊒ାࠍ⋧ߦߜߟߟ㧘ߘࠇࠍࠊࠁࠆࡈࠜࠢ࠰ࡁࡒ
 (QNMUQPQO[ ߩᔨߢቇ߮ߩ₪ᓧߦ⥋ࠆ㧘ߣ߁╭ߢࠆޕᚒߪޘ㧘࿁㧘ߘߩߚߦౕ⊛
ߦߪߘߩౖဳ⊛࠷࡞ߣߒߡ 9KMK ࠍขࠅߍ㧘ߘߩน⢻ᕈߦߟߡㅊⓥߒߡߺࠆߎߣߣߒߚޕ

╙䋱┨ 㪮㪼㪹㪉㪅㪇 䈱ᢎ⢒↪䈫 㪼㪄㪧㪼㪻㪸㪾㫆㪾㫐㩷

㧝 ᖱႎൻ␠ળ㧔࡙ࡆࠠ࠲ࠬᖱႎ␠ળ㧕ߦ߅ߌࠆᣂߒᢎ⢒ቇ㧔㧩G2GFCIQI[㧕ߩࠪࠚࡑ
ᖱႎൻ␠ળߦㆡวߒߚቇᩞᢎ⢒ߩࠅᣇࠍ⠨߃ࠆߢ㧘ᓥ᧪߆ࠄޟቇ⚖ౝᬺࠍ߆ߦ㕖หᦼ
㧔G.GCTPKPI㧕ߩⅣႺߦ⊒ዷߐߖࠆ߆߇ߣߎ߁ߣޠᄢ㗴ߣߐࠇߡ߈ߚߦ߁ࠃߩߎޕ㧘ᓥ᧪ߩࠪ
ࠚࡑߢࠆޟቇ⚖ౝᬺψᣂߒቇ⠌ⅣႺߦ⚵ߺᦧ߃ࠆߪ࡞࠻ࠢࡌ߁ߣޠ㧘ᤨઍ߳ߩㆡวߣ
߁ὐߢ৻ߪ⊛ࠍߚ߽ߩߩࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
 ߒ߆ߒ㧘╩⠪ߩ⚻㛎㧘ߣࠅࠊߌᢎᏧߣߩห⎇ⓥߩߥ߆ߢࠄ߆ߣߥߞߡ߈ߚߎߣߪ㧘ታߩቇ
ᩞ႐ߩታ〣ᕈߣ߁ⷰὐ߆ࠄߪ㧘ߎߩࡌࠢ࠻࡞ߩᣇะߢߪ㧘ᢎᏧߦߣߞߡ⸃ᶖߔߴ߈ࡂ࠼࡞߇
㜞ߔ߉ߡ㧘ᔅߕߒ߽↢↥⊛ߥ߽ߩߣߪߥࠄߥߣ߁ߎߣߢߞߚࠅ߹ߟޕ㧘ߚߣ߃߫㧘ቇᩞᄖ㧔ઁ
ߩቇᩞ㧘ࠥࠬ࠻࠹ࠖ࠴ࡖߥߤ㧕ߣߩᵹ߽৻ㆊᕈߩ߽ߩߣߒߡߪ᱑ㄫߐࠇߡ߽㧘ᕡᏱ⊛ߦ⛽ᜬ
ߒߡⴕ߁ߦߪᾘ㔀ߔ߉ࠆߎߣ߇㔍ὐߢߞߚࠅ㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦࠃߞߡታߢ߈ࠆቇ⚖㓸࿅ࠍ⊒
ዷ⊛ߦ⸃ᶖߒߚ⇣ቇᐕ㧘⇣ᐕ㦂╬ߦࠃࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㘑⎇ⓥ߽৻ቯߩଔ୯ߪࠄࠇߡ߽㧘ห᭽ߦ
᳗⛯⊛ࠪࠬ࠹ࡓߦߪߥࠅᓧߥߎߣߥߤ߇ࠄ߆ߣߥߞߡ߈ߚߩߢࠆޕ
ߘߩὐࠍ〯߹߃ߡ㧘ᣂߒࠪࠚࡑߣߒߡߪ㧘ࡌࠢ࠻࡞ߩะ߈ࠍㅒߦߔࠆߣ߁⊒ᗐ㧘ߟ߹ࠅ㧘
ޟᣂߒቇ⠌ⅣႺࠍ㧔ᓥ᧪ߩ㧕ቇ⚖ౝᬺ߳߇ߘߎ࡞࠻ࠢࡌ߁ߣޠታ〣⊛ߦߪࠃࠅലߢߪߥ
߆ ߣ⠨ ߃ࠆ ࠃ߁ ߦߥ ߞߚ ߩߢ ࠆ  ߘߎ ߢ࡞ ࠻ࠢ ࡌߩ ߘޕታ〣 ߽ଦ ㅴߐ ࠇ㧘 ߘࠇ ࠄࠍ ߽ߣ ߦ
G2GFCIQI[ ߩ᭴▽߽߳ㄼࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢߪߥߢࠈ߁߆ޕ
 ߘߩ㓙㧘ቇ⚖ౝᬺ߳ᜬߜㄟߴ߈ᣂߒቇ⠌ⅣႺߣߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩߢࠈ߁߆ޕᚒߪޘ㧘ᣂ
ߒቇ⚖ౝቇ⠌ଦㅴߩࠗࡀࡉߣߒߡ 9GD ߩᔨߩലᕈߦ⌕⋡ߔࠆߎߣߣߒߚޕ9GD ߪ㧘
ߣࠅࠊߌߘߩᣇะᕈЊ␠ળᕈЊ㓸วᕈߣ߁ὐ߇ᓥ᧪ߩࠊࠁࠆ 9GD ߣߩᄢ߈ߥ㆑ߢࠅ㧘
ߘࠇࠍᡰ߃ࠆᔨߣߒߡߩ␠ળ⊛᭴ᚑਥ⟵㧘ࡈࠜࠢ࠰ࡁࡒ㧘ࡆࠠ࠲ࠬߣ߁⠨߃ᣇ߽ᣂߒቇ
⠌ⅣႺߦߣߞߡߪ㊀ⷐߥ߽ߩߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ

㧞 ቇ⚖ౝᬺߩߚߩ 1PNKPGVGCEJKPI ߩ࠷࡞̆9KMK ࠍਛᔃߦ̆
৻⥸⊛ߦ㧘9GD ߩ࠷࡞ߣߒߡ㧘ߘߩᣇะ㧘㓸ว⍮㧘ਥ⊛╬ߩ․ᓽࠍ߽ߟߚઍ⊛࠷࡞
ߣߒߡߍࠄࠇࠆߩ߇㧘$NQI455505$$59KMK ߥߤߢࠆߎߣߪࠃߊ⍮ࠄࠇߡࠆࠍࠄࠇߎޕᢎ
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ᧄ↰߶߆㩷 ቇ⚖ౝᬺߦ߅ߌࠆᣂߒᖱႎᛛⴚߩ⟎ߠߌߦߟߡ㧔㧞㧕

⢒⊛ߦ↪ߔࠆߣ߁ߎߣߪ㧘ㅀߩ␠ળ⊛᭴ᚑਥ⟵ℂ⺰߿ࡈࠜࠢ࠰ࡁࡒ㧘ࡆࠠ࠲ࠬߣ߁ⷰ
ὐߣ߽ว⥌ߔࠆ߽ߩߢࠅ㧘ߥࠎࠄぷふߔߴ߈ℂ↱ߪᒰߚࠄߥޕᣂߒ㧘ቇ⚖ౝቇ⠌ߩࠗࡔ
ࠫߢࠆޟᢎ߃ࠄ߆ޠ㨬ቇ߮㨭߳㧘
ߢߥࠎߺޟ⍮ᕺࠍߒว㧘⠨߃㧘ࠊ߆ߞߡ㧔ߢ߈ߡ㧕ߊᬺ㨭
߇ߎࠇࠄߩ࠷࡞ࠍ↪ߔࠆߛߌߢߛࠇߢ߽ታߢ߈ࠆߎߣߦߥࠆߩߢࠆޕ
 ᧄ⺰ᢥߦవ┙ߟ╙㧝ႎߢߪ㧘ߘࠇࠄߩ࠷࡞ߩߥ߆ߢ㧘․ߦ $$5 ߦὶὐࠍᒰߡߡታ〣⊛ߦ߽ᬌ⸛
ߒ㧘ߘߩലᕈࠍታ⸽ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ ᧄ↰↰ፒ߶߆ ߪߢ⺰ᧄޕ㧘9KMK ߦὶὐൻߒߡߐࠄ
ߦ⎇ⓥࠍផㅴߒߡ߈ߚޕ9KMK ࠍขࠅߍߚℂ↱ߪ㧘9KMK ߩ߽ߟᰴߩࠃ߁ߥ․ᓽ߇ᚒ⎇ߩޘⓥᗧ࿑ߦ
ว⥌ߒߡࠆߣ⠨߃ߚ߆ࠄߢࠆޕ
 ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩߤߎ߆ࠄߢ߽㧘ߟߢ߽㧘⺕ߢ߽㧘ᢥᦠࠍᦠ߈឵߃ߡሽߔࠆߎߣ߇ߢ߈
ࠆ߽ߩޕ
 ᢥᦠߩᦠ߈឵߃ߦᦨૐ㒢ᔅⷐߥ࠷࡞ߪ࠙ࠚࡉࡉ࠙ࠩߩߺޕ
 9KMK ․ߩᢥᦠࡑࠢࠕ࠶ࡊߪ *6/. ߥߤߣᲧߴߡ◲ẖߥߩߢⷡ߃߿ߔࠍࠇߎޕᗧ⼂ߒ
ߥߢᚑߔࠆߎߣ߽น⢻ޕ
 หߓ 9KMK ౝߩᢥᦠ㑆ࡦࠢ߇߿ࠅ߿ߔߊ㧘ㅪ៤ߒߚᢥᦠ⟲ࠍᚑߒ߿ߔޕ
 9KMK ߩࠆࠨࡃߦធ⛯ߢ߈ࠆੱߥࠄߛࠇߦߢ߽㐿߆ࠇߡࠆޕ

 ߐࠄߦ 9KMK ߪ㧘ઁߩ࠷࡞ߣᲧセߒߚߣ߈ߘߩ⁛․ߩ㐳ᚲࠍߊߟ߽߽ߞߡࠆ ߫߃ߣߚޕ9KMK
ߣ $$5 ߪᰴߩࠃ߁ߥᲧセ߇ߢ߈ࠆ
 $$5ψᤨ♽ߦࠍޠ⸒⊒ޟⓍߺ㊀ߨࠆࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ࠷࡞
 9KMKψౝኈߩ✬㓸㒰߇⥄↱ߥߎߣ㧘ၮᧄ⊛ߦᤨ♽ߩᢛℂࠍⴕߥࠊߥ
 9KMKψ⺕߽߇⥄↱ߦ⸥ޟ߈ᦠࠍޠട߃ߡߊࠦࡏ࡚ࠪࡦ࠷࡞㧘߽ߒߊߪ
ࠣ࡞ࡊ࠙ࠚࠕޕ
 9KMKψᨵエᕈ߇㜞ޕᠲ߇◲නࡕࡔޕᏭઍࠊࠅߩᵴ↪߿㧘◲ᤃߥࠦࡦ࠹ࡦ࠷▤ℂ
ࠪࠬ࠹ࡓߦ↪ߢ߈ࠆޕ
ߒ߆ߒ㧘ߎࠇߪ 9KMK ࠍឃઁ⊛ߦ↪ߔߴ߈ߢࠆߣ߁ߎߣߢߪߥ ࠈߒޕ9KMK ߣ 455 ߿ $NQI
ࠍ૬↪ߔࠇ߫ᄙጀ⊛ߥᣇ߇ߢ߈ࠆߎߣߦ⌕⋡ߔߴ߈ߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ
એ㧘߹ߣߡ⸒߃߫㧘9KMK ࠍߚ 9GD ߩ࠷࡞ࠍ↪ߒߚᬺࠍ᭴ᗐߔࠆ႐ว㧘ߤߩ࠷
࡞㧔$NQI505455 ࡈࠖ࠼ 9KMK㧕ࠍߤߩࠃ߁ߦᢎ⢒↪ ᣣᏱൻ ߔࠆ߆ࠍ⏕ߦߔࠆߎߣ߇ᔅ
ⷐߢࠅ㧘ߘߩ㓙㧘9GD ߩ߽ߟน⢻ᕈߦࡐࠗࡦ࠻ࠍ߅ߊߎߣ߇ᔅⷐߣߥߞߡߊࠆ࠻ࡦࠗࡐߩߎޕ
߇ὶὐൻߐࠇߡࠇ߫㧘ᓥ᧪ߩ࠷࡞ߢࠆࡔ࡞㧘ࡔࡦࠣࠬ࠻㧘ࡎࡓࡍࠫ㧔9$6 㧘./5
ߥߤࠍ↪ߔࠆߎߣ߽߽ߜࠈࠎน⢻ߢࠆߎߣ߽↳ߒᷝ߃ߡ߅ߊޕ

㩷

╙䋲┨ 㓸ว⍮ᔨ䈮䉋䉎 㪮㫀㫂㫀 䈱ᢎ⢒↪䈮䈧䈇䈩㩷

㧝 ࡙ࡆࠠ࠲ࠬࡀ࠶࠻␠ળߦ߅ߌࠆᣂߚߥᢎ⢒࠷࡞ߩᵴ↪㩷
 ᢙᐕ೨ࠃࠅ⓭ᅤߣߒߡࠇߚࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦߢ߹ߤ߶ࠇߎޕ㧘ߎࠇ߶ߤߩࠬࡇ࠼ߢߎࠇ߶
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⨙ၔᄢቇᢎ⢒ታ〣⎇ⓥ 㪉㪎㩿㪉㪇㪇㪏㪀

ߤᄙߊߩੱߦߜߚޘᶐㅘߒߡߊߣߪߞߚ⺕߇੍ᗐߢ߈ߚߢࠈ߁߆⊓ߩ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޕ႐
ߢᚒ↢ߩޘᵴ߽㘧べ⊛ߦଢߦߥࠅ㧘⥄ቛߦዬߥ߇ࠄ࡚ࠪ࠶ࡇࡦࠣࠍᭉߒߺ㧘505㧘ࡉࡠࠣ㧘$$5 ╬
ߩ࠷࡞ߢࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩࠍᐢߍߡࠆޕ
 ߹ߚ㧘ߎߩ +6 ൻߩᵄߪ⧯⠪߹ߢᶐㅘߒߡ߈ߡࠆޕዊਛ㜞ᩞ↢ߣ߽⚂㧤ഀߩኅᐸߦ 2% ߇
ࠅ㧘ߘߩᵴ↪ౝኈߩᄢඨ߇ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻߿ࠥࡓߢࠆޕ៤Ꮺ㔚ߩᚲ₸߽㜞ᩞ㧝ᐕ↢ߢߔߢ
ߦ㧥ഀࠍ߃ߡࠆߩߘޕᵴ↪ౝኈߦߟߡ߽ᄢඨߪㅢࠃࠅࡔ࡞߿ 9GD ࠨࠗ࠻߳ߩࠕࠢࠬߢ
ࠆ $GPGUUG ᢎ⢒⎇ⓥ㐿⊒ࡦ࠲ ޕ
 ᐕ  ߦߪ㧘✚ോ⋭ࠃࠅ +%6 ╷ᄢ✁㧔࡙ࡆࠠ࠲ࠬࡀ࠶࠻␠ળߩታߦะߌߡ㧕߇⊒ߐࠇ
ߚޟߩߢ߹ࠇߎޕG,CRCPޠᚢ⇛߆ࠄᰴઍߩ +%6 ᚢ⇛ޟW,CRCPޠ᭴ᗐ߇ᛂߜߐࠇߚޕ+%6 ╷
ᄢ✁ߢߪ㧘 ᐕ߹ߢߦ߽ߢߟޟ㧘ߤߎߢ߽㧘ߢ߽㧘⺕ߢ߽ࠍࡦࠟࡠࠬ߁ߣޠឝߍ㧘⇇
ᦨవ┵ߩ +6 ࿖ኅࠍ⋡ᜰߒߡࠆޟޕW,CRCPߪߢޠ㧘 ࡙ࡆࠠ࠲ࠬࡀ࠶࠻ࡢࠢᢛ㧘 +%6 ᵴ
↪ߩ㜞ᐲൻ㧘 ↪ⅣႺᢛߩ  ߟߩᩇࠍ⸳ቯߒ㧘࿖ኅᚢ⇛㧘ᛛⴚᚢ⇛ߣߒߡផㅴߒߡߊߎߣߣ
ߒߡࠆޕᣣᧄ߇⋡ᜰߒߡࠆ࡙ࡆࠠ࠲ࠬࡀ࠶࠻␠ળߢߪ㧘ࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍ↪ߒߚᄙ᭽ߥࠦࡒࡘ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߇ታߔࠆߣߐࠇߡࠆޕ
ߎ߁ߒߚᐭߩ╷⢛᥊ࠃࠅ㧘
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪⠪ᢙߪ㧘
 ᐕ߆ࠄ  ᐕ߹ߢߢ⚂  ߩિ߮ࠍ␜ߒߡࠆޕ
ౝ㑑ᐭ߇ⴕߞߚ╙ޟ㧡࿁ᖱႎൻ
␠ળߣ㕍ዋᐕߦ㑐ߔࠆᗧ⼂⺞ᩏޠ
ߦࠃࠆߣࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪ߢ
ߪ 㧘 ዊ ቇ ↢  㧑 㧘 ਛ ቇ ↢
㧑ߣ㜞ഀวߢ↪ߒߡ
ࠆޕ9GD ⊛ߥᵴ↪ߢߪ㧘⥄ޟ
ಽߩ 9GD ߿ࡉࡠࠣ╬ࠍߞߚࠅ㧘
ᦝᣂߒߚࠅߔࠆߚ߃╵ߣޠਛቇ
↢ߪ 㧑ߦ߽ߩ߷ߞߚߚ߹ޕ㧘
(KIWTG ᣣᧄ࿖ౝߩࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪⠪ᢙផ⒖

$GPGUUG ᢎ⢒⎇ⓥ㐿⊒ࡦ࠲

 ޠ ᦠ⊕࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޟE KORTGUU4&㩷

߇  ᐕ  㨪 ߦዊቇ㧠
ᐕ↢߆ࠄ㜞ᩞ㧞ᐕ↢߹ߢࠍኻ⽎

ߦ㧘Ფᣣߩ↢ᵴߩ᭽ሶ㧘ⷫ߿ߛߜߣߩ㑐ଥ㧘ቇ⠌ⴕേߥߤߦߟߡࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍታᣉߒ㧘ሶ
ߤ߽ߚߜߩ↢ᵴో⥸ߩᗧ⼂߿ታᘒࠍಽᨆߒߚߣߎࠈ㧘ዊਛ㜞ᩞ↢ߣ߽㧘㧤ഀㄭߊߩኅᐸߪࡄ࠰
ࠦࡦࠍᚲߒߡࠆߜ߁ߩߘޕ㧠ഀએߩሶߤ߽߇ޟㅳߦ㧝࿁એࠍࡦࠦ࠰ࡄߪޠ↪ߒߡࠆޕ
߹ߚ㧘
ߡߟߦࡦࠦ࠰ࡄޟ㧘ߡߪ߹ࠆߎߣ㧘ᗵߓߡࠆߎߣ⾰߁ߣޠ㗄⋡ߢߪ㧘ߤߩቇᩞᲑ㓏
ߦ߅ߡ߽㧘߇ߩ߁ࠍࡦࠦ࠰ࡄޟޠߚࠅߥߦ߁ࠃࠆߖߥߎߣߞ߽ࠍࡦࠦ࠰ࡄޟᭉߒߩޠ
࿁╵߇ 㧑ࠍ߃ࠆ⚿ᨐߣߥߞߡߚߦߣߎࠆࠇ⸅ߦࡦࠦ࠰ࡄޕᅢᗧ⊛ߢࠅ㧘ߐࠄߦ߁߹ߊ↪
ߒߚߣ⠨߃ߡࠆޕ
ߎࠇ߹ߢߩቇᩞᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻↪ߣ߃߫㧘9GD ࡍࠫ߆ࠄᖱႎࠍ㓸ߒ㧘߹ߣ
ߚ߽ߩࠍ⥄ಽߩ 9GD ࡍࠫߣߒߡ⊒ାߔࠆߣ߁ࠃ߁ߥ 9GD ⊛ߥᵴ↪߇ਥᵹߢߞߚޕ9GD
⊛ࠨࠗ࠻ߢߪ㧘⠪߇ࡀ࠶࠻ߦࠕ࠶ࡊߒߚᤨὐߢቢ⚿ߒߡ߅ࠅ㧘㑛ⷩ⠪ߪනߦࠨࠗ࠻ᖱႎࠍ
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ᧄ↰߶߆㩷 ቇ⚖ౝᬺߦ߅ߌࠆᣂߒᖱႎᛛⴚߩ⟎ߠߌߦߟߡ㧔㧞㧕

↪ߔࠆߛߌߢࠆޕㄭᐕ 9GD ⊛ࠨࠗ࠻ߢߪ㧘ᄙߊߩࠨࠗ࠻࡙ࠩ߇ෳടߒ㧘ᖱႎࠍߒว
ߔࠆߎߣߢ㧘Ꮒᄢߥޟ㓸ว⍮ࠍޠᒻᚑߔࠆޕ

㩷
㧞 ቇ߮ᣇߩォ឵
ᓥ᧪ߩቇ⠌ⷰߪ㧘ᢥ⣂ࠍ㔌ࠇߡ৻⥸ൻߐࠇߚ⍮⼂ߩ⠌ᓧࠍ⋡ᜰߔ߽ߩߢࠅ㧘ⶄᢙߩ↢ᓤ߇ሽ
ߔࠆᢎቶౝߦ߅ߡ߽㧘↢ᓤ㑆ߦ߅ߌࠆ⋧↪߇ਲߒ߽ߩߢߞߚߥ߁ࠃߩߎޕቇ⠌ⷰߦ߅
ߡߪ㧘⍮⼂ࠍ⽎ൻ⣕ᢥ⣂ൻߒ㧘⍮⊒㆐ࠍੱߦㆶరߔࠆޕวℂ⊛ߦ⍮⼂⠌ᓧ߇ߢ߈ࠆὐߪ
ࠆ߇㧘⍮⼂ࠍ⥄Ꮖߩਛߢ᭴▽ߢ߈㧘ઁ⠪ߣߩ㑐ଥᕈ߇⭯ ષ ޕቇᩞ႐ߦ߅ߡ߽ᣥᘒ
ଐὼߣߒߡฃ㛎ࠍᗧ⼂ߒߚ⍮⼂ᵈဳߩቇ⠌߇ⴕࠊࠇߡ߅ࠅ㧘ᢎᏧߦࠃࠆ⋤⋡⊛ߥ⍮⼂વ㆐ဳᬺ
߇ⴕࠊࠇߡࠆ↢ޕᓤߪ㧘
ޟቇ߱ᗧࠍޠᄬ㧘
ޟฃ㛎߇⚳ࠊࠇ߫ᔓࠇߡߒ߹߁ቇജࠍޠりߦઃߌ
ߡࠆߦࠄߐޕ㧘ቇᩞౝᬺߦ߅ߌࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩᶖṌߣ␠ળߦ߅ߌࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩᔅⷐᕈߩ
⁜㑆ߢᢎᏧ㧘↢ᓤߚߜߪㅴߴ߈ࠍᮨ⚝ߒߡࠆޕ
ᣂߒቇ⠌ⷰߦ߅ߡߪ㧘
␠ޟળ⊛᭴ᚑਥ⟵ ޠ5QEKCN%QPUVTWEVKXKUO ℂ⺰ࠍၮᧄߣߒߚ⠨߃ᣇ
߇ਥᵹߣߥߞߡࠆ␠ޕળ⊛᭴ᚑਥ⟵ߢߪ㧘ߘߩ⍮නߣߒߡߩ␠ળ⊛㓸࿅㧘ᢥൻ⊛㓸࿅߇ቇ⠌
ߦ߆ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߆ߦࠬࡐ࠶࠻ࠍᒰߡߡࠆࠅ߹ߟޕ㧘ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߇ޘෳടߒߡ㧘ࠕࠗ
࠺ࡦ࠹ࠖ࠹ࠖ +FGPVKV[ ࠍ᭴▽ߔࠆㆊ⒟ߩਛߢ㧘ޟߩޘቇ߮ߩޠᄌൻࠍᄢಾߦߒߡߊߎߣ߇
㊀ⷐߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆޕᢥ⣂ߩਛߢߩ⍮⼂ߩ⠌ᓧ㧘ߟ߹ࠅォ↪น⢻ߥ⍮⼂ࠍ⠌ᓧߢ߈ࠆ߆߇
ᔕ↪⊛ᕁ⠨ߩ⊒㆐ߦߟߥ߇ࠆߩߢࠆߩߎޕᢥ⣂ߩਛߩ⍮⼂ߪ㧘ᓥ᧪ߩ৻ᢧᬺ߆ࠄߪᓧࠄࠇߦߊ
ߊ㧘ઁ⠪ࠍᔅⷐߣߔࠆ⥄ޕಽߣઁ⠪ߣߩ㑐ࠊࠅߩਛߢ⠌ᓧߒߚ⍮⼂߇ࠊࠁࠆォ↪น⢻ߥ⍮⼂ߢ
ࠆޕ⣕ᢥ⣂ൻߐࠇߚ⍮㧔⽎⍮㧕ࠍౝൻߒ㧘ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳടߦࠃࠅౣᢥ⣂ൻ㧔ታ⍮㧕ߔࠆߎߣ
ߦࠃࠅ↢߈ߡߪߚࠄߊ⍮ࠍ↢ߩߢࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⠨߃ᣇߪಽᢔ⍮ FKUVTKDWVGFEQIPKVKQP ߦㄭޟޕ⍮ߪޠ㧘ੱߩ㗡ߩਛߛߌߢ
ߎߞߡࠆ߽ߩߢߪߥߊ㧘ઁ⠪ߣߩ⋧ⴕὑ߿หᬺ㧘ߘࠇࠍขࠅᏎߊⅣႺోߦಽᢔߒߡ
ࠆ '*WVEJKPU ޕ⍮ᵴേߪ㧘නߦ㗡ߩਛߢ⸥ภࠍಣℂߒᯏ⢻ߒߡࠆߩߢߪߥߊ㧘ᄖ⇇ߦ
ࠆⅣႺࠍ߽⍮⾗Ḯߣߒߡ↪ߐࠇߡࠆޕੱ⍮⼂ߩ᭴ᚑ߇␠ળ⊛㑐ଥߩਛߢߤߩࠃ߁ߦ㑐ࠊࠅ
ߞߡ↪ߐࠇߡࠆߩ߆ࠍℂ⸃ߒ㧘ࠃࠅ৻⥸ൻߔࠇ߫㧘ߩ㑐ଥᕈߩਛߢߩㆡว߇߁߹ߊߥߐ
ࠇ㧘ല₸ൻߦ߽ߟߥ߇ࠆߩߢࠆޕ
ᓟ㧘ቇᩞ႐ߦ߅ߡ߽㧘ቇ⠌ࡄ࠳ࠗࡓߩᄌ㕟߇ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆߛࠈ߁ޕᢎ⑼ౝኈߩޟવ
㆐㧩⠌ᓧߩޠ᭴࿑߆ࠄᢥൻߩޟෳട㧩⠌ᓧߩޠ᭴࿑߳ォൻ㧘
ޟવ㆐㧔ᇦ㧕
ޟࠍࠧ࠹ࠞ߁ߣޠෳ
ട㧔ഃㅧ㧕
߳ࠧ࠹ࠞߩޠォൻ㧘ߘߩߚߩⷰὐߣߒߡޟౝൻޟࠄ߆ࠧ࠹ࠞޠౝൻ㧩ᄖൻࠞޠ
࠹ࠧ߳ߩォൻࠍ࿑ࠆᔅⷐ߇ࠆޕౝൻ㧩ᄖൻㆊ⒟ߩቇ⠌ߪ㧘⸒⺆ߥߤߦᇦߐࠇߚᵹ㧔⋧
↪㧕ߦࠃࠅㆀⴕߐࠇࠆޕᢥൻഃㅧߩㆊ⒟㧘␠ળߦෳടߒ߁ㆊ⒟ߢࠆ ᐣ ޕ
ߎߩߎߣߪ㧘දቇ⠌ߩਛߢ㧘ࠣ࡞ࡊౝߢಽᜂࠍߡⴕߞߚ႐ว㧘ฦੱߪන⁛ߢᵴേߒߡ
ߡ߽㧘ߘߩ⻉ⴕὑߪ⁛┙ߒߡࠆࠊߌߢߪߥߊ㧘⋧ߦ↪ߒߞߡోߩ⋡ᮡߦะ߆ߞߡᵴേ
ߒߡࠆߎߣ߆ࠄ߽ಽ߆ࠆޕ
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6CDNG ቇ⠌ߩᵴേℂ⺰㧔⋧ኻ⊛ࠕࠢࡦ࠻ߩ⒖ⴕ㧕


ᣥቇ⠌ߩᵴേℂ⺰ ᣂቇ⠌ߩᵴേℂ⺰

ቇ⠌ߩේℂ

વ㆐㧙⠌ᓧ

ෳട㧙⠌ᓧ

ᵴേߩන

ਥ㧙ቴߩゲ

ਥ㧙ቴ㧙ਥߩⅣ

ᵴേߩኻ⽎

ᢎ⑼ౝኈ

ᢥൻ

ᵴേߩᕈᩰ

ഭߩࠕ࠽ࡠࠫ

ㆆ߮ߩࠕ࠽ࡠࠫ

⊒㆐ߩේℂ

ౝൻߩㆊ⒟

ౝൻ㧙ᄖൻߩ⛔৻ㆊ⒟

ᜰዉߩ⺰ℂ

࠻࠾ࡦࠣℂ⺰

ࡇℂ⺰

ߘߩߚߩቇ⠌ⅣႺߣߒߡ㧘ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩᒻᚑ߇ᔅⷐߣߥࠆ⛘ߩࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޕኻ㊂ߪ
ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩⷙᮨߣᲧߔࠆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕᒻᚑߩߚߩ࠷࡞ߣߒߡ㧘9GD ࡌࠬߩ 9KMK
ࠍᵴ↪ߒߚ⣕৻ᢧᬺ⊛ߥᣂߚߥቇ⠌ᒻᘒߩࠅᣇࠍតߞߡߊߎߣߦߔࠆޕ


㧟 㓸ว⍮ߩᔨ߆ࠄߩ 9KMK ᵴ↪
㓸ว⍮ߣߪ㧘㓸࿅⊛⍮ᕈ %QNNGEVKXG+PVGNNKIGPEG ߣ߽߫ࠇ㧘ㄭᐕ 9GD ߩᐢ߹ࠅߣߣ߽ߦ
ᵈ⋡ߐࠇᆎߚ␠࠻࠶ࡀޕળߦ߅ߡߪ㧘9GD ߦಽᢔߒߚή㒢ߢਇ․ቯᄙᢙߩ⍮ᕈࠍࠝࡊࡦߥ
႐ᚲ 9GD ߦ㓸⚂ߒ㧘ᗧ߿⼏⺰ࠍࠊߔߎߣߦࠃࠅ㧘ࡉ࠶ࠪࡘࠕ࠶ࡊߐࠇߡᣂߚߥઃടଔ୯ࠍ߽
ߟᣂߚߥᖱႎ߇↢߹ࠇࠆߎߣߢࠅ㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻⊖⑼ౖޟ9KMKRGFKCࡑࠢ࠶ࡉ࡞ࡖࠪ࠰߿ޠ
ࠢ㧘.KPWZ ߥߤߩࠝࡊࡦ࠰ࠬ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕߩ㐿⊒ㆊ⒟ߥߤ߇ߘߩઍ⊛ߥߢࠆޟޕ6YQ
JGCFUCTGDGVVGTVJCPQPGޟ߿ޠਃੱነࠇ߫ᢥᱶߩ⍮ᕺߦ߁ࠃࠆ߽ߦ⻊ߩߤߥޠ㧘ఝ⑲ߥ৻ੱߩ
⠨߃ࠃࠅ߽㧘ᄢߩ⍮⼂ߩ㓸วޟ㓸ว⍮ߩޠᣇ߇ᱜ⏕ߢࠅ㧘ᣂߒ⁛ഃ⊛ߥᕁ⠨߇↢߹ࠇߡߊ
ࠆߣ߁߽ߩߢࠆߒ߆ߒޕ㧘නߦࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖౝߦ߅ߌࠆ⍮⼂ߩ✚એߩ⚿ᨐࠍ↢ߺߐߥߌ
ࠇ߫ᧄᒰߩᗧߢߩ㓸ว⍮ߣߪ⸒߃ߥߩߢࠆࠅ߹ߟޕ㧘ޟ㧝㧗㧝㧩㧞ߊߥߪߢޠ㧘ޟ㧪㧞ߣޠ
ߥࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ޟ㓸ว⍮ߩޠᔨࠍ⍮⼂ߩ㓸Ⓧߣߣࠄ߃ࠆߣ㧘೨ㅀࠃࠅ⍮⼂㊂ߣ㓸ว⍮ߦࠃߞߡᓧࠄࠇߡ⍮⼂ߩ
ᱜ⏕ᕈߪ㧘Ყߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߜࠊߥߔޕ㧘ㅢᏱᬺߩߒว႐㕙ߢߪ㧘ߘߩ⊒⸒₸ߦࠃࠆᓇ
㗀߇ᄢ߈ߊߥߞߡߊࠆߒ߆ߒޕ㧘ఽ┬↢ᓤߩ⊒㆐Ბ㓏߇߇ߞߡߊࠆ߶ߤߒว႐㕙ߢߩ⊒⸒₸
ߪૐਅߒߡࠆߩ₸⸒⊒ߩߎޕૐਅߦࠃࠆޟ㓸ว⍮ߩޠᱜ⏕ᕈࠍ㜞ࠆߚߩᣇᴺߩ৻ߟߣߒߡ㧘
9KMK ࠷࡞ߦ⌕⋡ߒߚޕ

㧠 .QPI6CKN ⽎ߣቇ⚖ౝᬺߦ߅ߌࠆ⊒⸒₸
 ᐕ  㧘9KTGF/CIC\KPG ߦޟ6JG.QPI6CKNߣޠ㗴ߔࠆ⸥߇ឝタߐࠇߚ⸥ޕࠍᦠߚ
ߩߪ㧘ឝタ㔀✬㓸㐳 %JTKU#PFGTUQP ߢࠆ࡞࠹ࠣࡦࡠޟޕ㧔㐳የ㧕ߣ߽ߣ߽ߪޠሽߒߡ
ߚ⽎ࠍᜰߒߡࠆߩߛ߇㧘#PFGTUQP ߪߘࠇࠍࠪࡦࡊ࡞ߥᨒ⚵ߺߢዷ㐿ߒߚߦࠄߐޕ㧘᪢↰ᦸᄦ߇
ࡉࠚ࠙ޟㅴൻ⺰ߩޠਛߢ⚫ߒߚߎߣ߆ࠄᣣᧄߢ߽ 9GD ߣߦ⣉శࠍᶎ߮ߡࠆޕ᪢↰ߪߎߩ
⽎ߦߟߡᦠ☋ᄁࠅߍㇱᢙࠍߦߣࠅ⺑ߒߡࠆ߫߃ޕᐕ㑆ᄁࠅߍ㧝߆ࠄ㗅ߦࠣ
ࡈࠍㅪߨߡߊߣోߪ (KIWTG ߩࠃ߁ߥࠣࡈߣߥࠆޕ
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ᧄ↰߶߆㩷 ቇ⚖ౝᬺߦ߅ߌࠆᣂߒᖱႎᛛⴚߩ⟎ߠߌߦߟߡ㧔㧞㧕

2500000

1000ㇱߢ5mmߣߔࠆߣ
200ਁㇱߢ10m

2000000
1500000
1000000

1ౠ5ࡒࠢࡠࡦߢ
1Km⛯ߊ

500000

Item 200000

Item 199999

Item…

Item…

Item…

Item…

Item…

Item…

Item…

Item…

Item…

Item…

Item 10

Item 9

Item 8

Item 7

Item 6

Item 5

Item 4

Item 3

Item 2

Item 1

0


(KIWTG ᦠ☋ᄁࠅߍㇱᢙࠍߦߒߚ .QPI6CKN

 ᐕߩᄁࠅߍࠍߦߣࠆߣ㧘ᮮゲߩ +VGO ߆ࠄ㧝ߣ࠲࠶ࡐࡂޡਇᱫ㠽ߩ㛉჻࿅ޢ㧘
㧞ޡ⇇ߩਛᔃߢᗲࠍߐߌ߱ޢ㧘㧟ߩࠞࡃޡოޕߊ⛯ߣޢ㧝ࠣࡈ߇⚂ O ߣߔࠆ
ߥࠄ߫㧘+VGO ߢߪ㧘ᐕ㑆  ౠᄁࠇࠇ߫ߣቯߔࠆߣ㜞ߐ  ࡒࠢࡠࡦߩ߇ޠ࡞࠹ޟ᳗㆙
MO ߦࠊߚߞߡિ߮ࠆߎߣߦߥࠆߩߛޕ
ࠕ࡞␠ળߩᦠ☋⽼ᄁߣ߃߫㧘ᐫ⥩߿ୖᐶߣ߁ᄢ߈ߥ࿕ቯ⾌ࠍᛴ߃ࠆߚ㧘ᄁࠇࠆᧄ㧘ߟ߹
ࠅߩࡈࠣ ޠ࠼࠶ࡋޟᏀ ߢ⋉ࠍߍ㧘 ޠ࡞࠹ࠣࡦࡠޟ᳗㆙ߣ⛯ߊࠣࡈߩฝ ߩ៊ᄬࠍ
߁ᬺࡕ࠺࡞ߛߞߚోޕຠߩ 㧑߇ 㧑ߩᄁࠍߟߊࠆ㧘ࠊࠁࠆࡄ࠻ߩᴺೣߢࠆߒޕ
߆ߒ㧘ࡀ࠶࠻␠ળߢߪ㧘ߎߩ 㧑ߩޠ࡞࠹ޟㇱಽ߇㊀ⷐߦߥߞߡߊࠆޕ#OC\QPEQO ߿ #RRNG ߩ
K6WPGU ߩߦߣߞߡ⺑ߔࠆߎߣߦߔࠆߩߎޕਔ␠ߪ㧘ోߩᄁࠅߍߩ㧟ಽߩ㧝એࠍޠ࡞࠹ޟ
ㇱಽߢ߹߆ߥߞߡࠆߣ߁␠࠻࠶ࡀޕળߦ߅ߡߪ㧘ᐶߦⷐߔࠆࠦࠬ࠻߇ᭂߡૐߚ࠹ޟ
࡞ޠㇱಽߢ⋉ࠍⒿߋߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߛޕ#OC\QPEQO ߪ㧘 ਁὐ߽ߩᦠ☋ࠍขࠅᛒ߁ߎߣ߇ߢ
߈㧘K6WPGU ߢߪ㧘 ਁᦛࠍ߃ࠆᭉᦛࠍߒߡࠆ ߩߎޕ㧑ߩޠ࡞࠹ࠣࡦࡠޟㇱಽߩᄁࠅ
ߍࠍ㓸Ⓧߔࠇ߫㧘㧑ߩޠ࠼࠶ࡋޟㇱಽߩᄁࠅߍߦᢜߔࠆߣ߁ޕ㒢ࠅߥߊήߦㄭ߽ߩ߿ଔ
୯ࠍή㒢ᄢߦ㒢ࠅߥߊㄭኻ⽎߆ࠄ㧘ࡠߦ㒢ࠅߥߊㄭࠦࠬ࠻ߢ㓸Ⓧߢ߈ߚࠄ߇ߎࠆ߆ߎޕ
ࠇ߇ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩน⢻ᕈߩᧄ⾰ߥߩߢࠆߣ᪢↰ߪㅀߴߡࠆޕ
ߎࠇࠍ㓸ว⍮ߩᔨߦߡߪߡߺࠆ␠࠻࠶ࡀޕળߦ߅ߡߪ㧘ࡄ࠻ߩᴺೣߪㅢ↪ߖߕ㧘ਇ
․ቯᄙᢙߩޠ࡞࠹ޟㇱಽߩᗧࠍ㓸⚂ߔࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆ␠࡞ࠕޕળߢ㧘ࠆࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ
߇ሽߔࠆߣߒࠃ߁߈ߣߚߒࠍ⺰⼏ߡߟߦࡑ࠹ࠆޕ㧘ߪߚߒߡߘߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳട⠪ߩ㧑
߇⼏⺰ߦടࠊߞߡࠆߛࠈ߁߆ޕਛቇᩞߦ߅ߡߪ㧘ቇ⚖ߩ⚂ 㧑೨ᓟߒ߆⊒⸒ߒߡߥࡄޕ
࠻ߩᴺೣ߇ᒰߡߪ߹ࠆߜࠊߥߔޕᱷࠅ 㧑ߪᧂ⊒⸒⠪ߥߩߢࠆ ߩߎߡߒߘޕ㧑ߩᗧ߇ో
ߩᗧߣߒߡขࠅߍࠄࠇࠆߎߣߣߥࠆޕቇᩞᢎ⢒႐ߢߪ㧘ฦᬺߢߩߒว႐㕙╬ߢቇ⚖ౝ
ߦ߅ߌࠆ↢ᓤోຬ߇ᵴ⊒ߦᵴേߦෳടߔࠆߎߣ߇ℂᗐߣߐࠇߡࠆߒ߆ߒޕ㧘ᐕ㦂߇߇ࠆߦߟࠇ
ߘߩ⊒⸒₸߇ૐਅߒߡߒ߹߁ޕ
৻ࠍߍࠆߣ㧘㐳⼱Ꮉࠄߩ⎇ⓥߢߪ㧘㤩ߣޘߊߣᕁࠊࠇߡߚ߈ࠕߩ⚂㧞ഀ߇㧘ታߪ߶
ߣࠎߤߡߥߣ߁⚂ࠕࠪࡈ࠼ࠞޕ㧟㧜ߕߟߩ㧟ߟߩࠦࡠ࠾㧔ⴊ✼㓸࿅㧕ࠍ㧘⍹ߎ߁
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ߢߟߊߞߚੱᎿߩᎽߦ⒖ߒ㧘㧝ߕߟࡑࠞߢශࠍઃߌߡⷰኤߒ㧘ⴕേ㘃ဳࠍಽ㘃ߒߚޟޕᅚ₺
ࠕ߿ෆߥߤࠍߥߡ߈ࠇߦߔࠆޟޠᎽߩ㒰ࠍߔࠆࠨࠛޟޠขࠅࠍߔࠆߩߤߥޠഭⴕὑࠍߔ
ࠆࠕߪฦࠦࡠ࠾ߩ⚂㧤ഀߢ㧘ޟᱛߒߡࠆ⥄ޟޠಽߩࠍߥߡࠆޟޠ߽ߖߕ⒖േߒߡ
ࠆߢߌߛޠ㧘ߕߞߣ߆ߥࠕ߇⚂㧞ഀߚߜ߁ߩߎޕ㧝ߟߩࠦࡠ࠾ߢ㧘ᦨ߽ࠃߊߊ㧢
ࠍขࠅ㒰ߡߺߚߣߎࠈ㧘ᰴߦࠃߊߊࠕߩഭ㊂߇Ⴧ߃ߚ߇㧘߆ߥࠕߪ߇ߞߡ߽
߆ߥ߆ߞߚ 㐳⼱Ꮉ ߦࠄߐޕߩ⎇ⓥߢߪ㧘ߎߩ㧞ഀߩ߆ߥࠕࠍขࠅ㒰ߡ߽ᔅߕ㧞ഀ
ߩ߆ߥࠕ߇ࠇࠆޕߊ߆߆ߥ߆ߪࠕੱߩ㗴ߩߪߕߢࠆ߇㧘㓸࿅ߢࠆߣᏱߦ
৻ቯߩഀวߢߐࠇࠆߪߊࠄߘ߅ޕ㧘⥄ಽ߇㓸࿅ߩਛߢᨐߚߔߴ߈ᓎഀࠍㆬᛯߒߡࠆߩߢߪߥ
߆ߣផ᷹ߐࠇࠆޕ
 ቇ⚖ౝߦ㧟ߟߩήὑߥࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇ሽߔࠆߣߒࠃ߁ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕౝߢߩߒว႐㕙ߢ㧘
⊒⸒⠪ 㧑㧘ਅ⊒⸒⠪ 㧑ࠍ㧝ߟߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦ㓸㧘ౣᐲߒว႐㕙ࠍ⸳ߌࠆޕ
ㅢᏱߢࠇ߫⊒⸒⠪ࠍ㓸ߚࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߢߪ㧘ᵴ⊒ߥ⼏⺰߇ࠊߐࠇࠆߪߕߢࠆߚ߹ޕ㧘
ਅ⊒⸒⠪ࠍ㓸ߚࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߢߪ㧘ᴉ㤩߇⛯ߊߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆߒ߆ߒޕ㧘ታ㓙ߪ⊒⸒⠪
߽ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߢ߽ਅ⊒⸒⠪ߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߢ߽ߘߩ⊒⸒ߩᄙዋߩഀวߪᄌࠊࠄߥ߆ߞߚߗߥޕ
ߎߩࠃ߁ߥߎߣ߇ߎࠆߩߛࠈ߁߆ߪࠇߘޕ㧘ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖౝߦജ㑐ଥߩᐨ߇↢߹ࠇ㧘㧑ߣ
߁ᢙሼ߇ᄌൻߒߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆ␠࡞ࠕߦ߁ࠃߩߎޕળߢߪ㧘ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇ᄌൻߒߡ߽ߘߩਛ
ߩ⊒⸒₸߇ᄌࠊࠄߥ৻ޕᣇࡀ࠶࠻␠ળߢߪ㧘ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖౝߩੱ㑆㑐ଥ߇ኻ╬ൻߐࠇࠆߚ㧘㕖
Ᏹߦ㜞⊒⸒₸ࠍ↢ޕ$$5 ࠍᵴ↪ߒߚᬺታ〣ߦ߅ߡ 6CDNG ߩࠃ߁ߥಽᨆ⚿ᨐࠍᱷߒߚߩߎޕ
⎇ⓥߢ․ߦᵈ⋡ߔߴ߈ὐߪ㧘ᧂ⊒⸒⠪߇ߥ߆ߞߚߎߣߢࠆߚ߹ޕ㧘 ಽߢ  ߩᦠ߈ㄟߺߣ
߁ߩߪ㧘ㅢᏱߩߒวᵴേߢߪ࿎㔍ߢࠆⶄޕᢙߩࠬ࠶࠼ߦฦ⥄߇หᤨㅴⴕߢෳടߢ߈ߚߚ
6CDNG ࡠࠣ⸥㍳ߩಽᨆ⚿ᨐ
✚ᦠ߈ㄟߺᢙ    

ߢࠈ߁߽ࠄ߆ߣߎߩߎޕ㕖Ᏹߦᵴ⊒ߥߒว

ᚲⷐᤨ㑆          ಽ  ⑽

߇ⴕࠊࠇߡߚߣ߃ࠆޕᲧセߩߚߦหቇ

㧝ࠬߚࠅߩᐔဋᚲⷐᤨ㑆    ⑽

⚖ߢߩㅢᏱߩᬺ߿ቇ⚖ળ╬ߩߒว႐㕙ߢ

㧝ੱߚࠅߩᐔဋ⊒⸒ᢙ    ࿁

ߩᧂ⊒⸒₸ࠍ⺞ᩏߒߚߣߎࠈ㧘ᬺෳട↢ᓤᢙ

ᧂ⊒⸒⠪ᢙ ੱ㧔⊒⸒₸ 㧑㧕  ฬ㧘 ಽ㑆ߢ⚂ 㧑೨ᓟߢࠆ⸒⊒ޕᢙ߽
ᦨᄢߢ  ߢߞߚ ᧄ↰↰ፒ߶߆ ޕ
 ߎߩࠃ߁ߦ㧘ࡀ࠶࠻␠ળߢߪ㧘ቇ⚖ౝᬺߦ߅ߡࡠࡦࠣ࠹࡞ㇱಽߩ⊒⸒ࠍ 9GD ߢ㓸⚂ߔࠆ
ߎߣ߇น⢻ߦߥࠆޕቇ⚖ౝᬺߩᣂߒ⹜ߺߣߒߡᵈ⋡ߐࠇࠆߎߣߦߥࠆߛࠈ߁ߢߎߘޕ㧘╙  ┨
ߢߪ㧘9KMK ࠷࡞ࠍᵴ↪ߒߡᣂߚߥᬺᒻᘒߩឭ᩺ࠍߒߚޕ

╙䋳┨ 㪮㫀㫂㫀 䉕ᵴ↪䈚䈢ᬺታ〣㩷

㧝 ߪߓߦ
 ᧄ⎇ⓥߩ㧝㧘㧞┨ߦ߅ߌࠆℂ⺰߇ᢎ⢒႐ߢታ〣น⢻߆ߤ߁߆ࠍ⏕ߔࠆߚߦ㧘ዊቇᩞ╙㧡ቇ
ᐕ␠ળ⑼ߢ㧘9KMK ࠍߞߡߩᬺታ〣ࠍⴕߞߚߩߢ߹ޕቇ⠌ᒻᘒߢߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥࠕࡊࡠ࠴ᣇ
ᴺߪ⊝ήߢߞߚߣ߃ࠃ߁ߩߢ߹ࠇߎޕቇ⠌ㆊ⒟ߦ߅ߡ㧘ߦ␠ળ⑼ᣂ⡞ߥߤ৻ߟߩຠࠍ
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ᧄ↰߶߆㩷 ቇ⚖ౝᬺߦ߅ߌࠆᣂߒᖱႎᛛⴚߩ⟎ߠߌߦߟߡ㧔㧞㧕

ࠅߍ⊒ળࠍⴕߞߚࠅ㧘߹ߚࠣ࡞ࡊᲤߦ⊒ឝ␜‛ࠍᚑߒߚࠅߥߤ㧘৻ߟߩ߽ߩࠍࠅ
ߍࠆㆊ⒟ࠍㅢߒߡ㧘߹ߚߪදቇ⠌ߩਛߢᗧࠍߒว߁ߥߤߒߡߩޟ㓸ว⍮ࠍޠዉ߈ߔቇ⠌ᒻ
ᘒߪߞߚ߇ߛޕ㧘ㆊ⒟ߦ߅ߡ㧘⥄ಽߩࠅߍߡࠆ߽ߩߦ㧘⥄ಽߣߪ㆑ߞߚ⍮⼂߇㓐ᤨ
ട╩ୃᱜߐࠇߡߊ⁁ᴫߪ㧘⏕ታߥࠆቢᚑᒻࠍࠅߍߡߊਛߢ㧘㕖Ᏹߦല₸⊛ߥ⽎ߢߪ
ࠆߥ߁ࠃߩߎޕㆊ⒟ߩਛߢ㧘ᨐߚߒߡ⊒㆐Ბ㓏ߦහߒߚቇ⠌߇ⴕࠊࠇ㧘⍮⼂ࠍ₪ᓧߒߡߊߎߣ߇
ߢ߈ߡߚߩ߆ࠍ㧘એਅߩ㧞ߟߩ⺑ࠍ┙ߡ㧘ᬌ⸽ߒߡߊߎߣߣߔࠆޕ
Ԙ 9KMK ߢ߹ߣߡߊߎߣߦࠃࠅ㧘ᡷᄌߐࠇߚㇱಽ߽⥄Ꮖߩ⍮⼂ߣߥࠅ߁ࠆޕ
 ᓥ᧪ߩቇ⠌ᵴേߢߪ㧘ฦੱ߹ߚߪฦࠣ࡞ࡊ߇৻ߟߩ⺖㗴ߦኻߒ㧘ᖱႎࠍ㓸⊒߿ឝ␜ߔࠆ
ߚߩࡄࡀ࡞ࠍ߹ߣࠆߣ߁ߎߣ߇ᄙߪߢߎߘޕ㧘⺖㗴ࠍㅊ᳞ߒߡࠆਥ⠪߇㓸ߚᖱႎߛ
ߌ߇ఝవߐࠇࠆߪߦࠄߐޕ㧘ᤨߣߒߡߘߩᖱႎ߇⺋ࠅߢࠆߎߣߦ᳇ઃ߆ߕߦቇ⠌߇ㅴࠎߢߊߎ
ߣ߽ࠅ߁ࠆޕ9KMK ࠍ↪ߒߡߩ႐วߦߪ㧘ߘߩᬺߩㆊ⒟ߩਛߢട╩ୃᱜ߇ട߃ࠄࠇࠆߎߘޕ
ߢߪ㧘ਥ⠪߇᳇ઃߊߎߣߩߢ߈ߥ߆ߞߚᖱႎ߽ട߃ࠄࠇ㧘ߘߩߎߣࠍ߽ߣߦߒߚᣂߚߥ᳇ߠ߈߇
↢߹ࠇ㧘ࠃࠅ♖ᐲߩ㜞߹ߣ߇ⴕࠊࠇߡߊߣ⠨߃ࠆޕ
ԙ ᤨߦⶄᢙߩᖱႎߦ⌕⋡ߒ㧘ߘߩߎߣ߽⍮⼂ߣߒߡ⠌ᓧߒ߿ߔߊߥࠆޕ
 ᓥ᧪ߩቇ⠌ߦ߅ߡߪ㧘ᖱႎࠍ߽ߣߦ߹ߣߚ߽ߩߪ㧘ᦨ⚳⊛ߦߘߩੱ㧔߹ߚߪߘߩࠣ࡞ࡊ㧕
ߩߺߩ⍮⼂ߩ₪ᓧ₸߇㜞ޕᢎ⢒႐ߦ߅ߡߪ㧘⍮⼂ࠍቢߔࠆߚ㧘ቢᚑߒߚ⊒‛ࠍ߽ߣߦ
⊒ળࠍⴕ㧘⍮⼂ߩࠍ⋡ᜰߔࠆߔ⊒ޕߪ⊒ේⓂ߹ߢ߹ߣࠆߥߤ㧘ࠃࠅ⍮⼂ࠍ₪ᓧߔ
ࠆᯏળ߇Ⴧ߃ࠆ߇㧘⊒ࠍ⡞ߊߪࡔࡕࠍߣࠆߥߤߩⴕὑࠍⴕߞߚߣߒߡ߽㧘Ყセߔࠆߣߘߩߦ
ኻߒߡߩ⍮⼂ߩ₪ᓧ₸ߪૐߊߥࠆะ߇৻⥸⊛ߦࠆ㧔ዊቇᩞ㧡ᐕ↢᥉ㅢቇ⚖  ฬ⺞ᩏ㧕ޕ
ߘߎߢ㧘
9KMK ࠍ↪ߔࠆߎߣߩࡔ࠶࠻ߣߒߡ㧘ఽ┬ߪ⥄ಽߩࡍࠫࠍ✬㓸ߔࠆ㓙㧘ࠨࡦࡊ࡞ߣߒߡઁߩఽ
┬ߩࡍࠫࠍෳᾖߔࠆߚ߹ޕ㧘⥄ಽ߇✬㓸ߒߡࠆࡍࠫߢߪᔅⷐߣߒߥᖱႎࠍ㧘ઁߩࡍࠫࠍ
✬㓸ߔࠆ႐วߢߪᔅⷐߣߐࠇࠆ⁁ᴫ߇↢߹ࠇ㧘⺖㗴ߦኻߒߡⶄᢙߩᖱႎࠍᮮᢿ⊛ߦᵴ↪ߔࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧞 ታ〣⸘↹ߩⷐ
 㧞ߟߩ┙ዊቇᩞߩ╙㧡ቇᐕࠍኻ⽎ߦ㧘␠ળ⑼ߩቇ⠌ߦ߅ߡ 9KMK ࠍߞߚනరቇ⠌⸘↹ࠍએਅ
ߩࠃ߁ߦ┙ߡ㧘ታᣉߒߚ㧔 ᐕ  㨪 ᐕ㧞ታᣉ㧕
ᧄޕනరߪ㧘ዊቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߣߩ㑐
ㅪߣߒߡ㧘㧞㧔㧠㧕
ޟᚒ߇࿖ߩ࿖ߩ⥄ὼߥߤߩ᭽ሶߦߟߡ㧘ᰴߩߎߣࠍ࿑ߘߩઁߩ⾗ᢱࠍᵴ↪
ߒߡ⺞ߴ㧘࿖ߩⅣႺߪੱ↢ߩޘᵴ߿↥ᬺߣኒធߥ㑐ㅪࠍ߽ߟߡࠆߎߣࠍ⠨߃ࠆࠃ߁ߦߔࠆߦޠ
ߚࠆ߽ߩߢࠅ㧘ߘߩਛߩ㗄⋡ࠕޟ࿖ߩ⟎㧘ᒻ߿᳇ߩⷐ㧘᳇᧦ઙ߆ࠄߺߡ․⦡ߩ
ࠆၞߩੱ↢ߩޘᵴߡߟߦޠቇ⠌ߔࠆ߽ߩߢࠆޕ
 ߎߎߢߪ㧘ᴒ✽⋵߿ർᶏߩࠃ߁ߦ㧘ઁၞߦᲧߴ᷷ᥦᄙ㔎߿ኙ಄ᄙ㔐ߩၞߢߩੱߒࠄߩޘ
߿↥ᬺࠍౕߣߒߡขࠅߍ㧘⥄ὼⅣႺߦㆡᔕߒߥ߇ࠄ↢ᵴߒߡࠆੱߩޘᎿᄦࠍቇ⠌ߒ㧘ߘߩ
㆑߇ᴒ✽⋵߿ർᶏߣߞߚޟὐߢޠሽߔࠆߩߢߪߥߊ㧘࿖ߩᐢ߇ࠅ߿ᒻߩ․ᓽߣ㑐ㅪࠍ
߽ߜߥ߇ࠄ㧘⒖ࠅᄌࠊߞߡߊޟ߿ޠ✢ޟ㕙ࠍߣߎࠆ߇ࠅ߇ߥߟߥ߁ࠃߩޠቇ⠌ߐߖࠆᔅⷐ߇
ࠆߚ߹ޕ㧘ዊቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔⸃⺑␠ળ✬ߢߩหౝኈߩขᛒߩਛߦ㧘ఽ┬৻ੱ৻ੱ߇⾗ᢱࠍᵴ↪
ߒߡ⺞ߴ㧘߹ߣࠆࠃ߁ߥౕ⊛ߥᵴേࠍขࠅࠇࠆߎߣߩᄢಾߐ߇␜ߐࠇߡࠆޕ
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⨙ၔᄢቇᢎ⢒ታ〣⎇ⓥ 㪉㪎㩿㪉㪇㪇㪏㪀
















































































නరฬ㧠 ࠊߚߒߚߜߩ࿖ߣⅣႺ㧔᧲੩ᦠ☋ޟᣂ✬ᣂߒ␠ળ㧡ਅޠ
㧕
  㧝 ߐ߹ߑ߹ߥ⥄ὼߣߊࠄߒ㧔㧝㧜ᤨ㑆ᛒ㧕
   ╙㧝ᤨ ࠊߚߒߚߜߩ࿖̪ࡊ࠹ࠬ࠻ታᣉψԘᵴ↪
      ᣣᧄߩ࿖ࠍ⇇࿑߿ㄝߩ࿑߆ࠄᝒ߃㧘⟎⊛ߥߒᣇࠍ⍮ࠆޕ
      ᣣᧄߩ࿖ߩᐢ߇ࠅࠍ᧲ධർߩߘࠇߙࠇ┵ࠍ⏕ߔࠆߎߣߢߟ߆ޕ
   ╙㧞ᤨ ᣣᧄߩㇺᐭ⋵
      ㇺᐭ⋵ߦߟߡߩℂ⸃ߩ⏕ࠍߔࠆޕ
      ⺞ߴቇ⠌ߩߚߩㇺᐭ⋵ߩᏗᦸࠍ߽ߟޕ
   ╙㧟ᤨ ᴒ✽⋵ߣർᶏߩ․⦡
      ᣣᧄߩᦨධ㧘ᦨർߩ⋵ߩ․ᓽࠍ⍮ࠆߎߣ߆ࠄ㧘ᣣᧄߩ࿖ߩᐢ߇ࠅࠍ⠨߃ࠆߣߣ߽ߦ㧘
       ฦㇺᐭ⋵ࠍ⺞ߴࠆߚߩⷰὐࠍ⏕ߔࠆޕ
   ╙㧠ᤨ ฦㇺᐭ⋵߆ࠄᣣᧄࠍߡߺࠃ߁Ԙ ̪࠹ࡆળ⼏ታᣉ
      㧝ੱ㧝ㇺᐭ⋵ࠍฃߌ߽ߟߡ㧘೨ᤨߩ߹ߣࠍ⋡ߦ⺞ߴቇ⠌ࠍⴕ߁ߚߩಽᜂࠍ
       ࠆޕ
   ╙㧡ᤨ ฦㇺᐭ⋵߆ࠄᣣᧄࠍߡߺࠃ߁ԙ
      㧝ੱ㧝ㇺᐭ⋵ࠍฃߌ߽ߟߡ㧘೨ᤨߩ߹ߣࠍ⋡ߦ⺞ߴቇ⠌ࠍㅴࠆޕ
   ╙㧢ᤨ ฦㇺᐭ⋵߆ࠄᣣᧄࠍߡߺࠃ߁Ԛ
      㧝ੱ㧝ㇺᐭ⋵ࠍฃߌ߽ߟߡ㧘೨ᤨߩ߹ߣࠍ⋡ߦ⺞ߴቇ⠌ࠍㅴࠆ
   ╙㧣ᤨ ฦㇺᐭ⋵߆ࠄᣣᧄࠍߡߺࠃ߁ԛ
      ಽ߆ߞߚߎߣࠍ 9KMK ߦ߹ߣࠆޕ
   ╙㧤ᤨ ฦㇺᐭ⋵߆ࠄᣣᧄࠍߡߺࠃ߁Ԝ
      ಽ߆ߞߚߎߣࠍ 9KMK ߦ߹ߣࠆޕ
   ╙㧥ᤨ ฦㇺᐭ⋵߆ࠄᣣᧄࠍߡߺࠃ߁ԝ
      9KMK ߆ࠄㇺᐭ⋵ߩฦ․ᓽߦߟߡ߹ߣࠆޕ
   ╙  ᤨ ࿖ߩᐢ߇ࠅߣ᳇ߩ᭽ሶ
      9KMK ߩᖱႎ߆ࠄᣣᧄߩ᳇ಽᏓ߿ߘߩ․ᓽࠍ⺞ߴ㧘߹ߣࠆޕ

 ߘߎߢ㧘ᧄනరߢߪᴒ✽⋵ߣർᶏߩౕߢߩቇ⠌ߩᓟ㧘ߘࠇࠍෳ⠨ߦఽ┬৻ੱ৻ੱ߇ߘߩ
ઁߩฦㇺᐭ⋵ߦߟߡ㧘ᒻ߿᳇ߥߤߩ⥄ὼߩ․⦡ࠍ⺞ߴ㧘ߘߎߦੱ↢ߩޘᵴߩ᭽ሶ߿Ꮏᄦ
ࠍ㑐ㅪߠߌߡቇ⠌ߒߡߊ⸘↹ࠍ┙ߡߚߚ߹ޕ㧘ߘߩቇ⠌ᵴേ߮ቇ⠌ᚑᨐࠍ߭ߣߟߦߟߥ߉㧘ߘ
ࠇࠍߞߡఽ┬ోຬߢቇ⠌ࠍㅴࠆ㓙ߦലߥᚻᲑߣߒߡ㧘9KMK ࠍᵴ↪ߒߡߊߎߣߣߒߚޕ
 9KMK ࠍ߁ߎߣߢ㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻߇↪ߢ߈ࠆⅣႺߢࠇ߫㧘ᤨ㑆߿႐ᚲߩ⚂ࠍฃߌߕߦఽ
┬߇ቇ⠌ࠍㅴࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆߣߣ߽ߦ㧘ቇ⠌ߩ႐ࠍᢎቶ߆ࠄኅᐸߦ߹ߢᐢߍ㧘⼔⠪
߆ࠄߩᗧ߿ഥ⸒㧘េഥࠍኈᤃߦฃߌࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆߚ߹ޕ㧘ห᭽ߩቇ⠌ࠍߔࠆో࿖ߩዊቇ㧡
ᐕ↢ߣߩ㆙㓒දቇ⠌ߩน⢻ᕈ߽⠨߃ࠄࠇ㧘ᧄታ〣ߢߪ㧘㧞ߟߩ┙ዊቇᩞߢ߭ߣߟߩ 9KMK ࠍ
㧘ᴒ✽㧘ർᶏࠍߩߙߊ  ㇺᐭ⋵ࠍਔᩞߩఽ┬ߢಽᜂߒ㧘ᗧ឵╬ࠍⴕ߁දቇ⠌ߩߢቇ
⠌ࠍㅴࠆߎߣߣߒߚޕ

㧟 ታ〣ߩ⚻ㆊ
 නరߩቇ⠌ࠍᆎࠆ೨ߦ㧘ታ〣ࠍⴕ߁ฦዊቇᩞߩఽ┬㧔㧭ዊቇᩞ  ฬ㧘㧮ዊቇᩞ  ฬ㧘ว⸘ 
ฬ㧕ߦኻߒߡ㧘ቇ⠌ߦ߆߆ࠊࠆౝኈߩࡊ࠹ࠬ࠻ࠍታᣉߒߚޕ
6CDNGࡊ࠹ࠬ࠻⚿ᨐ

ߩ․⦡ࠍ⍮ࠆߚߦߪߤࠎߥߎߣࠍ⺞ߴࠇ߫ࠃ߆ޕ

㧭ዊቇᩞ

㧮ዊቇᩞ

ᒻ᳇↥ᬺࠍౝኈࠍᦠߚఽ┬

3ੱ

2ੱ

⸥ߩ߁ߜ㧞ߟࠍᦠߚఽ┬

2ੱ

5ੱ

⸥ߩ߁ߜ㧝ߟࠍᦠߚఽ┬

13 ੱ

8ੱ

ߘࠇએᄖߩౝኈࠍᦠߚఽ┬

7ੱ

5ੱ
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ᧄ↰߶߆㩷 ቇ⚖ౝᬺߦ߅ߌࠆᣂߒᖱႎᛛⴚߩ⟎ߠߌߦߟߡ㧔㧞㧕

