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本研究の目的は 2008 年 3 月に告示された学習指導要領で新しい教科内容として位置付けられた多様な動きをつく
る運動の教材づくりを行い、その実践事例の分析結果について報告することである。学習指導要領で示された多様な
動きをつくる運動の内容をみると、単純な動きを習得させることが主な内容となっており、児童らの意欲的かつ継続
的な試行を引き出すことは容易でないと予想できる。そこで本研究では児童らの断続的な試行を引き出す教材づくり
を工夫し、結果的に成果を上げることができるよう意図した実践を行った。
具体的には回る、渡る、バランスを保つ、跳ぶ、登るという学習指導要領に示されている動きを各ステージでのクリア制とし
て設定し、ある一定水準の動きができれば達成とする課題を設けた。また各々のステージをクリアした場合も初級から特級ま
での４つの達成基準を設け児童らが継続的に学習できるような教材づくりを行った。
各授業における児童らの達成状況を学習カードに記録し、単元を通したそれら記録の変容について分析した結果、全て
の動きで児童らは有意に記録を向上させており、今回試行した教材の有効性を伺うことができた。

１．はじめに
2008 年に告示された小学校学習指導要領をみると、新しく「多様な動きをつくる運動(遊び)」が
小学校低・中学年で取り扱う内容として位置付けられている。その具体的な内容は（ア）体のバラ
ンスをとる運動（イ）体を移動する運動（ウ）用具を操作する運動（エ）力試しの運動で構成され、
それぞれに例示されていた運動は以下のような運動である。
・体のバランスを取る運動（遊び）
回る、寝ころぶ、起きる、座る、立つ、渡る、バランスを保つ
――――――
*茨城大学教育学部
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・体を移動する運動（遊び）
這う、歩く、走る、跳ぶ、はねる、登る、下りる、一定の速さでかけ足
・用具を操作する運動（遊び）
用具をつかむ、持つ、降ろす、回す、転がす、くぐる、運ぶ、投げる、捕る、跳ぶ、乗る
・力試しの運動（遊び）
人を押す・引く、力比べ、人を運ぶ、支える
これらの運動を授業で取り扱う場合、ある特定のルールの下で競い合うスポーツとは異なりゲー
ム性は失われる。したがって単純に各々の動きを児童らに提供していけば児童らの学習意欲は減退
しやすく、また継続的に学習を行わせることは難しいと予想できる。
そこで、本研究では児童らの継続的・意欲的な試行を引き出す多様な動きをつくる運動の教材づ
くりを行い、実際に作成した教材を適用した授業実践について報告することを目的とした。

２．方法
２．１．学習内容
今回、上述した内容を主な学習内容とし、茨城大学附属小学校 3 年生 1 クラスを対象に授業を行
った。ただし、①「用具を操作する運動」や「力試しの運動」は従来の学習指導要領に位置付けら
れていた基本の運動領域に設定されていたこと、②対象とした児童が 3 年生であったことから比較
的難易な運動を取り扱おうと考えたこと、
③多くの運動を取り扱うことは難しいと考えたことから、
本実践では「回る」
「渡る」
「バランスを保つ」
「跳ぶ」
「登る」の 5 つの運動を主な学習内容として
取り扱うこととした。
特に、各々の具体的な動きについては、表 1 に示す日本体育協会スポーツ医・科学専門委員会
（2007）が提案している「幼少年期に身に付けておくべき基本運動（基礎的動き）
」の評価観点を参
考にした。本実践で提示した課題は以下の通りである。
（1）回る動き：円盤（図 1）の中でジャンプしながら回転する。ジャンプする際には体を捻り真上
にジャンプしながら回転すること。
（2）渡る動き：角材（図 2）の上を走らないでバランスよくフラフラしないで歩くこと。
（3）バランスを保つ動き：バランスボード（図 3）に乗り、両手でバランスを取りながら立つこと。
（4）跳ぶ動き：フラフープ間（図 4）を跳ぶ。ジャンプする際には 1，2，3 で腕を振りながら勢い
よく斜め前方にジャンプすること。着地の際には脚をそろえて着地すること。
（5）登る動き：登り棒（図 5）を登る。登る際には両脚で登り棒を挟み両腕で力強く体を上方へ引
きつけること。
その後に両脚で体を押し上げること。
またそれら 2 つの動きを
「腕、
脚、腕、脚」と連動させながら登ること。
２．２．教材づくり
各々の動きを練習させるための教材を作成する上で、以下の 3 点を工夫した。
（1）子どもの運動欲求を触発する教具・教材の作成
図 6 は渡る動き、図 7 はバランスを保つ動き、図 8 は跳ぶ動きで使用した教具を示している。そ
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表1 基礎的な動きの種類と評価の観点（日本体育協会2007より抜粋）
基礎的動き ﾃｽﾄ項目名

測定方法

評価の観点・尺度

全体印象：準備動作から着地までを滑らかに行っている。
立位の状態から
両足で踏み切り、 ①体をまっすぐにして上方へ跳び上がっている。
両足まわり ターゲットとなる
回る
②バランスを崩さず着地できる。
跳び
角度に向けてひ
ねり跳び、安定し *目標の回転角度は、180、360度の2種類とし、テープなどでマークをつけてもよい。
た着地を行う。
**最終的に動作が止まった時点のつま先の方向で評価をする。
平均台の上を歩 全体印象：バランスよく、フラフラしないで歩いている（走ったようにしていない）。
く。折り返し地点
バランス 平均台歩き でしゃがみ平均台 ①交互に足を出している
を手で触れてから
②方向転換でバランスを崩さない
戻る。
全体印象：両脚で前方へ力強く跳躍している。
①膝と腰をよく曲げて準備している。
跳

立幅跳

②腕を後方から前方にタイミングよく振っている。
③離地時に身体全体を大きく前傾している。
④両足で着地している。
全体印象：動きが途切れず上まで登れる

よじ登る

登り棒

1本の棒を使って ①腕による引きつけと脚で棒を挟んで脚による身体の押し上げができる。
上まで登り、ゆっ
くりと降りる。 ②腕の引きつけと脚による押し上げが連動している。
③スピードをコントロールして安全に降りられる。

図 1（回る動き）

図 2（渡る動き）

図 3（バランスを保つ動き）

図 4（跳ぶ動き）
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図 5（登る動き）

れぞれの運動は子どもの運動欲求が触発される類似の運動場面を想定しながら教材を作成した。
渡る動きについては、子どもが塀などの細くて高さのあるものを、バランスを取りながら渡る姿
をイメージし、今回は角材（タテ 2m×ヨコ 10cm×高さ 10cm）を様々なところに散らし、途中の移
動は角材を歩きながら移動することとした。
バランスを保つ動きについては、ドッジボールやサッカーボールなどの上に乗る子どもをイメー
ジし、バランスボード（市販のモノ 2 種類とソフトボールを半分に切ったモノをタテ 40cm×ヨコ
40m の板に貼り付けたモノ）に乗ってバランスをとらせることとした。
跳ぶ動きについては、水たまりを飛び越そうとする子どもをイメージし、フラフープ間を立ち幅
跳びの要領で飛び越させるようにした。

図 6 角材（渡る動き用の教具）

図 7 バランスボード（バランスを保つ動き用の教具）

図 8 フラフープ（跳ぶ動き用の教具）

（2）目安を設定し運動目標や運動の結果がより具体的に把握できる教具・教材の作成
図 9 は回転する動き、図 10 は登る動きで使用した教具を示している。それぞれに子どもが運動目

-4-

吉野：多様な動きをつくる運動の教材づくりとその有効性の検討

標並びに運動の結果を把握しやすくなるような工夫（目安づくり）を行った。
回転する動きについては、図 9 に示すとおりドーナツ上の円盤を段ボールで作成し、45°毎に目
安をつけ回転できた運動を点数で理解できるようにした。丸数字は左回り用に丸数字でない方は右
回り用の点数であり、例えば 190°以上回れた場合は 5 点となる。
登る動きについては、図 10 に示す通り登り棒に赤色のラインテープで印をつけ（2m 地点と 3m 地
点）どこまで登れたのか、あるいはどこまで登ればよいのかがわかるように目安をつけた。

図 9 円盤（回る動き用の教具）

図 10 登り棒（登る動き用の教具）

(3)ステージクリア制による 5 つの運動のゲーム化
各々の運動課題はステージクリア制とした。表 2 に示すようステージ毎(ジャンプゾーン、ターン
ゾーン、バランスゾーン、クライミングゾーン)の達成（クリア）基準を設定した（角材の上を渡る
運動を除く）
。各々の児童は初級からスタートし、4 つのステージを全てクリアしたら中級及び上級
へと進めることができるとした。先述した角材の上を渡る運動はステージ間に配置し、ステージか
らステージへと移動する際には角材の上を歩くこととした（したがって、渡る動きについては達成
基準を設けていない）
。因みに図 11 はこれら 4 つのステージを設置した場を示している。また授業
を実践する前の単元計画を作成した段階では上級までの基準しか作成していなかったが、単元前半
（単元 2 時間目）で上級をクリアする児童が複数名出てきたため、急遽特級を作成した。

表2 ステージ毎のクリア基準
ステージ番号
第1ステージ
第2ステージ

ステージ名

初級

中級

上級

特級

110cm

130cm

150cm

170cm

ターンゾーン

8点

9・10点

11点

12点以上

（回る動き）

（約1回転）

（1+1/4回転）

（1+3/8回転）

（約1回転半）

高い板で5秒

高い板で10秒

高い板で目を閉
じたまま10秒

3m

3mを10秒

ジャンプゾーン
（跳ぶ動き）

バランスゾーン
第3ステージ
低い板で20秒
（バランスを保つ動き
第4ステージ

クライミングゾーン
（登る動き）

2m
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3mを腕だけで
登る
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図 11 5 つの運動課題を連結させた場

２．３．単元過程
表 3 に示す通り、茨城大学附属小学校 3 年生 1 クラス 38 名(男子 19 名、女子 19 名)を対象に 4
回の授業を実施した。実施時期は平成 20 年 11 月 5 日から 17 日までで、指導にあたったのは茨城大
学に内地留学している男性教諭（教職歴 20 年以上）である。
単元 1 時間目では、簡単な自己紹介、生活班(各班 4、5 名)によるグループ編成及び準備運動が行
われた後に今回実践するゲームのルール（ステージクリア制のゲームや各級のレベルなど）や各運
動の行い方についての説明がなされ、実際にゲームが行われた。また各運動の結果を記録する学習
カード(グループ毎に達成した記録を記入するモノ)の使い方についての説明があった。
単元 2 時間目以降は予備的運動として立ち幅跳びや回転跳びの準備動作として腕を振りながら勢
いをつける動きや閉眼片足立ちが行われた後にゲームが行われた。またゲームを実施する前には常
に前時の結果が公表され、児童達にはグループみんなでよりレベルの高いクラス(級)を目指すよう
意欲づけが行われた。特に、単元 2 時間目が終了した時点でのジャンプゾーン(跳ぶ動き)について
は 6 割以上(37 名中 25 名)、バランスゾーン(バランスを保つ動き)及びクライミングゾーン(登る動
き)については半数以上(バランス；37 名中 21 名、クライミング；37 名中 20 名)、ターンにおいて
も約 3 割(37 名中 11 名)の児童が上級を達成したので、単元 3 時間目以降は上級よりもレベルの高
い特級を設定することにした(表 6)。

表4 主な学習活動

表3 対象授業

児童

指導者

実施時期・
授業時数

茨城大学附属小学校3年生1クラス38
名（男子19名、女子19名）
教職歴20年以上・茨城大学に在籍す
る内地留学生
平成20年11月5日から11月17日まで
の計4授業

単元時数

実施日

主な学習活動

オリエンテーション(グループ編成、ゲーム
1時間目 11月5日(水) のルール説明、各運動の行い方、試しの
ゲーム、学習カードの使い方）
2時間目 11月6日(木) 予備的運動（立ち幅跳び、回転跳びの準備
動作、閉眼片足立ちなど）グループ(4，5人)
3時間目 11月10日(月)
毎に各ステージ・段階(初級から特級)への
4時間目 11月17日(月) 挑戦

３．結果と考察
(1)クラスの全体的な技能の変容傾向からみた学習成果
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表 5 は児童がゲームで達成したゾーン毎の記録（達成した級）について単元 4 時間分の平均ラン
クを示している。表 5 に示した通り、ジャンプゾーンにおける各授業の平均ランクは単元 1 時間目
1.64、2 時間目 2.60、3 時間目 2,76、4 時間目 3.00 と授業を重ねる度に平均ランクは高くなった。
同様に他のゾーンにおける平均ランクをみると、クライミングゾーンにおいて単元 3 時間目から
4 時間目にかけて 2.90 から 2.59 へと下がっている他は全てのゾーンで単元を通して高くなった。
これらの結果についてゾーン毎に有意性の検定（フリードマン）を行った所、結果は表 5 に示し
すとおり、全てのゾーンで有意な差が認められ（ジャンプゾーン；χ2=31.728, p<.001, ターンゾ
ーン；χ2=28.698, p<.001, バランスゾーン；χ2=41.927, p<.001, クライミングゾーンχ2=14.238
p<.01）
、クラス全体の傾向としては児童の運動能力が改善傾向にあったことを示している。

表5 クラスの全体的な傾向としての児童の記録の変化
1時間目 2時間目 3時間目 4時間目

χ2値

ｼﾞｬﾝﾌﾟｿﾞｰﾝ

1.64

2.60

2.76

3.00 31.782***

ﾀｰﾝｿﾞｰﾝ

1.60

2.53

2.81

3.05 28.698***

ﾊﾞﾗﾝｽｿﾞｰﾝ

1.48

2.33

2.88

3.31 41.827***

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｿﾞｰﾝ

2.05

2.47

2.90

2.59 14.238**
** p < .01, *** p < .001

(2)取得した級別にみた学習成果
表 6 は児童がそれぞれの授業で取得した級の人数をゾーン毎に示した結果である。先述したよう
に 1、2 時間目については特級を設定していなかったため、該当する児童はいない。
ゾーン毎の成果をみると以下のようであった。
(a)ジャンプゾーン(跳ぶ動き)の成果
最初の授業で 130cm 間隔（中級）に並べられたフラフープ間を立ち幅跳びで跳び越せた児童は
44.4%(16 人)、同 150cm 間隔(上級)においては 36.1%(13 人)とクラスの 8 割以上が 130cm 以上立ち
幅跳びをできていたことになる。反対に、それ以下の跳躍しかできなかった児童は約 2 割(19.4％、
7 名)で、その内 4 名は 110cm 間隔のフラフープを跳び越すことができなかった。
単元 2 時間目以降になると、110cm 間隔(初級)のフラフープを跳び越せない児童はいなくなり、
上級 150cm（間隔）を取得した児童が 7 割（67.6%）近くになった。特級(170cm)を設定した 3 時間
目以降、初級(110cm 間隔)並びに中級(130cm 間隔）取得者の変容はあまりみられなかったが、特級
を取得する児童は 7(20.6%)、8 名(23.5%)と 2 割以上に登った。
(b)ターンゾーン(回る動き)の学習成果
回転まわり跳びを行ったターンゾーンでは、
単元 1 時間目に児童が最も多く取得したのは中級(約
1 と 4 分の 1 回転)で全体の約半分(17 名、47.2%)で初球を取得した児童が 10 名(27.8%)、1 回転の
ターンをできなかった児童が約 2 割(7 名)いた。反対に 1 と 8 分の 3(450°)程度の回転ができた児
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童は 2 名(5.6%)しかいなかった。
単元 2 時間目以降になると、徐々に上のレベルの級を取得する児童が増えてきて、特に 3 時間目
以降 1 回転を跳べない児童はいなくなり、4 時間目においては 1 回転半(特級)以上跳べる児童が 5
名(14.7%)、450°回転(1 と 8 分の 3 回転；上級)できる児童が 8 名(23.5%)と全体の約 4 割が上級以
上の取得者となった。
(c)バランスゾーン(バランスを保つ動き)の学習成果
バランスボードの上に立ち続けることを課題としたバランスゾーンでは、
高い板(ソフトボール半
分の上に 40cm×40cm の板が張り付けられているモノに)に 10 秒乗り続けることができた児童が 11
名(30.6%)、同 5 秒乗り続けることができた児童は 7 名(19.4%)、低い板(10cm 程度の半球体の上に
円盤状の板が張り付けられたモノ)に 20 秒乗り続けられた児童は 10 名(27.8%)、いずれの課題もで
きなかった児童も 8 名(22.2%)いた。
バランスゾーンにおける級の取得者は授業が積み重ねられる度により高いレベルの級を取得する
児童が増え単元 2 時間目には級を取得できない児童が、単元 3 時間目には初級のみの取得者が 1 人
もいなくなった。反対に上級以上を取得した児童が 7 割以上(上級；18 名、52.9%、特級 23.5%)に達
し、4 時間目には 11 名(32.4%)の児童が特級取得者となった。

表6 取得した級別に見た児童の記録の変化

級無し
初級
ｼﾞｬﾝﾌﾟｿﾞｰﾝ 中級
上級
特級
級無し
初級
ﾀｰﾝｿﾞｰﾝ 中級
上級
特級
級無し
初級
ﾊﾞﾗﾝｽｿﾞｰﾝ 中級
上級
特級
級無し
初級
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｿﾞｰﾝ 中級
上級
特級

110cm未満
110cm
130cm
150cm
170cm
1回転未満
約1回転
約1+1/4回転
約1+3/8回転
約1回転半以上
低い板で20秒未満
低い板で20秒
高い板で5秒
高い板で10秒
高い板で閉眼10秒
2m未満
2m
3m
3mを10秒
3mを10秒腕だけ

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

n

n

n

n

4
3
16
13
7
10
17
2
8
10
7
11
7
9
4
16
-

%
11.1
8.3
44.4
36.1
19.4
27.8
47.2
5.6
22.2
27.8
19.4
30.6
19.4
25.0
11.1
44.4
-

0
3
9
25
4
3
19
11
0
7
9
21
4
6
7
20
-

%
0.0
8.1
24.3
67.6
10.8
7.9
51.4
29.7
0.0
18.9
24.3
56.8
10.8
16.2
18.9
54.1
-

0
2
8
17
7
0
5
15
11
3
0
0
8
18
8
1
7
4
22
0

%
0.0
5.9
23.5
50.0
20.6
0.0
14.7
44.1
32.4
8.8
0.0
0.0
23.5
52.9
23.5
2.9
20.6
11.8
64.7
0.0

0
4
5
17
8
0
3
18
8
5
0
0
8
15
11
2
8
5
19
0

%
0.0
11.8
14.7
50.0
23.5
0.0
8.8
52.9
23.5
14.7
0.0
0.0
23.5
44.1
32.4
5.9
23.5
14.7
55.9
0.0

(d)クライミングゾーン(登る動き)の学習成果
登り棒を登る動きを課題としたクライミングゾーンでは、単元 1 時間目において上級(3m を 10 秒
で登る)取得者が 16 名(44.4%)と約半数おり、反対に 2m の高さのみ登れる児童が 9 名(25.0%)、2m
登れない児童も 7 名(19.4%)いた。
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2 時間目において初級を取得できない(2m 登れない)児童は 4 名(10.8%)、3 時間目 1 名(2.9%)、と
減少する傾向にあったのに対し、
上級(3mの高さを10秒以内で登る)取得者は2時間目20名(54.1%)、
3 時間目(64.7%)と増加する傾向にあった。特級として設定した 3m を 10 秒以内で腕の力のみで登る
課題は 4 時間を通して誰も達成することができなかった。
４つの課題の内クライミングゾーンのみが 3 時間目と 4 時間目において達成率が下がる傾向が伺
えたが、このことは登る動きに求められる体力的要素と実施日の関係による問題があったのかもし
れない。つまり、実際に単元 1、2 時間目は 11 月 5 日(水)、6 日(木)、単元 3 時間目は 11 月 10 日(月)
と実施日に間をおかず実施されたのに対して、単元 4 時間目は 11 月 17 日(月)と一週間の間隔を開
けて実施することとなった。立ち幅跳び、回転まわり跳び、バランスの保持と比較的神経系の改善
が要求される他のゾーンより筋力あるいはパワー系の改善が要求されるクライミングゾーンは安定
した登る動きの習得とまではならなかったのかもしれない。

まとめ
今回、2008 年に発刊された学習指導要領で新たに位置付けられた「多様な動きをつくる運動」の
授業づくり並びにその実践を行った。指導する運動の内容としては回る、渡る、跳ぶ、登る、バラ
ンスを保持する動きの 5 つを取り上げ、児童の運動欲求が触発される教材、運動の成果や運動目標
を持ちやすくするための目安づくりなどを考えながら基本的に子どもの学習意欲が引き出されるよ
うな教材を工夫し、実践を行った。
実践をふり返ってみると、各々の運動技術改善のための視点(成果の視点)が計画段階あるいは実
践の段階で欠けていたような反省点が上げられる。そのため、
「どうすれば遠くに跳べる」
「どうす
ればきれいに大きく回れるのか」といった児童への助言あるいは課題提示を上手くできなかったか
もしれない。また、推測ながらも各運動で要求される体力的な要素の違いから、児童の技能変容に
は取り扱った運動毎に異なる変容傾向も見受けられた。以上の課題を考慮すれば、さらに子どもの
技能改善を促す授業づくりが可能であると思われる。
一方で、対象とした子どもたちは全ての授業、全てのゾーンで嬉々として何度も何度も各課題に
トライしていたし、その結果全体的な傾向としては全ての動きを改善する傾向にあったとみること
ができる。また、どれぐらいの課題を 4 時間という短い授業時数ながら児童はどの程度の技能改善
を行うことができるのかという点では資料の提供ができたと考えられる。

文献
文部科学省.2008.『小学校学習指導要領第 9 節体育』pp.92-101.（東京書籍株式会社）
文部科学省.2008.『小学校学習指導要領解説 体育編』pp.40-44.（東洋館出版社）
日本体育協会スポーツ医・科学専門委員会.2007.『幼少年期に身に付けておくべき基本運動(基礎的
動き)に関する研究第 3 報』
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キーワード ： 教師教育 教材開発 エコ掃除グッズ 取り扱い説明書

教師教育の一環として、教員を志望する「家庭科指導法研究」受講生を対象に、住生活領域であるエコ掃除グッズ
の製作とその取り扱い説明書の作成を課題として、教材の評価を求め、小学校教材としての授業導入の可能性を検討
した。結果、受講生によるエコ掃除グッズは、18 個製作でき、エコ掃除グッズ作品の 5 件法による自己評価は、平均
値 4.20 で、３点以上では、98.7%とおおむね良い評価であった。さらに、受講生によるエコ掃除グッズの教材として
の有効性については、有効である 94.7%、有効でない 5.3%と回答した。

は じ め に
家庭科は、実践的・体験的な活動を通して、家族の一員として生活をよりよくしようとする実践
的な態度を育てることをねらいとしている。一方、教師教育として、子どもの個人差に応じた指導
技法と知的資質を身に付け、子どもの発達段階に応じて興味・関心を引き出し授業展開できる授業
力・教材開発力が求められている。
平成 20 年告示小学校学習指導要領では、Ｃ 快適な衣服と住まいにおいて (2) 快適な住まい方
について、ア 住まい方に関心をもって、整理・整頓や掃除の仕方が分かり工夫できること、の記
述がある。さらに、指導計画の作成と内容の取扱いでは、 ４ 家庭との連携を図り、児童が身に付
けた知識及び技能などを日常生活に活用するよう配慮するもの、５ 各内容の指導に当たっては、衣
________________
*茨城大学教育学部（〒310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1、Department of Home Economics, College of
Education, Ibaraki University, Mito 310-8512 Japan)
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食住など生活の内容の様々な言葉を実感を伴って理解する学習活動や、自分の生活における課題を
解決するために言葉や図表などを用いて生活をよりよくする方法を考えたり、説明したりするなど
の学習活動が充実するよう配慮するものとする、との記述がみられる１）。
近年、衣・食・住生活に関連して、安心・安全が叫ばれて久しい。平成 15 年７月には、シックハ
ウスの原因となる科学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する
改正建築基本法が施行され２）、
「体にやさしい住まい」へと変化し、住まいを手入れする掃除も、よ
り安全・安心でき、体だけでなく環境にもやさしいものが問われている。重曹、酢など、昔から身
近にある自然素材を使った掃除は、たくさんの洗剤をそろえる必要もなく、ナチュラル・クリーニ
ング、エコ掃除やおばあちゃんの知恵などとして、テレビ・書籍などで、見聞きするようになった。
一方、取り扱い説明書に対して、
「書いてあることの意味がわかりにくい」
「どこに書いてあるか
わからない」
「見にくい」
「厚すぎる」などの不満が聞かれる。取り扱い説明書がわかりにくく記述
に誤りがあっては、十分に役立てることはできない。取り扱い説明書の記述内容が不十分であった
ために、消費者が多大な危険・危害を受けるだけでなく、命までも奪われる事件すらでてきている。
よい取り扱い説明書とは、正確な情報がわかりやすく表現され、必要な情報が探しやすい内容構成
になっていることが重要となる。製造物責任法では、欠陥商品の生産者の責任を過失から欠陥と位
置づけ、
「一般に最終製品たる動産が対象となる」とあるように取り扱い説明書も製品そのものであ
ることを示し、イラスト入りで×印の禁止マークを付けた注意事項を羅列した取り扱い説明書が多
く見られるようになってきた。
筆者は、これまで消費者教育教材の開発の一環として、衣領域でミシンの取り扱い説明書の作成
の授業研究をしてきた３）。ミシンの取り扱い説明書の作成を学習過程で取り上げることで、実際に
ミシンを見ながら手で触れ操作し、そこから文章表現できること、手待ち時間を有効に使用して操
作を通して確認できること、ミシン操作ができるとは、ミシンの取り扱い説明書が分かること、取
り扱い説明書の作成は、ミシン操作がスムースに習得でき、説明書の読み方学習になることなどか
ら、その教材性をあげた。
そこで本稿では、教師教育の一環として、将来、教員を志望する「家庭科指導法研究」受講生を
対象に、住生活領域であるエコ掃除グッズの製作とその取り扱い説明書の作成を課題として、その
教材の評価を求め、小学校教材としてのエコ掃除グッズ製作とその取り扱い説明書作成の授業導入
の可能性を検討する。