 ࿖ߩⅣႺ߇ੱ↢ߩޘᵴ߿↥ᬺߣኒធߥ㑐ㅪࠍ߽ߟߡࠆߎߣࠍ⠨߃ߡߊߦߚࠅ㧘ฦㇺᐭ
⋵ߦߟߡ㧘ߤߩࠃ߁ߥߎߣࠍ⺞ߴ߹ߣߡߌ߫ࠃ߆ᣢሽߩቇ⠌߆ࠄᓧߡࠆ⍮⼂߿⚻㛎ࠍ⏕
ߔࠆ⋡⊛ߩ⸳ߦ߅ߡ㧘⸥ߩࠃ߁ߥ⚿ᨐߣߥߞߚߴ⺞߇ੱ৻ੱ৻┬ఽޕቇ⠌ࠍㅴߡߊߚ
ߦߪ㧘⺞ߴߡߊߚߩⷰὐ߇ᔅⷐߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇߚߩߢ㧘9KMK ࠍᵴ↪ߔࠆ೨Ბ㓏ߩቇ⠌ߢ
ࠆᴒ✽߿ർᶏߢߩౕࠍㅢߒߡ㧘ߤߩࠃ߁ߥߎߣࠍ⺞ߴߚࠄ㧘ߘߩߩ․ᓽࠍ⍮ࠆߎߣ߇ߢ
߈㧘ੱ↢ߩޘᵴ߿↥ᬺߣߩ⚿߮ߟ߈߇ಽ߆ࠆࠃ߁ߦߥࠆ߆ࠍᗧ⼂ߒߡᬺታ〣ࠍㅴߚޕ
 ╙  ᤨએ㒠㧘ಽᜂߐࠇߡฦㇺᐭ⋵ߦ㑐ߔࠆ⺞ߴቇ⠌ࠍታᣉߒߚ࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗ߿ᧄߪ┬ఽޕᬌ⚝
ߦࠃࠆᖱႎ㓸ߩઁ㧘⚖ห჻ߩᖱႎ឵㧘⼔⠪߿࿐ߦࠆᄢੱ߆ࠄߩ⡞߈ขࠅ⺞ᩏ╬ࠍⴕ㧘
ቇ⠌ࠍㅴߡߞߚߩߘޕ㓙㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩ 9KMK ߦ߹ߣࠆߎߣࠍᔨ㗡ߦ⟎߈㧘ᢥ₂߆ࠄߩ
౮⌀㧘࿑ߩࠦࡇ↪ߪή⸵นߢߒߡߪߌߥߎߣ㧘ᒁ↪ෳ⠨ᢥ₂߿⾗ᢱ㧘දജ⠪╬ߩᖱႎḮ
ࠍ⸥㍳ߒឭ␜ߔࠆߎߣߥߤ㧘⪺ᮭ╬ߦ㑐ߔࠆᜰዉࠍⴕߞߚޕ
╙  ᤨߩ㧞ᤨ㑆ࠍቇ⠌ߒߚౝኈߩᢛℂ㧘⸥㍳ࠍⴕࠊߖߚޕቇ⠌ࠍ߹ߣࠆࡊ࠶࠻ࡈࠜ
ࡓߣߒߡߪ㧘9KMK ߦ (KIWTG ߩࠃ߁ߥࡍࠫࠍ⸳ߌ㧘ߘߎ߆ࠄฦ⥄ߩᚑࡍࠫߦࡦࠢࠍᒛߞ
ߚޕ

(KIWTG ߺࠎߥߩߜ߆ࠄ㧬߁߈㧝

(KIWTG ߺࠎߥߩߜ߆ࠄ㧬߁߈㧞


߹ߚ㧘ฦᤨ㑆ߩᦨᓟߦߪ㧘ᢎᏧߢ 9KMK ߳ߩ⸥ㅀߢᎿᄦ߇ࠄࠇߚ߽ߩߦ㑐ߒߡ㧘ൻࠍ࿑ߞ
ߚࠅࠃߦࠇߘޕ㧘વ߃ߚߎߣࠍಽ߆ࠅ߿ߔߊലᨐ⊛ߦ߹ߣࠆߚߦߪ㧘⺞ߴߚౝኈߩ߇㊀ⷐ
ߥߎߣߢࠆ߆ࠍ⏕ታߦᛠីߒߡߥߌࠇ߫㧘Ꮏᄦߢ߈ߥߣ߁ߎߣ߇ఽ┬ߚߜߦᗧ⼂ൻߔࠆߎ
ߣ߇ߢ߈ߚߦࠄߐޕ㧘ᰴᤨ߹ߢߦኅᐸቇ⠌߿ભᙑᤨ㑆╬ߢ㧘ട╩ୃᱜߐߖࠆࠃ߁ߦᜰ␜ߒߚ
(KIWTG ޕ
ߘߩ⚿ᨐ㧘߶߷ోຬߩఽ┬߇㧘ߘߩߩ․ᓽߣߒߡߩᒻ߿᳇㧘ਥߥ↥ᬺߦߟߡ⺞ߴࠄࠇ
ߡ߅ࠅ㧘ઁߦ߽વ⛔ᢥൻ߿ⷰశ╬ߩ⍮ࠅᓧߚᖱႎࠍ⼾ንߦ㧘9KMK ߳⸥ㅀߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߡߚޕ
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(KIWTG ട╩ୃᱜߐࠇߚ 9KMK

(KIWTG ട╩ୃᱜߐࠇߚ 9KMK㧞


╙  ᤨߩቇ⠌ߦ߅ߡ㧘ఽ┬߇ߘࠇߙࠇࠍ߹ߣߚࡍࠫࠍߞߡᬺࠍㅴߚޕᣣᧄߩ⊕
࿑ࠍ߽ߣߦߒߚࡢࠢࠪ࠻ߦ㧘9KMK ߩฦࡍࠫ߆ࠄ⺒ߺขߞߚߎߣࠍࡔࡕߒ㧘ߘߩౝኈ߆ࠄ࿖
ߩᐢ߇ࠅ߿ᒻߩ․ᓽࠍ⏕ߒߥ߇ࠄ㧘ੱ↢ߩޘᵴߩ᭽ሶ߿↥ᬺ߇㑐ㅪࠍᜬߜߥ߇ࠄ⒖ࠅᄌࠊߞ
ߡߊߎߣࠍ⏕ߒߚޕනరߩቇ⠌ᓟ㧘ߎߩቇ⠌ߢᓧࠄࠇߚ⍮⼂߿ᗵᗐࠍ 9KMK ߦ⸥㍳ߐߖߚ㧔6CDNG
㧕ޕ
6CDNG ᬺᓟߩఽ┬ߩᗵᗐ

















ᣣᧄߪ㧘㧢ߟߩ᳇ߦಽ߆ࠇߡࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
ἑᚭౝᶏߦ㕙ߒߚ⋵ߪ㧘߹ࠅ㔎߇㒠ࠄߥޕ
ᣣᧄߩ᳇ߪጊߣᶏ߇ᄢ߈ߊ㑐ଥߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ
ጊ߇ᄙ߆ࠄ᳇߇ᄢ߈ߊᄌࠊࠆޕ
౻ߪᣣᧄᶏߪ㒠᳓㊂߇ᄙޕ
ᄥᐔᵗߪ㒠᳓㊂߇ዋߥޕ
ᣣᧄߪ㧘ਛᔃߦጊ߇ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
႐ᚲߦߞߚᨐ‛ߥߤ߇ࠄࠇߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ
↥ᬺߪᒻ߿᳇ߦࠃߞߡߘߩߩ․ᓽ߇ᄌࠊࠆߣ߁ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ
᳇ߪ㧘ጊ߇ࠆߣߘߩኻߩᄤ᳇߇ᄢ߈ߊᄌࠊࠆޕ
㧔ᣣᧄᶏߩ⋵ߣᄥᐔᵗߩ⋵߽ห᭽㧕
ᣣᧄߪ㧘ፉߩਛᄩ߇ጊߢ㧘ࠅߦᐔ߇ࠆޕ
྾࿖ᣇߢߪ㧘ਥߦ㧘ߺ߆ࠎ߿߱ߤ߁߇ߟߊࠄࠇߡࠆޕ
᳇ߦࠃߞߡ㧘․↥ຠߪᄌࠊࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚ


㧠 ⠨ኤ
⺑Ԙߦ㑐ߒߡߪ㧘⺖㗴ㅊ᳞ߩ㓙㧘ᬺෳⷰࠍ⸳ቯߒ㧘⼔⠪ߦ߽දജࠍઔ߉㓸ว⍮ࠍᒻᚑߒߡ
ߊ႐㕙ࠍ⸳ߌߚߩߘޕ㓙ߦߪ㧘ఽ┬ߩ⍮⼂ߛߌߢߪߥᖱႎ߽㧘ㅢᏱߩᬺࠃࠅᣧࡍࠬߢᦠ
߈ട߃ࠄࠇߡߞߚޕ
ᚑᒰೋߪ㧘⥄ಽߩㆬᛯߒߚ⺖㗴ߦኻߔࠆ⍮⼂߽ዋߥ߆ߞߚߩߘޕᓟ㧘ᬺෳⷰᤨߦߪ㧘⼔⠪
ߘࠇߙࠇ߇ᜬߞߡࠆ⍮⼂ࠍട╩ߒߡ߽ࠄ㧘ฦࡍࠫߣ߽㧘㔍⸃ߥ⺆ฏߪߞߚ߽ߩߩ㧘ߘࠇߙ
ࠇߩᖱႎߪჇ߃ߡߞߚߩߘޕᖱႎࠍ߽ߣߦߒߡ㧘ᦝߦฦ⥄߇㔍⸃ߥ⺆ฏߩᗧࠍ⺞ߴߚࠅ㧘ട߃
ࠄࠇߚᖱႎࠍౣᐲ⥄ಽߢ⺞ߴ⋥ߒߡߺߚࠅߥߤߩᵴേࠍⴕߞߡߞߚޕᒰೋߪ㧘⥄ಽߩࡍࠫ߳ߩ
ᚲᗧ⼂ߩߚ߆㧘ᡷᄌߐࠇߡߒ߹߁ߎߣ߳ߩᚭᖺ߽ߞߚ߽ߩߩ㧘ᰴ╙ߦ㧘Ᏹߦᣂߒᖱႎ߇
ട߃ࠄࠇߡߞߡ⥄ಽߩࡍࠫ߇ᚑ㐳ߒߡࠆ⽎ߦ㑐ᔃ߇㜞߹ߞߡߊࠆఽ┬߽ᄙߊߥߞߡ߈ߚޕ
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ᧄ↰߶߆㩷 ቇ⚖ౝᬺߦ߅ߌࠆᣂߒᖱႎᛛⴚߩ⟎ߠߌߦߟߡ㧔㧞㧕

ߘࠇࠄߩⷐ⚛߇ߦࡦࠢߒว㧘ߘߩ㑐ᔃߩ㜞߹ࠅ߆ࠄᣂߚߥ⍮⼂ࠍ₪ᓧߒࠃ߁ߣߔࠆᗧ᰼߇
㜞߹ࠅ㧘⚿ᨐߣߒߡᚑ⚳ੌᤨߦߪ⍮⼂ߩ₪ᓧ₸߇㜞ߊߥߞߚޕ
6CDNG ࡍࠫߩട╩ୃᱜߩഀวߣߘࠇߦ߁⍮⼂ߩ₪ᓧ₸ߩផ⒖


ᚑᒰೋ

ᬺෳⷰᤨ ᚑ⚳ੌᤨ

ട╩ୃᱜߩഀว 㧜㧑

㧞㧜㧑

㧤㧡㧑

⍮⼂ߩ₪ᓧ₸

㧤㧑

㧤㧜㧑

㧡㧑

⺑ԙߦ㑐ߒߡߪ㧘ᣣᧄߩ࿖ోࠍㅢߒߡ㧘ߘߩ․ᓽࠍᢥ┨ߢㅀߴߡߊ㗴ࠍⴕᲧセߔ
ࠆߎߣߣߒߚߪ┬ఽޕ㧘ᒰቇᐕߩ╙㧝ቇᦼߦ㧘ᣣᧄฦߩ․↥‛ߦߟߡߩ⺞ߴቇ⠌ࠍⴕߞߡ߅
ࠅ㧘ߘߩ㓙ߘߩ․↥‛ߩⓠߣ߁ⷰὐ߆ࠄ㧘߅߅ࠃߘߩᒻ߿᳇ߩ․ᓽࠍቇࠎߢߪࠆ߇ߛޕ㧘
ฦㇺᐭ⋵ߩ⁁ᴫࠍ߽ߣߦ㧘ߘߩ⠨߃ࠆၞࠍㇺᐭ⋵߆ࠄᣇ㧘ߘߒߡ࿖ో߳ߣᐢߍᝒ߃ߡ
ߘߩ․ᓽࠍ⸥ㅀߔࠆߣ߁ߎߣߪ㧘ࡊ࠹ࠬ࠻ߩᲑ㓏ߢߪߢ߈ߡߪߥ߆ߞߚߦ․ޕ㧘ఽ┬⥄り߇
⺖㗴ߣߒߡㆬᛯࠍߒߡߥ㑐ᔃߩߥၞߦ㑐ߒߡߪ㧘ߘߩ⟎㑐ଥߐ߃╵߃ࠄࠇߥఽ┬߇ᄙ
߆ߞߚ߇ߛޕ㧘9KMK ࠍᚑߒߡⴕߊਛߢ㧘ㄭ㓞ߩㇺᐭ⋵߿⟎ߔࠆᣇߩᖱႎࠍෳ⠨ߦߔࠆߥߤ㧘
⥄ಽ߇߹ߣߡߊㆊ⒟ߩਛߢઁߩ㑐ଥߔࠆᖱႎࠍ㓐ᤨෳ⠨ߦߒߡߊߣ߁ᚻᴺࠍ⥄ὼߥᒻߢข
ࠅࠇߡߊߎߣ߇ߢ߈ߚߚ߹ޕ㧘ࡍࠫᚑߩਛߢߩട╩ୃᱜߣ߁ߎߣ߇㧘$$5 ߿࠴ࡖ࠶࠻
ߥߤߩᗧ឵ߣห᭽ߥᖱႎߩ߿ࠅߣࠅߩ႐ߣߥߞߡߚߪߢߎߘޕ㧘ඞฬߢࠅ㧘ߟᡷᄌ߇ߐ
ࠇߚ߆ಽ߆ࠄߕߦ㧘ਇࠍᛴ߈ౣᐲ⥄ಽߢ⺞ߴࠆߣ߁ᬺ߽ᤨߣߒߡߪߒߚ߇㧘ߘߩᡷᄌ߇
ࠃࠅᱜ⏕ߥ߽ߩߢࠆߣ߁⼂㧘⥄Ꮖߩ⺞ߴࠃࠅ♖ᐲ߇㜞ߣ߁⼂߇⏕߆ߡߊਛߢᄢ߈
ߊߥߞߡߞߚߥ߁ࠃߩߘߡߒߘޕⅣႺߩਛߢᵴേߩല₸߽߇ࠅ㧘⚿ᨐߣߒߡߘߩᤨ㑆⊛ߥ
߆ࠄ߽㧘⍮⼂ߩ₪ᓧ₸߇߇ߞߚߣ߁⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚ㧔6CDNG ห৻ఽ┬ߩ⾗ᢱᲧセࠃࠅ㧕ޕ

6CDNG ⥄Ꮖ⺖㗴એᄖߩ⍮⼂₪ᓧ₸


ࡊ࠹ࠬ࠻

ࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻

⥄Ꮖ⺖㗴ߩ⍮⼂₪ᓧ₸

㧝㧡㧑

㧥㧜㧑

⥄Ꮖ⺖㗴એᄖߩ⍮⼂₪ᓧ₸

㧞㧑

㧣㧜㧑

ߐࠄߦߪ㧘ฦ⥄ߩ⺖㗴એᄖߩᖱႎߦ㑐ߒߡ߽㧘㓐ᤨෳ⠨ߦߔࠆߥߤߒߡߡߚߚ㧘ᮮᢿ⊛ߥ
ᖱႎߩᣇ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ㧘࿖ߩ․ᓽోࠍᷰߒߡ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߚޕ
ߎߩߎߣ߆ࠄ߽㧘9KMK ࠍᵴ↪ߒߡߩቇ⠌ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃࠅ㧘ല₸⊛ߦᐢ▸࿐ߩ⍮⼂ࠍ₪ᓧߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߚߣ߃ࠆޕ

╙䋴┨

⎇ⓥ䈱䉁䈫䉄


ᣣߩ␠ળߦ߅ߡ㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻߿ࡔ࡞ࠍᇦߦߒߡߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߇ᣣᏱൻߒߡ
ࠆߦ߆⏕ޕ㧘ࡄ࠰ࠦࡦ߿៤Ꮺ㔚߇߽ߚࠄߒߚᖱႎ␠ળߩଢᕈߪߐࠄุቯߒ߇ߚߒ߆ߒޕ㧘
ඞฬߢ⥄↱ߦⴕേߢ߈ࠆࡀ࠶࠻␠ળ߇㧘ੱ㑆ߩ᰼᳞ࠍჇᄢߐߖߡࠆߩ߽ታߢࠆߓ࠻࠶ࡀޕ
߇ߘߩઍ⊛ߥߢࠆޕ
ઍߩሶߤ߽ߚߜߪ㧘ߤߎ߆ߦᔃߩዬ႐ᚲࠍ᳞ߡࠆࠃ߁ߦᗵߓࠆੱ᧪ᧄޕ㑆ߪ㓸࿅Ꮻዻᗧ⼂
߇ᒝߊ㧘ᔅⷐߦᔕߓߡⶄᢙߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦᚲዻߔࠆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩߘޕౝߢ⥄ಽߩ⟎ߠߌࠍߒ㧘
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ᗐ␠ળ
(Virtual Reality)

ᔃᗵࠍᓧߡࠆߩߢࠆࠅ߹ߟޕ㧘㓸࿅Ꮻ⚊ߩਛߩߩ⏕┙ߢ
ࠆߦࠄߐޕ㧘ᚲዻࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦࠃߞߡ⥄ಽߩ⟎ߠߌ߇ᄌൻ
ߔࠆ⥄ޕಽ߇ਥੱߦߥࠇࠆ߽߁৻ߟߩዬ႐ᚲߣ߁ߩࠍࠕ࡞
␠ળߢߪߥߊࡀ࠶࠻␠ળߦ᳞ߡࠆߩ߆߽ߒࠇߥޕ

ታ␠ળ
(Reality)

߹ߚ㧘ࡀ࠶࠻␠ળߣࠕ࡞␠ળߦ߅ߡߪ㧘ᗐታ 8KTVWCN
4GCNKV[ ߣታ 4GCNKV[ ߩ㑐ଥߪ㧘൮㑐ଥߦࠆߣ⠨߃ࠆޕ
ታ␠ળࠍᗐ␠ળ߇൮ߺㄟࠎߢࠆߣ߁࿑ᑼߛޕ㗴ⷞߐ

(KIWTGᗐ␠ળߣ

ࠇߡࠆࡀ࠶࠻࠻ࡉ࡞߽ోߡߎߩᗐ␠ળౝߢ➅ࠅᐢߍࠄࠇߡ

ታ␠ળߣߩ⋧㑐࿑

ࠆࠅ߹ߟޕ㧘ߎࠇࠄߩ࠻ࡉ࡞ߪ㧘ታ␠ળߩᄖߢߎߞߡࠆߩ
ߢ㧘ታ␠ળߢߩࡕ࡞߇ㅢ↪ߖߕ㧘ήᐭ⁁ᘒߦ㒱ߞߡߒ߹߁ޕ

ߎࠇࠄߩ㗴ࠍ⸃ߔࠆߚߦ㧘ታ␠ળ߆ࠄᗐ␠ળࠍ㓒㔌ߔߴ߈ߣ߁⠨߃߇↢߹ࠇߡߊࠆߩ
ߢࠆࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒࠦޕ⢻ജߦᧂᚑᾫߥሶߤ߽ࠍࡀ࠶࠻␠ળ߆ࠄ㓒㔌ߔࠆߩߢߪߥߊ㧘ࡀ࠶࠻
␠ળߦㆡᔕߢ߈ࠆࠃ߁ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജࠍりߦઃߌߐࠇࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߣ⠨߃ࠆޕ
6QO#VNGG  ߪ㧘ੱ㑆ߩ㓸࿅⊛⍮ᕈߦߟߡ㧘
ޟ㓸࿅ᕁ⠨㧔㓸࿅ᵻᘦ㧕߿ੱߩ⍮ࡃࠗࠕࠬ
ߦᛂߜൎߞߡ㓸࿅߇ද⺞ߒ㧘ࠃࠅ㜞⍮⊛⢻ജࠍ⊒ើߔࠆߚߣߩ߽ߩޠਥᒛߒߡࠆޕ#VNGG ߩ
ℂ⺰߆ࠄ߃߫㧘㓸࿅⊛⍮ᕈ߇ᦨᄢ㒢ߩലᨐࠍ⊒ើߔࠆߚߦߪ㧘ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖౝߩߩޘᗧࠍ
ߘߩᲣ㓸࿅߇ฃߌࠇࠆ߆ߤ߁߆ߦ㑐ࠊߞߡߊࠆߣ߁␠࡞ࠕޕળߣࡀ࠶࠻␠ળߣߩኻᲧߢ⠨ኤ
ߔࠆߣߘߩඞฬᕈߦࠃࠅ㧘ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖౝߩജ㑐ଥ߇ࡈ࠶࠻ߦߥࠆࡀ࠶࠻␠ળߩᣇ߇ࠃࠅߩޘ
ᗧ߇Უ㓸࿅ߦฃߌࠇࠄࠇࠆ⎇ᧄޕⓥߢߎ߁ߒߚⷰὐߢℂ⺰᭴▽㧘ታ〣ࠍⴕߞߡ߈ߚޕᓟ߽㧘
ࡀ࠶࠻␠ળߦ߅ߌࠆࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⢻ജߩ⢒ᚑ߿㧘㓸࿅⊛⍮ᕈߩ⏕┙ࠍ࿑ࠆߚߩᣉ╷ߦߟ
ߡ⎇ⓥࠍㅴߡ߈ߚߣ⠨߃ࠆޕ


ᒁ↪ᢥ₂৻ⷩ㩷

$GPGUUG ᢎ⢒⎇ⓥ㐿⊒ࡦ࠲╙ޟ㧝࿁ሶߤ߽↢ᵴታᘒၮᧄ⺞ᩏႎ๔ᦠ ޠᒁ↪ᣣ
 
JVVRDGPGUUGLRDGTFEGPVGTQRGPTGRQTVMQFQOQUGKMCVWAFCVCKPFGZUJVON㧚
%JTKU#PFGTUQP̌6JG.QPI6CKN̍9KTGF/CIC\KPG ᒁ↪ᣣ 
JVVRYYYYKTGFEQOYKTGFCTEJKXGVCKNJVON
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学級内授業における新しい情報技術の位置づけについて（３）
―― ラーニング・エコロジー思想による FFP の教育利用についての理論と実践 ――
本田 敏明∗ ・ 興野 庄一∗∗
内山 聡子，木間塚 祥子，千ヶ崎 美貴，松岡 詩織梨∗∗∗
(2008 年 6 月 30 日受理)

ICT in Traditional Classroom Teaching (3)
：Utilizing FFP based on the Concept of Learning Ecology
Toshiaki HONDA , Shoichi KYUNO
Satoko UCHIYAMA, Sachiko KIMATSUKA, Miki CHIGASAKI, Shiori MATSUOKA

キーワード：教育環境，ラーニング・エコロジー，Web2.0，ファイアーフォックス・ポータブル，iGoogle

ユビキタス情報社会における新しい教育学の構築という視点から、学級内授業の活性化を図る
ための方策を検討してきたが，本論はその第 3 報である。本論では，世界的に注目され始めたラー
ニング･エコロジー(Learning Ecology)という学習環境概念を検討する。ラーニング･エコロジーとは
世界的な関心を集めているエコロジー思想の学習への応用というべきものであり，調和性，協調性，
持続性，個別性などの特徴を持つ学習館に対する新しい考え方の提唱を行うものである。このよう
なラーニング･エコロジーは，今日のインターネット環境のなかでその効果が大いに発揮されるもの
として，とりわけ情報教育の分野で注目を集めている。本論では，理論的に今日の学校教育で求め
られるラーニング･エコロジーの特徴について，その理論的整理を行った後，その具体化として、
Web2.0 の持つコンセプトやツールを用いた協調学習の取り組みという観点から，Firefox Portable と
iGoogle を用いた実証的研究を実施した。中学校における情報教育での利用事例としての研究授業とそ
の分析を行った。結果は，ラーニング･エコロジーの思想をよく反映したものとして，成果を得ること
ができた。

はじめに
ユビキタス情報社会の到来によって，学級内授業で実現すべき新しい学習環境とはどのようなも
のであろうか。我々は，新しい学級内学習促進のイネーブラとして Web2.0 の概念の有効性に着目す
ること，およびそれを支える概念としての社会的構成主義，フォークソノミー，ユビキタス，クラ
ウド・コンピューティングという考え方が新しい学習環境にとっては重要なものであると考える。
このような新しい学習環境を総括的に表す概念として現在、世界的に注目されているのが、ラー
茨城大学教育学部
茨城町立明光中学校
∗∗∗
茨城大学教育学部情報文化課程
∗

∗∗
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ニング･エコロジー(Learning
(Learning Ecology)という概念である。これは「学習環境
Ecology)
学習環境を見るときの一種のメ
タファー」であるといわれる
であるといわれる(Brown 2000)。
我々は，この概念にいち早
早く着目し，その学校教育での実践化を企図することとした
することとした。

第１章 ラーニング・エコロジーとは何か
概念について
１ ラーニング・エコロジー概念
上述した学習環境の新しいメタファーであるラーニング・エコロジーは
しいメタファーであるラーニング・エコロジーは
しいメタファーであるラーニング・エコロジーは、地球温暖化に象徴され
るエコロジー思想の世界的高揚
世界的高揚が背景にあるのはいうまでもないが、同時
同時に学習における個性、共
生、調和の尊重という思想的背景
思想的背景が、例外なくエコロジー思想を教育・学習
学習にも導入すべきである
という点と合致したということも
したということも言える（図 1 参照）。

図 1 ラーニング･エコロジーの実際
(Richardson 2002)

２

ラーニング･エコロジーと WBLE

その際，インフォーマリティ
インフォーマリティ、コミュニティ性、調和性、創造性、全体性
全体性等といったエコロジー
環境の属性が今日のインターネット
のインターネット環境と結びついたとき、その効果が最大限
最大限に発揮されるのは時
代の必然性であろうか。ラーニング･エコロジーが
ラーニング･エコロジーが Web Based Learning Ecology(WBLE)として強調
Ecology(WBLE)
されるのもその理由による。
。冒頭に指摘した Web.2.0 やクラウド・コンピューティング概念が後押
やクラウド・コンピューティング
ししているのも一因であろう
であろう。
クロスによると、WBLE の構築
構築は学習者自身が，ネット上のツールをカスタマイズすることによっ
のツールをカスタマイズすることによっ
て可能である。Blog やチャット、メール、BBS
やチャット
等々のツールは WBLE という概念のなかで、学習目標
という
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達成のためにより新しい意味を賦与され、また統合されるのである(Cross 2007)。

第２章 ファイヤーフォックスと iGoogle を利用したラーニング・エコロジーの構築
１ ファイヤーフォックスポータブルとは何か（URL①）
(1) USB メモリーについて
ファイヤーフォックスポータブル（FFP）とは持ち運べるブラウザーのことである。私たちは、普
段パソコン（PC）でインターネット・エクスプローラー（IE）のブラウザーを利用している。自分
がよく利用するウェブサイトを、ブラウザーの「お気に入り」として登録しておく。そうすること
によって、再度検索する手間が省ける。しかし、IE では外出先では利用出来ないという欠点がある。
外出先で自分の PC 以外を利用する時は、IE に「 お気に入り」が登録されていないので、最初から
検索しなくてはならない。そして、IE にはもう一つ欠点がある。自分以外の PC を利用した時に、
ブラウザーに入力、閲覧したデータがその PC に残ってしまうことだ。私たちが普段利用している
IE は、自分の PC を利用する場合はいいが、外出先などで自分以外の PC を利用する時は利便性が少
ないといえる。

図2

USB 内の FFP

FFP はプライバシーの保護など、セキュリティが IE と比較して高くなっている。では、IE と比較
してどのような点が優れているのだろうか。
IE を使っている人は多く、全世界で 80%以上のシェアを持っている。そのため、ウィルスに狙わ
れやすく非常に危険である。しかし、FFP は IE と全く違う内部構造を持っているため、IE を狙った
ウィルスにかかることはない。
FFP は IE と比べてセキュリティホールが多く見つかっている（URL②）。セキュリティホールとは、
ソフトウェアの設計ミスなどによって生じた、システムのセキュリティ上の弱点のことをいう。要
するにブラウザーの弱点のことをいう。このセキュリティホールを放置しておくと、ウィルスに感
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染したり、情報が漏洩してしまう可能性がある。セキュリティホールは、ブラウザーをアップデー
トするたびに隠れていたものが発見される。2005 年上半期には FFP のモジラ系ブラウザーでは 25
件のセキュリティホールが、IE では 13 件のセキュリティホールが発見されている。FFP の方が、IE
の約２倍のセキュリティホールが見つかっているので危険だと思いがちだが、IE が 13 個の穴しか
塞いでないのに対し、FFP は 25 個の穴を塞いでいるので、より安全である。この隠れたセキュリテ
ィホールを、いかに早く多く見つけて対処するかがセキュリティの高さに直結する。その点におい
ても、FFP は IE と比較してセキュリティが高いといえる。セキュリティの面から見ても FFP は IE
より優れている。
USB メモリーにブラウザーを入れて持ち歩くことができれば便利ではないだろうか。USB メモリー
は、小さくて荷物にもならないので外出先に持ち歩くことが用意である。しかし、IE はそのまま USB
メモリーにコピーすることが出来ない。そこで活躍するのが USB メモリーにインストールすること
が出来る FFP である。FFP でも IE とほとんど同様のページを表示出来るため、FFP は IE の代わりと
して利用することが可能なのである。
次に、USB メモリーの価格についてであるが、価格は主にその容量によって違いが見られる。そ
の USB 自体の機能によっても違いは生じてくるが、１GB であれば、およそ 500 円から 1000 円程度。
２GB ならば、およそ 1000 円から 1500 円程度になっている。その商品のメーカーを問わなければ、
比較的、安く手に入れることができる。FFP を利用する目的で購入する場合、FFP は容量がそこまで
多くないため、１GB などの容量の USB で十分であろう。
(2) ポータブルブラウザの利点
FFP には様々な機能があるが、USB メモリーにインストールすることが出来るというのが最大の利
点ではないだろうか。USB メモリーに FFP をインストールし、ポータブルブラウザになったことに
よって、外出先でも自分の PC と同じブラウザー環境を再現することが出来るのである。そして、入
力、閲覧したデータが借りた PC に残ることもない。自分が何を入力し閲覧したか他人に知られるこ
とはない。
(3) ファイヤーフォックスの機能
FFP には、どのような機能があるのだろうか。その機能には以下のようなものがある。
・ タブブラウザ機能（複数のページを同じウィンドウ内に開き、簡単に切り替えてみることが出
来る）
・ ポップアップブロック機能（標準装備されているポップアップブロッカーで、迷惑なポップア
ップ広告をシャットアウトすることが出来る）
・ ページ全体の拡大表示（ページ上の任意の部分を、一瞬で拡大して読みやすく表示出来る）
・ 一目でわかるサイト情報（サイト識別情報で、フィッシング詐欺、安全でない情報の送信、危
険なサイトを回避することが出来る）
・ パスワードマネジャ（サイトへログインした後でパスワードを保存出来る）
・ カスタマイズ（ブラウザーのデザインを変えたり、検索エンジンの追加、タブ設定の変更など
自分のオリジナルにカスタマイズすることが出来る）
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・ 組み込みの｢検索バー｣（ウィンドウの右上に小さな｢検索バー｣を備えているため、いつでもネ
ットサーフィンすることが出来る）

図 3 FFP 組み込みの検索バー（URL③）
・ 「Web フィード」の購読（最新ニュースの見出しや、各サイトの最新情報をメールを受信するよ
うに簡単に入手することが出来る）
・ スマートロケーションバー（ブックマークや履歴を簡単に検索することが出来、タイトルや URL
の一部を入力すれば、一致する結果が即座に表示される）
(4) インストールの仕方・日本語化について
まず、FFP のウェブサイトから、英語版の圧縮ファイルをダウンロードする。その際、日本語化
に必要な拡張機能ファイルもダウンロードするため「language」をクリックする。

図 4 FFP ウェブサイト①（URL④）
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「language」をクリックすると、次のような画面が表示される。このページをスクロールし、一
覧表の「Japanese」欄にある「Download」をクリックして日本語ファイルをダウンロードする。そ
の次に、ページ中ほどの言語切り替え機能の「Locale-Switcher」をクリックする。

図 5 FFP ウェブサイト②（URL⑤）
これらすべてがダウンロード出来たら、まず英語版の圧縮ファイルをダブルクリックして解凍し、
できたフォルダを USB メモリにドラッグ・アンド・ドロップしてコピーする。コピーしたフォルダ
の中にある「FirefoxPortable.exe」ファイルを実行すると、ファイアーフォックス・ポータブルを
起動することができる。
次に日本語化についてであるが、まずダウンロードした日本語化ファイルの「Tools」メニューか
ら「Add-ons」画面を開き、そこに先ほどダウンロードした二つの拡張機能ファイルをドラッグ・ア
ンド・ドロップし、インストールする。最後にファイアーフォックス・ポータブルを一度終了させ
て、もう一度起動すると、
「Tools」のメニューに「Languages」という新しい項目が加わっており、
そこから「Japanese」を選べば、メニューや設定画面がなどの全てが日本語で表示されるようにな
る。
この他に、「プロキシ」の設定や、
「お気に入り」の設定、またパスワードの暗号化などの設定が
必要である。

２

iGoogle とは何か（URL②）

iGoogle とは Google が運営するインターネット上での検索エンジンの TOP ページを自分専用にカ
スタマイズできるサービスである。サービス開始当初は、
「パーソナライズド

ホームページ」とい

う名称であった。これはユーザーからの「ひとつのページからもっといろいろなものにアクセスし
やすくして欲しい」というリクエストに応えて考えられたものである。従来の Google 検索ボックス
を中心に、インターネット上に存在するさまざまな情報へのリンクを、より使いやすくなるように
とひとつのページにまとめられた。
「パーソナライズド ホームページ」は、パーソナライズされた
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情報をより使いやすく、役に立てるようにしようという Google の試みの一環である。そして、名称
を、英単語の Interactive、Internet、
パーソナルを暗示する I などさまざまな意味をこめて iGoogle
と呼ぶことになった。

図6

iGoogle TOP ページ例

iGoogle の一番の特徴は、Google の各種サービスとその他のウェブコンテンツを一つのページに
まとめて表示することができ、そのうえ、背景やコンテンツを自分の好きなようにカスタマイズす
ることで自分だけの TOP ページが持てるということである。
Google を利用するには基本的に、Google アカウントを取得し、ログインして利用する。しかし、
アカウントを取得しなくても Cookie を利用してカスマイズしたものを保存しておくことができる。
ただし利用が制限されるのでログインして使う方が便利である。
iGoogle は主に Google 検索ボックスで
の検索機能と多数のガジェットからなる
コンテンツで構成されている。ガジェッ
トとは英語のちょっとした仕掛けという
意味を持ち、ここでは iGoogle ガジェッ
ト、iGoogle で利用できるミニアプリケ
ーションのことを指す（URL⑥）。
これは、
Google または、日本をはじめとする世界
中のオンラインユーザーにより作成されている。
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ニュース、ツール、コミュニケーション、エンターテインメント、金融、スポーツ、生活、テク
ノロジーなど、カテゴリ別に分けられ
ているので検索しやすい。また、文字
入力での検索もできる。iGoogle 専用
のガジェットではあるが、Google のサ
ービスだけにとどまらず、他の様々な
サイトからのコンテンツを iGoogle ガ
ジェットとして利用できる。
ここで、ガジェットの例をいくつか
挙げてみよう。まず、天気予報のガジ
ェットがある。図 8 の「ピンポイント
天気予報」のガジェットでは Yahoo の
天気予報にリンクされており、自分の
住んでいる地域を設定しておけば、TOP
ページに行くだけで天気予報ガ表示さ
れている。それなので一目で今日の天
図 8 ガジェット 天気予報

気がわかる。地域は区・市町村単位で

設定が可能である。天気予報でも複数のガジェットがあるので自分にあったガジェットを見つけ
ることが出来る。また、雨雲レーダーや地震情報などの細かい情報を得られるものや各地の競馬場
の天気を表示してくれるガジェットなどもある。

図 9 ガジェット トランジット
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次に、Google トランジットのガジェットがある。
「Google トランジット」では、出発地、到着地、
日付、時間を入力するとルートをいくつか挙げ、乗り換え案内、料金案内をしてくれる。さらには
Google マップでルートを表示してくれるので、地図でどの方向に行くのか、どこを通っていくのか
を目安として知ることができる。また、早い順、安い順、乗換えが少ない順などの都合に合わせた
表示や、有料特急を使わない、飛行機を使わないなどの条件を指定しての検索も可能である。よく
旅行や出張に行く人には設定しておきたいガジェットである。
さらには、他のサイトとのリンク機能として
のガジェットも充実している。「ｇoo 辞書」、
「 Wikipedia 検 索 」、「 YouTube 動 画 検 索 」、
「Amazon 検索」などでは、ガジェット内の検索
ボックスから、サイトの検索結果を開くことが
出来るので便利である。いちいちそのサイトま
で行って検索ボックスを表示させる必要がない。
その他には、ゲーム、星座占い、心理テスト、
料理のレシピなどや、体のつぼを教えま
す、ご当地ラーメンマップなどという

図 10 ガジェット Amazon 検索ボックス

一風変わったガジェットもある。また、自分で
オリジナルのガジェットを作ることも可能であ
る。

図 11 ガジェット YouTube 動画検索ボックス
iGoogle を使うには Google の TOP ページの右上にある「iGoogle」リンクをクリックする。そう
すると iGoogle のページが開き、次からは自分専用の iGoogle として使える。また同じように右上
にある「Google ホーム」をクリックすれば通常の Google に戻すことが出来る。
ガジェットを TOP ページに追加するには、TOP 画面の右上にある「コンテンツ追加」をクリック
する。複数のガジェットが表示されるので追加したいガジェットの所にある「追加」ボタンをクリ
ックする。そうすると自動的に TOP ページに配置される。自分の好きなガジェットを並べて表示さ
せることができるうえ、ドラッグ・アンド・ドロップで位置を並べ替えられるので操作も簡単であ
る。レイアウトも自由に変更できる。使わなくなったガジェットはガジェットの右上にある×ボタ
ンをクリックするだけで TOP ページから削除される。
また、iGoogle では背景も多数のテーマから自分の好きなものを選ぶことができる。例えば、時
間帯や季節によって自動的に背景が変わるもの、太陽系をテーマにした背景では、土曜は土星、日
曜は太陽など曜日によって変わるようになっている。ある決められた時間にだけネッシーが出現す
るものなどおもしろいものもある。また、さまざまなジャンルのアーティストたちが作ったアーテ
ィストテーマも利用することができる。
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図 12 iGoogle 背景例
これらの機能により、自分のオリジナルページを作ることが出来る。また、アカウントを取得し
てログインすれば自分の設定が保存されているので、使用するパソコンが変わっても同じ状態で使
えるというわけである。こちらは、FFP と違って USB も必要としない。アカウント名とパスワード
だけあればよい。アカウント取得も無料でできるのでぜひ利用したいところだ。

第３章 Learning Ecology 授業実践
１ USB メモリから起動するファイヤフォックスポータブル（FFP）の活用事例について
本時の指導の展開部
(1) 目 標
○

ブラウザを活用し，検索エンジンからキーワード検索ができる。

○

利用した URL をブラウザにブックマークできる。

(2) 準備・資料
教科書，技・家ノート，ワークシート，その他
(3) 展 開
学習内容・活動
１

支援の留意点（◎は評価）

本時の学習課題をつかむ。
検索エンジンを使おう。

２

ブラウザについて知る。
（１）代表的なブラウザの種類を知る。
・Webの情報を活用し，代表的なブラウザ

・生徒機にインストールされているインターネ
ットエクスプローラと，今回使用する，
Firefox Portable（FFP）の違いを知らせる。

の利用割合を知る。
（２）タブブラウザについて利点を知る。

・タブブラウザの利点について説明する。
・ウィンドウが増えないので，複数のソフトウ

（３）Firefox Portableの基本操作を確認す

ェアを使用しても，ウィンドウが重なって操
作がしにくくなることがない。

る。
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・コンピュータのメモリを節約し，負荷を減ら

・新しいタブの開き方を知る。

すことができる。

・ブックマークの登録の仕方を知る。

・タブでウィンドウを切り替えることができる
。
・ウィンドウサイズを固定できる。
３

検索エンジンを活用する。
・代表的な検索エンジンについて知らせる。

（１）検索エンジンの種類を知る。
・ロボット型
・ディレクトリ型
・ハイブリット型
（２）同じキーワードで検索する。

◎キーワードによる検索ができたか。（観察）
・同じキーワードで検索しても，検索エンジン
の種類が違うと検索結果も変わってくるこ
とに気付かせる。

４

検索エンジンをブックマークする。

◎

検索エンジンのURLをブックマークできた

（１）ブックマークの方法を知る。

か。（ブックマーク)

（２）利用した検索エンジンをブックマーク

・検索エンジンのトップページをブックマーク

する。

するよう伝える。
・余裕がある生徒には，よく利用するWebペー
ジを開きブックマークしてもよいこと

を伝

える。
５

本時のまとめをする。
（１）事後アンケートを実施する。

・NetCommonsにログインしアンケート機能を
活用させる。

６

次時の学習を知る。

(4) 授業の成果と課題
①

FFP の起動について
今回の授業においては，
USB フラッシュメモリに FFP をインストールし，FFP フォルダ内の，

起動用アイコンをクリックすることで起動させた。
ほとんどの生徒は，簡単に起動させることができた。USB フラッシュメモリのアクセス速
度により，起動までの時間が長めであると感じたが，一度起動するとストレスなく使用でき
た。一部の生徒に，アイコンを削除してしまい，起動できないトラブルがあった。今後ブラ
ウザとして FFP を生徒に使用させる場合，USB フラッシュメモリにランチャーソフトなどを
組み込み，起動方法を工夫することにより，改善できると考える。
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② 生徒のブックマーク例
今回の授業展開は，おもな検索エンジンについて知
る学習であったので，ブックマークも検索エンジンが中
心となった。
選択教科でインターネットを使用する生徒には，FFP
を使用して検索するよう，教科担当者にお願いしたので，
選択で活用した Web サイトをブックマークした生徒もい
た。
第 1 回目の事後アンケートでは 3 年生 2 クラス 63 名
の実践において，79.4%にあたる 50 名がブックマークを
できたと答えてり，利用が進めばほとんどの生徒が，き
ちんとブックマークをすることができると考え
る。
③ FFP の活用について
生徒が，授業等において，インターネット
を活用する機会は今後，ますます増加する
と考える。
本校のコンピュータ室は生徒が使用する
場合，コンピュータを終了すると，初期状態
に戻る設定となっている。そのため，生徒は
よく使用する Web ページを開く場合，毎回
キーワード検索したり，URL を直接入力す
ることになる。

図 13 ＦＦＰのブックマーク例

生徒には，ワープロソフトを活用し，Web
ページの URL を貼り付け，ハイパーリンクすることで，毎回の検索を省いて利用できるようにさせてい
る。
FFP をブラウザとして，活用することにより生徒は，よく利用する Web ページをブックマークし保存する
ことで，利用するコンピュータに依存することなく，簡単に目的の Web ページを開くことができるようにな
った。
まったくできなかった。

5

あまりできなかった。

8

だいたいできた。

23

よくできた。

27
0

5

10

15

20

25

30

図 14 ブックマークをすることができたか
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２ iGoogle を利用した Web ページのカスタマイズの事例について
本時の指導の展開部
(1) 目 標
○

iGoogle を活用し，自分の使用目的に合わせて，コンテンツをカスタマイズできる。

(2) 準備・資料
教科書，技・家ノート，ワークシート，その他
(3) 展 開
１

本時の学習課題をつかむ。
iGoogleを使おう。

２

３

iGoogleについて

・コンテンツを自由に選べる。

（１）iGoogleとは

・背景やレイアウトを選べる。

（２）iGoogleの特徴

・どこからでも使用できる。

iGoogleをカスタマイズする。

・背景は何度でも変更できるので，決定に時

（１）背景を選ぶ。

間をかけすぎないようにさせる。
・動画のコンテンツは回線速度の関係で負荷

（２）学習で活用できるコンテンツを選択す
る。

が大きいので，選択しないように伝える。
・自分にとって不適切なコンテンツもあるこ
とを知らせ，興味本位で選択しないように

させる。
（３）カスタマイズしたiGoogleをブックマーク ・iGoogleにログインしなくてもFFPにブックマー
する。

クすることで利用できることを知らせる。
◎学習に使用できるコンテンツを選択するこ
とができたか。
(観察，コンテンツ画面)

４

本時のまとめをする。

・NetCommonsにログインしアンケート機能を

（１）事後アンケートを実施する。
５

活用させる。

次時の学習を知る。

(4) 授業の成果と課題
①

生徒が組み込んだおもなガジェットについて

アニメ視聴率，時計，地図，辞書，検索エンジン，amazon.co.jp 関連，QR コード作成，
2 チャンネル関連，ウィキペディア，天気予報，ニュース，12 正座占い，検索ページ
心理テスト，単語帳
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今回の授業展開において，生徒に
組み込ませるコンテンツは学習で活
用できるという条件を設定した。そ
のため，地図や辞書，検索ページな
どのコンテンツを組み込む生徒がほ
とんどであったが，占いやアニメ情
報など生徒にとって興味のあるコン
テンツが多くあるので，興味のある
ガジェットを組み込んだ生徒も多数
見られた。
事後アンケートでは 74.6%の 47 名
がコンテンツを組み込むことができ，
iGoogle の基本的な機能については，
96.8%がわかったと答えている。
②

iGoogle 活用上の留意点につい

て
生徒が iGoogle を利用する上での
いくつか留意点を確認することがで
きた。
第１点は，ネットワークの回線速
度に関する問題である。本校のネッ
トワーク環境は，フレッツ ADSL24M と
いう利用形態であるが，実測の速度は
2M 程度である。そのため，コンピュー
タ室において，一度に 30 名以上の生徒
が iGoogle を開くと，接続不能となる
生徒が多数でてしまった。
特に動画コンテンツを組み込むと回
線負荷が大きくなるので，授業におい
ては，動画コンテンツは組み込まない

図 15 生徒がカスタマイズした iGoogle 例

よう指示をした。
また，複数の課題を設定し，一度に iGoogle に接続する生徒数を制限することで対応した。
第２点は，コンテンツの内容について，中学生年代には不適切なコンテンツも多数存在してい
る。情報モラルの観点から，生徒には自分で正しく判断して組み込むよう考えさせてはいるが，
興味本位で，不適切な動画コンテンツのガジェットを組み込んでいた生徒も数名見られた。
今後，
そのような事例を情報モラルの授業展開において，考えさせよりよい判断のできる生徒の育成を
めざしていきたい。
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ガジェットを組
ガジェットを組み込むことができた。
むことができた。
まったくできなかった。
あまりできなかった。
だいたいできた。
よくできた。
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図 16 iGoogle に関する事後アンケート
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中学生の学習集団における「学びあい」のあり方に関する一考察
堀 江 玲 子＊ ・正 保 春 彦＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

An Examination of the Learning Community in Junior High School Students
Reiko HORIE and Haruhiko SHOBO

キーワード：学び，人間関係，グループワークトレーニング，構成的グループエンカウンター

学校教育の大きな目的の一つは「生きる力」につながる「学力」を育てることにある。
「生きる力」として
は、①いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、より
よく問題を解決する資質や能力。②自らを御しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心、生命や人権を尊
重する心、認識する心など豊かな人間性。③たくましく生きるための健康や体力等が重要な要素としてあげられ
ている。これらの生きる力は、人と人とがふれあい、学びあう人間関係によって育まれるものであろう。日々の
授業の実践からも、まとまりの良いクラスでは、授業に対する関心が高く、学習効果が上がりやすく、また自己
有用感を持つことが意欲的な学びをもたらすという実感を得ていたが、これまではよりよい人間関係と学力とを
関連付けた授業実践については検討されてこなかった。そこで本研究では「よりよい人間関係を学習場面に生か
す」という視点から参加者意識を高めるグループワークトレーニングによるエクササイズと、自己開示を介した
人間関係作りをねらいとする構成的グループエンカウンターによるエクササイズを中学３年生に実施した。その
結果質問紙による心理測定尺度分析において「人間関係」を説明する因子と「達成思考」を説明する因子でエク
ササイズの実践の効果が現れた。また、人間関係作りを進めるエクササイズが学力にどのような影響を及ぼした
かの検討を学力検査（実力テスト）の成績の分析を通して行った結果、英語と理科にその効果が現れた。

はじめに
「学校は、一人ではできないこともいろいろとできてしまう、不思議な所です」――体育館のス
クリーンに映し出されたメッセージの一つに、私の目は釘付けになった。卒業式前の 3 年生を送る
会の時のことである。生徒会が主催するこの会では、3 年間の出来事を写真やメッセージでつづる
発表が一番もりあがる。幼さの残る表情に大きな制服、緊張しきった入学式の様子から、部活動に
燃え、体育祭や合唱祭にリーダーとして取り組む時を経て、身体も心も大きく変化して巣立つ中学
――――――
*利根町立布川小学校（〒300-1622 北相馬郡利根町布川 1649）
**茨城大学教育学部附属教育実践総合センター（〒310-8512 水戸市文京 2-1-1）
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生・・・これまで、何人の生徒達をこうして見送ってきただろう。――思春期とは、こんなにも傷
つきやすく周囲の目が気になるのだろうか、と悩みを聞くうちに、我が身を振り返る日々。また「何
言ってるかわかんねぇ、つまらないから。
」と教室を出てきてしまう生徒を空き時間の教師で囲み、
なんとか教室に戻そうとする日々。そして「うざい、くんじゃねえ。
」と言いつつ『来て欲しい』と
目が語っている生徒と相対する日々。
「いじめ」
「不登校」
「学級崩壊」
「少年犯罪」と中学生を取り
巻く教育問題がニュースにならない日はなく、学校がその存在の意味を持てなくなっているような
状況の中、毎日、戦いに行く気分で学校に行っていたものである。落ち着いた学校に勤務しても、
戦い方が変わるだけであった。問題が山積する学校とは、生徒達にとってどのようなものなのだろ
う、と考えていた時の前述の言葉であった。社会の様相や大人の思惑とは離れた所で、生徒達は学
んでいたのだとハッとした。生徒達は友達と語り合ったり、様々な体験を共にしたりして、自分た
ちの居場所である学校で、生徒同士で成長していたのだ。
教師である私は、なんと多くのことを彼らから学ぶべきなのだろう。そして生徒と共に成長する
ためには、どうしたらよいのだろう。
「学校」が揺らいでいる今だからこそ、私自身が、学校のある
べき姿をとらえなおし、学校ならではの活動を考えてみたいと強く思った。現行の学習指導要領の
実施に伴い、学力の低下が懸念され、IEA や PISA の国際的な学力調査結果などから、学力問題はい
じめと並んで今も大きな教育問題となっている。しかし、そもそも学習活動や学力の向上は何のた
めかというと、人としてよりよく生きるためのものであると考える。それゆえ授業を中心とする学
習の場では、生徒同士のそして教師と生徒との、時には生徒や地域の人々との、交流が大切になる
のではないだろうか。当時勤務していた中学校のキャッチフレーズは「ふれあいと学びあい」であ
った。道徳教育を研究している際に練り上げられてきたものであるが、学習場面においても「学び
あう」ことで“一人ではできないことができる学校”が実現するのではないか。学びあえる人間関
係づくりを進めていくことで、学習効率が上がるのではないかと考えて、本研究に取り組むことと
した。ところで、辞書によると「学ぶ」とは、
〔まねをする。ならって行う。教えを受ける。学問を
する――学問とは、体系的な知識をさす。
〕
（岩波書店，1991）ことを意味する。また、さらに「学
習」を調べてみると、
〔まなびならうこと。
【教育】過去の経験の上に立って、新しい知識や技術を
習得すること、広義には精神・身体の後天的発達をいう。
【心理】行動が経験によって多少とも持続
的な変容を示すこと。
〕とあった。
「学ぶ」とは、古語の「まねぶ（まねる）
」に通じ、文化や伝統を
継承していく意味合いから、体系的な知識を身につける――すなわち学習することまでも含んだ、
幅広い意味としてとらえることができるであろう。佐伯（1995）は、
「学び」という行為を「本人が
主体的に自分から学ぼうという意志をもって何らかの活動をすること」と定義している。佐伯によ
ると「学び」は、基本的に「わたしが、このわたしをどうするか」というアイデンティティ形成で
あり、人は学びがいのある世界を求めて少しずつ経験の世界を広げていく。つまり「学びとは、自
分探しの旅である」
としている。
これからの自分のために自分にとって学びがいのあることを探し、
それを追求しながら本当の自分とは何かを探し求めるのであるから、年間計画に基づき課題を設定
しながら知識や技能の習得をめざす学校での授業の進め方とは、矛盾が生じる場面が出てくる。そ
れゆえ個に応じた指導が大切になってくるのであるが、一人一人の個に応じた授業というのは本当
に難しい。教師が教え生徒が学ぶ、という関係を見直さない限りこの矛盾は解決できないと感じて
いた。そんな時に出会ったのが、
「学びの共同体」という概念である。筆者が「学びの共同体」を知
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ったのは「シリーズ 学びと文化⑥『学び合う共同体』東京大学出版会，1996」という本によって
である。さらに、著者の一人である佐藤学を講師として研究を進めている学校の実践記録や公開授
業から、生徒の変容を通して研究の成果も知ることができた。そこで、支えあい、認めあい、学び
あえる人間関係づくりを進め、クラスという学びの共同体の中で、知を習得し伸びあえる授業を実
践していきたいと考えた。
本研究では「よりよい人間関係を 学習場面に生かす」という視点から、参加者意識（協調する
ことの大切さ）を進めるエクササイズや、自己開示を介したリレーション（人間関係）づくりをね
らいとしたエクササイズを、継続的・計画的に取り入れることとした。エクササイズの基本となる
一つは、國分康孝が 1967 年頃から提唱し始めた、構成的グループ・エンカウンター（SGE）である。
その基になる理論は実存主義・論理療法・ゲシュタルト療法・交流分析等のカウンセリング理論で
「折衷的」なものであると、國分自身が述べている（誠信書房，1981）
。もう一つは、1976 年に坂
野公信を中心に研究会を作って活動を進めたことに端を発しているグループワークトレーニング
（Group Work Training ,以下 GWT）である。GWT は、グループ･ダイナミクスをベースにしたラボラ
トリーメソッドの学習理論を取り入れた、各種の財（エクササイズ）を遂行することによってコミ
ュニケ‐ション能力とリーダーシップ能力の養成を図るものである（遊戯社，1989）
。SGE と GWT は、
集団学習体験を通して、行動の変容と人間的な自己成長をねらいとしている所は共通であるが、SGE
が「ホンネとホンネの交流」における体験の深化を主な目的としているのに対して、GWT では、集
団で協力してある目的を達成するというように、広い意味でのいわゆるソーシャル・スキル能力の
育成を主な目的としている。
!"#$%&'()*+, -

また、
課題の内容については、
SGE が自己理解・他者理解・

bcd[zb{ -

自己主張・信頼体験・感受性

\]^_`a Sbcd.efgghi?!jklWmn0opo017
qE#nT -

という６つの領域にわたる幅
広いエクササイズを展開する
のに対して、GWT は｢協力すれ

Frs.tu S bcd.efgghi?vw.;<RxyT -

ば何かが変わる｣（遊戯社，
1994）という本のタイトルに
もなっているように､集団で

N|}~[•€}~ -

の協力を中心課題としたもの
が多い｡本研究では、
これらの
特徴をふまえて、筆者の担当
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教科である英語の授業におけ
る学習と関連づけながら、エ
クササイズを実践したい。そ
して、学びあえる人間関係づ
くりを進めていくことで、学

!X.YZ[0I%X -

Figure 1 「学びあい」の形成構想図

力の向上にもつながることを
実証し、授業設計に生かして
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いきたい。本研究での「学びあい」の形成構想図を Figure1 に示す。

方 法
１ 対象
・実験群；茨城県南地区公立 A 中学校 3 年生（30 名、男子 17 名、女子 13 名）
・統制群；茨城県南地区公立 A 中学校 3 年生（60 名、男子 34 名、女子 26 名）
統制群では第 5 回目の Sugoroku Talking 以外のエクササイズは実施しない。

２ 手続き
（１）エクササイズの事前・事後に質問紙によるアンケートを実施
谷島・新井（1995）の尺度を利用したアンケートを、4 月・7 月・10 月に実験群と統制群の両方
で実施した。
（２）エクササイズの実施(Table 1)
エクササイズは 4 月から 7 月まで計 9 回行われた。
エクササイズはシェアリングを含め 1 回 50 分で実施した。
エクササイズの選択の基準は以下の通りである。
・特別活動の時間に生徒が楽しく参加できるもの。
・協力し合う大切さが実感できるもの。
・自分が伝えたいことが相手に伝わったり、相手の意見を聞いたりできるもの。
また、GWT を 6 回、SGE をその間に 3 回と、それぞれのエクササイズの特徴を生かして、GWT を基
本にしながらその間に適宜 SGE を取り入れて構成した。
（３）英語の学力診断テスト・実力テスト（4 月・7 月・10 月実施）の結果の検討

３ 調査について
（１）質問紙で利用した尺度
エクササイズの効果を測定するために「中学校におけるクラスの動機づけ構造の認知に関する探
索的検討」
（谷島・新井,1995）を用いた。これはクラスにおける動機づけ構造を探り、その枠組み
と中学生のクラス場面における諸要因との関連を検討するものである。質問紙は、承認・課題志向・
参加・協調の 4 つの次元で構成されており、本研究で行われるエクササイズの効果を測定するため
に有効であると考えた。質問紙ではそれぞれの次元について、5 項目ずつ合計 20 項目の質問が設定
された。回答は、4 件法（
「とてもあてはまる」
「少しあてはまる」
「あまりあてはまらない」
「全く
あてはまらない」
）である。
（２）英語の学力テスト結果
学力テスト結果の分析によって「学びあい」の活動が学力に及ぼす効果を検証した。
茨城県では、中学生を対象に毎年 4 月に学力診断テストが実施される。生徒一人一人が身につけ
た学力の実態を把握するとともに、今後の学習指導の改善・充実に生かすことを目的に行われる国
語・社会・数学・理科・英語の 5 教科のテストである。これを 4 月の英語の学力を測る尺度として
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Table 1 実施エクササイズ一覧
回
第１回

エクササイズ

内容

ねらい

人間コピー機

離れたところにある絵を見て来てグループで ・伝えたいことが正確に伝わるように表現を工

（GWT）

描く。

スゴロクトーキン

サイコロの目に合わせて双六を進め、止まっ ・ゲームを通してお互いを理解し合う。人前で

グ（SGE）

た目に書いてある質問に答える。

なぞの宝島

各自の持つカードの情報を元に、 ・自分が持っている情報を正確に伝える。協力

（GWT）

宝を探す。

続・なぞの宝島

第３回の続編。第３回より問題の ・自分が持っている情報を確実に伝えあう作業

（GWT）

難易度が増している。

Sugoroku Talking

第２回の英語版。英語の質問に英 ・ゲームを通してお互いを理解しあう。

（SGE）

語で答える。

寝台特急「はやぶ

各自の持つ情報を元に、事件の犯 ・様々な見方や考え方を知り、集団でものごと

夫したり情報を正確に受けとるために話を
真剣に聞いたりして他者理解を深める

第２回
第３回

第４回

第５回

第６回

さ」殺人事件

し合って情報を集める。
を通して、話し合う際の大切な態度を学ぶ。

人を特定する。

を決定する態度を身に付ける。受容・共感的

（GWT）
第７回

第８回

桃太郎伝説の埋蔵

話す訓練や傾聴訓練をする。

な態度を学ぶ。
情報カードを元に、協力し合って、 ・協力し合う大切さを学び、お互いが必要な存

金を探せ（GWT） 宝を探す。

在であることを認め合う。

結婚の条件

結婚の条件について、優先順位を ・グループで課題を解決する過程において協力

（SGE）

つけて、その理由を話したり聞い

し合う。

たりする。
第９回

人間コピー機

離れたところにある絵を見て来てグループで ・協力するためには情報を正確に伝え合うこと

（GWT）

描く。

が大切だと理解する。
※出典；坂野（1989）
、坂野（1994）
、正保・國分（1999）

用いることとした。また、A 中学校では中学 3 年生の学習内容の進度にあわせて、7 月から翌年 2
月まで、6 回の実力テストを実施している。今回の研究では 7 月と 10 月の実力テストの結果を分析
することにした。

結 果
１ 質問紙について
エクササイズの効果が、生徒の心理面にどのように影響を与えるのかをみるために、質問紙（谷
島・新井,1995）を実施した。質問内容は、承認・課題志向・参加・協調の 4 つの次元で構成された
ものであるが、この質問紙は中学 1 年生を対象に行われた研究であり、今回の研究対象とは地域・
実施年代も異なるものであった。そこで今回尺度として使用するにあたり、質問紙の構成がＡ中学
校の生徒にとっても適用可能かどうかを検討するため、因子分析を試みた（Table.2）
因子分析の結果、人間関係を説明する因子として 6 項目と、達成志向を説明する因子として 4 項目
が特定された。クロンバックのα係数を算出した結果は人間関係の因子.76、達成志向の因子につい
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ては.69 であり、それぞれの因子の内的整合性が十分高いことが確認された。
そこで、アンケートの結果を 2 因子構造と捉え分析を行った。
Table2 因子分析の結果：プロマックス回転後の因子負荷量
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（１）人間関係尺度
人間関係を説明する因子として特定されたのは、以下の 6 項目である。
・できないところをみんなで教え合って、できるようにすることが大切だと思います。
・勉強していてわからないところは、友達に教えてもらいたいと思います。
・友達のことを考えられる人が、クラスのみんなから認められると思います。
・話し合いの場面では、みんなの意見に耳を傾けるようにしたいと思います。
・がんばれば、みんなから認められると思います。
・クラスのみんなとわかりあえることが、大切だと思います。
これらの６項目について実施時期による変化を分析した（Table 2-1-1）
。
Table 2-1-1 人間関係尺度（平均値と標準偏差）
実験群
4月

7月

統制群
10 月

4月

7月

10 月

平均値

3.46

3.51

3.77

3.34

3.28

3.29

標準偏差

0.69

0.69

0.49

0.72

0.76

0.83
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統制群では4 月の3.34
から 7 月の 3.28、10

&"#$

月の 3.29 と実施時期

!"($

における差はあまりな
いが、実験群では 4 月

!"'$

*+,
-.,

!"&$

の 3.46 から、7 月の
3.51 そして 10 月の
3.77 と時期を経るご

!"%$

とに上昇している。10
月には実験群と統制群

!"#$
４
)月

７
%月

10月
!

では.48 の差が認めら
れた（Figure 2-1）
。

Figure2-1 人間関係項目の変化
さらに両群に差があるかどうか確かめるために、分散分析を行った。まず、等質性を確かめるた
めに、モークリーの球面性検定を行ったところ、有意確率は P=0.07 となり、有意差は認められなか
った。従って、両群は等質であるという前提で、分散分析を行った。以下はその結果である（Table
2-1-2）
。
Table 2-1-2 人間関係６項目の分散分析表
ソース

タイプⅢ平方和

自由度

平均平方

F値

有意確率

実施時期

5.37

2

2.69

8.75

0.00 **

実施時期 x 群

8.10

2

4.05

13.19

0.00 **

300.92

980

0.31

誤差 (実施時期)

分散分析で交互作用が現れた（F=13.19,P=0.00）ので、単純主効果の検定を行った。結果を Table
2-1-3 に示す。多重比較の調整：ボンフェリーニ
Table 2-1-3 人間関係の単純主効果の検定
実施時期

平均値

標準誤差

有意確率

4月

0.12

0.07

0.07

7月

0.22

0.07

0.00 **

10 月

0.51

0.07

0.00 **

4 月では両群に差があるとはいえない。しかし 7 月、10 月は 1％水準で有意差がある。平均値の
差を見ても 7 月の 0.22 から 10 月の 0.51 と差が開いていくことがわかる。
つまりエクササイズは人
間関係に効果をもたらしたといえる。
次に、群ごとに多重比較を行った。実験群の多重比較は以下の通りである（Table 2-1-4）
。実
験群では 4 月と 10 月、７月と 10 月に有意な差が現れた。すなわちエクササイズの効果は、10 月に
大きく現れているといえる。
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Table 2-1-4 実験群の多重比較
(I) 実施

(J)

平均値の差

時期

実施時期

(I-J)

4月
7月
10 月

標準誤差

差の 95％信頼区間

有意確率

下限

上限

7月

-0.04

0.06

0.93

-0.17

0.10

10 月

-0.32

0.06

0.00

-0.45

4月

0.04

0.06

0.93

-0.10

10 月

-0.28

0.05

0.00

-0.41

-0.15 **

4月

0.32

0.06

0.00

0.18

0.45 **

7月

0.28

0.05

0.00

0.15

0.41 **

-0.18 **
0.17

（２）達成志向尺度
達成志向を説明する因子として、以下の 4 項目が特定された。
・テストでよい点を取れば、クラスのみんなから認められると思います。
・学校での活動を一生懸命やれば、クラスのみんなが認めてくれると思います。
・勉強すれば、クラスのみんなから注目されると思います。
・ 勉強するのは今まで自分の知らなかったことを知るためです。
これらの 4 項目を達成志向を説明する因子として分析を行った(Table 2-2-1)。統制群では 4 月と
7 月は 2.65 と 2.66 とほとんど変わらず 10 月には 2.89 とやや上昇している。これに対して実験群
では 4 月の 2.89 が 7 月には 2.73 とやや低下した後、10 月に 3.29 と急上昇している。
Table 2-2-1 達成志向項の目平均値と標準偏差

統制群
4月

7月

実験群
10 月

4月

7月

10 月

平均値

2.65

2.66

2.89

2.89

2.73

3.29

標準偏差

0.90

0.86

0.89

0.93

0.81

0.73

はじめに両群の分散分析の等質性
を確認するため、モークリーの球面
性検査を行ったところ、有意差が認
められた（p=0.00）
。そこで、グリー
ンハウス・ゲッシャーの修正を行っ
て分散分析を試みた。
Figure2-2 達成志向項目の変化

- 40 -

堀江・正保：中学校の学級集団における学び合いのあり方に関する一考察

Table 2-2-2 達成志向項目の分散分析
ソース

タイプ III 平方和

実施時期
実施時期 x 群
誤差 (実施時期)

自由度

平均平方

F 値

有意確率

25.55

1.83

13.99

22.15

0.00 **

6.18

1.83

3.38

5.36

0.01 **

379.56

601.02

0.63

達成志向項目の分散分析で交互作用が認められたので、単純主効果の検定を行った。結果を Table
2-2-3 に示す。
Table2-2-3 達成志向の単純主効果の検定
実施時期
4 月は
統制群よ
達成志向

平均値の差

標準誤差

有意確率

4月

0.24

0.10

0.01 *

7月

0.07

0.10

0.45

10 月

0.40

0.10

0.00 **

実験群が
り有意に
得点が高

い。7 月に両群の差はなくなるが、10 月には再び実験群が統制群より有意に高くなった。分散分析
の結果、交互作用が見られたので、群ごとボンフェリーニの多重比較を行った。実験群の多重比較
（Table 2-2-4）と統制群の多重比較（Table 2-2-5）を示す。実験群では 4 月と 10 月、7 月と 10
月の間に有意差が見られ、エクササイズの効果は 10 月になってから表れたといえる。
Table 2-2-4 実験群の多重比較
(I)

(J)

平均値の差

実施時期

実施時期

(I-J)

4月
７月
10 月

下限

上限

0.11

0.17

-0.05

10 月

-0.39

0.13

0.01

-0.71

4月

-0.21

0.11

0.17

-0.46

10 月

-0.60

0.09

0.00

-0.82

-0.37 **

4月

0.39

0.13

0.01

0.08

0.71 **

７月

0.60

0.09

0.00

0.37

0.82 **

(J)

平均値の差

実施時期

実施時期

(I-J)

10 月

差の 95％信頼区間

0.21

(I)

７月

有意確率

７月

Table2-2-5

4月

標準誤差

0.46
-0.08 **
0.05

統制群の多重比較
標準誤差

有意確率

差の 95％信頼区間
下限

上限

７月

-0.03

0.07

1.00

-0.20

0.14

10 月

-0.22

0.08

0.01

-0.41

4月

0.03

0.07

1.00

-0.14

10 月

-0.19

0.06

0.01

-0.34

-0.04 **

4月

0.22

0.08

0.01

0.04

0.41 **

７月

0.19

0.06

0.01

0.04

0.34 **

-0.04 **
0.20

多重比較の結果、統制群でも実験群と同様、4 月と 10 月、7 月と 10 月の間に有意差が見られた。
時期を経る度に着実に上昇しているが 10 月は有意に上がっていることがわかる。実験群の方が 10
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月での向上が著しいが、両群ともに 10 月に達成志向の意識が高まっているといえる。

２ 学力テスト結果について
エクササイズが学力テストに、どのように作用したのかを見るために、国語、数学、社会、理科、
英語の 5 教科について、実験群と統制群について分散分析を行った。

（１）英語の成績の分析
実験群と統制群の学力検査（実力テスト）の成績は以下のような結果となった。Table 3-1 は英
語の 4 月、7 月、10 月のテスト結果の平均と標準偏差を示したものである。
Table 3-1 英語の平均点と標準偏差
４月

７月

10 月

平均値

58.9

60.0

60.0

標準偏差

23.9

21.9

23.0

平均値

55.8

51.5

52.1

標準偏差

22.4

19.2

20.8

平均値

56.9

54.3

54.8

標準偏差

22.8

20.4

21.7

群
実験群
統制群
合計

実験群の成績は 58.9 点（4 月）から 60.0 点（10 月）へと、ほとんど変化していない。ところが
統制群は、55.8 点（4 月）から 52.1 点（10 月）へと大幅に低下している（Figure 3）
。

Figure3 英語の成績の変化
両群の成績を比較するために、群（実験群・統制群）とテストの実施時期（4 月・7 月・10 月）
の 2 要因の分散分析を行った。
まず、モークリーの球面性検定を行ったところ有意確率は 0.60 であるため、実験群と統制群の分
散に有意義な差は認められない。分散分析の結果は次のとおりである (Table 3-2) 。

- 42 -

堀江・正保：中学校の学級集団における学び合いのあり方に関する一考察

Table 3-2
ソース

英語における２要因の分散分析

タイプ III 平方和

自由度

平均平方

F 値

有意確率

英語

145.99

2

72.99

1.67

0.19

英語 x 群

397.50

2

198.75

4.55

0.01

誤差 (英語)

7253.49

166

43.70

英語の成績の分散分析に、交互作用が見られたので単純主効果の検定を行った。多重比較の調整
はボンフェリーニ法で行った。結果を Table 3-3 に示す。
Table 3-3 英語の単純主効果の検定
実施時期

平均値の差

標準誤差

有意確率

4月

3.05

4.92

0.54

7月

8.49

4.92

0.09

10 月

7.95

4.93

0.11

7 月に実験群が統制群より高い有意な傾向が見られた（P=0.09）
。4 月当初は両群に差がないが 7
月、10 月と差が開く傾向にある。
分散分析の結果、成績と群との間に交互作用が見られた（F=4.55,P＜0.01）
。そこで、どこに差が
あるのか確かめるために、群ごとにボンフェリーニの多重比較を試みた。実験群の多重比較の結果
を、Table3-4 に示す。
Table 3-4 実験群におけるテスト時期と成績との多重比較
(I) テスト時期
４月
７月
10 月

(J)テスト時期

平均値の差 (I-J)

標準誤差

有意確率

７月

7.6

3.8

0.17

10 月

-1.1

1.7

1.00

４月

-7.6

3.8

0.17

10 月

-8.7

3.4

0.05

４月

1.1

1.7

1.00

７月

8.7

3.4

0.05

実験群に対するボンフェリーニの多重比較の結果、テスト時期による成績に有意差はなかった。
実験群は 4 月のテスト以降 7 月、10 月ともに成績が下がっていないと言える。
また、統制群の多重比較の結果を Table 3-5 に示す。
Table 3-5 統制群の多重比較の結果
(I) テスト時期
４月
７月
10 月

(J) テスト時期

平均値の差 (I-J)

７月

7.6

2.7

0.018 *

10 月

4.4

1.3

0.004 **

４月

-7.6

2.7

0.018 *

10 月

-3.2

2.6

0.687

４月

-4.4

1.3

0.004 **

７月

3.2

2.6

0.687

＊：5％水準で有意 ＊＊：1％水準で有意
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統制群に対してボンフェリーニの多重比較を行ったところ、4 月と 7 月、4 月と 10 月の英語テス
ト結果の間に有意差が見られた。4 月のテストの平均は 55.8 点であるが、７月は 51.5 点と下がっ
ており、10 月は 52.1 点とやや改善したが有意に低い。4 月の茨城県の学力診断テストは、通常、実
力テストよりも難易度が低く、平均点は実力テストに比べ高くなる傾向にあるが、7 月と 10 月の実
力テストの結果は有意に低いと言える。
以上の結果より、相対的に見た場合、実験群の方が 7 月と 10 月において良好な成績を示したと言
える。つまりエクササイズが英語の成績によい影響を与えたと考えられる。
さらに、国語、数学、社会、理科の４教科についても英語と同様の手続きで、実験群と統制群に
ついて分散分析を行った結果、理科においても有意差が見られた。国語、数学、社会における群差
は見られなかった。

考 察
１ 質問紙について
質問紙の人間関係を説明する因子と達成志向を説明する因子の 2 つの因子について、エクササイ
ズの実践の効果が、生徒の心理層にどのような影響を与えたのか検証したところ、エクササイズ終
了時の 7 月には、その効果があらわれず、10 月にその効果がみられた。エクササイズの終了後、期
間を経て、効果があらわれたことは、学校生活における実体験が影響している可能性があるため、
以下に検討する。
まず人間関係について考察する。人間関係を説明する因子として特定された 6 項目には谷島・新
井の尺度のうち「協調」とされた 4 項目が入っている。残りの 2 項目も人と協力したり、認め合っ
たりする内容である。7 月のアンケートは、終業式前日に実施しており、その後、夏休み中は登校
日もなく 9 月の始業式からは体育祭に向けて、クラスを解体した縦割りの団（この団は中学１年生
の時から一貫しており、3 年生になると各団のリーダーとして活動する）で競技の練習をしたり、
応援合戦にむけて企画を練りあったりする日が続く。
すなわち 7 月と 10 月初旬のアンケート実施期
間は、クラスでの活動の影響が反映されにくい時期であったと考えられる。しかしながら、実験群
と統制群とで差があったことから、7 月までに実施した、協力することやお互いを理解し合うこと
を目的としたエクササイズが下支えとなり、体育祭という団結を必要とする行事を経て、さらに大
きく効果を及ぼしたといえるのではないか。
正保（2004）は中学生に対して GWT と SGE を実施して対人理解度得点を測り、その効果を検証し
ている。それによると、GWT 実施前後では、対人理解度得点に顕著な変化がなく、SGE よりも生徒相
互の人間関係に影響を及ぼす程度が小さいという。今回実施したエクササイズでは GWT が 6 回 SGE
が 3 回で、GWT を中心として構成されている。それぞれの実施後行ったシェアリングには SGE と GWT
との違いがあらわれていた。すなわち、SGE には正解がないため、そのエクササイズからどんなこ
とを感じたり学んだりしたのか、心の内面に目を向けた感想が多かったのに対し、GWT では「前日
よりも早くできてよかった」とか「犯人が見つかってよかった」などと、エクササイズの結果に目
を向けた感想が多く見られた。先に引用した正保の研究においても GWT 課題では、メンバー間で相
互の心の深部や内面に触れるような部分は少なく、交流が表面的に終わる可能性があるため、シェ
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アリング（振り返り）の重要性が指摘されている。今回実施した GWT のエクササイズは 50 分という
限られた時間の中での実施だったため、必ずしも時間的・質的に十分なシェアリングが実施できな
かったことが反省点としてあげられる。
以上のことから、GWT 実施の際の振り返りの方法について、さらに検討が必要であることが示唆
された。例えば実生活との関連を念頭において振り返り、相互に検討しあえるようなシェアリング
が必要かも知れない。
また、今回の研究では、エクササイズの終了時期が体育祭の練習開始と重なるという偶然によっ
て、エクササイズの効果があらわれた可能性がある。つまり生徒達にとっては、クラスでのエクサ
サイズの体験が人間関係つくりの基盤となり、クラスを解体して行う体育祭の練習がシェアリング
（振り返り）の機会となったのであろう。このことから GWT は、活動の下支えとしては有効である
が、汎化のためには、何らかの方法で実体験と絡めていく必要があると思われる。つまり今回実施
した GWT は実生活との関連があって初めて生きる活動であるともいえる。
次に達成志向を説明する因子について考えてみたい。達成志向と特定された 4 項目はいずれも学
習に関する項目である。
実験群、統制群ともに 10 月に向上しているといえる。これは 9 月の体育祭が終わり、いよいよ入
試に向けて勉強しなければいけないという意識が高まったことを示している。
ところで、この 4 項目について１つずつの分析を見てみると、ほとんどの項目について実験群と
統制群の間に交互作用が見られる。特に「勉強するのは、今まで自分の知らなかったことを知るた
めです」という学習意欲を表す項目の分析結果を見ると、統制群では 4 月から 7 月にかけて実験群
と同じように上昇するが、その後は向上が見られない。一方、実験群ではアンケートを行う度に向
上し、10 月ではさらに有意な差が出ている。このことから一生懸命やれば認められるという意識の
高まり（周囲の人から認められることによる自尊感情や自己有用感の高まり）があってこそ、自分
のさらなる向上をめざして勉強しようという意欲がわくといえる。つまり学力の向上に影響を及ぼ
す学習意欲は、認め合い、励ましあえる人間関係の中で高まるといえるのではないか。
２ 学力検査結果について
人間関係づくりを進めるエクササイズが学力にどのような影響を及ぼしたかの検討を学力検査
（実力テスト）の成績の分析を通して行った結果、英語とそして理科というグループでの活動が多
い教科に、その効果があらわれた。
英語の成績におけるエクササイズの効果について考察してみると、その効果の理由として、主に
2 つの点があげられる。
１つめは GWT や SGE の活動と同じような活動を、英語のコミュニケーション活動として英語の授
業で実施したことである。中学生にとって、エクササイズの体験が血となり肉となって定着するた
めには、日々の活動など汎化のための時間やさらなる体験が必要となるが、今回のエクササイズの
実施と英語の授業での活動は、お互いの効果が相互に影響を与えあい、学習の定着にも結びついた
と考えられる。スゴロクトーキングを英語の授業で行った際には「前にやったことを英語でやると
こうなるんですね。すごくおもしろい。
」と、英語の授業での活動に意欲的に取り組んでいた生徒が
多く見られた。英語でのコミュニケーション活動に、自己開示や他者との関わりを促進する効果の
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ある SGE の活動や、コミュニケーションスキルを身につける作用のある GWT を取り入れることによ
って、生徒の学習意欲を喚起し、英語の授業に楽しんで取り組むことができたのではないかと考え
る。筆者は担任のクラスを持たない学年主任であり、週３時間の英語の授業を実験群と統制群とも
同じように担当している事から、このような違いは教師のかかわりの差によるものというよりは、
エクササイズの実施の有無による影響が大きいのではないかと考えられる。
2 つめは、人間関係が学習効果によい影響を与えたことである。英語の授業において大きな課題
となるのは「どのようにして実践的なコミュニケーション能力を身につけることができるか」とい
うことである。実践的なコミュニケーション能力とは、他人の言っていることを聞いて理解し、そ
のことに対する自分の思いを伝えることができる力（聞く力、話す力、読む力、書く力）を指す。
このような実践的なコミュニケーション能力を育成する授業を行う際に、大切になるのは、安心し
て自分を表現できるクラスの雰囲気であり、わからない時に周囲の人々にわからない点や教えてほ
しいことを聞くことのできる人間関係である。生徒の活動の様子を見ると、気心の知れた相手と活
動するのと不安を覚えながら活動するのでは、効果が異なっていた。4 月に実施した“Show and Tell”
での英語のスピーチでは、英語で発表する恥ずかしさから聞き手とのアイコンタクトを取ることが
困難であったが、エクササイズ実施後の、自分の大切にしているものについてのスピーチや、
“For or
Against”での携帯電話を持つことに対する意見交換の活動では、クラスのみんなに受け入れてもら
えている安心感から、聞き手の方を見て自分の思いを英語で伝えることができていた。つまり「ク
ラスのみんなに自分は受け入れてもらえている」という実感が生徒の自己表現活動を支える大きな
要因となったと考えられる。
今回のようなエクササイズを実施することで他者との垣根を低くすることができ、集団活動にど
のように参加すればよいのかを実感として体得することができた。また１年を通して行われる体験
活動や学習活動などの日々の活動が促進され人間関係が深まったと考えられる。
人は何かをなし遂げようとしていて困難に出会った時、聞きやすい人や聞ける相手に助けを求め
るものである。学習場面においても聞ける雰囲気があること、教えあえる人間関係があることが学
習効果によい影響を与える可能性が示唆されたといえよう。

今後の課題
今後の課題としては、次の 3 点があげられる。
まず第 1 は、学校生活全体を通したエクササイズの位置づけである。今回の研究全体を通して考
えると、エクササイズそのものの効果だけでなく、体育祭という集団的行事がさらに正の要素とな
って人間関係づくりが進んだと考えられる。すなわちエクササイズは、実体験と絡めて実施するこ
とが望ましい。そこで今後は総合単元的に行事や授業との関連を図りながら、エクササイズを行う
必要があると考える。そして、エクササイズ終了後時間をおいてその効果が現れた今回の研究結果
を検証し、研究をさらに進めていきたい。また、学校生活の中で活用できるエクササイズを、その
用途に応じて整理することも必要である。例えば入門期用、中級用、交流学級生徒との相互理解用
など、実践的なパッケージ、スタディガイドにまとめておけば、さまざまな学校での実践に役立つ
であろう。
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第 2 は、他教科との連携である。今回の研究で、協同的な学習やグループでの活動とエクササイ
ズとが影響しあい、よりよい人間関係が育まれることが示唆された。そこで今後は、他教科の授業
とも連携しながら研究をさらに進め、学びあいの効果を図る必要がある。
第 3 は尺度の開発である。今回使用した尺度の項目は、本研究のねらいに沿って選択したもので
あったが、因子分析の結果、尺度項目の領域を変更せざるを得なかった。年齢や地域性による影響
が考えられるが、今後の研究を進める観点でみると、標準的な尺度の開発が必要である。また、ア
ンケートには逆転項目を 2 つ入れたが、どちらの項目においても因子負荷量が落ちていた。そこで
中学生を対象にしたアンケートを行う場合、逆転項目については特に言語能力を考慮して作成する
必要がある。
「一人ではできないこともいろいろとできる学校」とは、多様な生徒達がお互いを認めあい、学
びあうことのできる共同体であると考える。その実現のためには、社会的な個人の成長の手段とし
ての学力だけでなく、よりよい社会を築く基礎となる学力を育むことを大切に、私自身が学び続け
なくてはならないと強く感じている
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茨城大学教育学部附属中学校における水環境学習の実践

松 川 覚＊ ・ 大 道 勇 武＊・安 斎 寛＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

Practice of the water environment study in Ibaraki University Junior High School
Satoru MATSUKAWA, Isamu OMICHI and Yutaka ANZAI

キーワード：水環境，分解者，COD，自浄作用，河川モデル

水環境を学ぶという事を目的として，茨城大学教育学部附属中学校の「講座選択学習」を利用し
教育実践をおこなった。2 日にわたる講座選択学習において，第 1 日目には，分解者に着目して
河川モデルおよび下水処理場モデルを用いて水の汚れが土のなかの微生物によって分解されるこ
とを学んだ。第 2 日目には有機物の汚れの指標である COD 測定の簡易測定試薬を調整する実験を
行い，それを用い化学変化に伴う色の変化を観察し，また身近な汚れを測定した。それらによって水
環境を学び，さらに生態系における分解者の重要性，身近な生活排水の問題点についても意識させ
ることが出来た。

はじめに
近年，環境問題の興味関心が高まるにつれ，環境問題を理解し，適切な行動をするために必要な
知識・技能・態度を習得する事を目的とした環境教育が注目されている。学校現場では，2001 年に
新学習指導要領の中で総合的な学習の時間が創設され，この中で扱う内容の１つとして環境があげ
られ，実際に様々な形での活動がおこなわれている。こうした背景の元，地域の河川や湖沼などを
フィールドとした水環境学習は小中学校において活発に展開されてきている 1)-3）。
我々は，茨城大学教育学部附属中学校内に学校ビオトープを作成し，それを基にした教育実践を
行ってきている 4)。選択理科での活動において，生徒たちは学校ビオトープ内の池の水質に興味を
持っていることが明らかになった。また，ネイチャーゲームを行った際にも生徒たちは池の中の生
物について興味深く観察を行っている様子が多く観られた。そこで，次の試みとして水環境を学ぶ
ことにした。水環境学習の形態はいくつかあるが，我々は「水の浄化」に着目し，中学生が学ぶこ
との可能である浄化作用モデルを用いた学習と水質測定試薬の自作という二つの活動を行うことを
考えた。
――――――
*茨城大学教育学部

**茨城大学教育学部附属中学校
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まず，ビオトープのつながりを意識し，
「分解者」としての「土」の働きを意識しながら水環境を
学ぶことにした。有機物で汚染された水が土によって分解されてゆく様子を経時的に COD 測定す
ることで実感出来る教材を利用し，分解者について学ぶ。次に，COD 測定の仕組みを，実際に自分
たちでパックテストを作成することで学び，化学的に汚れが分解される仕組みについても学ぶ。こ
うした学習をおこなうことで，
「生物」の要素が濃いビオトープを出発点として「化学」の要素を含
んだ学習をおこなうことができると期待した。
しかしながら，これらの活動は中学校で学ぶ内容としては高度であり発展的内容となる。従って
通常の授業の中に組み込んで学習することは困難である。こうした学習をする場合，選択理科や総
合学習の時間を用いて行うことが考えられるが，今回は，茨城大学教育学部附属中学校の「講座選
択学習」を利用し，その中で上記二つの活動を行うことにした。
ここで，茨城大学教育学部附属中学校の「講座選択学習」について簡単に説明する。茨城大学教
育学部附属中学校では，2008 年度の学習として「自分でデザインする」ことを意識したマイカリキ
ュラムの時間を設けた。まず，5〜７月にかけて①自主学習②講座選択学習③学習相談のなかから，
個人で学習内容を選択（デザイン）し，計画に沿った学習をおこなった。その結果，アンケート結
果によるとマイカリキュラムの時間を有意義に感じた生徒が多いことが見いだされた。この結果を
受け，11 月〜翌年 1 月までの学習では講座の内容をさらに充実していくことを考え，教科の中だけ
では深く掘り下げられないような内容や，時間的な制約で出来なかった発展的な内容にも取り組め
るようなことをねらいとして「講座選択学習」をおこなうことにした。具体的には
・ これからの社会を生きていく上で必要となる知識や技能を修得し，
体験を通して自分の能力を高
めていく。
・ 大学の先生や地域の方，スクールボランティアなど，様々な人との関わり合いの中から自分の学
びを広げたり深めたりする。
の２つを設定している。
この講座選択学習の１つとして「ビオトープから見える自然界」というテーマのもと，活動をお
こなうことにした。講座選択学習は約 60 分の授業 2 回を 1 クールとして同じ内容の活動を計 3 回行っ
た。受講者は茨城大学教育学部附属中学 1 年生，数は延べ 101 名であった。

実験装置について
今回，水の汚れが自然に浄化されていく事を実感できる教材として，我々が開発したモデルであ
る浄化作用モデルを用いることにした。この内容について簡単に説明する。
浄化作用モデルとして「河川型」と「下水処理場モデル型」の 2 つを用いた。まず「河川型」か
ら説明する。これはポリ塩化ビニル製の雨樋を用い，それをミニ河川としそこに土や河川堆積物を
敷く。これに汚れの入った水を循環させることで汚れが時間と共に分解されるというものである。
材料として雨樋（ナショナル製，丸底，幅 105mm）
，水流ポンプ（ジェックス社，イーロカ PF-200）
，
サーモスタット付きヒーター（ジェックス社，COMPACT Slim ヒーター150）
，水槽（30×20×20cm）
を用いた。制作手順は以下の通りである（図 1）
。①台の上（例えば A4 板コピー用紙の空き箱）を
２つ並べてそこに雨樋をのせる。この際に雨樋が倒れないように紙粘土で土台を作り，その上に置

- 50 -

松川ほか : 茨城大学教育学部附属中学校における水環境学習の実践

く。②水槽を雨樋の片端の下に置く。この時流れてくる水が漏れないようになるべく中心に来るよ
うにする。さらに水槽の中に水流ポンプ・サーモスタット付きヒーターを入れる。③水流ポンプに
ゴム管をつなぎ雨樋の反対側の端につなげる。この時，水流ポンプに附属の吐水口を用いてセット
する。④作ったモデルに土や河川の土砂などを敷き，有機物を含んだ水（今回はグルコースを仮想
汚れとして用いた）を水流ポンプで循環させる。

図１ 河川モデルの制作手順。左上より文中の①，②，③，④に対応する。
「下水処理場モデル型」は，水槽の中に好気性微生物が存在する土を入れ，空気を送り込むことで
水の中に含まれる有機物が分解されていく様子を観察することを目的としたものである。これは下
水処理場における「活性汚泥層」をモデル化したものであり，また浄化槽の仕組みともほぼ同じで
ある。モデルの作成は水槽（30×30×40cm）
，空気ポンプ（ニッソー社製，α3000）
，サーモスタッ
ト付きヒーター（ジェックス社，COMPACT Slim ヒーター150）などを用いた。制作手順は以下の
通りである。①まず，空気ポンプのゴム管をつなぎ，ゴム管の先にはガラス管をつなげた。②ゴム
管を水槽の中に入れ，ガラス管部分を水槽の底の部分にビニールテープで固定する。この際，２本
のガラス管が水槽の反対側になるようにし，2 つの出口から水槽にまんべんなく空気が行き渡るよ
う工夫した。③次にサーモスタットとヒーターを設置し，水と土を入れる。そして，空気ポンプで
空気を水中に送り込む。
この 2 つのモデルについてはすでに実験の条件設定の検討を十分におこなっており，土や川砂利
などを用いることで仮想汚れであるグルコースが時間と共に分解されていく様子を観察できること
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を見いだしている。図 3 に代表的な実験例を示す。時間とともに COD の値が減少していく様子が
見てとれる。

図 2 下水処理場モデルの制作手順。左上より文中の①，②，③に対応する。
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図 3 河川モデルを用いた実験のグラフ。
時間と共に COD の値が減少していく様子が観察できる。
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実践と
実践と考察
これら 2 つのモデルを用いて水環境学習をおこなうことにした。受講した生徒は，事前にネイチ
ャーゲームでフィールドビンゴを体験していた。
そこでビオトープ内の様々な生物の存在を観察し，
認識している。この知識・経験を活かして学習をおこなうことをイメージし，次のような流れで説
明をおこなった。①この前おこなったフィールドビンゴではいろいろな植物や昆虫，魚，鳥を観察
したり発見したりした。それらは「生産者」
，
「消費者」である。②今回は目に見えない土の中にい
る「分解者」に着目する。③生態系のサイクルにおける「生産者」
「消費者」
「分解者」の関係につ
いて理解する。④分解者が分解する様子を観るという今回の実験の目的を提示する。⑤その手段と
して河川モデルや下水処理場モデルを用いて水の汚れを土の中にいる分解者が分解する様子を観る
という実験の詳細を説明する。
この際に用いた模造紙を図 4 に示す。このイメージ絵によって今回，普段目にしない分解者に着目
することを意識づけた。

図 4 生産者・消費者・分解者をイメージした絵
次に，河川モデルの作成の方法を説明し，実際に生徒たち（あらかじめ 6〜10 人のグループにし
た）に組み立て・作成をさせた。生徒には雨樋，紙粘土，コピー用紙の箱，水槽，ポンプ，サーモ
スタット付きヒーターを渡し，配布した組み立ての手順に従い組み立てた。土としてビオトープの
土，グランドの土，那珂川の川砂利を用意した。そしてグループ毎に自分たちで土を選んでモデル
の上に敷き詰めて実験装置を完成させた。その後，水を循環させ，定期的に COD の測定をするこ
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とにした。作成の様子を下の図 5 に示す。また，状況に応じ河川モデルと同時に下水処理場モデル
も並行して作成した。

図 5 河川モデル作成の様子
COD 測定は生徒でも容易に測定が可能であることを踏まえ，パックテストを用いることにした。
測定時間は生徒が無理なく測定できる時間帯であることを第一とし，登校時と下校時に設定し，余
裕がある場合は昼休みの時間にも測定することとした。パックテストは 1 回につき 3 回測定し，平
均値を求めるようにした。そしてワークシートと共に表を配布し，生徒に COD 値を書き留めるよ
うにさせた。
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パックテストの色
パックテストの色の変化を
変化を記録しよう
記録しよう！
しよう！（土の種類
水の汚れの度合い（ＣＯＤの値）が変化していく様子を記録しよう。

）

☆ パックテストは一回につき 3 つ測って，ＣＯＤの値は３
３つの平均
つの平均の
平均の値を記入しよう。

日時

パックテストの色

ＣＯＤの値

１／１５
12 時
１／１６
８時（登校時）
１／１６
16 時（放課後）
１／１７
８時（登校時）
１／１７
16 時（放課後）
１／１８
８時（登校時）
表 1 COD の値を記録する表

図 6 生徒が測定した COD の値をプロットしたグラフ
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1 週間後に生徒たちに COD の測定値を発表させ，その値を模造紙のグラフに書き込んだ（図 6）。4 種
類の異なった土に対して実験を行い，いずれも時間とともに COD の値が低下していく様子を観ることが
出来た。さらに，土の種類により COD 値の低下の速さが異なり，このことから土の中に存在する分解者の
量が異なることを生徒たちにイメージさせることが出来た。これらの結果から分解者の生態系における重
要性をイメージさせ，さらに，分解者が少ない土地では生産者，消費者も減ってしまい，その結果生態系
が崩れることを教えた。一方で，生産者が減少しても消費者，分解者が減少してしまい，生態系が崩れる
と言うことも教えた。その影響の一つの例として砂漠化をあげた。もちろん砂漠化の原因は数多くあり，適
切さを欠くという考えもあるが，今回は生態系が崩れる場合に起きるわかりやすいたとえとして例示した。
次に，この実験においてパックテストを用いて水質（COD）を測ったが，その仕組みについて簡単に説
明し，第 2 回目の活動と してこのパックテストと同じ原理である COD 粉末試薬の調整を行うことにした。
パックテストは塩基性条件下において過マンガン酸カリウムが紫色から緑，茶色と変化することを利用し
た物である。我々はすでに，濃度の決まっている過マンガン酸カリウム水溶液と水酸化ナトリウム水溶液
をセライトに吸着・分散させることで粉末COD 測定試薬が容易に調整できることをすでに報告している 5)。
この粉末試薬の調整を実際に生徒に実体験させ，化学変化というもの実感することを目的とした。4 人を 1
つの班として班ごとに粉末 COD 測定試薬を調整し，調整した試薬を COD の値 0，5，10，20，50，100 の
標準溶液と反応させ色の変化を観察した。その結果，うまく調整が出来なかった班もあったがほとんどの
生徒が COD が 0 から 10，20，100 と上がっていくに従い色が紫から青，緑，黄色と変化していく様子を観
察することができた。実験の様子を図 7 に示す。さらに，作成した試薬を用い，ビオトープの池の水，石け
ん水，砂糖水の COD も測定した。その結果，石けん水や砂糖水が COD50 から 100 という大きな値を示
すことを生徒たちは見いだした。生徒たちは日常の生活における排水の汚れが自分たちの想像していた
値よりも大きいことに驚いている様子であった。

図 7 COD 測定試薬作成実験の様子
2 回の授業を行った後に「振り返り」として「この授業を受けて土の中にいる分解者の働きについて理解
できましたか？」「「土によって分解者の数が異なることが理解できましたか」「河川モデルや下水処理場
モデルを用いた実験は分かりやすかったですか」という 3 つの項目について 4 段階で自己評価してもら
った（N = 26）。その結果，ほとんどの生徒が「１．良く理解できた」「１．分かりやすかった」を選んだ。また
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「感想」については以下の表に示すようなものが観られた。このことから今回の水環境を学ぶと言う授業は，
当初の目的をおおむね達成できたものと考えられる。しかしながら，COD 測定試薬の実験における生徒
の振り返りには「実験が難しかった」という記述がいくつか観られ，内容も操作も発展的なものであることの
欠点であると考えられる。

・ 目に見えないような分解者がとても大きな役割を持っていることにとても驚いた。
その分解者が居なくなるようなことはさけようと思った。
・ 分解者が必要なんだなと思いました。汚くすると分解者がいやになるからあまりき
たなくしないようにしたいです。
・ 実験を通じて分解者のことが良く理解できた。
・ 普段の生活の汚れが水環境の汚れにつながるのだと感じました。水環境について改
めて考える機会になりました。
・
授業を受けるまでは水のことなど全然興味が無かったが、今回の授業を受けて理解
することが出来た。これからは環境について考えていこうと思った。

・ 色によって水の汚さを見分けられるというのは知らなかったので実際に作ってみて
驚いた。
・ いろいろな色が作れておもしろかった。
・ 水の汚れの色が分かっておもしろかった。
・ 石けんや砂糖が以外に水を汚していることが分かった。これから気を使っていこう
と思う。

表 2 生徒の振り返りの自由記述から

まとめと展望
まとめと展望
今回，水環境を学ぶという事を目的として，茨城大学教育学部附属中学校の「講座選択学習」を利用
し教育実践をおこなった。2 日にわたる講座選択学習において，第 1 日目には，分解者に着目して河
川モデルおよび下水処理場モデルを用いて水の汚れが土（のなかの微生物）によって分解されることを
学んだ。第2 日目には有機物の汚れの指標である COD 測定の簡易測定試薬を調整する実験を行い，そ
れを用い化学変化に伴う色の変化を観察し，また身近な汚れを測定した。河川モデルを用いた実験にお
いて，汚れが土によって分解していく様子を COD 測定を通じて実感することで自然界における分解者の
重要性を理解させることができた。また COD 測定試薬の調整とそれを用いた測定においては身近な生
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活排水とその問題について生徒たちに意識させることが出来た。しかしながら化学変化によって色が変
わっていくという現象についての気づきはきわめて少なかった。これは，微生物や汚れといった物に対し
ては比較的抵抗感無く理解できたのに対し，マンガンという化学物質が含まれる化学変化に対しては理
解が困難であった為であると考えられる。実際，今回対象としたのは中学 1 年であり，化学変化や原子分
子を学習するのはまだ先であることがその原因の一つとして考えられる。
また，今回の「講座選択学習」は 60 分の授業を 2 回という形式で授業を行ったが，改善を要する点とし
て時間数が今回行おうとした学習に対しては短すぎであった事が考えられる。その結果，本来は生徒自
らが多くの気づき・関心を持ってもらうことが理想であるのに対し，時間の都合上こちら側から知識を押し
つけざるを得ない状況も多かった。教科の中だけでは深く掘り下げられない発展的内容を取り扱うだけに，
もう少し時間をとり，生徒が自ら気づきや学び，実感をより多く出来るような授業設計を行うことが出来れば
更に有効な学習になったと思われる。これらについては今後の課題として次の教育実践において解決し
ていく予定である。
注
１）環境境学習研究会編『身近な環境調べ—自由研究ヒント集』
（オーム社，1999）
２）小泉武栄，原 芳生編『身近な環境を調べる』
（古今書院，2002）
３）水利科学研究所編『地球環境時代の水と森—どうまもり・はぐくめばいいのか』
（日本林業調査
会，2002）
４）松川 覚，大道勇武，安斎 寛「学校ビオトープを用いた附属中学校における教育実践（１）
」
『茨城大学教育実践研究』2007，26，31-41.
５）松川 覚・小田峰明・金谷めぐみ・北崎恵理・西條真理菜「簡易 COD 測定試薬の開発：溶液か
らの粉末試薬の調製『茨城大学教育学部紀要（自然科学）
』2008，57，63-70.
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簡体字の
簡体字の特徴に
特徴に着目した
着目した中国
した中国語学習
中国語学習の
語学習の要点

向 野 崇 倫＊

向 野 康 江＊＊

(2008 年 6 月 30 日受理)

The main point of the Chinese learning that paid its attention
To the characteristic of the simplified Chinese character
Takatsune Kohno and Yasue Kohno

キーワード：中国語学習、漢字、簡体字

本稿では、人文学部と大学教育センターにおける中国語の教育経験に基づいて、学習者が効率的に中国語
を身につける方法について考察を行うものである。
日本語には現代中国語と共通する漢字や用語はたくさんある。そのため、多くの場合、その意味も相通じる
ところが多く、字体の形態に着目することで、日本人学習者が日本語力として既に身につけた漢字や漢語の知識
を中国語の習得に生かせる学習指導の方法を実践し、学習者の効率的な語彙の拡大につなげる指導方法を
提示する。特に本稿では、中国語の字体の典型的パターンを具体的に示し、そのイメージを学習者に定着させ
ることで中国語力の重要部分を占める読解力を身に付けさせる文法の習得指導法についても提案を行う。

はじめに
大学における中国語教育は教養科目の未修外国語選択科目として２年間、さらに人文系学部の専
門科目として１、２間行われる。在学４年間のうち、授業に関する学習量（予習・復習）のみで、
実践的な中国語力が身に付く学生は少ない。ここでいう実践的とは、中国語テレビのニュース番組
でアナウンサーが話す内容が把握できる力である。挨拶、買い物などの実用的な中国語学力ならば
なんとか 4 年のうちに身に付けることができるかもしれない。しかしそれ以上の効果は期待してい
ないというのが教える側の立場である。まして単位取得を目的とする制度上の学習、すなわち半年
間の学習期間では、本来ならば発音の習得のみで精いっぱいであろう。それだけ中国語の発音は難
しい。
「漢語発音難、語法不難」と中国語を学ぶ日本人用教科書に例題として登場するのは、彼等が
――――――
＊茨城大学非常勤講師 ＊＊茨城大学教育学部
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日本人の弱点が発音にあることを見抜いているからである。一方、発音に苦労しないラテン語系（英
語を含む）は、漢字の文字習得に苦労するのである。
本稿シリーズ１では日本人としての中国語学習に取り組むべき姿勢や方法を提案する。
具体的に、
日本語の漢字・漢字用語の中国語のそれらの関連性を指摘した上、学習者に双方の語彙を活用する
ことが効率的な中国語学習につながることを解説する。さらに、具体例を通じてその指導方法を提
示する。

中国簡体字の
中国簡体字の特徴
日本人にとって発音は難しいが、共通の漢字がたくさんあるので、中国語を勉強した経験のない
人でも中国語が読めるのではと密かに思ったことのある人は少なくなかろう。漢字文化圏で育った
日本人の中国語に対する潜在能力は計り知れない。小学校から漢字に接し、漢字単語を勉強してき
たのだから、無意識のうちに中国語力にもつながる語彙が身についている。さらに、大学の教養科
目と専門科目として中国語の発音、単語及び文法や表現などを体系的に学習すれば、ちょっとした
工夫によって、中国語力を向上させることができるのである。
もちろん、日本語に用いられる漢字や漢字用語はそのまま中国語にならない。発音や字形はもと
より、同じ単語でも意味が違う場合もある。しかしながら、日本文化が漢文の素養を完全に喪失し
ていない今日においては、ほとんど共通するものも数多く存在する。日常で使われる漢字の単語の
およそ５割は、そのまま中国語に通用する。ただし、通用させる方法を知らなければ、資源を眠ら
せたままに終わることとなる。
１．日本語の
日本語の漢字知識を
漢字知識を生かす
（１）日本語の
日本語の漢字知識を
漢字知識を生かす単語学習法
かす単語学習法
どの外国語の学習時間も圧倒的に単語の習得に費やす。中国語も例外ではない。しかし、中国語
の場合、習ったことのない字や単語でも、漢字が本来持っているイメージが共通する場合は、大概
理解できることが多い。しかし、初級の段階では知らない単語だらけに感じてしまう。当然、辞書
の活用が欠かせないことはいうまでもない。しかし、中国語学習における辞書の使い方は、習熟度
によって活用のあり方が異なってくる。基礎学習段階では、日本人向けのものが望ましい。実践に
応用できる段階では、できるだけ中国人向けのものを選んだ方が効果的である。
単語には、
「科学」
、
「学生」
、
「社会」などのような中国語と日本語とで共通する単語（共通語）と
それ以外のものとがある。共通語は意味がほとんど同じものが多い上、発音も日本語の漢字音読み
と関連性が高いので覚えやすい。問題は、不共通単語の拾い出しである。従来なら中国繁体字（台
湾・香港で使用。日本では戦前まで使用）によって、漢字は日本と中国との共通の文字であったは
ずであるが、中国独自の略字（簡体字）化によって異なる字形になったことが日本人を中国語から
遠ざけている。たとえば、
「习」
「开」
「样」
「义」
「胜」のように、現代中国語の簡体字には現代日本
語と共通性をもっていない字がある。しかし、学習攻略法としてはそれらをまず覚えてしまえばよ
い。このことを学習者に認識させるには、次のような例題を初級者に示してみるとよい。
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例１： 开车和坐电车所要时间是不一样的。
これを日本漢字に当てはめてみれば、
開車和座電車所要時間是不一様的。
「开车（開車）
」は車の運転、車を運転するという意味である。
「座電車」は漢文の知識がある日本
人ならば、電車に乗るという意味はわかるし、
「是不一様的」は「是（これ）一様ならず」と読み下
せるので、大体意味がわかる。日本語訳は「自動車を車運転していくのと電車に乗っていくのとで
は、所要時間が同じではない」となる。
例２： 我在飞机上学习汉语的时候忘了关手机。
これを日本漢字に当てはめてみれば、
我在飛機上学習漢語的時候忘了関手機。
「飛機」は飛行機であると予測がつく。
「関手機」は携帯電話を切るという意味である。
「关」つま
り「関」は「閉める」という意味である。
「関門」
「関所」という日本にも存在している言葉の「関」
の意味、すなわち「①国境その他の要地に門を設けて、通行人や通貨物を調べる所②さえぎり止め
ること③囲碁で、双方の一連の石が攻め合いの状態にあり、どちらから手をつけても、相手方の石
を取り上げることができない形」のうちの②を知っていれば解釈できる。日本語訳は「飛行機で中
国語を勉強していて携帯電話の電源を切るのを忘れた」となる。
上記の例文では、漢文を学習していれば、かなり意味を解釈できるはずである。ここでは、学習
者へのサポートとして、全体簡略字一覧表を作成してみた。
（２）部偏と
部偏と部首法則の
部首法則の学習
まず字全体ではなく、部偏を簡略化していることを知り、その変化を覚えさせる。たとえば、
「飠」
偏は「饣」へ、
「釒」偏は「钅」へ、
「訁」偏は「讠」へ、
「貝」偏は「贝」へなど、部首が簡略化し
ていることを覚えると、読める字がぐんと増え、習得度が高まるにつれて辞書を使用する頻度が減
っていく。次第に文脈から推測できる段階になると、中国語文を読むのが苦にならず、すらすら読
めるようになると楽しくなっていく。表Ａは部首簡略字体一覧である。
Ａ．部首
Ａ．部首の
部首の略字化
日本漢字部首

糸 貝 亜 言 金 見 竜 韋 風 斉 食 長 飛 門 車 馬 魚 亀 鳥

簡体字の部首

纟 贝 亚 讠 钅 见 龙 韦 风 齐 饣 长 飞 门 车 马 鱼 龟 鸟

Ｂ．部首が
部首が略字化された
略字化された字
された字
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日本漢字

紙 覧 戯 師 語 張 陽 銭 網 飯 偉 鮮 問 鶏 敗 機 済 龍 勧 楓

簡体字

纸 览 戏 师 语 张 阳 钱 网 饭 伟 鲜 问 鸡 败 机 济 龙 劝 枫

Ａ表における部首が略字化されたパターンを覚えておけば、Ｂ表のように日本語の何に相当するか
わかるはずである。
（３）日本漢字と
日本漢字と漢字用語の
漢字用語の字形の
字形の差異の
差異の確認
実は厳密にいえば、中国語の字と日本語の漢字では、字形や意味はほぼ同じであっても完全合致
するものは少ない。
「包」
「带」
「户」
「钱」などはよく観察すると微妙に異なっている。これも数え
あげればそう多くはないので、初めからまとめて抑えておく方が簡体字に慣れていく。次に、字形
が微妙に異なる場合のものＣ表と日本漢字の一部を除いたもののＤ表および日本漢字の一部を拡大
させた中国簡体字Ｅ表を作成してみた。そして、学習者に学ばせるときには、これらの中国漢字と
日本漢字の特徴な差異を把握させる必要がある。
Ｃ．字形
Ｃ．字形が
微妙に異なるもの
字形が微妙に
日本語漢字 対 写 包 庁 処 所 角 図 号 団 骨 舎 銭 残 実 釈 両
簡体字

对 写 包 厅 处 所 角 图 号 团 骨 舍 钱 残 实 释 两

日本語漢字 圧 災 挙 沖 収 与 兌 効 冊 決 涼 剥 労 単 臥 呂 壺
簡体字

压 灾 举 冲 收 与 兑 效 册 决 凉 剥 劳 单 卧 吕 壶

Ｄ．日本漢字の
日本漢字の一部を
一部を除いた中国簡体字
いた中国簡体字
日本語漢字

開 雑 業

電 爺 復 掃

帯 広 隷 麗 競 協 産 準

簡体字

开 杂 业

电 爷 复 扫

带 广 隶 丽 竟 协 产 准

日本語漢字

総 務 気

採 児 寧 殻

録 畝 親 倣 傘 孫 誌 掛

簡体字

总 务 气

采 儿 宁 壳

录 亩 亲 仿 伞 孙 志 挂

Ｅ．日本漢字の
日本漢字の一部を
一部を拡大させた
拡大させた中国簡体字
させた中国簡体字
日本語漢字

习 術 竟 为

飞 质 務 灭

启 奋 从 関 面 聲 郷

簡体字

習 术 競 為

飛 質 务 滅

啓 奮 從 关 麺 声 乡

ここに部首が略化した字のみで文章の例を作成した。
例３． 在飞机里我们不会使用手机。
（飛行機の中で私たちは携帯電話を使わないよ。
）
例４． 儿童不喜欢复习汉语。
（子どもは中国語を復習するのがすきではない。
）
例５． 美术杂志上有很多美丽的画儿。
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（美術雑誌には美しい絵がたくさんのっている。
）
例６． 请你开车。
（車を運転してください。
）
これらは単純な文であるが、簡体字を知っておかないと、何の意味が述べてあるのかさっぱりわか
らない。
２．不共通単語の
不共通単語の拾い出し
（１）日本語常用字にない
日本語常用字にない中国語
にない中国語常用字
中国語常用字
中国語では常用字であるが日本語常用字でない字があることを知っておかなければならない。現代
中国語の簡体字として現代日本語と共通性をもっていないそれらの字を覚えてしまえば、中国語に
おける苦手度が軽減する。まず例文を示そう。
例７． 哥哥把银行卡掉了。
この例文に対して、誰が銀行キャッシュカードをなくしただろうと思ってしまうが、
「哥哥」は「兄」
であると分かれば、
「兄が銀行キャッシュカードをなくした」と簡単に読める。以下、日本語常用字
として見かけない中国語常用字をＦ表にまとめてみた。
Ｆ．中国語では
中国語では常用字
では常用字であるが
常用字であるが日本語
であるが日本語常用字
日本語常用字として
常用字として見
として見かけない字
かけない字
意味

意味

意味

意味

吧 バー、～でしょう

卡 カード

孩 子ども

销 売却

码 コード

耍 遊ぶ

您 あなた

搞 する、やる

哥 兄

谅 理解、察する 妈 お母さん

怕 恐れる

它 これ、あれ

掉 落す、回す

汇 送る、集める

扎 突き刺す

们 ～達

丢 なくす、落す

跟 ～に向って、～と一緒に 懂 分かる

さらに、下記の例を見よう。
例８．

你懂吗?

この文の意味は「あなたわかる？」という意味である。しかし、訳音は「ニイトンマ？」なので、
「あなたはまぬけなの」と言われた気がする。
「懂」という字が日本語の中であまり見かけないので
字に共通感覚がないからである。
（２）全く意味の
意味の異なる同一単語
なる同一単語
同じ字・単語で意味が全く異なるものがある。それらもまず覚えてしまうことである。日本語と全く意味が
異なる単語で例文を作ってみたのでその面白さを味わった上で表Ｇを見てほしい。
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例９． 我告诉我爱人，手纸用完了。
この文章を日本人が漢文知識で解釈すると「私は愛人を告訴し、すでに手紙を書き終わった。
」とな
るが、実際の意味は「トレイレットペーパーがなかったので、そのことを奥さんに知らせた。」である。
例 10． 再加油背一下,这样一定能取得好成绩
この文も日本人の漢字知識で安易に解釈すると「もう一回背中に油を加えると、いい成績が取れる」
となってしまう。実際は「もうすこし頑張って暗記したらきっといい成績がとれるよ」となる。
例 11．

他打麻雀吃

これも「彼はマージャンをたたいて食べる」と安易に解釈されがちな文であり、意訳して「彼はマ
ージャンで生計を立てている。
」と訳す人がいる。本当の意味は「彼はスズメを打ち落として食べる」
である。
例 12．

我娘走到远处的小浜去取水。

この文章を日本人の漢字知識にたよって解釈すると、
「私の娘は水汲みに遠くの海まで走っていっ
た」となる。実際は「お母さんは遠くにある小川まで水汲に歩いていった」となる。
Ｇ．日本語と
日本語と意味が
意味が異なる中国語
なる中国語の
中国語の単語
簡体字

意味

簡体字

意味

簡体字

意味

手纸

トイレとペーパー

爱人

配偶者

便宜

安い

检讨

自己反省

经理

支配人、社長

闻

嗅ぐ

机

機械、機器

走

歩く

一直

いつも、ずっと

娘

お母さん

新闻

ニュース

从来

まったく

本

ノート

稼

農作物

大根

木の大きな根

会

できる

节目

番組、演出出し物

叶

葉

结束

終わる

背

暗記

空

暇

麻雀

すずめ

怪我

私を咎める

大丈夫 立派な男
生气

怒る

告诉

知らせる

小心

気を付ける

浜

小川

棒

すばらしい

芸

ヘンルーダ

一定

きっと、必ず

届

回

加油

がんばる

干

やる。
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（３）新語の
新語の増加
言葉は時代においてかわる。昔はバスのことを「公共汽车」と言っていた。日本では蒸気機関車
のことが汽車（汽车）であった。しかし中国では自動車がマメタンの蒸気で動くので汽车である。
日本で言うところの汽車は薪や石炭を燃やして走る「火车（火車）
」である。ちなみに自転車は自力
でこいで行くから「自行车」
。特筆すべきは、対外開放政策にもたらされる海外文化の流入で大量の
新語や外来語が生まれている。
「公共汽车」は「巴士」
、タクシーのこと「出租车」は「的士」とな
った。このように、中国語は外来語の音を中国漢字の音合わせで表記する傾向にある。さらに、漢
字が持つイメージを生かした中国独特なアレンジ方法（音とイメージで字を選ぶ方法）で外来事象
を表すという伝統がさらに強くなってきている。最近アメリカで起きた「サブプライムローン問題」
は中国でも「次级抵押贷款」として大きく取り上げられている。
元来、漢字が持つイメージを生かしつつた音を当てはめてアレンジしていくという方法は伝統的
に数多くの名訳・珍訳を生み出してきたが、近年になってその傾向は強くなっている。例えば一時
期、話題になった「ライブドア」は中国語で「活力門」と訳されている。
「活力門」は「huo-li-men」
と発音し、まさに事件の主役である「ホリエモン」の発音に一致させている。意味も「ライブドア」
そのものである。このような表現は人々に感動とインパクトを与え、記憶に残る。
人名の漢字表記においては、
「ブッシュ」を「布什」
、
「クリントン」を「克林顿」であるように、
基本的に漢字で表音する。また、
「イタリア」を「意大利」
、
「インド」を「印度」のように、外国の
地名に中国字発音での表記に近いものはあるが、
「ブラジル」を「巴西」
、
「バングラデシュ」を「孟
加拉国」で表記すると、元の発音からかなりかけ離れたものになる場合も多い。以前、留学生時代
の同じ研究室所属にバングラデシュ出身の留学生がいた。日本語教室で一緒に学ぶ中国留学生にバ
ングラデシュを言ってもどうしても自国名はわかってもらえなくて悔しい苦情を言われたことがあ
る。そういった意味で中国の字は音表記には実は不向きであることを言わざるを得ない。また、漢
字自体がイメージを持つため、中華思想的な差別や偏見が多くの国名や人名の漢字表記にも見られ
るのである。
Ｈ．新語・
新語・外来語
（１）簡体字の発音によるアプローチー
中国語

意味

中国語

麦当劳

マクドナルド

活力门

ホリエモン

博客

ブログ

迷你

ミニ

的士

タクシー

纳米科技

ナノテク

伊妹儿

イーメール

英特网

インターネット

卡拉 OK

カラオケ

巴士

バス

夏普

SHARP

黑客

ハッカー

意味

中国語

意味

（２）簡体字のイメージによるアプローチー
中国語

意味

中国語

意味
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レストランなど

买单

次级抵押贷款

で支払う

サブプライム

局域网

LAN

ローン

网站

サイト

高考复读

大学浪人

性骚扰

セクハラ

概念车

コンセプトカー

包二奶

愛人を囲う

节能

省エネ

豆腐渣工程

`おから工事

海归派

海外留学帰

炒股

株転がし

钉子户

立ち退ける命令に応

国組
住宅街

社区

三围

スリーサイズ

じない住民
重组基因

遺伝子組み 換

按揭

ローン―

救市

え

政策で株式市場を盛
り上げる

光纤

光ファイバー

搞笑

バラエティ

全球定位系统

ＧＰＳ

连锁店

チェーン店

虚拟

バーチャル

发烧友

マニア

以上、日本漢字と中国簡体字とその特徴を比較すると、中国語学習に取り組む姿勢が形成でき
よう。前者と後者の関連性、すなわち双方の語彙を活用することが効率的な中国語学習につながる
ことは理解できたことであろう。しかし、効率的に面白く学習する要点はもちろん字体や語彙の共
通性だけではない。中国語を身につける方法においてむしろ肝心なのは、共通しない部分を把握してい
くことである。共通しない部分というのは、文法構成や発音である。それらに関しては、日本人の学習者は、
日本語力として既に身につけた漢字の読み方やローマ字表記の観念を捨てなければならない場合があ
る。つまり、文法構成の基本形について示しながら発音（ピンインと声調）のリズムを生かせる新たな学習
指導の方法の開発か、もしくは、日本人が苦手とする声調の習得の方法論を提案していく必要があると考
える。
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仲間との交流に着目した「走・跳の運動」の教材づくりとその
有効性の検討

佐 々 木 由 佳＊ ・ 吉 野 聡＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

Development of an Athletic Sport Program as to Promote Friendship in Physical Education Class
Yuka SASAKI and Satoshi YOSHINO

キーワード：走・跳の運動，体育授業，仲間との交流

本研究の目的は、小学校体育科で行われる「走・跳の運動」の授業を対象として仲間との交流を深める
教材を工夫するとともに，単元前後における子どもたちの交流の変容を分析し，その教材の有効性を検討
することであった．
対象は茨城大学附属小学校 4 年生 2 クラスに対して実施した 4 単元 18 授業である。片方のクラスでは一般的
に実施されることの多い個別課題を中心とした授業展開を、もう一方のクラスでは同様の教科内容を取り扱いなが
らもグループに共通課題あるいは協力的課題を持たせながら授業を展開することにした。
特に各授業の成果として形成的授業評価（高橋ら 1994）及び集団的形成評価（小松崎ら 2000）を、単元の成果
としては心理的距離(天貝 1996)、社会的距離(石川ら 1998)を適用し、授業の総合的な成果並びに仲間との交流
の状態を分析することにした。分析した結果、協力的課題を適用したクラスでは明らかに交流の深まりが見られ
る傾向にあった。

1．はじめに
文部科学省（2002）による「生徒指導上の諸問題の現状（第 5 章『不登校』
）
」によれば，不登校
に陥る原因として「本人に関わる問題（29.1％）
」
，
「友人関係をめぐる問題（19.0％）
」
，
「親子関係
をめぐる問題（9.8％）
」が上位 3 項目にあげられている．なかでも，第 2 位にあげられている「友
人関係をめぐる問題」は，全体のおよそ 5 分の 1 を占めており，この問題は日常生活を多くの友人
――――――
*茨城大学教育学部

**水戸市立茨城小学校
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と共に過ごす子どもたちにとって極めて重要な問題の 1 つとなっている．
高橋（2000）は，
「現在，子どもの日常生活において，運動遊びによる基本的な身体活動の経験
機会が著しく減少しており，人と人との関わりや自分自身と身体とのかかわりの機会が減少してい
る」と指摘しており，また「このことが学級崩壊，いじめ，不登校などといった学校での非社会的
行動と深く関係している」と述べている．また，
「体ほぐしの運動」が導入された理由についても，
「このような子ども問題や学校問題に対処する 1 つの方策として体育科に新たな内容として設定さ
れた」と解説している．
2002 年度から完全に実施されることとなった「体ほぐしの運動」も，1998 年頃から次第に様々
な教材が紹介されるようになり，特に体育学習における集団的学習に関する評価を行う集団的形成
評価票（小松崎ら，2001）が作成されてからは，松本（2001）小林（2002）などが，その評価法
を適用しチャレンジ運動の中で紹介されている教材は子どもらの仲間づくりに有効に作用する傾向
にあることを明らかにしている．
ただし，これらの研究では各教材の有効性を検討することに焦点づけられていて，単元前後にお
ける子どもらの交流がどの程度深まったのかまでは確かめられていない．
本田（2003）や三田部（2003）は心理的距離および社会的距離の分析法を適用し，改めて「体
ほぐしの運動」の中でチャレンジ運動を適用し，単元前後での子どもたちの仲間づくりに対する教
材の有効性を確かめた．しかしながら，本田（2003）は同じ実践報告の中で分析した器械運動の分
析結果から，
「体ほぐしの運動」で得られた効果も引き続き行われた跳び箱運動の単元後にはすぐに
元の状態に戻ってしまい，体ほぐしの運動の効果は可変性が高いことも同時に指摘している．
年間 90 時間と限られた体育授業の中で豊かな仲間づくりを求めようと思えば，他の運動領域で
も継続的に子どもたちの交流の向上をめざす授業実践が進められる必要がある．そのようなことか
ら，例えばハードル走やマット運動に関する教材紹介を行った戸澤（2000）や小倉（2000）は個人
活動の集団化を意図した教材を紹介し，また有馬（2003）や辻（2002）はサッカーあるいは集団マ
ットの授業を対象に授業分析を行い，双方とも集団的学習を活性化させる上でそれぞれが作成した
教材は有効に作用したと報告している．ただし，これらの研究においても単元を通して得られる子
どもらの交流がどのように変容したのかについては確かめられていない．
そこで本研究では，先行研究で得られた知見を参考に，ひとまず個人スポーツに属する陸上運動
（
「走・跳の運動」
）の授業を対象として仲間との交流を深める教材を工夫するとともに，単元前後
における子どもたちの交流の変容を分析することを通して，その教材の有効性を検討することにし
た．

2．方法
2.1.対象授業
平成 15 年 10 月 9 日から 11 月 14 日にかけて，茨城大学附属小学校の 4 年生 2 クラスそれぞれ
に行った陸上運動（
「走り幅跳び」と「走り高跳び」
）の 4 単元 18 授業を研究の対象とした．指導
者は内地留学による大学院生（教員歴 10 年以上）と大学の教員が適宜行い，随時学生が指導補助
として指導に参加した．
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教材づくりを行う際には，4 単元ともに学校体育授業辞典（1995）や新しい体育の授業研究（高
橋，1989）に紹介されている授業モデルを参考に授業を構成した(表 1)．
「走り幅跳び」は助走，踏
み切り角度，着地動作の技術課題，また「走り高跳び」は助走，踏み切り足，抜き足の技術課題を
中心に課題を設定した．特に，4 年 2 組の「走り幅跳び」
，
「走り高跳び」および 4 年 3 組の「走り
高跳び」の 3 単元については，従来通り個人記録の伸びを中核とした個別課題中心の授業を展開す
る一方で，4 年 3 組の「走り幅跳び」については個人記録をグループ得点あるいはクラス得点に換
算し，
「他のグループに勝とう」あるいは「隣のクラスの記録を上回ろう」といった集団間での共通
目標や課題を持たせながらグループ間競争，
クラス間競争による共通課題を中心に授業を展開した．
1
1

2

（
記
録
測
定

練踏
習み
切
り
角
度
の

）

の助
練走
習 と
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地
動
作
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競
技
会
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録
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練習踏
習 と み
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走 り
経足
路の
の練

抜
き
足
の
練
習

会記
録
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（
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）
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路の
の練

記
録
測
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3

（
）

3

2
走り

（

4

1

走り

（

習

5

（

2

に
4

）

4

3

走り

記
録

図 1（写真 1,2,3,4）はそのときの授業の様子を示している．左上の写真 1 は，4 年 2 組の「走り
幅跳び」
，右上の写真 2 は 4 年 2 組の「走り高跳び」
，左下の写真 3 は 4 年 3 組の「走り高跳び」
，
右下の写真 4 は 4 年 3 組の「走り幅跳び」における子どもたちの授業中の様子を示している．写真
1234 に示すように個別課題の 3 単元（写真 123）では，児童一人ひとりが黙々と活動する場面が多
くみられる一方で共通課題中心の単元（写真 4）では，友だちの跳躍に対して喜ぶ場面などが数多
くみられた．

1

2

3

4

1

動の

に

の

2.2.授業の成果
1）形成的授業評価
各授業の総合的な評価をするために高橋ら(1994)による形成的評価法を適用した．この調査は体
育科の目標に対応させ授業の成否を知る手がかりとなる評価法であり，｢成果｣，｢関心･意欲｣，｢学
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び方｣，｢協力｣の 4 次元 9 項目から構成されている．調査用紙は，各授業のおわりに配布し，その
場で回答させた．回答方法は｢はい｣に 3 点，｢どちらでもない｣に 2 点，
「いいえ」に 1 点の得点化
を行い，授業ごとに総合評価，クラス平均を算出し，長谷川ら(1994)における授業評価の診断基準
と照合させ，授業の成否を検討した．
すべての授業において形成的授業評価のクラス平均を算出した後，単元あるいはクラス間におけ
る評価の差異を検討するために，4 単元間の一元配置分散分析を行った．結果的に有意な差がみら
れたので，後に scheffe による多重比較を行った．有意水準は 5％未満とした．
2）集団的形成評価
4 次元における各授業における集団的･協力的な活動の評価をするために，小松崎ら(2000)が作
成した集団的形成評価を適用した．
この調査は体育授業内での集団的･協力的な学習を問う評価であ
り，｢集団的達成｣，｢集団的思考｣，｢集団的相互作用｣，｢集団的人間関係｣，｢集団的活動へ意欲｣の
5 次元 10 項目から構成されている．回答方法は｢はい｣に 3 点，｢どちらでもない｣に 2 点，
「いいえ」
に 1 点の得点化を行った．授業ごとに総合評価におけるクラス平均を算出した．すべての授業にお
ける集団的形成評価のクラス平均を算出した後，単元及びクラス間における評価の差異を検討する
ため，4 単元間の一元配置分散分析を行った．ここでも結果的に有意な差が認められたので，後に
scheffe による多重比較を行った．なお有意水準は 5％未満とした．
2.3.単元の成果
1）心理的距離
単元前後における心理的な親密さの変容をみるために，天貝(1996)が作成した心理的距離尺度を
適用した(図 2)．この調査は，
「最も親しい友人」と「普通の友人」について，児童が感じる友だち
への親密さを知ることができる調査である．調査は 9.5cm の線分の上に，最も親しい友人と普通の
友人それぞれが自分からどの程度の距離にいるのか印をつけるという手順で行う．この調査票は実
践研究前半の単元前後，
実践研究後半の単元後の 3 回にわたり調査用紙を配布し回答してもらった．
得点は線分の印の中心から測り，
5mm 以下は 5 点，
10mm 以下は 10 点，
95mm 以下は 95 点，
95mm
以上は 100 点とし，5 点ごとの得点化を行った．この尺度では，点数の高いほど心の距離が離れて
いることを意味する．分析するときには，
「最も親しい友人」
，
「普通の友人」のそれぞれにクラスの
平均点を算出し，単元前後における心理的距離の違いを対応のある t 検定により有意性を確かめた．
なお，有意水準は 5％未満とした．

2

の

2）社会的距離
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単元前後における児童間の会話や遊びに関わる行動的な交流の変容をみるために，石川ら(1998)
が作成した社会的距離尺度を適用した(図 3)．調査方法はクラスの名簿を用い，子ども一人ひとりに
対して，｢とてもよく話したり遊んだりする友だち｣に 2 点(☆)，｢けっこうよく話したり遊んだり
する友だち｣に 1 点(◎)，｢ときどき話したり遊んだりする友だち｣に 0 点(○)，｢あまり話したり遊
んだりしない友だち｣に‐1 点(△)，｢ぜんぜん話したりあそんだりしない友だち｣に‐2 点(▽)の得
点化を行った．自分の仲間に対する交友レベル(自己社会的距離)と，仲間の自分に対する評価(グル
ープ社会的距離)の 2 側面についてそれぞれクラス平均を算出した．この調査票も心理的距離と同
様，実践研究前半の単元前後及び後半の単元後の 3 回にわたり調査用紙を配布し回答を求めた．各
単元前後における社会的距離の違いを検討する上では対応のある t 検定を行った．なお，有意水準
は 5％未満とした．