研 究 方 法
１ 小学校家庭科教科書における掃除用具に関する記載内容
(１) 資料
資料は、平成 16 年１月 20 日文部科学省検定済み小学校家庭科教科書２者２冊である。なお、教
科書の場合は、学習指導要領に基づいて編集・検定された教科書番号（以下ゴシック体で示す）が
つけられていることから、Ｔ者（発行者番号２）の 503 とＴ者（発行者番号９）の 504 として示す。
(２）調査項目
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調査項目は、教科書の全領域について、掃除用具とその操作方法の関連項目として、洗剤、割ば
し、へら、古歯ブラシ、掃除に必要な材料・用具と工夫など、はたく、吸い取る、はく、ふく、こ
するなど、
掃除用具の操作方法など掃除の仕方の記載内容を抽出し、
それを書写する方法をとった。
２ エコ掃除グッズの製作とその取り扱い説明書の作成
（１）対象
対象は、茨城大学教育学部「家庭科指導法研究」受講生 76 人である。
（２）実施期間と実施場所
実施期間は、2007 年１月の３コマ（１コマ 90 分）を使い、Ｂ棟 24 講義室において実施した。ア
ンケート調査は、３コマ目の最後の 15 分で行った。
（３）材料・用具
教師側は、図１に示すようにエコ掃除
グッズの材料として、重曹、クエン酸、
箸、串、プラスチック容器（大 5.5cm×
4cm×10cm・小 3.5cm×2.5cm×6cm・フ
イルムケース）
、ビニールテープ５色（
白・赤・青・黄・緑）
、包装用粘着テー
プ６色（透明、赤、緑、黄、オレンジ、
茶）
、梱包用紐、はさみ、古布 T シャツ
５枚分、輪ゴム１箱、割り箸、竹串、ハ
ードクリーナー・グリーンスポンジ、ビ
ニールワイヤー、シールを準備した。

図１ エコ掃除グッズの材料

図２ 取り扱い説明書作成用紙（A3 用紙）
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また、図２に示すように、取り扱い説明書作成用紙として、A3 判用紙の一部に印刷したものと印
刷のない白紙用紙、さらに小学校家庭科教科書２者２冊を２セット用意した。
受講者側では、エコ掃除グッズの材料として、500m L や 1L のペットボトルを必要分と、取り扱
い説明書の作成に必要な色鉛筆、サインペンなどを持参した。
（４）手続き
エコ掃除グッズの製作とその取り扱い説明書の作成の流れは、以下のようである。
１）小学校での授業内容と小学校家庭科教科書の記載内容についての説明
12 月末の最後の授業で、
「来年１月はじめの授業は、附属小学校の家庭科授業のエコ掃除グッズ
とその取り扱い説明書作りをします」と授業予告をし、
「来月のはじめに、附属小学校の授業でエコ
掃除グッズとその取り扱い説明書作りをします。その見本を皆さんに作ってもらいます」と授業内
容を示し、指導者が製作したペットボトルグッズを提示。そして、平成 19 年度使用小学校家庭科教
科書２冊を提示して、
「Ｋ者の教科書では、掃除のいろいろな工夫として、洗剤を使わないで、窓ガ
ラスは水拭きをしてから、古新聞やかわいた布でふく、狭いところのよごれは割り箸やへらで、古
歯ブラシで、とあります。さらに『洗剤を使わなくてもピカピカ』と『アクリルたわしの簡単な作
り方』の紹介や『掃除の工夫を集めて本を作ったよ』と『お掃除ピカピカ大作戦の本作り』を紹介
しています。
『水を大切に使う工夫』としては、
『古い衣服を切って、牛乳パックに入れて汚れを拭
き取る』とあります。Ｔ者の教科書は、
『後片付けで、いらない紙や布などで拭き取る』とあります。
『床を掃くときは、むらした新聞紙などをちぎってまく』
、また、アクリルたわしとはかいてありま
せんが、
『洗剤を使わなくても汚れを落としやすい手作りたわし』が載っています」と告げた。そし
て、教科書を教卓に置いて参考資料とした。
２）エコ掃除グッズの製作とその取り扱い説明書の作成についての説明
１月の授業の最初に、エコ掃除グッズの製作について、以下の４点を強調して告げた。
①複数人数で小学校のエコ掃除グッズセットの資料見本を１つ製作すること。
②エコ掃除グッズの取り扱い説明書は、ひとり一人個人で作成すること。そのためタイトル、使用
場所、使用方法も違いがでる可能性があること。
③作品は資料見本として、小学校家庭科授業で使用できるように渡すので返却できないこと。
④小学生がエコ掃除グッズを安全に製作でき、安心して使用できる取り扱い説明書にすること。取
り扱い説明書は６年生だけでなく、小学校５年生が読める大きさや字であること。
３）エコ掃除グッズの製作とその取り扱い説明書の作成
受講生の持参したペットボトル、サインペン、色鉛筆などを確認した後、教卓上にあるエコ掃除
グッズに用いる材料を説明後、班毎に、取り扱い説明書用紙と材料・用具などを配布した。
１コマ目後半は、エコ掃除グッズ製作を、班毎に誰がどのように分担するか、分担する用具を決
定後、試作にとりかかる。
２コマ目は、試作したものを家庭や教室で使用、工夫するとともにエコ掃除グッズを完成してい
く。また、取り扱い説明書用紙 A3 判を８頁仕立てにするためにはさみで切り込みを入れ冊子にし
ていく。
３コマ目は、完成したエコ掃除グッズにあった取り扱い説明書を工夫し作成していく。
４）教材の評価
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３コマ目の完成段階の残り 15 分にアンケート用紙を配付し、教材評価を行い、授業終了後に回収
した。また、エコ掃除グッズとその取り扱い説明書を茨城大学教育学部附属小学校６学年に大学生
の教材の資料見本として授業で提示し、授業終了後、アンケート用紙を配付し、教材評価を行い回
収した。

結 果 お よ び 考 察
１ 小学校家庭科教科書における掃除用具に関する記載内容
掃除用具の例としては、Ｔ者第 5・6 学年家庭科教科書では、
「身の回りをきれいにしょうの例 ３
台所のごみの始末をくふうしょう」で、
「不用な紙でごみ箱をつくる」として、
「果物や野菜の皮な
ど、水気の少ない生ごみを入れるときに使う」と記述して、ちらしで折った紙ごみ箱を示し、作り
方をイラストで示している(８頁)。
「２ 簡単な調理をしょう」では、後片付けをするところで、
「③
油のついている物は、いらない紙や布などでふきとってから、湯や洗ざいで洗って、すすぐ。
」の記
述があり、その様子を写真で示している(19 頁)。
「そうじをしよう」では、安全と環境マークを示し、
「住宅用洗ざいを使うときは表示をよく読み、使用方法や注意を守ろう。
」とあり、
「まぜるな危険」
を強調した３本の洗剤がイラストで示している。そして、
「できるだけ洗ざいを使わないで、よごれ
を上手に落とすくふうを考えよう。家族に聞いてみてもいいね。
」とある。吹き出しの男女児のイラ
ストには、おばあさんから、
「ゆかをはくときは、ぬらした新聞紙などをちぎってまくと、ほこりが
いっしょに取れる」と聞いてやってみたよ、とともに、
「浴室の出入り口のすみのよごれは、古い歯
ブラシを使って落としたよ」の記述がみられた。さらに右側には環境マークを示し、
「洗ざいを使わ
なくてもよごれを落としやすい手づくりのたわし」として、星形たわしを写真で示している(45 頁)。
「３ 不用品になった物を生かそう」では、空きかんを小物入れにした例が写真で示されている(46
頁)。
「環境を考え、＜家庭生活をくふうしょう＞」においては、資源ごみなど不用なペットボトル
がセーターや手提げ袋として新しい製品として再生することをイラストで記載している（52 頁）
。
Ｋ者では、
「１
１身の回りを気持ちよくしよう」で、１頁にレンジ回り、バス、ガラス戸、テレビ
画面、フローリングの掃除場面や雑巾のかけ方を示し、
「そうじしてあると気持ちがいいね」
、
「よご
れやすいところはどこだろう。どのようにそうじをしたらいいかな」と吹き出しで、問いかけてい
る(43 頁)。
「１
１身の回りのよごれを調べてみよう」の［そうじのいろいろなくふう］では、
「○洗ざ
いを使わないで」窓ガラスは水ふきしてから、古新聞やかわいた布でふくと記述し、その様子がイ
ラストで示されている。
「○せまいところのよごれは？」では、
「わりばしやへらで」と「古歯ブラ
シで」とシンクの蛇口付近のイラストを示し、
「古歯ブラシで」とどんな用具を使用して掃除をする
かを記述している。さらに、
「住宅用洗ざいの使い方では、住宅用洗ざいを使うときは、表示を必ず
読み、使用方法や注意を守ろう。
」と、表示を具体的に示し、
「同時にちがう種類の洗ざいを使うと
危険な場合があります」と吹き出しで示している(44 頁)。チャレンジコーナーでは、
「生活に役立つ
物を作ってみよう」として、環境マークを示し、アクリルたわしの簡単な作り方、そうじの工夫を
集めた本作りを紹介している(53 頁)。環境マークの「３実行したことをまとめよう」では、
「古い衣
服を小さく切って、食器や調理用具の油よごれなどをふき取るようにしました」とあり、イラスト
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を添えて、
「それを牛乳パックに入れておく」の記述がある(95 頁)。
このように、Ｋ者とＴ者ともに、小学校家庭科教科書２者では、○住宅用洗剤の表示をよく読み、
使用方法や「まぜると危険」などの表示や説明文を注意して読むこと。○掃除用具に身近なものと
して、手作りたわし、古新聞、乾いた布や入れ物に空き缶、牛乳パックなどを工夫、隅の汚れに割
り箸、へら、古歯ブラシの使用など、できるだけ洗剤を使用せずに身近なものを工夫した掃除を取
り上げていること。さらに、Ｔ者には、掃除の工夫を集めた本作りの紹介がみられた。
２ 受講生によるエコ掃除グッズの作品
１） エコ掃除グッズの作品
エコ掃除グッズは、18 個(２人班２個、３人班４個、４人班３個、５人班８個、８人班１個)であ
った。８人班は、４人班で計画を立てていたが、２コマ目に介護実習に行くことで、全員が作品作
りへの参加ができないところから、あらかじめ８人班とした。
エコ掃除グッズは、ペットボトルを３個組にしたもの 13 個（横並び５個、三角形型８個）と４個
組５個（四角形型３個、３角形型２個）であった。その中で、ペットボトルを逆さまに利用したも
の３個組で 10 個(アクリルたわし入れ７個、石けん入れ１個、新聞紙入れ１個、割り箸棒入れ１個)、
４個組で３個（アクリルたわし入れ２個、古布入れ１個）である。

図３ ペットボトル３個組のエコ掃除グッズ

図４ ペットボトル４個組のエコ掃除グッズ

図３は、ペットボトル３個組のエコ掃除グッズで、逆さまにしたペットボトルを割り箸棒入れに
している。図４は、ペットボトル４個組のエコ掃除グッズで、アクリルたわし入れとして逆さまに
したペットボトルを活用している。
エコ掃除グッズには、持ち手が 18 個全てに見られた。持ち手は、梱包用テープを使用したもの
17 個（白でくさり編みしたもの 14 個、白で三つ編みしたもの１個、白と青で三つ編みしたもの１
個、緑で三つ編みしたもの１個）と梱包用テープにビニールテープを補強したもの１個であった。
また、すべてのペットボトルの切り口には、ビニールテープが巻かれ、安全性や色合いを配慮し
たものであった。
掃除グッズ材料としては、平均値 7.49、最大値 11、最小値３、標準偏差 2.06、不偏分散 4.23 であ
る。76 人全員が採用した掃除グッズ材料は、割り箸棒 100%で、次にグリーンスポンジ 93.4%、古
布、竹串 84.2%、重曹 81.6%、クエン酸 72.4%、新聞紙 65.8%、古歯ブラシ 61.8%、アクリルたわし
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59.2%、石けん 48.7%、水 11.8%、ごみ箱 7.9%、ストッキング 2.6%、綿棒 1.3%、酢 0%の順であっ
た。採用が多い４位までのグッズ材料は、どれも端や隅の掃除グッズに使用する材料で、テレビな
どで<松居棒＞としてイメージできているものや身近にあり、購入する必要のない材料であった。
酢ではなくクエン酸を採用したのは、クエン酸が安価で購入できること、酢の臭いがきつく感じた
ことや、クエン酸があらかじめ準備してあったことによると推察できる。アクリルたわしは、アク
リル毛糸１玉で２個でき、以前に製作したことがあったこと、また、ゴミ箱は、広告用紙を再利用
した 10 ㎠の手作りによるものである。なお、班で共同してエコ掃除グッズの製作をしたため、掃除
グッズの箱になるペットボトルやひもなどの材料は除いて、受講生個人と班構成員がエコ掃除グッ
ズとして採用した材料を数えることにした。
２）受講生によるエコ掃除グッズ作品の自己評価
表１ 受講生によるエコ掃除グッズ作品の自己評価（５件法）
N=76
自己評価点
人

数

５
30(39.5）

４

３

32(42.1)

13(17.1)

２

１

1( 1.3)

0( 0.0)

（ ）内は％
表１に、受講生によるエコ掃除グッズ作品の自己評価を示す。受講生によるエコ掃除グッズ作品
の自己評価を、５件法とその選択理由を求めたところ、平均値は、4.20、標準偏差 0.77、最大値５、
最小値２であった。４点以上が 81.6％、３点以上では 98.7％と、エコ掃除グッズに対しておおむね
良い評価をしている。
自己評価に対して、その理由を回答した者は、75 人であった。５点 29 人の理由として、使い勝
手がよい７、便利６、参加度、収納性４、丁寧さ、工夫２、楽しかった、手早くうまくできた、か
わいい、丈夫、シンプル１であった。４点 32 人中回答した 30 人は、使い勝手、工夫７、デザイン
４、便利３、コンパクト１で良い評価をあげている一方、耐久性・強度４、雑２、時間をかけたか
った、もっと様々なものを入れたかった１と、使い勝手・工夫面で評価をしている一方で、８人が
耐久性に欠ける面、雑な面など良くない評価をあげている。３点 13 人の中、工夫 11（工夫が足り
ない４、もっと工夫したかった３、もっと工夫できた２、工夫した形を考えたかった、アイデアが
なかった１）
、ほかに作業が雑、魅了的なものができなかった１と、工夫できなかったことをあげる
ものが多かった。一方、自己評価２点の１人は、
「グッズ製作にあまりたずさわらなかったから」と
製作への参加の度合いが少なかったことを理由としてあげていた。
３）エコ掃除グッズとしての教材
受講生にエコ掃除グッズの教材としての有無について回答を求めたところ、有効である 72 人
(94.7%)、有効でない４人(5.3%)であった。有効である理由を回答したものは 1 人を除く 71 人 91
件で、最も多かったのは、実用的に使える 17 で、次に楽しく作れる 16、環境が学べる、掃除した
くなる 14、簡単に作れる 10、再利用６，きれいになる、身近なものでできる４，安く作れる、汚れ
た場所がわかる、便利２の順であった。一方、有効でないと回答した４人は、実用性が低い２，個
性をだしにくい、もっと学ぶべきことがある１であった。
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３ 受講生によるエコ掃除グッズの取り扱い説明書の作成
１） エコ掃除グッズの取り扱い説明書
エコ掃除グッズの取り扱い説明書は、一部印刷されたもの 62 冊(81.6%)、全部手書きのもの 14
冊(18.4%)で、一部印刷されたものが全部手書きのものの４倍強になっている。

図５ 一部印刷されたものに書き込まれたエコ掃除グッズ取り扱い説明書２冊
図５の右側に示した取り扱い説明書の表紙にはタイトル「ブルーSKY おそうじ箱！」が、さらに
「こ のおそうじ箱はシンプルにしあげ、かつ青い色を使い、広大な空をイメージしています。説
明書には、注意事項などもありますので、必ずお読み下さい。」と注意書きがみられた。歯ブラシ
（1 頁）、割り箸棒（２頁）、古くつ下・古布(３頁)、新聞（４頁）、アクリルたわし(５頁)の項目
の上には、イラスト、その横には「生ゴミはそのまま捨てずに新聞紙で包みましょう!!」「かわか
そう!!」などの説明文がみられる。一方、図５の左側に示した取り扱い説明書のタイトル「台所の
お掃除セット」の下には、「本製品を安全かつわかりやすく使用するための説明書となっています。
あやまった使用法は、
製品の破損や使用者のケガにつながるおそれがあるので気を付けてください」
とあり、その記述からは、他の説明書を参考に書かれたと推察される。

図６ 全部手書きのエコ掃除グッズ取り扱い説明書２冊
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図６の右側に示した全部手書きの取り扱い説明書は、表紙に「いえピカセット」のタイトル、「あ
なたの家におそうじや屋さんが来ちゃいます!!」「これがあれば家の中はピカピカ」とともに男の
子が乗った車を描いている。左側のものは、タイトル「おそうじピカピカ大作戦」でイラストを多
く取り入れ、注意書きは、＜注
注！＞として、「アルミに使うと黒くなってしまうので使わないでく
ださい」などの注意事項の記述がみられた。
２） エコ掃除グッズ取り扱い説明書のタイトル
表２ エコ掃除グッズ取り扱い説明書のタイトル
Ｎ＝７６
使用場所
台 所(３３)

エコ掃除グッズ取り扱い説明書のタイトル
エコそうじセット(５)

エコクリーナー(４)

エコおそうじバッグ

エコクリーナータワー

＊エコ＊キッチン“ピカピカ”グッズ

ピカピカおそうじグッズ

☆ピカピカ☆キッチンまわり

♡かわいい♡そうじ箱(２)

おそうじ屋さん

かわいい掃除箱(２)

エコクリーナーズ
そうじ屋さん

キッチンをみがけ

ラクラクお掃除セット

洗面ピカピカクリーナー

洗面台を支配

お風呂ピカピカセット

便 所( ３)

そうじ屋

万能そうじ道具

居 間( ３)

ブルースカイおそうじ箱☆(２)

全 般(２５)

エコでキレイ

おそうじ名人
トイレその後に
きれいに◇お掃除セット

どこでもエコそうじ道具

ピカピカセット

いえピカセット

どこでもピカピカ
おそうじグッズ(２)

おそうじ大作戦

台所のお掃除セット

ダーツト BOX!!

♡ﾗﾌﾞﾘｰお掃除セット♡

おそうじ大作戦

お掃除セット

エコピカクリーマー

おそうじマスター！洗面所バージョン

楽ちんおそうじグッズ

Let's エコおそうじ
ピカピカ箱

そうじセット

おそうじグッズ BOX☆

お掃除 GOGO CHANCE

風 呂( ５)

総合エコクリーナー

☆ピカピカ☆キッチン♪

おそうじ７つ道具

洗面所( ７)

エコおそうじボックス(２)

万能ブラシ

ピカ☆ピカ☆おそうじグッズ

おそうじピカピカ大作戦！

ピカピカグッズ

そうじ用具ですよ。

すっきり簡単お掃除セット

スッキリキレイにスミズミまで掃除大作戦！

隠れたよごれも隅々までごっそり◇

スイーパーズ

いつでもらくらく！つるピカ◇

どこでも簡単◇おそうじ箱

どこでもお掃除セット

わりばしぼう

楽ちん簡単お掃除セット
おそうじ特選隊

クリーンバッグ

表２に、エコ掃除グッズ取り扱い説明書のタイトルを示す。
エコ掃除グッズ取り扱い説明書にみられる使用場所は、台所（33）が 43.4%を占め、次に洗面所
(７)、風呂（５）、便所、居間（３）の順である。使用場所を特定しない全般（25）は、32.9%と台
所についで多かった。
一方、
タイトルの中の文言として一番多かったのは、
掃除・そうじ(24)の 31.6%、
次にエコ（20）26.3%、セット(17)22.4%、ピカピカ・ピカ(14)18.4%、箱・ボックス(10)13.2%、グッ
ズ(８)、クリーナー ・クリーマー（８）10.5%、ラクラク・楽（４）、きれい・キレイ・クリーン
（４）、どこでも（４）、大作戦（４）5.2%、万能（２）2.6%の順である。
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エコ掃除グッズ取り扱い説明書のタイトル中、10%以上にみられる文言を組み合わせてみると、
＜ピカピカクリーナーエコ掃除グッズセット・ボックス＞になった。受講生は、資料見本として取
り扱い説明書のタイトルに、エコ掃除グッズのコンセプトを組み込もうとしていたことが推察でき
る。
３）受講生によるエコ掃除グッズの説明書作成の自己評価
表３ 受講生によるエコ掃除グッズの説明書作成の自己評価（５件法）
N=76
点 数
自己評価

５

４

３

２

１

17(22.4)

28(36.8)

30(39.5)

1(1.3)

0(0.0)

( )内は％
表３に、受講生によるエコ掃除グッズの説明書作成の自己評価を示す。受講生によるエコ掃除グ
ッズの説明書作成の自己評価について、５件法とその選択理由を求めたところ、平均値 3.80、標準
偏差 0.80、最大値５、最小値２であった。４点以上が 50.2％、３点以上では 98.7％と、エコ掃除グ
ッズに対して良い評価をしている。
自己評価に対して、その理由を回答したものは、76 人であった。５点(17 人)は 40 件みられた。
最も多いのは、分かりやすく８件で、次に使い方５件、工夫４件、丁寧、詳しく３件、色、注意点
２件の順で、その他は 13 件であった。４点(28 人)33 件では、22 件に肯定的評価がみられた。具体
的内容は、わかりやすい、つかい方５件、よくできた３件，詳しい、見やすい、注意点、楽しく書
けた２件、絵、面白くかけた１件の順であった。
一方、反省点 11 件として注意点がうまくかけなかった４が最も多く、次に、カラフルにしたかっ
た、きたなくなった、説明文になった、簡素になった、図を入れるとよかった、インターネットで
もっと調べるとよかった１がみられた。
３点30 人は34 件みられた。
肯定的記述内容12 件としては、
詳しく書けた５件が最も多く、よく書けた３件、的確に解説できた２件、要点が書けた、使い方が
かけた１件であった。反省的内容としては、詳しく・細かく書けなかった６件、カラフルにすれば
良かった４件、言葉が思いつかなかった３件、使い方をもっと調べればよかった２件、工夫が足り
なかった、色、雑、注意点、タイトル、絵をきれいにかけばよかった、まとめ方１件であった。２
点 1 人は、書いてある内容が少ないからと反省点を記述していた。
４）エコ掃除グッズの取り扱い説明書としての教材
受講生に対してエコ掃除グッズの取り扱い説明書の教材として有効性の有無に対して回答を求め
たところ、有効である 74 人(97.4%)に対し、有効でない２人(2.6%)であった。有効である理由を回答
したものは 1 人を除く 73 人 82 件で、最も多かったのは、使い方がわかる 22 件で、次に使い方の再
確認、注意点・危険な使い方がわかる 14 件、読み手の立場で文章が考えられる 12 件、説明力がつ
く 10 件、作品を客観的にみられる５件、説明書の必要性がわかる３件、論理的思考に役立つ２件、
調べて書くので記憶に残る１件の順であった。一方、有効でないと回答した２人は、掃除グッズを
作って、そこで集中がとぎれる、細かく書くと時間が足りない１件であった。
４ 資料見本としてのエコ掃除グッズとその取り扱い説明書
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資料見本として、エコ掃除グッズとその取り扱い説明書が、どのように参考になったかを、エコ
掃除グッズとその取り扱い説明書作りの授業後、
附属小学校６年生 74 人を対象にアンケートを行っ
た結果、授業の一部を休んだ２人を除く 72 人から回答を得た。
１）資料見本としてのエコ掃除グッズ
受講生である大学生が作ったエコ掃除グッズを参考にしたと回答してものは 33 人(45.8%)で、具
体的内容をあげたものは、１人を除く 32 人（44.4%）であった。具体的内容 35 件は、作り方 14 が
最も多く、次に作品 10 件、材料６件、グッズ数５件の順であった。作り方 14 件は、作り方６、持
ちやすい持ち手の作り方４件、ペットボトルを大小に変えたこと、組み合わせ・配置の仕方、安定
の仕方、量が入るやり方である。作品 10 件については、使いやすい３件、楽しくできるようになっ
ているところ２件、１つ１つの道具に手が付いている、はく力がある、すみずみまで掃除できる道
具、細かいところまで凝っている、上の方が掃除できる各１件であった。材料６件は、ペットボト
ルの切り口にビニールテープをつけること２件、
ストッキングを使っていた２件、
使っている材料、
棒１件である。グッズ数５件については、グッズ数の多さ４件、種類１件ある。
２）資料見本としてのエコ掃除グッズの取り扱い説明書
受講生である大学生が作ったエコ掃除グッズの取り扱い説明書を参考にしたと回答した小学生は
35 人(48.6%)で、その具体的内容をあげたものは、３人を除く 32 人(44.4%)であった。具体的参考内
容 45 件は、書き方 15 件、作品 25 件、使い方５件の３項目に分けることができる。書き方 15 件は、
書き方７件、くわしく、細かく、ていねいな字２件、見やすい図、注意点１件である。作品 25 件は、
色、絵、見やすいところ、細かく分かりやすいところ５件、楽しく書いてあるところ２件、楽しく
掃除できそう、じょうず、デザイン１件である。使い方５件では、使い方、使うところ２件、掃除
するところ１件であった。