3

会

3．

の

と

3.1.各授業の成果
1)形成的授業評価からみた授業の実際
図 4 は授業毎に形成的授業評価を分析した結果を示している．表中には授業評価の傾向を捉えや
すくするために片対数用紙法(1990)による傾向線を加筆した．また，グラフ内の色つきは長谷川ら
(1994)による形成的授業評価の診断基準「４」に相当する範囲を示している．
形成的授業評価を分析した結果，2 組における「走り幅跳び」単元全体の総合評価（クラス平均）
は 2.60，
「走り高跳び」単元については 2.67 であった．一方 3 組においては，
「走り高跳び」単元
全体のクラス平均が 2.77，
「走り幅跳び」単元の平均が 2.82 であった．
これら 4 つの単元間における授業評価の違いをみるために，4 単元間の一元配置分散分析を行っ
た結果，有意な差が認められた(p<.01)．そこで，Scheffe による多重比較を行った結果，クラス間
における有意な差が認められ，3 組の「走り高跳び」
「走り幅跳び」単元における評価の方が有意に
2 組の「走り幅跳び」
「走り高跳び」単元における評価よりも高い得点を得る傾向にあった．因みに
両クラスとも単元間における評価得点には有意な差が認められなかった．また，長谷川ら(1994)に
よる診断基準に照らし合わせてみると 2 組の場合，全 8 授業中 6 授業において診断基準「４」の授
業が，3 組の場合，全 10 授業中 9 授業において診断基準「５」の評価を得る結果が得られた．
つまり本実践研究における子どもらの評価を総括すれば，全ての授業を通して比較的成功裡な授
業が展開されたと捉えることができる．ただし，2 組の「走り高跳び」単元における授業評価得点
の推移に示されているように，クラス内の攻撃的な子どもあるいは他動傾向にある子どもを授業中
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抑えられなくなり，この単元のみ授業評価は徐々に下降傾向を示した．
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2)集団的形成評価からみた授業の実際
図 5 は授業毎に集団的形成評価を分析した結果を示している．先行研究との比較検討を行うため
に本田(2003)の実践における結果もあわせて示した．またここでも評価の時間的な推移をわかりや
すくするために片対数用紙法(1990)による傾向線を加筆した．
集団的形成評価を分析した結果，2 組の「走り幅跳び」単元全体における総合評価のクラス平均
は 2.48，
「走り高跳び」単元のクラス平均は 2.57 であった．一方 3 組の「走り高跳び」単元全体に
おける総合評価のクラス平均は 2.67，
「走り幅跳び」単元の場合 2.81 であった．
これら 4 単元間に評価得点の違いがみられるか，4 単元間の一元配置分散分析を行ったところ有
意な差が認められた．そこで，scheffe による多重比較を行ったところ，3 組の「走り幅跳び」単元
における子どもらの評価が他の 3 単元に比して有意に高くなる傾向にあった．つまり，共通課題を
中心に授業を展開した単元（走り幅跳び）では個別課題中心に授業を展開した他の 3 単元より，明
らかに集団的学習が活性化されたと捉えられる．
因みに「体ほぐしの運動」単元において同様の調査を行った本田(2003)の研究結果を比較すると，
共通課題を中心に授業を展開した 3 組の「走り幅跳び」単元についてのみ本田(2003)の報告した「体
ほぐしの運動」単元と同等の評価を得る傾向にあった．
3.2.単元の成果
3.1.で報告した 2 クラス 4 単元の授業実践を通して，単元前後ではどのような成果が得られたの
か，ここでは子どもたちの心理的な親密さを示す心理的距離および会話や遊びといった行動的な視
点からの交流の深さを示す社会的距離の分析結果について報告する．特に分析を進めていく際には
各単元前後における各尺度得点の変容および同様の調査を行った本田(2003)の分析結果との比較
を行った．
1)心理的距離からみた交流の変容
図 6 は単元前後における心理的距離の変容のうち，
「最も親しい友人」について分析した結果を
示している．図 6 に示した通り 2 組における実践研究前半の「走り幅跳び」単元前に行った調査を
分析した結果はクラス平均 9.29，以下「走り幅跳び」単元後 11.14，実践研究後半の「走り高跳び」
単元後は 13.57 であった．
一方 3 組における実践研究前半の「走り高跳び」単元前の分析結果ではクラス平均 18.64，以下
「走り高跳び」単元後 15.54，実践研究後半の「走り幅跳び」単元後 14.09 であった．
これらの結果について，単元毎に心理的距離・最も親しい友人に関する子どもたちの意識に有意
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な変容がみられるのか統計的な有意性の検定を行ったところ，4 単元全てにおいて有意な差は認め
られなかった．つまり，個別課題や共通課題という課題設定の違いは，子どもらの「最も親しい友
人」に対する意識に大きな影響を及ぼさなかったと捉えることができる．
本田が行った「体ほぐしの運動」単元の分析結果でも同様に「最も親しい友人」については大き
な変容は報告されておらず，本実践や「体ほぐしの運動」において本田(2003)が報告したような授
業の積み重ねでは強く親しいと感じる友だちに対する授業の影響はそれほど大きなものではなかっ
たと捉えることができる．
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図 7 は単元前後における心理的距離の変容のうち「普通の友人」について分析した結果を示して
いる．図 7 に示した通り，2 組における実践研究前半の「走り幅跳び」単元前に行った調査結果で
はクラス平均が 33.24，以下「走り幅跳び」単元後 29.26，実践研究後半の「走り高跳び」単元後
34.41 であった．一方，3 組においては実践研究前半の「走り高跳び」単元前 39.24，単元後 40.30，
実践研究後半の「走り幅跳び」単元後 33.48 であった．
これらの結果について，単元毎に心理的距離・普通の友人に関する子どもたちの意識に有意な変
容がみられるのか統計的な有意性の検定を行ったところ，共通課題を中心に授業を展開した 3 組の
「走り幅跳び」単元間のみ有意な差が認められた(p<.05)．つまり，共通課題を中心に授業を展開し
た 3 組の「走り幅跳び」単元は子どもたちのクラスメイトに対する心理的距離を縮める上で有効に
作用したことを示している．
本田(2003)の報告でも普通の友人については「体ほぐしの運動」単元前後で有意な差が認められ
ており，体ほぐしの運動単元と同様今回実践した陸上運動でも共通課題を設定することで子どもた
ちの親密さは高まる傾向にあったことが裏付けられた．
2)社会的距離からみた交流の変容
図 8 は単元前後において社会的距離を分析した結果のうち，自己社会的距離の変容について示し
たものである．因みに自己社会的距離とは子どもたちがクラスメイトに対して思う会話や遊びの状
況のことである．
図 8 に示した通り，2 組において実施した実践研究前半「走り幅跳び」単元前の調査結果ではク
ラス平均-4.80，同単元後-4.03，実践研究後半の「走り高跳び」単元後は-5.55 であった．一方 3 組
においては，実践研究前半の「走り高跳び」単元前のクラス平均 2.71，同単元後 6.81，
「走り幅跳
び」単元後 9.74 であった．
以上の結果について，単元前後で有意な変容がみられるのか，統計的な有意性の検定を行ったと
ころ 4 単元全てにおいて有意な差は認められなかった．ただし，3 組における自己社会的距離の得
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点は個別課題中心の「走り高跳び」単元もそうであるが，共通課題中心の「走り幅跳び」について
も増加しており，有意性こそ認められないけれども子どもたちの少なからず交流を深めていく状況
を伺うことができた．
因みに，本田(2003)の研究結果では「体ほぐしの運動」単元前後において自己社会的距離の変容
に有意性が認められており，本実践での成果は「体ほぐしの運動」単元ほどの安定性が示されなか
ったと捉えることができる．
また，図 9 は単元前後において社会的距離を分析した結果のうち，グループ社会的距離の変容に
ついて示したものである．自己社会的距離が各々の子どもがクラスメイトに対して思う会話や遊び
の状況を測定するのに対し，グループ社会的距離はクラスメイトが各々の子どもたちに対して思う
会話や遊びの状況のことを指している．
図 9 に示した通り，2 組において実施した実践研究前半の「走り幅跳び」単元前の結果はクラス
平均-4.03，同単元後-3.38，実践研究後半の「走り高跳び」単元後-4.65 であった．一方，3 組にお
ける実践研究前半の「走り高跳び」単元前は 2.27，同単元後 5.70，実践研究後半の「走り幅跳び」
単元後が 8.16 であった．
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これらの結果について有意性の検定を行ったところ，3 組で実施した「走り高跳び」と「走り幅
跳び」単元双方において有意な差が認められた．このことは共通課題を中心に授業を展開した 3 組
の「走り幅跳び」における効果が示されている一方で，個別課題中心の授業であってもなんらかの
要因により子どもたちの交流は深まり得ることを意味している．ここでは少なくとも共通課題中心
に授業を展開した「走り幅跳び」単元で，心理的距離の普通の友人同様グループ社会的距離でも有
意に交流が変容していると捉えられることを強調したい．
以上，単元の成果として心理的距離（
「最も親しい友人」
「普通の友人」
）および社会的距離（
「自
己社会的距離」
「グループ社会的距離」
）の分析結果を報告した．先述の通り，分析した項目内容に
よっては有意な差こそ認められなかった項目あるいは予想外に有意な差が認められた項目もみられ
たが，共通課題を中心に授業を展開した 3 組の「走り幅跳び」単元では一貫して子どもたちの交流
が深まる傾向を裏付けるデータが得られた．このことは子どもたちが集団で目標あるいは課題意識
を持てる共通課題を中心に展開することで，個人スポーツに属する陸上運動の授業であっても子ど
もたちの交流を深める上で有効に作用する可能性のあることを示している．

4． とめ
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本研究では小学校 4 年生 2 クラスを対象に「走り幅跳び」と「走り高跳び」の 4 単元（1 単元は
共通課題中心の授業）を実施した．特に形成的授業評価や集団的形成評価から授業毎の学習状況を
捉えつつ単元前後における心理的距離や社会的距離を分析することで，共通課題を中心に展開する
授業が子ども間の交流を深めることに対して有効に作用するのかどうか検討してきた．その結果，
①形成的授業評価からみた授業の成否に全体的な大きな差がみられなかったとしても，明らかに共
通課題を中心に授業を展開すれば集団的な学習は活性化される傾向にあること，②共通課題を中心
に授業を展開することは子どもたちの交流を深める上で有効に作用する可能性の高いことの 2 点を
確かめることができた．
本田（2003）の研究報告をみても「体ほぐしの運動」で得られる子どもたちの交流の深まりは可
変性が高く，現行の学習指導要領に示される内容を満たしたいと考えれば，他の運動領域でも継続
的に子どもたちの交流を深める授業を実現することが重要になると考える．そのようなことから本
実践研究では個人スポーツに属する陸上運動の授業を対象に，子どもたちの交流を深めることを考
慮した教材を作成し，その有効性を確かめたが，本研究で得られた知見はその他の単元を計画する
上でも有効な示唆を与えてくれたと考えられる．ただし，個別課題中心に授業を展開してもグルー
プ社会的距離得点が有意に増加していることを考慮すれば，課題設定のしかた以外にも子どもたち
の交流を深める要因は存在すると容易に予想できる．そのような点については今後明らかにしてい
きたいと考える．
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器械運動の授業における教え合い学び合い活動が生徒の
運動有能感に及ぼす影響
―― 中学校体育における実践事例の分析を通して ――
北 見

裕＊ ・ 吉 野

聡＊＊

(2008 年 6 月 30 日受理)

Affect of student’s instructional actions each other on physical competence in gymnastic physical education
classes
Yutaka KITAMI and Satoshi YOSHINO

キーワード：運動有能感，器械運動，教え合い学び合い活動

本研究の目的は，体育科および保健体育科の授業の中に，「教え合い・学び合い活動」を積極的に導入する(単元計画に
位置づける)ことによって，「運動有能感」(特に「受容感」)を高めることはできないか，という疑問を確かめることである。そのた
め本研究では，ひとまず器械運動単元において「教え合い・学び合い活動」を積極的に導入し，「運動有能感」からみたその
効果を確かめることにした。授業は，茨城県 H 市 T 中学校 2 年生 5 クラス(男子 81 名，女子 82 名，計 163 名)を対象として，
「教え合い・学び合い活動」の単元計画への位置づけの有無によって「運動有能感」の変化を比較，検討するものとした。「運
動有能感」に関しては岡澤ら(1996)の作成した「運動の有能感測定尺度」を使用した。活動の有効性については，単元の前，
中，後に「運動有能感」調査を実施し，得点の変化についてウィルコクスン順位和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)を行い比較，
検討した。その結果，「教え合い・学び合い活動」は，「運動有能感」の三因子全てを高めるのに効果的であり，その中でも特
に「受容感」を高めることに大きく影響することが明らかになった。また，「教え合い・学び合い活動」は運動有能感下位群の
生徒に対して有効な手段であることも明らかになった。

Ⅰ はじめに
平成 20 年 1 月 17 日に発表された中央教育審議会答申(文部科学省,2008)で，学習指導要領改訂の
ねらいとその概要が明確にされた。今回，答申としてまとめられた内容の多くは，文部科学大臣が
指示した検討項目を骨子としたものとなっているが，特に「人間力」向上のための教育内容の改善
充実と，
「豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実」が強調されている。
――――――
* 日立市立多賀中学校 (〒316-0036 日立市鮎川町 3-11-2)
** 茨城大学教育学部 (〒310-8512 水戸市文京 2-1-1)

- 77 -

茨城大学教育実践研究 27(2008)
27

今回の改訂のねらいとその内容には，次の 5 つの特色が挙げられる。①「生きる力」の理念の継
承と再定義。②基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力･判断力・表現力等の重視。③国語，算
数・数学，理科，外国語等の教科の授業時数の増加と指導内容の充実。④選択履修幅の拡大から基
礎・基本と共通性の重視。⑤教師の指導性と児童生徒の自発性・自主性とのバランスの回復。これ
らの特色を総じて捉えると，今回の改訂は「生きる力」の理念の充実と「確かな学力」の実質化を
目指す改訂とみなすことができる。特に，
「生きる力」の理念の充実を目指し，学校教育において子
どもたちの豊かな心や健やかな体を育成するためには，①言語能力の育成と体験活動の重視。②道
徳教育の充実・改善。③体力の向上など健やかな心身の育成についての指導の充実の 3 項目の重要
性が指摘されているが，その中でも③の「体力の向上など健やかな心身の育成についての指導の充
実」は，学校教育において学力低下に対する取り組みと同様に，緊急の対応が必要な課題であると
いえる。
また，中教審答申(文部科学省,2008)では，現在の子どもが抱えている体力低下や心の健康につい
ての重要な観点として以下のことを指摘している。
人間にとって体力は，
すべての活動の源であり，
健康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実に大きくかかわる「生きる力」の重要な要素で
ある。また，子どもたちの体力の低下は，将来的に国民全体の体力低下につながり，社会全体の活
力や文化を支える力が失われることにもなりかねない。そのため，幼いころから体を動かし，生涯
にわたって積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲，能力を育成することが重要である。また，心身
の健康の保持増進のため，心身の成長発達についての正しい知識を習得し，実践的な判断力や行動
を選択する力を養うとともに，食育の充実が必要である。さらに，子どもの生活の安全・安心に対
する懸念が広まっていることから，安全教育の充実も必要である。現在，体育科や保健体育科にお
いては，以下のような問題点が挙げられている。①運動する子どもとそうでない子どもの二極化。
②子どもの体力の低下傾向の深刻化。③運動に親しむ資質や能力育成の機会の欠如。④学習体験の
制限および減少傾向。このような問題点を踏まえて，体育科や保健体育科の教育においては，生涯
にわたって健康を維持増進し，豊かなスポーツライフを実現することを重視し改善を図ることを目
指している。
体育の教育課程において，体を動かすことが，身体能力を身に付けるとともに，情緒面や知的
な発達を促し，集団的活動や身体表現などを通じてコミュニケーション能力を育成することにつな
がる。集団活動の中で筋道を立てて練習や作戦を考え，改善の方法などを互いに話し合う活動など
を通じて論理的思考力をはぐくむことにも資することもできるようになる。さらに，種々多様な運
動がそれぞれに有する特性や魅力に応じて，基礎的な身体能力や知識を身に付け，生涯にわたって
運動に親しむことができるように，発達の段階のまとまりを考慮し，指導内容を整理し体系化を図
るものとされている(文部科学省,2008)。なお，ここでいう身体能力とは，体力および運動の技能に
より構成されるものである。知識とは，意欲，思考力，運動の技能などと相互に関連しながら身に
付いていくものであり，動きの獲得の過程を通して一層知識の大切さを実感できるような指導が求
められる。
このように，中教審答申(文部科学省,2008)において，体育科・保健体育科では，小・中・高全て
の段階において，
「生涯にわたって運動に親しむ(豊かなスポーツライフを実現する：高のみ)資質や
能力の育成」を重視している。運動を生涯にわたって継続的に行うには，運動することが楽しいか
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ら運動に参加するというように「内発的動機づけ」にもとづいて参加することが重要である。体育
授業で「運動の楽しさ体験」が重要視されてきたことは，この内発的動機づけの視点からも支持さ
れるものである。すなわち，運動に関する関心・意欲・態度を高めるという目標は，児童生徒を運
動に内発的に動機づける過程を経て達成できるものであると考えられる。ここで挙げる内発的動機
づけは，デシー(Deci,E.L. 1980)によって「有能さと自己決定」から解釈されている。すなわち，
人間は「有能さと自己決定」を感知したいという欲求に動機づけられて行動するものであり，それ
を内発的に動機づけられた行動であると主張している。また，ホワイト(White,W. 1959)は，有能
感を有能さと同様の意味でとらえ，
「有機体が，その環境と効果的に相互作用する能力」と定義し
ている。すなわち，有能感とは予測不能な状況や環境のなかで，自信をもって積極的に対処してい
くことのできる能力のことである。
以上のことを踏まえて，
今後，
教育現場における体育科および保健体育科が取り組む課題として，
子どもたちが生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育成するためには，運動に対する有能感を
高めることが重要であると考える。
それゆえに，
体育授業において児童生徒の運動有能感を測定し，
その授業効果の検討を行うことが必要になる。そのような授業の実践の結果として，現行学習指導
要領の下における指導上の課題を踏まえた教師の指導性と児童生徒の自発性・自主性のバランス，
つまり「教えることと学ぶことのバランス」を改善し，さらには「互いに教え合い・学び合う活動」
へと発展することが期待されるのではないだろうか。授業における「教え合い・学び合い活動」の
重要性は認められているが，
「教え合い・学び合い活動」によって「運動有能感」が高まることを検
討した先行研究は見受けられない。そのため本研究では，ひとまず器械運動単元において「教え合
い・学び合い活動」を積極的に導入し，
「運動有能感」からみたその効果を確かめることにした。ま
た，
「運動有能感」の中でも特に「受容感」の変容や，運動技能下位群の変容に着目することとした。

Ⅱ 運動有能感の理論について
有能感の測定尺度に関しては，ハーター(Hater,S. 1979)によって作成された有能感尺度の日本語
版が，桜井(1983)によって作成されている。これまでの研究では，この日本語版の 4 つの下位尺度
のひとつである「身体の有能感尺度」を用いて測定を行ったものが多かったが，身体的有能感は運
動ができるという自己認知であり，運動有能感を身体的有能感の意味のみでとらえた場合は，運動
能力や技能の低い児童生徒を運動に内発的に動機づける方法を検討することは困難である。そこで，
岡澤ら(1996)は，運動有能感を総合的にとらえることが可能な運動有能感の下位尺度を明らかにし，
小学校高学年から大学生まで使用可能な「運動の有能感測定尺度」の作成を試みた。
その結果，運動有能感は，小学生(高学年)から大学生までのすべての発達段階に共通して三因子
(各因子四項目)に分類された。第一因子は，自己の運動能力，運動技能に対する肯定的認知に関す
る項目で構成されており，
「身体的有能さの認知」の因子と命名されている。第二因子は，自己の
努力や練習によって運動をどの程度コントロールできるかという認知に関する項目で構成されて
おり，
「統制感」の因子と命名されている。第三因子は，運動場面で教師や仲間から受け入れられ
ているという認知に関する項目で構成されており，
「受容感」の因子と命名されている。
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以上のように岡澤ら(1996)の研究による運動有能感は，
「身体的有能さの認知」
「統制感」
「受容
感」の三因子で構成されている。高橋(2003)は，従来の有能感という考え方では，
「身体的有能さ
の認知」のみが重要視され，運動能力の低い児童生徒を運動に内発的に動機づける方法を探ること
は困難であった。しかし，
「統制感」
「受容感」という要因が加わることによって，運動能力や技能
レベルの低い児童生徒を運動に内発的に動機づける体育授業のあり方を検討する手がかりが得ら
れると述べている。また，岡澤ら
(2001)は，小学生(高学年)から大
学生まですべての発達段階に使
用できる運動有能感測定尺度を，
小学校低学年にも使用できるも
のにならないかと試みた。その結
果，岡澤ら(1996)の測定項目を小
学校低学年の担任をしている教
師によって，低学年の児童にも理
解できる言葉に修正され，担任教
師が項目を読み上げて一斉に調
査するという方法によって，信頼
できる結果が得られるようにな
った。
このように，岡澤ら(1996)の作
成した運動有能感測定尺度は児
童生徒･学生の運動有能感を測定
することが可能であり，授業研究
に有効に利用できると考えられ
る。そのため，本研究では，岡澤
ら(1996)の作成した三因子から
なる「運動の有能感測定尺度」を

図１ 運動の有能感測定尺度

使用することにした(図 1)。

Ⅲ 有効な教材の予備検討
研究協力校に研究を依頼する前に，より有効な教材についての見通しをもつことを目的に，保健
体育科委託生ゼミ内で教授練習を行い活動や教材の有効性について予備的に検討した。
平成 20 年 4 月 21 日から 30 日までの，7 日間に渡り研究室内で教え合い・学び合い活動につい
ての検討を行った。そこでは，教え合い・学び合い活動を行わせるにあたってどのような点に留意
させればよいかを話し合った。その結果，教え合い・学び合い活動において留意すべき点は表 1 の
通りとした。
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表1
参加者

教え合い・学び合い活動の検討

委託生(現役教諭：男性 3 名，女性 1 名）
①友だちの活動を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない。

留意すべき

②友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，成果を認める。

内容

③教え合いの中で，お互いに伸ばし合う態度をもつ。
④積極的に，教え合い・学び合う。

実施時期

平成 20 年 4 月 21 日から 4 月 30 日までの間で計 7 日間

Ⅳ 運動有能感を味わう保健体育の授業に関する事例的検討
１ 方法
(1)対象授業
表 2，表 3 に示した通り，茨城県下 H 市立 T 中学校の 2 年生 5 クラス(男子 81 名，女子 82 名，
計 163 名を A，B の 2 グループに分ける)を対象として，器械運動(マット運動，跳び箱運動，鉄棒
運動)の授業(2 グループ×8 授業：計 16 授業)を実施した。器械運動の内容は，マット運動，跳び箱
運動，鉄棒運動から 1 種目を選択しメイン種目として 8 時間学習し，残りの 2 種目をサブ種目とし
て授業後半に 3 時間ずつ学習する協力校の授業形態を採用した。
A グループは，2 年生 2 クラス(男子 33 名，女子 34 名)で，教え合い・学び合い活動を単元計画
の中に位置づけて授業を行うクラスである(表 2)。B グループは，2 年生 3 クラス(男子 48 名，女子
48 名)で，教え合い・学び合い活動を位置づけずに協力校の従来通りの学習活動を行うクラスであ
る(表 3)。

表 2 対象授業
子ども

内

容

指導者

実施時期

表 3 対象授業

茨城県 H 市 T 中学校の 2 年生 2 クラス

子ども

(男子 33 名，女子 34 名)
器械運動
(跳び箱運動，鉄棒運動，マット運動）
委託生(男性)1 名が全ての授業を担当
T 中学校の体育教諭が T2・T3 として入る
平成 20 年 5 月 8 日から 5 月 30 日

内

容

指導者

実施時期

茨城県 H 市 T 中学校の 2 年生 3 クラス
(男子 48 名，女子 48 名)
器械運動
(跳び箱運動，鉄棒運動，マット運動）
委託生(男性)1 名が全ての授業を担当
T 中学校の体育教諭が T2・T3 として入る
平成 20 年 5 月 8 日から 5 月 30 日

以上のように，教え合い・学び合い活動の単元計画への位置づけの有無によって運動有能感の変
化を比較するものとした。なお，指導者については，協力依頼に行った時の学校側との話し合いに
より，単元計画を作成した委託生 1 名が T1 を務め，協力校の体育教諭が T2，T3 として指導にあ
たることとした。
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(2)単元計画

図 2 単元計画(教え合い・学び合い活動あり)

図 2，図 3 に示す通り，器械運動の単元計画を，教え合い・学び合い活動ありのクラス(図２)と
教え合い・学び合い活動なしのクラス(図 3)の 2 パターン作成した。基本的には，集団ゲーム，メ
イン種目個人練習，サブ種目個人練習のように，同じような内容で授業を行った。2 クラスの単元
計画の違いは，授業中盤に教え合い・学び合い活動を行うか，相互評価活動を行うかのみである。
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図 3 単元計画(教え合い・学び合い活動なし)

教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，授業の中盤に 10 分間の「教え合い・学び合い活動」
を位置づけた。オリエンテーションにおいても，今回の授業での「教え合い・学び合い活動」の大
切さを丁寧に説明した。教え合い・学び合い活動においては，グループ内の友だち同士で，技のポ
イントや練習の仕方，工夫点や努力した点，課題などをお互いに教え合うこととした。また，活動
の中での留意点として次のことを確認した。
①友だちの活動を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない。
②友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，成果を認める。
③教え合いの中で，お互いに伸ばし合う態度をもつ。
④積極的に教え合い，学び合う。
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教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，協力校で従来通り行われていた学習カードを使用し
ての相互評価活動を実施した。相互評価は，グループ内の友だち同士で毎時間実施された。
２ 結果と考察
(1)具体的な活動記録の分析から見た実態
教え合い・学び合い活動を導入したクラスにおける「教え合い・学び合い活動」を，生徒の活動
記録から具体的に捉えてみたいと思う。
まず，授業の中での言葉かけでは，
「倒立の練習を頑張っているね。腰をもう少し反らせるとい
いよ。
」などのように，友だちの活動を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない言葉かけが多
く見られた。また，
「あと少しでできる。昨日よりもすごく上手になっているよ。
」などのように，
友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，成果を認める態度も多く見られた。

表 4 教え合い・学び合い活動の記述
種目名

友だちからのアドバイスの記述(技名) ※技ができるようになったもの
あごを上げてマットを見るとバランスがとれるよ。(倒立)
脚を開いた時に体を前に倒しながら押すときれいに起きられるよ。(開脚前転)
開脚後転よりもさらに強く突き放そう。（伸膝後転)

マット運動
回転の勢いと強い突き放しが大切。(伸膝前転)
両手とおでこで三角形を作るんだ。(頭倒立)
怖がらないで，両手でしっかり支えればできるよ。（跳び前転)
両手で跳び箱を強く突き放そう。(開脚跳び)
助走の勢いと強い踏み切りを意識して，あとは跳び箱を強く押そう。(かかえ込み跳び)
両手でしっかりと支えて勢いよく回ろう。(台上前転)

跳び箱運動

曲がっている腰をバネのように反らせると跳べるよ。(首はね跳び)
もっと強く踏み切って腰の位置が高く上がるようにしよう。(前方倒立回転跳び)
頭は軽く付くだけで腕のバネと腰のバネで跳ぶといいよ。(頭はね跳び)
手をつくタイミングが早い。強く踏み切った後で体をひねって手をつくといいよ。(側方倒立回転跳び)
脚の振り上げと蹴り上げが大切。(逆上がり)
鉄棒にお腹が引っかかれば大丈夫。(逆上がり)
頭を後ろに反らせると背中が反ってしまうからあごを引いて鉄棒を見よう。(逆上がり)

鉄棒運動

頭を鉄棒の遠くで回転させるような勢いで，背筋を伸ばして回転しよう。(前方腕支持回転)
鉄棒にもものあたりをつけて回転するといいよ。脚をよく振ってね。(後方腕支持回転)
背すじを伸ばして思い切って回転しよう。脚の振りを反動にして回ろう。(ももかけ回転)
足首を鉄棒のところに引きつけよう。その後は空中を蹴りながら鉄棒を引き寄せよう。(け上がり)

学習カードの記入(表 4)を見てみると，教え合い・学び合い活動を導入したクラスでは，単元の
前半では，5 割～6 割が肯定的なアドバイスの記述をしており，そのアドバイスによって約 2 割の
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生徒ができなかった技ができるようになったと書いている。それが，単元後半になると，全体の約
9 割が肯定的なアドバイスの記述をしており，そのアドバイスでできなかった技ができるようにな
ったと書いている生徒はそのうちの 5～6 割にまで増えていた。
(2)運動有能感の分析から見た効果
協力校の授業対象となった 2 年生は，茨城県が実施している体力テストの結果から見ても，比較
的運動能力が優れていると言える。また，授業における態度や取り組みも意欲的であるという特徴
をもっている。岡澤ら(1996)の先行研究の結果，身体的有能さの認知(10.76)，統制感(15.47)，受容
感(14.52）をみても，本実践の対象となった生徒は運動有能感の平均得点が，身体的有能さの認知
(11.42)，統制感(16.40)，受容感(17.30)と比較的高い傾向にあった(図 4～6)。
このような生徒を対象に，教え合い・学び合い活動の有無によって，運動有能感の高まりに変化
が見られるかを分析した。
図 4，図 5，図 6 は，単元前・中・後における「運動有能感」の変化を身体的有能さの認知，統
制感，受容感の因子ごとにまとめたものである。水谷ら(1999)の運動有能感に関する先行研究を参
考に各因子を単元前の合計点の高い順から，上位群，中位群，下位群の 3 群(各 33.3%)に分類し，
技能レベル毎の分析も加えて行った。全体的な単元前後の得点の変化についてウィルコクスン順位
和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)によって有意性の検定を行った。

図 4 身体的有能さの認知に関する集計結果

その結果，図 4 に示した通り「身体的有能さの認知」においては，教え合い・学び合い活動あり
のクラスでは，上位群の得点の伸び(14.27→14.32→14.91)はわずかであったが，中位群(10.74→
11.39→12.78)，
下位群(7.36→8.50→10.09)になるにしたがって大きくなっており，
上位群，
中位群，
下位群の全ての技能レベルにおいて得点の伸びが見られた。さらに，下位群では授業前半に 5％水
準で，授業後半に 0.1％水準で有意性が見られた。また，中位群においても授業後半に 1％水準で
有意性が見られた。教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群が(15.33→15.73→15.77)
とわずかな得点の伸びを示したが，中位群(10.76→11.70→11.15)と下位群(5.85→7.42→7.33)は授
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業前半では得点の伸びが見られたが，後半にやや低下していた。有意性の検定では，下位群の授業
前半に 0.1％水準で有意性が見られ，中位群でも授業前半に 1％水準で有意性が見られた。
「身体的有能さの認知」で両クラス間の差を分析すると，授業前半では，教え合い・学び合い活
動あり・なしのどちらのクラスでも上位群，中位群，下位群の全ての技能レベルにおいて得点の伸
びが見られ，両クラスに明確な違いは見られなかった。しかし，授業後半では，教え合い・学び合
い活動ありのクラスにおいて全ての技能レベルで得点の伸びが見られ，さらに中位群，下位群の伸
びに有意性が見られるのに対して，教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，中位群，下位群の
得点がわずかに低下していた。このことから，
「教え合い・学び合い活動」は「身体的有能さの認
知」に有効であり，特に下位群の生徒にとって有効であったと考えられる。

図 5 統制感に関する集計結果

図 5 に示した通り「統制感」においては，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，上位群(18.82
→19.09→18.91)では授業後半で若干の低下傾向が見られたが，中位群(16.25→16.79→17.38)と，
下位群(12.90→14.24→15.29)では授業全般で得点の伸びが見られた。さらに，下位群では授業前
半・後半ともに 5％水準で有意性が見られた。
教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群(19.30→19.18→18.45)の得点が授業全般で低
下しており，中位群(16.03→17.09→17.47)，下位群(11.43→13.10→13.43)では授業全般で得点の伸
びが見られた。有意性の検定では，下位群の授業前半に 0.1％水準で有意性が見られ，中位群でも
授業前半に 1％水準で有意性が見られた。
「統制感」で，両クラス間の差を分析すると，教え合い・学び合い活動あり・なしのどちらのク
ラスでも授業全般で中位群，下位群の得点の伸びが見られた。さらに，教え合い・学び合い活動あ
りのクラスでは，下位群の得点の伸びに有意性が見られた。このことから，
「統制感」に関しては，
「教え合い・学び合い活動」は，下位群の生徒にとって有効であったと考えられる。
図 6 に示した通り「受容感」においては，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，上位群の
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図 6 受容感に関する集計結果

得点の伸び(19.00→19.04→19.48) はわずかであったが，中位群(16.00→17.35→18.61)，下位群
(13.33→16.14→16.86)になるにしたがって大きくなっており，上位群，中位群，下位群の全ての技
能レベルにおいて得点の伸びが見られた。特に，下位群においては，単元前(13.33)が単元中(16.14)
と大きく伸びていることがわかる。さらに，下位群では授業前半に 0.1％水準で，授業後半に 1％
水準で有意性が見られた。また，中位群においても授業前半・後半ともに 1％水準で有意性が見ら
れた。上位群においても授業後半に 5％水準で有意性がみられた。
教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群(19.40→19.07→18.90)の得点が授業全般で低
下しており，中位群(17.45→18.17→18.62)，下位群(13.92→14.51→15.51)では授業全般で得点の
伸びが見られた。有意性の検定では，下位群の授業後半に 1％水準で有意性が見られ，中位群でも
授業前半に 5％水準で有意性が見られた。
また，
「受容感」では，活動ありのクラスでは授業全般で全ての技能レベルにおいて得点の伸び
が見られ，さらに，上位群，中位群，下位群となるにしたがって得点の伸びが大きくなっている。
それに対して活動なしのクラスでは，上位群の得点が若干低下しており，中位群，下位群の得点の
伸びもわずかである。ウィルコクスン順位和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)でも，はっきりとした違
いが出ており，
「教え合い・学び合い活動」は「受容感」に関しては，上位群，中位群，下位群の
全ての生徒にとって有効に機能したと考えることができる。
図 7 に示した通り「運動有能感合計」においては，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは，
上位群(50.26→51.3052.91)，中位群(43.13→46.87→49.61)，下位群(35.00→38.19→41.43)のすべ
てにおいて得点の伸びが見られた。特に，中位群，下位群の伸びが大きかった。さらに，中位群で
は授業前半・後半ともに 0.1％水準で有意性が見られた。また，下位群においても授業前半・後半
ともに 1％水準で有意性が見られた。上位群においても，授業後半に 1％水準で有意性が見られた。
教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群(52.03→53.35→53.29)，中位群(43.78→46.00
→45.38)，下位群(31.70→34.67→36.57)となっており，授業前半は全ての技能レベルにおいて得点
の伸びが見られたが，授業後半では，上位群，中位群の得点が低下している。有意性の検定では，
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下位群において授業前半・後半ともに 1％水準で有意性が見られた。上位群では授業前半に 5％水
準で，中位群でも授業前半に 1％水準で有意性が見られた。

図 7 運動有能感合計に関する集計結果

「運動有能感合計」では，教え合い・学び合い活動あり・なしのどちらのクラスでも，授業前半
で上位群，中位群，下位群の全ての技能レベルにおいて得点の伸びが見られ，明確な違いは見られ
なかった。しかし，授業後半では，教え合い・学び合い活動ありのクラスでは全ての技能レベルで
さらに得点が伸びているのに対して，教え合い・学び合い活動なしのクラスでは，上位群，中位群
の得点がわずかに低下していた。このことから，
「運動有能感合計」に関しても，
「教え合い・学び
合い活動」は，上位群，中位群，下位群の全ての生徒にとって有効であったと考えられる。
以上のように，本実践の強調点とした「教え合い・学び合い活動」を活性化することは，
「運動
有能感」特に「受容感」を高めることに大きな効果をもたらす傾向にある。さらに，運動有能感下
位群の生徒にとっても有効な手段であると捉えることができる。

Ⅴ まとめ
本研究では，
「教え合い・学び合い活動」を積極的に導入する(単元計画に位置づける)ことによっ
て，
「運動有能感」(特に「受容感」)を高めることはできないか，という疑問を確かめようとした。
予備的研究によって，効果があると思われる教え合い・学び合い活動の留意点を，①友だちの活動
を肯定的に認め，決して否定的な評価をしない。②友だちの活動に対して，賞賛や励ましを与え，
成果を認める。③教え合いの中で，お互いに伸ばし合う態度をもつ。④積極的に教え合い，学び合
うこととして授業を行った。中学校 2 年生 5 クラスを対象に，教え合い・学び合い活動を実施する
グループと教え合い・学び合い活動を実施しないグループとに分けて授業を行いその違いを比較・
検討した。活動の有効性については，
「運動有能感」調査を単元の前後に実施し，単元前後の得点
の変化についてウィルコクスン順位和検定(Wilcoxon t-test p＜.05)を行い比較，検討した。その結
果，
「教え合い・学び合い活動」は，運動有能感を高めるのに効果的であり，運動有能感の中でも
特に「受容感」に大きく影響することが明らかになった。また，
「教え合い・学び合い活動」が運
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動有能感下位群の生徒に対して有効な手段であることも明らかになった。
実際に授業を行ってみて感じたことは，生徒たちが積極的にコミュニケーションをとり，お互い
に認め合って活動することができていたことが印象的であった。
「教え合い・学び合い活動」は，
日常の授業の中でも意識せずに行っている活動のようであるが，今回意図的に時間を設定し意識づ
けを行ったことによって大きな効果が得られたと確信している。また，学習カードの記述からもわ
かるように，いろいろな生徒が教師役(アドバイザー)になって，多くの生徒が技を習得することが
できている。アドバイザーになっていたのは技能が高い者だけではなかった。練習してできるよう
になった者や同じようなつまずきを感じている者，自分もできないが工夫して練習している者など，
多くの生徒が様々な立場から友だちにアドバイスをおくっていた。このような活発な「教え合い・
学び合い活動」が見られたことも本研究の大きな成果である。
今回は，個人種目である器械運動において「教え合い・学び合い活動」に着目して研究を行った
が，今後は陸上競技や水泳，柔道などの個人種目でも同様の研究をしてみる価値があると考える。
また，個人種目だけではなく，導入の仕方を工夫，改善して，球技などの集団種目にも活用するこ
とによって有益な示唆が得られることと思われる。それらのことは今後の課題としたい。

文 献
中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校および特別支援学校の学習指導要領等の
改善について」(2008), 文部科学省．文部科学省ホームページ．
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/20080117.pdf)
ダリル･シーデントップ著 高橋健夫訳(2003), 新しい体育授業の創造－スポーツ教育の実践モデ
ル－ 大修館書店．
Deci,E.L.：安藤延男・石田梅男訳(1980), 内発的動機づけ－実験社会心理的アプローチ－．誠信
書房，
〈Deci,E.L.(1975),Intrinsic Motivation. Plenum Press：NY〉
学習指導要領改定案(2008), 文部科学省．文部科学省ホームページ．
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/080216/003.pdf)
Hater, S.(1979), Perceived Competence Scale for Children (manual).University of Denver．
石村貞夫(2002), SPSS による分散分析と多重比較の手順［第 2 版］ 東京図書．
工藤文三(2008), 平成 20 年度版中央教育審議会答申 全文と読み解き解説 明治図書．
水谷雅美・岡澤祥訓(1999), 運動有能感を高める走り幅跳びの授業実践．体育科教育，47(9)：68-71．
水谷雅美･岡澤祥訓(1999), 運動有能感を高めるリズム体操の授業実践．体育科教育，47(10)：57-59．
向山洋一(2001), 教え方のプロ･向山洋一全集 26 子どもの運動量を確保する向山流体育授業．
元塚敏彦(1999), 「運動に関する有能感」を高める工夫．体育科教育，47(6)：70-72．
岡澤祥訓・北真佐美・諏訪祐一郎(1996), 運動有能感とその発達及び性差に関する研究．
スポーツ教育学研究 16(2)：145-155．
岡澤祥訓・木谷博記・木谷真佐美(2001)， 小学校低学年用運動有能感測定尺度の作成．
奈良教育大学紀要 50(1)：91-95．

- 89 –

茨城大学教育実践研究 27(2008)
27

岡澤祥訓・真庭美保(1999), 運動有能感を高める方法 その１．体育科教育，47(1)：49-51．
岡澤祥訓・木村憲章(1999), 運動有能感と自己決定欲求との関係．体育科教育，47(4)：60-63．
岡澤祥訓・辰巳喜之(1999), 運動有能感を高める原因帰属のあり方．体育科教育，47(5)：53-56．
岡澤祥訓・畠山竜太郎(1999), 運動有能感を高める卓球の授業実践．体育科教育，47(11)：73-75．
岡田賢司・岡澤祥訓・元塚敏彦(1999), 運動有能感を高めるペースランニングの授業実践．
体育科教育，47(12)：62-64．
岡沢哲子・谷口典子(2000), 幼児期における子どもの運動有能感を高める．体育科教育，
48(1)：67-69．
桜井茂男(1983), 認知されたコンピテンス測定尺度（日本語版）の作成．教育心理学研究
31(3)：245-333．
高橋健夫(2003), 体育授業を観察評価する． 明和出版．
高橋健夫(1994), 体育の授業を創る． 大修館書店．
White,W.(1959), Motivation reconsidered ;the concept of competence. Phychological Review.
66(5)：297-333．

- 90 -

茨城大学教育実践研究 27(2008), 91-103

中学校技術科教育における情報モラルを高めるための
情報通信ネットワーク学習の実践
加藤 理＊ ・ 野崎 英明＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

A Learning of Information and Communication Network to Teach Information Ethics in
Junior High School Technology Education
Osamu KATO and Hideaki NOZAKI

キーワード：情報モラル，電子メール学習，電子掲示板学習，中学校技術科教育

近年，電子メールなどを用いたいじめや誹謗中傷からの殺人，個人情報の流失，著作権の侵害などが社会
問題となっている。高速インターネットや携帯電話や爆発的に普及し，年々その問題が低年齢化している今日，
児童・生徒の情報モラルを高めることは喫緊の課題と言える。本研究では，中学校技術・家庭科「電子メールの学
習」において情報モラルを高められるような指導方法を提案し，指導実践を通してその効果について検証した。
「調査方法の工夫」，「掲示板による学び合いの学習」，「電子メールによる個別支援」，「疑似体験」，「手引書の作
成」，「家庭との連携」などの指導方法の工夫を通して，情報モラルを高めた生徒を多く確認できた。

1 はじめに
1989 年度に改訂された中学校学習指導要領の技術・家庭科１）では，「情報基礎」の領域が新設さ
れ，初めて技術・家庭科でコンピュータが扱われるようになった。1998 年に改訂された同学習指導
要領の技術・家庭科２）では「情報とコンピュータ」が必修化され，指導項目(1)イにおいて「情報
化が社会や生活に及ぼす影響を知り，情報モラルの必要性について考えること」が示された。
総務省「通信利用動向調査３）」によるとインターネット接続の世帯普及率は平成 9 年に 6.4%だ
ったものが，平成 17 年には 87.0%と激増している。普及率の増加に伴い，情報モラルが不十分なた
めにさまざまな被害にあう利用者も増えている。首相官邸 IT 戦略本部が実施した e-Japan 重点計画
-2004 により，コンピュータ室だけでなく，新たに普通教室・特別教室等へ高速回線でインターネ
ット接続されたコンピュータの整備が図られた。同調査３）によると携帯電話の普及率も平成 8 年の
――――――
*水戸市立第二中学校

**茨城大学教育学部
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24.9%から平成 17 年には 89.6%と増加している。携帯電話からもインターネットへの接続が可能で
ある。このような社会の急激な情報化により，学校教育や生活の様々な場面でインターネットと向
き合う機会ができたことから，早急に児童・生徒の情報モラルを高める必要が生じてきた。
そこで，本研究では技術・家庭科「情報とコンピュータ ― 情報通信ネットワーク ― 電子メー
ル」の学習において効果的な指導を行うための指導方法を提案し，指導実践を通してその学習効果
を検証した。図 1 に研究の概要(イメージ)を示す。

図 1 研究の概要（イメージ）

２ 技術・家庭科における情報モラルと生徒の実態
２－１ 技術・家庭科における情報モラル
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「教育課程部会におけるこれまでの審議のまと
め４）」（平成 19 年 11 月）において，『情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行うための基
になる考え方と態度」（高等学校学習指導要領解説情報編）のこと。ここでは、ネットワーク上の
ルールやマナー、危険回避、個人情報・プライバシー、人権侵害、著作権等に対する対応や、コン
ピュータなどの情報機器の使用による健康とのかかわりなどを含めて「情報モラル等」としている』
とされている。またこの中で，情報モラル等の指導は，情報教育（各教科），道徳教育などでの充
実が望まれるとされている。情報教育（各教科）では，『中学校段階では、各教科等において、小
学校段階の基礎の上に、コンピュータや情報通信ネットワークなどを主体的に活用するとともに、
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情報モラル等に関する指導の充実を図る』，道徳教育では改善の具体的事項として『社会における
情報化が急速に進展する中、インターネット上の「掲示板」への書き込みによる誹謗中傷やいじめ
といった情報化の影の部分に対応するため、発達の段階に応じて情報モラルを取り扱う』としてい
る。
技術・家庭科では，学習指導要領２）の中で，Ｂ 情報とコンピュータ指導項目(1)イ『情報化が社
会に及ぼす影響を知り，情報モラルの必要性について考えること』が示されている。また内容の取
扱いで『(1)のイについては，インターネット等の例を通して，個人情報や著作権の保護及び発信し
た情報に対する責任について扱うこと』としていることから，技術・家庭科で身につけるべき情報
モラルとは「個人情報や著作権の保護，発信した情報に対する責任」と言うことができる。
２－２ 生徒の実態
表 1 は M 中学校の生徒 2 年 4 組 34 人のインターネット，電子メール，電子掲示板の使用調査結
果（平成 19 年 9 月 26 日実施）である。30 人(88%)の生徒がコンピュータや携帯電話などでインタ
ーネットを使用している。電子メールでは 22 人(65%)，電子掲示板では 14 人(41%) の生徒が情報発
信の経験を有している。これだけ使用しているにも関わらず，使用に関するルールがある家庭は 3
人(9%)であった。また，誹謗や中傷の書き込みについては 24 人(71%)の生徒が犯罪にならないと答
えており，情報モラルに関する正しい知識が不足している。
表 1 インターネット，電子メール，電子掲示板の使用調査
平成 19 年 9 月 26 日実施 Ｍ中 2 年 4 組 34 名
はい

いいえ

家でインターネットができる。

30人(88%)

4人(12%)

電子メールを使用したことがある。

22人(65%)

12人(35%)

掲示板に書き込みをしたことがある。

14人(41%)

20人(59%)

使用するときのルールが家で決まっている。

3人( 9%)

31人(91%)

誹謗中傷の書き込みが犯罪になる時がある。

10人(29%)

24人(71%)

電子メールでウイルスにかかると思いますか。

7人(21%)

2人 (6%)

わからない

25人(73%)

３ 情報モラルを高めるための手立て
３－１ 中学校 3 年間を見通した情報モラルの指導計画
情報モラルの指導は，各単元の中の必要な場面で行う方がより効果的である。総合学習や他教科
でもインターネットを情報収集の道具として使うことを考えると，著作権，肖像権，知的所有権な
どについてはできるだけ早い時期での学習が望ましいため，1 年生で指導する。電子メール等の情
報発信に関する内容は 2 年生で指導し，セキュリティー，不正アクセスに関する内容はある程度の
知識と技術を必要とする内容であるため 3 年生で指導する。表 2 に M 中学校技術・家庭科「情報と
コンピュータ」における情報モラル指導計画を示す。
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表 2 「情報とコンピュータ」における情報モラル指導計画
指導学年

題材

1年

ネチケット

時間
1

インターネット
の使い方

内容

社会問題

・目に見えない相手への思いやり

・さまざまなネット犯罪

・インターネットの光と影
インターネットによる情報

1

・著作権，肖像権，知的所有権，

・著作権法違反，肖像権の侵害

の収集
プライバシー

プライバシーの侵害
・情報の信頼性

電子メールや電子掲示板な

2年

1

どへの情報の発信
電子メール，
電子

・個人情報，著作権，肖像権，誹謗中傷， ・個人情報の流出，個人情報保法
チェーンメール，ウイルスプログラムス

著作権侵害，名誉毀損，出会い

パムメール，架空請求，出会い系サイト

系サイト規制法

掲示板
3年

セキュリティ

セキュリティ

不正アクセス

３－２

0.5

・ＩＤ，パスワードの盗用，なりすまし

・不正アクセス禁止法違反など

情報モラルを高める「電子メール，電子掲示板」指導方法の提案

生徒の実態に応じた指導，身につけた知識や技能を生活に生かすことのできる指導という観点か
ら，2 年次の電子メール，電子掲示板の学習のために図 2 のような授業構成（授業の流れ）を考案
した。その具体的内容を以下，(1)～(7)の項目に示す。

図 2 「電子メール，電子掲示板」学習のために考案した授業の構成（授業の流れ）

(1) 情報モラルに関する生徒の実態調査
授業の開始時に情報モラルに関する生徒の実態調査をすることで，生徒たちが身につけている
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力やこれから身につけさせたい力が見えてくる。生徒の実態に応じた授業展開ができれば，限ら
れた時間の中で，効果的に学力の定着を図ることができるはずである。また，生徒にとって興味
や関心の高い内容を取り扱うことで，より意欲的に学習に取り組ませることができると考えられ
る。
(2) 擬似体験による生活問題の認識
前項２－２の生徒の実態調査では「電子メールの利用でウイルスにかかると思いますか」とい
う質問に対して，「はい」と回答した生徒は，7 人(21%)しかいなかった。「いいえ」，「わから
ない」と答えた 27 人(79%)の生徒はウイルスが何かをよく認識していない可能性が高い。このよ
うな生徒に対して，「メールアドレスを外部に流出させてしまうと，ウイルスを含んだメールが
届いてしまう可能性があるから気をつけよう」と説明しても現実と結びつけて考えられないであ
ろう。
山本ら５）は『コンピュータウイルスを擬似的に体験することによりコンピュータウイルスが社
会に及ぼす問題をより身近な課題としてとらえ，それに対処する知識と技能を身につけさせるこ
とに効果があったと思われる』と述べている。そこで電子メールの添付ファイルのアイコンをク
リックすると，勝手に画面が切り替わり，一部を除いてキーボード操作ができなくすることでウ
イルスに感染したような体験や架空請求が体験できるようなソフトウェアを制作した。ウイル
スを疑似体験することで，生徒たちは実際に起ったら大変な問題だと意識しながら学習に取り
組むようになると考えられる。またこれを授業の導入に用いれば，学習活動が活発化するという
効果も期待できる。
(3) 学びあいの学習
インターネット，電子メールの使用経験は，生活環境による個人差が非常に大きい。1 日に電
子メールを 30 通以上送受信する生徒もいれば，全く無経験の生徒もいる。前年度（平成 18 年度）
に行った電子メールの学習では，教師用コンピュータから生徒用コンピュータへ偽の「チェーン
メール」を送信すると，経験豊富な生徒が「これは怪しいから無視して」とまわりに言葉かけを
行い注意を喚起している場面が見られた。このような身近な友人たちと情報を共有し合う「学び
合いの学習」は，興味，関心を高める上でも非常に有効である。
「学び合いの学習」を電子掲示板を用いて実践する。電子掲示板は，①文字でのやりとりなの
で話すのが苦手でも自分の意思を表示できる，②自分のペースで他人の意見を見たり，発言がで
きる，③書き込み内容が記録に残るので，振り返ることができる，④複数の掲示板を立ち上げて
おくことで，いろいろなテーマを同時に進行することができる，などの利点がある。注意点とし
て，時間が経過すると不適切な内容の書き込みが出てきたり，テーマからそれたりすることがあ
るので，すぐに注意したり削除するなどできるように，常に掲示板を観察し管理している必要が
ある。電子掲示板ソフトウェアとしてはすでにＭ中学校コンピュータ室のコンピュータにインス
トールされているハイパーキューブ（鈴木教育ソフト）のボード機能を用いる。ハイパーキュー
ブが利用できない場合はフリーソフトウェアを用いることも可能である。
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(4) 学習内容の定着度の確認
アンケート集計機能を用いて，生徒の学習内容の定着を簡単に確認することができれば，次の
活動へ向け個に応じた対応が可能である。できるだけ簡単に回答できるよう，あらかじめ用意し
た選択形式の問題の選択肢をクリックをして回答するようにする。
(5) 電子メールによる個別支援
目標に達した生徒にはさらに発展的な，また未達成の生徒には補習的な活動ができるような支
援が必要な場合がある。電子メールを用いると，特定の生徒だけに，必要なアドバイスを送るこ
とができるので，個に応じた支援がしやすい。また電子メールは同じ内容を同時に送ることがで
きるので，複数の生徒に対して同時に支援することも可能である。また生徒が教師に質問する際
にも活用できる。
「コンピュータ室は広いので，質問するとき大きな声を出すのは恥ずかしいが，
電子メールなら気軽に質問できる」といった声も前年度（平成 18 年度）にアンケートを実施した
際に聞かれた。授業のまとめや反省に用いることもできる。電子メールソフトウェアとしてはす
でにコンピュータ室のコンピュータにインストールされているハイパーキューブのメール機能を
用いる。ハイパーキューブが利用できない場合は，電子掲示板同様，フリーソフトウェアを用い
ることができる。
(6) 手引きの作成
生徒が実際に情報発信を行うのは，自宅など生活の場が多い。学習したことを生活で活用でき
るように，情報発信の手引きを作成した（図 3）
。情報を発信する前に気をつけなければならない
ことや，万が一トラブルになった時，どこに相談すれば良いかすぐ分かるよう関係機関の連絡
先，URL などを載せた。

図 3 作成した情報発信の手引き
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(7) 家庭との連携
インターネットや電子メール，電子掲示板の利用は，学校活動以外の時が多い。学校活動以外
を「家」として，家での使用に際してルールがあるか 2 年 4 組 34 名に対して平成 19 年 9 月 26
日に調査を行った（表 1）
。ルールがあると回答した生徒は 3 人(9%)しかいなかった。インター
ネットの利点だけでなく危険性を知っていれば，もう少しルールなどを設定するなど家庭の対応
も変わるはずである。そこで，学年懇談会などで直接保護者に話す機会を設け，生徒たちの情報
発信の現状を伝えるなどして，保護者との連携を図ることにした。

４ 授業実践
４－１ 方法
授業実践は茨城県内のＭ中学校である。
「電子メールや電子掲示板を使う時はどのようなことに気をつければ良いだろう」という学習課
題で平成 19 年 11 月 16 日に第 2 学年 1 クラス 34 名を対象として授業実践を行った。
４－２ 指導計画と指導案
本時は中学校技術・家庭科技術分野「情報通信ネットワークの利用」4 時間取扱いの 4 時間目で
ある。表 3 に指導計画を，図 4 に指導案を示す。
表 3 指導計画
中学校第 2 学年技術・家庭科「情報通信ネットワークの利用」4 時間の取り扱い ○印は本時
学習内容
１

Webページのしくみを知る。

評価（方法）
情報通信ネットワークとコンピュータネットワークの特
徴がわかる。
（観察）

２

インターネットで情報を集める。

検索サービスを用いて，必要な情報を選択・収集すること
ができる。
（観察）

３

電子メールや電子掲示板で情報を交

電子メールや電子掲示板の仕組みや利点を知り，情報の発

換する。

信・収集をすることができる。
（観察，作業後のデータ）

４

情報伝達の安全性とマナーを考える。

情報伝達の安全性とマナーを考えて，日常の生活に生かす
ことができる。
（観察，作業後のデータ）
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本時の学習
目標 電子メールや電子掲示板の正しい使い方を知り，安全に活用することができる。
展開
学 習 内 容 ・ 活 動

（生活の技能）

教師の支援・評価

１ 電子メールや電子掲示板使用時におこる場面の疑
似体験をして，本時の学習課題を考える。
電子メールや電子掲示板を使う時はどのよう

なことに気をつければ良いだろう。
２ 電子メールや電子掲示板の利用について下の質問
に答える。結果を全員で確認する。
質問１ 友達の寝顔を携帯電話で撮影し，他の友
人へ送った。
質問２ 好きなアイドルの歌をデータ化して，電
子掲示板にのせ，見た人が取り出せるように
した。
質問３ 自分の Web ページに，友人のつくった小
説を勝手に掲載した。
質問４ 自己紹介の電子掲示板に，名前やメール
アドレス，学校名，学級，出席番号など
を書き込んだ。
質問５ このメールを 3 人にまわしてと来たの
で，3 人に送った。
選択肢
①特に問題はない②法律違反ではないがして
はいけない③法律違反である④分らない
３ 学習活動２の質問に対する自分の考えを掲示板ソ
フトウェアを使用して書き込む。友人の書き込みを見
たり，考えを交換し合う中で，問題に対処する最善の
方法を考える。
・プライバシーの保護について
・肖像権の侵害について
・著作権の尊重について
・個人情報の保護について
・誹謗，中傷，名誉毀損について
・情報発信の責任について
・受け手に及ぼす影響について

○ 疑似体験をすることで身近な問題ととらえさせた
い。
○ なぜこの学習が必要なのか生活と関連付けながら
学習課題を考えさせる。
○ アンケートの回答方法は選択形式にし，誰もが簡単
に回答できるようにしたい。
○ 回答状況を教師用コンピュータで確認し，質問の内
容が理解できない生徒がいれば，言葉かけを行う。そ
のような生徒が多数いる場合は，質問ごとに集めて説
明するなどして対応したい。
○ 教師用コンピュータのアンケートを集計するソフ
トウェアを用いて，生徒の実態を把握する。
○ アンケート結果を，生徒のコンピュータに送信し，
実態を全員で確認し，全体の課題としてとらえさせ学
習意欲を高めさせたい。
○ 情報の発信という観点で考えさせる。
○ 情報の取り扱いに気をつけることは，自分を守るこ
とでもあることに気づかせたい。
○ 法律に反することなのか，ルールやマナーに反する
ことなのか整理して考えさせたい。
○ 誰もが責任をもって情報発信を行えば，トラブルが
減少するということを気付かせる。
評価
Ａ 積極的に掲示板の閲覧や書き込みを行い，自分の
考えを深めながら電子メールや電子掲 示板の正
しい使い方が理解できたか。
Ｂ 掲示板を見て，電子メールや電子掲示板の正しい
使い方が理解できたか。
（書き込みデータ，観察：生活の技能）

４ 電子メールや電子掲示板の使用における社会問題
を知る。
・社会問題になっている新聞記事を活用
・情報発信の手引きを活用

○ 事故例をたくさん紹介し，知らないために，トラブ
ルになったということのないようにしたい。
○ 単なる事例紹介だけでなく，問題になった背景を考
えさせ，新しい問題に直面した時もそれに対応できる
態度を身につけさせたい

５ 本時のまとめをする。
（１）もう一度アンケートに答え，学習の定着を確認
する。
（２）授業の反省や感想を電子メールで教師用コン
ピュータ（PC00）へ送信する。

○ 机間指導や，生徒用画面の受信で評価確認しながら
確実に展開していきたい。
○ アンケートや反省の電子メールで生徒の理解度を
確認し，理解不十分の生徒には個別に教師側から，ア
ドバイスの電子メールを送るなどして対応したい。

図 4 授業実践の指導案
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５ 授業の実践の成果及び考察
５－１ 提案した指導方法の検証
(1) 情報モラルに関する生徒の実態調査
学習のはじめにアンケート集計ソフトウェアを用いて情報モラルに関する実態調査を行った。
生徒の実態調査には，教育支援ソフトウェアである SKYMENU（Sky 株式会社）のアンケート集
計機能を用いた。このソフトウェアを用いると，生徒が生徒用コンピュータから選択形式のアン
ケートに回答すると，瞬時に教師用コンピュータに結果が表示される。同様な機能を持つ「こあ
っと(http://coat-lab.net/)」のようなフリーソフトウェアもあるので，アンケート集計ソフトウェア
が未整備の中学校でも調査が可能である。
「友人の寝顔を携帯電話で撮影し，他の友人へ送った」，「アイドルの歌をデータ化して，他
人が自由に取り出せるようにした」など，いくつかの質問で誤った回答が多くみられた。それら
の質問を中心に，その後電子掲示板を用いて学び合いの活動を行った。学び合いの活動後，学習
の定着を確認するため再度調査を行った。活動後は，ほとんどの生徒が正しい知識を身につけた
ことが，調査より確認できた(図 5,6)。
友人の寝顔を携帯電話で撮影し，他の友人へ送った。

活動前

活動後

回 答
①特に問題はない。
②法律違反はでないが
してはいけない
③法律違反である
④分からない

活動前
1人 (3%)
19人(56%)

活動後
0人 (0%)
1人 (3%)

13人(38%) 32人(94%)
1人 (3%) 1人 (3%)

図 5 アンケート結果 平成 19 年 11 月 16 日実施 2 年 4 組 34 名
アイドルの歌をデータ化して，他人が自由に取り出せるように Web 上に掲示した。

活動前

活動後

回 答
①特に問題はない。
②法律違反はでないが
してはいけない
③法律違反である
④分からない

活動前
4人 (3%)
3人 (9%)

活動後
1人 (3%)
0人 (0%)

20人(59%) 32人(94%)
7人(20%) 1人 (3%)

図 6 アンケート結果 平成 19 年 11 月 16 日実施 2 年 4 組 34 名
(2) 疑似体験による生活問題の認識
ウイルスが疑似体験できるソフトウェアを，
「おすすめ」というファイル名で制作した。電子メ
ール送受信の練習中に「当選おめでとうございます。下のおすすめファイルをクリックしてみよ
う」という内容のメールを生徒用コンピュータに一斉送信した。受信したメールを見て，
「あやし
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いから見ない方が良いよ」と言葉かけをする生徒もいたが，クリックしてしまった生徒が 14 人
(41%)いた。
「ウイルス」という文字がでて画面が勝手に切り替わるのをみて，あわててしまう生
徒もいた。また，ウイルスに疑似感染して困っている友人を見て，笑っている生徒もいた。授業
後「ウイルス体験はいかがでしたか」という調査を行ったところ，図 7 に示すように「良かった」
「少し良かった」と疑似体験を肯定的にとらえた生徒が 21 人(62%)いた。
「悪かった」
「少し悪か
った」と回答した生徒 13 名(38%)も，偽のウイルスメールを体験して嫌な気持ちになることでウ
イルスに対する警戒感が増したと考えられるので，ウイルスメールの疑似体験は効果的であった
と言える。
ウイルスの体験はいかがでしたか。
回 答
①良かった
②少し良かった
③少し悪かった
④悪かった
図 7 アンケート結果

14人(41%)
7人(21%)
7人(20%)
6人(18%)

平成 19 年 11 月 16 日実施 2 年 4 組 34 名

(3) 学び合いの学習
電子掲示板に，「情報発信で注意すること」というテーマで，自由に書き込みをさせた。知識
のある生徒は得意になって，書き込みをして自分の知っている情報を公開していた。生徒たちは
熱心にマウスを動かして書き込みを閲覧したり，キーボードを動かして書き込みをしていた(図
8)。書き込みに対する質問，それに対する返答などで書き込み数は開始 8 分で 100 を超えた。人
間関係にあまり左右されず，自由な意見交換がなされていた。また学習後，掲示板に対する調査
を行うと，「良かった」「少し良かった」と回答する生徒が 31 名(91%)いた(図 12)。
反省では，閲覧するだけでも学習になったという意見も聞かれた。書き込み内容を見ると，一
人の意見に対して，他の生徒がコメントする，それを見てまた他の生徒が書き込みする，などの
場面もあり，内容も発展的に展開した。学び合う場の手立ての一つとしての電子掲示板の有効性
が認められた。
情報発信で注意することを書き込もう
話し合いに掲示板を用いたことはどうでしたか。
回 答
①良かった
②少し良かった

9人(26%)

③少し悪かった

3人(9%)

④悪かった

0人(0%)

図 9 アンケート結果
平成 19 年 11 月 16 日実施 2 年 4 組 34 名
図 8 電子掲示板を使用した
「学び合いの学習」

- 100 -

22人(65%)

加藤・野崎：情報モラルを高めるための情報通信ネットワーク学習

(4) 学習内容の定着度の確認
授業の最初と最初に行ったアンケート調査は，どの生徒がどのような内容の理解が不十分であ
るか瞬時に確認できたので，もう一度全体で説明，個別支援など次への手立てを考えるのに有効
であった。
(5) 電子メールによる個別支援
図 5，図 6 からも分かるように，授業後に学習内容の理解が不十分と判断できる生徒が各問題
とも 2，3 人いた。この生徒たちに対して，電子メールを使用して補足説明などの個別指導を行い，
学習内容の定着に努めた。その後反省を電子メールで教師用コンピュータに送信させ，授業の理
解度を見たところ，個別指導後は理解不十分の生徒が 0 人になった（表 4）
。今回の授業実践にお
いては，電子メールを用いた理解不十分な生徒への指導支援は効果があったと言える。
表 4 メールでの個別指導後の理解不十分の生徒数
問題番号

確認問題で理解

個別指導後理解

不十分の生徒数

不十分の生徒数

問1

2人

0人

問2

1人

0人

問3

1人

0人

問4

3人

0人

問5

2人

0人

(6) 手引書の作成
家でも活用できるような手引書を用いて情報発信の説明を行った。手引書に対し，
「良かった」
「少し良かった」と回答した生徒は 29 人(85％)であった。
(7) 家庭との連携
授業と連動する形での家庭との連携についてはまだ 2 年生では行ってないものの，7 月に行わ
れた 1 年生の保護者懇談会で，情報社会の影の部分を話した。インターネットや携帯電話の使い
方について親子で話す機会を設けた家庭もあった。また，担任に「トラブルは親の責任，危険な
ことが分ったので携帯電話を持たせるのはやめました」と報告する保護者もいた。2 年生でも保
護者に現状を伝え連携を図ってきたいと考える。
全校の保護者を対象にした研修の機会を設ける，
職員間で共通理解を図り他学年の懇談会でも同じような話ができるようにするなど改善を図る必
要がある。
４－２

授業前後の生徒の変化

授業の感想を調査すると，100％の生徒が「良かった」と答えた。反省として生徒が教師用コンピ
ュータへ送信した電子メールを見ても，ほとんどの生徒がＡ子の反省（図 10）のような情報発信に
ついてこれから注意するといった内容が書かれていた。
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プロフと呼ばれる自己紹介掲示板がある。2 年 4 組の調査では，見たことがある 20 人，書き込み
をしたことがある 14 人(表 1)，作成し公開している 7 人であった。Ｂ子はプロフを作成し公開して
いる生徒の 1 人である。「なんだか･･･不安になってきました」，「危ないことはしないようにしま
す」という反省（図 11）の通り，学習前は，学校名，クラス名，出席番号，写真などを掲載してい
たが，学習後Ｂ子の自己紹介掲示板を確認するとすべての個人情報の掲載をやめていた。

図 10 A 子の反省

図 11 B 子の反省

６ お わ り に
本研究では，中学校第２学年技術・家庭科「情報とコンピュータ ― 情報通信ネットワーク

― 電子メールの学習」における指導方法を提案し，授業実践を通して情報モラルを高める技
術・家庭科教育の在り方を研究した。得られた結果を要約すると以下の通りである。
(1)「学び合いの活動」における書き込み数や授業後の反省文から，授業のはじめにアンケート集計
ソフトで生徒の実態把握を行い，実態に応じた授業を展開することが，生徒の学習意欲を高め
る効果があることが明らかになった。
(2) 学習前・後のアンケート調査結果の変化や授業後の反省文から，生活と関連づけて授業を構成
することにより，情報モラルを高めた生徒が多くいたことが確認できた。
また今後の課題としては以下の 2 点があげられる。
(1) 指導方法や評価方法の改善とともに，社会状況や生徒の実態をとらえ直し，情報モラルを効果
的に高められるような指導の在り方を今後さらに研究する。
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(2) 情報に関する犯罪の手口は年々巧妙で悪質になっており，これらに対して法律の整備が追いつ
いていないというのが現状である。新しい手口にも主体的に対応できる生徒の育成が可能な指
導方法の研究を行う必要がある。

注
1) 文部科学省『中学校指導書（平成元年）― 技術・家庭科編 ―』（開隆堂出版，1989），pp.54-60.
2) 文部科学省『中学校学習指導要領（平成 10 年 12 月）解説 ― 技術・家庭科編 ― 』（東京書籍，
11999）， pp.31-44.
3) 総務省「通信利用動向調査」(2006)
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/statistics/statistics05b1.html
4) 文部科学省「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」(2007)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/001/07110606/001.pdf
5) 山本利一，白崎清，牧野亮哉「コンピュータウイルスを体験的に学習する「情報とコンピュータ
の授業実践」」『日本教育情報学会誌』第 17 巻第 3 号(2001)，pp.75-81.
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指ねじり編みによるアクリルたわしの教材化
山本 紀久子＊
(2008 年６月 30 日受理)
Development of Materials for Making YUBIAMI-Finger Knitting Acrylic Fiber Dish Cleaner
Kikuko YAMAMOTO

キーワード：アクリルたわし、指編み、ねじりメリヤス編み、教材化

教員志望の学生を対象に、消費者教育の教材開発を目的に、主体的・具体的活動をイメージできるよ
うに、活動目標として指編みアクリルたわし作品の製作を課題とした。教材としての評価を求めた結果、お
おむね高い評価を得た。