ま と め
教師教育の一環として、将来教員を志望する受講生を対象に、住生活領域であるエコ掃除グッズ
の製作とその取り扱い説明書の作成を課題として、その教材の評価を求め、小学校教材としての可
能性を検討した結果、以下の知見を得た。
１）小学校家庭科教科書２者では、○住宅用洗剤の表示をよく読み、使用方法や「まぜると危険」
などの表示や説明文を注意して読むこと。○掃除用具に身近なものとして、手作りたわし、古新
聞、乾いた布や入れ物に空き缶、牛乳パックなどを工夫、隅の汚れに割り箸、へら、古歯ブラシ
の使用など、できるだけ洗剤を使用せずに身近なものを工夫した掃除を取り上げていること。さ
らに、Ｔ者には、掃除の工夫を集めた本作りの紹介がみられた。
２）受講生によるエコ掃除グッズは、18 個製作できた。具体的にはペットボトル３個組 13 個、４
個組５個である。その中にペットボトルを逆さまにした３個組 10 個、４個組３個が認められた。
持ち手は 18 個のすべてにみられ、梱包用テープ 17 個、さらにビニールテープで補強した１個が
みられ、すべてのペットボトル切り口には、ビニールテープがまかれ、安全性や色合いを配慮し
たものがみられた。
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３）受講生によるエコ掃除グッズ作品の自己評価は、平均値 4.20 で、３点以上では、98.7%とおお
むね良い評価をしている。
４）受講生によるエコ掃除グッズの教材としての有効性については、有効である 94.7%、有効でな
い 5.3%と回答した。有効である理由は、実用的に使える、楽しく作れる、環境が学べる、掃除が
したくなる、簡単に作れる、再利用の順であった。一方、有効でない理由として、実用性が低い、
個性を出しにくい、もっと学ぶべきことがあるが、みられた。
５）エコ掃除グッズの取り扱い説明書は、一部印刷された 62 冊と全部手書きの 14 冊であった。10％
以上にみられたタイトルの文言を組み合わせると、＜ピカピカクリーナー掃除グッズセット・ボ
ックス＞となり、エコ掃除グッズのコンセプトを取り入れたことが推察できた。
６）受講生によるエコ掃除グッズの説明書作成の自己評価は、平均値 3.80 で、３点以上 98.7%とお
おむね良い評価をしている。
７）受講生によるエコ掃除グッズの取り扱い説明書を、教材として有効である 97.4%と回答、その
理由として、使い方がわかるが最も多く、次に使い方の再確認、注意点・危険な使い方がわかる、
読み手の立場で文章が考えられる、説明力がつく、の順であった。
８）実際に学んだ小学校６年生に資料見本としてのエコ掃除グッズの回答を求めたところ、33 人
(45.8%)が参考になったと回答した。その理由では、作り方が最も多く、次に作品、材料、グッズ
数の順であった。一方、その取り扱い説明書については、2 人多い 35 人(48.6%)が参考になった
と回答、その内容は、作品、書き方、使い方の順であった。

お わ り に
身近にある材料のペットボトル、古新聞、古布、古歯ブラシなどを活用したエコ掃除グッズの
製作と、読み手を意識した取り扱い説明書の作成は、身近にある素材を有効活用でき、環境にも
負荷が少なく小学校教材として、受講生に、おおむね良い評価を得た。今後は、小学校で授業実
践したものをさらに分析・検討していきたい。
最後に、茨城大学附属教育学部附属小学校での授業実践後、教材評価のアンケートにご協力い
ただいた児童のみなさんに深く感謝いたします。

注
１）文部科学省：
『小学校学習指導要領解説 家庭編』P73,P74､(2008).
２）国土交通省：
『シックハウス対策に係わる法令』(2003).
３）山本紀久子：
「小学校消費者教育の教材開発－ミシンの取り扱い説明書作りを中心に－」,『消
費者教育』第 10 冊,pp153-169,(1991).
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教師教育を取り入れた家庭科の大学授業
山 本 紀 久 子＊ ・ 田 上 和 子＊＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

University-level Home Economics Course that Utilizes Teacher Education
Ｋｉｋｕｋｏ YAMAMOTO and Kazuko TAGAMI

キーワード：教師教育，授業実践力，家庭科教材，ワークシート，オリジナルアクリルたわし

教師教育の一環として，小学校教師を志望する学生を対象に、授業実践力育成のために「オリジナルアクリルたわ
しの教材開発と実生活での掃除体験報告のためのワークシート作成」の課題の設定を試み, 受講生に授業評価を求め
た。
その結果，アクリルたわしは平均 21.0 分で製作できた。 また, ５件法による自己評価は, ワークシート 3.46＜帯ラベル
3.61＜アクリルたわし 4.00 の順に高く，教材として評価は，帯ラベル 4.11＜アクリルたわし 4.26＜ワークシート 4.41 の順に
好意的であった。

はじめに
平成 20 年３月文部科学省から小学校学習指導要領が告示され, 平成 23 年度実施の小学校学習指
導要領 「家庭」では，引き続き「ごはんとみそしる」が，指定教材として提示されているものの，
他の教材は，地域や児童の実態等に応じて学校裁量にまかされることとなった。そのため，これま
で以上に教師の力量が問われることになるだけに, 小学校教師志望の学生に対する教師教育の重要
性が痛感される。
そこで，教師教育の一環として，小学校教師を志望する学生を対象に, 授業実践力育成のために
「オリジナルアクリルたわしの教材開発と実生活での掃除体験報告のためのワークシート作成」の
課題設定を試み, 受講生に授業評価を求めた。
――――――
* 茨城大学教育学部（Department of Home Economics, College of Education, Ibaraki University )
** 聖徳大学児童学部 非常勤講師（Department of Child Studies, College of Child Studies, Seitoku University )
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具体的には，指ねじり編みによるアクリルたわしの作品製作を行い，製造・販売者の立場で帯ラ
ベルの作成，アクリルたわしによる掃除後，教師の立場でワークシートの作成，児童の立場でワー
クシートの記入, ワークシートの相互評価を実施した。その後, 受講生に対して授業がどのような
効果をもたらすかを確かめるために, アンケートによる授業評価を求めた。
なお，この課題に用いた教材「オリジナルアクリルたわし製作・帯ラベルの作成・掃除体験・報
告のためのワークシート」は平成 23 年度実施の小学校学習指導要領 「家庭」Ｃ領域「快適な生活」
及びＤ領域「身近な消費生活と環境」に対応する教材と考える。

研究方法
１ 対象
対象の受講生は，小学校教師を志望し， 教職関連科目の「家庭」を履修する 112 人である。その
うち, 指ねじり編みによるアクリルたわしの作品製作，アクリルたわしによる掃除，ワークシート
の作成, ワークシートの相互評価などの一連の学習過程を経てアンケートによる授業評価用紙を提
出した 99 人とした。 対象である受講生は，小学校教師を志望しているところから，教師と学習者
の両者の立場を意識した回答が得られる可能性があると思われる。
２ 実施場所と時期
講義室において授業 15 回中５回目の 2009 年５月８日１コマ 90 分で，アクリルたわしの製作及
び帯ラベルの作成，家庭学習として，アクリルたわしによる掃除後，ワークシートの作成・記入を
する。
次回の５月 15 日の１コマ 90 分のうち 30 分間を使い，受講生によるワークシートの相互評価及
び授業評価を実施した。
３ 材料・用具
教師側では，指編みの編み方資料として，手形にねじりメリヤス編み方手順が記載されている A
４用紙を用意した。さらに，アクリル 100％スラブヤーンを受講生２人に１玉，ワークシートの相
互評価時に，直径 15ｍｍの丸形シールを１人１枚（十文字に４等分したもの）を配布した。資料見
本として，アクリル 100％スラブヤーンのドーナッツ型アクリルたわし３個を準備した。
４ アンケートによる授業評価の内容項目
アンケートによる授業評価の内容は, アクリルたわし製作に費やした作業時間, アクリルたわし
の商品名とともに, アクリルたわしと帯ラベルの自己評価と教材性, ワークシートの自己評価と教
材性を５件法で求めるとともに, その選択理由と感想を自由記述法で求めた。
５ 手続き
オリジナルアクリルたわしの作品製作，帯ラベルの作成，ワークシート作成は，受講生によって，
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以下のような授業の流れでなされた。
１） 授業開始前から積極的に観察できるように資料見本を教卓に提示しておく。
授業開始後，本時と次回の授業の流れを説明する。
「アクリルたわしの製作後，帯ラベルを作成し
て提出します。すぐに作品を返却しますので，家でアクリルたわしを用いて清掃をして，報告す
るためのワークシートを作成します。ワークシートは教師の立場で作成し，児童の立場から赤ペ
ンで記入して来週（授業６回目）提出します」と告げる。
２） 指編みの編み方資料 A４用紙を配布後, ２人で１玉のアクリル毛糸の中と外の糸をそれぞれと
って使用することを示演・説明後, アクリル 100％スラブヤーン１玉を配布する。さらに, ねじ
りメリヤス編みを筒状にしたリリヤンねじりメリヤス編みを示演する。編み方資料で作業過程を
確認しながら，製作を開始する。机間指導しながら，個別に編み方を支援する。
３） 終了４０分前に帯ラベル用紙を配布し，「消費者に必要な情報を盛り込み、購入したくなるよ
うなラベルを製造者の立場になって作成します」と告げる。受講生は帯ラベルを付けてアクリル
たわしを提出する。
４） 次回：授業開始前にワークシートを受講生から回収後、受講生を４班に分け，４等分した丸シ
ールを配布するとともに，各班最前列席の受講生２名がワークシートを机上に並べる。班毎にそ
れらをじっくり見て，４枚選び，ワークシート下部に円形になるようにシールを貼る。10 分後，
班毎に最も多いシールのワークシートを選び，それを実物大映写機で写しながら，ワークシート
作品が選ばれた理由や工夫した点などを発表する。
その後，アンケートによる授業評価を記入後，授業終了時に回収する。

結果及び考察
１ アクリルたわしの製作とその評価
１）アクリルたわしの製作
アクリルたわしの製作時には，リリヤンねじりメリヤス編みの示演や編み方手順書を見て，スラ
ブヤーンをスムースに編み始める受講生が半数近くみられた。机間指導をして編み方を支援すると
指編みのこつをつかみ，受講生ほぼ全員が授業時間内に編むことができた。アクリルたわしの作品
99 個のうち，筒型を丸めたドーナッツ型の形状が 91 個を占め，筒型のままのもの４個、糸端の始
末がそのままのもの４個の順であった。
表１ アクリルたわしの製作時間

N＝９9

製作時間（分）

５

10

15

20

25

30

35

40

件

7

13

19

26

2

25

0

4

数

45

50
0

3

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 21.0 分である。
アクリルたわしの製作は授業１コマ 90 分で実施され，最も多かったのは 20 分 26.3％，次は 30
分 25.3％，15 分 15.2％の順である。 小学校の授業１コマの時間である 45 分以内では 97.0％，50
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分以内では 100％であることから, 授業２コマの時間内に実施可能なものであった。
図１に, アクリルたわし作品を示す。右上の作品は商
品名「すみからすみまでピッカピッカ アクリン」で, 製作
時間は 15 分，ピンクやオレンジ色を使い楽しく掃除がで
きるような帯ラベルを作成した。左上の作品は商品名「ア
クリルたわしＰＩＫＡＰＩＫＡ」で, 製作時間15 分，ピンクやﾌ
ブルーの色で見やすい帯ラベルを作成した。手前の作
品は商品名「洗剤なしで汚れすっきりアク子」で, 製作時
間は 20 分，毛糸は赤と茶色, 帯ラベルは, 消費者が購
買意欲を持つように工夫されていた。
図１ アクリルたわし作品
２）受講生によるアクリルたわしの自己評価と教材評価
表２
評

価

件

数

５件法によるアクリルたわしの自己評価
5

26 (26.3)

N＝９9

4

3

2

1

50(50.5)

20 (20.2)

3 ( 3.1)

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。アクリルたわしの自己評価の平均値は 4.00（最
小値 ２，最大値 ５，不偏分散 0.59, 標準偏差 0.77）で，概ね高い評価であった。 評価 ２の理由は, 「全
く考えていた編み方と違っていた」，「はじめて作ったのであまり, 上手にできなかった」などと, はじめて
の指編みにとまどいを記述している。評価１は０であった。
表３
評

価

件

数

５件法によるアクリルたわしの教材評価
5

49 (49.5)

4

3

2

35 (35.4)

9 ( 9.1)

4 ( 4.1)

N＝９9
1
2 ( 2.0)

( )内は％

表３に，５件法によるアクリルたわしの教材評価を示す。 ５件法によるアクリルたわしの教材評価の平
均値は４．26（最小値 1，最大値 ５，不偏分散 0.87, 標準偏差 0.93）で，アクリルたわしの教材評価は好意
的なものであった。
教材評価５の理由は, 「自分で作った物を使って掃除をするので，児童も一生懸命掃除をすると思うか
ら」，「家庭科，環境教育，掃除をしようとする心などたくさんの教育価値があると思う」，「アクリルたわし
がなぜ落ちるのか，どのような工夫をしたら良いのかを考えさせ，その実用性や科学的検証を学ばせた
い」，「家でもう１つ作り, いろいろの所を掃除して，どのようにしたらきれいになるのか考え，実践した」と,
掃除の教材としてどう活用するかなど考え，積極的な態度が窺えるものであった。
一方, 教材評価 １（２人）の理由を, 「買った方が早い」と教材導入に消極的な受講生は，「作って使っ
てこわれなかった」と自己評価に対しては５と最も高い評価をしているものであった。 他の「アクリルたわ
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し作りは時間がかかる」としていたものの，「きれいに編むことができたから」からと自己評価を４としてい
た。
なお，受講生によるアクリルたわしの教材評価と自己評価がともに評価の５または４は, 65 人
（65.6％）となり，評価の２または１は, 0 人（0.0％）であった。 受講生はアクリルたわし製作に対して，教
材評価と自己評価において, 同じような傾向を示すことがわかった。
２ 帯ラベルの作成とその評価
１） 帯ラベルの作成
帯ラベルの表示内容は，商品名，製造・発売元について 99 人（100%）全員が記述をしていたが，使用
用途・方法・注意書き 97 人（98.0%），その記述中に洗剤不使用等の環境に関する記述は 61 人（61.6%），
バーコード 40 人（40.4%），紙のリサイクルマークは 34 人（34.3%）であった。
また，99 人（100%）全員が, 字の大きさを大小工夫し書き分けていた。 色鉛筆・色ペン使用は 95 人
（96.0%）， 黒ペン使用は４人であった。 多数が見やすさの工夫をしていたと窺える。
表４ 帯ラベルの商品名

N＝９9

項目

帯ラベルのタイトル

多ｷｰﾜｰﾄﾞ 28

洗剤いらずアクリルたわし 6 エコたわしでピカピカ大作戦 4 洗剤いらずのｴｺﾋﾟｶくん 3
家中ピカピカアクリルたわし２

ラクラクキレイアクリルたわし２

除菌いらずのアクリルたわし 1

水なしで綺麗になるアクリルたわし１

Let's エコアクリルたわし１

洗剤なしで汚れすっきりアク子１

ふんわりスラブのアクリルたわし 1

アクリルクリーナ 2
ﾓｺﾓｺ eco タワシ 1
ピッカピッカ アクリン 1

アクリルたわしで掃除をしよう 1

どこでもふけてすぐキレイアクリルたわし１
ｱｸﾘﾙ 22 (42)

アクリルたわし 13

これはヤバイ！アクリルたわし１

ラクラク！アクリルたわし 1

まほうのアクリルたわし１

アクリル魔法のたわし 1

アクリアミラクル 1

形状 18(20)

モコモコたわし８

エコ 17(35)

エコたわし 6

ふわふわたわし７

クリーン 14(31)

ﾋﾟｶﾋﾟｶｸﾘｰﾅｰ 2

備考：キーワード件数=128， (

激落ち君 1

ｅｃｏタワシ 2

あっクリーン１

ピカピカに!１ みるみるよごれがとれーる１
激落ち!! 1

ｱｸﾘﾙﾝ 1

ｱｲﾗﾌﾞｴｺだわしくん 1

ﾌﾗﾜｰｸﾘｰﾅｰ 1

どんな汚れもアクリルたわし１

魔法のたわし 1

洗剤いらずエコたわし 3

洗剤いらずで油除去 2

これ１つでｏｋ！アクリルたわし 1
アクアマリンどこでも使える 1
たわしの革命 1 青空たわし 1
地球にやさしいエコたわし 2

わたしのたわしはエコたわし 1
THE クリーン１

とれーるおちーる１

どこでもなでもピッカピッカ１

おっとそこも！ｷﾕｷﾕｯ 1

ピカピカくん１

ねらった汚れは逃がさないたわし 1

)内；総キーワード件数

表４に，帯ラベルの商品名 99 件を示す。 商品名としては 「アクリルたわし」13 件(13.1%)が最も多く,
次に, 「モコモコたわし」８件(8.0%), 「ふわふわたわし」７件(7.0%), 「エコたわし」６件(6.0%)の順に同名の
ものがあった。
帯ラベルの商品名に記述しているキーワードをアクリル・エコ・形状・クリーン・多キーワードの
５項目に分類し, キーワードの記述件数を調べた。 アクリルの項目には「アクリル」から「アクリン」や「ア
ク子」などの造語も含めた。 エコの項目には，エコ, ｅｃｏ，「洗剤いらず」などアクリルたわしが洗剤不使
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用でも汚れが落とせるなどの環境問題への実践的取り組みの表現も含めた。 形状の項目には，「ふわ
ふわ」などアクリルたわしの形状を表したものと「○○たわし」と，あらたに命名したものを集めた。 クリー
ンの項目には，クリーン・キレイなど汚れを落とすイメージのものを集めた。また，キーワードを組み合わ
せたものを多キーワードとした。 例えば「洗剤いらずアクリルたわし」では「洗剤いらず」と「アクリルたわ
し」を記述しているので，エコとアクリルの項目で１件とした。 「水なしで綺麗になるアクリルたわし」では
エコ，クリーン，アクリルを記述しているので，それぞれの項目に１件とした。
その結果，帯ラベルの商品名中のキーワード数は 128 件となり，キーワードは，アクリルが最も多く 42
件(32.8%)， 次にエコ 35 件(27.3%)， クリーン 31 件(24.2%), 形状 20 件(15.6%) の順であった。
アクリル 42 件(42.4%)と最も多いことから，アクリル毛糸を用いて製作したことが商品名の考案時に強く
影響していると推察できる。
エコについては， 帯ラベルの使用用途・方法・注意書きに, 洗剤不使用等の環境に関する記述は 99
人中, 61 人（61.6%）と多く, アクリルたわしが洗剤不使用でも汚れが落とせ，環境問題への実践的取り組
みと受けとめていることから, 環境教育への関心が窺えた。
２）受講生による帯ラベル作成の自己評価と教材評価
表５ ５件法による帯ラベルの自己評価

N＝９9

評

価

5

4

3

2

1

件

数

20(20.2)

29(29.3)

42(42.4)

8 ( 8.1)

0 ( 0.0)

( )内は％

表５に，５件法による帯ラベル作成の自己評価を示す。 ５件法による帯ラベル作成の自己評価の平
均値は 3.61（最小値 ２，最大値 ５，不偏分散 0.90, 標準偏差 0.83）で，帯ラベル作成の自己評価は概
ね高い評価であった。 自己評価２の理由は，「書くのが初めてだったので， よくわからないところが
あり， 必要事項かどうか見極めるのが大変だった」，「盛り込む情報に確信が持てない。調査が必要」
などと，帯ラベルの作成にとまどいを持ったものだった。
表６ ５件法による帯ラベル作成の教材評価

N＝９9

評

価

5

4

3

2

1

件

数

42 (42.4)

31 (31.3)

21 (21.2)

5 ( 5.1)

0 ( 0.0)

( )内は％

表６に，５件法による帯ラベル作成の教材評価を示す。 ５件法による帯ラベル作成の教材評価の平
均値は 4.11（最小値２，最大値 ５，不偏分散 0.83, 標準偏差 0.91）で，帯ラベル作成に対する教材評価
は好意的であることが窺える。
帯ラベル作成の教材評価５の理由は 「買うときのポイントや消費生活のことも同時に学べる」，「生産
者・消費者の両方の立場に立つことは大事だ」，「品質表示に関心を持ってくれる」など,

教材評価４の

理由は「商品に何が使われているのか注意することができる」, 「工夫する力がついて良いと思う」，「ふ
だん見ないところを見るようになる」などと, 消費者教育を意識した記述がみられた。
一方，教材評価２の理由は「そんなに必要性を感じなかった」，「販売者の立場を想像するのが難しい」,
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「市販品のラベルの模倣をしてしまう」，「小学生には難しいと思う」などと，小学生には難しい教材，必要
性を感じないと，とらえたことが推察できる。 しかし，教材評価は２としているが， 自由記述では, 「生産
者の視点から消費者の視点へと，いろいろな視点で商品を見ることができてよかった」，「ラベルを見て購
入するようになった」などとあり， 消費者教育教材としての有効性をあげ, 好意的にとらえている。
なお，受講生による帯ラベル作成の教材評価と自己評価がともに５または４は, ４１人（４１．４％），２
または１は, 0 人( 0.0％)と, 受講生は帯ラベル作成に対して，教材評価と自己評価において, 同じよう
な傾向を示すことがわかった。
帯ラベル作成とアクリルたわし製作の好意的評価は, 41 件， 65 件とアクリルたわし製作が 14 件上回
っている。
３ ワークシートの作成とその評価
１） ワークシートの形態
ワークシートは 99 枚あり，そのうち，手書きは 72 枚(72.7%)，ワープロ使用は 27 枚(27.3%)であった。
また，描画入りのワークシートは 34 枚(37.4%)みられた。
ワークシートにおいて色鉛筆・色ペン使用は, ４枚（4.0％）で, 帯ラベルでの色鉛筆・色ペン使用 95 枚
（96.0％）に比べ少数であった。また, 自由記述からは, 「ワークシートに色がついていたら， かわいい
と思うけど，30〜40 人のワークシートには色はつけられないと思う」などの教師の立場を意識したものが
みられた。 受講生の多くがワークシートは, 教師によって作成されることを前提としていることから， 「カ
ラー印刷」は, ありえないと考えていることが推察できる。
児童の記入を前提としている課題の記入欄などでは，清掃前後の，描画 18 枚(18.2％)，写真添付３
枚（3.0%）とカラー印刷や色鉛筆・色ペンを使用している。 このことからも，教師と児童の両者の立場を意
識してワークシートの作成・記入をしていたことが窺える。
２） ワークシートの記載内容
(１) アクリルたわしの使用場所
アクリルたわしの使用場所の記述は 105 件あった。 内訳は洗面所 27 件，台所 27 件，風呂 23 件，
食器 10 件，流し９件，ガスコンロ６件，洗面器３件で, 水回りが多いことがわかる。 居室関係は 37 件あ
り，内訳は窓 18 件，机 12 件，床 7 件であった。
児童の感想欄の記述例として, 「家でもアクリルたわしを作り，水拭きとから拭きの使い分けをして，食
器から流しや車，革靴まできれいにしました」，「水拭きとから拭き， どちらがきれいになるかガスレンジで
ためしてみたよ。 から拭きが水拭きよりきれいになった。 がんこな油汚れもとれて， ピカピカになってび
っくりした。 アクリルたわしを洗う時も，洗剤を使わなくてすむので水もあまり使わずエコになる」などの記
述からも，清掃場所と方法を考えたことが窺える。
また，学習者である児童に負担をかけさせずに，実行を促すために，机，風呂，食器，流しなど，
清掃場所の候補をあげて, ○印で選択する工夫をしたワークシートが ７件みられた。
(２) アクリルたわしによる掃除実施日
アクリルたわしによる掃除の実施日については，掃除の実施日 23 件，掃除の予定日 ７件，掃除の実
施日 ５日分１件，というように記入欄を設け，掃除の習慣をつけるための工夫もみられた。
アクリルたわしよる掃除の協力者としては, 家族とともに掃除をする記述から，母 ２件，弟１件，母と
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姉からアドバイスをもらう１件などが認められた。
（３） 清掃後の感想や評価欄
清掃後の感想や評価の欄については児童による清掃後の感想の記入 97 件(98％) ，教師からの評価
(コメント) 36 件（36.4％），保護者や家族からの評価(ひとこと) 30 件（30.3％）, 選択式の自己評価 4
件 ( 4.0％) と教師の立場を意識した記入欄がみられた。
３） ワークシートのタイトル
表 ７ ワークシートのタイトル
項 目
アクリル 51