はじめに
たわしの種類として、スポンジたわし、金属たわし、ナイロンたわし、亀の子たわし、へちまた
わしとともに、アクリルのたわしが使用されて久しい。アクリルたわしは、コップやシンク洗い用
などの台所用、洗面所・風呂掃除用だけでなく、電気製品・家具・ガラス拭き用、網戸、靴、車な
どの磨き用として日常生活の中に広く使用されている。アクリルたわしは、毛糸たわし、エコたわ
し、魔法のたわし、アイデアたわし、ナチュラルたわしと、洗剤を使わず汚れを落とすことができ
環境にやさしいと、たわしの機能性や素材名を強調したものが多い。アクリルたわしは、市販品だ
けでなく手作り用に、かぎ針・棒・指編みの解説書が出版されるようになった１)~８)。
アクリル 100%のたわしはアクリル繊維のミクロラインの溝により汚れがとれる。アクリルたわ
しの洗浄性並びに衛生性の洗剤使用による洗浄との比較実験結果からは、アクリルたわしの洗浄力
が、一定条件下で洗剤使用のスポンジ洗浄の場合と同等であること、さらに衛生的にも簡単な処理
で衛生性が保てることが得られている 9）。さらにアクリルたわしは、環境への配慮と接触性皮膚炎
予防の観点から洗剤不使用でも汚れが落せる意味から、生活排水の汚れは身近な課題であり、環境
教育の立場から環境問題への実践的取り組みが報告されている 10)。
――――――
*茨城大学教育学部（〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1、Course of Home Economics, College of Education,
Ibaraki University, Mito 310-8512 Japan）
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中村(1997)は中学校第１学年「アクリル毛糸でスポンジを編む」５時間扱いで、鎖編みを人差し
指１本で編んだ後、かぎ針の鎖編みで 16 目四方のたわしを製作、細編みが難しく、さらに糸始末
に手こずる生徒が多く時間がかかったことをあげている 11)。伊澤(1999)は、中学校１学年「地球に
やさしいアクリルたわしを作ろう」６時間扱いで、鎖編み１個、細編み・長編み１個のたわしを製
作使用後、使用目的に合うたわしを製作、示演用大かぎ針は見やすいが使いにくかったこと、基本
編みで苦戦する生徒が多かった２点をあげている 12)。鳥井ら（20006）は、中学校『選択家庭』の
授業実践の導入で、ゆび編みによるアクリルたわし作りを大学院授業で実践研究している１３）。
以上の実践報告等からは、○かぎ針の鎖編み・細編みで 16 目四方のたわしを製作、細編みが難
しく時間がかかったこと、○糸始末に手こずる生徒が多く時間がかかったこと、○使用目的に合っ
たたわし製作では基本編みに苦戦する生徒が多かったことが挙げられた。
筆者山本は、これまで指編みによる小学校１、２学年指編みあやとりひも

15）や小学校５、６学

年指編みマフラーの実践研究、ねじりメリヤス編み・軍手編み技法を開発してきた 16)～18)。
そこで消費者教育教材開発の一環として、指編みアクリルたわし作品と手順書作りの課題の設定
を試みた。具体的には、学習者に主体的・具体的活動をイメージできるように、活動目標として指
編みアクリルたわし作品の製作と手順書作りの課題を設定し、手順書作りに適した資料の作成およ
び学習用具を明らかにしたうえで、教師と学習者の立場を意識した授業評価が期待できる小学校教
員免許取得希望受講生で授業実践を行い、教材と授業評価を求めた。
本稿では、糸をクロスすることでボリューム感がでる指ねじりメリヤス編みによる輪編み（リリ
ヤン・筒状）技法を取り入れた指編みアクリルたわし作りを中心に報告する。

研究方法
１ 対象
対象は、小学校教員免許状取得希望の 2007 年度前期「初等家庭科教育法研究」受講生 35 名であ
る。受講生の専攻は、家庭科、技術科、国語科、社会科、英語科選修である。なお受講生の多くは、
「初等家庭科内容研究」や小学校の各教科等の教育法や内容研究の履修過程にあり、教員志望であ
ることから教材・指導技法に対して教師と学習者の両者の立場を意識した回答が得られると思われ
る。
２ 実施期間と場所
授業３回目の 2007 年５月 10 日(木曜日）１コマ 90 分で、茨城大学教育学部 B24 講義室で行っ
た。アンケート調査は、５月 17 日１コマ 90 分の最後の 15 分で実施した。
３ 材料・用具
教師側では、指編みの編み方資料として、手形に編み方手順が記載されている B4 用紙を用意し
た。さらに、アクリル 100%による指編みアクリルたわし 30 個を参考見本として用意した。アク
リルたわし 30 個は使用・型別の作品例 18 個と色・大きさ違いの 12 個である。いずれも指編みで、
糸は並太・極太・スラブヤーンの１本取りと２本取りの鎖編み、ねじりリリヤンメリヤス編みを用
いて、ドーナツ型・亀の子型・棒型・花型・ボンボン型等を示した。
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４ 手続き
アクリル 100%素材のたわしの作品は、受講生によって、以下のような授業のながれで製作され
る。
１）授業２回目に、あやとりひも作りを黄色のひもで示演後、指編みの編み方資料 B４用紙を配付、
あやとりひも作りとあやとり終了前に、次時予告として、
「アクリル 100%たわしとその手順書・
説明書作りを２コマ使ってやります。たわしは、ねじりメリヤスメリヤス編みや鎖編みで指で編
みます。100%毛糸と違って値段は安く、100 円ショップでもスラブヤーン（板書で形態を示す）
といって太かったり細かったりする物が売っています。１玉で小さい物で３、４個、大きい物は
２個です。台所、風呂など、その使う場所、大きさ、作り方は自由です。１コマでたわしを作り、
２コマ目にその手順書と相互評価をします。これは手順書にそのまま切って使っても、拡大コピ
ーして使ってもいいです」と告げ、指編みの編み方資料 B4 用紙と作品見本の説明を加えながら
８個例示する。
２）授業３回目の授業開始時に、アクリル 100%で作ったたわし 30 個を参考資料として、受講生が
自由に観察できるように黒板前に並べ置きし、編み方別に説明する。鎖編み、メリヤス編み、ね
じりメリヤス編みの編み目を板書、鎖編みを横平面にしたものがメリヤス編みで、その編み目を
ねじりボリューム・風合いをもたせたものがねじりメリヤス編みであることを確認する。
その後、
ねじりメリヤス編みを筒状にした指リリヤンねじり編みを示演後、再度、指編みの編み方資料で
作業過程を確認する。アクリルたわし作品のまとめ方・終わり方が編み方資料のどこにあるか、
まとめ方２本取りのやり方として、１玉の内側と外側の糸を取る方法と、２玉の内側からそれぞ
れ糸を取る方法のあることを告げる。
３）それぞれアクリルたわしを用途に合わせて製作していく。編み終わったときの始末は、編み方
資料の＜基本止め・しぼり止め＞を示し、
さらにさげひもは鎖編み等で丈夫にできることを示す。
４）４回目終了 30 分前に、受講生に４等分した丸シール黄色と青色を配付し、講義室後方に概ね
左右半分になるようにアクリルたわしとその手順書と共に並べ、じっくりみて４人の手順書下方
部に円形になるように各自貼って相互評価していった。７分後、左右各受講生２名を指名し、多
いシール順５名の氏名を称呼し、黒板前に１列に並んだ後、手順書を提示しながら作品の選ばれ
た理由や工夫した点などを発表した。その後、授業アンケートを配付・記入後、授業終了時に回
収した。

結果および考察
１ アクリルたわしの製作
１）アクリルたわしの個数と使用糸
学習者が製作したアクリルたわしは、35 人中、１個 29 人、２個５人、３個１人である。平均 1.2
個で、１個製作のものは２個、３個に比較して大きなものが多かった。糸玉１玉が 30 人、２玉５
人で、２玉全部使用の作品はなく、２色使いから２玉を用意したと推察される。使用糸は、極太 85%、
並太 15%であった。
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２）アクリルたわしの製作時間
表１ アクリルたわしの製作時間
製作時間(分)
件

20

30

40

45

50

60

70

75

2

8

10

2

1

8

3

1

数

表１に、アクリルたわしの製作時間を示す。 アクリルたわしの製作時間は、平均 45.29 である
(中央値 40.00、最小値 20、最大値 75、標準偏差 15.24)。なお、アクリルたわしを２個、３個製作
したものは、学習者が手順書に記載したものでアンケートの製作時間の記述を採用し、記述がみら
れなかったものは個数で割った。
アクリルたわしは授業１コマ（90 分）で実施され、最も多かったのは、40 分(28.6%）次は 30
分、60 分の 22.9%である。編み技法は、ねじりメリヤス編みが多く、鎖編み後にねじりメリヤス編
みしたものは、60 分３個、70 分３個、75 分１個で、２技法を使用したことで長い製作時間になっ
たことがわかった。小学校の授業１コマの時間である 45 分以内は 62.9%、60 分以内 88.6%で、授
業２コマの時間内に実施可能なものであった。
２ アクリルたわしの使用場所
アクリルたわしの使用場所は、台所 18(51.4%)、風呂場９(25.7%)、洗面所４(11.4%)，家具，
建具，身体，靴１(2.9%)の順であった。水を扱う場で使用するアクリルたわし（台所用、風呂場用、
洗面所と身体）が 91.4%を占めている。
３ 受講生の５件法によるアクリルたわしの自己評価
表２ ５件法によるアクリルたわしの自己評価
評価
人数

５
６(17.1)

N=35

４

３

２

１

14 (40.0)

14(40.0)

１(2.9)

０(0.0)

( )内は％

表２に、５件法によるアクリルたわしの自己評価を示す。５件法によるアクリルたわしの自己評
価の平均は 3.71（最小値２，最大値５，標準偏差 0.789）で、アクリルたわしの製作に対しておお
むね高い評価をしている。
４ 受講生による教材としての指編みアクリルたわしの評価
表３ 受講生による教材としての指編みアクリルたわしの評価
評価点
人 数

５
10(28.6)

４

３

16(45.7)

８(22.9)

２
１(2.9)

N=35
１
０(0.0)

( )内は%

表３に、受講生による教材としての指編みアクリルたわしの評価を示す。ねじり編みによる指編
みアクリルたわし作りについて、
「大いに可能と思う」５点、
「可能だと思う」４点、
「どちらとも言
えない」３点、
「難しい」２点、
「とても難しい」１点に点数化した。
平均 4.00 で評価１はみられず、ねじり編みによる指編みアクリルたわしを教材としておおむね好意
的評価であった。
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５ 受講生による教材としての自由記述内容の概要
表４ 受講生による教材としての自由記述内容の概要
好意的評価(N=73)
教材的価値
8(8/0)

非好意的評価(N=9)

楽しく簡単に作る（編む）ことができる３
楽しく学ぶことができる
２種類の編み方をマスターできる
安価で教材として取り入れやすい
実際に掃除時間に使えれば授業の効果がでる
指は文字を書くためが多いので取り入れるべきだ

作

業

50(43/7)

楽しくできた１３

日常的に役立つものを考えるのが大変だ

簡単にできた１０

はじめ鎖編みのコツがわからず苦労した２

おもしろかった５

鎖編みの作業はあきた

何回もやり直すことができる３ 思ったより短時間３

大きなものを作るのは大変

自分の指で編み物ができうれしかった２

からまると大変だけどはまると楽しい

コツがわかるとどんどん編めた２

単純作業なので夢中になる子やあきる子もいる

作れないと思っていたから大きな達成感が得られた
出来たときは感動した

飽きることがない

引っ張り方で仕上がりが違うのも魅力だ
作

品

13(13/0)

いろいろな工夫ができる３

個性が出せる

自分の好きな形ができる２
２本取りが丈夫で固く実用性がある
結構気に入るものができた
オリジナルなものが作れてうれしかった
２個目は慣れて速く形もよくなった
納得がいく作品ができた

日常で使える作品

かわいい感じにできた
材

料
3(3/0)

非常に取り組みやすい材料だった
あざやかな色で作った
毛糸でまったく異なるので素材選びが大切

意

欲

自分で作ったものを使ってみたい

8(6/2)

機会があったらまたぜひやりたい

はじめやりたくないと思った２

子どもと一緒にやってみたい

小学校高学年でやってみたい

次作るときは形に注意したい

次は頑丈に作ってみたい

表４に、受講生による教材としての自由記述内容を示す。受講生の自由記述内容を好意的記述内
容と非好意的内容に分け、教材的価値、作業、作品、材料、意欲別に分析・まとめたものである。
教材に対する自由記述は 35 人全員に認められ、平均 2.34 である。自由記述総数は 82 件で好意的
記述内容が 73 件（89.0%）
、非好意的記述内容９件（11.0%）であった。最も多いのは、作業 50 件
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(68.5%)で、作品 13 件(17.8%)、教育的価値、意欲８件(11.0%)、材料３件((4.1%)の順であった。
作業に対する好意的内容(43)は、簡単にできる(11)、おもしろかった(5)、何回もやり直すこと
ができる(3)、思ったより短時間(3)、コツがわかるとどんどん編めた(2)、自分の指で編み物がで
きうれしかった(2)の順に多かった。一方、非好意的内容(7)は、はじめ鎖編みのコツがわからず苦
労した(2)、鎖編みの作業に飽きた、と鎖編みに関する記述が３件と多い。次に単純作業なので夢
中になる子とあきる子もいる、大きなものを作るのは大変、からまると大変、日常的に役立つもの
を考えるのが大変と、鎖編みを含む単純作業、大きな作品、毛糸の取扱いや作品の形に抵抗感・大
変さがあることがわかった。
作品(13)に対する好意的内容は、工夫ができる、個性が出せる、オリジナルなものが作れてうれ
しい、好きな形ができる、気に入るものができた、納得がいく作品ができた、かわいい感じにでき
た、と納得がいく作品ができること７件をあげている。次に、自分の好きな形ができる(2)、２個
目は慣れて速く形もよくなった、の形(3)、２本取りが丈夫で固く実用性がある、日常で使える作
品、にみられる実用性(2)の順であった。
意欲に対する好意的内容（6）は、機会があったら、子どもと一緒に、小学校高学年で、丈夫に、
形に注意し、やってみたい・やりたい５件と作ったものを使ってみたい１件であった。一方、非好
意的内容(2)は、はじめやりたくないと思った２件で、最初教材に対して、意欲的でなかったこと
が推察できた。
教材的価値に対する好意的内容(8)は、楽しく簡単に作ることができる(3)が最も多く、あとは、
２種類の編み方が学べる、楽しく学べる、安価で取り入れやすい、掃除時間に使え効果がでる、指
を使うなどがみられた。
材料に対する好意的内容(3)は、あざやかな色、素材選びが大切、取り組みやすい材料について
であった。
全体として、ねじり編みによる指編みアクリルたわしの教材として自由記述内容をみると、楽し
く(13)、簡単(10)で、おもしろく(5)、何回もやり直すことができ(3)、いろいろな工夫(3)もでき、
コツがわかるとどんどん編め(2)、思ったよりも短時間(3)に、自分の編み物ができうれしい(2)、
と記述している反面、はじめはやりたくないと思い(2)、鎖編みを含む単純作業(4)、大きな作品、
毛糸の取扱いや作品の形に抵抗感・大変さがあることがわかった。

ま と め
教員志望の学生を対象に、主体的・具体的活動をイメージできるように、活動目標として指編み
アクリルたわし作品の製作を課題とした後、教材としての評価を求めた結果、以下のような若干の
知見を得た。
１）アクリルたわし作品は、平均 1.2 個(１個 29 人、２個５人、３個１人)で、１個のものは２個、
３個製作したものに比較して大きなものが多かった。使用した糸玉１玉が 30 人、２玉５人で、
２玉全部使用の作品はなく、２色使いから２玉を用意したと推察される。
２）アクリルたわしの製作時間は平均 45.29 で、最も多かったのは 40 分(28.6%)、次は 30 分、60

- 110 -

山本：指ねじり編みによるアクリルたわしの教材化

分(22.9%)で編み技法はねじりメリヤス編みが多かった。鎖編み後にねじりメリヤス編みした
ものは、60 分のものが３個、70 分３個、75 分１個で、鎖編みを下げひもとしてだけでなく、
たわしの硬さを得る技法として用い、２技法使用で製作時間が長くなるものの、授業２コマの
時間内に実施可能なものであった。
３）アクリルたわしの使用場所は、水を扱う場（台所用、風呂場用、洗面所と身体）が 91.4%を占
めていた。
４）５件法によるアクリルたわし製作の自己評価の平均 3.71 で、アクリルたわしの製作に対してお
おむね高い評価をしていた。
５）受講生による教材としての指編みアクリルたわしの評価は、平均 4.00 で評価１はみられず、教
材としておおむね好意的評価であった。
６）受講生による教材としての自由記述総数 82 件中、好意的内容が 73 件（89.0%）
、非好意的内
容９件（11.0%）で１人平均 2.34 であった。最も多いのは作業 50 件で、作品 13 件、教育的価
値、意欲８件、材料３件の順であった。
全体として、楽しく(13)、簡単(10)で、おもしろく(5)、何回もやり直すことができ(3)、いろ
いろな工夫(3)もでき、コツがわかるとどんどん編め(2)、思ったよりも短時間(3)に、自分の
編み物ができうれしい(2)、と記述している反面、はじめはやりたくないと思い(2)、鎖編みを
含む単純作業(4)、大きな作品、毛糸の取扱いや作品の形に抵抗感・大変さがあることがわか
った。
以上、教員志望の受講生を対象に教材としての可能性を報告したが、受講生の５件法による教材
の評価、自由記述法による教材の評価などの結果、ねじることでボリューム感がでる指ねじり編み
による輪編み（リリヤン・筒状）技法を取り入れた指編みアクリルたわし作りの教材に対して好意
的評価を得た。なお、小学校への教材選択にあたっては、アクリル糸の種類とその提示方法、短時
間にできる技法を限定し、さらに、わかりやすい発問などを想定・授業設計し、さらなる授業実践
を重ねていきたい。

注
１） ブティック社『魔法のタワシ Part2』プチブテックシリーズ通巻 96 号,( ブティック社,1999)．
２） ブティック社
『ゆび編み・かぎ棒で編む魔法のタワシ Part2』
プチブテックシリーズ通巻 129 号,( ブ
ティック社,1999).
３） ブティック社
『アイ・ニットで編む超かんたん！ニット小物』
プチブテックシリーズ通巻 156 号,( ブ
ティック社,1999).
４） ブティック社『アンデミルミルで編む あっとニット小物』プチブテックシリーズ通巻 252 号,( ブ
ティック社,2001).
５） 日本ヴォーグ社『ナチョラル タ・ワ・シ』(日本ヴォーグ社,2006)．
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籍,2001),pp.37-48．

17)

山本紀久子『指ねじり編み＊ぐん手編み』(梨の木舎,2002).

18） 山本紀久子「消費者教育の教材開発とその指導技法－指編みの手順書作りを中心に－」
『消費者教
育』第 25 冊,(日本消費者教育学会, 2005),pp.107-116．
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日本の大学英語教育におけるディスカッションの
指導法とは [ 2 ]
――ディスカッション指導につながるコミュニケーション活動を考える――
金子智香＊ ・ 君塚淳一＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

Teaching How to Manage Discussions in English at Japanese College [ 2 ]
How to make lessons communicative
Tomoka KANEKO and Junichi KIMIZUKA
キーワード：ディスカッション、スピーキング力、Communicative Language Teaching、コミュニケーション活動

Abstract
In the previous paper, “Teaching How to Manage Discussions in English at Japanese College [1] –How discussion
techniques could be taught effectively- ”, the three main problems in teaching discussion techniques to Japanese college
students were discussed, and some guidelines and rules for each problem were suggested. Among the three problems: 1.
students’ limited knowledge and experience of discussion techniques in English, 2. students’ insufficient English speaking
ability, and 3. students’ uncomfortable feeling about holding a discussion, this paper focuses on the second problem,
students’ insufficient English speaking ability. The purpose of this paper is to examine ways of making English lessons at
Japanese college more communicative for the improvement of students’ English speaking ability, which leads to one of
the keys to successful managing discussions. The paper will consider ways of incorporating factors of Communicative
Language Teaching into English classrooms at Japanese college and recommend appropriate implementation of
communicative activities. It also presents the importance of relating each communicative activity to discussion
techniques so that students regard holding a discussion as their final goal of English learning

１． はじめに
前稿「日本の大学英語教育におけるディスカッションの指導法とは［１］-授業における効果的方法を考
える-」では、日本の大学英語教育におけるディスカッションの効果的な指導法を、ディスカッションの際
に考えられる、①ディスカッションの理論・ルールに関する知識のなさ、②スピーキング力不足、③ディス
カッションへの抵抗感という３つの問題点、から考察し、それぞれに対応する明確なルールの必要性を論
じ、日本人大学生がディスカッションをする際の対処法を提示した。
――――――
*茨城大学非常勤講師

**茨城大学教育学部英語教育教室
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その際、特に②学生のスピーキング力不足に関しては、ディスカッションというものが、学生にとって既
存・新出の言語形式や言語機能を使用し、論理的な討論活動を展開する総合的な言語運用という点から、
英語コミュニケーションへの動機付けとして重要な手段であること、また限られた語彙や表現を使用する
だけでもディスカッションが可能となる方法を模索することは、日本の英語教育に重要な課題であると論じ
た。そして、その方法として学生のスピーキング力などの実態に合わせ、タスクの難易度の調節の工夫が
求められることや、ディスカッションの種類とその指導手順を示した。
本稿では、この②スピーキング力不足に関する考察を更に加えるために、学生のスピーキング力向上
の指導方法として、ディスカッションを最終目標と見据えた様々な種類のコミュニケーション活動を導入し、
コミュニカティブな指導をすることにより、ディスカッションの授業への実践的導入の可能性が広がることを
具体的に考察していきたい。そのために、まず、授業における言語活動としてのディスカッションの基本
アプローチと考えられている Communicative Language Teaching についてまとめ、次に、シラバスデザイン
とコミュニケーション活動の観点から、ディスカッションを最終目標とした Communicative Language
Teaching の導入の仕方について検討する。

２． Communicative
Communicative Language Teaching とは
２．１ Communicative Language Teaching
Teaching の定義と
定義と日本の
日本の大学での
大学での利用方法
での利用方法
ディスカッション指導の基本概念として、コミュニカティブアプローチである Communicative Language
Teaching が考えられる。Brown(1987)は、Communicative Language Teaching の定義を単純化し、以下のよ
うに特徴をまとめている(Brown 213)。
① Classroom goals are focused on all of the components of communicative competence and not restricted
to grammatical or linguistic competence.
② Form is not the primary framework for organizing and sequencing lessons. Function is the framework
through which forms are taught.
③ Accuracy is secondary to conveying a message. Fluency may take on more importance than accuracy.
The ultimate criterion for communicative success is the actual transmission and receiving of intended
meaning.
④ In the communicative classroom, students ultimately have to use the language, productively and
receptively, in unrehearsed contexts.
これらの特徴から、Communicative Language Teaching は、①、②の特徴からシラバスの面では、言語形
式ではなく、概念や機能を中心に授業計画を立てる概念・機能シラバスを基礎としていることが理解でき
る。また一方で、教授法の面では、③、④の特徴から実際のコミュニケーションに近い現実的な状況の中
で、メッセージ伝達能力を育成することに重点が置かれていることが分かる。ディスカッションでは、自分
の意見を明確に述べたり、相手を説得するために建設的且つ論理的に話しをしたり、他者と協力してある
問題に関する解決策を提示したりする必要がある。よって、ディスカッションをするには、文法、語彙、音
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韻などの言語形式に関する知識ばかりでなく、場面や相手に応じた適切な言語使用や言語表現、そして
turn-taking などの談話ルールやジェスチャーなどの非言語コミュニケーションの要素などを総動員した、
総括的な言語運用を可能とするコミュニケーション能力が必要とされる。多くの大学生が高等学校まで、
言語形式に焦点を当てた構造シラバスを用いた、流暢性よりも正確性に重点を置いた言語形式重視のド
リル練習や文法訳読法による英語指導により、これまでは言語運用能力を伸ばす機会がほとんど与えら
れなかったと考えると、それだけでもディスカッションがいかに授業で困難であるかは容易に推測できる。
以下、日本の大学英語教育においてディスカッションを指導する際に、これらの Communicative Language
Teaching の特徴が、どのように日本の大学英語教育に対応するかを考えることによって、Communicative
Language Teaching の導入の意義を Brown(1987)の定義(Brown 213)をもとに確かめた上で論をすすめた
い。
まず、①の特徴は、言語目標の焦点を文法に限らず、コミュニケーションを構成するすべての要素に
当てるということである。この特徴は言語形式の知識習得重視の英語学習経験をしてきた大学生が、バラ
ンスのとれたコミュニケーション能力を体得するためには、文法などの言語形式の知識だけでなく、コミュ
ニケーションを構成するすべての要素を学ぶ必要があるという観点から、重要な特徴である。また高等学
校までの英語学習が文法中心傾向にあるにせよ、すべての学生が文法を完璧にマスターしているわけ
ではなく、大学でも文法指導をする必要がある。したがって文法指導を目標から排除するのではなく、他
のコミュニケーション能力を構成する要素と共に指導するという点において、日本の大学英語教育に対応
していると考えられる。
②の特徴は、Communicative Language Teaching はシラバスを言語形式ではなく言語機能中心に計画
すべきであると考えるものである。言語機能に焦点を当てることにより、その言語機能の習得を目的として
のコミュニケーション活動が選定・作成され、それゆえに学生たちは言語運用練習の機会が与えられるこ
ととなる。言語形式と言語機能のシラバス上における扱いに関して、Nunan(1989a)は strong version of
Communicative Language Teaching と weak version of Communicative Language Teaching が存在し、それら
に関して次のように述べている。「Strong version of Communicative Language Teaching では、言語能力は、
実際の活動の中で、目標言語を使用することを通して習得される。言い換えると、授業時間は、ドリルや
制限練習に費やされるべきでなく、教室外で学習者が必要とする言語項目を習得できる活動に費やされ
るべきである。また、weak version of Communicative Language Teaching は、言語構造や文法をコミュニカ
ティブな教授法と組み合わせることにより、伝統的な言語構造の要素とコミュニカティブな要素を上手に統
合している。」(Nunan 24-26) どちらのバージョンを選択するかは、既存のシラバスの使用を希望するかど
うか、そして授業目標や学習者の習熟度に関係すると考えられる。既存のシラバスを利用する点におい
ては、weak version of Communicative Language Teaching の方がより導入しやすい。なぜならば、構造シ
ラバスなどの既存のシラバスに、折衷的に Communicative Language Teaching の要素を比較的手軽に取り
入れることができるため、授業計画を言語機能中心にすべて変更する必要がある strong version of
Communicative Language Teaching よりも、既存のシラバスに大きな変更を加える必要がないからである。
その一方学習者の習熟度の点においては、strong version of Communicative Language Teaching の方が、
文法を含む言語能力が実際の言語活動を通して習得される点から、言語形式の知識の基礎がある学習
者には有効であり、文法指導への時間が言語使用の機会へ費やされるという点においても効果的である
と考える。よって、シラバス選定・作成の際には、言語形式・文法をどのように捉え・扱うかを確認し、授業
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目標、学生の習熟度などを考慮に入れることが大切である。
③の特徴は、メッセージ伝達において、正確性よりも流暢性が重んじられる点にある。言語形式に焦点
を当てた構造シラバスにより、流暢性よりも正確性に重点が置かれた英語学習をしてきたと考えられる大
学生にとって、流暢性を伸ばす練習は確かに必要である。既習の言語形式を生かしながら、ディスカッシ
ョンを実践的に行い、その中で言語形式以外のコミュニケーション構成要素を習得させ、且つ、授業目標
や学習者の習熟度に応じて、正確性を高めるために文法指導も臨機応変に実施し、実際の言語使用に
より、学習者に流暢性を向上させる機会を与えることは重要である。
④の特徴は、生徒が言語使用をする際に、現実的で自然な状況を設定することの重要性を説くもので
ある。現実的且つ自然な状況設定が、学生のメッセージを伝達する必要性と発話の必然性への意識、コ
ミュニケーション活動への動機を高め、言語運用の練習が効果的になりうる。様々な場面や状況を想定し、
その中で活動を展開し、コミュニケーション能力を向上させるのも一手段であろう。しかし、とは言っても
EFL の環境下で英語を学ぶ日本人大学生にとっての、海外でのショッピングや道案内など ESL の場面設
定は、必ずしも彼らの生活に密接した切実で現実的な状況とはいえないことも事実である。その点で、デ
ィスカッションは学習者の興味や習熟度などに合わせて、話し合う問題（トピック）を選びやすく、効果的な
手段になると言えるだろう。

２．２ コミュニカティブ教授法
コミュニカティブ教授法
Communicative Language Teaching を実践する際、どのように Communicative Language Teaching の特徴
を授業に取り入れるかを考えることは当然重要である。コミュニカティブ教授法とは、Communicative
Language Teaching に伴って開発された教授法である。Johnson and Johnson(1999)は、コミュニカティブ教
授法の標準モデルの５つの特徴として、「①適切さ、②メッセージに焦点が当てられていること、③学習者
がメッセージを伝えたいという願望をもつような実際の心理言語的な言語処理を行わせること、④リスクを
冒す技能に重点が置かれていること、⑤文法・音韻・意味・談話・対人関係などの要素を同時に処理する
能力を養う自由練習の指導法を発展させたこと」を挙げている(Johnson and Johnson 69-72)。これら５つの
特徴は、前述した Brown(1987)の Communicative Language Teaching の定義(Brown 213)と対応しているも
ので、①適切さは上記の定義の２番、②メッセージに焦点が当てられていることは３番、③学習者がメッセ
ージを伝えたいという願望をもつような実際の心理言語的な言語処理を行わせることは４番、④リスクを冒
す技能に重点が置かれていることは３番、⑤文法・音韻・意味・談話・対人関係などの要素を同時に処理
する能力を養う自由練習の指導法を発展させたことは１番に、特に該当すると考えられる。これらの特徴
を反映するコミュニケーション活動として、シュミレーションやロールプレイ、インフォメーションギャップ活
動などがある。この５つの特徴はすべてディスカッションをする際に密接に関わるものであり、その特徴を
含むコミュニカティブ教授法（コミュニケーション活動）を用い、ディスカッションを最終目標と見据えて授
業をすることにより、段階的に、よりスムーズに学生主導の討論型ディスカッションへ進むことができると考
えられる。しかしながら初級者から上級者まで、幅広い習熟度レベルでの指導を可能にするためには指
導方法に工夫が要求されることも事実である。次章において、シラバスデザインとコミュニケーション活動
の選定・作成の観点から検討したい。
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３． Communicative Language Teaching の導入の
導入の仕方
３．１ シラバスデザインについて
Communicative Language Teaching の要素を授業に取り入れる際、シラバスの選定・作成が重要である。
概念・機能シラバスに関して Finocchiaro and Brumfit(1983)は、「概念・機能シラバスにおいて、習慣形成・
スキル習得の活動である、反復、置換、拡張、変形などのドリル練習は有効であるが、それらの活動自体
が、授業の最終目的なのではなく、授業の最終目的のための道具であり、これらの活動を上手に取り入
れることは、学習者が言語形式・文法の正確性に敏感に反応するために大切である」と述べている
(Finocchiaro and Brumfit 165-166)。また同時に彼らは、オーディオリンガル法と概念・機能教授法とを比較
して、「オーディオリンガル法では言語の形式的能力の習得が最終目的であり、ドリル練習は主要な教授
法であるのに対し、概念・機能教授法では、言語形式に関する知識を効果的且つ、適切に使用すること
ができるコミュニケーション能力の習得が最終目的であり、ドリル練習は主要な教授法ではない」とも述べ
ている(Finocchiaro and Brumfit 91-93)。Communicative Language Teaching の要素を授業に取り入れる際
には、これらの概念・機能シラバスの特徴をまず把握しておくことが重要である。またシラバス選定・作成
の際には、構造シラバスの特徴である言語形式・正確性、そして概念・機能シラバスの特徴である言語機
能・流暢性をどのような割合で取り入れるのかが重要課題となる。一見、これら２種のシラバスの特徴は相
反するように見えるが、どちらもコミュニケーション能力育成には不可欠な要素であることから、これらの特
徴はコミュニケーションを成立させるために補完作用関係にあると捉え、授業目標や、学習者の習熟度を
考慮し、言語形式と言語機能との割合を判断して、シラバスを選定・作成することが大切だと思われる。
Yalden(1983)は、構造シラバスとコミュニカティブシラバスを融合した６種類のコミュニカティブシラバス
を提案している(Yalden 109-118)。以下は Yalden(1983)が提案する６つのシラバスの種類である(Yalden
109-118)。
Communicative Syllabus Type 1: Structural –Functional
言語形式とコミュニカティブな言語機能が独立して扱われ、コミュニカティブな言語機能を教える前に、
言語形式が教えられるよう計画されている。
Communicative Syllabus Type 2: Structures and Functions
言語形式を中心に授業計画を立て、概念や機能をその言語形式に対応させ て盛り込む 。
Communicative Syllabus Type1: Structural-Functional との違いは、Type1 は、言語形式の後にコミュニカ
ティブな言語機能を教えるが、Type2 は、コミュニカティブな言語機能を後にせず、言語形式と共に最初
から教えるところにある。
Communicative Syllabus Type 3: Variable Focus
学習者の習熟度（初級者から上級者）の向上に従って、何を中心に授業計画を立てるかという焦点が変
化する。初級者から上級者になるにしたがって、構造シラバス、コミュニカティブシラバス、そして、最終的
に機能シラバス、場面・教科中心シラバスへと移行する。
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Communicative Syllabus Type 4: Functional
言語機能中心に授業計画が立てられる。学習目標はすべて言語機能の観点から設定され、その学習
目標に基づいて、教えられるべき機能が決定され、その機能に基づいて、教えられるべき文法項目やそ
の順番が決定される。
Communicative Syllabus Type 5: Fully Notional
概念中心に授業がたてられる。言語学習の目標が特定の狭い範囲に定まっている学習者向けである。
Communicative Syllabus Type 6: Fully Communicative
学習者の習得必要項目中心に授業が立てられ、授業において最も教師からのインプットを必要としな
い。
日本の大学英語教育において、2.1 で先述したが、既存のシラバス使用の観点から、strong version of
Communicative Language Teaching よりも、weak version of Communicative Language Teaching が、折衷的
にCommunicative Language Teachingの要素を取り入れることが出来るため比較的手軽に実施可能である
ことを述べた。この weak version of Communicative Language Teaching は、上記の Communicative Syllabus
Type 1: Structural –Functional に匹敵するものである。よって既存のシラバスの利用により、すぐに実践可
能なシラバスは Communicative Syllabus Type 1: Structural –Functional であると考えられる。
前稿において、ディスカッション指導の例として、ディスカッションを各ユニットの最終達成目標と
して、ディスカッションに至るまでの授業を、ディスカッションを中心に据えて計画、指導すると
いう、三浦（1992）が考案した programmed discussion を紹介したが、三浦の programmed discussion
とは、
「ある話題の議論に必要な装備（論争点・具体的事例・参考意見・vocabulary・structure・
strategy・自分の意見形成）一切を提供した上で行うディスカッション」であり、ディスカッショ
ンというタスクを達成するために、一つのユニット（課）の中に「言語材料・skill・activity・文
化的素材」が綿密、且つ意図的に盛り込まれているものである(三浦 31)。つまり三浦（1992）の
programmed discussion(三浦 31)は、文法学習の後にコミュニケーション活動をするという点から、
Yalden(1983)の Communicative Syllabus Type 1: Structural –Functional(Yalden 109-118)に近いと考えられ
る。
また 2.1 では、学習者の習熟度の観点から言語形式の基礎がある学生には、ドリル練習などに時間を
費やさない strong version of Communicative Language Teaching が実施可能であることを述べた。Dubin
and Olshtain(1988)は、その点に関連して、言語形式と言語機能のどちらの要素もシラバスに取り入れる留
意点として、「言語機能使用に焦点をあてたコミュニケーション中心の授業をする際、授業で扱いきれな
い文法や特定のスキルはワークブックを使用して自主学習をさせたり、また、学習の初期段階は言語形
式中心の授業をし、文法能力の向上にしたがって言語機能中心のコミュニケーション活動を導入する
（Communicative Syllabus Type 3: Variable Focus に匹敵）」などの留意点を述べている(Dubin and Olshtain
117)。よって、言語形式と言語機能を扱う授業へのアプローチは、授業目標や学習者の習熟度に応じて、
柔軟に対応する必要があるであろう。
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３．２ コミュニケーション活動
コミュニケーション活動の
選定・作成について
作成について
活動の選定・
Communicative Language Teaching 実践に際して、strong version of Communicative Language Teaching
と weak version of Communicative Language Teaching のどちらの立場をとるかは、シラバス選定や作成に
大きな影響を与える。どちらの立場をとるにせよ、活動を通してコミュニケーション能力を育成するという
目的に相違はないため、ディスカッションに必要とされるコミュニケーション能力を育成出来るかどうかは、
活動の指導のあり方が重要だと考える。よって 3.1 で紹介したすべての Communicative Syllabus で使用
可能なコミュニケーション活動の種類を紹介し、コミュニケーション活動を選定・作成する場合の参考とな
る、コミュニケーションの要素の度合いと学習者に要求される認知・言語運用の度合いの観点から、ディ
スカッションを最終目標と見据えた活動の指導のあり方に関して述べる。

３．２．１ コミュニケーション活動
コミュニケーション活動の
活動の種類
これまでの考察をふまえると、学生主導の討論型ディスカッションをコミュニケーション活動の最終目標
と見据えて、活動を実施することにより、段階的且つスムーズに最終目標のディスカッションへつながると
考えられないだろうか。
Dubin and Olshtain(1988)は、コミュニケーション能力育成に重きを置いた授業において、学習者がより
効果的な言語使用者になるための様々な言語使用の側面に焦点を当てた１０つの言語練習活動を紹介
している(Dubin and Olshtain 95-98)。
① Operations/Transformations（操作/変形）
言語使用の正確性を伸ばすために、意味・文法範疇に焦点をあてるドリル練習。
② Warm-ups/Relaxers
学習に楽しさを加えたり、学習者をリラックスさせる活動であり、ゲーム、歌、身体を動かす活動、パズル
などがある。
③ Information-Centered Tasks
情報を集める過程で学習者の言語使用が要求される活動であり、インタビューなどがある。
④ Theater Games
シュミレーション活動であり、ロールプレイやストーリーテリングなどがある。
⑤ Mediations/Interventions
目標言語でインフォメーションギャップを利用した活動であり、意見の交換や、困難な状況にある人の相
談にのるなどがある。
⑥Group Dynamics Activities ⑦Experiential Tasks
学習者同士で、個人的な感情を共有する活動であり、個人的な話題について話しをしたり、グループで
創作活動をする。
⑧ Problem-Solving Tasks
時事・政治などの話題に関して話し合いをしたり、グループ構成員全員が同意するような具体的な解決
案を挙げるなどの問題解決学習である。
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⑨ Transferring/Reconstituting Information
認知の側面に焦点が置かれた活動で、テキストに書かれている情報に基づいて表やグラフを完成させ
たり、人々の動機や意図に関して判断を下したりする学習である。
⑩ Skill-getting Strategies
特定の言語スキルを習得することに焦点を当てた活動。
上記の活動の中でも特に、最終目標である学生主導の討論型ディスカッションの要素を含む活動につい
て、その活動がディスカッションに関連するどのような要素を含んでいるか以下で述べておく。
①は、自分の意見や考えを明瞭且つ論理的に表明したり、他者の意見や考えを理解するために必要
な言語形式による正確性に関係がある。③は、ディスカッションをする際の下準備としての書面や口頭の
形式などによる情報収集に関係する。④は、シュミレーションやロールプレイであり、学習者の役割や状
況を設定して言語活動を行う活動である。ディスカッションをする際にも、リーダーや秘書などの役割を与
えて実施させることがあるので役割を全うするという面で関係している。また、意見や感情を述べたり、他
者の意見の確認をしたり、意見を求めたりといったディスカッションで必要とされる言語表現・言語機能習
得を目的としたシュミレーションやロールプレイも可能である。⑤自分の意見や考えを伝え、他者の意見
や考えを理解し、意見や考えの交換をすることに関係する。⑥・⑦価値判断型、情報交換型、問題解決
型の３つのディスカッションの種類の中でも、物事の価値や、個人の感情などを話し合う価値判断型ディ
スカッションに当てはまる。⑧グループ構成員で協力してある問題に関する解決策を検討する、問題解決
型ディスカッションに当てはまる。⑨ディスカッションの準備段階である情報収集したり、他者の意見や考
えをメモしたりすることに関係する。⑩例えば、リーディングであったら情報収集の際のテキストの
scanning や skimming などの特定のスキルが考えられる。
これらの活動をする際は、活動を独立したものとして扱わずに、それぞれが、最終目標の学生主導の
討論型ディスカッションへの連続体であり、構成要素であることを学生に意識させることが重要であると考
える。特にコミュニカティブ活動の典型であるロールプレイ、シュミレーションを行う際には、近江(1996)が
ディスカッションで使用される言語機能・言語表現として挙げている「ディスカッションの目的に直接貢献
する情報や事実に関する発言である Task Messages（始動的発言、情報請求的発言、情報提供的発言、
意見請求的発言、意見提供的発言など）」(近江 291-292)や、「ディスカッションの目的達成を円滑にする
ための発言 Maintenance Messages（運営法確認的発言、人間関係調節的発言、奨励称賛的発言など）」
(近江 291-292)が練習出来るように、これらの要素を意図的に活動に盛り込むことで、学生主導の討論
型ディスカッションで生かすことができると考える。
また Dubin and Olshtain(1988)は「授業計画作成者や教材作成者は、これらの言語練習活動に精通し、
言語目標に合わせて、活動を選定・組み合わせをすることが大切だ」(Dubin and Olshtain 95-98)と述べて
いるが、これらの活動を選定・組み合わせる際には、言語目標に合わせることは当然大切であるが、学習
者の習熟度も考慮に入れることも併せて重要である。１から１０の活動をみると、学習者の発話の自由度
は活動によって異なりはするが、３以降の活動は特に、学習者の言語運用能力を必要とすることから、学
習者のスピーキング力への配慮が不可欠である。この点において、前稿では「英語スピーキング力不足
に対応するルールの必要性を論じ、ルールの例として次の対処法」を紹介した。例えば、「英語で３回試
みて、相手に言おうとしていることが通じない場合は、日本語を使用してもよい」とする高梨（1992）の日本
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語部分的使用の奨励(高梨 75-77)、「言いたいことを日本語でパラフレーズする」、つまり「簡単な日本語
に置き換えて考える」ことで、学生が既知の自分の英語の語彙で表現しやすくなると述べる小林（2001）の
対処法(小林 95-96)である。また高橋、小林の方法に加え、事前に自分の意見を考える時間を与え、辞
書などを使いメモを取った後で、発表させるといった対処法についても述べた。このように、学習者の習
熟度に合わせてルールを設定し、活動の難易度を調節して、学習者にとって適切な活動を実施すること
は、言語学習目標の達成につながるばかりでなく、学習者に英語で活動したという自己有能感を与え、さ
らなる英語学習への意欲につながると考えられる。

３．２．２ コミュニケーション要素
コミュニケーション要素の
要素の度合い
度合い
上記の、コミュニケーションの種類に加えて、Dubin and Olshtain(1988)は、コミュニケーションの要素の
度合いを、７つの言語活動を尺度に当てはめて示した(Dubin and Olshtain 98-99)。ここでいうコミュニケー
ションの要素の度合いとは、情報(information)がどのように処理されるかということである。ディスカッション
は、他者と作り上げる論理的な討論活動であるので、討論活動を成立させるためには、自分の意見や考
えを述べるばかりでなく、様々な情報の処理能力・技術が必要であり、それらを総合的に駆使することが
要求される。よって、学生主導の討論型ディスカッションを最終目標と見据えたコミュニケーション活動を
実施する際には、ディスカッションで必要とされる情報の処理の種類と、その程度を把握することは有益
だと考える。以下の Dubin and Olshtain(1988)によるコミュニケーションの要素の度合い(Dubin and Olshtain
98-99)は、①が最も相互作用的でコミュニカティブな活動であり、⑦に近づくにつれてその度合いが減少
するものである。
① New Information is negotiated 「情報の表現、情報へ対する反応、情報の解釈であり、目標言語を使
用したグループの相互作用的な活動など。」②New Information is expressed 「英作文、口頭報告、留守番
電話にメッセージを入れるなど。」③New information is used or applied 「所定の書式への記入、アンケート
に答える、友人から必要な情報を集めるなど。」④New information is transferred「表を埋める、グラフを完
成させる、地図に記しをつけるなど。」⑤New information is received, but there is no verbal reaction「絵を描
いたり、地図の道をたどったり、指示通りに創作するなど。」⑥No information is processed; focus is on form
「拡張・変形・置換などの機械的文法ドリル、暗記した対話練習、発音のための音読など。」⑦New
information is received(exposure only)「歌・話を聞く、テレビ番組を見る、反応を必要とされないリスニング
活動。」
この尺度は、教師が、活動を選定・組み合わせる際に有効である。コミュニケーション能力育成を授業
目標とする際、ディスカッションなどの活動が当てはまる、①の New Information is negotiated が最終的目
標となるであろう。①の New Information is negotiated は、②から⑦の項目すべてが総合的に作用して完
成されると考える。学生主導の討論型ディスカッションで必要とされるスキルと対応させると、例えば、②
自分の意見や考えを明確に述べる、③ディスカッションに必要な情報収集をする、もしくは、ディスカッシ
ョンにおいて他者の発言に反応するために他者の意見・考えをよく聴く、④・⑤他者の意見・考えを聴い
てメモをとる、⑥自分の意見や考えを明瞭な発音で、論理的に発表するための正確性を養う、⑦他者の
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意見や考えを聴く、などに対応すると考えられる。それぞれの活動をする際には、それぞれの活動が、最
終目標である学生主導型の討論型ディスカッションとどのように関連しているのかを念頭において指導す
ると効果的だと考える。授業目標や、学習者の習熟度に合わせて、コミュニケーションの度合いを考慮に
入れて活動を選択・作成することが大切であると考える。しかし、学習者のスピーキング力に合わせて、段
階的に授業を進めることも一つの手段であるが、段階的に進まなくても、スピーキング力不足に対応する
ためのルールを設定することにより、学習目標などに合わせてどの活動でも実施可能になると考えられ
る。

３．２．３ 学習者に
学習者に要求される
要求される認知
される認知・
認知・言語運用の
言語運用の度合い
度合い
また、Nunan(1989b)は、学習者に要求される認知・言語運用の度合いを考慮して、活動を選ぶ必要性を
述べ、学習者への認知・言語運用の要求が段階を踏んで高くなるように、１０の活動を、理解中心の活動、
から制限産出活動、そして、実際のコミュニケーションへと移行する順序を以下のように示した(Nunan
118-119)。
Processing(Comprehending) 理解
① テキストを読む、もしくは聴く。学習者の反応は必要とされない。
② テキストを読む、もしくは聴く。学習者は話す必要はないが、身体的反応は必要とされる。例えば、キ
ーワードを聴いたら手を挙げる、など。）
③ テキストを読む、もしくは聴く。学習者は話す必要もなく、身体的反応も必要とされない。例えば、キー
ワードを聴いたらチェックマークを付ける、など。
④ テキストを読む、もしくは聴く。学習者の言語的反応が求められる。例えば、キーワードを聴いたら、
それを繰り返して言ったり、書いたりする。
Productive 産出
⑤ 発話、対話の部分を聴き、それを繰り返して言う。
⑥ キーワードを聴き、置換・変形ドリルなどをする。
⑦ 発話を聴き、適切な反応をする。
Interactive 相互作用
⑧ シュミレーション
⑨ ディスカッション
⑩ 問題解決学習
ディスカッションは、上記の Nunan(1989b)の１０の活動(Nunan 118-119)の中で、９番目に位置し、学習
者への認知・言語運用の要求が高い活動だとされる。学習者への認知・言語運用の要求が高い分、学習
者の習熟度も要求される訳であるが、3.2.2 において述べたコミュニケーションの要素の度合いや、学習
者に要求される認知・言語運用の度合いに応じて段階的に授業をするのも一つの手段であるが、スピー
キング力不足に対応するルールを設定することにより、習熟度が高くない場合でも、様々なコミュニケー
ション活動を授業に取り入れることが可能となるであろう。学習者の習熟度に制限されず、教授法や教材
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などを工夫して、ディスカッションを最終目標と見据えた様々なコミュニケーション活動を授業に取り入れ
ることにより、学生の英語学習への士気も向上すると考えられる。また、前稿でも述べたが、活動を選定・
作成する場合、Brown（1987）が述べるように、ＥＦＬにおける言語習得の成功を左右する個人に内在する
感情要素である、self-esteem(自信につながる自己評価), inhibition(自我を守るための自己抑制),
risk-taking(どれだけ間違いをすることを許容できるか), anxiety(言語学習の際に抱く不安)なども十分に考
慮に入れる必要がある(Brown 100-106)。よって 3.1 において紹介した、三浦（1992）の programmed
discussion(三浦 31) は、ディスカッションに必要な「言語材料・skill・activity・文化的素材」
が綿密、且つ意図的に授業に組み込まれ、ディスカッションを各ユニットの最終目標とし、段階的
な指導をするという点において、学習者に言語使用による過度の精神的負担を与えることなく、安
心して活動に取り組めるよう計画されているため、特にスピーキング力に不安がある学生や授業の
初期段階において効果的であると考えられる。
3.2.1 や 3.2.2 にも通ずることではあるが、⑨のディスカッションはその他の項目が総合的に作用し合い
成り立つものと考えられる。たとえば、①から④の Processing(Comprehending) 理解に関しては、ディスカ
ッションのための情報収集をしたり、他者の意見や考えを聴いたり、他者の意見や考えを聴き理解した上
で、自分の意見や考えを形成することが考えられる。また⑤から⑦の Productive 産出に関しては、自分
の意見や考えを明瞭に発音し文法的に正しく述べ、自分の意見や考えを即座に発表するということが考
えられる。よって、それぞれの項目の活動をする際には、学生が学生主導の討論型のディスカッションの
どの側面に関連しているかを把握しながら学習すると、最終目標であるディスカッションをする際に効果
的であることは明らかである。
このようにコミュニケーション活動の選定・作成に関して、教師はコミュニケーション活動の種類・指導方
法に精通し、授業目標や学習者の習熟度と照らし合わせながら、それぞれの活動のコミュニケーションの
要素の度合いや、学習者への認知・言語運用の要求の程度を見極めることが重要であり、指導の際には、
最終目標である学生主導の討論型ディスカッションのどの面と関係しているのかを学生に意識させること
が、効果的・実践的にコミュニケーションの要素を授業に取り入れる鍵になると考えられる。

４． まとめ
以上、本稿では前稿「日本の大学英語教育におけるディスカッションの指導法とは［１］-授業における
効果的方法を考える-」の中で、ディスカッションの際に考えられる３つの問題点の一つとして挙げられた、
②スピーキング力不足に関する考察を更に深めるために、ディスカッション類似の活動を導入し、どのよ
うにコミュニケーションの要素を授業に取り入れ、学生のスピーキング力向上を図ることができるか、その
方法を検討した。その方法としてディスカッションの基本概念だと考えられる Communicative Language
Teaching と、Communicative Language Teaching に伴って開発されたコミュニカティブ教授法に関して論じ
た後、Communicative Language Teaching の導入の仕方に関して、シラバスデザインと、コミュニケーショ
ン活動の選定・作成の観点から論じた。
特に既存のシラバスを利用するという点においては、構造シラバスなどの既存のシラバスに、折衷的に
Communicative Language Teaching の要素を比較的手軽に取り入れることができるため、授業計画を言語
機能中心にすべて変更する必要がある strong version of Communicative Language Teaching よりも、weak
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version of Communicative Language Teaching の方が比較的手軽に実践可能ではないかと述べた。また学
習者の習熟度の点においては、言語形式のドリル練習などに時間を費やさず、文法を含む言語能力が
実際の言語活動を通して習得されるという点から、strong version of Communicative Language Teaching は、
言語形式の知識の基礎がある学習者には使用可能であることも併せて検討した。
またコミュニケーション活動の選定・作成に関して、教師は、コミュニケーション活動の種類・指導方法
に精通し、それぞれの活動のコミュニケーションの要素の度合いや、学習者への認知・言語運用の要求
の程度見極めることが重要であり、授業目標や学習者の習熟度（スピーキング力不足）などの必要に応じ
て、open-ended なコミュニケーション活動にルールを設定することの有効性を明らかにした。そしてルー
ル設定をすることによって、コミュニケーションの要素の度合いや、学習者への認知・言語使用の要求の
度合いに制限されることなく、スピーキング力に不安がある場合でも、様々なコミュニケーション活動を取
り入れることができることを論じた。そして、コミュニケーション活動の際には、その活動が最終目標である
学生主導の討論型ディスカッションのどの要素と関係しているかを学生に意識させることによって、学生
主導の討論型ディスカションへ効果的につながるのである。
Communicative Language Teaching は、Communicative Competence 習得達成のための教育であり、その
実現のためにコミュニカティブな教授法やシラバスが発展した。Alptekin(2002) や Hyde(1998)は、「国際
化による英語を第二言語もしくは外国語として使用する人口の増加に伴う、英語の世界における立場の
変化から、native speakers of English を標準モデルとして考案された文法能力、社会言語的能力、方略的
能力、談話的能力から成る Communicative Competence を見直し、世界中の様々な、文化を異にする
人々が、効果的な異文化間コミュニケーションを実践できるように、異文化コミュニケーションの要素を
communicative competence の一構成要素として加える必要性がある」と論じている(Alptekin 57-63)(Hyde
7-11)。よって、日本の大学英語教育においてディスカションを導入する際には、ＥＳＬの教授法をそのま
ま使用するのではなく、国際人として日本の大学生に必要とされる能力や、日本の大学生特有の英語学
習における問題点・改善点を見極めて、授業を実践していくことが課題であると考えられる。
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知的障害児の発話における文の発達
―― 紙芝居の読み聞かせを通して ――
恩 田 真 澄＊ ・ 松 村 多 美 恵＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

Development of Sentences in Utterances of Children with Intellectual Handicapped
:Effects of Reading a Picture-Story Show to Them
Masumi ONDA and Tamie MATSUMURA

キーワード：知的障害児，発話，紙芝居，平均発話長

本研究では，紙芝居の読み聞かせや対象児が説明・伝達する活動を指導することが，知的障害児の発話
における文の形成を促進できるか否かについて，平均発話長（ＭＬＵ）を指標に用いて検討した。対象児は特
別支援学級に在籍する小学生３名である。紙芝居課題，復唱課題，およびエピソード課題について 12 セッシ
ョンにわたり，指導を行った結果，セッションを重ねるごとに３名のＭＬＵは上昇した。また，「主語―述語」とい
った構文の規則や，多くの種類の接続詞や助詞・助動詞を適切に用いることができるようになった。しかし，本
研究では各セッションにおいて異なった紙芝居を用いており，初めて見聞きする紙芝居の内容を理解する能
力は，紙芝居を短期間読み聞かせることによって向上するとは言えないことが示唆された。

はじめに
知的障害児においては，たとえ他者とことばを用いてコミュニケーションをとることは可能であ
っても，
「伝達する」
「説明する」という能力が不十分である傾向がある。その原因として，助詞や
助動詞の誤った使用や適切に構文を用いることができないために，筋道を立てて話すことに困難を
示すことが考えられる。そうしたことから，特別支援学校や特別支援学級では知的障害児への発話
における文に焦点を当てた指導が行われている。具体的には，絵や写真を用いて子どもの発話を引
き出したり，適切な構文を示し，それを復唱させるといった指導等である。
砂田（2000）は，知的障害児に物語絵本の活用を通して文脈に沿って表現する力を育てるための
語りの指導を行った。その結果，対象児の発話において動作主と動作内容が明確になり，つなぎこ
――――――
*茨城大学教育学部附属特別支援学校

**茨城大学教育学部
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とばや複文が増加し，絵本内容や自らのエピソードが周りの人に伝わりやすくなった。また，子ど
もが文を発話する上で必要な能力として「発話模倣」があげられるが，大貝（2005）は文の発話を
可能にする上で，文章の復唱が保障される必要があるとし，そのために達成させなければならない
三つの段階を示している。すなわち，一つ目に傾聴態度を確立し，二つ目に文節単位の模倣を促し，
三つ目に機能語を含めた模倣を確実にすることである。つまり，子どもの傾聴態度を促し，聴覚的
把持力や発話の運動記憶を発達させることが，発話における文の促進に有効だとしている。こうし
たことから，知的障害児の発話における文の指導において，絵本や写真などを教材としてそれらの
内容を文章で説明したり，文を模倣することが効果的であるといえる。
しかし，指導によって知的障害児の発話における文が発達したのかどうか，客観的に分析された
研究はほとんどない。従来，文の発達の指標として，MLU（Mean Length of Utterance：平均発
話長）が用いられてきた。MLU は，発話資料から抜き出された 100 個の発話の平均的長さである。
その長さは，発話に含まれる意味をもつ最小の言語単位である形態素の個数で表される。不規則変
化動詞 went は 1 個の形態素とみなされ，さらに過去形の‐ed や所有の’s 等や，must のような助
動詞も独立した 1 個の形態素と見なされる。たとえば，Mommy kissed me は 3 単語 4 形態素とな
る。MLU を基準にして４歳までの文法発達は 6 段階に分けられる。段階Ⅰ初期（MLU：1.05～1.50）
は 19～23 ヶ月で，初期の語結合発話が出現する時期であり，段階Ⅰ後期（MLU：1.50～2.00）は
24～26 ヶ月で，語の屈折辞のいくつかが出現する時期である。段階Ⅱ（MLU：2.00～2.50）は 27
～30 ヶ月で，文法使用が活発になる時期であり，段階Ⅲ（MLU2.50～3.00）は 31～34 ヶ月で，
文法発達が順調に進展し，単文がかなり使えるようになる時期である。さらに，段階Ⅳ（MLU：
3.00～3.75）は 35～40 ヶ月で，文の中に主語と述語からなる文を含むようになり，埋め込み構造
を持った複文の学習が開始する。段階Ⅴ（MLU：3.75～4.50）は 41～46 ヶ月で，等位接続による
複文の学習が開始される。
上記は英語における段階であり，日本語の場合そのまま用いることはできない。なぜなら英語と
日本語とでは，初期文法に相違点があるためである。文法は構文に関する統語と，語の文法形態の
変化の規則に関する形態とに分けられるが，日本語と英語の違いは形態発達にみられる。語順重視
で形態の比重の小さい英語では，
屈折辞や助動詞の文法形態素が脱落した内容を２個組み合わせた，
例えば，mommy sock のような電報体二語発話がまず出現する。やがて段階Ⅰ後期に入ると，屈
折辞，前置詞などの文法形態素や文法機能語が出現する。しかし日本語では，自立語+自立語の二
語発話が出現する前に，自立語＋付属語形式の２形態素一語文が出現する。また，英語の場合，現
在進行を表す－ing や過去を表す－ed，複数を表す－ｓ等は動詞や名詞に付加する。しかし，日本
語の場合は，
それらの意味を持つ単語は助詞や助動詞として，
動詞や名詞とは分離した形態をとる。
こうした英語と日本語の文法発達の相違点により，日本語の場合には新しい MLU 算出方法が必要
になる。綿巻（1997）は，統語知識の発達と語形態知識の発達を，総合的に，かつ，分離的にとら
えることのできる測度として，自立語だけを数えたＭＬＵw と自立語の数に助詞と助動詞の数を加
えた MLU を提案している。つまり，綿巻の言う MLU とは形態素の数のことである。例えば，
「今
日は寒かったね」と言う文の場合，
「今日/は/寒かっ/た/ね」と分割され，５形態素文となり，MLU
は５となる。綿巻は，女児 F の 20 ヶ月から 33 ヶ月までの MLU を助詞や助動詞の発達に対応付け
て調べた結果，健常児 20～21 ヶ月の MLU：1.05～1.5 を段階Ⅰ前期，22～25 ヶ月の MLU：1.5
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～2.0 を段階Ⅰ後期，26～29 ヶ月の MLU2.0～2.5 を段階Ⅱとしている。
また小椋（1999）は，前言語期から文法出現期までの日本語獲得過程についての研究を MLU と
も関連付けている。明瞭有意味発話が 100 発話あった，12 ヶ月から 27 ヶ月の子ども計 60 名に対
して，母親とのやり取りを通して発話された明瞭総発話に対しての接辞・活用形付属語 MLU，活
用形付属語 MLU，自立語付属語 MLU，自立語 MLU の 4 種類の MLU の月齢毎の平均値と月齢
との相関を産出した。年齢の増加に伴い全ての MLU は増大したが，MLU と月齢との相関は自立
語付属語 MLU が一番高く，綿巻の付属語加味の MLU（自立語付属語 MLU）の産出が有効な方
法であることを示唆している。さらに，綿巻・小椋（2004）は，｢日本語マッカーサー乳幼児言語
発達質問紙『語と文法』手引き｣を発行し，形態素の分割方法や形態素の数え方，発話長の算出方法
を示している。
本研究では，絵が明確で画面の大きい紙芝居を活用してその内容を表現すること，および，一定
の文を復唱することを通して，知的障害児における文の形成を促進できるか否かについて，MLU
（平均発話長）を指標に用いて検討する。その際，綿巻・小椋(2004)に基づいて，自立語付属語Ｍ
ＬＵを計算する。

方法
1．対象児
A 小学校特別支援学級に在籍する知的障害児３名
A 児（小学３年生・男児・CA９：１・IQ44・MA4：0）
B 児（小学４年生・女児・CA10：１・IQ47・MA4：８）
C 児（小学５年生・男児・CA11：３・IQ46・MA5：2）
IQ と MA については，
「WISC-Ⅲ」で検査したものである。
２．手続き
200X 年 6 月から 11 月まで週に一度，合計 12 セッション，個別に A 小学校特別支援学級の教
室において指導を行った。一回の指導は一人約 45 分。テープレコーダーで発話を記録した。
指導の流れは以下の通りである。
(1)紙芝居課題
活動①紙芝居の画面を見て，
絵から読み取れることを場面ごとに語る。
（読み聞かせ前の内容発話）
活動②聞いた話を基に，話の内容を場面ごとに語る。
（読み聞かせ後の内容発話）
活動③紙芝居の話の内容全体を要約して語る。
（読み聞かせ後の要約発話）
なお，活動①と②の間に，指導者による紙芝居の読み聞かせを行う。紙芝居は 8 場面からなり，
セッション毎に異なったものを用意した。
(2)復唱課題
実験者が読み上げた文を復唱する。
形態素 14 で構成された毎回異なる 2 つの文について行う。
用いた文については，田中ビネーⅤ知能検査法の課題「文の記憶（C）
」を参考にして作成した。
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なお，セッション 2～4 では復唱課題を行うことができなかった。
(3)エピソード課題
自らのエピソードとして，昨日の出来事を報告する。
3．分析方法
(1)紙芝居課題
①MLU の評価
対象児の発話から MLU を産出し，文の長さについて評価する。MLU の評価については，綿
巻･小椋（2004）による「日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙『語と文法』手引き」を参
考にした。また，対象児の発話に対して指導者が指導をしたが，MLU の評価は，各セッション
において指導前の発話について行う。
②内容理解の評価
紙芝居の内容をきちんと理解しているかについて評価する。評価の方法としては，大学生 3 名
に同じ課題を行うことにより模範解答を抽出する。次に，別の大学生 3 名に，対象児の活動①②
の発話について模範解答を基準に 2，1，0 点で評価してもらう。そして，大学生 3 名の評価の平
均点を産出する。
(2)復唱課題
①形態素の数
14 の形態素のうちいくつの形態素を正しく復唱することができたのかを評価する。助詞と助動
詞については一つ前の形態素が同じ場合のみ，正しく復唱できたと判断する（再考得点 14）
。
②正しい連続の数
前後の形態素が正しく連続して復唱されている場合 1 点とする（最高得点 13）
。
従って，復唱課題の最高得点は 27 である。なお，１セッションにつき２つの文を用いるので
２つの文の得点の平均点を産出する。
(3)エピソード課題
紙芝居課題と同様に，対象児の発話から MLU を産出し，文の長さについて評価する。
４．指導内容
紙芝居課題とエピソード課題において対象児の発話における文の発達を促進するために，紙芝居
の読み聞かせに加えて指導も実施した。以下はそうしたいくつかの指導のパターンである。
(1)適切な文を促すための指導
①模範
対象児が話したいことを上手くまとめられなかったときや，話した文が文法的に適切でなかっ
たとき，または，さらに分かりやすく詳細な文にした方がよいと判断した場合に模範を示し，復
唱させた。
例）対象児「ぼくが釣るのはワニじゃないよって言った。
」
指導者「
『ぼくが釣りたいのはワニじゃないよって言った』だね。
」
②質問
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主語や述語など，その文を構成する上で必要不可欠な要素が欠如した文が話されたとき，ある
いは適切な文になおした方がよいと判断した場合に，対象児に質問し，対象児が答えたものを活
用･構成した文を復唱させた。
例）対象児「パオーって鳴いた。
」
指導者「誰が鳴いたのかな？」
対象児「ゾウ。
」
指導者「じゃあ，
『ゾウがパオーって鳴いた』だね。
」
③手がかり
対象児が話したいと思っている単語などが分からないために話すことに困難を生じていると判
断した場合，対象児に手がかりを示し，復唱させた。
例）対象児「黄色いのがこうやってる。
」
指導者「
『黄色いのが手をほっぺにあてている』んだね。
」
(2)内容理解を促すための指導（紙芝居課題のみ）
①質問
対象児が紙芝居の内容を充分理解していないため，内容を確認する必要があると判断した場合
に，対象児に質問する。
例）対象児「お魚がどんぐりを泣かせて，どんぐりが泣いた。
」
指導者「お魚がどんぐりを泣かせたのかなぁ？」
②手がかり
対象児が紙芝居の内容を充分理解していなかったり全く内容を覚えていなかったりするため，
内容を教える必要があると判断した場合に，対象児に手がかりを示す。
例）対象児「ウサギさんがブタさんに『今からバーベキューしよう』って言いました。
」
指導者「ウサギさんはバーベキューのことだって知っていたんだっけ？『ウサギさんはど
んどんきらきらがあるって言うことをブタさんに教えてあげた』んだよね。
」
なお，紙芝居課題における「読み聞かせ前｣の対象児の発話については，対象児が紙芝居の
絵だけ見て理解できたことを説明・伝達することになる。そのため，対象児の話す内容をあえ
て訂正することはしないようにした。ただし，紙芝居に描かれているものの名前が間違って話
された場合（例 ネコをネズミと間違える）や動作主の動きや表情のとらえ方がふさわしくな
い（例 泣いている顔を怒っている顔と間違える）と判断した場合には訂正した。