N＝９9

ワークシートのタイトル
アクリルたわし３

魔法の道具アクリルたわし１

アクリルたわしでそうじをしよう 21

ふわふわアクリルたわし１

アクリルたわしでエコそうじをしよう 5

アクリルたわしワークシート 4

アクリルたわしでエコそうじ４

アクリルたわしを使ってみよう３

アクリルたわしできれいにしよう３

アクリルたわしでお手伝いしよう２

アクリルたわしで食器洗い 1

アクリルたわしでＬｅｔｓ Ｃｒｅａｎｉｎｇ１

アクリルたわしそうじ大作戦１

アクリルたわしでＷａｓｈｉｎｇ１
クリーン 16

おそうじワークシート５

キレイ×２ワークシート１

めざせ おそうじ名人１

おそうじをしよう１

クリーン作戦１

Ｌｅｔｓ クリーンタイム １

ラクラクキレイ１

家をキレイにしよう１

チャレンジﾞぴかぴかアクリルエコそうじ 1
どこでも・何でもピカﾂピカﾂ１
エコ 14

エコそうじをしよう４

おうちピカピカ隊 １
青空タワシでピカピカにしよう１

わくわくエコそうじ４

エコたわしでお手伝いしよう２

ぼくのわたしのエコアクリルたわし 1

ぼくのわたしのエコレポート１

おそうじあわいらず 1

エコそうじワークシート 1

ワークシート９

わくわくワークシート ５

ワークシート４

手作り ９

手作りたわしでそうじをしよう６

自分で作ったまほうのアクリルたわし３

表７に，ワークシートのタイトル名を示す。タイトルとしては, 「アクリルたわしでそうじをしよう」21
件（21.2%）と最も多く, 次に「アクリルたわしでエコそうじをしよう」５件（5.0%）， 「おそうじワークシート」５件
（5.0%）の順に同名のものがあった。
ワークシートのタイトル名に記述されているキーワードをアクリル・クリーン・エコ・ワークシ
ート・手作りの５項目に分類した。 アクリルの項目にはアクリルを，クリーンの項目には，汚れを落と
すイメージのクリーンやそうじなどを，エコの項目にはエコの記述を，ワークシートの項目にはワークシ
ートとシートの記述を，手作りの項目には手作りと自分で作ったのを集めた。 また，キーワードを組
み合わせたもの，例えば「アクリルたわしワークシート」ではアクリルが先頭にあるのでアクリルの項目に，
同じく「おそうじワークシート」ではおそうじが先頭にあるのでクリーンの項目に入れた。
項目で最も多いのが， アクリル 51 件(51.5%), 次がクリーン 16 件(16.2%), エコ 14 件(14.1%), ワ
ークシート 9 件(9.1%)， 手作り 9 件(9.1%)の順となった。
次に， １枚のタイトル名にキーワードが複数件記述されているものを数えた。例えばアクリルたわしワ
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ークシートでは，アクリルたわしとワークシートの項目にそれぞれ１件とした。
その結果，ワークシートのタイトル名中のキーワード数は 178 件となり， キーワードは, クリーンが最
も多く 69 件(38.8%)，次にアクリル 53 件（29.8%），エコ 23 件(12.9%)，ワークシート 20 件(11.2%)，手作り
９件(5.0%)，手伝い４件(2.0%)の順であった。
このことから，指編みによるアクリルたわしの作品製作とそれによる掃除が，タイトルの命名により強く
影響したことが推察された。
４） ワークシート作品の相互評価
ワークシート作品の相互評価にあたっては，受講生の人数が多いために４班に分かれて，相互評価
を行った。 相互評価の上位９人は １７点１人，15 点 3 人，14 点と 13 点 各１人，12 点 ２人 と 12
点以上で、全体の 12.1％を占めた。
相互評価で最高点を獲得した各班の受講生が，前に出て工夫したことなどを発表した。

図２ ワークシートの作品例
図２に，ワークシートの作品例を示す。 ３班と４班のワークシートの相互評価で最上位の作品である。
左の作品は，タイトル名「アクリルたわし戦隊おそうじの達人」，相互評価 17 点で，「子どもたちに多く書
かせる欄や絵を描かせる欄，そうじの達人のオリジナルキャラクター（キッチンブルー，おふろレッド ）の
絵を入れたりしました」と， 説明されたものである。 右の作品は，タイトル名「ぼくのわたしのエコレポー
ト」，相互評価 15 点で，「子どもが意欲的に取り組むように，絵やエコクイズ，エコ宣言を入れました」と，
説明されたものである。
１班の相互評価 15 点のタイトル名「手作りたわしでピカピカ大作戦」では， 「絵を入れて子どもたちに
興味をもってもらえるように工夫したり， 家族からの一言や，先生からのコメント欄を入れて，他者にも自
分のがんばりを見てもらえる喜びを味わえるようにしました」と， 説明されたものである。 ワープロでの作
成や掃除前と後のガスコンロの写真を貼った点が評価された。 2 班の相互評価 15 点のタイトル名「アクリ
ルたわしでエコそうじ名人になろう」では，「子どもが家でもアクリルたわしを作り，シンクから窓ガラス，革
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靴まできれいにしたことや調べ学習を取り入れ，アクリルたわしがなぜ落ちるのか調べて書いたことを工
夫しました」と， 説明されたものである。
また，相互評価の学習については「相互評価で見合うことにより，よりよいものを知ることができた」, 「先
生や他の人の評価や次へつなげる工夫，自己を見つめ直す欄などの改善点に気づいた」 などと自由
記述で１２名が述べている。 そして，一部間違えて作成したことに気づいた受講生はワークシートとはど
のようなものかを理解して，後日に新に作成して４人が再提出した。
４） ワークシートの自己評価と教材評価
表８ ５件法によるワークシート作成の自己評価

N＝９9

評

価

5

4

3

2

1

件

数

18 (18.2)

32 (32.3)

30 (30.3)

16(16.2)

3 ( 3.0)

( )内は％

表８に，５件法によるワークシート作成の自己評価を示す。 ワークシートの自己評価の平均値は
3.46（最小値 １，最大値 ５，不偏分散 1.13, 標準偏差 1.06）である。
ワークシート作成の自己評価の平均値 3.46 はアクリルたわし 4.0，帯ラベル 3.61 より低い評価であった。
自己評価２の理由は「何を書けばよいかわからず，子どもたちの可能性を引き出すワークシートと，という
観点に到らなかったです」， 「もっとカラフルに工夫すれば良かった。 子どもの視点に立ったつもりだっ
たけど，みんなの作品を見て触発された」， 「評価された子のようにかわいい絵を入れるべきだった」など
がみられた。
ワークシート作成の自己評価の平均値の低い理由は， それはワークシート作成の試みにとまどいを
もったこと，相互評価により客観的に自己評価ができたためと窺える。
表９ ５件法によるワークシート作成の教材評価

N＝９9

評

価

5

4

3

2

1

件

数

57 (57.5)

29 (29.3)

10 (10.1)

3 ( 3.0)

0 ( 0.0)

( )内は％

表９に，５件法によるワークシート作成の教材評価を示す。 ５件法によるワークシートの教材評価の
平均 4.４1（最小値 1，最大値 ５，不偏分散 0.63, 標準偏差 0.80）で，ワークシートの教材評価は高く, 好
意的であった。
ワークシート作成の教材評価の平均値 4.41 は, アクリルたわし製作 4.26 より高い評価であった。
教材としての評価５の理由は, 「子どもが活動を振り返る事は大切なので，ぜひ取り入れたい」，「自分
で項目を作ることにより，授業内容を深く理解できる」，「子どもがどのように活動したか知りたい」，「自分
の活動を振り返るきっかけになる」などと, ワークシート作成を授業の振り返りに必要な教材として認識し
ていると思われる。
教材評価が２の理由は, 「子どもが自分で作ることは新たな発想だが，子どもには作ったものを渡すつ
もり」，「小学生段階ではワークシート作成までは難しいと思う」などとあり，ワークシートを作成するのが学
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習者の児童なのか，指導者の教師なのか，それにより教材としての評価を左右された受講生がいた。
なお，ワークシート作成の教材評価と自己評価ともに５または４の件数は 45 件（45.5%）となり，２また
は１の件数は, 0 ( 0.0％)であった。 やはり，受講生はワークシート作成に対して，自己評価と教材評価
において, 同じような傾向を示すことがわかった。
また，ワークシート作成の 45 件は， 帯ラベル作成 41 件より上回るものの，アクリルたわし製作 65 件よ
り，20 件下回るものであった。
表 10 ワークシートに関する自由記述内容
項目
教師体験 20

好意的記述内容(61)

N＝71

非好意的記述内容 (10)

教師になった時，役に立つ・良い経験 1
先生になりきって作った４
教師の予行演習ができよかった２
教師になった時を想定できた ２

児童の視点 20

子どもの視点で書け，楽しかった６

子どもがわかるように作るのが難しい５

子どもが書きたくなるものを５
子どもが理解できるよう工夫した４
教師への意欲６

小学校で実践したい ２

チエック項目を考えるのが難しい２

評価について考えた ２
教師と児童４

教師と子どもの立場で考えられた４

教材作成９

授業の目的を考えて作成した５

作り方を教えて欲しい２

現場で使えるものをめざした１

作り方がわからない１

教材観 12

振り返りに最適な教材８
経験をもとにまとめができる２
掃除用具の使い方を考える良い機会１
掃除を教材にするとはすごい１

表 10 に，ワークシートに関する自由記述内容 71 件を示す。 自由記述内容は，好意的記述内容 61
件(85.9%)，非好意的記述内容 10 件(14.1%)であった。
教師体験，
児童の視点 20 件(28.2%)が多く，
次に，
教師への意欲６件(8.5%)，
教師と児童４件(5.6%)
の順になった。教師体験20件(28.2%)の項目では，
教師になった時に役に立つ良い経験12件(16.9%)
などが多く，好意的記述内容のみであった。 児童の視点 20 件(28.2%)の項目では，子どもの視点で
書け，楽しかった６件(8.5%)などと好意的記述内容があるが，子どもがわかるように作るのが難し
い５件(7.0%)との非好意的記述内容がみられた。 教材観 12 件(16.9%)では，振り返りに最適な教材
８件(11.3%)などと好意的記述内容のみであった。 教材作成９(12.7%)では，授業の目的を考えて作
成した５件(7.0%)と好意的記述内容があるが，作り方を教えて欲しい２件(2.8%)作り方がわからない
１件(1.4%)との非好意的記述内容もみられた。
なお，非好意的記述内容は, ワークシート作成の教材支持を否定するものではなく，かえって，子ども
が理解できるものをめざして，作り方を教えて欲しいとの積極的な学習意欲が窺えるものであった。
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まとめ
小学校教師志望の学生に対する教師教育の重要性が痛感され，教師教育の一環として，授業実践
力育成のために「オリジナルアクリルたわしの教材開発と実生活での掃除体験報告のためのワーク
シート作成」の課題を設定し，受講生に授業評価を求めた結果，以下のような若干の知見を得た。
１） アクリルたわしは平均 21.0 分で製作でき, 小学校の授業１コマの時間である 45 分以内では 97.0％，
50 分以内では 100％であることから, 授業２コマの時間内に充分に実施可能なものであった。
２） ５件法による自己評価は, ワークシート3.46＜帯ラベル3.61＜アクリルたわし4.00の順に高い評価で
あった。
３） ５件法による教材評価は，帯ラベル 4.11＜アクリルたわし 4.26＜ワークシート 4.41 の順に高く，好意
的評価であった。
４） 帯ラベルの記述内容は，エコに関して商品名では 35 件(35.4%)，帯ラベルの使用用途・方法・注意書
きの記述中に，洗剤不使用等の環境に関するものを 61 人（61.6%）から， 環境教育への関心が窺え
た。
５） ワークシートのタイトルで， 最も多い項目はアクリル 51 件(51.5%), 次は，クリーン 16 件(16.2%),
エコ 14 件(14.1%), ワークシート 9 件(9.1%), 手作り 9 件(9.1%)の順であった。
指編みによるオリジナルアクリルたわし製作とそれによる掃除の体験が， タイトルの命名に影響をし
たと推察される。
６） 自由記述におけるワークシート作成に関する記述が 71 件あり， 好意的記述内容が 61 件(85.9%)みら
れた。 非好意的記述内容は, ７件(14.0%)みられたが，子どもが理解できるものをめざして，作り方
を教えて欲しいとの積極的な学習意欲が窺えるものであった。
以上， 教師教育の一環として，小学校教師を志望する学生を対象に、授業実践力育成のために「オ
リジナルアクリルたわしの教材開発と実生活での掃除体験報告のためのワークシート作成」の課題の設定
を試み, 受講生に評価を求めたところ，好意的評価を得た。
今後，大学でも授業実践だけでなく，小学校におけるわかりやすい発問などを想定・授業設計で
きるよう，授業実践力育成のためのさらなる教材開発・授業実践を重ねていきたい。

注
１） 山本 紀久子「 指 ね じ り 編み に よ る ア ク リ ル た わ し の 教材化」 『 茨城大学教育実践研究』
27(2008)pp.105-112.
２） 山本 紀久子 「ゆび編みによる最初の目の技法」福井大学教育地域科学紀要第Ⅴ部応用化学(家政学
編) 第 40 号 2001 12.
３） 山本 紀久子「消費者教育の教材開発とその技法―指編みの手順書作りを中心にー」『消費者教育』
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英語母語話者を標準モデルとしない伝達能力の有効性について
[1]
―― ALT アンケート調査結果から得られる日本の英語教育における課題 ――
金子智香＊ ・ 君塚淳一＊＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

Possible effectiveness of not treating English by native speakers of English as the sole teaching model:
Findings and suggestions from the results of ALT questionnaire
Tomoka KANEKO and Junichi KIMIZUKA
キーワード： ALT, アンケート, 英語母語話者, 伝達能力, 判断基準

Abstract
現在の日本の英語教育では、英語母語話者の能力を日本人英語学習者の英語習得目標としている。このことにより、
英語母語話者のように話せないことへの劣等感や英語を間違うことへの怖れが生じ、日本人英語学習者の積極的な英
語での自由発話が妨げられているように思われる。一方では、英語を国際語として捉え、効果的な異文化コミュニケ
ーションを目指した、
英語母語話者を日本人英語学習者の英語習得目標としない概念も提案され、
議論もされている。
本研究では、この概念の有効性を考察するための第一歩として、ALT の現状・実態を把握するために ALT に関するア
ンケート調査を実施した。アンケート結果から導き出された現在の英語教育における課題として、ALT の定義の再考、
非英語圏 ALT 採用の際は非英語圏 ALT の特性を生かすこと、そして英語母語話者の能力を日本人英語学習者の習得目
標としない英語教育の実践可能な理論や方法論・教授法の必要性が挙げられる。

はじめに
日本人英語学習者が英語でコミュニケーション活動をする際の問題点の中に、英語を間違えるこ
とへ過度に反応しすぎ自由に発話ができない点が挙げられる。その原因のひとつは、英語母語話者
のような英語が話せないことへの劣等感を抱いてしまうことが考えられる。だが、この英語を間違
えることへの怖れ、そして英語母語話者のように英語が話せないことへの劣等感を抱く根本的な原
因は、日本人英語学習者自身の学習態度や精神面にあるわけではない。それは現在の日本の英語教
育が、英語母語話者の能力を英語習得目標としている点にあると考えられる。その一例として
――――――
*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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Canale and Swain (1980) により理論化された、言語教育における伝達能力の概念が考えられる
（Canale and Swain 27-35）
。彼らの言う伝達能力（文法能力、社会言語的能力、方略的能力の三部門
から成る）は、近年日本でも盛んなコミュニカティブな言語教育の習得目標とされ、母語話者（こ
こでは英米語を母語とする者）の言語能力を第二言語学習者の能力の判断基準としている（Canale
and Swain 1980, 27-35）1)。これは、実際には、英語母語話者の能力を、日本人英語学習者が習得す
べき英語能力として強いることとなり、論理的には確かに間違ってはいないものの実際には、英語
に対する抵抗感や劣等感を深める可能性が非情に大きいと考えられる。その一方で、現在では効果
的な異文化コミュニケーションを目指した、英語母語話者を能力の判断基準としない伝達能力の概
念（英語を国際語として捉え、必ずしも英語母語話者の能力を英語学習者の習得目標としない概念）
が提案され、議論もされている 2)。
本稿では、
その伝達能力の有効性とそれにまつわる問題点について考察する研究の第一歩として、
英語教育現場で、英語学習者にとって日常的、且つ、身近な存在である ALT (外国語指導助手)に関
するアンケート調査を実施した。このアンケート調査の目的は、ALT の現状・実態を把握すること
により、英語母語話者の能力を日本人英語学習者の英語能力の判断基準とする現在の英語教育の問
題点・課題点を提起することにある。
１．ALT に関する調査・アンケート結果
ALT の現状・実態把握のために、平成 20 年度に公立の小学校、中学校、高等学校に配属されて
いる ALT に関するアンケート調査を関東の協力県で実施した。すべての公立高等学校の ALT に関
しては、教育庁高等教育課へ、また、公立の小・中学校 ALT 関しては、各市町村教育委員会へ、調
査協力依頼をし、教育庁高校教育課と、44 市町村教育委員会中、34 市町村教育委員会から協力を得
ることができた。アンケート内容は、ALT の採用・配置人数、性別、指導担当外国語、国籍、最終
教育機関での専攻、最終学位、雇用派遣元、ALT に関する今後の課題を含む 8 項目である。
１．１ ALT 資格要件
ALT の資格要件に関して、JET プログラム ALT 資格要件と、民間業者委託 ALT 資格要件とに分
けることができる。
１．１．１ JET プログラム ALT 資格要件
自治体国際化協会（2009）によると、JET プログラムは、自治体国際化協会、総務省、外務省、
文部科学省、そして地方公共団体が協力して推進されている。まず総務省が ALT 配置活用計画をと
りまとめ、国別招致計画を策定する。その国別招致計画に基づき在外交館を通じて外務省が ALT の
募集・選考の事務を行う。そして、文部科学省が ALT に対する学校教育研修・指導およびカウンセ
リングを行い、自治体国際化協会が、地方公共団体などの契約団体への ALT の配置、契約団体への
助言、ALT に対するオリエンテーション・研修などを行うことになる（自治体国際化協会 2-12）
。
今研究協力県の公立高等学校に配置される ALT はすべて JET プログラムから派遣されている。
また、同県、公立小・中学校 ALT 採用・配属担当の市町村教育委員会が希望すれば、JET プログラ
ムから公立小・中学校に ALT が派遣されることになっている。
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自治体国際化協会（2009）発表による JET プログラム ALT 資格要件は、年齢・国籍・健康状態
などの基本的情報から、
日本における教育に対する関心・意欲を図るものなどの 17 項目から成る
（自
治体国際化協会 5）
。資格要件のひとつとして、大学学士号取得者であることが挙げられている（自
治体国際化協会 2009, 5）
。しかし、大学における専攻は不問である。アンケート調査結果では、大
学での専攻は多岐にわたり、教育、もしくは、英語教育専攻の ALT はごく少数であった。他の資格
要件として、応募時に募集選考国の国籍を有することが挙げられている。JET プログラムは、日本
の JET プログラムと提携がある国々を招致国として、その招致国から ALT を募集・選考している
（自治体国際化協会 2009, 2-12）
。英語を教える ALT 招致国として、英語圏招致国と非英語圏招致
国とに分類でき、非英語圏出身 ALT は、ALT 試験応募時に、英語教員資格、そして、英語能力を
示すことができる各種英語能力試験結果などの提出が必要であり、それらが重視される（自治体国
際化協会回答 2008）
。よって、現役英語教員、英語教員経験者、英語教員免許所有者、外国人に英
語を教えた経験を有する者、英語圏諸国に在住・留学の経験がある者など、高度な英語力を有する
ことが資格要件として付加される（自治体国際化協会回答 2008）
。これと関連し、資格要件として、
「指定言語の発音、リズム、イントネーション、発声において優秀であり、かつ現代の標準的な語
学力を備えていること。また、文章力、文法力が優れていること。
」がある（自治体国際化協会 2009,
5）
。表 1 は、JET プログラム招致国の英語圏・非英語圏の分類である。
表 1 JET プログラム招致国の英語圏・非英語圏の分類
英語圏招致国

アイルランド、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、カナダ、
ジャマイカ、シンガポール、トリニダード・トバゴ、ニュージーランド、
バルバドス、南アフリカ、

非英語圏招致国

インド、オーストリア、オランダ、ケニア、ドイツ、パキスタン、
フィリピン、フィンランド、フランス
（自治体国際化協会回答 2008）
１．１．２ 民間業者委託 ALT 資格要件

民間業者とは、本研究の協力県の場合、公立小・中学校へ英語講師を ALT として派遣している民
間英会話学校のことである。協力県では、公立小・中学校へ、各市町村教育委員会が ALT を採用・
配置するため、ALT 雇用派遣元として、JET プログラムや民間業者を利用している。同県、公立高
等学校に関しては、すべて JET プログラム ALT 採用のため、民間業者は利用していない。民間業
者委託の ALT 資格要件は、各民間業者の英語講師採用要件に基づくため、民間業者で統一された基
準や資格要件はない。複数の市町村教育委員会に ALT を派遣している民間業者のホームページを閲
覧すると、英語圏からのみ ALT を採用している民間業者と、非英語圏からも ALT を採用している
民間業者があり、資格要件は各民間業者で様々であった。
１．２ ALT 雇用派遣元
今研究の協力県の ALT がどこから派遣されているのか、その ALT の雇用派遣元をまとめた。
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１．２．１ 公立高等学校 ALT 雇用派遣元
高等学校 ALT は、協力県教育庁高校教育課が採用し、すべて JET プログラムから派遣されるた
め、民間業者からは派遣されていない。
１．２．２ 公立小・中学校 ALT 雇用派遣元
公立小・中学校の ALT は、各市町村教育委員会が採用し、さまざまな雇用のしかたがみられる。
調査協力を得た 34 市町村教育委員会のうち、33 市町村教育委員会から ALT 派遣元に関する回答を
得た。表２に ALT 雇用派遣元形態をまとめた。
表 2 公立小・中学校 ALT 雇用派遣元
民間業者

JET プログラム

市町村独自採用

民間業者と

民間業者と

のみ

のみ

のみ

JET プログラム

市町村独自採用

22

2

1

4

4
（33 市町村教育委員会回答）

表 2 から、民間業者のみは 22 市町村教育委員会、JET プログラムのみは 2 市町村教育委員会、市町
村独自採用のみは 1 市町村教育委員会、
民間業者と JET プログラムは 4 市町村教育委員会、
そして、
民間業者と市町村独自採用は 4 市町村教育委員会となっており、民間業者のみが大多数を占めてい
ることが分かる。アンケートの回答の中には、財政的な問題から JET プログラムではなく、民間業
者を利用しているという回答や、JET プログラムよりも民間業者の方が契約に関する事務手続きが
比較的軽減されるため、民間業者を利用しているという回答、そして、ALT 雇用派遣元は問題では
なく、勤務態度や意欲・熱意といった ALT の質が問題であるという回答があった。
１．３ ALT 国籍
公立高等学校 ALT と公立小・中学校 ALT の国籍に関して、表 3 と表 4 にまとめた。更に、本名
（1999, 10-11・2002, 3-9）と外務省ホームページを参考に、英語圏・非英語圏の分類をした。表で
網掛けになっている国が非英語圏で、ここでいう非英語圏とは、英語を第二言語、公用語、国際語
として使用している国々である。ここではこの分類に則し、英語圏を、英語を母語として使用して
いるアイルランド、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドとし、
その他の国々を非英語圏とした。この英語圏・非英語圏の分類は、JET プログラムの分類とは異な
るものである。何故か JET プログラムの分類では、英語を第二言語、公用語、国際語として使用し
ている国も英語圏としている。JET プログラムによる、英語圏招致国・非英語圏招致国の分類は、
「１．１ ALT 資格要件」の表 1 で述べた。
１．３．１ 公立高等学校 ALT 国籍
公立高等学校へはすべて JET プログラムから ALT が派遣され、平成 20 年度には、表 3 から分か
るように、31 人が ALT として公立高等学校へ派遣された。これらの国すべてが、JET プログラム
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の分類規定では、英語圏招致国とされてしまうことになる。
表 3 公立高等学校 ALT 国籍
JET プログラム ALT 31 人 （英語圏 25 人、非英語圏 6 人）
アメリカ合衆国

15

シンガポール

2

トリニダード・トバゴ

1

イギリス

5

南アフリカ

2

ニュージーランド

1

カナダ

4

ジャマイカ

1

１．３．２ 公立中学校 ALT 国籍
公立小・中学校の ALT は市町村教育委員会によって採用されるが、その ALT 派遣元としては、
「１．２ ALT 雇用派遣元」で前述したように、JET プログラム、民間業者、市町村独自採用など
が挙げられる。34 市町村教育委員会回答によれば、平成 20 年度には 227 人が ALT として公立小・
中学校へ派遣されたことになる。34 市町村教育委員会の中で、民間業者が派遣元になっているため、
国籍などの情報開示はできないという市町村教育委員会が１つ存在したため、表 4 では国籍情報が
入手できた 33 市町村教育委員会採用の 198 人の ALT の国籍をまとめるに留まった。この中で特に
米印（※）は非英語圏の中でも、JET プログラムが非英語圏招致国として承認している国を表す。
表 4 から見て取れることとして、非英語圏 ALT の数が 198 人中 61 人と、必ずしも少なくないとい
うこと、そして JET プログラムの非英語圏招致国以外の、非英語圏の国々から ALT が採用されて
いることが挙げられる。
表 4 公立小・中学校 ALT 国籍
民間業者、JET プログラム、市町村独自採用などによる ALT198 人（英語圏 137 人、非英語圏 61 人）
アメリカ合衆国