結果および
結果および考察
および考察
１．紙芝居課題および復唱課題における MLU の変化について
A，B，C 児における「読み聞かせ前」の内容発話，
「読み聞かせ後」の内容発話･要約発話，およ
びエピソード報告課題の各セッションの MLU を示したのが，図１，図２，および図３である。C
児におけるエピソード報告課題を除く他の MLU はセッションを重ねるごとに上昇する傾向にあっ
た。これは，紙芝居の読み聞かせや対象児が説明・伝達する活動を指導したことによる効果だと思
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われる。
２．復唱課題における評価点の変化
図４は，Ａ，Ｂ，Ｃ児における復唱課題の各セッションの評価点を示したものである。復唱課題
の評価点もセッションを重ねるごとに上昇する傾向が認められる。
３．文の質の変化
ここで「文の質」とは，文法上のルールの使用（適切に主語・述語・修飾語・目的語を用いて規
則正しい構文にする）や，接続詞や助詞・助動詞の適切な使用といった側面のことである。
３名の対象児は指導を開始する前から多語文を獲得していた。そのため指導する前の MLU はそ
れぞれ，5.43 (A 児)，4.82(B 児）
，4.39(C 児)であった。しかし，MLU は単純に形態素の数から産
出されるため，文法的に誤りがあっても MLU の数値には影響しない。紙芝居課題やエピソード報
告課題において，MLU を用いることをしないで対象児の発話を評価してみた。すると，全ての対
象児に共通して文の質が向上したことが伺えた。すなわち，文法上のルールを的確に使用して指導
者に説明することができるようになった。セッションの初期の段階では，主語または述語が欠如し
ていたり，名詞偏重の文が多く，その他の自立語や付属語を多用することはなかった。しかし，セ
ッションを重ねるにつれて，｢主語－述語｣といった，構文の規則を用いることができるようになっ
たことで，対象児の発話内容が聞き手にとって理解しやすいものとなった。また，多くの種類の接
続詞や助詞・助動詞を適切に用いることができるようになったことで，動作主の言動や感情などが
より的確に伝わるようになった。このように，正しい構文や，助詞・助動詞を用いることが，対象
児の発話における文に多くの修飾節を付加することにつながったのではないかと推測できる。修飾
節を用いることは，必然的に形態素の数も増えるので，さらなる MLU の上昇にもつながったと考
えられる。
以下に A，B，C 児における文の質の変化について詳説する。
(1)Ａ児について
紙芝居課題においては，全てのセッションを通して A 児は自分なりに解釈して説明すると言う
よりは，登場人物の台詞を用いながら説明すると言うタイプであった（例 「
『ぼくが釣るのはクジ
ラだよ』って」
）
。しかし，セッションを重ねるにつれて，内容がより詳しく伝わりやすいものとな
った（例 「ウサギさんとリスさんがゾウさんに『滑り台ですべりな』って言っている」
）
。また，ほ
とんどの文頭で主語を付けることができるようになった。もしも，文頭で主語を付けることを忘れ
てしまった場合，
必ず文末に添えるようにしており
（例「どんどん上がって行っちゃった，
風船が」
）
，
主語の重要さに気づいたように思われるとともに，指導者に「きちんとわかりやすく説明しよう」
と言う意欲を感じられるようになった。そして，セッションの初期の段階では，指導者と会話して
いるかのような口調だった（例 「ここになんかあるよ，ほら。
」
）のが，セッションを重ねるにつれ
て，説明や伝達にふさわしい話し方（例 「ウサギさんとリスさんが仲良く遊んでいる」
）ができる
ようになった。エピソード報告課題においては，家族も登場させるなど，他者が主体となった文や
自分と他者とのかかわりについての文を発話するようになった。
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(2)B 児について
セッションを重ねるにつれて，文末に「です」
「ます」といった丁寧の助動詞を用いることがで
きるようになった（例 「1 羽のハトがくーちゃんに風船を持ってきてあげました」
）
。そのため，
ほとんどの文を丁寧語で話すことができるようになった。また，主語については，セッションの
初期から文頭に主語を意識した文を発話することができていたが，詳しい文で話そうとすればす
るほど述語が明確にならなかった（例 「おばあさんが『誰も遊んでくれないなぁ』
」
）
。しかし，
次第に述語が明確に話されるようになり
（例「どんぐりくんがころころって落ちていきました」
）
，
動作主が何をしたのかが分かりやすくなった。そして，助詞を的確に用いることにより修飾節も
増え，接続詞を用いて時系列に沿って順序立てたり，因果関係を明確にしながら伝達することが
できるようになった（例 「ねこがにんじんのことをねずみと思って，しっぽを取ってにんじんは
走って逃げました」
）
。一方，エピソード報告課題において MLU は上がらなかったが，紙芝居課
題と同様に助詞を的確に用いることにより，時系列に沿って順序立てて伝達することができるよ
うになった（例 「テレビを見てお風呂に入って，9 時に寝ました」
）
。そのため，B 児は聞き手が
理解しやすい説明ができるようになった。
(3)C 児について
セッションの初期の段階では，言い直し（例 「黄色いおばけがほっぺに手にほっぺを押さえて
います」
）や「なんか」
「あの」などの挿入といった非流暢性が多く見られた。これは話したいこ
とはたくさんあるのだが，どのように説明・伝達すればよいのか分からなかったり，上手に話せ
ないために焦ってしまったりといったことが原因なのではないかと考えられる。つまり，統語習
得の未熟さが反映したものだと推測される。しかし，セッション５以降，非流暢性はほとんど見
られなくなり，スムーズな発話が可能になった。また，B 児同様，セッションを重ねるにつれて
文末に「です」
「ます」といった丁寧の助動詞を用いることで，ほとんどの文を丁寧語で話すこと
ができるようになった（例 「風船がお空に飛んじゃって，男の子が泣いています」
）
。そして，多
くの助詞･助動詞を多用して，修飾節の多い文を話すことができるようになった（例 「サルさん
がジャンプしながら滑って，ネコさんはしっぽを立てながら滑っています」
）
。C 児は指導者の模
範を一生懸命復唱したり，一番的確だと思われる文を考え，話そうとしたりといった意欲が非常
に高かった。このことが，前述したような文の質の向上や MLU の上昇に影響したのではないか
と思われる。
４．紙芝居課題における内容理解の変化
A，B，C 児における各セッションの読み聞かせ前と読み聞かせ後の内容理解の評価点を示したの
が図５および図６である。図５および図６において，大学生３名の評価点の平均を「１」とした。
３名の対象児において評価点の上昇は認められなかった。このことから，紙芝居の読み聞かせをし
たり，対象児が紙芝居の内容を説明･伝達したりする活動は，紙芝居の内容を理解する能力の向上に
はつながらないことが考えられる。しかし，紙芝居課題で用いた紙芝居はセッションごとに違うも
のであり，
全てのセッションにおいて対象児にとっては初めて見聞きする物語であった。
そのため，
本研究の結果は，初めて見聞きする紙芝居の内容を理解する能力は，紙芝居を短期間読み聞かせる
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ことによって向上するとは言えないことを示唆する。そして，それととともに，内容理解の評価点
は教材として用いた紙芝居によって大きく左右されることがわかった。全ての対象児について，読
み聞かせ前においても読み聞かせ後においてもセッション４と７の評価点が各児の評価点平均より
1 標準偏差以上高かった。このことから，セッション４と７で用いた教材は対象児にとって内容が
簡単で理解しやすい紙芝居であったのではないかと推測される。
ところで，
復唱課題も紙芝居課題やエピソード報告課題の MLU の上昇に影響したのであろうか。
本研究においては，紙芝居課題やエピソード報告課題において文を発話する活動をした時間の方が
復唱課題の時間より長かった。さらに，今回の指導においては，紙芝居課題における指導で指導者
が模範を示し，対象児がそれを復唱する活動が非常に多かった。具体的には，まず，対象児が集中
して読み聞かせを聞けるように，抑揚をつけたり対象児に対して話しかけるようにしたりして，傾
聴態度を促した。そして，文節単位や機能語も含めた文の模範，さらには一文全体の模範を復唱す
るよう指導を行った。このようなことから，復唱課題が紙芝居課題やエピソード報告課題における
MLU を上昇させたと言うよりも，紙芝居課題やエピソード報告課題での活動を指導したことが，
復唱課題における評価点の上昇を促したのではないかと考えられる。すなわち，復唱課題そのもの
が文の形成を促進したと言うよりも，紙芝居課題とエピソード報告課題の中で復唱を含めた指導を
行ったことが，紙芝居課題やエピソード報告課題における MLU の上昇，さらには復唱課題の評価
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図 ５ 読み聞かせ前における内容理解の評価点の推移
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図６ 読み聞かせ後における内容理解の評価点の推移

点の上昇を促したと思われる。
また，本研究ではセッションごとに違う教材を使用した。それにも関わらず，対象児の MLU は
上昇する結果となった。これは，指導者が紙芝居の読み聞かせを行い，対象児がその内容について
説明・伝達する活動を繰り返し指導し，特に指導者の模範を復唱することが文の発達によい効果を
もたらすことをさらに裏づけするものとなる。
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ゆるしのプロセスに関する一考察

市 毛 努＊ ・ 守 屋 英 子＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

A Study on the Process of Forgiveness
Tsutomu ICHIGE and Eiko MORIYA

キーワード：ゆるし，プロセス，M-GTA，対人葛藤

本研究は，ゆるしのプロセスを明らかにすることを目的として，青年期の男性 5 名，女性 5 名の計 10 名に
対し，回想法による半構造化面接を実施した。はじめに，ゆるせなかった相手が《恋人・友人・知人・他人》
であったエピソードを分析対象とし M-GTA を用いた質的分析によって概念を生成し，それらを構造化してプ
ロセスのモデル図，及びストーリーラインを提示した。次に，
《親》とのエピソードを分析対象とし，同様の
方法を用いてプロセスを示した。さらに，生成された 2 つのモデル図を比較検討し，ゆるしのプロセスの全体
像と，各プロセスの相違点について考察していった。その結果，不当な出来事を体験してからゆるしに至るま
でのプロセスは，①『悪者』の創造・ゆるせなさへの囚われ，②ネガティブな感情の冷却期間，③自己・相手・
現象の捉えなおし，④『こころ』におさめる，という 4 つの段階にまとめられ，さらに，各々のプロセスには
独自の概念が含まれていることが明らかとなった。

はじめに
近年，対人葛藤によって傷ついた心を癒す方略のひとつとして“ゆるし”が注目を集めている（野
口 2006，荒 2002 など）
。ゆるしの概念（Forgiveness）は近年諸外国を中心に研究が行われてきた
（石川・濱口 2007）
。わが国においても，僅かではあるが，ゆるしに至る条件や性差を抽出した研
究（吉田 2004，二平 2002 など）や，ゆるしを促進するアプローチの一事例研究（田中 2006）な
どが報告されている。しかし，ある要素が因果論的に直接“ゆるし”に繋がっていくとは考えにく
い。
“ゆるし”は往々にして“ゆるせない”との間を揺れ動くものであると考えられ，ゆるすための
要素がどの段階で生起し，そしてどのように組み合わさり，どのように影響し合ってゆるしに至る
のかといった“プロセス”で捉える必要があると筆者は考える。さらに，
“ゆるし”の研究の課題点
としては，田中（2006）が指摘するように，西欧的思想を背景とする被験者を対象とした先行研究
――――――
*医療法人 大野クリニック

**茨城大学大学院教育学研究科
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をそのままわが国にあてはめるのには無理があるため，わが国の被験者を対象としたわが国独自の
研究をする必要があることや，ゆるせない相手との関係をある程度限定した範囲内での研究が必要
なことなどが挙げられている。このような課題点を踏まえると，インタビューなどを用いた質的研
究法が適していると考えられるが，わが国の“ゆるし”に関する研究で質的研究法を用いてプロセ
スを明らかにした研究は見当たらない。
そこで本研究は，
ゆるしのプロセスを帰納的に明らかにし，
そのモデルを提示したいと考える。
“ゆるし”の定義は，研究者によって様々な操作的定義がされて
いる。本研究においては，各々の定義の基本要素を含有していると思われる Enright＆Coyle（1998）
の「自分を不当に傷つけた相手に対する，怒り，否定的な考え，冷淡な態度などの権利を進んで放
棄すること－そして加害者側には，ゆるしてくれた人に対して倫理上は親切な行為を求める権利が
なくても，慈悲深く対応すること」として捉えることとする。
では，本研究の定義に即したゆるしとは，どの発達段階で生じてくるものであろうか。中川（2003）
は，年長児を対象とした調査で，
“相手が謝ったらゆるしてあげなければならない”という謝罪－許
容スクリプトに共感性という観点が加えられ，
「謝罪－共感性－許容」という複雑な流れに変化する
ことを明らかにし，発達に伴う他者視点取得能力などの様々な能力の高まりと共に，許容のスタイ
ルがより複雑になることが示されたと述べている。さらに角田(1992)によれば，成人の共感性とは
青年期に確立されるとされる。青年期は，進路選択や職業選択の問題に直面したり，親からの自立依存との間で揺れ，同時にそれまで触れる事の無かった価値観や文化・社会との出会いが飛躍的に
増える時期であり，そのような中で葛藤したり苦悩したりしながら，自己を確立してゆく時期，個
として精神的に独立・自立してゆく時期である。そしてこの時期，アイディンティティや自分なり
の価値観というのは，怒りやゆるせなさの中で，数ある価値観の中から取捨選択していきながら確
立されてゆくものであると筆者は考える。つまり，青年期は発達的に本研究の定義に即した“ゆる
し”が生じうる時期であり，且つ，
“ゆるす－ゆるさない”の葛藤の渦中にありやすい時期であると
言え，より活き活きとした語りが得られると予想される。こうした発達的観点から，本研究では調
査の対象として青年期が最も適していると考えた。
目的
本研究は，青年期を対象に面接調査を実施し，それによって得られたデータに対して，木下（2003）
によって開発された修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以下 M-GTA と記載）の方法
を用いた分析を行って，わが国における青年期の“ゆるし”のプロセスについて明らかにし，その
モデルを提示することを目的とする。さらに，ゆるせない相手が《恋人・友人・知人・他人》であ
る場合と《親》である場合とを比較し，プロセスに共通点，及び相違点があるかどうかを検討し，
ゆるしのプロセスの全体像を提示する。
対象と方法
1）対象
青年期の男性 5 名，女性 5 名の計 10 名を対象とした。面接協力者の募集は，筆者の知人や，知
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人が紹介してくれた人に研究の主旨を説明し，面接への協力を求めた。筆者の直接の知人や，知人
からの紹介を得た人に協力を依頼したのは，研究の内容から本調査面接はネガティブな内容に関す
るかなりの自己開示を要求することが予測されるため，面接者との信頼関係が築きやすいこと，そ
の後のフォローも必要に応じて可能であることが必要であると考えたためである。
2）調査期間
調査期間は，2007 年 9 月から 2008 年 1 月である。
3）データの収集手順
面接協力者 10 名に対し，それまでの自身の経験の中で“ゆるせた”と思う事や，
“ゆるせなかっ
た”と思う出来事について複数回答も可とした上で自由に回想してもらい，エピソードやその時の
思考・感情・行動などを中心に半構造化面接を行った。
はじめに，回想を促す目的で調査者が準備したフェイスシートにエピソードについて簡単に記述
してもらった。また，3 人目の面接からフェイスシートにゆるせなさを 10 点満点としたスケールを
つけ，①出来事を思い出している現在，②その出来事が起こった直後，の順で当てはまるところに
印をつけて貰った。これらは，インタビューの内容を深めるための話題提供として，又，ゆるせな
さの度合の時間的変化をみる指標として活用した。
半構造化面接の質問項目は，
【不当な出来事】
，
【ネガティブな感情・認知】
，
【行動】
，
【ゆるした・
ゆるせない】
，
【現在】というカテゴリーに沿って予め用意し，適宜質問した。インタビューの内容
は協力者の許可を得た上で IC レコーダーに録音した。
4）データの分析方法
インタビュー1 回あたりの時間は 1 時間～2 時間であった。エピソードの数は，調査協力者 1 人
あたり 1～4 個で，のべ 27 個となった。インタビューの内容は逐語録として記録し，分析データと
した。データは，1 回の面接あたり A4 用紙（約 1500 字）13～36 枚で，計 252 枚となった。
① 修正版グランデッド・セオリー・アプローチについて
データ分析は，木下（2003）によって開発された，M-GTA を用いて行った。グラウンデッド・
セオリー・アプローチ（以下 GTA と記載）は，データに密着した分析から独自の理論を生成する
実証的帰納的な研究方法である。人間の社会的相互作用に関係した人間行動の予測に優れており，
プロセス的特性を持っている現象を明らかにするのに適していることから，ヒューマンサービス領
域の研究にその有効性を発揮するとされている。しかしながら GTA は，オリジナル版，グレイザ
ー版，ストラウス・コービン版など，わが国においては数種類の方法が紹介されているのが現状で
ある。そこで本研究では， GTA の基本特性を継承しつつ，コーディング方法や研究者のスタンス
等の点においてより明確にされている，木下（2003）によって考案された M-GTA を採用すること
とした。
本研究において M-GTA を採用した理由は，①M-GTA がデータの切片化を柔軟にとらえて現象
の大きな流れやデータのまとまりや統合性を重視することから，プロセス的特性を強く持つ本研究
のテーマに適しているため，②従来質的研究法は，データの扱いにおいて研究者の主観に頼る部分
が多く，研究者の習熟を必要とするが，その点 M-GTA は分析手順に分析ワークシートと呼ばれる
書式を導入することで，分析方法が明確に体系化されているため，③オリジナル版がフィールドワ
ーク型調査を前提に考案されているのに対し，M-GTA は面接（インタビュー）型調査を前提に考
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案されているためであり，上述したゆるし研究の課題点をクリアし，本研究に適すると考えられる
ためである。
GTA はデータ収集と分析の同時並行，理論的サンプリングによる新たなデータ収集の繰り返しを
基本とする。しかし，面接調査型では，協力者の時間を割いてもらわなくてはならないため，でき
るだけ 1 回の面接で必要なデータを収集する必要があったり，半構造化面接形式で予め大まかな質
問項目を用意し，協力者全員に同じように質問されたりするのが一般的である。そのため，最初に
ある程度の人数の面接データを得た方が，面接調査型の場合には自然である（木下 2003）
。本研究
も，面接調査の性質上の理由から，はじめにデータ収集を行い，次いで分析するという流れをとっ
た。
② データ分析手順
データの分析は M-GTA の手順に基づき，まずインタビューデータ全体を熟読した上で，
『相手を
ゆるしていくプロセス』という分析テーマに関連した個所に着目し，それを具体例（ヴァリエーシ
ョン）として抽出した。これらの具体例に関連して，他の類似具体例をデータから探索し，抽出さ
れた具体例について研究対象者の行為や認識に照らして「これはその人にとってのどのような経験
なのか？」
「こうした行為の意味は一体何なのか？」という視点から解釈を行って定義し，説明でき
る概念を生成した。
これら分析の経過は，
「ヴァリエーション」
，
「定義」
，
「概念名」
，
「理論的メモ」欄から構成される
分析ワークシートを用いて，個々の概念毎に記録した。
「理論的メモ」欄には，データを読み解く際
に筆者の感じたことや，他の解釈可能性などについて，自由に記述していった。M-GTA では，こ
のようにして研究者の解釈から生成された概念が最少の分析単位となる。
生成された概念に対して，類似例，対極例を継続的比較分析することによって概念を精緻化して
いった。類似する概念に対してカテゴリー化を行い，プロセス全体を表したモデル図を作成し，さ
らに，概念名，カテゴリー名を用いたストーリーラインを作成した。
本研究においては，ゆるせない相手との関係の在り方や，関係の深さ・期間，また，関係の維持
の社会的望ましさ等によって，ゆるしに至るプロセスも異なるものと考えた。そこで，ゆるせなか
った相手が，
《恋人，友人，知人，他人》であった 7 名・14 個のエピソードを最初の分析対象とし，
次いで，ゆるせなかった相手が親であった 4 名のうち，面接時にゆるせない渦中にあった 1 名を除
く 3 名・4 個のエピソードを分析対象とした。
③ 概念生成過程の例示
本研究で行った概念の生成過程について以下に例示する。不当な出来事に関することを第三者に
話し，相手に共感されたという体験について，
「そうだね。やっぱそう思うよねっていうことで，自
分が怒りを感じて，
“うわーこれ，この行動絶対ゆるせない”とかって思ってたのを，他の人が共感
してくれた事によって，再確認できた，できたっていうか，やっぱり他の人がこう同じ立場に置か
れても，こう思うんだろうなっていう確認？」という語りの部分について，筆者は，
“自分だけじゃ
ないという感覚，自分が感じている感情が何であるかを知り，そういった感情を抱いても良いのだ
と確認していく過程”と解釈した。そこで『第三者に話したり，共感されることで，自己の抱いて
いる感情を真っ当なものとして確認していく作業』と定義し，概念名を〈自分の気持ちを安心して
持てる〉とした。
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結果と考察
M-GTA では，結果は概念やカテゴリーを用いたモデル図，および，カテゴリー名と定義名を用
いて簡潔にまとめられたストーリーラインによって示される。
《恋人・友人・知人・他人》をゆるす
プロセスをモデル 1，
《親》をゆるすプロセスをモデル 2 とし，分析の結果生成されたストーリーラ
イン，及びモデル図をそれぞれ以下に示す。
ストーリーライン中の概念名，及びカテゴリー名は，日本語としての文法を保つ為に助詞や活用
形といった部分で若干の修正がある。なお，概念は〈〉
，カテゴリーは【】と記してある。また，以
下の文中の「」はインタビューデータからの引用である。
1．モデル 1：
《恋人・友人・知人・他人》をゆるすプロセス
分析の結果，9 個のカテゴリーと 39 個の概念が生成された。それらを基に生成されたモデル図を
Figure.1 に示す。また次のようなストーリーラインが導かれた。
ストーリーライン 1
ないがしろ

〈見捨てられたと感じる体験〉
，
〈自分の価値を蔑 ろ にされる体験〉
，
〈分かってもらえない体験〉
，
〈裏切られ体験〉
，
〈べき・ねばに反する〉態度を相手に取られる体験，また，そうした状況や相手
に対して〈無益な我慢〉を続けなければならない時，人は【不当な出来事による傷つき】を受ける。
傷つき体験はその人にとって〈理解困難〉なことであり，
〈驚き・困惑・悲しみ・焦り〉といった感
情を喚起させられ【ゆさぶられる】
。ゆさぶりは次に怒りへと変わってゆき，理解しようとしても〈頭
から『こころ』に落ちない感じ〉や，相手に対する〈不信感が増殖〉してゆくことで〈
『悪者』の創
造〉へとつながってゆき，
【マイナスへと歪んで】ゆく。
しかし，そうした不当な体験を第三者に〈聴いてもらう〉ことは，発散となってスッキリしたり，
〈あたたかさをもらう体験〉であったり，相手に〈共感されることで自分の感情を安心して持てる〉
感じを得られたり，相手から意見をもらって〈新たな視点の発見〉となったりする。
【聴いてもらう
体験】を通して，怒りや【ゆさぶられ】が少しずつ薄らぎ，冷静さを取り戻してゆく。
一方で【相手と離れることで（怒りやゆさぶられが）薄ら】いでゆく過程もある。
〈不快なものを
閉め出そうと〉して〈気を紛らわ〉したり，
〈分かりあうことをあきらめ〉て相手から〈離れること
で薄ら〉いでゆく。また，ネガティブな感情を持ち続けているよりも【現状が悪くならないための
対処行動】を積極的にとる方法もある。
〈現状から抜け出すための客観的分析〉をし〈衝突回避のた
めの終止符〉を打ったり，
〈決別して行動〉したりするのがそれにあたる。
このような過程を経て少しずつ冷静さを取り戻してくると〈向き合う決意〉が芽生え，
【現象の捉
えなおしと自己理解】への移行が可能となってくる。そしてこの【現象の捉えなおしと自己理解】
は，
【寛大な他者理解】と相互に影響しあって進行してゆく。相手に直接〈体験・感情の伝達〉をし
たり，
〈相手の変化を捉え〉たりしたことで〈相手に受容されていると感じ〉ることができたり，
〈相
手のプラス面の発見による見直し〉や，逆に相手との〈それまでの関係による打ち消し〉によって，
相手の良い面が少しずつ見れるようになってくる。相手について考えてゆく中で〈相手のキャラを
理解し期待を弱め〉たり，
〈相手への共感〉が起こってくる。同時に，
〈ゆるせなさの自己分析〉を

- 153 -

茨城大学教育実践研究 27(2008)
27

したり，
〈自分の不備を認める〉こと，怒りを相手にぶつけようと思った所が〈肩透かし〉をくらっ
たりすることを通しながら，自分が〈創りあげた『悪者』に気づく〉
。こうして，不当な出来事の〈成
り立ちを捉えなおし〉てゆく。
最後は，
【ポジティブな意味付けと『こころ』におさめる】段階である。自分の経験を〈ネタ化〉
したり，
〈戒めとしてのゆるせなさ〉を持つこと，
〈ゆるせなさを忘れない〉こと，そして〈結果と
して益があったという意味付け〉をすることを通して，自分の『こころ』の中におさめてゆく。

ネタ化

カテゴリーの移行

相互に影響

聴いてもらう
体験

影響の向き

聴いてもらう体験

結果として益が
あったという
意味付け

あたたかさを もらう体験

怒 ← ←

体験・感情の伝達

ゆる せなさを
忘れない
相手に
受容された
と感じる

新たな視点の発見

相手の変化
を 捉える

共感される ことで
自分の感情を
安心して持てる

ポジティブな
意味付けと
『こころ』におさめる

成り立ち の
捉えなおし
相手のプ ラ ス面
の発見によ る
見直し

創りあげた
『悪者』に気づく

マイナスへの歪み

ゆさぶられ

戒めとしての
ゆる せなさ

寛大な他者理解
自己理解と
現象のとらえなおし

『悪者』の創造

驚き・困惑
悲しみ・焦り

自分の不備を
認める
頭から『こころ』に
落ち ない感じ

理解困難

それまでの関係に
よ る 打ち 消し
相手への共感

向き合う決意

不信感の増殖

肩透かし
ゆる せなさの
自己分析

相手のキャラ を
理解し
期待を 弱める

不当な出来事による
傷つき

信頼を 裏切られる
体験

見捨てられたと
感じる 体験

分かってもらえない体
験

無益な我慢

自分の価値を 蔑ろに
される 体験

べき・ねばに反する

離れる ことで
薄らぐ

不快なものを
閉め出そうとする

気を 紛らわす

分かり合うことへ
のあきらめ

現状から抜け出
すための
客観的分析

決別して行動
現状より悪くならないた
めの対処行動

離れることで薄らぐ

Figure.1 《恋人・友人・知人・他人》をゆるすプロセス図

2．モデル 2：
《親》をゆるすプロセス
分析の結果，5 個のカテゴリーと 22 個の概念が生成された。生成されたモデル図を Figure.2 に
示す。また以下に記すストーリーラインが導かれた。
ストーリーライン 2
親へのゆるせなさを持つ人は，
〈ずっと受け入れてもらえなかったと感じ〉たり，
〈見捨てられた
と感じ〉たり，親が〈自分に要求してきた態度に反する〉ことといった【親に対する満たされない
思い】を持ち続けてきた。それは〈傷つき〉体験であり，そういう〈親を変えようとしても報われ
ない〉ことで〈不快なものが持続〉し，
〈雪だるま式にゆるせなさが増大〉して，悪い親像が【持続
と増大のサイクル】を繰り返す。しかし〈親からの距離をとった〉りしながら少しずつ冷静さが戻
ったり，
〈年齢を重ねた互いの変化に気づく〉ことや〈新たな視点の発見〉を通して現象に対する姿
勢が変わり始める。第三者に〈共感されることで自分の感情を安心して持てる〉ようになり，
〈ゆる
せなさの自己分析〉や，
〈自分の不備を認める〉ことは【現象の捉えなおしと自己理解】に寄与する。
それと同時に，
〈悪者の『黒幕』に気づき〉始め，
〈相手のキャラを理解し期待を弱め〉たり，
〈相手
への共感・親も犠牲者〉だったという見方が生まれてくる。
〈相手のプラス面の発見による見直し〉
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も加わって【親の全体像が見えてくる】ようになると，
〈記憶と客観的な現実とのズレ認めたくない〉
という揺れの中で〈良い親と悪い親の統合〉がされてゆく。
〈戒めとしてのゆるせなさ〉や〈ゆるせなさを忘れない〉気持ちを抱きながらも，
〈体験した自分へ
の肯定的評価〉といった【ポジティブな意味付けとこころにおさめる】作業をしてゆく。

記憶と客観的な
現実のズレ
認めたくない

カテゴリーの移行

体験した自分への
肯定的評価

相互に影響

ゆるせなさを
忘れない

親からの
距離をとる

怒 ← ←

ゆるせなさの
自己分析

新たな視
点の発見

共感されることで
自分の感情を
安心して持てる

親に対する
満たされない思い

自分に要求してきた
態度に反する

悪者の『黒幕』が
みえてくる

ポジティブな
意味付けと
『こころ』におさめる

相手のキャラを
理解し
期待を弱める

自分の不備を
認める

ゆるせなさが増大

傷つき

相手のプラス面
の発見による見直し

相手への共感・
親も犠牲者

雪だるま式に

見捨てられたと感じる

ずっと受け入れてもら
えなかったと感じる

戒めとしての
ゆるせなさ

良い親と悪い親
の統合

年齢を重ねた
互いの変化に
気づく

影響の向き

親の全体像が
見えてくる

不快なものの

自己理解と
現象のとらえなおし

持続

親を変えようとして
も報われない

持続と増大の
サイクル

Figure.2 《親》をゆるすプロセス図

3．各プロセスの全体像と比較
モデル 1 とモデル 2 で提示したそれぞれのゆるしのプロセスを比較しながら，その全体像につい
て考察してゆきたいと思う。2 つのモデルを比較し，各々対応するカテゴリーをまとめたものが
Table.1 である。
Table.1
Table.1 各プロセスの対応
プロセスの対応するカテゴリー
対応するカテゴリー

Table.1 が示すように，そ
れぞれ対応したカテゴリーを
まとめると，ゆるしのプロセ
スは大きく 4 つの段階で表す
ことができる。そこで，それ

段階

モデル 1

1.『悪者』の創造
ゆるせなさへの
囚われ

【不当な出来事による傷つき】
【ゆさぶられ】
【マイナスへの歪み】

【親に対する満たされない思い】
【持続と増大のサイクル】

2.ネガティブ感情
の冷却期間

【聴いてもらう体験】
【離れることで薄らぐ】
【現状よりも悪くならないための
対処行動】

〈親からの距離をとる〉

3.自己・相手・
現象の捉えなおし

【自己理解と現象の捉えなおし】
【寛大な他者理解】

【自己理解と現象の捉えなおし】
【親の全体像が見えてくる】

4.『こころ』に
おさめる

【ポジティブな意味付けと
『こころ』におさめる】

【ポジティブな意味付けと
『こころ』におさめる】

ぞれの段階を，
《1．
『悪者』
の創造・ゆるせなさへの囚わ
れ》
，
《2．ネガティブ感情の
冷却期間》
，
《3．自分・相手・

モデル 2

現象の捉えなおし》
《4．
『こ

【】はカテゴリー名，〈〉は概念名

ころ』におさめる》とする。

2 つのモデルは大枠としては同じようなプロセスを経ていると考えられ，その上でそれぞれのカテ
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ゴリーを構成する概念には違いもみられた。そのような違いを含め，各段階について考察してゆき
たいと思う。
1）
『悪者』の創造・ゆるせなさへの囚われの段階－破滅・解体不安から迫害不安へ－
この段階は，不当な体験によって傷ついてから，相手を 100％悪い存在である『悪者』にしたて
あげてゆく段階である。ここに，自己の破滅・解体化の不安から迫害不安への変化，Klein，M（1946
小此木・岩崎・訳 1985）によって提唱された『妄想－分裂ポジション』をみることができる。
妄想‐分裂ポジションとは，生後 4 か月くらいまでの乳児が，不安に対応してゆく際の心的態度
や内的世界の状況を示している。
そしてこの妄想－分裂ポジションや後述する抑うつポジションは，
心の発達過程として通り過ぎ，過去のものとなってしまうのではなく，乳児期以降もその時期の発
達の在り方に影響を受けた心的構えとして心に定着し，日常生活の中で繰り返し意識的，無意識的
に採られていくとされている（松木 1996）
。
それでは，生成されたモデルについて考えていきたいと思う。
モデル 1 では，不当な体験として，見捨てられたり，自分の存在を否定されたかのような〈見捨
てられたと感じる体験〉
，自分が粗末に，あるいは都合よく扱われたという〈自分の価値を蔑ろにさ
れる体験〉
，自分が期待していた反応とは違う態度を相手に取られるという〈裏切られ体験〉
，自分
の不快感に相手が気付かなかったり，自分を受容され，認められるということが否定されたと感じ
る〈分かってもらえない体験〉
，日ごろからこうするべきと思っていることに反する行動を相手にと
られるという〈べき・ねばに反する〉体験，さらに，我慢している自分に益が見いだせず歩が悪い
感じを強いられているという〈無益な我慢〉が語られていた。
協力者たちは不当な出来事を体験した後，
〈驚き・困惑・悲しみ・焦り〉等，感情的にゆさぶられ，
それは多くの不安を喚起させる。そして，傷つきによる悲しみや焦りや不安といった感情を覆い隠
すかのように怒りが強くなる。協力者たちは自己を脅かす不安・悲しみ・怒りなど(＝悪い自己・破
壊的な自己)を持っていることが出来ないため，自己から切り離して相手に投影することで排出し，
良い自己と破壊的な自己を split させる(splitting:原始的防衛機制のひとつであり，分裂，分割とも
呼ばれる)。こうして相手に対する不信感の増殖と共に，悪い対象（
〈悪者の創造〉
）が創られていっ
たと捉えることができる。また，ゆるせなさを持つ人は，プロセス全体を通してこの不信感の干渉
を受けることが予測される。この段階では，相手の不当な態度を理解しようと努め，分からなくも
ないのだが感情がどうしても収まらないという〈頭から『こころ』に落ちない感じ〉を体験したと
いう語りも見られた。
一方，親に対してゆるせなさを抱くモデル 2 では，親から受容されたい，親と一体化したいとい
う欲求が見え隠れしているようであり，対象への攻撃衝動と愛情とが同居しているように感じた。
親へのゆるせなさの語りの中にとりわけ感じられたこの“一体化したい”という欲求は，土居(1971)
によって『甘え』の欲求と名づけられている日本人に特徴的に見られる欲求である。甘えの欲求と
は，対象を求め，その対象と一体化しようとする欲求であり，依存欲求，愛されたい欲求などと言
い換えることもできる。そして土居によれば，
「甘え」の欲求は，未分化で両価的(アンビヴァレン
ト)であるという特徴をもつ(熊倉 1992)。その両価的な性格は「甘え」と「恨み」ということばでと
らえられ，甘えが否定されることで恨みが生じるとされる。さらに甘えの背後には『分離について
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の葛藤と不安が隠されている』とも述べられている。意識的にせよ無意識的にせよ，親から受容さ
れたい，一体化したいという欲求を持ち続けてきたがとうとう満たされなかった。そのため，親に
対して抱くゆるせなさは，モデル 1 のように一時的な【ゆさぶられ】とは異なり，不当な体験を幾
度となく繰り返し，
【持続と増大のサイクル】によって悪い自己・悪い対象を強化してきている。佐
藤（2006）は，攻撃衝動が対象への愛情を上回る場合には，分裂は強固となり，
「迫害対象」と「理
想化された対象」の性質は顕著なものとなり，その結果，分裂に付随して「理想化」
「否認」
「万能
感による対象支配」といった「原始的防衛機制」が活性化され，深刻な精神病理が生じると述べて
いる。このことからも，親に対してゆるせなさを抱くモデル 2 の場合は，良い自己と悪い自己，そ
して良い対象と悪い対象の splitting は，モデル 1 よりもより習慣化され定着したものであり，良い
自己が悪い自己よりも優位になること，悪い対象と良い対象が統合してゆくことへの困難さが予測
される。
2）ネガティブ感情の冷却期間の段階
この段階は，第三者に愚痴を聴いてもらったり，ゆるせない対象から内的・外的に離れてゆく段
階である。
“離れる”ことは一見するとゆるしのプロセスからのドロップアウトのように感じられる
が，離れた後に次の段階へと移行してゆくということが語りを通して示されていた。これは，離れ
たことでネガティブな感情を 1）の段階よりも弱めることができ，1）の段階のような混乱や不安な
どの【ゆさぶられ】があまりに強い状態から回復して落ち着きを取り戻し，状況を冷静に捉える事
が出来る状態に近付くという効果があったためであると考えられる。
モデル 1 では，
【聴いてもらう体験】が特徴的に語られていた。身近な信頼できる人に聴いても
らうことを通して，怒りや悲しみを弱めて行ったり，慰めや励ましなどの〈あたたかさをもらう体
験〉をしたり，あるいは，共感されることで“自分がそういう感情を抱いて当然なのだ”と感じて，
自分の感情を安心して持てるようになり，これらは次の段階へ移行するきっかけともなっていると
考えられる。怒りや恨みといった感情は，通常表出するのが望ましくないものとされている。その
ため，不当な体験を通して，そういった怒りや恨み，もしくは悲しみや不安といった感情を抱いて
も，
“もしかしたら自分だけなんじゃないか”
，
“こういう感情は抱いてはいけないんじゃないか”
，
“傷ついた自分が変なんじゃないか”といった思いを潜在的に持ってしまう事は珍しくないと思わ
れる。それ故に，共感される体験は感情を安心して持てることへとつながってゆくのではないだろ
うか。また，対人関係に傷つき，不信感を抱いて世界に触れている状態の時に“自分だけじゃない”
と思えるような体験は，他者との一体感を生み，安心感へとつながってゆくと考えられる。傷が深
ければ深いほど否認の防衛が働くものであるから，こうしてネガティブな感情を安心して持てると
いうことは，不当な体験に向き合うことが可能になることを意味するだろう。
また，相手と【離れることで薄らぐ】
，
【現状がより悪くならないために対処行動】をとるという
ことも，不快なものから自分を遠ざけ，結果としてネガティブな感情を弱めることに寄与していっ
たと考えられた。
この段階では相手の捉え方に認知的な変容は起こっておらず，
『悪者』は依然として『悪者』のま
まで隅に追いやられただけであり，いつまた出現してもおかしくない状況である。感情的に落ち着
きが見られ始めている点と，相手に対する認知的変容が起こってないという点を考慮すると，この
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段階はゆるしのプロセスの中間地点であると言えよう。
一方モデル 2 では，
【聴いてもらう】というカテゴリーは生成されなかった。これは親へのゆる
せなさを第三者に語ることの難しさを表していると思われる。その理由としては，①青年期ともな
ると，親への怒りや恨みを表出するのが社会的に望ましくないと思われるため，②親から自立した
いという気持ちとは裏腹に，実際には依存しないと生きてゆけないという関係であるため，③恨み
と愛されたい欲求（甘え（土居 1971）
）という 2 つの対極的な欲求を同時にあわせ持ち，その間を
揺れ動いているため，④親へのゆるせなさを相手に伝えるためには，生育歴や親の人物像などを詳
細に語っていかなければならず，聴く方も話す方も容易でないため，などが考えられるだろう。し
かし，モデル 2 でもやはり，
〈共感されることで自分の感情を安心して持てる〉という概念は生成
されており，この概念の重要性が示唆された。
この〈自分の感情を安心して持てる〉ことには，
“自分だけじゃない”ということや“自分の感情
や感覚が真っ当なことなのだ”という意味での安心の他に，もうひとつの側面があるのではないか
と筆者は考える。それは，安心して自分の感情を持てることで，自分の怒りや恨みたい気持ちとい
った攻撃性が際限なく広がるのを納められるようになるといった側面である。そして自分の怒りや
恨みが“とめどないものではない”ということへの気づきが，それまで無造作に広がっていた怒り
や恨みのリミッターのような役目となって安定感を生み，さらなる安心感へとつながってゆくので
はないだろうか。
また，
“離れる”ことに関しても，モデル 2 では対象が親であるが故に，容易ではなかった。し
かし青年期に入ると，進学や就職などによって，社会に受け入れられる形で自然に親から離れるこ
とができる。この時期に，人間関係や経験の広がりによって得られた新たな視点は，自分や相手を
捉えなおす素材となっていった。
3) 自己・相手・現象の捉えなおしの段階－抑うつポジションへの移行・部分対象から全体対象へ－
この段階は，自己についての内省をすると同時に，ゆるせない対象に対する理解を深めてゆき，
対象の全体性を捉えられるようになってゆく段階である。妄想－分裂ポジションから『抑うつポジ
ション』への移行(M.Klein 1946 )の時期であると考えられる。
部分対象から全体対象への統合は，モデル 1 では〈創りあげた『悪者』に気づく〉という概念が
示している。そして，これは自己理解と他者理解の相互的な同時進行によって起こっていく。
〈相手
の変化を捉え〉て〈受容されたと感じる〉ことが出来たことや，
〈相手のプラスの面の発見によって
見直していく〉ことで不当な出来事が打ち消されたりして少しずつ怒りが薄らいだり，現象を捉え
なおしていくことが見られた。また〈自分の不備を認める〉ことや，不当な体験をもとに自分のウ
ィークポイント，即ち，自分がどんな出来事に対してゆるせなさを抱きやすいのかを発見する〈ゆ
るせなさの自己分析〉は，split された良い自己と悪い自己の統合を促したのではないかと考えられ
る。つまり，自分の中にある嫌なもの，不安・悲しみ・怒りなど不快や苦痛を生むものを，それま
では相手に投影することで部分的に排除していたが，そうではなく，自分の中にも存在するものと
して引き受け，自己の中に統合していくことを促していったと考えられる。相手のこれまでの性格
や生育歴をもとに現象に対する分析・解釈を行い，
“その人ならばしょうがない”
，
“十分起こりうる
事だった”と自分なりに納得する〈相手のキャラを理解し期待を弱める〉という概念も生成された。
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さらに，自分の気持ちや経験と照らし合わせて相手の立場で現象を捉えなおす中で〈相手への共感〉
がおこり悪い相手像が次第にうすれていった。そして，不当な出来事がいかにして起こったのかと
いう〈成り立ちの捉えなおし〉が行われていった。客観的な視点から不当な出来事や状況の成り立
ちを理解し，自分の納得する形で“起こりうる事だった”と捉えなおしていき，出来事が何故起こ
ったのか理解できないという困惑や不安は次第に影を潜めるようになる。
モデル 1 で特徴的に見られたのは，
〈肩透かし〉であった。これは怒れる自分と相手との温度差
に不意に気づき，フワッと怒りが消滅してゆく体験であった。悪い対象が瞬間的に消えると同時に
悪い自己も消える体験であろうか。
〈肩透かし〉を通して全体対象への移行が可能となるのは，親に
対するゆるせなさと違い，不当な体験が一時的なものであったためであると考えられる。
一方モデル 2 においても，
〈自分の不備を認める〉
，
〈ゆるせなさの自己分析〉
，
〈相手のプラス面
の発見による見直し〉
，
〈相手のキャラを理解し期待を弱める〉
，
〈相手への共感（親も犠牲者）
〉とい
ったモデル 1 と共通の概念が生成されている。
モデル 2 では〈良い親と悪い親の統合〉という概念が全体対象への移行を意味している。そして
これに影響する概念としてモデル 2 に特徴的なのが〈悪者の『黒幕』がみえてくる〉であった。こ
れは，それまで親を憎しみの対象として焦点化していた状態から，親を取り巻く『環境』や『家』
や『出来事』の方へと視野が広がりはじめ，
“環境にも原因があった，親が 100％悪い訳ではない”
という様に，親から違うものへとその焦点がぶれていくことを意味する。そうして，親の他側面，
つまり自己の内的現実では完全に悪い対象であった親の見えていなかった部分が見え始める。そし
て，親が悪い対象であったある種の必然性（そしてそれは同時に自分が悪い自己であった必然性で
もあろう）のようなものに気づいてゆき，親の全体性を捉える視野が生まれる。さらに，モデル 1，
モデル 2 に共通して相手への共感が見られたが，モデル 2 では“親も犠牲者だった”というような
独特の親への共感が起こっている。それは，
“それまで自分を脅かしていた迫害者も実は犠牲者だっ
た，自分と同じだったんだ”という感覚であろう。この共感は，親との『一体感』という欲求が無
意識的に満たされた瞬間であったのではないかと筆者は考える。それはこれまで満たされなかった
と同時に，求めていた感覚でもあった。この感覚は，協力者にどこか安心感のようなあたたかいも
のをもたらし，見方の変化を促したのではないかと考えられる。
また，モデル 2 では〈年齢を重ねた互いの変化に気づく〉という概念が生成された。この概念は
当然モデル 1 にはなく，互いの長きにわたる関係性の上に成り立っている。親の老い，性格の変化，
互いの立場や力関係の変化など，それまで悪い対象で絶対的な存在であった内的な親のイメージと
外的な現実の親のギャップは，自分を攻撃し破壊しようする悪い対象を弱めたと考えられ，部分対
象から全体対象への移行に影響していったと考えられる。そして，威勢を失った『悪者』を前にし
て，ゆるせなさをいつまでも抱いている自分に疑問も生じる。だからといってスムーズに移行が進
む訳では当然なく，
〈記憶と客観的な現実のズレ認めたくない〉という概念が示すように，威勢を失
った『悪者』やゆるせなさに疑問を抱き始めた自分を “認めたくない”という思いも，語りの中に
見られたということは特記しておきたい。
このような要素が影響しあって，
〈良い親と悪い親の統合〉がされていく。これは親のイメージの
悪い部分と良い部分，そして過去・現在・未来が統合されていくことを意味している。また，良い
面は自分が記憶からかき消していたのだと気づくこともあった。
こうして親の全体像が見えてくる。
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具体例としては次のように語られている。
「何か，こんな母親も，こんな父親も，何か，良いのも悪
いのも全部こう連続してるっていうかさ。うん。すごいこう，まぁ同じ一人の人間っていう。そう
いう見方が出来るようになってきたんじゃないかなぁっていうのは思ってる」
4) 『こころ』におさめる段階
この段階は，不当な体験に自分なりに折り合いをつけ，こころの中におさめてゆく段階である。
抑うつ不安に折り合いをつけてゆく過程であるとも言える。
2 つのモデル図に共通して〈戒めとしてのゆるせなさ〉
，
〈ゆるせなさを忘れない〉という概念が
生成されている。2 つの概念は類似しているが，
〈戒めとしてのゆるせなさ〉とは，不当な出来事を
通し，自分がされて嫌だったことを自分は人にはしないと胸に誓う事である。一方，
〈ゆるせなさを
忘れない〉は相手に 2 度と繰り返して欲しくない，もう同じ思いはしたくないという思いから敢え
てゆるせなさを残すことである。これらは，傷ついた自己を無にしない，いわゆる存在証明である
ように思えた。しかし，この 2 つの概念について調査面接中に語られる時，協力者たちが怒りを感
じた状況や相手に“囚われている”といった印象はなく，不当な体験を自分なりに受け入れている
ように筆者には感じられた。傷つけられた自己も自分の一部であるという事を受け入れたことによ
って，即ち，良い自己が悪い自己より優位になったうえでの語りであったと考えれば，こうしたゆ
るせなさを持つことは自然なことであると言えるだろう。また，自分は同じ事をしないという〈戒
めとしてのゆるせなさ〉は，内的世界を通して外界を捉えるという視点から考えれば，自分の内的
世界での，これから出会うであろう他者に対して“自分は絶対に傷つけない”
，
“やさしさで包む”
というように慈悲的に接することで，その他者を癒し，そこで癒された相手を自分の中に取り入れ
ることで，
“自分で自分を癒す”
“癒し癒される”ということをしているのではないかと筆者は考え
る。成田（1989）は，青年期境界例の構造的・力動的特徴について述べる中で，
『たとえば，患者
が怒りを体験するとする。しかしその怒りを自己のものとして受け入れることが困難な場合，患者
はその怒りを治療者に投影し，治療者が怒っていると体験する。そしてその怒っている（と患者が
なだ

思う）治療者を宥めすかしたりしつつ，それによってしだいに怒りを和らげていく（と患者には見
える）治療者を今度は自己と同一視して，本来自己のものであった怒りを和らげる。こうなれば，
投影同一視が適応的に機能したことになる。しかしいつもこううまくいくとは限らない』と記して
いる。筆者の言う“自分で自分を癒す”というのは内的な自己と向き合うといった次元であり，境
界例患者の二者関係の特徴と関連づけるのには無理がある。しかし，心理的に健康な人であれば，
イメージの中の他者（あるいは傷つき怒りを感じている自己）との関係の中で，同じような構造に
よって，自己が癒されるということが起こりうるのではないかと考えさせられる。
2 つのモデルには，それぞれ独自の概念も生成されている。モデル 1 では，体験を対象化し，ネ
タにすることで笑話のような受け入れやすい形に変換して自分の中におさめていった。不当な出来
事を対象化できており，さらには感情的におさまっているからこそ〈ネタ化〉は可能になると思わ
れる。また，結果として自分に益となった部分を積極的に見つけてゆき，体験にポジティブな意味
を付与することで自分のこころの中におさめていった〈結果として益になったという意味付け〉と
いう概念が生成されていた。
一方モデル 2 では，ネタにすることや，自分にとって益になったという捉えなおしこそ見られな
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かったが，不当な体験をした〈自分を肯定的に評価〉したり，出来事のメッセージ性をキャッチす
ることで“意味があった”というように捉えることを通して，自分のこころの中におさめていく様
子が伺えた。
まとめにかえて
ここでは，上述の結果と考察を通し，本研究によって明らかにされたオリジナルの知見について
以下にまとめたいと思う。
① 相手から離れてゆくことの効果的側面－冷却期間
従来，
ゆるせない相手と向き合うことがゆるしを促進する要素であると言われてきた
（吉田 2004）
。
しかし，本研究では，相手と離れるということが，不安や混乱にゆさぶられた状態に安定をもたら
し，怒りや恨みといった感情も含めて緩和させる冷却期間としての意義のある，ゆるしのプロセス
の 1 段階であることが示された。つまり，ゆるせない相手から離れたことはプロセスの中断を意味
するのではなく，いったん離れても，冷却期間を置いた後に，内的，あるいは現実的に相手と向き
合い，次の段階である【自己・相手・現象の捉えなおし】へと進むことが明らかになった。
② 共感されること・相手に共感すること
相手に共感することがゆるしを促進する事は，すでに述べられてきた（田中 2006 など）
。しかし，
本研究では，他者から共感されることが，ゆるしのプロセスの重要なポイントとなった。ゆるしの
プロセスにおいて，他者から共感されることは，
〈自分の感情を安心して持てる〉という意味を持っ
ていた。
“自分だけじゃない”という感覚は，それだけでも安心感を生みだし，さらには，自己の持
つネガティブな感情を受け入れコントロールするという機能と，コントロールできるという安心感
を持てるという，2 つの効果的なサイクルとなった。こうして〈共感されることで自分の感情を安
心して持てる〉ようになることは，次の段階へ移行する大きな原動力となった。
一方で，相手に共感することも，相手の全体性に気づいたり，現象の成り立ちを捉えなおすのに
大きく影響していた。とりわけ親をゆるすプロセスでの親への共感は，
“実は親も自分も被害者同士
だった”という『甘え』を背景とした親との一体化の欲求が満たされる瞬間でもあったと考えられ，
親の全体性がみえてくるひとつの足がかりとなっていると考えられた。田中（2006）は母親に対す
る強い怒りを主訴とする Cl.に対し，ゆるしを促進するアプローチを認知行動療法的な方法を用い
て行っているが，この中で『母親との類似性の指摘』というアプローチを行っている。そしてこれ
が共感を惹起させ，
“親は敵ではなく，自分と同様な「家」の犠牲者なんだ”という認知の変容へと
至っている。これは本研究によって得られた知見と一致していると言えるだろう。
③ ゆるした後も“健康的なゆるせなさ”を持っていること
ゆるした後にもゆるせなさを持っているということが結果から明らかになった。それを示すのが
〈戒めとしてのゆるせなさ〉や〈ゆるせなさを忘れない〉という概念である。これは，自分が不当
な体験を受け入れたこと，さらには部分自己から全体自己へ統合されたことを考えれば，自然なこ
とであるように筆者は感じた。そこで，こうしたゆるせなさを“健康なゆるせなさ”と呼んだ。こ
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の段階のゆるせなさは，自分を傷つけた特定の個人に対して向けられているというよりも，環境や
出来事そのものに対して向けられているような印象であった。
④ スピリチュアルな存在の有無について
クスマノ（2006）は「スピリチュアルな存在なしに，純粋に自分自身の決定だけによってゆるし
を成し遂げることができるか？」という点に疑問を投げかけていた。本研究の対象者はわが国にお
ける青年期の男性女性，計 10 名であったが，語りの中にスピリチュアリティに関わる話題は見ら
れなかった。しかし，上述のとおりゆるしのプロセス図は導き出されており，このことから筆者は，
スピリチュアリティな存在の有無にかかわらずゆるしは成し遂げられることが可能であると結論す
る。しかし，スピリチュアルな存在がゆるしのプロセスに何らかの影響を与える可能性は十分考え
られ，また，結論は，スピリチュアルな思想的背景をもった方を対象として同じようにデータ収集，
分析されてから最終的に出されるべきである。しかし，特定の宗教的背景をもたないわが国におい
て，ゆるしのプロセスが導きだされたことは意義深いことであると言えるだろう。
今後の課題
本研究の課題点として次のようなことが挙げられる。
第 1 に，本研究では 10 名の面接協力者に対し，各 1 回（1 名のみ 2 回）のインタビュー調査を
行い，データ収集の終了と同時に分析を開始した。面接調査という形式上，そのような方法も木下
（2003）によって保証されている。しかし M-GTA は，分析から得られた知見をもとに，さらに新
たな角度からデータを収集するという，データ収集と分析の同時進行をその特徴とし，それによっ
てデータに密着した解釈をより深め，精緻化させていくことを可能にしている。本研究も，今回の
結果から新たな理論的サンプリングを実施し，
モデルとしてより成熟させていくことが必要である。
第 2 に分析対象者の数である。
《親》とのエピソードは 4 名の協力者によって語られ，そのうち，
面接調査日時点で怒りの渦中にあった 1 名を除いた 3 名の語りから分析を行っていった。
そのため，
理論的飽和に至っているとは言いがたく，ヴァリエーションが豊富とは言えない概念もある。この
点に関しても同様に，理論的サンプリングによってその精度を上げてゆく必要がある。
第 3 に，本研究は，心理的に健康度の高い協力者の方から過去のエピソードを語っていただき，
それによってひとつのゆるしのプロセスのモデルを提示することができたが，
“ゆるせなさ”という
部分については今回あまり深めることができなかった。しかし，ゆるしのプロセス捉える際には，
ゆるせなさの要因やゆるせなさを抱き続ける意味について検討していくことが必要であると感じる。
そうすることによって，よりダイナミックでリアリティのあるゆるしのプロセスを提示する事が可
能となるのではないだろうか。また，今回は青年期を対象に調査を行ったが，ゆるしのプロセスは
例えば〈年齢を重ねた互いの変化に気づく〉という概念が示しているように，発達段階によっても
違いが起こってくることが予測される。青年期以外を対象とした調査をおこなって比較検討するこ
とによってより立体的なゆるしのプロセスが明らかにされることを期待したい。
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思春期における感情処理方法について
―― 養育者からの被受容体験に着目して ――
高 久 美 歩＊ ・守 屋 英 子
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Emotional self-control in adolescence:
Focused on emotionally accepted experiences by parents
MihoTAKAKU and Eiko MORIYA

キーワード：感情，思春期，被受容体験

本研究では，思春期の子ども達が，自分の心の中に生起した感情をどのように捉え，どのように処理し
ているのかを，幼児期の養育者からの感情の被受容体験に着目し検討することを目的とした。中学生 277
名，適応指導教室に通級している中学生 41 名に対し，筆者が作成した「幼児期の感情の被受容体験イメー
ジ課題(3 題)」
，
「中学生版感情表出物語課題(5 題)」への回答を求めた。回答方法はすべて自由記述式であ
り，分析には分類とＫＪ法を用いた。
「幼児期の感情の被受容体験イメージ課題」を分類し，養育者からの
被受容体験の内容を具体的に考察した上で，
「中学生版感情表出課題」ではどのような感情の処理方法があ
るのかを検討した。分析の結果，幼児期に自分の感情を受け入れられたと感じている子ども達(受容群)は，
思春期の現在，自身の感情について“表出する”という傾向が多く見られた。一方，受け入れられたと感
じていない子ども達(非受容群)は，自身の感情を“抑制する”という傾向が多くみられた。これらのことか
ら，幼児期の養育者からの被受容体験は，相手に自分の感情を表出することができるという安心感の形成
に大きな意味を持ち，感情の発達という面にも影響を及ぼしているであろうと考察した。

問題と目的
最近の思春期の子どもたちをとりまく問題として，
「きれる子」や「学級崩壊」
，
「校内暴力」など
が取り沙汰され，このような問題から，子ども達が自分の感情をうまくコントロールできない現状
が垣間見える。適応指導教室のスタッフとして筆者がかかわってきた子ども達の，苛立ちを突然爆
発させる様子や，感情を抑制している様子を見てきて，自分の中に沸きあがった気持ちを持て余し
てしまったり，うまく処理できないために，その時の感情が形を歪めて表出されたり，抑制された
りするのではないか，という疑問を持った。また，これらのことは，適応指導教室の子ども達だけ
――――――――――――――
*笠間市適応指導教室「あたごのひろば」

**茨城大学教育学研究科
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ではなく，思春期の子ども達全体にとしても言えることなのではないかと考え，思春期の子ども達
の感情の表現の仕方について取り上げようという，本研究の動機となった。
思春期は，身体が大きく変容していく中で，自分に対する意識が敏感になり，心と体のアンバラ
ンスさや危うさが見られる時期である。人間の発達を考えた時，安定した子ども時代から，不安定
な思春期を経て，社会的に大人になっていくと大まかに捉えることができる。思春期は，子どもか
ら大人へのいわば過渡期にあたると考えられる。思春期に入ると，家族と過ごす時間よりも，学校
や部活動，塾通いなどで，同じ思春期の子ども達と一緒に過ごす時間が増えてくると考えられる。
つまり，友人関係は親子関係にとって代わって，重要な位置を占めるようになってくる。しかし，
親子関係では，表面上は親から独立しているように見せていても，心理的な自立は始まったばかり
であり，親とのつながりも重要であると言える。養育者の不安定なアタッチメントスタイルが，子
どもに与える影響として，
“養育者が対人関係において不安や恐れを抱き，他者と適切な距離がとれ
ない時，子どもは他者を信頼して適切な距離で親密な関係をもつことを学習しそびれる”ことが挙
げられている(林，2007)。子どもが対人関係のあり方を学ぶうえで，養育者のアタッチメントスタ
イルは子どもにとって大きな意味を持つと言えよう。このことから，乳幼児期の親子関係が，その
後の親子関係のみならず，
子どもの対人関係の持ち方，
社会適応にとって重要であると理解できる。
乳幼児期の親子関係のあり方は，感情の発達においても大きな影響をもたらすことが考えられる。感情
の発達における養育者のかかわりの重要性を遠藤(2002)や佐伯(2004)らは述べている。
“乳幼児期の
頃の子どもの情動は，
「喜怒哀楽」が十分に分化されておらず，その頃の子どもと接する養育者は，
あいまいな情動表出であってもその表出に何らかの意味を絡ませてかかわると言われている。
また，
感情は 3 歳位までにある程度現れてくるが，その感情に養育者がかかわることで，その感情がどん
なものなのか子ども自身が理解していく”(遠藤，2002)。
“子どもの感情状態や感情表出に対して，
養育者が非受容的に対応すると，違った感情に置き換えられたり，養育者から無視された感情は不
適切に抑制されることも考えられている。このような場合，子どもは自己の感情に混乱を起こし，
適切に感情を覚知することが難しくなり，感情制御にも影響すると考えられる”(佐伯，2004)。こ
のようなことから，自分の気持ちを感じ，処理・表現するには，養育者とのやりとりが重要な要因
となっており，中でも「自分の感情を養育者にどう受けとめられてきたか」ということが大切なこ
とと考えられる。
思春期の子ども達にとって，仲間関係が非常に重要なものとなるが，その友達関係を適応的にや
っていくためには，自分の思う通りにならなかったり，自分を否定されたり，傷つけられる，とい
う葛藤場面で，
自分の感情をどのように感じ，
どのように表出するかが大きな問題になると考える。
自己の感情の感じ方，
表出の仕方は，
社会的適応や対人関係の持ち方に影響を与えると考えられる。
思春期の子ども達は実際にどのように自分の感情を感じ，表出をしているのであろうか。感情の感
じ方や表出の仕方には感情発達の問題があると考えられるが，幼児期の養育者とのかかわりの在り
方によっても違いがみられるのではないだろうか。特に，自身の感情を養育者にどのように受け止
められてきたかという点が，思春期の子ども達の感情の感じ方や表出の仕方に影響を与えていると
考えられる。以上のことから，本研究では，思春期の子ども達が，自分の中に生起した感情をどの
ように捉え，どのように処理しているのかを，幼児期の養育者からの感情の被受容体験に着目し検
討する。具体的には，思春期の子ども達が感情を喚起するような場面において，どのように自分の
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感情を感じて，処理しているのかを明らかにする。これは，感情が喚起しうる場面を用い，自由記
述式の方法で詳細に検討していく。また幼児期の感情の被受容体験によって，感情の感じ方・処理
の仕方に質的な違いがあるのかどうかを検討する。幼児期の感情の被受容体験を明らかにする方法
として，子どもがもつ養育者のイメージを利用する。最後に，中学校に通学している子ども達と，
適応指導教室に通級している子ども達の，感情の被受容体験と感情の処理方法には違いがあるのか
を検討する。
方法
1.調査対象者
277 名。平均年齢は 13.63 歳(SD＝.59)。
1.調査対象者：茨城県内の中学校に通う生徒
調査対象者
茨城県内の適応指導教室に通級する中学生 41 名。平均年齢は 13.95 歳(SD=1.00)。
2.実施方法
2.実施方法
(１)中学校：中学校の教員に質問紙配布と実施および回収をお願いした。クラス単位で教示を教員が
学校
読み上げ、集団で実施した。教示方法については詳しく例示した教員用のものを用意した。
実施期間は 2007 年 12 月上旬～下旬。
(2)適応指導教室
(2)適応指導教室：適応指導教室のスタッフに質問紙を渡し、スタッフが通級している生徒に個別ま
適応指導教室
たは少人数同時に実施した。教示方法については詳しく例示したスタッフ用のものを用意した。
実施期間は 2007 年 12 月上旬～下旬。
3.質問紙
3.質問紙の
質問紙の構成：
構成：佐伯(2004)の研究で使用された「幼児期の感情の被受容イメージ課題」を参考にし
て作成した 3 項目(Table1 参照)。また，塙(1999)の「感情表出物語」を参考にして作成した「中学
生版感情表出物語課題」5 項目(Table2 参照)，計 8 つの物語課題から成る質問紙である。回答は吹
き出しを埋めるという形式をとった，自由記述式である。
Table1;幼児期の感情の被受容体験イメージ課題の内容
教示

3 つの物語があります。
物語を読んで，ふきだしの中
をうめてください。
物語には A ちゃんという
幼稚園に通っている子ども
が出てきます。
A ちゃんを幼稚園(保育園)の
頃のあなた自身だと思って，
物語を読んでください。

内容

質問項目

物語 1

①この時のあなたの気持ちを思

A ちゃんは，お祭りの縁日にねだって金魚を買っ

いうかべて書いてください。

てもらいました。A ちゃんは「きんちゃん」と名
前を付けて世話をしていましたが，朝起きると
死んでいました。

②あなたの親(お家の人)はど

物語 2

のような言葉をかけるか，思い

A ちゃんが，公園でもってきたおもちゃで遊んで

うかべて書いてください。

いると，O ちゃんがやってきて，黙っておもちゃ
をとっていってしまいました。
物語 3

③親(お家の人)にそのように言

明日はクリスマスです。A ちゃんはサンタさんの

われたあなたは，どのような気

ことが気になって夜なかなか眠れません。

持ちになりますか。
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Table2;中学生版感情表出物語課題の内容
5 つの物語があります。
教示

物語を読んで，ふきだしの中をうめてください。物語にはあなたと友達が登場します。
親しくしていると思う友達 1 人を思い浮かべて読んでください。
物語 1 ネガティブ感情物語 あなたは友達と一緒に帰る約束をしていました。しかし，放課後に
なってから友達から「やっぱり別の友達と帰ることにしたから，あなたと一緒には帰れない」と
言われました。
物語2 ネガティブ感情物語 あなたは友達から，
あなた自身にかんするうわさ話を聞かされました。
しかし，それはまったくウソの内容でした。

内容

物語 3 ネガティブ感情物語 あなたは友達とカードゲームをしていました。あなたは一度も勝つ
ことなく，負け続けています。
物語 4 ネガティブ感情物語 朝，昇降口で友達に会いました。あなたは，いつものように「おは
よう」と挨拶をしました。しかし，友達から返事が返ってきませんでした。
物語 5 ポジティブ感情物語 あなたが放課後，先生に言われた仕事をしていると友達が「いつも
頑張っているよね」と声をかけてくれ，仕事を手伝ってくれました。

質問項目

①この時のあなたの気持ちを思いうかべて書いてください。
②そんな気持ちになったあなたはどうすると思いますか。

4.分析方法 (1)分類
(1)分類：
分類：幼児期の感情の被受容イメージ課題の回答を，課題ごとに子どもの感情を親
がどのように受けとめているかを，受容・中立・非受容の 3 つのグループに分類した。分類の対象
としたのは，被受容イメージに関する質問(「その時，あなたの親(家族)はどのような言葉をかける
と思いますか」)の回答部分である。
被受容イメージに関する質問の前後の，
「その時の気持ち」と「親(家族)に言われてからの気持ち」
に関する質問の回答を参考にして分類をする。
「その時の気持ち」を親がどのように受け止めている
か，親の言葉を「親に言われてからの気持ち」で子どもがどのように感じているかを読み取り，分
類の参考とした。分類の作業は筆者だけではなく，心理学を専攻する大学院生，研究生ら複数名で
行った。
分類したグループを，受容は 3 点，中立は 2 点，非受容は 1 点というように課題ごとに得点化し
た。3 つの課題を合わせた合計得点の範囲は 3 点～9 点となるが，これらの合計得点の中央値を算
出し，得点の高い方を受容群，低い方を非受容群とした。これらの分類は，中学校と適応指導教室
を分けて行った。
(2)KJ
「中学生版感情表出物語課題」の回答を，
「幼児期の感情の被受容イメージ課題」で分類
(2)KJ 法：
した受容群と非受容群とにわけ，その後，
「中学生版感情表出物語課題」の物語ごとに受容群・非受
容群で KJ 法を行った。KJ 法の分析の対象としたのはネガティブな感情課題，物語 1～4 である。
質問項目の「そんな気持ちになったあなたはどうしますか」に対する回答に焦点を当て KJ 法を実
施した。これらの分析は，中学校と適応指導教室を分けて行った。

- 168 -

高久・守屋：思春期における感情処理方法について

結果と考察
1.幼児期
1.幼児期の
幼児期の感情の
感情の被受容体験イメージ
被受容体験イメージ課題
イメージ課題
物語ごとに，
「あなたの親(お家の人)はどのような言葉をかけるか思いうかべて書いてください」
という質問に対する回答の内容を，子どもにとって受容的か，中立的か，非受容的かということで，
３つのグループに分類した。物語ごとのグループの人数を Table3 に示す。
Table3;中学校と適応指導教室の幼児期の感情の被受容体験イメージ課題の分類結果

中学校

物語 1

物語 2

物語 3

受容

72(27％)

30(12％)

148(57％)

中立

90(34％)

140(53％)

62(24％)

非受容

105(39％)

93(35％)

50(19％)

合計

適応指導教室

267(100％) 263(100％) 260(100％)

受容

13(34％)

1(2％)

20(61％)

中立

14(37％)

29(69％)

6(18％)

非受容

11(29％)

12(29％)

7(21％)

合計

38(100％)

42(100％)

33(100％)
単位(人)

( )内は各物語に回答した合計人数に対する割合

分類された養育者からの言葉かけには具体的にはどのような内容があったのか，物語1 の回答を例とし
て，Fig1～Fig.6 に示す。

Fig1.受容グループ(中学校)

Fig2.受容グループ(適応指導教室)

- 169 -

茨城大学教育実践研究 27(2008)
27

Fig3.中立グループ(中学校)

Fig4.中立グループ(適応指導教室)

Fig5.非受容グループ(適応指導教室)

Fig6.非受容グループ(中学校)
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上記の課題は，縁日で買った金魚が死んでしまうという内容である。中学校でも適応指導教室で
も概ね，悲しい・困惑といった感情が生起していた。まず，受容グループだが，中学校では，子ど
もに生じた感情に対する養育者の言葉かけにより，その気持ちが益々強くなったり，養育者の言葉
で子どもに安心感が生まれていた。また，
「一緒に悩んでくれる」というのは，金魚が死んでしまう
という死の事実を，
受け止められない戸惑いを，
養育者が受けとめているというように感じられる。
適応指導教室の受容グループでは中学校とのサンプル数の違いもあるが，
「喪の作業を一緒にする」
という内容が中学校に比べ少なかった。また，死んだものが別の世界へ行くということが受容され
る記述がなく，養育者の子どもの感情の受けとめられなさというものが感じられる。
次に中立グループだが，中学校では，養育者と子どもの間に「かみ合わなさ」があるように感じ
られる。例えば，
「かわいそう」という悲しみの感情が生じた時，養育者から「しょうがないよ」と
いう言葉がかけられ，それによって「しかたないか」というあきらめの感情に変わっている場合が
ある。このような養育者の言葉かけの前後で感情が変わってしまうという現象は，金魚をまた「買
ってあげる」という養育者の言葉かけの時に多くおこっており，16 人のうち 14 人が「金魚が死ん
でしまって悲しい」という初めの感情から「買ってもらえて嬉しいという」異なった感情を感じて
いる。これは，養育者による子どもの「感情のすり替え」行動と捉え，養育者にとって「死」とい
う事実や子どもの「悲しみ・困惑」といった感情に対する受け入れがたさの表れのように思われる。
また，適応指導教室では中学校と比べ，
「次はよく育てよう」という回答がなかった。次は頑張るこ
とができるという過程が抜けており，次があると思って立ち上がることがなかなかできない，適応
指導教室の子どもの達の自我の弱さのようなものが感じられる。
最後に非受容グループだが，中学校の養育者の言葉の内容としては非難的・否定的なものがほと
んどであった。子ども達はその言葉に対し反発することが多く，そうでない場合には，落ちこんで
しまうという表現がみられた。適応指導教室では，養育者の言葉かけの内容の構図は，中学校とほ
ぼ同じであるが，養育者の言葉を受けてからの，子どもの反応が異なるように思う。中学校では，
反発したり落ちこんだりするが，適応指導教室の子ども達は「そっかー」や「まぁそうですよね」
などと，養育者の言葉によって感情の揺れ動きがあまり見られなかった。このことは，言葉かけに
よって生じた自分の気持ちを感じなくしているのではないかという，疑問がおこった。子ども達の
「そっかー」や「まぁそうですよね」といった言葉というものは，養育者から否定されていること
を，
「否定」しているように感じられる。また，一見子ども自身が動じていないようなニュアンスが
感じられるが，感情を揺らされると感じることが子どもにとっては大変なことであるから，動じて
いないように装って感情が揺らされないようにしているのとも考えられる。
今回は紙面の都合上，物語 1 の回答のみを記載したが，物語 3 までを通し，中学校では中立のグ
ループに入っている言葉かけの内容が，適応指導教室では受容グループに入っているものがあるこ
とに気がついた(ex;物語 1 での中学校「生き物は死ぬものだ」と適応指導教室の「自然の摂理を教
えられて安心する」)。これは，適応指導教室の子どもは，ささいな事でも受容されていると感じる
敏感さを持っていると捉えられる。それは逆にささいなことでも受容されていないと感じて，傷つ
いたり，落ちこんだりしてしまう可能性に通じているのではないかと考えられる。
次に物語 1 と物語 2 において，中学校の中立グループと非受容グループにおいて，
「買ってあげ
る」という内容の養育者の言葉かけがあった。その時の子どもの感情は，初めに生じた感情とは別
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のものとなっている場合が多い。一見，子どものことをなだめているような内容ではあるが，その
時の子どもの感情を「すり替えて」しまう作用があると考えられる。この「すり替え」の要素を含
む言葉かけは，子どもの感情を，子ども自身も気づかないうちに逸らしてしまうものであり，子ど
もの感情の発達において注意をしなければならないものではないだろうか。つまり，感じるべき感
情を別のものとされると，その感情を自分で感じる機会がなくなってしまう。それが養育者とのか
かわりの中で繰り返されていくと，感情として感じることが難しくなってしまうと考えられる。そ
れゆえに，この「すり替え」という養育者の言葉かけには注意が必要なのだと考えられる。
また，同じ言葉かけの内容でも入るグループが異なる場合があった。養育者の言葉かけの前後の
子どもの感情を考慮して分類したからであるが，同じ言葉かけでも受容されたか，されないかにつ
いての感じ方には個人差があるということが示唆された。個人差が生じる要因は様々であると思う
が，子ども自身が的確に，安心感や受けとめてもらっている感覚が得られる言葉や態度を養育者が
示すのは難しいことであると考えられる。
物語を読んだ時に初めに生じた感情を記入させた目的は，その物語をどのように捉えているか知
る手立てにするものであった。実際，調査をして，物語 1 は悲しみ，物語 2 は怒り，物語 3 は楽し
みといった感情が子ども達に生起しており，バラつきはみられなかった。しかし，中学校と適応指
導教室の子ども達の感情の記述を見てみると，適応指導教室の子ども達は漠然とした内容が多く
(ex;＜物語 2：おもちゃをとられてしまう場面＞ 「とられた」
「持ってかれたー」
「何すんだ」)，感
情語や感情を表す言葉があまり使われていなかった。このことは，自分の感情を感じきれないとい
うことや，感じたものをうまく言葉にできないということに関係していると思われる。
2.幼児期
2.幼児期の
幼児期の感情の
感情の被受容体験イメージ
被受容体験イメージ課題
イメージ課題の
課題の分類結果
3 つの物語を合計した得点の中央値(6 点)によって，対象者を受容群と非受容群の 2 グループにわ
けた。中学校と適応指導教室のどちらとも中央値は 6 点であった。よって，7 点以上を受容群，6
点以下を非受容群とした。この群分けにより，中学校における受容群は 100 名，非受容群は 148 名
であった。また，適応指導教室における受容群は 16 名，非受容群は 16 名であった。それぞれの群
の物語ごとの平均得点と標準偏差を Table5 に示す。

Table5.中学校と適応指導教室の物語別・群別の被受容得点
物語 1

中学校(n=249)

適応指導教室(n=32)

物語 2

物語 3

平均

標準偏差

平均

標準偏差

平均

標準偏差

受容群(n=100)

2.52

.58

2.09

.57

2.83

.40

非受容群(n=149)

1.46

.65

1.54

.61

2.10

.84

受容群(n=16)

2.56

.51

1.94

.44

2.88

.34

非受容群（n=16)

1.50

.63

1.44

.51

2.00

.89
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3．中学生版感情表出物語課題
幼児期の感情の被受容体験イメージ課題の分類結果を基に，受容群と非受容群にわけ，物語ごとに
KJ 法を実施した。今回は例として物語 4（朝昇降口であった友達に挨拶をしたが，返事が返ってこな
いという場面）の回答に対する KJ 法の結果図を Fig.7～Fig.10 に示す。
(1)物語
(1)物語 4 中学校受容群

結果図（
結果図（Fig.7）
Fig.7）と文章化

（≪≫…特大カテゴリー【 】…大カテゴリー，
『 』…中カテゴリー， { }…小カテゴリー)

Fig7.中学生版感情表出物語課題；物語４＜中学校：受容群＞
相手から挨拶が返ってこない状況において生じた感情を解消しようとする場合がまず挙げられる。
怒り感情を自分自身で感じた際，≪怒りを解消しようとする≫ために，
【怒りを表す】ことをする。
【怒りを表す】ということは，
『怒りがあふれ出る』ことや，
『自分が傷ついた方法で相手を傷つけ
る』ことをしようとしたり，{自分と相手を差別化}して、
『相手と距離をとる』ことである。また，
怒りを相手ではなく『第 3 者にグチる』ことで解消しようとする場合もある。
また，不安な感情が自分自身の中に生じた際，≪不安を解消しようとする≫ために，
【不安を抱え
ている】という行為を選択する場合がある。
【不安を抱えている】というのは，相手との関係につい
て『先のことまで考える』ことをしたり，{不安を抱えたまま何も変わらず過ごす}ことである。ま
た，意識的に【不安を抱えて】いることとは異なり，
『気持ちに向き合わない』でいたり，
『気持ち
を放り投げる』ことで【気持ちを抑制する】ことが不安感情の解消の手段となる場合もある。
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『もう一度言ってみようとする』ことや『様子をうかがう』のように，
『気づかせたい気持ちを行
動化する』場合もある。挨拶がかえってこないことについての『疑問を投げかける』ことや{第 3 者
に相談し，自分の疑問を聞いてきてもらう}といった働きかけもあり、これらは【相手に対して働き
かける】ことで自身の感情を処理，解決しようとしている。
また，挨拶が返ってこないという状況に『自分が原因かと思う』ことや『ヘコむ』ことで【気落
ちする】場合もある。逆に，
『相手を心配する』行動に移る場合もある。
(2)物語
(2)物語 4 中学校非受容群 結果図（
結果図（Fig.
Fig.8）と文章化
(【 】…大カテゴリー，
『 』…中カテゴリー， { }…小カテゴリー)

Fig8.中学生版感情表出物語課題；物語４＜中学校：非受容群＞
相手から挨拶が返ってこない状況において，
【相手の行動に対して攻撃的な反応をする】場合があ
る。それは，直接的に『怒る』ことであったり，
『相手を拒否する』といった間接的な攻撃性であっ
たりする。また，生じた感情を【相手との関係確認】をすることによって，処理する場合もある。
「相手に自分の存在をわからせようとする」ことや，{もう一度話しかける}という行為で『場面を
やりなおす』ことをし，もう一度【相手との関係確認】をする。相手との関係性に不安が生じて，
『自分が原因だと思い行動する』ことや，挨拶が返ってこない理由を知るための『原因追及』
，{第
3 者の手をかりる}方法での【相手との関係確認】の場合もある。
また，
【その時の気持ちに敏感になる】ために，{さみしいふうをみせない}と，
『強がる』ことを
したり，
『落ちこんだ気分になる』といった反応が起こる場合もある一方で，
『考えるのをやめる』

- 174 -

高久・守屋：思春期における感情処理方法について

ことや『あきらめて教室に入る』といった【その時の気持ちをストップする】反応が起こる場合も
ある。また，挨拶が返ってこない状況で，ネガティブな感情が生起するよりも，相手を心配する感
情が起こり，
『相手を気づかう』ことをしたり，
『相手に問いかける』ことで【相手の状態を知ろう
とする】場合もある。
(3)物語
(3)物語 4 適応指導教室受容群 結果図（
結果図（Fig.
Fig.9）と文章化
（【 】…大カテゴリー，
『 』…中カテゴリー， { }…小カテゴリー)

Fig9.中学生版感情表出物語課題；物語４＜適応指導教室：受容群＞
相手から挨拶が返ってこない状況において，生起した気持ちを【相手に働きかける】ことで処理
する場合がある。それは，
『理由を聞く』こと，
『また声をかける』
，{注意をする}ことである。
反対に，{がんばればすぐおわる}と思い込んだり，{そんなの気にしない}と思って【自己完結的思
考】となる場合もある。生じたネガティブな感情を{別の友達に相談}することで解消しようとする
場合もある。
(4)物語
(4)物語 4 適応指導教室非受容群
適応指導教室非受容群 結果図（
結果図（Fig.10）
Fig.10）と文章化
（【 】…大カテゴリー，
『 』…中カテゴリー， { }…小カテゴリー)

Fig10.中学生版感情表出物語課題；物語４＜適応指導教室：非受容群＞
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相手から挨拶が返ってこない状況において，生起した気持ちを【相手に働きかける】ことで処理
する場合がある。それは，
『話しかける』こと，
『理由を聞く』ことである。反対に，
【相手と距離を
おく】場合もある。{相手の机とイスを教室から出す}ことをしたりと，
【相手と距離をおく】ことを
する。 また，目の前の相手に感情をむけるのではなく，{何も言えない}感じを持ったり，{何もし
ない}としたり，自分の『感情をおさえる』ことをするといった，
【他者へ働きかけない】場合もあ
る。{第 3 者に理由を聞いてきてもらう}ことで，自分自身の感情を処理しようとする場合もある。
(5)物語
(5)物語 4 の結果についての
結果についての考察
についての考察
上記の課題(物語 4)は，朝昇降口であった友達に挨拶をしたが，返事が返ってこないという場面で
あった。この課題では怒り感情と不安感情が回答者達には多く生起していた。この課題において，
怒り感情と不安感情が別々に生起することは少なく，これらの感情が入り混じっていると考えられ
る。この時，自分がどの感情を強く感じるかで，感情の処理方法に違いがでるのではないだろうか。
中学校の受容群では，怒りと不安に対する感情の処理が行われていることが多く，怒りを感じてい
る時は表出する傾向が多い。また，不安を感じている時はその感情を表出することはなく，気持ち
を抑制したり，不安を放置してしまうことが見られる。このことから，怒りという感情のほうが自
分の外側へ表出しやすい感情である可能性があり，不安は自分自身で向き合うことが難しい感情で
あると考察できる。しかし，適応指導教室では怒りを感じる場合がなく，不安感情を抱くという結
果であった。挨拶が返ってこない状況=自分が危機的な状況に陥っていると感じることが，不安感
情を抱く原因の１つではないだろうか。つまり，思春期の子ども達にとっての，重要な他者や仲間
から疎外されてしまうかもしれないという不安が巻き起こる可能性が考えられるのではないか。
また，中学校の非受容群は「相手と距離をおく」という感情の処理の仕方を取ることが多く見ら
れ，一度不快な感情が生じると，相手をシャットアウトしてしまうように思われた。相手に接触し
て自身の感情を表出したりすることがないということが，受容群に比べて多かった。また，
「考える
のをやめる」という方法は，気持ちを切り替えるというようにも取れるが，その時の気持ちを遮断
し向き合わないとも取れるのではないだろうか。非受容群では相手や自分の感情を“切って”しま
うことが多いように思える。感情の処理で相手と距離をとるという背景には，これ以上こんな感情
を味わいたくない，傷つくことへの恐れが存在すると思われる。また，返事を返してくれない友達
に対し，つながりを確認しようとする行為の背景には，本人の見捨てられ不安や対人希求性などが
存在するのではないか。非受容群の子ども達は，幼児期に感情を受容されなかった経験があり，受
け入れられないことや仲間に入れないことへの不安や恐れがあるのではないだろうか。
また，適応指導教室の非受容群では，感情を外へ出すという処理方法が少なく，意識的に感情を
抑えていると回答者自身が感じていることさえあった。これは，この時生じたネガティブな感情を
持ち続けられないために生じることなのではないか。幼児期に自分の感情を受容されたと感じられ
なかったこの群では，ネガティブな感情が受容されてこなかった可能性が懸念され，それによって
ネガティブな感情を感じ続けることや，持ち続ける力が形成されなかったのではないかと推察され
る。
友達との関係における出来事で生じた自分の感情に対し，自分自身の感情に目を向ける場合と，
友達との関係を重視する場合があったが，受容群は自分の感情を優先して処理している傾向がある
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のに対し，相手との関係性を考え行動するのは非受容群に多く見られた。また，受容群の方が非受
容群よりも感情の表出，特に怒り感情の表出が多く，受容群の方が，攻撃的な言葉や表出の仕方を
多く使っていた。これは，受容群の子ども達が，この相手になら感情を表すことができると考えて
いるということが 1 つ挙げられると思われる。つまり，重要な他者である友達への信頼感が，友達
との安定した関係性を感じられることとなり，それが自分の感情を表せることにつながるのではな
いだろうか。よって，早期からの重要な他者である養育者との安定したかかわりというものが，現
在重要な他者となった友達との関係に反映されていると言えるだろう。怒りを表しても，養育者と
の関係が壊れないということを認識できると，友人関係でも安心した関係作りができるのである。
また，感情の抑制という処理もあった。これらは中学校の非受容群，さらに適応指導教室におい
て顕著に見られる処理方法であった。これは，自分の中に生じた感情の持ち続けられなさや感情へ
の向き合えなさが関係していると思われる。
KJ 法の結果図を見ると，中学校の非受容群と適応指導教室の受容群の構造が似ている部分が多
く，これらの群は質的に似た部分があると思われる。特に，友達とのつながりを求めるような感情
の表現方法や，感情を抑えてしまうという内容が，共通して見られた。つまり，中学校の非受容群
に位置する子ども達も，適応指導教室の受容群の子ども達と同じような友達関係での，自身の感情
処理における問題を抱えている可能性があるのではないだろうか。
KJ 法を実施していて，中学校と適応指導教室の非受容群に共通して，
“まとまりにくさ”という
ものがあった。
それはなぜだろうか。
それだけ感情に対する処理方法があると捉えられると同時に，
微妙な感情の感じかたの違いがあるのではないだろうか。そこから，非受容群の子どもたちのネガ
ティブな感情が受容群の子どもたちと比べて，まだ未分化であり名づけられない感情である，と考
えられる。
また，子ども達に生じた感情と，それに関する処理方法を KJ 法を用いて分類したわけだが，自
身の感情をうまく言葉に表せないと，自分がその感情をどう処理するのかも考えることが難しいよ
うに考えられた。例えば，＜物語 4＞で生じた気持ちを「返してくれなーい」という感情を表すと
はいえない言葉で表現し，
「どうも思わない」と何の感情も感じず、何の対応もしないという回答か
ら，このことを推察した。本田(2002)が，自分の感情がどのようなものか理解するには，まず感情
を表す言葉という概念を獲得していくことから始まると述べているように，自身の中に生じた感情
を言葉にするということが，感情の処理においても大きな意味を持つのではないかと考えられる。
(6)総合考察
(6)総合考察
本研究の目的として，幼児期の養育者からの感情の被受容体験の内容を検討することを挙げた。
幼児期の感情の被受容体験イメージ課題を用いたが、子ども達は幼児期の自分になって回答するこ
とができていた。回答が，受容・中立・非受容にわかれたことからも，子ども達が望ましい養育者
像ではなく，現実の養育者に近いイメージを回答していたと思われる。このことから，実際の経験
を尋ねることをせずとも，幼児期のイメージが実際の体験を反映していると考えられ，イメージを
使用した研究方法の有効性が示唆された。
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終わりに・今後の課題
幼児期の感情の被受容体験イメージ課題では，受容グループは子どもの生じた感情に対する養育
者の言葉かけにより，ネガティブな感情は和らぎ，ポジティブな感情はさらに自分で味わうという
ことができていたように思われる。ネガティブな感情をすぐになくすのではなく，徐々に弱まらせ
ていけるということが，感情の受容の 1 つではないだろうか。そして，徐々に弱めていくというこ
とは，自分の中に少しの時間でもそのネガティブな感情が居続けており，自分でネガティブな感情
を感じる大切な時だと考えられる。そしてそのことが「今の自分の気持ちはなんだろう」という子
どもが考えたり，感じたりするきっかけとなる。養育者の受容的な関わりが感情の発達という点で
も重要であることが言えるであろう。中立グループや，非受容グループに多く見られた養育者によ
る子どもの「感情のすり替え」であるが，なぜ「すり替え」が起こるのか考えてみる。子どもに何
らかの感情が生起した時，養育者もその感情と対面することとなる。その時，養育者自身が，その
感情を苦手とするために，養育者自身が感情と向き合えず「感情のすり替え」がおこるのではない
だろうか。つまり，子どもの感情処理に関して，子ども自身が自分の感情をどのように受け入れら
れてきたかということは，非常に重要ではあるが，更なる検討事項として養育者自身の感情に対す
る姿勢を知ることも，子どもの感情処理について必要なことと考えられる。
幼児期の感情の被受容体験の程度の違いによって，感情の感じ方・処理の仕方に質的な違いがあ
るのかどうかを検討することも目的として挙げた。感情の処理の仕方を検討する方法として，友人
関係に限定した中学生版感情表現物語課題を作成した。回答を自由記述式にしたため，さまざまな
回答が得られ，内容に幅ができた。自由記述式での回答は，思春期の子ども達にとって，負担が大
きいのではないかという懸念もあるだろうが，吹き出し式の回答欄を採用することで，長い文では
なく，一言で書けて負担が軽減できたと思われる。自分の感情を言葉にして，書き出すという作業
は難しいものであり，思春期の子ども達の回答からは中々読み取れないものもあり，明確な回答が
必要な時は自由記述式での回答は不向きであると思われる。しかし，
「なかなか書けない」というこ
とも，思春期の子ども達の状態を知る 1 つの手がかりになるであろう。自由記述式を採用すること
に意味があると言える。
中学生版感情表出物語課題では，思春期の問題と関連付けられる回答が多く見られた。回答内容
から受容群と非受容群では，重要な他者のもつ意味や，仲間意識といったものに違いがあるように
思われた。受容群の子どもが，非受容群の子どもよりも，怒りの感情やネガティブな感情を友達に
向かって，表出する傾向が多いことは，この相手に対しては感情を表現しても大丈夫という安心感
があるためではないだろうか。つまり，受容群では子どもにとって一番初めの重要な他者である養
育者との安定した関係が基盤となっているため，友達という存在に対しても安定した関係がとれて
いると捉えられる。しかし，非受容群では友達に対し自分の感情を抑制したり，友達とのつながり
を保とうとする行動として表れており，重要な他者とのつながりの不安定さや，仲間という存在が
なくなってしまっては困るというような意識があるように思われる。
中学校に通学している子ども達と，適応指導教室に通級している子ども達の，感情の被受容体験
と感情の処理方法には違いがあるのかを検討することも目的とした。中学校の子ども達よりも，適
応指導教室の子ども達の方が感情を抑制したり，友達との距離をとったりするという感情の処理方
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法が見出された。しかし、違いだけではなく，中学校の非受容群と適応指導教室の受容群の，感情
の処理に関する KJ 図の構造が似た要素をもつことがわかった。これら二つの群は仲間という意識
が強い一方で，仲間という存在がまだ自分の中で確固たる存在になっておらず，あやういものなの
ではないだろうか。適応指導教室の子どもは，受容群であったとしてもいつも受容されているので
はなく，
まだ養育者との感情のつながりといった面でも形成途中であるように思われる。
そのため，
中学校の非受容群との類似性が見られたのではないだろうか。
本研究を通し，幼児期の感情の被受容体験の程度によって，思春期の子ども達の現在の感情処理
方法にも違いや類似点があることが見出された。被受容体験が感情処理方法へ及ぼす影響を，因果
論的に述べるには本研究の限界があるが，自分自身が養育者に受けいれられてきたという経験が，
感情の処理方法に違いをもたらすのではないかという示唆を与えることはできる。また，研究を通
し，
「感情のすり替え」という現象がおこっていることが，明らかになったが，養育者自身の感情の
被受容体験と，子どもの感情の被受容体験，感情の処理方法の関連を知る必要もあるように感じら
れた。以上のように，感情の処理の方法には様々な形があることがわかり，そこには幼児期の感情
の被受容体験が関連していると思われる。今回は，生じた感情を「どう処理するか」という点に着
目したが，同じ物語でも生じる感情に違いが見られたことからも「どう感じるか」という点に着目
する必要もあると思われる。今回の研究結果からも，感情と行動は切り離せないものなのだと考え
させられた。
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高校生のコラージュ作品の形式分析と内容分析

青 木 い づ み＊ ・ 金 丸 隆 太＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

Form Analysis and Content Analysis of High School Student's Collage Work
Izumi AOKI and Ryuta KANEMARU

キーワード：高校生，コラージュ，青年期

本研究は，高校生年代のコラージュ作品の特徴を形式分析と内容分析の点から検討し，生徒を理解する
ための一つの手段としてコラージュを活用した際に，指標となるものを示すことを目的とした。コラージュを制
作した高校 1 年生（377 名）の作品を分析した結果，青年期である高校生年代のコラージュ作品には，さまざ
まな表現特徴がみられ，性差によっての違いも表れた。

はじめに
青少年の凶悪犯罪が社会問題となるなか，児童生徒の問題行動は多様化し学校に責任の所在を求め
られる問題が数多く発生している。児童生徒の問題行動の多様化は，複雑な要因が絡み合って起きてい
ると考えられ，生徒本人にも周囲にいる保護者や教師にも理由がわからないことが多い。自分の気持ちを
言葉によって表現することが不得意な児童生徒が増える中，教育相談において言葉以外のサインを積極
的にとらえる必要性を感じている。
有元(2004)の調査によると，中学・高校生の半数以上の生徒が学校が楽しくなく，「学校で腹がたったり
いらいらすること」があった児童・生徒の割合が小学生で 60％以上，高校生になると 76％と大部分の生徒
がいらいらしている状態でいる。しかし，それを発散せずに「学校では良い子のふりをしている」と答えた
のは，高校生では約 3 分の 1 の生徒である。つまり，その 3 分の 1 の生徒が学校ではいらいらしているに
もかかわらず，良い子の仮面をかぶって生活をしているということになる。特に注目したいのは，「自分の
ことをわかってくれる先生がいる」に対して高校生では 70%の生徒が「いない」と答えている。かなりの多く
の生徒が教師との相互交流がうまくいっていないといえる。有元が報告するように，自分の意思や感情を
言葉で表現できず，本当の気持ちを伝えられず，周りに合わせている児童・生徒，そして，それを理解
――――――
*茨城県立大洗高等学校 **茨城大学大学院教育学研究科
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するためのコミュニケーションが周りの大人とうまくいっていないということが学校現場では起きている。児
童生徒の個性や個別的ニーズを的確に把握するためには，多方面からかつ統合的に理解することが望
まれる。
非言語的コミュニケーションの一手段として，パーソナリティの言語化されにくい側面を理解する際に有
用な方法に描画がある。寺嶋（2000）は「生徒の心の理解を必要とされる学校現場では，彼らの言語的な
表現能力が発達途上にあることや，実施の容易さ，絵を描くことへの親しみやすさなどの観点からみても
描画は特に適した方法」と述べている。描画を取り入れることは，言葉でのやりとりが苦手な生徒にとって
は，関係づくりのきっかけになったりする。また，「絵を描く」という行為は，小さい頃から誰もが経験してい
ることであり，特別な心理検査より比較的抵抗が少なく，実施の容易さという点では児童生徒が集団で生
活している学校には適した方法である。その他日高(2000)では，「描画には心の葛藤が表れている場合も
あり，描画テストは問題行動の予防という観点からも有効である。また，言語化できない子どもの内面を視
覚的に把握することができることから，問題行動を示している子どもの心理状態を保護者や教師に説明す
る際の客観的な資料となる」と述べている。しかし，絵の苦手な生徒の場合，集団の中で「絵を描く」という
ことに大きな抵抗がある。そこで今回はコラージュ（森谷，1988 など）という表現手法に着目した。
加藤(2006)は「学級においてコラージュの持つカタルシス効果と教師が生徒一人一人を理解するため
の手がかりとしての二つの効果が期待できる」と述べている。さらに学校では美術の技法として授業にも
取り入れられている。教育，心理療法だけでなくソーシャルスキルの発達，社会性の向上などを目的とし
た自己開発などの分野でも注目を浴びている（青木, 2000）。
高校生年代は，Bühler,C.(1969）が言う思春期から青春期へ移行期であり，若い人々にとっておもしろく
ない時期である。この時期の特徴を Bühler,C.は「ふきげん，落ち着きのなさ，不安，肉体，精神的不快，
これは反抗と粗暴，気まぐれ，だらけた態度に現れることがある」と述べている。その不安定な状態が特徴
となるこの年代の内的世界がどうコラージュに表現されるのか。描画法においては，一谷・横山（1979)
は，バウムテストを用いて生徒の不適応行動の徴候がどのような形で表れているか研究し，特徴的な行動
パターンの類型と樹木画描出パターンの特徴との関係を概略的，一般的に示唆した。そして，1987 年に
森谷が学会発表をして以来，我が国で急速にコラージュ療法は広まっていった。教育現場においては，
教員の教育相談研修などでコラージュを用いていることが多いが，学校におけるコラージュの研究は十
分に行われていないのが現状である。藤井（2002）は，中学生のコラージュにみられる思春期の発達的特
徴として，第二次性徴や自己像の葛藤，視線恐怖傾向をあげている。この年代のコラージュ作品の特徴
に関する基礎的な研究は他に，杉浦(1994)や滝口・山根・岩岡(1999)，加藤(2003)などがあるが，統計的
データはまだ充分ではない。
そこで本研究においては，コラージュ作品を形式や内容を分析することにより，高校生年代のコラージ
ュ作品の特徴を明らかにし，高校生にコラージュを活用した場合，その作品の特徴から生徒を理解する
ための一つの手段になればと考え，本研究を行った。

方法
1. 調査対象者
調査対象者は，県内公立高等学校 4 校の 1 年生 13 クラス 391 名であった。このうち，コラージュ未実施
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をのぞき，さらに切片数が過剰に多く極端な作品として個別に分析する必要があると判断された 2 名をの
ぞき，375 名を分析対象者とした。分析対象者の属性は，男子 191 名，女子 184 名であった。
2. 調査時期と準備物
2007 年 2 月下旬から 3 月に実施した。白色八つ切り画用紙，はさみ，のり，雑誌，振り返り用紙を用意し
た。用具はすべて人数分用意した。雑誌については，1 クラス 300 冊前後準備した。
4. コラージュ制作
コラージュ制作は，クラス担任教諭と調査者が一緒にクラスに入り配布から回収まで，50 分間で
実施した。ただし，Ａ高等学校に関しては，同時に6クラスで実施したため，調査者は各クラス巡回するよ
うに歩き，クラス担任教諭が実施した。各学校とも教示に関しては，事前に各クラス担任教諭に指導の手
引きを配布し，説明を 1 時間程度行った。実施方法は，マガジン・ピクチャー・コラージュ法で行った。切
り抜き用の雑誌は，ファッション雑誌，カタログなどである。本研究は，学校での実施を念頭においている
ので，集めやすいものを，中心に学校の図書館に置いてあるような雑誌などを準備した。
5. コラージュ分析方法
コラージュは，杉浦（1994），今村(2001)，加藤（2003）を参考とし，独自の視点を加え，形式分析と内容
分析を行った。

結果と考察
1. コラージュ作品の形式分析
結果の処理方法は，ローデーターを Microsoft Excel 2007 for Windows に入力し基礎データを作成した。
統計解析には，エクセル統計及び SPSS Student Version 13.0J を用い各項目ごとに検定をおこなった。前
述の通り，ここで切片数の非常に多い作品 2 枚を分析から除外した。この 2 作品については別に考察し
た。
(1)切片数
切片数に関して男子と女子では有意な差が認められ（ｔ（329.4）=5.53,p<.001），男子（平均10.2 枚）に比
べ女子（平均 14.7 枚）の方が使用された切片数が多かった。全体の平均値は，12.4 枚であった。杉浦
（1994）の研究では 15.6 枚，加藤（2006）の研究では 30.1 枚とかなり高い数値になっている。本研究の場
合，制作時間が 40 分と他の研究に比べ時間が短時間だったことの影響が大きいと思われる。実施した生
徒たちは，どのクラスも回収の時間になってもまだまだ時間があるならやっていたい雰囲気が感じられ，
「もっと時間がほしい」「時間が足りなかった」という感想が多かった。制作時間を長くとれば切片数の平均
値もあがるのではないだろうか。八つ切りの画用紙であっても高校生がコラージュによって充分な自己表
現をするのに必要な時間は，40 分以上である可能性がある。一方で学校現場でコラージュを作る際の現
実的な時間制限を考えると，適切な時間をどのぐらいに設定するかは難しい。個別のカウンセリング場面
を設定できる場合は，一回で完成させることにこだわらず，次回続きを作れることを提案することも大事だ
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ろう。
また有意な性差が認められ，女子の方が男子より多く貼られ
ていた。杉浦(1994)や滝口(1999)らの基礎的研究でも高校生
群は，女子の方が有意に多い。ここで特殊な例と見なして今
回の研究から除外した，切片が過剰に多い作品 2 例のうち，1
例を図 1 に示す。この作品は 389 枚の切片から作られている
が，明らかに「ちぎり絵」の形態をとっている。こういった表現も
可能なのがコラージュの大変興味深いところであり，表現療法
としての豊かな可能性を表していると言える。

図 1．切片数最高の作品（女子）

また，高校生のロールシャッハテスト反応について述べてみ
たい。梶塚（1985）の研究では，男子生徒は，正常成人と比較して反応数が少なく，多くの反応決定因に
おいて低い値を示したが，女子生徒の方は，プロトコルは正常成人に近く，反応数も多く，いくつかの決
定因において高い得点を示し，変化に富んでいるという結果だった。つまり，女子生徒は男子生徒より抑
制的傾向が認められず，より活気がみちているという考えを示し，これは，反応の際に女子生徒は感情を
こめた言い回しをするためでもあると述べている。
「この感情をこめた言い回し」という点でコラージュ制作でも，実際，様子を見ていると，女子の方は，雑
誌をパラパラと見ている時間は長いが，見ている間に「選ぶ」ことと「切る」という作業も行っており，自分が
「いいなあ」と感じた切り抜きをどんどん切っていた。やはり，杉浦（1994）が述べるように，高校生の女子
は男子に比べ，コラージュアクティビティによって感情や気分が引き出されやすいのだろうと思われる。
(2)重ね貼り
全体で 69.3％もの作品に重ね貼りがみられた。重ね貼り数みると，男子の方は，重ね貼りをしている
が，枚数としては少なく，女子の方が多くの枚数を重ねている人が多かった。重ね貼りという行為に対して
は，有意な差はみられないが，枚数でみると男女で有意な差は（ｔ（283.9）=4.42,p<.001）認められ，女子
の方（平均6.5 枚）が多かった。 重ね貼りという行為は，コラージュの安全性の 1 つでもある。中井（1993）
が「上に別の切片を貼る」という回避法があり，これがあるから安全性が高いとしている。筆者の経験から
は，，見せたくないものを隠す場合，うすっぺらでいやだと感じる場合などに重ね貼りが見られるようにに
思える。杉浦(1992)らは，「貼ってみたけれど，心が落ち着かない」場合などにするとしており，上別府
（1999）は，細かく見て「貼ってしまった物が自分の気持ちにそぐわないので，もっとぴったりくるものに修
正しよう」という場合や「気になるので貼ったけれども，その物に対して否定的あるいは両価的感情があ
る」場合，「思わず本当の自分や自分の感情を現す物を貼ってしまったけれど，やはり隠しておきたい，ま
たは見せたいけれども全部はみせたくない」場合などがあるとしている。つまり，女子の方が男子に比
べ，見せる自分と見せたくない自分を表現する力が高いということなのだろうか。
ここで，特殊な重ね貼りをしている作品あげてみる。図 2-1 に挙げた作品（男子）は，下にたくさん切り
抜きが貼ってあるが，写真にある大きな魚の切り抜きが左側だけ糊付けされているので，めくることがで
き，それをめくると下の切り抜きを見ることができる（図 2-2）。このような特殊な貼り方をしている作品は，こ
の 1 枚だけであった。この男子生徒は感想に，「とても楽しく，自分だけの作品をつくることができ，とても
満足した。また，友達と比較することもコラージュ作りの長所だと思った。」と書いている。本人はとても作り
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終わって満足なのだろう。「一枚めくる…と」そこにある驚きやおどかしが自分の周りへのアピールなのだ
ろう。佐藤（2003）は，扉の向こうに隠された真実を開示していく段階で，茶化してごまかすことで本音を和
らげたり，披露しながら隠したりする面と，茶化しやごまかしの中に真実を強く訴えている面があると指摘
する。この作品はまさにそのような感じがする。見せたいけど見せたくない微妙な気持ち，めくると人の顔
ばかりの中に真正面を見ている魚，揺れ動く青年期の気持ちを表現しているコラージュ作品なのではな
いだろうか。

図 2-1．特殊な重ね貼り（男子）

図 2—2．切り抜きをめくったところ

(3)貼付部（右・左）
右部貼付の割合には，有意な差が認められ（ｔ（358.8）=2.21,p<.05），女子（平均 45.5%）の方が男子（平
均 41.8％）より右部に貼り付ける割合が高かった。しかし，左部貼付の割合に有意な差は認められなかっ
た。佐野（2003）は，コラージュ作品についてのみだが，描画アセスメントにおける従来の「右領域は外向
性を象徴する」という解釈の「外向性」という枠組みの中に，「積極的な変化への努力」という意味を含める
可能性を示唆している。ここから，右部貼付が女子の方が多いということは，女子の方が「変わりたい。」
「新しい何かを求める。」という強い気持ちの表れなのだろうと考える。
(4)余白
余白の有無も分量も，有意な性差は認められなかった。杉浦（1994）の研究でも同様に有意な性差は
認められていない。今回のコラージュ作品の中で全く余白がない作品は 7 点あり，そのうち男子 6 点，女
子 1 点であった。図 3，図 4 を見るとわかるように，全く余白がないと圧迫感を感じるが，切り抜きに白が多
い作品はあまり圧迫感を感じない。図 3 は余白が全くなかった女子でただ１人の作品である。後ろの雪山
の白さがあまり圧迫感を感じさせない。感想で「直感で選んで切って貼ったので，最初はうまくいくかどう
か不安だった。けれど，最終的には自分で満足できたのですごく楽しかった」と述べている。とても満足
感を感じるし，心的エネルギーの高さを感じた作品である。この女子生徒にとっては，台紙の大きさが小
さ過ぎたのかもしれない。図 4 は，男子の作品である。圧迫感を感じさせる反面寂しさも感じる作品であ
る。感想では，「悩んだ。時間が少ない。」とあるが，コラージュを楽しんで作っていたようだ。
逆に余白がありすぎると，寂しい空虚感を感じる。図 5 と図 6 は，それぞれは男子・女子の中で最も余
白の分量が多かった作品である。図 5，図 6 とも制作した生徒は，コラージュ制作を楽しむことも，自分で
満足のいく作品も作れておらず，制作後の気持ちは「よくわからない…」「つまらなかった。」とあった。心
的エネルギーの低さを感じさせる作品である。
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図 3．余白がまったくない作品（女子）

図 4．余白がまったくない作品（男子）

(5)はみ出し
はみ出しについて，有意な性差は認められず，男女ともにはみ出しがあった作品は 16％だった。杉浦
(1994)では，はみ出しは運動系の発達と，意識的・無意識的に枠からあふれさせるアクティビティの二つと
関連すると述べている。幼児・小学生の作品でのはみ出しは，手先の器用さ，つまり発達の差に関係する
だろうが，高校生ぐらいになると，元気さ故のはみ出しつまり持っているエネルギーをそのまま表現するこ

図 5．余白が多い作品（男子）

図 6．余白が多い作品（女子）

とが考えられる。また，集団での枠組みや社会の枠組みに対し収まらない，杉浦が指摘する，自己コント
ロールの力が弱く枠内に収めることができないことによるというものが考えられるだろう。図7（男子）はタバ
コのブランド名をはみ出して貼っており，アピールしてる，「ちょっとかっこつけてみたいな。少しだけ反発
してみたいな。」ような雰囲気を感じる作品である。図 8（女子）は，重ね貼り・はみ出し・逆さ貼り・横転貼り
も全てある作品である。制作者も「なんかごちゃごちゃ」と感想を書いているが，そのとおりだと感じる。お
そらくこの時点での心的エネルギーが高いのだろう。枠に収められずにはみ出してもいる部分は 2 ヶ所あ
るが，左下にある白い模様は，はみ出したのを修正しようと，裏に折り込んでいる。今の環境からはみ出し
たいが，自分を合わせようとする気持ちもあるように感じる。また，エネルギーがあり過ぎてそのまま出して
しまったという感もある作品である。
(6)逆さ貼り
逆さ貼りに関して，有意な性差は認められなかった。女子の一割の生徒に逆さ貼りが見られた。女子の作
品には，靴の切り抜きが多かったため，靴を逆さに貼っている作品が多く，デザイン面を考えている感
じがする。例として図 9 を挙げる。また，男子の方は，少ないが，何かを表現しようとしているものが多く，
例として挙げた図 10 は車が分裂し，その間から人間とバイクが落ちていく様子を表現している。
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図 7．はみ出しがある作品（男子）

図 8．はみ出しがある作品（女子）

今村（2006）の研究による統合失調症の人の逆さ貼りは，認知的な歪みからくるものとしており，一般の
高校生の作品にはみられなかった。高校生の場合，横転貼りをすることでその作品のデザイン性，何か
を伝えようとする表現力の豊かさからくるものかと感じる。

図 9．逆さ貼りのある作品（男子）

図 10．逆さ貼りのある作品（女子）

(7)横転貼り
横転貼りは，有意な性差が認められ（χ2(1)=6.225,p<.05），横転貼りをしている生徒が女子の方に多か
った。梶塚（1985）の高校生のロールシャッハテストの反応でも女子の方が感情を込めた言い回しをする
ので，男子よりも逸脱言語反応の％が高くなると指摘している。コラージュ制作でも，女子の方が何かを表
現したい伝えたい気持ちが強く，感情面の方が思考より先立つので男子に比べ横転貼りが多くなるので
はないかと考える。
図 11 は，人間の顔が横転している。横転することで作品全体が，茶目っ気たっぷりになる感じがする。
図 12 は，左下の 4 枚の切片を横転させて貼っている。横にさせたことでパッと見て何だか認識ができな
い。右隣にあるチキンリトルに目が注がれる。このチキンリトルの困ったような驚き・不安を引き立たせたか
ったのか。その右上にも同じように横転した切片が，重ね貼りされている。横転されながらも，重ね貼りと
平坦に貼っている違いがおもしろいと感じた作品だった。
(8)台紙方向
台紙を横に使うか縦に使うかは，男女に有意な差がみられた（χ2(1)=22.249,p<.001）。台紙を縦に使用
した生徒は，男子の 7 割，横に使用した生徒は女子では 5 割以上の人にみられた。杉浦（1994）の研究で
は，高校生は四つ切りサイズを使用しているので，縦を使用した人は全体でみて非常に少なかった。本
研究では，コラージュ制作を教室の机で行っており，八つ切りサイズの画用紙を使用しているので，縦で
も横でも置きやすい。そのため縦を使用した生徒が多くなったと思われる。杉浦は(1994)は，「メッセージ
性の強い縦を使う人は現実から距離をおきたいという欲求の表現と見ることもできる。」と指摘する。男子
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図 11．横転貼りがある作品（男子）

図 6．横転貼りがある作品（女子）

に縦を使う人が多いということは，男子は上へ上へ行きたい気持ち，未来への指向性が高いのではない
だろうか。それに対して，女子は上を見ると言うより自分の周辺を見る傾向にあり，土台をしっかりとしてお
きたい気持ちが強いのではないだろうか。そのため横を使用する人が多いのではないかと考えた。
(9)切り抜き方
切り抜き方の出現度数を示したもので，「四角形」（χ2(1)=8.441,p<.01），「円」（χ2(1)=6.855,p<.01）「物
の形」（χ2(1)=3.196,p<.10），「創作」(χ2(1)=15.531,p<.001），「その他」（χ2(1)=7.551,p<.01），において，
有意な差が認められた。「四角形」「その他」は男子に，「円」「物の形」「創作」は女子に出現度数が多い。
気に入った絵や写真を切り抜く時，性差において，四角形，円，創作，その他で切る方法に有意な差が
みられ，物の形にそって切る切り方に有意な傾向が認められた。女子の
方は，切り方が難しいと思われる物の形，円や創作（ハートの形など）が多い。男子は，直線で切るだけ
の四角形，またその他で雑誌 1 ページをそのまま貼るという方法をとる人が多い結果になった。これは，
女子の方が手先が器用であることが非常に関係すると思われる。また，同じ材料でも切る型によって受
ける印象がだいぶ違うことは大切だと感じる。杉浦（1994）が指摘するように，高校生は型にはまった切り
方をするということから，物の形，四角などが多くなるのだろう。その典型例が作品 A13（男子）である。し
かし，女子の方は，男子と違い型にはまったやり方よりも，自分なりにやりたい気持ちが強く，創作が多い
のだと考えられる。その例は，作品 A14 である。ハートの型に切ったものを何枚か貼っている。グラディ
エーションに重ねてあるポロシャツをハート型に切ったり，他の切り抜きも流線型に切っていて，暖かみ，
優しさを感じる。作品の中に手先の器用さが感じられる。自分がやりたい作りたいイメージがそのまま形
通りになるのも，手先が器用であるのは大きいと思われる。

図 13．四角い切り方が多い作品（男子）

図 14．様々な切り方が見られる作品（女子）
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(10)貼り方などの表現特徴
貼り方の出現度数において，「結合」（χ2(1)=11.284,p<.01），「文字」（χ2(1)=11,410,p<.01）「白黒」（χ
2(1)=6.849,p<.01）は，有意な性差がみられ，「表現」（χ2(1)=2.753,p<.10）において，有意傾向が認めら
れ，男子の方が出現度数が多かった。コラージュ制作の「選ぶ・切る・レイアウト・貼る」という行為は，心理
的退行を促すとされている。実際，集団でやっていてもみな制作に夢中になり，没頭し，一言もしゃべら
なくなる。特に，制作中に観察していると，男子の方が黙々と作品を作っている感じがした。「結合」が男
子に多いのは，この心理的退行が男子の方が女子に比べ起きやすいのでは，ないだろうか。コラージュ
制作は，「切る」というある意味暴力的な行為が行われながら，ちりばめられたものをまとめあげていく過
程である。退行の中で，「選ぶ・切る・レイアウト・貼る」という過程の中で，イメージをそれ具体的なものに
表現しようとする気持ちが強いのではないかと考える。中井（1993）は，「コラージュは，ハサミ 1 つを頼り
にする冒険である。」としている。男子のこの冒険の中でのイメージを具体的な物にしたいのだろうか。
図 15 は，「結合」の例である。これを作った男子生徒は，制作後の感想は「テーマは素顔。自分ながらあ
っぱれという感じ。」と書いており，制作後満足感を得たようだ。作品は，何人かの顔を切り，それを結合さ
せてまた，1 人の別の顔をつくる。できあがったものが，自分の素顔とぴったりあうという感覚になり，ある
意味モンタージュ的な感じがする。筆者の印象は，驚きと恐怖であった。左目の下に裸体の男の人を隠
し，目は３つあり（左目の下に目がある）奇妙な感じを受ける作品である。素顔の自分は，不安なのだろう
か。
「文字」も男子に多いという差が認められた。女子はイメージを絵や写真で表現することの方が好まれる
が，男子は文字で表現できるかっこよさにひかれやすく，イメージを言語でストレートに表現することの方
が好まれるのではないかと考える。
図16は男子が制作したものである。制作者のストレートな表現が言葉で表されていると感じる。コラージュ
作品の上での文字表現は，見る側の視点からは大事な部分だと考える。加藤（2006）が指摘するように，
コラージュの中の文字は生徒のメッセージの表れである。生徒のコラージュ作品上で文字表現という手段
でコミュニケーションができるというのは，見る側からすればわかりやすい方法でもあるが，そこに目をとら

図 15．結合が見られる作品（男子）

図 16．文字を使用した作品（女子）

われ過ぎてもいけないと感じる。
「白黒」の切片を選んでいるのも男子の方が多かった。杉浦（1994）の研究によると，高校生群が一番
「白黒」の写真を使う割合が多く，性差でみると，中学生群と成人群では男性の方が女性より使用する率
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が高いが，高校生群は性差に関係なく使用されているという
結果になっている。杉浦の研究は，今からおよそ 15 年ほど前
になり，その当時は社会的現象としてモノクロがしゃれた感覚
として受け入れられていたが，今はモノクロより華やかな色が
好まれている時代である。コラージュ上の色遣いには，時代
の流行が反映される可能性がある。近年はおしゃれに敏感な
女子生徒は，華やかな色合いを好むのではないだろうか。そ
して男子生徒は，白黒への憧れ，かっこよさ，もの静かな感じ

図 17．白黒の切り抜きを使用した作品（男子）

を受けてとり，好む生徒が多いのではないだろうかと考える。
白黒だけのコラージュ作品を見ると，いろいろな色があるコラージュ作品より情報量が少なく，この作品が
何を伝えようとしているのかと考えこませる感じする。
図 17 は男子生徒の作品である。全ての切り抜きが「白黒」である。暗さは感じられない。結合によって
人の顔の形になっている。感想に「創造力が豊かになった。」と記している。白黒だけの切り抜きで制作す
ると，作る側の創造力を必要とすることもあるだろう。
2. コラージュ作品の内容分析
(1)人間・動物の出現度数
人間・動物の切り抜きの出現度数では，「人間加工」(χ2(1)=8,241,p<.01)で有意な性差がみられ，「非現
実的人間部分」（χ2(1)=3.453,p<.10），「非現実的間合計」（χ2(1)=3.137,p<.10）において，有意傾向が認
められた。人間に関するものは，男子に出現度数が高く，動物に関するものは女子の方が出現度数が高
い結果となった。男女ともに「人間の部分や全体」の切り抜きを使用している率は，7 割前後であり，男子
の方が使用している率が多いが，有意な差ではない。また，「人間全体」の切り抜きを使用とした率は，4
割前後となっている。杉浦（1994）の研究では，漫画やイラストの人間も含めているので 6 割を超えている。
人間を使用する意味はさまざまあるに違いない。自分の憧れ，理想の自分，自分に近いものなどおそらく
自分を投影しているものだろう。
図 18 は，男子の作品であるが「静かな冬の楽しみって言う感じで作った。スッキリ！」と感想を書いてい
る。自分の楽しみでもあり，そこに自分に近いもの，または理想の自分がいるのだろう。静かな冬だが，躍
動感があり，元気な作品だと感じる。図 19 は女子が制作したもである。人間の切り抜きがちりばめられ圧
倒するが，左側に日本人の女性は 1 人だけ貼ってある。これが本人であり，制作者の理想は中心にいる
外国人ではないだろうかと思われる。右上には，将来の理想の家族の写真だろうと思われる切り抜きが貼
ってある。理想を表現した作品ではないだろうか。コラージュ作品中の人間の顔の表情や態度，姿には，
自分の思考や感情を投影していたり，自分の周りいる人物の姿を表現したりしていることが多いだろう。コ
ラージュを見る人間の解釈力が必要になることもあるし，制作者への質問ですぐに明らかになることもあ
る。いずれにせよ人間の切り抜きは，生徒の様子を知る上で大切なポイントになるのではないか。
また，「非現実的人間部分」や「非現実的人間合計」を使用している率が，若干，男子の方が
多いことが認められた。使用していた生徒は，男子で 11 名であった。
図 20 は男子が制作したもので，右上にいる鳥のような動物の手が悪魔の手になっている。制作後の気
持ちは，「二大キメラ復活がテーマ。とても楽しくやらせてもらった」と書いている。「非現実的人間」という
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図 18．人間の切り抜きを使用した作品（男子）

図 19．人間の切り抜きを使用した作品作品（女子）

のが，天使や悪魔，幽霊などのもので，女子にとっては怖いもの，恐ろしいものという感情があり，それを
使ってまで表現しようとは思わないのではないだろか。唯一，女子で「非現実的人間」の切り抜きを使用し
ていたのは，天使だけである。図 21 は，女子が制作したものであるが，左下に天使が貼ってある。
「人間加工（イラストや漫画）」に有意な差が認められ，男子の方が使用している人数が多かった。「人間
加工」は，図 22 のように，ユーモラスな感じの切り抜きが多い。男子は，イメージを表現する時に，そのま
ま伝えるのではなく，ユーモラスな感覚を交えながら表現する方が好まれるのかもしれない。また，アピ
ール度も高くなるように思う。
使用する率は男子が多いが，使用する枚数になると差は認められなくなる。つまり，女子は使用する生徒
はあまりいないが，使用する生徒は 1 枚だけでなく，数枚使う傾向にあると考えられる。図 23 は，女子が
制作したものであるが，人間のイラストが 4 枚使用されている。やはりこれもユーモラスさを表現したいの
だろうか。全く写真の人間を使用していないのが不思議に感じる。
「非現実的動物全部」と「非現実的動物合計」は，女子の方が使用していた生徒多かった。女子が「非
現実的動物」として貼り付けていたのは，ミッキー・ミニーマウス，リロアンドスティッチ，リトルチキンなどほ
とんどディズニーキャラクターだった。
図 24 は，女子が制作したものである。ディズニーキャラクターが数枚貼られている。「楽しかった。こう
いう発想をするのは苦手だよー」と感想を書いている。「楽しい」と「苦手」という感想が同居するところに，
コラージュ制作の特徴がよく表れていると考えられる。図25も同じようにディズニーキャラクターがたくさん

図 20．人間の切り抜きを使用した作品（男子）

図 21．人間の切り抜きを使用した作品作品（女子）
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図 22．人間加工の切り抜きを使用した作品（男子）

図 23．人間加工の切り抜きを使用した作品作品（女子）

貼ってある。図 25 を制作した女子は，「自分の好きな物がたくさん貼れて楽しかったー」と書いてある。作
品を見ても，満足感を感じることができる。このようなディズニーキャラクターを貼ってあるコラージュ作品
を見ていくと，人間の切り抜きが少ないことに気がつく。ファンタジーの世界でその世界の主人公である
「非現実的動物」と「人間」を貼るのは，違和感，心が落ち着かないのだろうか。今村（2006）によると，「非
現実的動物」の多くがユーモラスな漫画的表現のキャラクターでもあること，そのキャラクターを用いること
で，作品に遊びの要素が加わるとしている。外国人の女優や日本の芸能人・モデルに憧れる女子と同じ
ように，ディズニーキャラクターに，憧れを感じる女子も多いのだろう。いろいろな性格のキャラクターがい
ることも彼女たちの魅力の 1 つであるのかもしれない。

図 24．非現実的動物の切り抜きを使用した作品（男子）

図25．非現実的動物の切り抜きを使用した作品作品（女子）

(2)その他の切り抜きの出現度数
人間・動物以外の切り抜きの出現度数の性差については，「自然風景」（χ2(1)=9.741,p<.01），「植物」
（χ2(1)=18,21,p<.001），「乗り物」（χ2(1)=25.118,p<.001），「装飾品」（χ2(1)=103.491,p<.001），「戦い」（χ
2

(1)=16.101,p<.001），「模様」（χ 2(1)=7.15,p<.01），「マーク」(χ 2(1)=4.097,p<.05），「スポーツ」（χ

2

(1)=6.735,p<.01），「化粧品」（χ2(1)=41.629,p<.001）において，有意な差が

みられ，「子ども」（χ2(1)=3.042,p<.10）において，有意傾向が認められた。
「自然風景」「乗り物」「戦い」「マーク」「スポーツ」は，男子に出現度数が高く，
「植物」「装飾品」「模様」「化粧品」「子ども」は女子の方が出現度数が高い結
果となった。
a.「自然風景」
男子の方が女子よりも出現度数が高い。杉浦（1994）の研究では，有意な性
差は認められていない。しかし，吉田（2001）の研究によると女子短大生で
は，風景に関しては，使用数が少ないと報告している。また，杉浦（1992）

- 192 -

図 26．自然風景の切り抜きを
使用した作品（男子）

青木・金丸：高校生のコラージュ作品の形式分析と内容分析

では，内的葛藤や問題を直接見せないための材料で，防衛機制として使用される可能性が高いことを述
べている。男子の方が，コラージュを作るのに防衛がはたらきやすのだろうか。しかし，自然風景を貼るこ
とでホットする感じがする。佐野（2003）によると，成人の場合コラージュ作品において，自然風景に関す
る切り抜きを多く用いる被験者は，ストレスに対して積極的・責任ある対応を取らない傾向があり，自然風
景に関する切り抜きを少なく用いる被験者は，ストレスに対して積極的・責任ある対応をとる傾向があると
指摘する。自然風景をたくさん貼る人は，貼るだけでホッとする感覚になってしまい，ストレス対処法を行
動としてはやらないことを好む人が多いのだろうか。
図 26 は男子の制作したものである。山や高原や湿地帯などの風景を重ね貼り無しで貼っている。左側
に川が流れているが，あまり水量が多くない。川の流れは心的エネルギーを表すといわれている。この制
作者の心的エネルギーはあまり高くないと感じる。そのため，これだけたくさんの自然風景を貼るのかと
考える。筆者自身，自然風景を貼る時は，今の状況から逃避をしたいときに貼ることが多いような気がす
る。杉浦（1992）の述べる，内的葛藤や問題を直接みせないための材料に近い感じがする。
b.「乗り物」
男子の方が出現度数が高い。乗り物の切り抜きは，川の流れと
同様心的エネルギーを表すと言われている。今村（2006）は，統合
失調者と一般成人との比較から，制作者の行動性や外界への関心
を表すのではないだろうかと考察している。男子は，狩猟を主に生
活をしていたので，外界へ関心を向けるということをずっとし続けて
きている。だから，男子は外へ目を向けることが備わっているの

図 27．乗り物の切り抜きを使用した作品（男子）

で，男子に乗り物の切り抜きを貼るのが多いだろうと考える。
図27は，男子が制作したものである。作品B10は，男子が制作したものである。このように乗り物が貼ら
れるとき，その方向性が解釈されることが多い。特に車は高校生の興味対象になりやすく，コラージュに
多く見られるが，雑誌広告などに収められている車の写真は，実は大半が左向きの物である。これはデ
ザイン上そうなっているようで，こういった素材を使った場合の方向性の解釈は，慎重におこないたいと筆
者は考える。
c.「植物」
女女子の方が，男子の 3 倍以上，植物の切り抜きを使用していた。加藤（2006）の研究においても同様
な結果を示されている。杉浦（1994）の研究では，植物の出現数は，高校生の男女間に有意な差は認め
られなかったが，発達に伴い増加し，女性の方が男性よりも多くなる傾向が示されている。本研究では，
女子に多いのは図 28 のように，花を画用紙一面に花の切り抜きをちりばめたものである。男子にはこうい
った作品はなかった。また，木の切り抜きを使用した作品が図 29 である。桜の木が横転貼りをしている。
右上にクリスマスツリー，その下にドライフラワーが貼ってある。制作者の終了後の感想は「ごちゃごちゃ
してしまった」と書いている。貼りたいものがたくさんあり，エネルギーの高さを感じさせる作品である。杉
浦は，木には生命，成長，中心，保護を表しているとしている。桜の木が横転貼りしており，木が横に成長
していくのは，どういう意味があるのだろうか。
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図 28．植物の切り抜きを使用した作品（男子）

図 29．植物の切り抜きを使用した作品（女子）

(3)切り抜きの出現種類数
切り抜きが何種類使われたかは，男女に有意な差がみられ(t(373)=2.18,p<.05)，女子の方が切り抜きの
種類が多いという結果になった。女子の方が，切片数も多いので種類も豊かになるかもしれない。しかし，
そればかりでなく，女子の方が，数多くの種類の写真や絵を使って，表現することを好み，男子の方が，
同じ種類のものを何枚か使用するということだと考える。

終わりに
本研究において，高校生 377 名のコラージュ作品と出会い，その一枚一枚に，描画では技術や表現力
がなければそこまで表すことのできないと思われる表現を見いだした。すでに印刷された写真や絵を使
い，それを組み合わせることにより，自分の内的なイメージをつくりあげていこうとする表現力の豊かさに
は心の底から驚かされた。たった 40 分という短い時間の中で，制作に没頭する姿，これは杉浦（1994）が
示す，コラージュ治療の要因の 1 つである心理的退行が起きている状態だっただろう。この過程にはどう
いう意味があるのであろうか。佐藤（2003）は，「コラージュの制作過程は，思春期の人格形成に非常に類
似している。」と述べている。また，竹内（2004）も，この制作過程が「思春期青年期の新たな自己像の作り
直しというプロセスと共通するものがあり，意味が大きい。」と示している。印刷された写真や絵を使い，自
分の気に入ったものだけを選んでいき，台紙の上にそれを再構成していく。趣味や興味，関心を対象化
したもの，過去や未来へ目をむけるものや，自分の自己の内面や思考，自分が今まで知らなかった世界
をどんどん作り上げていくことができる。印刷された写真や絵をこれまでなじんできた自分自身とし，それ
は，「作り上げられた自己」と考えられる。「使いたいものだけ選ぶ」という作業は，これまで統合していた
自分をいったん打ち砕き，ばらばらにし，関係を断ち，タブー視された禁止を破り，必要なエッセンスを抜
き出すに値すると佐藤（2003）は示す。思春期青年期ほど，数年の間に，多種・多次元の成長課題に立ち
向かわなければならず，その課題を自分自身で処理・解決をしなければならない時期は他にはないだろ
う。その成長していく過程を，「選んで切る」という破壊のプロセスと「レイアウトして貼る」という再構築のプ
ロセスを繰り返しながら，作品を制作することで表現している。この表現方法は，思春期青年期にとって大
きな意味のある作業だと考える。
今回，言語にこだわらず高校生の表現を少しでも多く引き出し，彼ら，彼女らの心理を知る方法の一つ
としてコラージュを取り上げたが，本研究を終えるに当たって，大事なのは「どんな方法を使うか」ではなく，
「どのように彼ら，彼女らに興味を持つか」ではないかと考えている。コラージュ制作を丁寧に依頼したこと
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は「私たちはあなたのことを知りたい」という真摯なメッセージであり，それに応えてくれたのだと感じた。
心を表現しない子どもに問題があるのではなく，心を知ろうとしない大人たちに問題があるのではないか。
377 枚の豊かな表現を目の前にして，そう痛切に感じている。
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不登校生徒の比喩による自己表現の変容
――校内相談教室においての教育相談プログラム実施による経過研究――
岡 口 す み え＊ ・ 金 丸 隆 太＊＊
(2008 年 6 月 30 日受理)

The Change of Metaphor that School Refusal Students Show.
A Study of Educational Counseling Process in the Junior High School
Sumie OKAGUCHI and Ryuta KANEMARU

キーワード：不登校生徒，比喩，変容

この研究は，不登校生徒の通う校内相談教室担における教育相談プログラムの実施結果を，生徒自身が表
現した比喩により考察した研究である。中学校内の相談教室において，不登校生徒を対象とし，相談教室を担
当するという立場から，様々な臨床心理学の方法（面接，ワークシート，各種ゲーム，グループワーク，技能・芸
術等の活動，ソーシャル・スキルトレーニング，学習支援，その他の活動）を折衷的に用いて教育相談プログラ
ムを構成した。そのプログラムを実施していく過程で自己肯定感アンケートの事前事後の変化，投映描画法テス
ト・バッテリーの事前事後の変化，ワークシートの分析，観察記録，比喩表現の 5 つの観点から生徒の変容を考
察した。結果，学校に来ることに意味を見出せず休みがちだった生徒が，小集団の中で自分を見つめ直し，成
功体験や賞賛の言葉を浴びながら過ごし，自分の変容を比喩によって肯定的にとらえるようになっていった。比
喩で語られた自分の変容には，独自の世界が表現され，対象者全てにおいて肯定的な表現がみられた。

はじめに
筆者（岡口）は 3 年間，不登校解消支援教員として現場に関わり，不登校の問題を抱える生徒達のなか
から，「自分は駄目だ」「どうせ出来ない」という言葉が頻出し，彼らが自信を持てずにいることを感じた。そ
こで筆者らは不登校生徒の自己肯定感を高め，自立した生き方をする人間の育成を目的とする教育相談
プログラムを構成し，その効果を検証する研究を行った。教育相談プログラムの効果を検証する方法の一
つとして，生徒達に自身の変化を比喩（例え）で表現してもらい，その内容を分析することを考えた。
楠見（2005）など，比喩を検証することの有効性を唱えている者は多いが，例えば石川（2007）は，ピカ
ソの抽象画にみられる比喩（メタファー）を説明し，比喩には第六感での普遍性が関連することを述べて
――――――
*取手市立藤代中学校 **茨城大学大学院教育学研究科
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いる。また谷口（2003）によると，“メタファーは，抽象的概念を理解し，抽象的推論（abstract reasoning）を
遂行するための主要なメカニズム”であり，また“写像は恣意的なものでなく，身体および日常的な経験・
知識に根ざしている”という。対象者が用いる比喩を分析する方法は，蔵谷・服部（2002）の看護領域の研
究など，あらゆる分野で用いられているが，ここでは偶然表れる比喩を待つのではなく，直接自分の変化
を比喩で語らせる方法を取り，比喩分析を最大限に活かせるように計画した。