89

アルゼンチン

1

トリニダード・トバゴ

1

※フィリピン

37

インドネシア

1

ネパール

1

イギリス

25

エジプト

1

ハンガリー

1

オーストラリア

9

※オーストリア

1

※フランス

1

カナダ

9

ガーナ

1

香港

1

ニュージーランド

4

※ケニア

1

南アフリカ

1

ペルー

2

スイス

1

メキシコ

1

マレーシア

2

スリランカ

1

ルーマニア

1

アイルランド

1

中国

1

ロシア

1

アゼルバイジャン

1

チリ

1
（33 市町村教育委員会回答）

・米印（※）
：非英語圏の中でも、JET プログラムが非英語圏招致国として承認している国
・教育委員会の資料に基づき、香港は中国に含めず掲載した。香港の言語的な特殊事情を考えると
それが妥当だと考える。
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２．ALT に関する調査、アンケート結果・集計により明らかになった点
ALT に関するアンケート結果・集計により明らかになった点として、以下の 4 点が挙げられる。
まず、第一点目として、統一資格要件の有無である。JET プログラム採用方法と民間業者採用方
法を調べたところ、JET プログラム採用方法に関しては、JET プログラム ALT 資格要件に基づき、
各国の在外交館を通して外務省が募集・選考の事務を実施していることが分かった。よって JET プ
ログラムが設定する統一の資格要件に基づき、ALT 選考・採用が実施されていることになる。一方、
民間業者採用方法に関しては各民間業者の資格要件に基づくため、統一の資格要件が存在せず独自
の基準で ALT 選考・採用が実施されていることが判明した。アンケート回答の中には、
「教育現場
で重要なのは、ALT がどこから派遣されてくるのかではなく、勤務態度や教育に対する意欲・熱意
などといった ALT の質であり、JET プログラム、民間業者の別は問題ではない」という回答がある
一方、
「一慨には言いきれないが JET プログラムの方が ALT の質が高い」という回答、また、
「JET
プログラムと比べると、民間業者の ALT には質にばらつきがある」という回答があった。よって
JET プログラムと民間業者間に、または、民間業者間にも、統一の資格要件が存在しないというこ
とは、ALT の質に影響を及ぼす一要因であると考えられる。
第二点目として、JET プログラムの資格要件の一つに学士号取得の項目があり、民間業者採用の
ALT の最終学位もすべて学士号以上ではあるが、双方ともに学士号の専攻は不問であった。そのた
めアンケートの回答結果からは、専攻は多岐に渡り、教育もしくは英語教育を専攻した ALT はごく
少数であることが分かった。JET プログラムの資格要件として、
「大学の学士号取得者、あるいは 3
年以上の初等学校若しくは中等学校の教員養成課程を修了した者」や「語学教師としての資格を有
する者又は語学教育に熱意がある者」が挙げられているが、教員養成課程修了や、語学教師資格は
必須要件ではない。他に、
「日本における教育、特に外国語教育に関心がある」ことが挙げられてい
るが、これだけでは実際の教育に対する関心の度合いまでは分からないのが現実である。その点大
学における専攻は、ALT 選考・採用時に、ALT 応募者の教育への意欲や熱意を計る指標のひとつに
なりうるであろう。アンケート回答の中には、
「ALT が職務に専念しない」などの、教育への意欲
や熱意の欠如に関する問題を挙げる回答があった。この問題は、ティーム・ティーチングや、ALT
と児童・生徒、そして、日本人教員との関わり方に大きな影響を及ぼし、ALT の質そのものが問わ
れることになると考えられ重要で検討すべきだ。
第三点目として、アンケートの国籍に関する回答から、英語圏・非英語圏問わずの採用が実際に
はされていることが明らかになった。様々な国々から ALT を採用することによって、それぞれの文
化の特性を生かした ALT 活用がされていれば、それは児童・生徒の異文化理解に貢献していること
となる。例えば、非英語圏の ALT とのコミュニケーションを通して、児童・生徒が、英語を母語と
しない者通しの共通語としての英語使用の便利さを実感し、英語への新たな認識を得ることなどは
その例である。しかし、今回のアンケート回答結果からでは、この英語圏・非英語圏問わずの採用
が実際に児童・生徒の異文化理解貢献につながっているか否かは明確には分からない。第一点・二
点目で指摘した ALT の質の問題からすると、必ずしも、非英語圏 ALT の特性を生かした効果的な
活用がされているとは考え難い状況である。また、非英語圏 ALT の特性を生かすために、非英語圏
ALT の採用を意識的・意図的に実施しているとは考えづらい。
第四点目として、これまでの点を考えると外国人 ALT 人数確保の優先が教育現場で起きているこ
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とが容易に推測できる。実際にアンケート回答の中には、ALT の質の問題の他に、現時点での ALT
人数確保の困難、そして、平成 23 年度から完全実施される小学校英語導入に伴う ALT の人数確保
の更なる困難が予想されるとの回答もあった。ALT 人数確保にまつわる問題として、財政上の問題
から、必要な ALT の人数を確保するだけの予算を組むことができないのではないかという懸念が挙
げられており、市町村教育委員会のそれぞれの財政状況により、ALT 活用の英語教育の状況に地域
差が生じる可能性があるとの指摘もあった。JET プログラムと民間業者を比べると、ALT 採用の事
務手続きは JET プログラムの方が大変で且つ、予算をより多く必要とする一方、民間業者の方は安
価であるというアンケート回答があった。
「１．２．２ 公立小・中学校 ALT 雇用派遣元」におい
ても前述したが、33 市町村教育委員会のうち、22 市町村教育委員会が民間業者のみを ALT 雇用派
遣元とし、民間業者のみの利用は大きな割合を占めている。民間業者を他の ALT 派遣元と併用利用
している市町村教育委員会と合わせると、合計で、33 市町村教育委員会中、30 市町村教育委員会と
なる。このように、民間業者利用が多いのは、財政事情や事務手続きの問題が大きく関係している
と考えられる。
現状として、外国人 ALT の人数確保の優先とそれにまつわる ALT の質などの問題点が見られる
が、なぜ外国人 ALT が必要なのか、その理由を原点に戻って考えることが大切である。文部科学省
（2001）によると、JET プログラムは昭和 62 年に開始され、英語 ALT の招致対象国は、当初、ア
メリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、アイルランドの英語圏の
6 カ国のみであったが、平成 9 年度には南アフリカ、平成 12 年度にはシンガポール、ジャマイカと
招致対象国を拡大し、更には、地方自治体の要望に基づいて、イタリア、フィンランド、インド、
イスラエルの国からも英語 ALT の招致を実施しているという。コミュニケーション重視の英語教育
や異文化理解・交流促進の一環として ALT が導入され、英語圏の英語母語話者が採用されたが、今
回のアンケート調査から、英語圏のみでなく、非英語圏からも少なくない数の ALT が採用されてい
ることが分かった。非英語圏 ALT 採用の理由のひとつとして、ALT の人数確保の問題が明らかに
考えられるが、アンケート回答から、それに伴い ALT の質の問題が生じていることが判明した。こ
の ALT の質の問題は、英語圏の英語母語話者を ALT として採用すべきでありまた更に人数増員が
必要になったという現実的問題から発生していると考えられる。まず英語圏の英語母語話者を ALT
として活用したいという意識は、日本の英語教育において、英語母語話者を日本人英語学習者の英
語能力の判断の基準にするという考えから生まれていることは明白である。では、逆の発想で、英
語母語話者を判断の基準としない英語教育は可能なのか。この英語母語話者を判断基準としない英
語教育に関しては、今までさまざまな研究者によって議論がなされてきた。この概念を考えること
は、これからの日本の英語教育の在り方を考える上で不可欠である。
３．英語母語話者を日本人学習者の英語能力の判断基準としない議論とそれに対する懸念・課題
ALT は、児童・生徒のコミュニケーション能力育成や異文化理解・交流促進のために導入されて
いる（文部科学省 2008）
。コミュニケーション能力育成のための手段として、現在の日本の英語教
育において、コミュニカティブ・アプローチが盛んであるが、Canale and Swain（1980）は、コミュ
ニカティブ・アプローチの効果的な教授法確立のために、文法能力、社会言語的能力、方略的能力
の三部門から成る伝達能力を理論化した（Canale and Swain 27-35）
。彼らは、
「コミュニカティブ・
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アプローチの基礎を、英語学習者がもっとも遭遇しそうな多様なコミュニケーション場面に置くべ
きであり、更に、母語話者が第二言語学習者にそのような場面で期待する最低限の文法能力と社会
言語的能力にも置くべきだ」とする（Canale and Swain 1980, 27-28）
。このことから、彼らの伝達能
力の理論において、第二言語学習者の能力に対する、適切・不適切という判断基準は母語話者にあ
ると考えることができる。よって、このことが、英語母語話者を日本人英語学習者の英語能力の判
断基準にするという概念の定着の一端を担い、日本でも盛んなコミュニカティブ・アプローチは、
日本の英語教育の在り方に大きな影響を与えていると考えられる。
英語母語話者を判断基準としない議論として、鈴木（2003）は、これからの国際社会において、
英語母語話者とのコミュニケーションばかりでなく、英語母語話者以外の文化を異にする人々との
コミュニケーションの機会の増加を指摘し、英米語中心の英語教育は、英語の国際性から矛盾する
と述べている（鈴木 14-26）
。また、Alptekin(2002)や Hyde(1998)は、英語母語話者をモデルとする従
来の Canale and Swain (1980)によるこの到達目標（Canale and Swain 27-35）は非現実的であり、国際
社会では英語母語話者以外の文化を異にする人々とのコミュニケーション手段として、intercultural
competence を育成することこそが重要なのであり、国際語として英語を教えることが必要だと述べ
ている（Alptekin 57-63）(Hyde 7-11）
。そして英語母語話者を標準モデルとしない、学習者の新しい
英語観の確立の観点からは、Cook (1999)が、第二言語話者は彼らの第二言語と母語の知識や認知過
程において、母語話者とは異なり、母語話者と比較されるべきでなく、英語教育現場において
は”failed native speakers”ではなく multicompetent speakers”であると実感させるような教育が必要だと
述べている（Cook 204）
。また本名(1999)は、国際語としての英語の機能を認識し、日本人英語学習
者が日本語英語は決してはずかしくないという意識改革をすることの必要性を主張している（本名
132-149）
。このように英語母語話者を判断基準としない議論では、英語を取り巻く国際社会の考慮
の必要性、intercultural competence の育成の必要性、新しい英語観の確立の必要性などが提唱されて
いる。
しかし、このような議論に対して、懸念や課題が聞かれる。Nunn (2005)は効果的な国際コミュニ
ケーションを行うためには、そのための特別な能力が必要であり、現在はまだ国際語としての英語
に対する研究が十分になされていないと述べる。また Kubota (1999)は、多様な英語が ESL の教室の
外のビジネスなどの世界でどの程度通用し、受け入れられるかに関して疑問視している（Kubota
28-30）
。そして八島（2004）は、母語話者や多文化の話者との意思疎通に支障をきたさない一定の
伝達可能性の重要性を指摘し、英語母語話者を標準モデルにしない伝達能力を概念化するのであれ
ば、伝達の可能性を考慮した上で、その基準を具体的に示す必要性があると述べている（八島
136-137）
。
このように日本人英語学習者の英語能力の判断基準をどこに設定すべきなのかの議論が多くなさ
れているにも関わらず、英語教育現場でこれらの議論が反映されていないように思われる。その理
由のひとつとして、英語母語話者を判断基準にする理論や方法論・教授法がこれまで実証されてき
たのに比べて、判断基準にしない伝達能力は、概念の域をまだ出ていないことが挙げられる。そし
て具体的な理論や方法論・教授法が確立されていないことが英語教育現場でこの概念が普及しない
要素と考えられる。これは英語母語話者を判断基準としない議論に対する懸念や課題で前述したこ
とと一致する。つまり英語母語話者を判断基準としない概念の普及・実践には、概念の提示のみば
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かりでなく、具体的な理論や方法論・教授法の研究が望まれる。
４．ALT に関するアンケート結果から得た課題：英語母語話者を標準モデルとしない教授法の有効
性の条件
今回の ALT に関するアンケートは、日本人英語学習者の英語能力の判断基準を英語母語話者に設
定することを疑問視する点から行った。この結果から英語母語話者を標準モデルとしない教授法が
有効になるためにはどのような課題や条件が考えられるだろうか。以下、ALT に関する今回のアン
ケート結果から得た課題を 3 点挙げることにする。まず第一点目として、ALT の定義の再考が挙げ
られる。今回のアンケート結果から明らかになったように、ALT 人数確保のために非英語圏からも
ALT を採用しているという事実が存在する。そして人数確保の弊害から、英語圏・非英語圏の別に
関わらず、ALT の教育への意欲や熱意の欠如といった質に関する問題が存在することがアンケート
回答から明らかになった 3)。非英語圏 ALT それも学部の専門が教育や英語教育ではない者を採用す
るならば、英語教育の知識がない ALT ではなく、英語教育の知識や経験を有し、高度な英語能力を
保持する「日本人」でも ALT は可能ではないかと考えることができる。事実に新学習指導要領の小
学校学習指導要領、第４章の外国語活動（文部科学省 2008）では、
「授業の実施に当たっては、ネ
イティブ・スピーカーの活用に努めるとともに、地域の実態に応じて、外国語に堪能な地域の人々
の協力を得るなど、指導体制を充実すること」が挙げられている。よって外国語に堪能な日本人の
地域の人々の英語教育への協力・貢献をこれから期待することができるであろう。小学校 5、6 年生
の英語は新学習指導要領により平成 23 年度から完全実施され、それに伴い ALT の人数確保が必要
となるが、厳しい財政状況のため、大半の自治体が ALT の新規採用を見送り、既存の ALT を複数
校に掛けもちさせるなどの措置をとっている厳しい現状にあるという（
『茨城新聞』2009, 19）
。この
ように ALT の人数確保は困難となり、ALT の人数確保優先から生じる ALT の質などにまつわる問
題はこれから増える一方だと容易に予測することができる。ALT の人数確保と同時に ALT の質の
確保が求められ、ALT とは誰をさし、何を求められているのか、その ALT の定義を再考し、更に
は何を英語学習の習得目標にするべきなのかを改めて考え直す必要があると考える。
第二点目として、非英語圏 ALT 採用の際には非英語圏 ALT の特性を生かすことが望まれる。ア
ンケートの回答からは、非英語圏 ALT の特性を生かすための意図した非英語圏 ALT の採用・活用
が必ずしもなされていないことが推測される。英語圏 ALT の代わりとしてではなく、非英語圏 ALT
だからこそできる英語教育への貢献があると考えて採用すべきであろう。例えば、日本人児童・生
徒が非英語圏 ALT とのコミュニケーションを通して、共通語としての英語使用の便利さを実感した
り、非英語圏 ALT が母国の文化や他文化を自分の母語でない英語を介して紹介するのを見ることは、
異文化理解・交流の観点から、日本人児童・生徒の英語への認識に働きかけることとなることは言
うまでもない。
第三点目として、英語母語話者を判断基準としない英語教育の実践可能な理論・方法論の必要性
が挙げられる。
英語母語話者を判断基準とする教授に関しては、
これまで英語教育の中で実践され、
理論はもちろんのこと、方法論・教授法も確立されてきた。それに比べて、英語母語話者を判断基
準としない伝達能力の教授は、実践可能は理論や方法論・教授法が確立されていない。このことが、
英語母語話者を判断基準としないという概念の普及・実践につながらない一要因であると考えられ
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る。よって、これからの更なる研究が望まれる分野である。
５．まとめ
本研究では、英語母語話者を標準モデルとしない伝達能力の有効性を考察するための第一歩とし
て、ALT の現状・実態を把握するために ALT に関するアンケート調査を実施した。アンケート結
果から、英語母語話者の能力を日本人英語学習者の習得目標とする現在の英語教育における課題が
浮き彫りになった。アンケート結果から導き出された課題として、ALT の定義の再考、非英語圏
ALT 採用の際は非英語圏 ALT の特性を生かすこと、そして英語母語話者を判断基準としない英語
教育の実践可能な理論や方法論・教授法の必要性が挙げられる。
平成 23 年度から小学校 5、6 年生の英語は必修化され、今回の調査結果から判断しても、外国人
ALT の人数確保が更に困難になることが予想される。このことは、今研究の協力県特有の問題では
なく、全国的にも当てはまることである。ALT の人数確保優先による ALT の質の問題が数多く存
在する状況を考えると、高度な英語力を有する日本人教員や地域の人材の ALT としての積極的な導
入も必要だと考えられる。現在の ALT の問題は、英語母語話者の能力を基準にするという概念から
生まれ発展したものであり、外国人 ALT 採用時の、
「外国人」であるべきという条件に無意識に固
執している点にある。今後の日本の英語教育の更なる発展を目指して、
我々は ALT の定義、そして、
日本人英語学習者の習得目標を英語母語話者の能力とする概念を再考する必要性があると考えられ
る。誰と、何のためにコミュニケーションをするのかを原点に戻って考え直し、日本人はなぜ英語
を学習するのかという点に立ち返ることも、英語母語話者を日本人英語学習者の英語能力の判断基
準としない議論を考える際に大切であろう。
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注
1)

Canale and Swain (1980)は必ずしも第二言語を英米語と限ってはいない（Canale and Swain 27-35）
。

2)

本稿、
「３．英語母語話者を日本人学習者の英語能力の判断基準としない議論とそれに対する懸

念・課題」では、鈴木 (2003)が英語を取り巻く国際社会の考慮の必要性（鈴木 14-26）
、Alptekin (2002)
や Hyde (1998)が intercultural competence の育成の必要性（Alptekin 57-63）
（Hyde 7-11）
、Cook (1999)
や本名 (1999)が新しい英語観確立の必要性（Cook 204）
（本名 132-149）を主張していることに言及
した。この議論に関して他にも、国際語としての英語の観点から、Horibe (2008)は、英語とその母
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語話者の文化を教えるという伝統的文化観の見直しの必要性を述べ（Horibe 241- 251）
、Matsuda
(2009)は、英米の英語と文化のみに焦点を当てた伝統的英語教授法が不十分であることを指摘して
いる（Matsuda 11-13）
。
3)

すべての ALT に教育に対する熱意や意欲の欠如などの問題があるというわけではなく、回答の中

には、児童・生徒と積極的に関わり、日本人英語教師へも協力的な現在の ALT に満足しているとい
う回答も複数あった。
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Abstract
The purpose of this paper is to consider possible effectiveness and problems resulting from not treating English by native
speakers of English as the sole teaching model in English classrooms in Japan. The Ministry of Education, Culture, Sports,
Science, and Technology has attempted to improve Japanese English learners’ communicative skills. One of the means for this, a
communicative approach has been employed in the English classrooms. In these English classrooms, what English should be
regarded as teaching models will be a big issue, since viewing English by native speakers of English as the sole teaching model may
lead to the learners’ belief that English which deviates from the model is not appropriate or acceptable. And this may result in
the learners’ fear of making mistakes in speaking English and sense of inferiority toward native speakers of English. A
questionnaire about Assistant English Teachers (ALTs) such as their nationality was administered, and responses from 35
educational boards in a prefecture of Kanto area were analyzed. Based on the analysis of the questionnaire results, this paper
suggests ways of improving English education in Japan considering the practicability of not treating English by native speakers of
English as the sole teaching model.
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英語活動に関する小学校教員の意識調査 1)
猪井 新一＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

A Survey of Primary School Teachers’ Attitudes toward Implementation of English Activities
Shin’ichi INOI

キーワード：小学校英語活動, 外国語活動, コミュニケーション, 海外渡航

本研究の目的は小学校教員の英語活動に関する意識調査を報告し、小学校英語活動の教員研修はどのようなものが
望ましいかについて提案することである。41 名の小学校教員へのアンケート調査への回答を分析した結果、3〜4 割
の教員は英語活動を実施した経験が全くなく、実施する場合はほぼ TT で行われ、半数以上が英語活動は負担に感じ
ていることが分かった。アンケート結果を回答者の海外渡航歴期間の観点から分析すると、海外渡航期間が長い教員
は短い教員と比較すると、
より積極的に英語活動に参加しているのがわかった。
教員の英語活動導入に関する不安は、
自分の英語力、年間指導計画、学習指導案、指導法に関するものが上位を占めた。小学校英語活動のための教員研修
は教員自身が英語はコミュニケーションの手段であることを体験的に認識できるようなものでなければならない。

はじめに
教員免許状更新講習会は平成 20 年度の試行を経て、
平成 21 年度より本格的に実施されている。
茨城大学もその任を担っており、平成 23 年度からの「小学校外国語活動」の必修化に対応するた
めに、その講習会に「小学校英語」の講座が新領域分野の一部として設けられ、筆者がその講座の
一部を担当することとなった。この講座の内容を検討するにあたり、小学校の先生方が英語活動

2)

について実際にどのような考えをもち、またどのような教員研修内容を望んでいるかについて調査
するために、15 項目からなるアンケート調査を実施した。本論の目的は 1)この調査結果を報告す
ると共に、2)小学校英語活動に向けての教員研修はどのようなものが望ましいものであるかについ
て提案をするものである。
__________________________________________
*茨城大学教育学部英語教育講座（English Department, College of Education, Ibaraki University, Mito, Japan）
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平成 21 年度からの英語活動の必修化に向けて喫緊の課題は英語活動を担当する教員の研修をど
のようにするかである。これまでほとんど英語を教えた経験のない小学校教員が週一回の英語活動
を担当するというのは相当の不安を煽り、実際に物理的、精神的に負担を強いることになる。木塚
（2009, pp. 11-12）も小学校英語活動を担当する教員養成も含め、現職教員教育が緊急の課題であ
ると、教員研修の重要性を指摘している。茨城大学で実施される教員免許状講習会の数時間の教員
研修講座を通して、小学校教員の不安感をすべて解消できるとは思わないが、少しでも英語を苦手
とする小学校教員が前向きに英語活動に取り組むことができるような態度を培いたい。
本研究ではアンケートへの回答結果を主として、海外渡航期間の長短および英語の好き・嫌いの
観点から分析する。これまでの小学校英語活動の研究の中にはその課題や問題点を扱ったものはあ
るが（安達 2004, 大年 2008, 木塚 2009, ベネッセ教育開発センター 2006 等）
、小学校教員の海外
渡航の有無や渡航期間の長短の観点からは分析してはいない。

アンケート内容および調査方法
アンケートは二部構成（Part 1 および Part2）であり、Part1 は回答者の背景的情報（性別、年齢、
担当学年、海外渡航歴の有無およびその期間、英語資格試験受験の有無および資格試験名）に関す
るもの７項目、Part 2 は小学校英語活動担当の有無や小学校英語活動に対する考え方に関するもの
8 項目（うち１項目は自由記述）である（資料参照）
。平成 20 年 12 月に、茨城大学近辺の小学校 2
校の教員 41 名からアンケート調査に協力をいただいた。
アンケート項目の中に、回答者の海外渡航歴の有無およびその期間、英語の好き・嫌いに関する
項目が含まれた。これらの項目への回答と英語活動担当やそれに対する感じ方や考え方への回答が
ある程度関係があるのではないかと予想されたためである。例えば、海外渡航期間が長ければ、そ
れだけ外国語をコミュニケーションの手段として使用している経験が豊富であり、その結果、英語
活動に積極的に取り組み、
英語活動を担当することをさほど負担に感じていないことが推測される。
ALT との TT（team-teaching）に関する全国規模の調査（猪井他, 2001）は、海外渡航歴を有する
日本人英語教師の方が無い教師よりも TT を通して英語教育観をより変化させる傾向にあると報告
している。本研究においては、
「海外渡航期間の長短」および「英語の好き・嫌い」の 2 項目への
回答結果が、英語活動への取り組みや感じ方の回答結果と何らかの関係があるのか否かについて分
析する。

結果および考察
Part 1
表 1 はアンケート回答者 41 名の背景的情報（Part1）を集計したものである。回答者の性別はほ
ぼ同じ割合であり、年齢的には 40 才台が 24 人と過半数以上（58.5%）を占めている。担当学年は
ほぼ均等になっている。ほとんどの回答者（39 名）が海外渡航経験を有しており、外国語を多少な
りともコミュニケーションの手段として使用した経験があることが推測される。その内の約半数
（20 名）の海外滞在期間は 10 日以内であり、3 週間以上と回答したのは 12 名（約 3 割）である。
英語検定等の資格試験に関しては、約 6 割が受験した経験があり、英語検定 3 級・4 級等の資格を
もっていることがわかる。TOEIC に関しては 1 名が受験経験有りと回答した。
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表 1 Part 1（背景的情報）
人数
1) 性別
2) 年齢

男

20 (48.8%)

女

21 (51.2%)

22~29 才

3 (7.3%)

30~39 才

9 (22.0%)

40~49 才

24 (58.5%)

50~
3) 担当学年

4) 海外渡航歴
5) 渡航期間

才

7 (17.1%)

2年

7 (17.1%)

3年

6 (14.6%)

4年

6 (14.6%)

5年

5 (12.2%)

6年

6 (14.6%)

その他*

4 (9.8%)

有

39 (95.1%)

無

2 (4.9%)

1 日~10 日

20 (51.3%)

11 日~ 20 日

6 (15.4%)

不明
の有無

12 (30.8%)

41

41

41

39***

1 (2.6%)

有

26 (63.4%)

無

13 (31.7%)

不明

41

5 (12.2%)

1年

21 日~
6) 英語資格受験

合計

41

2 (4.9%)

7)英語資格試験名 英語検定 4 級

5 (19.2%)

英語検定 3 級

14 (53.8%)

英語検定準 2 級

1 (3.8%)

英語検定 2 級

4 (15.4%)