目的
不登校生徒が自己肯定感を高めることを目的に実施した教育相談プログラムによる生徒の変容を，生
徒自身が比喩によりいかに表現したかを考察した。

方法
X 年 4 月から 12 月までの間，ある公立中学校の相談教室を利用している生徒（3 年生男子 1 名，女子
4 名，2 年生男子 1 名女子 3 名計 9 名）を対象として，週 1 回相談教室において筆者（岡口）が教育相談
プログラムを実施し，その効果についてのアセスメントを行った。
教育相談プログラムは，面接，ワークシート，各種ゲーム，グループワーク，技能・芸術等の活動，ソー
シャル・スキルトレーニング，学習支援など様々な臨床心理学の方法を折衷的に用いて構成した。またア
セスメントの方法としては，自己肯定感アンケート，投映描画法テスト・バッテリー，ワークシートの分析，
観察記録，比喩による自己の表現を用いた。これらのプログラムについては筆者らによる継続的なディス
カッションを基に構成していった。
面接は，教育相談プログラムの一環であり，同時にアセスメントの一環であるが，生徒と面談をする際
には，五段階の面接過程を意識し，受容と共感の態度を重視して進めた。
第一段階 自分について語る
第二段階 自分をみつめる
第三段階 自分の行動を振り返る
第四段階 自分の生活を振り返る
第五段階 変容を自分のものとして感じ，比喩を用いてあらわす
上記の五段階のうちのいくつかにおいて示された比喩により，生徒の変容を考察した。教育相談プロ
グラムとアセスメントの対象となった 9 人の生徒のプロフィールは以下の通りであった。
①A 子（3 年生）
教室での人間関係のつまずき。2 年生 3 学期当初頃から男子に色々言われた事に傷つき，あまり関わ
りたくない，教室に居たくないと思い始めた。
②B 男（3 年生）
不登校。教室で過ごすことが苦痛。集団生活を幼少の頃から好まなかった。人間関係はあれこれと気
をつかうので疲れるという。この 4 月から相談教室に居場所をみつけ，教室には行かず直接相談室に登
校するようになった。男子はうざい存在だと思っている。
③C 男（3 年生）
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不登校。学校に一人で登校できず，担当教員の送迎で 3 年生の 4 月から夕方登校を始めた。
④D 子（3 年生）
不登校。授業の学習内容もさっぱり理解出来ず，教室で過ごすことが苦痛だという。2 年生の 3 学期に
適応指導教室に行ってみたというが，学校の相談室に居場所をみつける。教室に顔を出したり，出られる
授業には出たりするがほぼ相談室で過ごす。
⑤E 男（2 年生）
不登校。教室ではいじめられるからということ。大人とは良いが同年代の子達とはうまく関われない。
⑥F 子（3 年生）
怠学傾向。教室で過ごすことが苦痛。教室の仲間にきついことを言われたりして傷つき集団生活を避
けるようになった。教室の仲間を「あいつら」という表現をするほど心に傷をおったようだった。
⑦G 子（2 年生）
不登校。人間関係やいじめ。
⑧H 子（2 年生）
不登校。人間関係やいじめ。
⑨I 子（2 年生）
教室の友達とうまくいかない。

結果
生徒達と面談をする際に，五段階の面接過程を意識して進めた結果，最初の段階では，生徒達が自
分について語りたい内容を自由に語った。次に，自分をみつめる作業に入った。そして，第三段階で，自
分の行動を振り返り，その時の気持ちどうであったか考えるように援助した。第四段階では，自分の生活
を振り返った。最終的に変容を比喩法を用いて自分の言葉で語ってもらった。
以下に，生徒 9 人それぞれについて，比喩法を中心に行った最終面接の結果を示す。
①A 子
自分の変化をもの
で例えると

○赤ちゃん→一人歩きするようになった子ども
赤ちゃんのイメージ＝抱っこされておっぱいを飲んでいる。誰かにしがみついている
一人歩きするようになった子どものイメージ＝親から離れて自由に動き回るようになった

②B 男
自分の変化をもの
で例えると

○黒板消し→チョーク
黒板消しのイメージ＝ただおいてあるだけ，使われないと意味がない
チョークのイメージ＝色んな色があって存在感がある，残すもの

相談教室は

○自由，気を使わないですむ（人数が少ないから）

前と変わったと思う

○学校に来るようになった，おおらかになった，友達になんで学校に来ないの～と聞かれても

ところ

言えるようになった。
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○Y 先生を嫌いになった（成績に響いたらいやだから言わない，侵入されたり人に深く関われ
たくない）
○成績が上がった，今まで勉強する気がなかった，プリントとか
印象に残っている

○フルーツバスケット（個人的に身体を動かしたりゲームが好き）

エクササイズ

③C 子
自分の変化をもの
で例えると

○曇り→晴れ
曇り＝くらい
晴れ＝いきいきしている

前と変わったと思う

○前より他の人と話せるようになった

ところ
変わった要因

○周りの支えがあった
○やる気がわいてきた
○Y 先生や友達，親が関わってくれた

相談教室は

○勉強しやすい いやすい 最初は不安だったが今は全くない

相談教室がなかっ

○学校に来ていなかっただろう

たら

④D 子
自分の変化をもの
で例えると

○古い雑巾→ピカピカのタオル
古い雑巾のイメージ＝頼りない，近寄りたくない，触りたくない，話したくない
ピカピカのタオルのイメージ＝前よりよくなった，きれい，使うのがもったいない

相談教室は

○いやすい，逆に差別的にみられる，楽ジャンと思われる

前と変わったと思う

○情緒不安定なところがあったが，先生に話を聴いてもらっ変わった

ところ

○安心感がもてるようになった
○友達もいる，教室の友達とは離れていった

印象に残っている
エクササイズ
相談教室の存在感

○フルーツバスケット（交流がよかった，クラスではやりたくない）○作業（菊の苗に名前をつけ
て世話が楽しかった）
○学校生活を１００％とすると９２％が相談教室，保健室は５％，クラスは３％
○自分の生活を１００％とすると家が６０％，Cs の家１０％，相談教室１０％，お店１０％，保健室１
０％かな

⑤E 男
自分の変化をもの

○ＤＳ→ＤＳライト＝新型に，人に対する思いやりが変わった，グレードアップした

で例えると

○あり→クワガタ＝気持ちがでかくなった
○レッサーパンダ→パンダ＝かわいくなった
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○子犬→犬＝大人になった
相談教室は

○いい所，いやすい（誰の目にもとまらないから），和む

前と変わったと思う

○利用する前は教室に行けずにビクビクしていたが今はそれはなくなった。

ところ

○教室はデスタイム
○他の人に何か言われるんじゃないかというようなもやもやしていたが，多少はあるがなくなっ
た

印象に残っている

○フルーツバスケット（人のことがわかって面白い）

エクササイズ
相談教室の存在感

○自分の生活を１００％とすると９８％が相談教室，家は２％（妹がいるから）

相談教室がなかっ

○首切って死んでた

たら

⑥F 子
自分の変化をもの
で例えると

○青（寒色）→オレンジ（暖色）
青のイメージ＝暗い，あまりしゃべらない，笑わない
オレンジのイメージ＝明るい，だんだんしゃべるようになってきた，少し笑えるようになってきた

相談教室は

○居心地全然いい，教室と比べ自由，気持ちが楽になった（教室は居心地が悪い）
○金曜日はいつもと違って人が多いし楽しい

前と変わったと思う

○１０月の進路希望調査頃から将来の進路について考えられるようになった

ところ
印象に残っている

○本を読んだりゲーム（トランプ・ウノ等）をしたこと（教室ではできなかったことができる）

エクササイズ
相談教室の存在感

○自分の生活を１００％とすると７０％が相談教室，家は３０％

⑦G 子
自分の変化をもの
で例えると

○青→オレンジ
青のイメージ＝つらい
オレンジのイメージ＝つらさが薄れた
○雨が降っている空→曇り空

相談教室は

○いやすい（会いたくない人に会わずにすむ），孤立していていいところがある
○相談教室には友達がいる，お互い何かあったという面で言ってこないからいい

前と変わったと思う

○「友達に何か言われそう・言われたら嫌だ・どうしよう・逃げたい」という気持ちが前はあった

ところ

○楽になった
○深く考えなくなった
○前は友達に言われた言葉を深く考えていた。「私が悪いのかな～」と考えたりしていた
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○環境の変化によって考え方が少し変わった
○無理して学校行かなくちゃと一人で悩んでいた
○無理しなくてもできることがあると思えるようになった
○この教室にいることによって将来をみれるようになってきた（家で一人でいると不安だった）
○高校進学も考えられるようになってきた，
印象に残っている

○フルーツバスケット（個人的に身体を動かしたりゲームが好き）

エクササイズ
相談教室がなかっ

○学校には来ていなかっただろう

たら

⑧H 子
自分の変化をもの
で例えると

○教科書の厚さが薄くなった
厚かった時＝こうしなくちゃ，ああしなくちゃいけない
薄くなった＝まあいいかとあきらめられるようになった
＊先生や親にがみがみ言われていたがそう言われなくなったことがきっかけかな。
○緑色→黄色
青のイメージ＝つらい，悲しい
緑のイメージ＝仕事や勉強いろいろ抱えている。緑から青が抜けたのが黄色，楽になった，
とらわれなくなった，考えてるけど少しは楽になった

相談教室は

○自由，勉強も自由に自習できる
○時間にあまりとらわれすぎない
○気持ちが軽くなった，楽になった，来てみて楽しいな～と思った，○教室だと嫌な人に絶対
会っちゃう，人の目を気にしちゃう，団体生活だと人に合わせなくちゃというのがある

前と変わったと思う

○利用する前は教室に行けずにビクビクしていたが今はそれはなくなった。

ところ

○人に合わせなくちゃというのがなくなった，一日嫌な教科や部活が長引いて嫌だ～と思って
いたが今はそうは思わない

印象に残っている

○集団コラージュ（みんなでやって楽しかった）

エクササイズ
相談教室がなかっ
たら

○G 子さんがこの相談教室に誘ってくれたし，このメンバーがいたから学校に来れている。Is さ
んがいなかったら学校に来てなかっただろう

⑨I 子
自分の変化をもの
で例えると

○もも→りんご
もものイメージ＝ぐちゃっとしちゃう
りんごのイメージ＝しゃきっとしている
○プチトマト→トマト＝大きくなった

- 202 -

岡口・金丸：不登校生徒の比喩による自己表現の変容

考察
①赤ちゃんから一人歩きできる子に変わった A 子
A 子は最終面接において自分の変化を，「赤ちゃんから一人歩きするようになった子どもへ」と比喩した。
おっぱいをのみ，母親にしがみついている赤ちゃんから，一人歩き始めた子への変化をイメージした A
子は，正に今卒業に向けて一人で道を歩き始めたのであろう。よちよち歩きの幼い子は，楽しいものも怖
いものも未知の世界である。周りをひやひやさせることもあるだろう。これは精神分析学理論で言われる，
口唇期から肛門期に移行した時期と考えられる。A 子は，自分の欲求を即座に満たそうとする場合が観察
からも見られたが，ほどよく真面目でほどよくいい加減にする術を獲得したのではないだろうか。
関わり記録によると，新しく相談教室に入った 2 年生達の存在が，A 子を相談教室から保健室，教室へ
と復帰させることにつながったと思われる。もともと教育相談プログラムに参加することが少なかった A 子
は，2 年生達を自らさけ，会話しようともしなかった。「相談教室は心の弱い人がいく場所」と養護教諭に語
ったというが，相談教室は 2 年生に独占され，もはや自分の居場所はなくなったと感じたのだろうか。しか
し，こういった生徒が相談教室や保健室など，教室以外の何らかの避難場所的ところが学校には必要で
あると思われる。相談教室があるから保健室は不登校生徒に利用させないというのではなく，その生徒に
よって自分の過ごしやすい環境を選べることは重要であると思われる。大人が十分関わってあげると，教
室に復帰していくのではないかと考えさせられる事例であった。
A 子は赤ちゃんから一人歩きできる子に変わったと比喩したが，教育相談プログラムの何がそういう表
現に深く影響を及ぼしたのだろうか。予備調査の段階からしっかりと面接をして，話を聴いたこと，また，
問題解決のワークシートが A 子に効果をもたらしたのではないかと思われる。自分の問題を解決する手
順を一緒に 2 回程考えたことにより，その解決法のスキルを身につけ，教室に復帰する方法を養護の先
生と考えだしたのである。新しい仲間が入ってきたことにより相談教室を卒業すると考え始め，保健室に
拠り所を求めたが，他の職員がいろいろ話しかけるなどしたことも効果があったと思われる。比喩との関連
から考えると，他と関わるスキルが乏しい赤ちゃんがそのスキルを学び，周りの手を駆りながら一人で歩く
ようになったといえる段階に進んだのではないだろうか。
②黒板消しからチョークに変わった B 男
B 男は最終面接において自分の変化を，「黒板消しからチョークへ」と比喩した。黒板消しは字を消す
道具である。目に見えるものを消してしまう存在である。中はスポンジで出来ており，押すとへこんだりし，
チョークの粉末を取り込む。一方チョークは，字などみんなに表現する道具である。チョークに変化したと
いう比喩は，B 男のたくさん表現したい気持ちを表しているのではないかと思われる。
相談教室に居場所をみつけた B 男は新しく入った 2 年生とも教育相談プログラムを一緒にやって過ご
した。金曜日はほとんど休むことなく登校した。母と別居している B 男は実施者に母の姿を投影していた
ような言動もみられた。雑談では両親の話が頻繁に語られ，話し相手を相談教室に求めているような感じ
もうけた。クラスの仲良しの友達からの誘いもあり，選んで授業にも参加したり給食当番などの活動もする
ようになった。
黒板消しからチョークに変わったと比喩した B 男にとって教育相談プログラムの何が効果があったのだ
ろうか。一番は面接であったのではないかと思われる。話を十分聴いてくれる場所と時間，相手が相談教
室にあったからではないか。比喩表現の変化から考えると，教室に在籍していたもののいただけだった
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が，喜怒哀楽の話をすることにより，自己アピールをし，相談教室において存在感を感じたのではないか。
チョークの色はいろいろあるように自分の気持ち，喜怒哀楽もその時々で変わりいろいろある。喜怒哀楽
をみんなに見えるよう，分ってもらえるよう自己表明するようになってきたのではないだろうか。
③曇りから晴れにかわった C 男
C 男は最終面接において自分の変化を，「曇りから晴れへ」と比喩した。C 男は天気の変化によって気
持ちの変化を表しているのであろう。曇りはもやもやしているというイメージから，今は高校進学をみつめ
ることができ，すっきりとした晴ればれとした気持ちになったことが伺われる。希望が見え始めたのであろ
う。
C 男にとって相談教室は夕方登校してくる場であった。Y 先生の送迎登校より始まり，1 学期最後には
自力登校に至った。2 学期になると自分の意思表明が出てきた。今までは人に言われて登校していたが，
自分の気持ちで学校に行きたくないと言うようになる。登校日数は少ないが，明らかに「自分」というものが
確立され始め，2 学期最後には自分の意思で登校するに至った。
曇りから晴れの天気に変わったと比喩した C 男にとって教育相談プログラムの何が効果があり，どう機
能したのだろうか。人の視線が気になり日中の登校ではなく夕方登校を選んだ C 男は学校で勉強するこ
とを目的として登校するということから始められた。登校したときは主に学習をしていた。自分の卒業後の
道も見えずもやもやしていた天気が，いよいよ受験期に入り，高校進学先も見え始めた。すっきり晴れた
というのは，勉強も始め先が見えたからであろう。
④ぼろ雑巾からピカピカのタオルにかわった D 子
D 子は最終面接において自分の変化を，「ぼろ雑巾からピカピカのタオルへ」と比喩した。相談教室に
来る前の D 子は，人間関係に疲れ，パニック状態を起こしがちな自分を嫌い，ぼろ雑巾で触りたくもない
と表現したのであろう。それがピカピカの新しいタオルになった。新しくて肌さわりのよいソフトなタオルは，
人にも優しく持ち歩きたいイメージがある。今は人の気持ちも考えられるし，パニックも起こさなくなったと
語る D 子は自分でも自らの変容を自覚しているようであった。
ぼろぼろの雑巾からピカピカのタオルに変わったと比喩した D 子にとって教育相談プログラムの何が
効果があり，どう機能したのだろうか。面接ではたくさんの話をして自分の汚れを洗い出した。ワークシー
トにより自分のよいところを認めるようになり，新たな自分を見出した。相談教室が洗濯機の役割を果たし，
教育相談プログラムという洗剤がぼろぼろの雑巾をピカピカのタオルに変容させたのではないだろうか。
⑤DS から DS ライトにかわった E 男
E 男は最終面接において自分の変化を，「蟻からクワガタへ」「DS から DS ライトへグレードがアップし
た」と比喩した。実際に体格も一回り大きく成長している。E 男は他にもレッサーパンダからパンダ，子犬
から大人の犬と 4 つをあげた。より多く自分の変容を言い表し，認めてもらいたいかのように聞いた。確か
に幼い行動から幾分中学生らしい行動に変わりつつある様子がみられる。
DS から DS ライト，蟻からクワガタなどに変わったと比喩した E 男にとって教育相談プログラムの何が効
果があり，そのプログラムはどう機能したのだろうか。E 男の言動はとても幼かった。教室でそういった言
動を繰り返していたら，友達も離れていくのではないかと思えた。そんな E 男はこの相談教室で各種ゲー
ムやグループワークを好んで率先してやり，存分に自分を出して楽しんでいた。どんなことを言ってもや
っても受け入れてもらえるこの相談教室で，心の底から笑い，グループワークではルールを覚えたり，自
分を語り友達の話を聞いていた。この経験の積み重ねが DS からDS ライトにグレードがアップし，蟻からク

- 204 -

岡口・金丸：不登校生徒の比喩による自己表現の変容

ワガタのように大きく強くなったと比喩したのではないかと考えられる。
⑥青からオレンジ色にかわった F 子
F 子は最終面接において自分の変化を，「青からオレンジ色へ」と比喩した。色で変化を言い表した F
子は，自由に描いた絵にもその様子が伺える。青で描かれたお父さんだんごは，怒っている顔の表情だ
が，オレンジで描かれた赤ちゃんはまだ小さく生まれたばかりで微笑んでいる。ピンクのお母さんは赤ち
ゃんを見守っているような表情。青のイメージは暗い，あまりしゃべらない，笑わないと言い，オレンジのイ
メージは明るい，だんだんしゃべるようになってきた，少し笑えるようになってきた，と自分の今の状態を
語っているようだった。色のイメージそのものが自分であった。
青からオレンジ色に変わったと比喩した F 子にとって教育相談プログラムの何が効果があり，そのプロ
グラムはどう機能したのだろうか。ワークシートをきっかけに自分の辛い体験を語りだした F 子は，誰かに
話しかけてもらいたい，誰かに辛さを分ってもらいたいという気持ちを無意識に持っていたのではないだ
ろうか。あの時ワークシートをやってみないかという誘いがなかったなら，クラスの奴らという内に持ってい
た怒りを聞き取ることは出来なかったであろう。辛い体験の話を聴いた後にはカードゲームで関係を作り，
少しずつ相談教室の仲間と遊べるようになってきた。ゲームの持つ重要な役割を感じた。
⑦雨から曇りになった G 子
G 子は最終面接において自分の変化を，「雨から曇りへ」と比喩した。G 子も自分を色と天気で言い表
した。友達を避け，抑うつ状態だったことは雨という天気から伺え，その時はとても辛かったのだろう。今
は相談教室に安らぎをみつけ，辛さもうすれ穏やかになってきたのではないだろうか。
G 子は 10 月にほぼ 1 ヶ月間喘息で欠席した。喘息は小学校時にもあり，長期欠席をしたというが，この
欠席の間には心の葛藤があったのではないかとも考えられる。1 学期下旬に欠席しがちになり，終業式当
日から相談教室に来るようになる。9 月も相談教室に来ていたが，精神的な疲れもでたのではないか。1
ヶ月十分休み，考え方も少しずつ変わっていたと思われる。これは最終面接でも「無理して学校に行かな
くちゃと一人で悩んでいたが，無理しなくてもできることがあると思えるようになった」と語っていることから
も推察できる。
青からオレンジ色，雨から曇りの天気に変わったと比喩した G 子にとって教育相談プログラムの何が効
果があり，そのプログラムはどう機能したのだろうか。G 子の場合は，教育相談プログラムというよりも，相
談教室の存在がとても大きかったのではないだろうか。友達とのいさかいで教室に居るのが辛く，逃げた
いと思っていたところ，孤立していていい場所が相談教室であった。あの時の辛さは相談教室にくること
により，薄れたのではないだろうか。しかし曇りであって晴れではなかった。彼女にとってまだ途中の段階
なのか，あるいは曇りぐらいがちょうどいいのかはわからない。
⑧分厚い教科書から薄い教科書に変わった H 子
H 子は最終面接において自分の変化を，「分厚い教科書から薄い教科書へ」と比喩した。教科書の厚
みが薄くなったことと，色の変化で表現。やることがたくさんつまった厚みのある教科書が薄くなったこと
で気も楽になったのであろう。また，色の三原色の原理を説明に入れて，緑から辛いイメージの青を抜く
と黄色になると言った。H 子は気も楽になったと同時に明るく快活的にもなったように見て取れる。
H 子は，「～ねばならない」という観念にとらわれて，自分に厳しくしていた。その枠がこの相談教室で
過ごしていくうちに緩んできたように思われる。教室では時間に縛られていたが，相談教室は自分のペー
スで自由に過ごせるという所で，自分はここでそうしていいのだというように変わったようだ。G 子と時期を
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同じくして登校を渋る日もあったが，休みたいときは休むと言えるようにもなった。体育の授業も見学では
あるが，友達の誘いで行けるようになったことも，変化の一つであった。
教科書の厚さが薄くなった，緑色が黄色になったと比喩したH子にとって教育相談プログラムの何が効
果があり，そのプログラムはどう機能したのだろうか。相談教室の自由な雰囲気が効果をもたらしたと考え
られる。教室では時間ごとに授業が組まれ，理解してもしなくても授業は進んでいく。係の仕事も決められ，
責任を持ってこなさなければみんなに迷惑をかけてしまう。こういう思いが分厚い教科書として比喩され
ていたと考えられるが，相談教室の教育相談プログラムは自由である。選択肢も与えられている。自分の
ペースで自分の思い通りに過ごせる雰囲気が薄い教科書へ変えたのではないだろうか。仕事や勉強を
やらねばならないという重荷をこの教室で降ろし，楽になったことが色の表現からもとらえられる。
⑨桃からりんごに変わった事例 I 子
I 子は最終面接において自分の変化を，「桃からりんごへ」と比喩した。つぶれやすい桃から，しゃきっ
としたりんごに喩えた I 子。桃はちょっとした衝撃でもすぐに痛み，腐ってしまう。以前は友達関係に悩み，
それが腰痛という不調に現れていた。ちょうど傷んだ桃のようだったのだろう。りんごは多少の衝撃にも強
く，日持ちもする。ほど良い酸っぱさもりんごの魅力である。歯ごたえもしゃきっとしている。多少の衝撃と
は，友達とのいさかにかもしれない。そういったいさかにもめげない強さを持ったのであろう。ただ皮をむ
いた後塩水に漬けないと赤くなってしまう。学校では皮をむかない姿で生きているのであろう。
I 子は上手に相談教室を利用し，教室に復帰して行ったのではないか。2 学期の前半で，相談教室の
教育相談プログラムの特にグループワークに参加し，どんなことを表現しても受け入れられてもらえるとい
う空間で存分に自己を表現したのではないかと考えられる。今まで教室でやって批難を浴びていた事を，
この相談教室でも出していたのではないかと思われるが，少人数の間での自分の行動のため，周りの反
応がよくわかる。自分のとった行動を振り返る機会ともなったのではないか。今も体調不良で保健室を利
用することもあるが，相談教室で過ごすことはほとんどなくなっている。逆に，G 子や H 子を授業に誘うな
ど，パイプ役を担うようになってきた。復帰していく I 子の存在は，相談教室の生徒たちにとっても刺激的
な存在である。
桃からりんご，プチトマトからトマトに変わったと比喩した I 子にとって教育相談プログラムの何が効果が
あり，そのプログラムはどう機能したのだろうか。グループワークと学習支援が効果的であったように思う。
グループワークでは，発言力やまとめる力もあり，リーダー的な役割をすることが多かった。みんなからそ
ういった才能を認められ，徐々に元気になっていった。もともと活発だったと思われる I 子は，その活発さ
が裏目にとられ，時に人の気持ちを考えずに自分ののりで行動してしまい，友達からはずされていったと
担任から聞いているが，相談教室において同じ事を繰り返すのではなく，人の気持ちを考えながら自分
を出していくスキルをグループワークの中で身につけていったと考えられる。友達からはずされて心を痛
め，ちょっとした刺激で傷つきやすくなっていた I 子は，このグループワークの積み重ねによりみずみず
しいしゃきっとしたりんごのように変わっていったと思われる。
生徒と面接者との関係が成立すると,生徒は自分から語り始める。面接で生徒の話す内容をじっくり聴
いていくと，親や先生には話さないような事を話してくれるようになってきた。また，自分の話を話したくて
しかたない様子も多く見られた。家では話し相手もいない生徒が半数以上おり，会話に飢えているので
はないかとも感じられた。我先に話を始めたり，友達が話しているときに割り込んで自分の話を始める生
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徒もいた。そういった相談教室での面接は生徒にとっては，自分が受け容れてもらえる時間となったので
はないかと思われる。
相談教室において一人一人との面接時間をとることは意外に困難である。こちらが話を聴きたいと思っ
ても，他のメンバーが「みんなで～しよう」ということもあった。少人数とは言え多いときは 7 人が同じ教室
にいれば，個別的な面接時間を確保するのは困難である。面接以外のプログラムは，面接者と生徒との
関係を作り，面接を進める前提となるものであるが，相談教室における現実として，直接には個別の生徒
との面接時間を確保する上での障害となる。相談教室においていかにして個別の面接時間を確保するか
が，実践的には課題となる。
比喩はまさに生徒自身の視点で表された，自身そのものであり，筆者の思いもよらない一人ひとりの変
容表現が受け止められた。生徒 9 人全てにおいて自分を肯定的に表現している単語があげられた。ある
者は小さいものから大きいものへ，またある者は，悪いものから良いものへと言葉が変換した。何らかの
面で自分を肯定し受容する態度が，これら比喩表現に現れているのだろうが，この変化に効果を及ぼし
たのは一体どういう教育相談プログラムからなのだろうか。ひとつのプログラムが特に効果を及ぼしたとは
言えない。トータル的でかつ，“長期的継続的な支援（松原，2003）”が効果を及ぼしたと考えられる。
飯島（2007）は心理療法中に表現される比喩について，対象関係論の観点から考察しているが，あるク
ライエントの比喩について “自分ではないものについて語りながら裏では自分のことについて語ってい
た”と考察している。比喩にはこのように，自分のことを距離を置いて語ることができるという効果もある。今
回のプログラムにおいて比喩で語る機会を与えたことは，結果的に自分について柔らかく語る機会を与
えたことにもなっただろう。自分を何かに喩えさせる過程そのものに心理療法の効果があったとも言える。
全ての生徒が肯定的な比喩を用いた背景には，実施者が面接を直接行うことによるおこるピグマリオン効
果，あるいは単に「自分をよく見てもらいたい」という期待があることも忘れてはならないことであるだろう。
しかしそれも心理療法の一部と見なすこともできる。
比喩の特徴をみると，前と後の比喩にあげた単語は，例えば蟻からクワガタのように同じ昆虫同士“類
似性（楠見，2005）”をもっていることがあげられる。他に色から色，天気の変化，果物同士など，物体の持
つイメージと自分とを重ねて表現していた。

おわりに
本稿においては，不登校生徒の通う校内相談教室担当者の関わり方において，教育相談プログラムの
実施結果としての変容を生徒自身が比喩によりいかに表現したかを考察した。
様々な臨床心理学の方法を折衷的に用いて教育相談プログラムを実施した結果として，学校に来るこ
とに意味を見出せず休みがちだった生徒が，小集団の中で自分を見つめ直し，成功体験や賞賛の言葉
を浴びながら過ごし，自分の変容を比喩によって肯定的に表現するようになっていった。比喩法で語られ
た自分の変容には，独自の世界が表現され，対象者全てにおいて肯定的な表現がみられた。
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中学生から見た自分の居る場所
―― ほっとする時に焦点をあてて ――
幸 田 恵 子＊ ・ 金 丸 隆 太＊＊
（2008 年 6 月 30 日受理）

“Where We Are” from the View of Junior High School Students.
Focusing on the Time They Feel at Ease.
Keiko KOUTA and Ryuta KANEMARU

キーワード：居場所，中学生，ほっとする，レパートリー・テスト，M-GTA

本研究では，杉本・庄司（2007）が示唆した“「居場所」の質的分類による分析”にあたるほっとするという感情
面に焦点をあて探っていくことを目的として中学生を対象に自分の居る場所について研究を行った。中学生の
居る場所に対するとらえ方を調査するため，G.A.Kelly.（1955）が提唱したレパートリー・テスト（日常的に居る場
所を加えたコンストラクト 10×エレメント 8）を使用し，その結果を基に個人の居る場所に対するとらえ方やそれ
ぞれの場所（エレメントで答えられた場所）に対してほっとする時（しない時）について半構造化面接を行った
（対象者は中学生 9 名と補足データとして小学生 1 名と高校生 2 名を加えた）。得られた結果から探索的因子分
析（最小二乗法プロマックス回転）を行い，場所に対するとらえ方を分析した。そして，ほっとする（またはしない）
についての半構造化面接での記録を M-GTA を用いて分析した結果，ほっとする（しない）現象はグラデーショ
ンのような様相を持つことが明らかになった。また，レパートリー・テストを使用することにより，その回答を視覚的
に認識することは，本人自身どの場所・感覚を一番大事にしているかを再確認できる機会を生み出した。このよ
うに，本人の「科学者」である部分が前面に出るということがレパートリー・テストの強みであり，本人の視点で面
接を進めていく上で強力なきっかけとなるだろうと考えられる。

はじめに
筆者は中学時代に，居場所がないという経験をしたことがあった。当時，筆者の友達は部活と教室で同
じ人だった。その友達とのいざこざが原因で，学校に行きたくなくなった。友達という存在がとても大きか
ったがゆえに，友達とのいざこざが起こった時に，筆者は教室での居場所，部活での居場所をなくしたよ
うに感じた。この時に筆者の居場所は家になった。家に帰ってくると自分の居場所があると感じた。また，
居場所は臨床心理学の面でも取り上げられることが多い。住田（2003）は“特に発達過程の途中にある子
――――――
*大野クリニック

**茨城大学大学院教育学研究科
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どもにとっては安心や安らぎを感じられるような「居場所」が不可欠である”と述べている。友人関係にお
いて「居場所のなさ」を訴える中学生に対して，畑山（2003）は居場所を見つけることが出来るような働きか
けを行い，事例として報告している。加えて，高塚（2001）は“近年，わが国における自殺者が増加傾向に
あるということは「居」場所を失ったと感じている人がそれだけ増えていることに他ならないだろう”と述べ
ており，居場所という感覚は，ともすれば人の生死まで分ける重要な感覚ともなりえるだろう。

先行研究
居場所に関して
では居場所とはどのように語られてきたのだろうか。居場所に関する研究はさまざまであるが，ここでは
児童期から青年期までの「居場所」研究を取り上げていく。これらの「居場所」研究の動向を大きく分けると
三つの流れがある。
1 つ目は「居場所」の概念を整理する研究（藤竹，2000；住田，2003．など）である。藤竹（2000）は居場所
を社会的居場所，人間的居場所，そして匿名的居場所の 3 つに分けて説明しており，社会的居場所は
“自分の存在が他人によって必要とされている場所”であり，人間的居場所は“自分であることを取り戻す
ことのできる場所”であり，匿名的居場所は“群集の一員となり今までの自分から抜け出せることからかえ
って自分を取り戻せる場所”と述べている。また住田（2003）は，居場所は主観的条件と客観的条件の 2 つ
で構成されており，主観的条件は“物理的な場所の如何にかかわらず，子ども自身が「居場所」としての
意味をその場所に付与することができるということ”としており，また客観的条件は“関係性と空間性という
二つの条件がある”とした上で，さらに関係性は“子どもがそれぞれに自分の意思にしたがって自由に振
る舞っても，そうした行動を他者が共感的に，同情的に理解し，受容し，承認してくれているのだと子ども
自身が判断し解釈できるような他者との関係”と述べ，空間性は“実際の関係は一定の物理的空間におい
て営まれる”と説明した上で， 特に子ども自身がその場所を「居場所」と感じることが出来るという主観性
を重視する見解を示している。
2 つ目は「居場所」の実証的な研究（富永・北山，2003．など）である。実証的な研究では小学生から大
学生までの幅広い年代層を対象に行われている。また，発達段階を考慮した研究も行われていた（杉本・
庄司，2006a；平井・小澤，1995；宮下・石川 2005．など）。
3 つ目は「居場所」作りに関する実践的な研究であった（川島，2004；鈴木，2003．など）。廣井（2000）は
非行事例をとりあげ，「居場所がない」という見方がどのように面接関係に効果を及ぼしたのかを検討して
おり，非行少年が「居場所がない」という不安にさらされた場合に対処する方法の一つを過剰適応，つまり
環境のしがみつきであることを述べている。その上で，過剰適応も含めて全体として少年を受け入れるこ
との重要性を示唆している。また，橋本（2007）は適応指導教室で居場所を見つけた中学生の軌跡を辿り，
適応指導教室の居場所としての機能という観点から考察している。以上のように児童期から青年期にかけ
てさまざまな居場所研究が行われてきた。
G.A.Kelly.と個人的構成概念理論（Personal Construct Theory）について
次に，レパートリー・テストの基の考えとなった個人的構成概念理論（PCT）について先行研究を交えて
説明していく。若林（1992）は G.AKelly.のパーソナリティ理論の鍵となる概念は，「構成概念」であると述べ
ており，“ここでいう構成概念とは，外界を認知し，解釈する枠組みであり，個人が事象を分類し，行動の
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過程を組み立てるために使用する概念である”と述べている。つまり，構成概念は“「現実を眺める透明な
パターンあるいは眼鏡のようなもの」（堀毛，2005）”であり，個人は世界を独自のフィルター（つまり構成概
念）を通して認知しているのであると考えたのであった。この個人的構成概念理論（PCT）を基に作られた
のがレパートリー・テストであった。本来のレパートリー・テストは役割構成レパートリー・テスト（Role
Construct Repertory Test）とよばれるものであった。
レパートリー・テストを用いた先行研究を概観してみると以下のようなものがあげられる。澤田・長瀬他
（1990）は中学生の友人概念に関する研究でレパートリー・テストを使用し，子どもたちが友人をどのような
特徴を持つ者として認知しているかといった，意識あるいは概念レベルでの検討を行い，青年期前期の
子どもたちが友人をどのような人物としてみているか，その際，どのような概念枠を用いて友人をとらえて
いるかを明らかにした。また，澤田・八木・藤田（1990）ではパーソナル・コンストラクトの発達的変化を見る
ために中学 1 年生から 3 年生にかけての追跡的調査を行っている。長江（2005）は大学生のシャイネスに
対する構成主義的認知療法の効果研究の中で社会不安を対象にレパートリー・テストの尺度化を試みて
いる。また，米田・金丸（2007）は青年期の人々を対象にレパートリー・テストを使用し，自立の概念を探り，
自立のモデルを提唱している。
レパートリー・テストは“被験者が自分でどのような構成概念次元を使うことも自由であるという点では構
造化されていない。この点は重要である（若林，1992）”といわれている。つまり，対象者がどのような認知
をもってして世界を捉えているかということを研究者は制限できないということである。しかし，レパートリ
ー・テストの実施という側面から見るといくつか短所がある。若林（1992）が示したレパートリー・テストの問
題点は以下の 3 点である。簡単に要約したものを載せる。
①被験者が使用する構成概念に表面的な構成概念（たとえば「男－女」など）が多い場合である。しかし
この場合，表面的な構成概念を安易に削ることは単純には賛成できない。
②文化的な違いによる問題点（例えば人物を重複なく挙げるという点で，日本人では欧米よりも交友範
囲が狭いことも指摘されている）
③Rep.テスト自体が被験者にかなりの知的水準を要求するという点
また藤原（1973）はレパートリー・テストについて使用してはいけない構成概念を以下のように述べてい
る。
①役割人物を記述するために使用してはいけない構成概念（成功－不成功，好き－嫌い）
②場面的構成概念（同じ学校の出身者，同県人）
③過度に特定の人にしか当てはまらない構成概念（職業名）
④過度に誰にでも当てはまる構成概念（男－女）
⑤表面的構成概念（背が高い－低い）
⑥あいまい・意味不明な構成概念，他の人に通じにくい理解困難な構成概念（黒－白）
以上が藤原（1973）の指摘した点であるが，若林（1992）は“こうした条件が Kelly が本来考えていた Rep.
テストの自由で随意的な性質を損なうのではないか”と危惧している。なぜなら，このような表面的な構成
概念で世界を認識している個人がいないとは言い切れない現状もあるからである（つまり表面的な構成概
念で世界を認識している人はいるということである）。
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思春期に関して
本研究で中学生という時期を調査の対象に据えたのは，筆者自身が中学生の時に居場所がないと感じ
たからという理由はあるが，発達段階の観点から，思春期は疾風怒涛の時代といわれる時期であり，不安
定になりやすいと考えられているからである。
まず思春期は第二次性徴という身体的な変化が顕著に現れる時期である。この点から最上（2005）は思
春期の女子において“女の子の場合は男の子のような性の衝動というより，自分の体の変化を気にするよ
うになり，他人がどう見るかということを非常に気にし，悩む傾向が見られる”と述べた。身体的な変化には
個人差があるため（周りに気づかれてしまうのではないかと感じることも多いだろう），周りの子と自分は何
か違うのではないかと思い悩む生徒も少なくないだろう。また，女子に限らず，男子にも身体的な変化が
起こり，いわゆる多感な時期にさしかかる。岸（1999）は“男性の場合には，突然に偶発的に（意図的な場
合もあるが）マスターベーションによる射精を経験することになる。つまりは「善」であった自分に「悪」が入
り込んでくるのである。そして，この具体的体験は，これまでの自己イメージだけでは，自分自身を支えら
れないことをその時期の子どもたちに漠然と気づかせることになる”と述べている。
身体が不安定な時期には少なからず，精神的にも不安定になる可能性は大きい。“思春期や青年期は，
第二次性徴や社会の価値観との葛藤など，身体と精神がそれまでのバランスを失い不安や動揺を感じや
すい時期である（越川，2005）”といわれ，児童期までの価値観が揺らぎ始め，新しい価値観が身につき
始める段階でもある。林（2007）は“思春期には養育者からの心理的な自立が始まることも多い。それは，
子どもの認知的な発達により，ちょうどこの頃，抽象的な思考が可能になり，社会や世界といった広い視
野に立ち，自分の存在を外の視点でみて，今まで受け入れてきた価値観を相対化することが出来る時期
に達することが多いからである”と述べている。つまり子どもから大人への階段を登り始めた段階であり，
今まで自分が持っていた価値観と外側からの価値観を試行錯誤しながら，融合させ始めるのである。
衣斐（2005）は思春期の発達過程を述べる中で“自立への憧れと同時に不安や恐れが増大する。孤独
であることや他者との違いにことさら過敏になり，自分とは何かを模索する。不安定やアンバランスになり
やすく，挫折や危機を経験し，時に問題を顕在化させる。仲間集団になじめず内向きに入りすぎると，孤
立しこもりがちになる。臨床的には不登校や引きこもり等として顕在化する。逆に，家族から離れ外向きに
行きすぎると，仲間に合わせすぎて自分を見失ったり社会のルールを逸脱する。臨床上では，非行等の
反社会的問題になる”と述べている。また，内的な葛藤を抱えている者同士の交流を強く求めるのもこの
時期であると思われる。しかしながら，その相手である同世代の者も，自分と同じような状況にある（個人
差はあるが，葛藤状態を抱えているといえるだろう）。上手く自分の葛藤状況を共有できる他者（大体が友
人であるが）の存在はとても大きいだろう。しかしながら，他者と葛藤状態を共有するまでが難しいのでは
ないだろうか。現在では「人間関係の希薄化」がいわれて久しい（速水，2006）。“希薄化とは，互いに傷
つかないよう深入りしないことを結束とし，相手に気をつかったり表面的な同調を共有したり，あるいは逆
に親密な関係になることを回避しようとするという傾向である（藤井，2000）”。このように共有できる他者が
居ない場合（あるいは作ることが難しい人など）では，極端な考え方をしてしまい（なおかつそれが普通だ
と本人は疑わない），そのまま 1 人で抱え込んでしまう者も少なからず，存在していることであろう。思春期
や青年期は他の年代に比べ，子どもから大人への過渡期となるため，より身体的にも精神的にも不安定
になりやすいといえるのではないだろうか。このような不安定な時期だからこそ，居場所という安心して身
をゆだねることが出来るということが必要なのではないだろうか。
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研究
これまでの居場所研究では実証的な研究は多くなされてきたが，居場所の質的な研究についてはまだ
数えるほどしかなされていない。居場所について質的な研究を行っているのは小畑・伊藤（2003）の研究
である。この研究は自由記述による構成概念の抽出を行っていた。さまざまな居場所研究がなされる中で，
1990 年代からの居場所研究を概観した杉本・庄司（2007）は，これからの居場所研究の課題を以下の 4 点
にまとめて提示した。
①「居場所」の質的分類による分析
②人を取り巻く複数の「居場所」の総合的な分析
③「居場所」を選択する要因の分析
④メンタルヘルスとの関係
加えて杉本・庄司（2007）は居場所を構成する感情要因については“どの研究においても抽出されてい
る要素が「精神的安定」であり，「居場所」における安心感をはじめとして，精神的に安定している状態を
表すものといえる”と述べており，また，則定（2006）は多くの先行研究において，“場所，人，行為，感情，
時間といった要素が重要視されてきたという点では，多くの先行研究において一致しているように思われ
る”とした上で“しかし，未だ居場所の定義が明確でないため，この点に関しては，詳細な研究を行う必要
がある”と，示唆していた。則定（2006 ）は「心の居場所がある」または「心の居場所がない」という感覚に
焦点をあて，「居場所がある」場合の場所，時，気持ちについて（ない場合も同様に）調査をしている。そ
の中で，居場所の意味づけに関しては，「安心」，「ほっとする」といった感情面を重視する回答が目立っ
たことを指摘している。
以上を踏まえ，本研究では杉本・庄司（2007）が示した①「居場所」の質的分類による分析の部分である，
その中でもほっとするということはどういうことなのかに焦点をあてて探っていくことを目的とする。つまり居
場所（というと物理的か心理的かといった議論になるだろうがここでは，どちらの意味も含んだ形で使用し
ている）の中でもほっとするという感情面に限定したところ（居場所の構成概念の中の一部分である）を具
体的に探っていき，その現象を明らかにしていくことである。そうした上で，ほっとする居場所の具体的な
現象を明らかにし，居場所のなさを感じている人に対する援助に微力ながら貢献することを目的とする。
加えて，レパートリー・テストがさらに臨床的な面接場面などに活用させるため，レパートリー･テストの使
用の可能性と問題点を見出すことを目的とする。

分析結果
因子分析による探索的分析
レパートリー・テストから得られた結果を元に，対象者 9 名（対象者 B～L）のそれぞれのコンストラクトの
特徴を掴むため，探索的因子分析を行った（重み付けのない最小二乗法，プロマックス回転）。しかしな
がら，対象者 D，E，G，J については結果が出たが，1 因子構造であり，結果が出なかった場合は規則性
なしという結果だった。以下に例として対象者 B の探索的因子分析結果を提示する（表 1）。
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Table1.対象者 B のコンストラクトの因子分析
Table1.対象者
Table1.対象者 B のコンストラクトの因子分析結果
のコンストラクトの因子分析結果・
因子分析結果・3 因子(
因子(重み付けのない最小二乗法
けのない最小二乗法・プロマックス
最小二乗法・プロマックス回転
・プロマックス回転)
回転)
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

.978

.176

-.504

する事がない－ガヤガヤしてる

.971

.038

.072

つまんない－楽しい

.962

.003

.041

なんする事がない－友達がいっぱいいる

.944

.085

-.103

楽しくない－うるさい

.936

-.079

.157

楽しくない－明るい

.762

-.153

.389

-.465

.389

-.177

.144

.995

.293

.074

-.923

-.064

-.016

.257

.851

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

つまんない－おちつく

第Ⅰ因子：「
「つまらない」
つまらない」

遠い－近い
人が多い－元気

第Ⅱ因子：「
「未知」
未知」

なんも売ってない－いろんな物が売ってる
最近行かない－毎日いる

第Ⅲ因子：「
「行く頻度」
頻度」

因子間相関
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

1.000

.05

.297

1.000

-.189
1.000

対象者 B の因子分析結果において，3 因子構造が得られた（表 1.）。第 1 因子には「つまんない」「する
事がない」「つまんない」「なんもする事がない」「楽しくない」「近い」といった項目が含まれていた。対象
者 B の面接記録からは‘家はつまらない’‘一人になると何もすることがなくてつまらない’‘家本当につま
んない，楽しくない’‘一人だから。みんな何かしらしてるから，なんも面白いことがないから～つまんな
い’といった内容が語られた。したがって，第1 因子を「つまらない」と命名した。第2 因子には「人が多い」
「いろんな物が売ってる」といった項目が含まれていた。対象者 B の面接記録からは‘駅前は人が多い’
‘多いとなんか･･･嫌だ’‘友達とかだったらいいんだけど，なんか変な人とかいっぱいいるから～’‘お店
非常に売ってる’といった内容が語られた。したがって第 2 因子を「未知」と命名した。第 3 因子には「最近
行かない」といった項目が含まれていた。対象者 B からの面接記録からは‘お店とか友達の家よりは行か
ない’‘友達の家と Y 小は毎日居る’といった内容が語られた。したがって第 3 因子を「行く頻度」と命名し
た。
コンストラクトを概観してみると，対象者 B にとって居る場所に対する捉え方は，つまらないか楽しいかと
いうことが重要であるようだ。第 1 因子である「つまらない」はほぼ，家に対してのコンストラクトである。極
端に家という場所に居たくないことがここから窺われる。家は常につまらないので，家の他に行く場所（エ
レメントにある場所）を自分から作っていくことを楽しそうに話していた。そして，‘友達がいっぱい居れば
居るほど自分の居場所見つかる’と語ったことからも，その場で友達を増やしていくことによって，自分が
居ていいと思える場所を増やしているように思える。自分がほしいもの（楽しさ）を自分から求めて行動し
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ている点で対象者 B の健康さが窺える。人といる楽しさを常に求めているということからも，根底には 1 人
になりたくない寂しさを抱えているのかもしれない。また，対象者 B は「家」のエレメントを最後に記入した
ことから，家という場所には必要最低限しかいないのではないかを考えられる。または，そこまで重要視し
ていないとも考えられるだろう。
対象者 B のように，他の対象者についても探索的因子分析を行うことでレパートリー・テストから得られ
た場所の特徴を掴むことが可能となった。
質的分析（M-GTA 法を用いて）
レパートリー・テストを使用した半構造化面接での記録を基に，中学生 9 名（対象者 A～F，H～J）にとっ
てほっとするとはどういうことかについて質的に分析を行った。データ分析は木下（2007）によって開発さ
れた修正版グラウンデット・セオリー・アプローチ（以下，修正版 M-GTA とする）を用いて行った。本研究
において修正版M-GTAを質的分析の方法として採用した理由は①従来GTAが限定的な研究領域の限
定的な研究テーマの研究に適していること，②データの切片化をせずに，現象の大きな流れやデータの
統合性を重視すること，③分析ワークシートとよばれる書式を使用することによって，わかりやすく体系化
されていることである。
続いて M-GTA の結果と考察について述べる。結果を説明する際，筆者の解釈や考察の内容も自動的
に含まれるため，一緒に記載していくことにする。結果の書き方については，概念は□，小カテゴリーは
<>，中カテゴリーを《》，大カテゴリーを【】で表すことにする。また対象者の言葉は「」で，そして中略は<･･･
>で表すことにする。中学生にとってほっとするというプロセスは【ほっとしなさ】から【変化自在の通り道】を
経て【ゆるぎない安定感】に辿りつくプロセスであった。【ほっとしなさ】は《外界からの影響大》と《人と関わ
る時の居心地の悪さ》との相互作用からなり，続いて【変化自在の通り道】であるグラデーション部分に突
入し，<人とのつながりを確認>，<嫌な子がいなくなり，気まずい雰囲気からの解放>，家という空間に落ち
着くを経て【ゆるぎない安定感】につながっていく。【ゆるぎない安定感】は<適度な距離感のある安定した
関係>と<人と楽しく過ごす時間・空間>の 2 カテゴリーからなる，人との関わりを重視した層である《人と居る
ときの居心地の良さ》と，<周りに人が居ても１人になれる>，<１人に集中>，<ほっとしてる感覚>の 3 カテゴ
リーからなる 1 人の時間を重視した層である《自分の世界》の合計 2 層から成り立っている。また，逆に【ゆ
るぎない安定感】から【変化自在の通り道】を経て【ほっとしなさ】に帰ってくるプロセスでもあることが明ら
かになった。【ゆるぎない安定感】から【変化自在の通り道】である<グループ間の緊張状態>を経て，【ほ
っとしなさ】へたどり着く。このプロセスにおいて注目したい点は【変化自在の通り道】である。【変化自在
の通り道】はほっとするとほっとしない状態のいわば中間地点に位置するプロセスである（図 1 参照）。
ここからは，注目したい【変化自在の通り道】について詳しく述べる。【変化自在の通り道】での中心的な
カテゴリーは家という空間に落ち着くという概念である。この概念は，物理的にも感情的にも一旦リセット
するという流れがある。ここでの対象者は「家っていう空間に･･･落ち着く」と語り，また他の対象者は「こう
家に帰ってきたときですかね～なんか学校のことが終わって，家に帰ったとき」と語っている。本研究にお
いては反対の流れ（家から学校に行くときの感情状態）は見出されなかったが，出てきたヴァリエーション
を解釈していく際に，この反対の流れも存在している可能性があるのではないだろうかと推測された。家
から出て行くときに気を引き締めて出発することは，日常的に私たちが行っているのではないだろうか。
そういった意味で，外界（外の世界）から安全基地（家という空間）への移行は重要なカテゴリーであると解
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《人と居るときの居心地
るときの居心地の
居心地の良さ》

【ほっとしなさ】
《人と関わるときの居心
わるときの居心
地の悪 さ 》
<人といるときの居心地の悪さ
>
･他人との居心地の悪さ
・家族の雰囲気の悪さによ
る居づらさ
・嫌いな人と一緒にいる
・周りに人が居て一人に
なってしまう
・周囲の人から見下され
るように感じるとき
<被評価意識
>
<外的要因による落ち着かなさ>
・周りの人から受ける影響によるほっと
しなさ
・感情がゆさぶられる人・場面との遭遇

<人と楽しく過
ごす、時間・空
間>
・遊べる・話せる

<人とのつなが
りを確認>

人がいる家にな
り、楽しい空間に
なる
・人がいっぱいい
てうるさいくらい
に盛り上がり、楽
しい感じ

嫌な子がいなくなり，気まずい雰
囲気からの解放
グループ間の緊張状態
<嫌な子の存在の有無によ
る変化・動き>

家という空間に落ち着く

<周りに人が居ても一人になれる
>
・落ち着く
環境・条件

前の状況から今の状況への移行

《外界からの
外界からの影響大
からの影響大》
影響大》
<不可抗力による焦り>
タイムリミットがあるときに
沸き起こる焦り

【変化自在の通り道】

・心地よい
静かさ
・とらわれ
ない一人

好きな
自然を
感じ、
気分
がい
<1人に集中>
い
・落ち着いて
自分の心を見
ることが出来
る

<適度な距離感のあ
る安定した関係>
・友達と一緒
・家族みたいな感
じで気兼ねせず行
ける
・家族より距離が
ある関係でのくつ
ろぎ

日常での
安心感

・自分らしくいられる
・気を使わなくていい
・好きなことをしている
・家族のやっていること
が気にならずに居られ，
自分のことをやってい
る
《自分の
自分の世界》
世界》

<ほっとしてる感覚>
・時間が止まって
いるような感覚
・暖色でたとえら
れるような暖かな
感覚

【ゆるぎない安定感】
図 1．中学生にとってほっとするとは？

釈した。
小カテゴリーでは<人とのつながりを確認>と<嫌な子の存在の有無による変化・動き>の 2 つがある。この
2 つの小カテゴリーは人と関わるときに起こる感情の動きである。1 つ目の<人とのつながりを確認>は母親
の存在を確認できたときの安心感・安堵感と相手の反応・行動で不安感が軽減の 2 概念が見出された。
対象者は「今女 3 人で同じ部屋で布団になって寝てるんだけど，そのときにこう横向いて～横向いた時に
ちゃんとお母さんが居たとき～<･･･>子どもだけど，やっぱそういう時はほっとする。ケンカしてないときは
～<･･>あ～よかった～って」と語り，「ちょっとぎくしゃくした関係がちょっと･･･でも感じる相手であれば･･･
やっぱ･･普通に返してくれたらほっとする」と語っていた。これらの根底にあるものは不安（母親の場合は
ある種の見捨てられ不安，友達の場合は以前にシカトされたという体験があったので，今回もシカトされる
のではないかという予期不安）であり，このような不安状態を持ちながらも相手にアプローチし（存在の確
認であったり，話しかけるという行為），その結果である存在や相手の行動（そこに居ることや普通に返事
をしてくれるということ）によって不安状態の高かったものが低下し，安心（安堵）し，さらに人とのつながり
を確認できるという流れがあると解釈された。
2 つ目の小カテゴリーである<嫌な子の存在の有無による変化・動き>では嫌な子がいなくなり，気まず
い雰囲気からの解放とグループ間の緊張状態の 2 概念が見出された。嫌な子がいなくなり，気まずい雰
囲気からの解放で対象者は「嫌な子がいたら～･･･逃げたり～そのまま一緒に遊んでる友達の家に逃げ
たり，あっちも逃げるときがあるから，あっちが逃げたときにはほっとするみたいな<･･･>その子がいなくな
るから」と語り，嫌な子が居るときには落ち着かない状況であることも推測された。嫌な雰囲気が解消した
ときにようやく気が休まると解釈した。グループ間の緊張状態で対象者は「本当に嫌いな子が居るときが
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あるから～なんか，安心できなくなって～，その子の悪口･･その子の～そっちのうちらのグループの悪口
<･･･>その子のグループの悪口を言うから～すごい言い合いになったりしちゃうときもあって，そういう時
に落ち着かないかな、だからそういう時に･･･そういう仲悪いときはほっとしないっていうのがある」と語り，
人との関わりあいの中で波風が立つような雰囲気がグループ内に流れているときであって，その波風が
立つような雰囲気というものが人によって生み出されていると解釈できる（特にこの場合では仲の悪い友
達）。そして，この二つの概念は双方向に動くと解釈した。つまり，人との関係性によって移動する概念で
あると位置づけた。
また前の状況（一種の緊張）から今の状況への移行では，対象者は「宿題とかがあって宿題が終わると
～ほっとする」と語ったり，また他の対象者は「難しい技が出来たときとか<･･･>は～できてよかった～って
<･･･>なんか怪我しそうで怖いとか，そういうのがあるから，は～よかった～って」と語ったことから目標達
成による不安な状態からの解消と解釈した。この移行はタイムリミットがある時に沸き起こる焦りから発生し
（ある対象者は「なんか･･･なんか･･･提出してないものがあると･･･なんかやべやんなきゃみたいな」と語
っている），宿題という提出期限がある状態から，その宿題が終わる段階までの移行作業前の状況（一種
の緊張）から今の状況への移行を歩むことによって，終わりに達した瞬間に今まで張り詰めていたものが
解けると解釈した。ここでは外的な要因が主に本人の感情状態に影響を与えている。外的な要因には終
わりがあるため，この状態は一時的なものであるだろう（程度の差はあるだろうが）。
これらの移行の状態とは少し異質なものも明らかになった。それは興奮が冷め，冷静になるという概念
である。この概念で対象者は「こう，なんかマージャンで自分の考えが上手くいくとわ～って興奮するけど，
こうそのあと，なんか冷静になってきてるときってほっとしてると思います」と語っており，これはある意味ポ
ジティブな状態からのクールダウンであり，プラスの状態が下がり，落ち着いてくる状態を表していると考
えられる。本研究では 1 概念のみでカテゴリーに含められなかったが，このプラスからのクールダウンの
方向性は他にもあると考えられる。このように【変化自在の通り道は】グラデーションのように，双方向に行
き来していると解釈した。
今回の結果を概観してみると，【ゆるぎない安定感】と【ほっとしなさ】の境目は明確に決められるもので
はなく，結果図のような曖昧なグラデーションのような状態であった。中間地点である【変化自在の通り道】
を細かく見ていくと，【ゆるぎない安定感】と【ほっとしなさ】の双方にまたがり，なおかつ人と関わる領域と
外的な要因の有無における領域によって構成されていることが明らかになった。今回の質的研究で明ら
かになった結果図には，これから追加されるべき概念が存在すると思われる。また、今回の結果図（○を
二つ組み合わせたもの）は最終的にはメビウスの輪のように循環すると考えられる。つまり，【ほっとしな
さ】から【変化自在の通り道】を経て【ゆるぎない安定感】にたどり着き，もう一方の【変化自在の通り道】を
経て【ほっとしなさ】に戻るという循環である。今回では，【変化自在の通り道】の移行先は【ほっとしなさ】か
ら【ゆるぎない安定感】である場合が多かったが，この逆の通り道も存在していると推測できるからである。
この反対の流れは今回の結果ではグループ間の緊張感の流れだけであったが，【変化自在の通り道】に
は更なるヴァリエーションがあると考えられるからである。そのヴァリエーションについて仮説を立てる。1
つ目の仮説は【変化自在の通り道】の中にある家という空間に落ち着くでは【ゆるぎない安定感】から【ほ
っとしなさ】への移行も存在するということである。つまり，学校に行くという状態の時には，家に帰ってくる
という安心感よりは，外界へ出て行く時の気持ちの引き締めというプロセスが存在するだろうと予想できる。
2 つ目の仮説は【変化自在の通り道】の中にある<人とのつながりを確認>の場合では，仲の良かった友達
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にある日突然シカトされ，友達とのつながりを確認できないという逆の流れも中学生の日常にはありふれ
ていると考えられるからである。つまり，昨日まで【ゆるぎない安定感】の中にある《人と居る時の居心地の
良さ》であったが，今日はなぜか【ほっとしなさ】である《人と関わるときの居心地の悪さ》に移行する道を
辿ってしまうということである。3 つ目の仮説は【変化自在の通り道】の中にある前の状況（一種の緊張）か
ら今の状況への移行の場合には，テニスのラリーの順番を待っている時には緊張しないが，ラリーが始ま
ると，こっちに打たなければというような緊張を伴うという流れも存在するだろう。このような仮説からメビウ
スの輪のようなモデル図が完成すると予想される。ほっとするという現象はメビウスの輪のように，表【ゆる
ぎない安定感】の部分かと思えば，ねじれ【変化の通り道】，裏【ほっとしなさ】に変わり，と思えば【変化自
在の通り道（逆バージョン）】をくぐり，表【ゆるぎない安定感】にたどり着くように循環していると考えられる。
このような常に揺らいでいるものであり、【ゆるぎない安定感】に定住はできないことも多くあると思われる。
臨床的な観点から考察を試みれば，このようなほっとする現象はメビウスの輪のようであるということを心
に留めて，クライエントと話すことには意義があると思われる。例えば，中学校のスクールカウンセリング場
面において，思春期における「居場所のなさ」を主訴に来談する生徒がいたとした場合，「ほっとする居場
所」を見つけ，一見問題は解決したように思われる。カウンセラーも，一安心することがあるだろう。しかし
ながら，また同一人物が同じ問題で相談室に舞い戻ってくることも事実としてある。そうした時にカウンセ
ラー側がほっとするという居場所が常に揺らぎ，移ろいやすいという現象であるとの心構えがあれば，こ
のような事態が起こることを想定の範囲内として取り扱うことができるのではないだろうか。つまり，クライエ
ントがメビウスの輪の中にいるようなイメージを持って面接に望むことがカウンセラーには有効であると思
われる。その輪から抜けることが問題解決というよりは，輪の中で移動し続けることがまさに思春期の一側
面なのだろう。

事例分析（対象者 A の 5 回の語りを通して）
対象者 A（中 3，女性）とは 2 ヶ月に 1 回のペースでレパートリー・テストを媒介に面接を行った。そして，
毎回の面接の最後に対象者 A にとっての居場所について語ってもらった。ここでは 5 回の面接で共通し
て聞くことが出来た居場所についての語りを中心にまとめる。
第 1 回目；「周りに気を使う」
居やすい場所と居づらい場所を中心に語る。特に居づらい場所は嫌いな人が近くに居る時であり，そ
の友達の影響で自分の感情が不安定になるという内容であった。場所によって自分が変わるということも
述べており，周囲の人の目を気にしてしまい，なかなか自分の好きなようにはふるまえない対象者 A のも
どかしさを面接中に感じた。
第 2 回目；「友達の存在の大きさ」
理想の居場所と現実の居場所を中心に語る。理想の居場所では自分の思ったこと何でも言えるような環
境で自分が嫌いな人が誰も居ないという内容であった。加えて何でもいえるような友達が居ればいいとい
うことに話しながら行き着くのであった。一方現実の居場所では自分が何を話せば相手が満足するかとい
うことを気にしながら生活している現状が垣間見えた。友達という存在が大きいがゆえに，自分をなかな
か表現することが難しい様子であった。
第 3 回目；「自分ってなんだろう」
現在の居場所は狭いということを語る。学校での居場所については狭い、なぜなら嫌いな人がたくさん
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いるからである。一方で家の自分のスペースに愛着が湧いてきたと話していくが、最後になって「でもや
っぱり違うのかも」と述べ，対象者 A の居場所が揺らいでいる印象を受けた。
第 4 回目；「人に頼らない」
前より良くなったと語る。人に頼らなくなったからと述べ，必然的に人に頼ることができなくなった出来事
があり，それを機に対象者 A は自分のするべきことをやろうと考えたのだった。4 回目の時期は受験を控
えており，そのことが対象者 A の思考に影響を与えたことが窺えた。
第 5 回目；「居場所」
居場所は人との関係だと思うと語る。人との関係によって作られるため，人との関係が悪くなれば居場所
は悪くなり，人との関係が良くなれば良くなると感じている。そういう居場所が全てなくなったら 1 人で自分
の居場所を作って，さまざまなことを考えたりしてから友達との居場所に戻っていくと語る。だから 1 人の
居場所も友達と一緒に居る居場所もどっちも必要である。
考察；対象者 A にとっての居場所とは他者との関わりの中において居場所を見出すことであった。しか
しながら，現実の居場所は自分の理想の居場所とは異なるものであった。対象者Aにとって納得がいく居
場所を見つけるためには1人の世界を持って内省することで，自分がこれでいいのかと捉え直し，再確認
する時間（すなわち 1 人の居場所）が必要であったことが分かる。藤竹（2000）は居場所を3 つの居場所に
分けて捉えているが，ここでいう他者との関わりの中での居場所は“社会的居場所”であり，自分を捉えな
おす時間という一人の居場所は“人間的居場所”に相当するものであるだろう。対象者 A にとっては友達
と関わる“社会的居場所”は今の自分の居場所ではなかったと思われる。その現実にもがき，自分一人の
“人間的居場所”を持つことによって，自分を捉えなおし，その上で，自分を見直し，考え方を変えること
によって“社会的居場所”を自分の居場所として獲得していく準備を整えていったのではないだろうか。藤
竹（2000）は“空間を自分にとって満足のできる場所として人間が意味を見出した時にそこは人間にとって
居場所となる”と述べており，そして，集団の中での自分の居場所，個人としての自分の居場所はどちら
がいいというわけではなく，どちらも大切であり，対象者 A にとっては今社会的な居場所の獲得が重要な
課題であったことが考えられる。

総合考察
レパートリー・テストでの結果を概観し，性差の観点から考えてみると，男子は物理的視点，目的的視点
で居る場所をとらえており，女子は周りとの関係を重視して居る場所をとらえている傾向があるということが
分かった。そして，このような性差はあるにしても，居る場所に対するとらえ方は人それぞれ，異なるという
ことが明らかになった。藤竹（2000）は，さまざまな居場所について語っているが，“人間的居場所は社会
性の弱い居場所であるけれども，私的空間を形成し，社会的居場所で感じる緊張を解放する場所として，
人間にとって不可欠の場所である”と述べており，ここでいう人間的居場所は“我が家に帰ってくるとほっ
とする”場所や，“仕事の疲れを癒すことができ，ほっとひと息つける場所”のことであるとしている。このよ
うに，ほっとできる居場所というものは，人間にとって必要なものであるだろう。そして，発達段階において，
“激しい変化を伴う思春期（越川，2005）”には，自己のゆらぎを抱えながらも，自己の価値観や新しい社
会との価値観に左右されながら奔走し，心理的自立を始めていかなければならない時期であり，ほっとす
る居場所は思春期の彼らにとっても必要なことであると考える。本研究では，中学生が居る場所の中でも
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ほっとするという感情面に焦点を当てて，ほっとするとはどのようなことかについて質的な研究を行ってき
た。最終的に，ほっとする（またはしない）はグラデーションのような現象であることが推察された。そして，
仮説を合わせて考えた場合，メビウスの輪のイメージを編み出した。ほっとするとほっとしないという現象
は【変化自在の通り道】というメビウスの輪でいうねじれの部分が存在しており，ほっとするとほっとしない
は二元論では語れないことが示唆された。つまり，ほっとするほっとしないとは，常に一定ではなく，揺ら
ぎやすく，移ろいやすいということである。メビウスの輪のように，【ほっとしなさ】であったかと思えば，【変
化自在の通り道】を通っており，いつのまにか【ゆるぎない安定感】の領域に足を踏み入れているというこ
とが起こっている可能性があるということだ。この仮説を現実の臨床場面でどう生かすかについて考察し
た。例えば中学校のスクールカウンセリング場面において，居場所のなさについての問題が一見解決し
たかに見えるということもあるが，本当の意味での解決とは言えないことも多い。そういった時に，カウンセ
ラー側がほっとするという居場所が常に揺らぎ，移ろいやすいという現象であるとの心構えがあれば，こ
のような事態が起こることを想定の範囲内として取り扱うことが出来るのではないだろうか。つまり，クライ
エントがメビウスの輪の中にいるようなイメージを持って面接に臨むことがカウンセラーには有効であると
思われる。その輪から抜けることが問題解決というよりは，輪の中で移動し続けることがまさに思春期の一
側面なのだろう。そして，事例では 5 回の面接を通して，対象者が居場所を語ることで居場所が出来上が
っていく過程を追うことが出来たのではないかと思われる。
本研究では，対象者にとっての居場所は言うまでもないが，「対象者自身の居場所」であって，時として
カウンセラーはその居場所の提案を優先しがちであるが，居場所感を聞き続けることにより，対象者の中
で，形にならなかったものが，対象者自身が居場所について語ることを通し，徐々に形作られていくことも
あるということが示唆された。レパートリー・テストを使用することにより，その回答を視覚的に認識すること
は，本人がどの場所・感覚を大事にしているかを再確認できると考えられる。このように，本人の「科学者」
である部分が前面に出ること，それがレパートリー・テストの強みであり，本人の視点で面接を進めていく
上で強力なきっかけになるだろうと思われる
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