英検（級不明）

1 (3.8%)

TOEIC**

1 (3.8%)

試験名不明

1(3.8%)

26
*「その他」は
特別支援学級。

** 1 名が TOEIC と英検を両方とも受験している。
*** 海外渡航歴が無い回答者が 2 名いるため、合計が 39 となっている。

Part 2
表 2 は Part 2（英語活動担当や英語活動に対する考え方）に関する回答結果である。
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表 2 英語活動担当や英語活動に対する考え方
1) 英語活動担当の有無

2)英語活動の形態
3) TT における立場

4) 英語活動の負担感*

5) 英語の好き・嫌い**
6) 不安要素

7 )望む研修内容

現在している
以前していたが、現在はしてい
ない
担当したことがない
TT で実施している
１人で実施している
どちらとも言えない
主指導的立場
副指導的立場
どちらとも言えない
不明
感じる
何とも言えない
感じない
不明
好きである
何とも言えない
好きでない
自分の英語力
年間指導計画・授業指導案作成
実際の英語活動の進め方
教材の開発・準備
教員研修
中学校との連携
教員同士の協力体制
その他***
英語活動の目的
授業に必要な英会話、クラスル
ームイングリッシュ
英語の発音・リズム
ALT と打ち合わせができる程度
の英語力
すぐ使える教材や英語活動実践
例（歌・ゲーム含む）
英語活動授業案・年間指導案の
作成の仕方
他の小学校の英語活動の様子、
情報交換
その他**

22 (53.7%)
4 (9.8%)

41

15 (36.6%)
21 (95.5%)
0
1 (4.5%)
7 (17.1%)
26 (63.4%)
2 (4.9%)
6 (14.6%)
20 (48.8%)
7 (17.1%)
12 (29.3%)
2 (4.9%)
18 (43.9%)
16 (39.0%)
7 (17.1%)
40 (97.6%)
37 (90.2%)
33 (80.5%)
33 (80.5%)
12 (29.3%)
4 (9.8%)
4 (9.8%)
1 (2.4%)
10 (24.4%)

41
41
41
41
41
41
41
41
41

38 (92.7%)

41

25 (61.0%)

41

28 (68.3%)

41

30 (73.2%)

41

19 (46.3%)

41

8 (19.5%)

41

1 (2.4%)

22

41

41

41

41

* 実際のアンケートの回答選択肢は 5 つであるが、表 2 では回答が 3 つにまとめられている。
**「その他」の不安要素： ALT とコミュニケーションがはかれるか。
***「その他」の研修内容： 担任一人で行う英語活動の進め方
1) 英語活動担当の有無
6 割以上が英語活動を現在、または以前担当したことがあると報告している一方、3 割以上が担
当の経験がないと報告している。文部科学省（2008, p. 3）よると、2007 年度には全国の小学校の
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約 97% が何らかの形で英語活動を実施していると調査結果は報告しているが、9 割を超えた小学
校教員が英語活動担当の経験があるとは言えないことがわかる。平成 23 年度から小学校 5、6 年生
で週一回の英語活動が必修化されるのであるが、全く英語活動を経験したことがない教員は 5、6
年生の担当を避ける可能性があることも否定できない。
2) 英語活動の形態
前問 1) で「現在、英語活動を担当している」と答えた回答者 22 名のうち、9 割以上（21 名）が
TT （team-teaching）で英語活動を実施していると答え、1 人で実施していると回答したのはわず
か 1 名である。現時点では TT 依存型の英語活動実施の状況にある。
3) TT における立場
TT では 41 名中 26 名が副指導的立場で英語活動を実施している、あるいはその経験があると答
えている。現状では、小学校英語活動の相当な部分が ALT 等との TT で実施されており、学級担任
は副指導的立場に立っていることがわかる。ベネッセ（2006）が実施した全国規模のアンケート調
査結果でも、英語活動年間時数が 15 時間未満の場合、8 割以上の学校が ALT や地域ボラインティ
ア等に依存し、学級担任が中心となって行っているのは 2 割程度であった。前述のように全国の 9
割以上の小学校が何らかの英語活動を実施しているとの報告がある一方で、その活動は ALT 等に
相当依存しており、学級担任が１人で英語活動を実施している場合は少ないようである。安達
（2004）も TT において学級担任は JET プログラムや人材派遣会社の ALT に相当依存していると
報告している。しかし、平成 23 年度からの週一回予定の英語活動には、ALT の訪問が毎回期待で
きないことを考えると、学級担任がある程度１人で英語活動を実施することが必須である。文部科
学省も英語活動の計画や授業の実施を誰が行うかについて「学級担任の教師または外国語活動を担
当する教師が行うこととし、授業の実際に当たっては、ネイティブ・スピーカーの活用を努めると
ともに、地域の実態に応じて、外国語に堪能な地域の人々の協力を得るなど」
（文部科学省, 2008, p.
15）と述べ、学級担任を一番先に挙げ、その重要性に言及している。英語活動を現在の TT 依存型
から、徐々に学級担任単独型へ変える必要があることがわかる。当然、各教員研修会においても、
そのことを考慮した教員研修内容を検討する必要がある。
4) 英語活動実施の負担感
41 名のうち約半数（20 名）が英語活動をすることに負担を感じている。
「感じない」と答えたの
は 12 名（約 30%）である。ベネッセ（2006, p. 12）の研究でも約 6 割が負担を感じ、約 4 割が負
担を感じていないと、似たような傾向を報告している。さらに、英語活動の年間時数が多いと、負
担感を感じる割合が若干増加するとも報告している。負担感は次の質問項目 5)「英語の好き・嫌い」
の程度および Part 1 の海外渡航期間等と何らかの相関関係があることがある程度予想される。
5) 英語の好き・嫌い
41 名のうち 18 名（43.9%）が英語を好きであると答えている一方、7 名（17.1%）が英語を嫌い
であると答えている。上でも述べたが、このことが英語活動の負担感と何らかの関係がある可能性
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があり、後で詳しく分析したい。
6) 英語活動の不安要素
圧倒的に多い不安事項は「自分の英語力」であり、1 名を除きほぼ回答者全員がこれを挙げてい
る。これまで英語をほとんど教えた経験がないため、あるいは英語活動担当経験があったとしても
TT で行っている現状を考慮すると、当然のことと思われる。次に「年間指導計画・授業指導案作
成」
、
「実際の英語活動の進め方」
、
「教材の開発・準備」が続き、これら 4 項目がいずれも 8 割以上
の回答者が不安要素として挙げている。これらの 4 項目は実際に教室で英語活動を展開することに
直接的に関わる要素である。学級担任は年間指導案のもと授業指導案を作成し、授業の準備をし、
自分の英語を使って英語活動を進めるからである。逆に、それ以外の要素（
「教員研修」
、
「中学校と
の連携」
、
「教員同士の協力体制」
）は英語活動の授業展開に直接関わるものではないため、不安要素
として挙げる教員の割合は低いと推測される。
7) 望む研修内容
一番希望が多い研修内容は「授業に必要な英会話・クラスルームイングリッシュ」で 9 割以上の
回答者が望んでいる。次に「すぐ使える教材や英語活動実践例（歌・ゲーム含む）
」
（73.2%）
、
「ALT
と打ち合わせができる程度の英語力」
（68.3%）
、
「英語の発音・リズム」
（61.0%）と続く。いずれ
も、教室での英語活動実践に即役立つものを求めているのがわかる。
「英語活動の目的」は重要と思
われるが、わずか 10 名（24.4%）しか研修の内容としては望んでいない。これは教室での英語活動
に直接関わっていないためであると推測される。総じて小学校教員は、英語活動を教室で実施する
際に直接的に関わる内容の研修を望んでいるのがわかる。
海外渡航期間の長短と Part 2 との相関関係
1) 海外渡航期間と英語活動担当経験の有無
表 3 は海外渡航期間の長短と英語活動担当の有無を示しているが、
明確な相関関係は見られない。
ただ、
「担当したことがない」と報告した教員をみると、海外渡航期間が一番短い A グループ（1
〜10 日）の方が一番長い C グループ（21 日以上）より、若干割合が高い（30% > 16.7%）
。海外渡
航期間の長短と英語活動担当の有無には多少関係があるのかもしれない。さらに多くの教員を対象
表 3 海外渡航期間の長短と英語活動担当の有無
期間

人数

A

20

12 (60%)

2 (10%)

6 (30%)

B

6

2 (30%)

0 (0 %)

4 (70%)

C

12

8 (66.7%)

2 (16.7%)

2 (16.7%)

22 (57.9%)

4 (10.5%)

12 (31.6%)

合計

38 *

現在している

以前したことがある

担当したことがない

A:1~10 日、B: 11~20 日、C: 21 日以上
*合計が 38 名となっているのは、1 名の海外渡航期間が不明のため表 3 には算入されていない。
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とする調査が必要と思われる。
2) 海外渡航期間と TT 英語活動における立場
表 4 は海外渡航期間の長短と TT で英語活動を実施する際の立場に何らかの関係があるかどうか
について調べたものである。TT において主指導的立場に立っているのは海外渡航期間が長くなる
につれ、その割合が若干ながら増えていることがわかる（10% < 16.7% < 25%）
。一方、副指導的
立場に立つのは海外渡航期間が短いほどその割合が高くなる傾向にある（75% > 66.7% > 58.3%）
。
海外渡航経験が長ければ、ある程度外国語（英語含む）をコミュニケーションの手段として使用し
た体験を積み重ねており、渡航経験が短い人より英語活動に自信を持って取り組んでいるためと推
測される。その結果として、海外渡航期間最長の C グループの主導的立場を担う割合が他のグルー
プより若干高くなったと思われる。しかし、その割合は 25%であり海外渡航期間が長いというだけ
で TT において主指導的立場を担うことにはなっていない。ただ、調査人数が少ないので、さらな
る調査が必要である。
表 4 海外渡航期間の長短と TT 英語活動における立場
人数
A

20

B

6

C
合計

主指導的立場

2 (10%)

副指導的立場

15 (75%)

どちらとも言えない

不明

1 (5%)

2 (10%)

1 (16.7%)

4 (66.7%)

0

1 (16.7%)

12

3 (25%)

7 (58.3%)

1 (8.3%)

1 (8.3%)

38

6 (15.8%)

26 (68.4%)

2 (5.3%)

4 (10.5%)

3) 海外渡航期間と英語活動担当の負担感
表 5 は海外渡航期間の長短と英語活動担当の負担感を示している。英語活動を担当することが
「負担である」と回答する割合は海外渡航歴期間が短くなるにつれて高くなっているのがわかる
（65% > 50% > 25%）
。海外渡航期間の期間の最も短い A グループは 6 割以上が英語活動担当に対
して負担感を感じ、渡航期間が長くなるにつれその割合が減少している。一方、負担を感じないと
報告しているのは海外渡航期間が「21 日以上」の C グループ（58.3%）である。はやり、海外渡航
期間が長いと、それだけ外国語をコミュニケーションの手段として使用している経験が他の 2 グル
ープより豊富なので、英語活動を担当することに負担を感じない割合が高い傾向にあると推測され
る。
表 5 海外渡航期間の長短と英語活動担当の負担感
人数

負担を感じる

A

20

13 (65%)

B

6

C
合計

どちらとも言えない

負担を感じない

不明

3 (15%)

4 (20%)

0

3 (50%)

1 (16.7%)

1 (16.7%)

1 (16.7%)

12

3 (25%)

2 (16.7%)

7 (58.3%)

0

38

19 (50%)

6 (15.8%)

2 (31.6%)

1 (2.6%)
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4) 海外渡航期間の長短と英語の好き・嫌いとの関係
表 6 は海外渡航期間の長短と英語の好き・嫌いの関係を示したものである。英語が好きであると
回答した割合が一番高いのは C グループである（66.7%）
。一方、好きでないと回答した割合の一
番高いのは A グループである（25%）
。やはり、海外渡航期間の長短が英語の好きの度合いとある
程度は相関関係があるようである。
表 6 海外渡航期間の長短と英語の好き・嫌いの関係
人数

A

20

B

好きである

何とも言えない

好きでない

8 (40%)

7 (35%)

5 (25%)

6

2 (33.3%)

4 (66.7%)

0

C

12

8 (66.7%)

4 (33.3%)

0

合計

38

19 (50%)

6 (15.8%)

12 (31.6%)

5) 海外渡航期間の長短と不安要素
表 7 は海外渡航期間の長短により英語活動に対する不安要素が異なるかどうかを表したものであ
る。海外渡航期間の異なる 3 グループにおいて、
「自分の英語力」
「年間指導計画・授業指導案の作
成」
「実際の英語活動の進め方」
「教材の開発・準備」の 4 項目が共通して上位 4 項目を占めている。
A グループと B グループは各不安要素を挙げた割合がほぼ同じようになっているが、海外渡航期間
最長の C グープはやや異なる傾向を示している。例えば「実際の英語活動の進め方」を挙げる割合
（50%）は他の２グループと比較すると約半分となっている。さらに、C グループの約 3 割が「中
学校との連携」を不安要素として挙げている。一方、A グループと B グループは「中学校との連携」
を不安要素として全く挙げていない。おそらく、これは A グループと B グループの教師は教室でど
のように英語活動を展開するかということに精一杯であり、中学校との連携をどのようにしたらよ
いかまでは考慮する余裕がないためであると推測される。
表 7 海外渡航期間の長短と不安要素
不安要素

A (20 人)

B (6 人)

C (12 人)

自分の英語力

20 (100%)

6 (100%)

11 (91.7%)

年間指導計画・授業指導案作成

18 (90%)

5 (83.3%)

11 (91.7%)

実際の英語活動の進め方

19 (95%)

6 (100%)

6 (50.0%)

教材の開発・準備

16 (80%)

5 (83.3%)

9 (75.0%)

教員研修

6 (30%)

1 (16.7%)

4 (33.3%)

中学校との連携

0

0

4 (33.3%)

教員同士の協力体制

1 (5%)

1 (16.7%)

2 (16.7%)

その他

1 (5%)

0

0
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6) 海外渡航期間の長短と望む研修内容
表 8 は海外渡航期間の異なるグループによって望む研修内容には違いがあるかを示したものであ
る。望む研修内容に関して、グループ間での明確な差は見られなかった。3 グループに共通して最
も要望が大きい研修内容は「授業に必要な英会話、クラスルームイングリッシュ」である。それ以
外で 50%を超えている共通する項目は「英語の発音・リズム」
「ALT と打ち合わせができる程度の
英語力」
「すぐ使える教材や英語活動実践例」である。はやり、教室で英語活動の授業を展開するに
当たって即必要な英語力や活動例を望んでいることがわかる。
３グループに共通してさほど望んでいない研修内容は、
「英語活動の目的」
「他の小学校の英語活
動の様子、情報交換」である。ただ、
「英語活動の目的」は教室でどのような活動を実施し、どのよ
うに児童が変容することを目指すかに密接に関係しているので極めて重要な項目である。目的をし
っかり把握しないと、英語活動が英語のスピーキング・リスニングの技能ばかりが強調される恐れ
がある。
表 8 海外渡航期間の長短と望む研修内容
望む研修内容

A (20 人)

B (6 人)

英語活動の目的

4 (20%)

2 (33.3%)

3 (25%)

17 (85%)

6 (100%)

12 (100%)

英語の発音・リズム

10 (50%)

6 (100%)

8 (66.7%)

ALT と打ち合わせができる程度の

14 (70%)

5 (83.3%)

7 (58.3%)

17 (85%)

5 (83.3%)

6 (50.0%)

10 (50.0%)

2 (33.3%)

6 (50.0%)

6 (30%)

0

2 (16.7%)

0

0

1 (8.3%)

授業に必要な英会話、クラスルー

C (12 人)

ムイングリッシュ

英語力
すぐ使える教材や英語活動実践例
（歌・ゲーム含む）

英語活動授業案・年間指導案の作
成の仕方
他の小学校の英語活動の様子、情
報交換
その他

英語の好き・嫌いと Part 2 の項目との関係
1) 英語の好き・嫌いと英語活動担当の有無
表 9 は英語の好き嫌いと英語活動担当の有無を示したものである。現在英語活動を担当している
割合が一番高いのは英語が「好きでない」グループ（71.4%）である。
「好きである」と回答したグ
ループのち 44.4%が英語活動を担当しているのがわかる。一方、英語活動を担当したことが無い割
合が一番高いのは英語が「好きである」と回答したグループである（50%）
。調査人数が少ないた
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表 9 英語の好き・嫌いと英語活動担当の有無
人数

現在している

以前したことがある 担当したことがない

好きである

18

8 (44.4%)

1 (5.6%)

9 (50%)

何ともいえない

16

9 (56.3%)

3 (18.8 %)

4 (25%)

7

5 (71.4%)

0

2 (28.6%)

41

22 (53.7%)

好きでない
合計

4 (9.8%)

15 (36.6%)

めに明確なことは言えないが、
現在英語活動を担当しているために、
担当することに負担感を感じ、
その結果をして英語を好きでないと報告している可能性がある。回答者に直接、英語が嫌いな理由
の説明を求める必要があると思われる。今後の課題と言える。
2) 英語の好き・嫌いと TT 英語活動における立場
表 10 は英語の好き・嫌いと TT における立場の違いを示したものであるが、明確な関係は見られ
ない。TT において主導的立場にあると報告している割合が一番高いのは英語が「好きでない」グ
ループである（28.6%）
。副指導的立場に立っている割合が一番高いのが「どちらとも言えない」グ
ループである（87.5%）
。英語の好き・嫌いに関わらず、小学校教員は TT においては主指導的立場
でなく、副指導的立場に立っている様子がわかる。
表 10 英語の好き・嫌いと TT 英語活動における立場
人数

主指導的立場

副指導的立場

好きである

18

4 (22.2%)

8 (44.4%)

何ともいえない

16

1 (6.3%)

7
41

好きでない
合計

どちらとも言えない

不明

2 (11.1%)

4 (22.2%)

14 (87.5%)

0

1 (16.7%)

2 (28.6%)

4 (57.1%)

0

1 (14.3%)

7 (17.1%)

26 (63.4%)

2(4.9%)

6 (14.6%)

3) 英語の好き・嫌いと英語活動担当の負担感
表 11 は英語の好き・嫌いと英語活動担当の負担感との関係を示したものである。負担感を感じ
る割合が一番高いのは英語が「好きでない」グループ（85.7%）で、一方「感じない」と回答して
いる割合が一番高いのは英語が「好きである」グループ（44.4%）である。英語を好きでないから
英語活動を負担に感じるのか、それとも英語活動を実際に担当し負担を感じ、その結果、英語が好
きでないと回答しているのかは確かではないが、ある程度はこの両者には相関関係が存在するよう
である。ただし、英語が好きであると報告したグループも約半数（44.4%）が英語活動をすること
に負担を感じると答えており、英語の好き・嫌いがそのまま英語活動の負担感と結びついていると
は言い難い。英語が好きな小学校教員であれ、英語活動という新しい活動を担当する際はその教材
開発・準備等負担を感じることは当然であると思われる。
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表 11 英語の好き・嫌いと英語活動担当の負担感
人数

感じる

何とも言えない

感じない

好きである

18

8 (44.4%)

1 (5.6%)

8 (44.4%)

何ともいえない

16

6 (37.5%)

6 (37.5 %)

4 (25%)

7

6 (85.7%)

0

1 (14.3%)

41

22 (53.7%)

好きでない
合計

7(17.1%)

12 (29.3%)

4) 英語の好き・嫌いと不安要素
表 12 は英語の好き・嫌いにより英語活動に対する不安要素が異なるかどうかを示したものであ
る。アンケート回答者全体の結果を示す表 2 同様に、上位 4 項目は「自分の英語力」
「年間指導計
画・授業指導案の作成」
「実際の英語活動の進め方」
「教材の開発・準備」であり、英語の好き・嫌
いに関わらずほぼ同じである。ただ、それ以外の不安要素（
「教員研修」
、
「中学校との連携」
、
「教員
同士の協力体制」
）を挙げたのは英語が「好きである」グループにややその傾向が観察される。これ
らの項目は教室における英語活動の実施に直接関わる要因ではないので、英語が「好きでない」グ
ループにとってはその優先順位が低いと推測される。
表 12 英語の好きの程度と不安要素
不安要素

好きである

何ともいえない

好きでない

(18 人)

(16 人)

(7 人)

自分の英語力

17 (94.4%)

16 (100%)

7 (100%)

年間指導計画・授業指導案作成

18 (100%)

13 (81.3%)

6 (85.7%)

実際の英語活動の進め方

13 (72.2%)

14 (87.5%)

6 (85.7%)

教材の開発・準備

11 (61.1%)

16 (100%)

6 (85.7%)

教員研修

7 (38.9%)

4 (25%)

1 (14.3%)

中学校との連携

4 (22.2%)

0

教員同士の協力体制

2 (11.1%)

1 (6.3%)

1 (14.3%)

その他

0

0

0

5) 英語の好き・嫌いと望む研修内容
表 13 は英語の好き・嫌いと望む研修内容について示したものであるが、３グループともさほど
大きな違いはない。共通して一番望んでいる研修内容は「授業に必要な英会話」であり 9 割以上の
回答者が求めている。これは、表 12 に示されているように「自分の英語力」に不安を持っている
ため、それに対応するために望んでいる研修内容と思われる。次の上位項目はグループにより若干
違いはあるが、
「ALT と打ち合わせができる程度の英語力」
「すぐ使える教材や英語活動実践」
「英
語の発音・リズム」であり、いずれも各々のグループで半数以上が求めている。これらの項目は英
語力（とりわけ英会話力）と実際の教室での英語活動授業展開に直結するものである。３グループ
に共通して優先順位が低い項目は「英語活動の目的」
「他の小学校の英語活動の様子」であり、実際
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の教室での英語活動には直接結び着く項目ではない。ただ、英語活動の目的は回答者の研修内容と
しての優先順位が低いからといって、やらなくてよいものであるとはならない。英語活動の目的は
学習指導要領に明記されており、それに基づいて年間指導計画・授業案が作成され、実際に授業が
展開されるのであるからである。とりわけ英語活動においては、英語の音声を重視するあまり英語
のリスニング・スピーキングの技能を強調しすぎて、コミュニケーションをすることの楽しさを体
験させるという本来の目的が見失うことがあってはならない。
表 13 英語の好き・嫌いと望む研修内容
好きである(18 何ともいえな 好きでない
人)
英語活動の目的
授業に必要な英会話、クラスルーム

い(16 人)

(7 人)

6 (33.3%)

3 (18.8%)

1 (14.2%)

17 (94.4%)

16 (100%)

5 (100%)

イングリッシュ
英語の発音・リズム

10 (55.6%)

10 (62.5%)

5 (71.4%)

ALT と打ち合わせができる程度の

11 (61.1%)

12 (75.0%)

5 (71.4%)

11 (61.1%)

13 (81.3%)

6 (85.7%)

11 (61.1%)

5 (31.3%)

3 (42.9%)

1 (5.6%)

4 (25%)

3 (42.9%)

1 (5.6%)

0

0

英語力
すぐ使える教材や英語活動実践例
（歌・ゲーム含む）

英語活動授業案・年間指導案の作
成の仕方
他の小学校の英語活動の様子、情報
交換
その他

おわりに
平成 21 年度から開始された教員免許状講習会において「小学校英語」講座の内容を検討するに
あたり、事前アンケート調査を実施し 41 名の小学校教員から回答が得られた。アンケート結果を
先ず項目ごとに集計したものを報告し、次に回答者の「海外渡航期間の長短」と「英語の好き・嫌
い」の観点から分析した。その結果、以下のような課題が浮かび上がり、これらを解消するような
研修内容が必要と思われる。
(1) 3 割から 4 割の小学校教員は英語活動を全く担当した経験がない。
(2) 現状では英語活動は主に TT の形式で実施され、副指導的立場に立っている教員が多い。
(3) 約半数以上の小学校教員は英語活動を負担と感じている。
(4) 小学校教員は「自分の英語力」も含め、
「年間指導計画・授業指導案作成」
「実際の英語の進め
方」
「教材の開発・準備」の 4 項目を不安要素としてあげており、これらの不安要素を解消する
ような研修内容が必要である。ただ、
「英語力」の向上は短期間の研修では到底無理であり小学校
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教員は英語活動の授業を通して、長い目で自らの英語力を伸ばして行く事が必要と思われる。一
方、英語活動の目的についても、英会話のような英語のスピーキング・リスニングの技能を高め
るのではないということも併せて理解する必要がある。
(5) 海外渡航期間が長い人は短い人よりも、TT において主指導的立場に立つ割合が多少高くなり、
英語活動の負担を感じる割合が減少し、英語が好きであると報告している。海外渡航して体験す
るように、教員自身が英語をコミュニケーションの手段として使用し、コミュニケーションする
ことの楽しさを体験することができるような「体験型教員研修」が必要である。さらには、小学
校教員の海外渡航を奨励し、
そのための勤務上、
財政上の教育行政支援が有効であると思われる。
注
1) 本研究は、第 35 回全国英語教育学会鳥取研究大会（平成 21 年 8 月 8 日、鳥取大学）において口
頭発表したものを加筆・修正したものである。
2)『小学校学習指導要領』(2008)によると、正式名称は「外国語活動」であるが、本稿では便宜上
「英語活動」という表現を用いている。
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資料（アンケート）

平成 21 年度茨城大学で実施予定の教員免許更新講習会において、
「小学校英語活動」の講座
を設けることになりました。講座の内容を検討するに当たり、小学校の先生方が英語活動に対
しどのようなお考えをもち、どのようなことを望んでいるかについて調査をしたいと思います。
所要時間は 10 分以内かと思われます。お忙しい中、誠に恐縮ですが、ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。
なお、アンケート結果は研究以外の目的では使用されることは一切ありません。
茨城大学教育学部 英語教育講座
教授 猪井 新一（いのい しんいち）
Part 1. 先生のご自身についての質問項目
1) 性別 (1) 男

(2) 女

2) 年齢 (1) 22〜29

(2) 30〜39

(3) 40〜49

(4) 50〜

3) 担当学年 (1)1 年 (2)2 年 (3)3 年 (4)4 年 (5)5 年 (6)6 年

(7)それ以外
（

）

4) 海外渡航歴 （先生はこれまで海外旅行をしたり、海外に滞在したことがありますか。
）
(1) ある。 (2) ない。
5) 質問 4)で「ある」と答えた方は、主なものについて行き先と期間についてお答えください。
行き先
（

期間
）

（

）

6)これまで英検や TOEIC などの英語の資格試験を受けたことがありますか。
(1) ある。

(2) ない。

7) 質問 6)で「ある」と答えた方は、わかる範囲で合格した級または点数を記入してください。
資格試験名（

） 合格級または点数（

）

Part2. 先生の英語活動担当や英語活動に対する考え方に関する項目
1) 先生は現在、英語活動の授業を担当されていますか。１つ選んでください。
(1) 現在、担当している。
(2) 以前、担当していたが、今は担当していない。
(3) 担当したことがない。
(4) その他（

）

2) 前問で「現在、担当している」と答えた方は主にどのような形態で担当されていますか。
１つ選んでください。
(1) 主として、TT で英語活動を行っている。
(2) 主として、1 人で英語活動を行っている。
(3) TT の場合と１人の場合の両方があり、どちらとも言えない。
(4) その他（

）
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3) TT で英語活動を実施する場合、先生はどのような立場で担当されていますか。１つ選んで
ください。
(1) 主として主指導的立場で担当している。
(2) 主として副指導的立場で担当している。
(3) どちらとも言えない。
(4) その他（

）

4)先生は英語活動をすることは負担に感じますか。１つ選んでください。
(1) とても感じる
(2) まあまあ感じる
(3) 何とも言えない。
(4) あまり感じない。
(5) 全く感じない。
5)先生は英語は好きですか。１つ選んでください。
(1) とても好きである。
(2) まあまあ好きである。
(3) 何とも言えない。
(4) あまり好きでない。
(5) 全く好きでない。
6) 英語活動を担当する際にどのようなことに不安を感じますか。上位４つを選んでください。
(1) 自分の英語力
(2) 年間指導計画や授業指導案の作成の仕方
(3) 実際の英語活動の進め方
(4) 教材の開発や準備の時間
(5) 英語活動に関する教員研修
(6) 中学校との連携
(7) 教員同士の協力体制
(8) その他（

）

7) 英語活動に関してどのような内容の教員研修を受講したいと思いますか。上位４つを選ん
でください。
(1) 英語活動の目的・意義
(2) 授業に必要な英会話、クラスルームイングリッシュ
(3) 英語の発音・リズム
(3) ALT と打ち合わせができる程度の英語力
(4) すぐ使える教材や英語活動実践例（歌・ゲーム含む）
(5) 英語活動授業案・年間指導案の作成の仕方。
(6) 他の小学校の英語活動の様子、情報交換
(7) その他（

）

8)小学校英語活動に対して、感じること、思うことなどを自由に書いてください。
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英国のパストラル・ケアの発展過程に関する研究

新井英靖*
(2009 年９月 15 日受理)

A Study on Developmental Process of Pastoral Care in the U.K.
Hideyasu ARAI

キーワード： 英国，パストラル・ケア，生徒指導，特別ニーズ教育

本研究は英国における 1950 年代～1980 年代にかけてのパストラル・ケアの発展過程を明らかにした。その結果，1950
年代以降の英国では，不適応児等の特別なニーズのある子どもに対応するために，学校という「組織全体」の中に特
別な場を用意し，専門的に対応しようとしていたパラダイムから，学校にいるすべての子どもを分離することなく，
学校全体を再組織化して支援していこうとするパラダイムに変化していったことが明らかになった。こうしたパラダ
イム転換が生じる背景には，生徒の引き起こす行動上の「問題」にだけ目を向けて特別な対応を展開するのではなく，
カリキュラムを含めた全人格的な発達を促進していく必要性が認識されるようになったことや，教師個人の対応では
なく，ホール・スクール・アプローチといった「チーム支援」を前提とする教育実践が進められたことが挙げられる。
本研究を通して，英国では，こうしたパストラル・ケアの発展があったことが，1981 年教育法以降の個に応じた支援システム
の確立につながったのではないかと考えた。

1. 問題の所在および研究の目的
21 世紀に入り，日本では特別支援教育の改革が進められた。2006 年の時点で日本全国の小・中
学校の 96％以上の学校で特別支援教育コーディネーターの指名および校内委員会の設置が進めら
れるなど，近年の体制整備の進展はめざましいものがある 1）。こうした体制整備とともに，現場で
は学習障害等の特別な教育的ニーズをもつ児童生徒に対し個別の指導計画が作成されるなど、通常
の学級における特別支援は一定の成果が見られる。
しかし，日本においては，21 世紀に入っても知的障害特別支援学校の在籍児童生徒は増加傾向に
あり，また情緒障害児のための特別支援学級の在籍者数および設置学級数の増加は顕著である（文
――――――
*茨城大学教育学部
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部科学省，2005：文部科学省，2007）2）。こうした特別な場への措置数が増加傾向にある背景に，
情緒的な困難を抱える子どもへの対応方法が通常の学級内で確立していない点があることが指摘で
きる。そして，情緒的な困難を抱える子どもの中には，発達障害児のみならず，虐待を受けた子ど
もなども含まれ，現場レベルでは特別支援教育の対象者が多様であることも考慮に入れなければな
らないだろう。
発達障害等の学習困難児をできる限り通常の学級において支援することを原則としたインクルー
シブ教育を展開している英国においても，情緒的な困難を抱える子どもに対する対応は実践課題の
一つとして挙げられている（Ofsted, 2004）
。もともと，英国では学校心理サービスが早い時期から
開始されており，情緒的な困難を抱える子どもへの対応は，教育心理士や教育福祉官など外部機関
の専門家が地域で多様に支援できる体制を整備してきた（新井，2007）
。しかし，近年，インクル
ーシブ教育を推進するためには，外部機関の専門家による支援のみならず，通常の学級のスタッフ
の専門性を向上させ，学校全体で支援する体制をつくることが重要であると指摘されてきた（DfES,
2004）
。
これまで，英国のインクルーシブ教育に関する研究では，学習困難児に対してリメディアル教育
等のような「特別な場」による指導を提供することのみならず，通常の学級の授業を改善する必要
性があると指摘されている一方で（新井，2008）
，通常の学級の情緒的な困難を抱える子どもに対
し，
「パストラル・ケア」を学校全体から提供できるようにしなければならないという指摘もされて
きた（Carnell, and Lodge, 2002）
。
ただし，英国のパストラル・ケアについては，日本においては，その概要が紹介されている程度
にとどまっておいる（ダフネ･ジョンソン，1983；藤井，2004）
。そのため，英国においてパストラ
ル・ケアの発展が特別ニーズのある子どもへの対応として，どのように寄与したのかについて，詳
細に研究されてこなかった。そこで，本稿では，特別な教育的ニーズのある子ども，特に情緒的な
困難を抱える子どもに対応する学級経営・生徒指導を学校全体からどのように提供していくかを検
討するために，英国のパストラル・ケアの発展過程を明らかにすることを目的とした。

2．研究の方法
本研究では，英国のパストラル・ケアの発展過程を以下の視点から分析する。英国では戦後の混
乱がおさまった 1950 年代以降，不適応児問題が深刻化するなど，通常の学校で情緒的な困難を抱
える子どもの教育問題に焦点が当てられてきた（新井，2000；新井，2002）
。こうした先行研究を
ふまえて，本稿では，1950 年代以降の不適応児等に対する対応の方策としてパストラル・ケアがど
のように位置づけられるようになったのかを明らかにしたいと考えた。
具体的には，英国 1950 年代には，学校心理サービスなどの外部機関を活用して不適応児問題に
対応していたが，1950 年代以降にどのような過程を経てパストラル・ケアを主軸とした対応へと変
化していったのかについて明らかにする。その際の分析の視点として，
① 学校心理サービスなどの外部機関の役割はどのように変化していったのか
② 不適応児等が通う学校や学級における教科指導及びリメディアル教育の提供とパストラル・ケ

- 66 -

新井：英国のパストラル・ケアの発展過程に関する研究

アの発展がどのように関連しているのか。
③ パストラル・ケアの視点が通常の学校や学級の中にどのように浸透していったのか
の 3 点を分析することとした。以上の点を明らかにする中で，パストラル・ケアが学習困難児への
対応として学校内にどのように位置づいていったのかについて検討したいと考える。
なお，分析の対象とする資料は，1950 年代以降の不適応児問題への対応を検討した政府報告書お
よび，1960 年代から 1980 年代に英国のパストラル・ケアの発展に寄与した研究者が執筆した書籍
等とする。

3．学校心理サービスなどの外部機関の役割の変化
（1）カウンセリングとガイダンスからの脱却
1960 年代までの英国の通常学校では，学校カウンセリングは「問題行動を起こす生徒に対し特別
な対応をする」ための支援サービスであった。1955 年アンダーウッド報告では，不適応児に対応す
るために，精神科医や教育心理士，あるいは精神科ソーシャルワーカーを増員して対応する方針が
示された（Ministry of Education, 1955）
。
英国では，1960 年代までに，学校カウンセリングや教育心理士の位置づけが明確になり，学校心
理サービスが定着した。こうした中で，1968 年にサマーフィールド報告が出されたが，
「教育心理
士という人はストレスの兆候を示す子どもや学校でつまづいている子どもを支援することができる
存在であるが，こうしたことができる人というのは教育心理士だけではない」と指摘した。そして，
「英国心理学会は，子どものストレスに関してアドバイスができる唯一の人が教育心理士であると
いう見解はとっていないし，教師やカウンセラーとして働いている他の人たちが適切な心理学的知
識を普及していくことを歓迎している」ことを指摘しながら，英国教育科学省も「この見解を支持
する」と述べた（DES, 1968, 27）
。
このため学校では専門的養成プログラムを受けている教育心理士と学校の中でカウンセリング的
な立場で子どもと応対する立場の教員が「密接に連携していなければならない」と考えた（DES,
1968, 27）
。また，
「教育心理士は障害児や学習遅進児の判別，ケア，教育に関する複数の専門分野
のチームの中に加わることが多くなっている」ことも指摘された（DES, 1968, 64-65）
。こうした
中で，教育心理士は「生徒のニーズをアセスメントする」ことや，
「特別学校（special school）へ
の照会」
，
「リメディアル教育指導の提供」などといった従来からの役割に加えて，
「教育当局に所属
する学校医学官との連携」や「特別な教育的トリートメントに対する教育組織の整備や助言」とい
った多様な役割を担うことが求められるようになった（DES, 1968, 65-67）
。さらに，学校の研究
や発展に寄与したり，現職教育を担うなど，教育心理士は学校の困難を抱える生徒に対する総合的
な支援計画を立案する役割を担うことが期待されるようになった（DES, 1968, 70）
。
こうした中で，1960 年代以降，生徒指導と教科指導を分離したものではなく，両者を関係づけて
実践していくことの必要性が指摘されるようになった。たとえば，ドーズ博士（Dr. Peter Daws）
3）によると，1960 年代には「クラス担任の教師は，…自分の生徒を個別的に理解し，生徒のことを

十分に知り，生徒と十分な関係を築くことができるようになってきた」が，その一方で，
「教科の専
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門化が生じ，学校の実践と組織が分断されてしまうという変化が生じた」と指摘する。このため，
「学校はすべての生徒や生徒の個別的ニーズに焦点を当て，適切に対応することができるようにな
る前に，
（すべての教員が）パストラル・ケアの責任を共同で果たすことができるような適切な体制
を機能させることが必要となる」
と述べ，
パストラル・ケアの必要性を指摘した
（Braide, et al., 1970,
3）
。
しかし，1960 年代のパストラル・ケアは「個人的に困難やトラブルを引き起こす生徒に対して，
教師個人が単に応答すること」を指す狭い概念であった。そのため，
「1960 年代に，パストラル・
ケアの概念をより広げていく必要性がある」ことに加え，
「教育ガイダンスまたは職業ガイダンスを
それまでのものよりもより精緻にしていく必要性がある」と考えた（Braide, et al., 1970, 4）
。こう
した中で， 1965 年以降，学校カウンセリングの見直しが検討されるようになった。ドーズは，
「学
校カウンセリングは子どもの人格発達と福祉を維持し，守り，促進していく責任を伴ったケア制度
の一つであり，
学校の質を改善することにつながるものである」
と述べ，
学校カウンセリングが 1960
年代の学校改善に一定の影響を与えたことを指摘した（Braide, et al., 1970, 4）
。一方，ある調査に
よると，25 人の訓練を受けたカウンセラーのうち「6 人のカウンセラーは仕事をしている時間のう
ち 55％～76％が授業場面であったが，17 名のカウンセラーは授業をしている場面とは何ら，ある
いはほとんど関係していなかった」と述べ，カウンセラーの仕事と教室での指導場面が切り離され
ているカウンセラーがいることが指摘された（Braide, et al., 1970, 5）
。
ドーズはこうした中で，
「カウンセリングは危機的対応あるいは治療的な目的で行うという意識が
あるけれども，より重要な目的はすべての生徒の人格的な成熟と対応スキルを促進するというポジ
ティブなものである」と述べ，
「
『予防的な』メンタルヘルスサービス」へと位置付けをシフトさせ
ていく必要があると指摘した（Braide, et al., 1970, 5）
。そして，カウンセリングが問題を引き起こ
す生徒への対応ではなく，すべての生徒を対象にしたものになるのであれば，
「健康・性教育や人間
関係，
社会性の教育，
職業プログラムなどのような人格発達の問題についてグループワークしたり，
学級で指導を受けたりすることも必要となる」
。そのため，担任教師が行うクラスでの活動も重要な
ものとなり，
「カウンセラーの中には，こうした教育活動に従事するカウンセラーもおり，また，教
師がチームを組んで行っている人格発達指導をコーディネートする責任を担っているカウンセラー
も何名か存在している」状況であった（Braide, et al., 1970, 5）
。
また，
「カウンセラーが学校と外部の複数の機関をつなぐ人として描かれる」ことや，
「カウンセ
ラーの中には，学校または家庭で保護者と面接することに多くの時間を費やしている」人もいたこ
とを指摘した。ドーズはこうしたカウンセラーの役割の多様化を受けて，学校カウンセリングには，
「カウンセラーの意図を理解してくれる同僚が必要であり，子どもの個別的な福祉全般を気にかけ
ることが必要であると指摘した。また，ドーズは「カウンセラー自身が効果的で支援的なパストラ
ルケアの役割をすすんで果たすことが必要である」ということも指摘した（Braide, et al., 1970,
5-6）
。
（2）中等教育学校におけるパストラル・ケアの発展
以上のように，英国では，1960 年代末から学校で行われてきたカウンセリングやガイダンス機能
を変化させる必要性を認識し始めていた。特に在校生が 1,000 人以上の学校が多く，多様な能力・
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適性の子どもが通う総合制学校においては，カウンセリングやガイダンスの機能がとても重要であ
ったが，
1970 年代にはその機能を大きく変化させる必要性があることがさまざまな研究者から指摘
されるようになった。
たとえば，中等学校のガイダンスの研究を進めていたモア（Moore,B.M.）は，
「生徒は理解して
いないことを選択することはできないし，学んでいないことを理解することもできない」という理
由から，
生徒ひとりひとりに寄り添うものへ変えていかなければならないと指摘した
（Moore, 1970,
75）
。すなわち，
「たとえ生徒が正確かつ十分な情報を入手していたとしても，それにもとづいて行
動できるとは限らない」ものであり，
「人は正しい決定をすることができるようになるまでに，高い
レベルでの人格的な発達をとげ，
自身のアイデンティティや自己肯定感を高めることが必要である」
と指摘した（Moore, 1970, 75）
。そのため，
「ガイダンスにおいて重要なことは，生徒を知り，人と
の関係性の質を意識することである」とモアは考えた。このようなガイダンスは決して，カウンセ
リング室内だけで行われていることではなく，
「教科教育の教師もさまざまな学級集団ともっと向き
合うこと」が求められると指摘した（Moore, 1970, 75）
。
こうした中で，中等教育学校で注目されたのが「パストラル・ケア」である。1970 年代に英国の
パストラル・ケアを理論的・実践的に推進した指導者としてマーランド（Marland, M.）がいる。
そこで，まず，マーランドのパストラル・ケア概念についてみていきたい。
マーランドは中等学校において「パストラル・ケア」が必要な理由をエリクソン（Erikson, E.H.）
の「アイデンティティの危機」への対応という点から指摘した（Marland, 1974, 2）
。特に，1970
年代は「かつてないほどの社会的，経済的，または政治的な圧力が学校に通う若者にかかっている」
ために，中等教育の伝統的なやりかたでは十分な対応ができない状況があった（Marland, 1974, 4）
。
そのため，中等教育では「近年，カリキュラム改革を大規模に行ってきた」が，そうした改革と並
行して，パストラル・ケアを校内に整備することの重要性についても強調した（Marland, 1974, 4）
。
具体的には，マーランドは，パストラル・ケアが「教科指導を超えたもの」であると捉え，学校
内外の専門化されたサービスを提供することによって，パストラル組織を形成し，青年のニーズを
満たしていかなければならないと述べた（Marland, 1974, 10）
。このとき，マーランドはパストラ
ル・ケアを「ビルの配管のような主要な構造」の「傍ら」に置いたのでは，
「不十分である」と述べ，
学校の根幹に位置づけるようにすることが必要であると主張した（Marland, 1974, 10）
。
こうした主張は 1980 年に出された「パストラル・カリキュラム」の中で，より鮮明にされた。
すなわち，パストラル・ケアは「個別のケースワーク」が重要であると考える一方で，パストラル･
ケアの中には「教科教育のカリキュラムを含むものでなければ，それは不完全である」と指摘した
（Marland, 1980, 151）
。このため，マーランドの考えるパストラル・ケアは，チューターなどの
「パストラル・チームが学校の中でカリキュラムを立案する」ことを前提とするものであった
（Marland, 1980, 151）
。
このように，従来の中等学校では，さまざまな特別なニーズのある生徒に対し，ガイダンス機能
を働かせて対応してきたが，1970 年代に入り，時代の変化や生徒の多様性を強く認識するなかで，
教科指導にもパストラル・ケアの考え方を浸透させていかなければならないことが指摘された。
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4．教科指導及びリメディアル教育とパストラル・ケア

（1）教科指導とパストラル・ケアの統合
1970 年代以降，マーランドが指摘したようなパストラル・ケアの考え方が浸透してくると，パス
トラル・ケアは教師全体の問題あるいは学校全体の問題であると考えられるようになった。そのた
め，1970 年代にはパストラル・ケアを学校で実践していくためには，これまでの教師像や学校像を
大きく変えていかなければならないことが指摘されるようになった。
たとえば，ハイ（Haigh, G.）は，学校に存在する秩序（order）にはカリキュラムや教科の成績
でコントロールする「制度的な秩序（instrumental order）
」と，生徒の行動やマナーをコントロー
ルする「表現性の秩序（expressive order）
」があるが，中等学校の教科教育の教師は主として制度
的な秩序に縛られ，チューターなどの教師は主として表現的な秩序に縛られていると指摘した
（Haigh, 1975, 7）
。そして，パストラル・ケアは「社会福祉的な側面が強調されているにもかかわ
らず，学校に存在する表現性の秩序を多かれ少なかれ，是認するものとなっている」と批判し，学
校の価値観そのものを変えていくことが必要であると指摘した（Haigh, 1975, 8）
。
同時期，ハンブリン（Hamblin, D.）は 教科指導とパストラル・ケアを統合する必要性に言及
した。ハンブリンは，著書『教師とパストラル・ケア』の中で，
「中等教育では初等教育と比べて，
教師と生徒の関係が貧弱なものであるとしばしば指摘されてきたが，
･･･私たちは不適切な指導方法
が行動上の問題を引き起こしているということをあまり考えてこなかった」と指摘した（Hamblin, ,
1978, 9）
。
特に当時の英国の中等教育学校では，生徒指導上，問題のある生徒に対して提供されてきた主た
る指導方法は，
「言語的で，受け身的な」ものであったが，ハンブリンはバーンスタイン（Bernstein,
B.）の理論を援用しながら，カウンセリングが必要な生徒は言語面で制約のある生徒が多く，こう
した生徒に対しては「言語的に学習するよりも，視覚的に学習するほうを好み，また活動的なもの
が望ましい」と指摘した（Hamblin, 1978, 9）
。そして，ハンブリンは，
「最適な学習環境を創造す
ることを含めて私たちの仕事を再定義しなければならない」と考え，
「学校の中にパストラル・ケア
に関するリソースセンターを創出しながら，指導技術や教材を開発していかなければならない」と
述べた（Hamblin, 1978, 12-13）
。
以上のような教科指導とパストラル・ケアの統合の必要性が指摘されると，パストラル・ケア概
念そのものの再検討が行われるようになった。たとえば，ウィリアムソン（Williamson, D.）は，
パストラル・ケアのシステムを「個別の生徒の教育福祉または社会福祉」に寄与するものであると
広く捉え，教科指導のシステム（教科部門やその教師）と管理職，あるいは学校外のサービスなど
のさまざまな部門を「統合したもの」として認識することが必要であると考えた（Williamson, 1980,
172）
。そのため，パストラル・ケアを「標準的に商品化されたもの」のように，何か生徒を「ベル
トコンベアーに乗せて生産していく」という「羊飼い状態（pastoralization）
」にするのではなく，
「学校が提供するさまざま学習環境（learning situation）を意味のあるものとなるよう生徒を支援
する」ものとしていかなければならないと指摘した（Williamson, 1980, 172）
。これは，
「学校の活
動を多様にし，学習環境をより柔軟なものにし，また，生徒が利用できるキャリアライン（career
lines）の数を増やしていく」中で，
「積極的な意味ですべての生徒が学校を楽しめる」状態にして

- 70 -

新井：英国のパストラル・ケアの発展過程に関する研究

いくことであった。ウィリアムソンは，そもそもパストラル・ケアとは，こうした状態を生み出す
ためのものであると考え，学校の学習方法やそこでの特別な対応に柔軟性がなく，
「特別な装置や特
別な実践」が重視された従来のパストラル・ケアとは区別して捉えるべきであると主張した
（Williamson, 1980, 174）
。
（2）リメディアル教育とパストラル・ケアの関連性
以上のように，パストラル・ケアと教科指導の関連性が指摘され，新しいパストラル・ケア概念
の再構築が求められていた頃，ベスト（Best, R.）4）は学校改革の視点をもってパストラル・ケア
を再定義しようとした。
ベストの根底にあった考え方は，
「教育システムの特定の法則が変わらないまま，
（パストラル・
ケアを整備して－筆者）構造的な変化を起こしても，多くの場合，根本的な変化を引き起こすこと
はできない」というものであった。つまり，パストラル・ケアは学校全体の改革と連動させること
が必要であるとベストは強調した（Best, 1977, 132）
。
ベストがこうした見解をもつに至った背景には，能力別学級編成や総合制学校再編後の中等学校
の実態がある。すなわち，どんなに中等学校の内部を多様化して対応したとしても，
「社会階層格差
が変わらないままでは，教育機会の不平等は改善されない」と考え，学校の実践も根底から変化さ
せる必要性があると指摘した（Best, 1977, 132-133）
。
特に，教育の最下層に位置づいている生徒の多くに提供されている「リメディアル教育」は，
「パ
ストラル・ケア」と関連させて検討する必要があるとベストは考えた。そこでは，
「パストラル・ケ
アのスタッフが学習をする上での阻害要因を，個別的・情緒的・心理的に除去する一方で，リメデ
ィアル教育部門は，地理や歴史，英語，数学，科学などで見られる読みの困難や計算力の障害を明
確化し，成長を促進しようとするもの」であると捉えた。そして，その上で，どちらの措置も「本
当のところは分離することのできない統一体として認識されるべきものである」と指摘した（Best,
1986, 54）
。
ベストがこのようなパストラル・ケアを構想した背景には，リーベンデール総合制学校
（Revendell Comprehensive School）の実践がある。リーベンデール総合制学校は，ロンドンのベ
ッドタウン地帯にある学校であるが，持ち家世帯と貸し家世帯が混合していて，階層 3ａ・3b（会
社員など，しかし経営者はいない）の職に就いている親が最も多く，次いで，階層 2（中間階層）
が多い学校で，階級 1（専門職）の親は少ないという学校であった（Best, 1983, 21-22）
。
こうした社会階層の生徒が通うリーベンデール総合制学校では，
「進歩主義的な児童中心主義」を
学校改革の基本的な考え方としていた。特に，校長は「選抜しないこと，拒否しないこと」を学校
全体に対し常に主張しており，混合能力グループによる指導を展開していた（Best, 1983, 22）
。そ
のため，リメディアル教育のような「分離された場（エージェント）
」で子どもに特別な対応を提供
する「エージェント中心主義的な視座」を採用せず，あくまでも「児童中心主義とスタッフ間の緊
密な連携」により教育を行っていた（Best, 1983, 94）
。こうした視座はパストラル・ケアにおいて
も同様であり，リーベンデール総合制学校では，パストラル・ケアを担当するカウンセラーが学校
に配置されているが，パストラル・ケア部門を校内に設けて専門的に対応する「専門家のエージェ
ント」で対応する組織とはしていなかった（Best, 1983, 94）
。
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こうした実践を参考にして，ベストは，学校での指導カリキュラムとパストラル・ケア，リメデ
ィアル教育など，特別な教育的ニーズのある子どもの措置を「統合」して対応する「ホール・スク
ール・アプローチ（Whole School Approach）
」を基本とした「支援教育（supportive education）
」
構想を提唱した（Best, 1986, 60）
。これは，
「混合能力グループ，チームティーチング，オープンス
ペースでの指導計画，経験的な学習，調べ学習中心の指導方法」などの方法を組み合わせ，通常の
学級ですべての子どもの学習ニーズに応じることができるようにするものであった。また，教科担
任や生徒指導を担当するチューター教師の間で学校内の諸資源を連携させる「支援教師（support
teacher）
」を置くといった構想であった（Best, 1986, 61-62）
。
具体的には，
「学年のチームは 2 週間ごとの学習のまとまりを含めたシラバスをつくり，2 週間の
授業を計画し，準備する。通常，2 週間に 1 回のミーティングが各チームで行われ，教師間で授業
の内容やその提示の仕方，あるいは反応の仕方や追加的な資源を決定し，簡易的な文書（ドキュメ
ント）を作成し，合意が得られれば，リソースセンターに生産を依頼する。リソースセンターはす
べての教師の補助をすることに責任をもつ」というような「チーム支援」の構想を明示するもので
あった（Best, 1986, 61）
。

5．ホールスクールアプローチとパストラル・ケア
（1）学級の雰囲気を大切にするパストラル・ケアの必要性
以上のベストのパストラル・ケア論を総合すると，パストラル・ケアを校内に浸透させるために
は，パストラル・ケアの担当者を決めて，その担当者が専門的・独占的に対応するのではなく，ホ
ールスクールアプローチ（Whole School Approach）を確立することが重要であるということであ
った。1980 年代には，こうしたベストの考えを具体化するための方策が検討された。
中でも，ワトキンス（Watkins,）は，
「学校が社会的不利のような社会的側面を完全に補うこと
ができる十分強力な社会的機関（social agency）とはなっていないが，学校は教育的不利を生じさ
せる社会的不利を多かれ少なかれ予防することができる」と考え，ホールスクールアプローチを基
盤として学校で訓育（discipline）を徹底しようと考えた（Watkins, 1987, 38）
。このとき，社会的
不利を補うことができる訓育に長けている学校とそうでない学校とがあり，学校間で多様性がみら
れるが，学校ごとの違いは「
（学校規模や建物の築年数，制服の有無などのような）目に見える特徴」
によるものではないとワトキンスは指摘した（Watkins, 1987, 38）
。
すなわち，これまでの研究では，学校組織の中で，生徒の管理をどのように行うかに焦点があて
られていたが，1980 年代以降は，
「学校の雰囲気（school climate）
」や「生徒の見解，あるいは生
徒自身の意思決定」といった，
「学校のインフォーマルな側面」に注目するようになったとワトキン
スは指摘した（Watkins, 1987, 39）
。そして，こうした学校全体の雰囲気づくりなど，インフォー
マルな側面に着目するようになると，特に中等学校で見られるような「別のやり方があるかどうか
を吟味することなくお役所的なやり方を進めていこうとする」ことに対して，
「大きな問題がある」
と考えるようになった（Watkins, 1987, 40）
。こうした問題を解決するためのものとして，
「学校全
体のレベルでは，パストラル・ケアによって学校のルールを修正していくための風潮を生み出して
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いったり，フレキシブルな感じをもつようになることが必要」と指摘された（Watkins, 1987, 43）
。
あわせて，
「パストラル・チームは生徒の学校での反応を概観するところであるので，学校のカリ
キュラムを議論する際に強い立場で情報を提供すること」が求められ，学習指導面についてもパス
トラル・ケアが大きな影響をもつことが必要であると指摘した（Watkins, 1987, 45）
。実際のとこ
ろ，多くの中等学校では，
「カリキュラムは教科の集合として認識されており，このことが多くの教
科教師のアイデンティティであった」が，こうした特徴をもつがゆえに，
「青年に提供されるカリキ
ュラムが柔軟で，かつ，実用的なものになっていない」と指摘した。こうした現状認識の上で，パ
ストラル・チームが「総合的な学習計画としてのカリキュラムを考え出し，学校のカリキュラムに
存在している偏りや長所，短所を検証する」役割を担うべきであると指摘した（Watkins, 1987, 45）
。
また，ワトキンスは，パストラル・ケアとカリキュラムの関連性について，一斉指導やグループ
ワークの割合など，授業における教師の指導スタイルにも着目する必要があると指摘した（Watkins,
1987, 45）
。このように，パストラル・ケアを学校全体から提供しようとすると，学校の雰囲気づく
りやカリキュラム，あるいは指導スタイルにまで広げて論じられるようになり，パストラル・ケア
が特定の子どもに対する生徒指導であった時代とは異なる性質のものとして捉えられるようになっ
た。
（2）パストラル・ケアにおけるコーディネート機能の重要性
以上のような議論をふまえて，パストラル・ケアと学校のカリキュラムを統合するためには，学
校全体で改善に取り組む体制をつくることの重要性が指摘されるようになった。たとえば，ギャロ
ーウェイ（Galloway, D.）はそれまでのパストラル・ケアの議論を「パストラル・プログラム」の
作成と「パストラル・チーム」の組織化という 2 点から以下のようにまとめた。
すなわち，パストラル・ケアに含まれる要素とは，
「個人的・社会的・教育的・職業的なガイダン
ス」であるが，これらのトピックスは「多様である」ために，パストラル・ケアを以下のように構
造化することが必要であると考えた（表 1：Galloway, 1989, 34）
。
このような構造をもったパストラル・ケアを提供していく場合には，校長や副校長などによって
「コーディネートされた水平的なネットワーク（horizontal network）
」を校内につくることが効果
的であると，ギャローウェイは指摘した（Galloway, 1989, 35）
。特にチューターのコーディネータ
ー役として学年主任の責任の大きさについて言及した。すなわち，学年主任の責任とは「パストラ
ル・プログラムやチューターのプログラムを計画することが必要であるばかりでなく，一人ひとり
の生徒の福祉を実際的に考慮するものでなければならない」とギャローウェイは考えた（Galloway,
1989, 35）
。
このとき，
「初等学校であれば，学級担任がこうした役割を担う」ことになるが，中等学校では，
それぞれの生徒が 1 週間の授業を 10 人の教師から指導されるので，パストラル・プログラムを作
成する必要に迫られていた（Galloway, 1989, 35）
。もちろん，実際の中等学校では，
「学年主任が
自分の学年のすべての生徒の個別的なガイダンスに直接的に責任を持つことは期待できないし，教
育的な進歩を概観することも責任を持てない」
。そのため，ギャロ-ウェイは「チューターを組織す
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表 1 ギャローウェイによるパストラル・ケアの構造化
項目
（1）パストラル・ケア

内容
行政の概念であり，学校が生徒のケアと福祉をどのように
提供するかに言及したもの。

（2）パストラル・カリキュラム

（ａ）学校をもっとも有効に活用するために，
（ｂ）子ども
の人格的・社会的発達を促進するために，
（ｃ）選択教科や
経験の選択肢の情報が手に入るように，子どもが学ぶべき
すべてのこと。

（3）パストラル・プログラム

パストラル・カリキュラムに即してどのように教えるかを
示したもの。

（4）チューターのプログラム

パストラル・プログラムの一つで，チューターによる指導
の内容を示したもの。

ることがパストラル・ケアにおいて重要」であると考えた（Galloway, 1989, 35）
。
このため，ギャローウェイはチューターなどの生徒の教育・福祉的支援を行う人にコーディネー
ターとしての役割を与え，以下の 6 点を組織的に提供することが重要であると指摘した。
① カリキュラム・コーディネーション
② 情報提供
③ 専門分野におけるガイダンス
④ カウンセリング
⑤ 支援サービスと他の機関との連携
⑥ 保護者との連携
こうした役割は特別なニーズをもつ生徒には特に重要であると考え，パストラル・ケアを学校全
体で提供するためのシステムづくりの重要性が改めて指摘された（Galloway, 1989, 35-36）
。

6.まとめと考察
本研究では，英国のパストラル・ケア概念が 1950 年代以降，どのように発展していったのかを
明らかにした。すなわち，1960 年代までは，教育心理士等の特別なスタッフが分離された場におい
て特別な対応を提供していたが，1960 年代になると，教育心理士に対しても学校内外での連絡調整
役となることが求められるようになり，学校全体で生徒一人ひとりを見ていく体制づくりが課題と
なった。そうした中で，1970 年代には，学校でトラブルを起こす生徒に対して個別的にカウンセリ
ングをしたり，職業ガイダンスをするだけではなく，生徒の全人格的発達を支援していくことが必
要と考えられ，パストラル・ケアに注目が集まった。こうした中で，パストラル・ケアは教科教育
やリメディアル教育と関連性を持ちながら展開する必要性が認識されるようになり，カリキュラム
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調整を含めた生徒指導の全体計画を担うものとして捉えられるようになった。
さらに，1980 年代になると，カリキュラム調整を含めた全体計画を行うために，パストラル・ケ
アを基軸とした学校改革を唱える研究者も現れた。たとえば，ベストは学校のパストラル・ケアに
関する機能を「支援教育」という枠組みで再編成し，学校改革の必要性が提起された。その後，ワ
トキンスやギャローウェイは，パストラル・ケアにおけるチーム支援の原則とコーディネート機能
の重要性を指摘し，ホールスクールアプローチを実現するための方策が検討されるようになった。
以上のように，1950 年代以降の英国では，不適応児等の特別なニーズのある子どもに対応するた
めに，学校という「組織全体」の中に特別な場を用意し，専門的に対応しようとしていたパラダイ
ムから，学校にいるすべての子どもを分離することなく，学校全体を再組織化して支援していこう
とするパラダイムに変化していったことが明らかになった。こうしたパラダイム転換が生じる背景
には，生徒の引き起こす行動上の「問題」にだけ目を向けて特別な対応を展開するのではなく，カ
リキュラムを含めた全人格的な発達を促進していく必要性が認識されるようになったことや，教師
個人の対応ではなく，ホール・スクール・アプローチといった「チーム支援」を前提とする教育実
践が進められたことが挙げられる。
英国のパストラル・ケアは，1980 年代までにカリキュラム調整をしながら，生徒の教育・福祉的
側面を支援していくことが必要があると認識されるなど，教科指導と生徒指導を融合した総合的な
支援教育が構想されるよういなった。1978 年に提起されたウォーノック報告やそれに続く 1980 年
代以降の特別ニーズ教育においても，単に特別なスタッフを配置し，特別な場における対応を可能
にすることだけでは不十分であり，教科指導や生徒指導といった通常の学校の日常的な教育実践を
捉え直し，実践的枠組みを再編成することが求められている。以上の点をふまえると，1950 年代以
降のパストラル・ケアの発展過程と特別ニーズ教育には多くの接点があると考えられる。

【注】
1）文部科学省特別支援教育課資料「平成 18 年度幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における
LD、ADHD、高機能自閉症等のある幼児児童生徒への教育支援体制整備状況調査結果について」
（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/03/07030213.htm：アクセス日 2007 年 5 月 1 日）
2）
平成 17 年度の情緒障害特殊学級設置数は 10,503 学級，
在籍者数は 28,924 人であったのに対し，
平成 19 年度の情緒障害特別支援学級設置数は 12,727 学級，在籍者数は 38,001 人に増加した。
3）ドーズ博士は 1959 年～1969 年までリーズ大学社会心理学部門の講師を務める傍ら，1965 年～
1969 年まで職業ガイダンス研究ユニットの所長を兼任し，1960 年代の職業ガイダンス，カウン
セリング，パストラル・ケアに関する英国内の代表的人物であった。そのため，英国の教育推進
協議会（the Council for Educational Advance）が実施した全国会議（national conference）に
おいて，
「学校内のパストラル・ケア」というテーマで最初に基調報告を行っている。本稿では，
そこでドーズ博士のパストラル・ケア論を，1960 年代のガイダンス，カウンセリング，パストラ
ル・ケアの基本的な方向性として取り上げた。
4）ベストは，1970 年代にパストラル・ケアを捉え直し，さまざまな著作を通して英国内に新しい
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パストラル・ケア概念を普及・啓蒙した人物である。
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養護教諭不在時救急処置の改善のために必要な
研修の方向性について

―― 骨折を疑う場面での一般教員の困惑を左右する要因に焦点をあてて ――
金田 （松永） 恵＊ ・ 河 田 史 宝＊＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

Future Needs for the Training of Teachers of First-Aid for Students
―Focus on difficulties faced by teachers―
Megumi KANEDA(MATSUNAGA)and Hitomi KAWATA

キーワード：一般教員，救急処置，研修

学校保健が教員免許取得の必修ではない現在、一般教員の救急処置に対する知識、技術には個人差があり、中学・高等
学校レベルにとどまる者も少なくない。先行研究からも救急処置への自信の低さと教員養成段階での教育の希望が明らか
にされている。このようなレディネスで児童生徒の負傷に対して迅速で適切な処置を行なう一般教員が、養護教諭不在時の
救急処置場面に遭遇した際生じる困惑を左右する要因と、必要な研修の方向性を明らかにすることを目的とした。調査は 16
名の一般教員を対象にインタビューを実施し、そのうち骨折を疑う場面 4 事例を戈木版グラウンデッド・セオリー・アプローチ
の手法を参考にして分析した。その結果、困惑度を左右する要因として【一般教員自身の限界の認識】、【処置の目的理解】
を抽出した。
この結果からレディネスが弱くても【一般教員自身の限界の認識】が高い場合には【自分でできることの判断】を行い困惑
度が低くなり、【一般教員自身の限界の認識】が低い場合には【けがの大丈夫さの判断】を行い、【処置の目的理解】なく【処
置の変更】を行い、いったん教員自身の困惑度を下げ【大丈夫と判断】することが推察された。
以上のことから、救急処置に関する知識技術だけでなく、実施に向けての自信についての自己評価や、受傷や処置によ
る身体内部の変化の理解に関する研修の必要性が示唆された。そして大学の教員養成段階での学校保健の必修化の検討
も必要である。

――――――
*茨城大学大学院教育学研究科（Graduate School of Education, Ibaraki University, Mito,Japan）.
**茨城大学教育学部教育保健学研究室（Laboratory of Educational Health, College of Education, Ibaraki

University, Mito, Japan）.
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はじめに
救急処置は「負傷者や急病人が出たとき、医師や医療機関に手渡すまでにその傷病者の状態が現
在の状態よりも悪化しないようにするためにとりあえず行う処置」
（杉浦 1997）で、前田(2004)は
それを「生命を救うために行う救命処置」と、
「けがや病気の悪化をくいとめる狭義の救急処置」い
わゆる応急処置の２つに分けている。学校において行なう救急処置は後者がほとんどで、児童生徒
の登下校、体育、図工、休み時間ほか、様々な場面で生じる負傷に対して、通常、学校職員が一般
人としてできる手当てを行う。
学校の救急処置場面では明らかな症状がみられないことが多く、受傷経過、そして児童生徒のそ
の後予定されている生活を聞き取りながら、見えない症状の変化と受診の要否を予測するという困
難さを伴う。専門教育を受けた養護教諭であっても、経験年数にかかわらず緊急時の判断や対応に
困ることが報告されていることもあり（武田ほか 2008）
、一般教諭が救急処置に対応する際にも困
りながら判断することが考えられる。養護教諭の全校配置が進んだ現在でも、最初に負傷した児童
生徒に接するのは学級担任、教科担任、部活動顧問他、一般教員の場合が多い。養護教諭がいる場
合は、養護教諭と連携しその後の救急処置を行なうことになるが、養護教諭不在時は、一般教員が
軽微症状から問診を行ない、症状として見えないが身体内部に生じている変化と受診の要否を予測
する救急処置に従事することとなる。このような養護教諭不在時に一般教員が救急処置を行い生じ
るトラブルとして、堂越ほか(1999）は、
「
（事後）連絡がない」
「薬を安易に使う」
「問診等の不十分」
などが多いことを報告している。また、8 割の養護教諭が一般教員に向けて、いつ起こるかわから
ない事故に対し「子どもを預かる教員として当然応急処置にかかわってほしい」
「応急処置の知識や
技術の指導が必要である」といった要望があることも報告している。
現在、大学養成段階では免許取得に学校保健が必修ではない。中学校や高等学校の教科保健での
学習は必修であるが、その後一般教員が免許取得までに救急処置を学ぶ機会がない場合もある。そ
のため、一般教員の中には就職した時点で十分な知識や技術を有している者がいる一方、中学高等
学校時代に得た知識（共通して得られる救急に関する基礎知識（以後「レディネス」と示す）
）のみ
という者も少なくない。藤井(1984)は、教育学部の体育学科と他学科の学生では救急処置に関する
知識の正答率には大差ない一方で、技能は救急看護法を履修する体育学科の学生の方が他学科の学
生に比べて圧倒的に自信を持っていることを報告している。このことから「救急処置の実際」を一
般教員も養成課程で学習しておくと良いと養成段階での教育の必要を示唆している。しかし必修化
が進まず、門田(1993)は「応急処置の知識・技能に自信があまりない」と自己評価した一般大学生
が 77％いることを報告しており、一般教員が救急処置に不安を持つ状況は現在まで不変であること
を示している。このような一般教員の救急処置に対する不安は、養護教諭不在時には、さらに高く
なると考えられる。しかし、救急処置に対する知識や自信に対する先行研究は示されているが、養
護教諭不在時の一般教諭の救急処置に対する不安や困惑を左右する要因を明らかにした研究はなさ
れてない。
そこで本研究では、養護教諭不在時に一般教員が救急処置場面で直面する困惑を左右する要因を
明らかにし、その困惑を軽減するための研修の方向性を検討することを目的とした。

- 80 -

金田（松永）
・河田：救急処置の改善のために必要な研修の方向性

方法
１ 実施期間：2008 年 6 月 10 日～7 月 15 日
２ 対象：A 県内の小学校一般教員 16 名（うち骨折・捻挫が疑われる 4 事例を分析対象とした。
）
３ 方法：
(1) 調査対象者が勤務する学校の教室にて「養護教諭不在時の対応で、一般教員が困ることにはど
んなものがあるのか」という発問に対して、思いつくことを自由に話してもらった。具体的なエピ
ソードを含む体験については、
実際に生じたことや判断、
対応が具体的に把握できるように質問し、
明らかにした。調査時間は一人につき 5～10 分で、回答内容はテープ、IＣレコーダーに記録した。
(2) 記録された音声を文字におこし、データとした。
(3) データのうち、通常学校でよくみられる場面として捻挫や骨折が予想されるものをとりあげ、
それぞれについて困ったエピソードとして話された事例とそれほどでもない事例各 2 例、計 4 例に
焦点をあて、困惑の生じる要因に焦点をあてて分析を実施した。分析の方法は戈木(2006)を参考に
した。詳細は以下のとおりである。
① データの分析単位を一文、ただし複数の内容を含む文章は意味ある文節とする。
② 分析単位ごとに可能な限りの解釈を、プロパティ（特性）
・ディメンション（状態）としてたく
さん挙げ、それをもとに単位ごとにラベル（名前）をつける。この「プロパティ」
「ディメンション」
は概念化の補助線となるものである。例えば異なる指人形を比較する際、プロパティは顔型、顔色、
鼻の形、ディメンションはそれに対応した丸型、肌色、だんご型と表現する。
③ さらにそのラベルごとのプロパティ・ディメンションを比較し、類似のもので概念（カテゴリ
ー）を作成する。この際、文（ラベル）そのものはもちろん、作成された分析単位ごとのプロパテ
ィ・ディメンションをもとにした比較を行う。そのため、具体的な比較が可能となり、記述レベル
から概念レベルに上げる際、自身の感覚のみに頼り、偏った抽象度に上げてしまうといった問題を
避けることが可能である。尚、本来ラベル名は「データを端的にあらわす単語」が望ましく、
「暫定
的」で「何度も修正する」ものであるが、本研究はまだ事例数が少なく、修正の機会を得ることが
少なかったため、長文のまま使用する。
④ 概念（カテゴリー）同士の関係を状況、相互行為、帰結といったパラダイムに整理した。
本研究では、分析単位ごとの内容そのものについてのプロパティ・ディメンションに加え、リサ
ーチクエスチョンである「養護教諭不在時の救急処置場面で、一般教員はどんな体験の中でどんな
困惑を感じているのか」という視点から事例を読み込み、困惑の内容、原因、度合といったプロパ
ティを用いた分析を試みた。
４ ことばの定義「困惑」
「困惑」は、広辞苑(新村 1998)にあるとおり「困ってどうしてよいかわからぬこと」とした。
５ 倫理的配慮
対象にはそれぞれ事前に口頭で記録媒体の保管方法、研究目的以外に使用しないこと、個人が特
定されないように記述することを説明し、了承を得た。
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結果
事例の概要を表１に示す。
分析時には研究者 2 名で、インタビュー項目のひとつ「養護教諭不在時に困ったことはあります
か」に対応する「困惑度」をプロパティのひとつにあげた。そしてその問いに続く会話記録から、
各事例の困惑度を査定し、ディメンションとした。その結果、事例 A、B は困惑度のディメンション
を低く、C、D は高く査定した。
分析結果は図１に示す。
表１ 事例の
事例の概要

事例番号
A
B

概要
足首を負傷した子どもに、近くにあったダンボールの角を当てて固定し、受診
させた。養護教諭不在時は仕方がない。残った職員で出来ることは限られてい
る。道具はなくても、添え木はただ添えておけばよいものである。
養護教諭不在時に負傷児童の対応に困ったことはないが、教員は素人なので、
応急処置をする時間は無駄。それより早く病院に搬送したい。

C

捻挫で歩けない子どもに、「大丈夫」と安心させ、下校させた。下校後保護者
より、骨折の連絡があったことから、先輩に失敗しない判断を教わりたいと考
えている。

D

鉄棒から落ちて手首を傷めた子どもに対し、まず冷やして様子を見たが、痛み
がとれず、湿布を貼った。下校後、保護者より骨折の連絡があったことから、
骨折の判断ができないことを悔やむ。

尚、本文・図中の『』はインタビューデータの発語そのもの、＜＞はラベル名、
【】内は概念（カ
テゴリー）名を示す。
１ 困惑度が低い事例の場合（事例 A と B）
一般教員が低い困惑度を示す事例 A、B の発言では、子どもが負傷した場面に出会った時、＜一般
教員のできることはたいしたことない(A) ＞＜養護教諭不在をカバーする資源はない(A) ＞＜不在
なら仕方がない(A) ＞＜骨折は教員が対応することではない(B)＞＜素人対応はロスタイム(B)＞と
いった、
【一般教員自身の限界の認識】がみられ、
【自分でできることの判断】をした。
そして処置を実施した事例 A では『添えればいい』と＜添え木の意味＞、即ち【処置の目的理解】
をしており、身近なものを使った固定を実施し、
【受診】の判断をした。
一方処置を実施しなかった事例 B には【処置の目的理解】に類する発言がみられなかった。しか
し＜素人対応はロスタイム＞といった【一般教員自身の限界の認識】から、＜骨折はすぐ受診＞＜
応急処置より受診＞といった【処置しない】で【受診】の判断をした。
２ 困惑度が高い事例の場合（事例 C と D）
子どもが負傷した時、一般教員の困惑度が高い事例 C、D の一般教員の発言には【一般教員自身の
限界の認識】が存在せず、
【けがの大丈夫さの判断】をした。
事例 C では捻挫で＜歩けないけが＞をした児童に【大丈夫と判断】し、声をかけて安心させた。
事例 D では鉄棒から落ちて手首を傷めた児童に対し、＜けがを冷却する＞といった簡単な応急処
置を行いながら【様子を見る】対応をした。そこで痛みが軽減すれば困惑度は低下したと考える。
しかし更に子どもが痛みを訴え続けたため、再度困惑度が高まった。そこで一般教員はそれに対応
し、
【処置の目的理解】はないが、医薬品（湿布）を使用するという【処置の変更】を行い、いった
ん自身の困惑度を下げ【大丈夫と判断】した。そして事例 C、D の児童は、帰宅後保護者と共に受診
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し、病院で検査を受け、骨折の診断を受けた。その結果の報告を受けて、一般教員は【判断違い】
に気がつき、
【傷病名が判断できなかった後悔】が生じた。
状況

けがの発生

【一般教員自身の限界の認識】
高：認識：？低
？低：困惑度：？高

A,B

C

【処置の目的理解】
？高：理解：低

相互行為

？低：困惑度：？高

D

D

【けがの大丈夫さの判断】

A
B

D

【様子を見る】

D

強：痛み：弱
？高：困惑度：？低

【自分でできることの判断】
【身近なもの

【処置しな

で処置】

い】

【処置を変更】
強：痛み：弱
？高：困惑度：？低

D
【大丈夫と判断】

困惑度：？低
困惑度：？低

A,B
？高：困惑度：？低

C,D
【受診】

帰結

【判断違い】

困惑度：？低

□：カテゴリー 点線□：サブカテゴリー

【傷病名が判

【】
：概念

断できなかっ

：データから確認できた流れ

た後悔】

：データから確認できない流れ

？高：困惑度

？：データからは確認できないが、研究者２名で確認したディ
メンション

図１ 養護教諭不在に一般教員が負傷の判断・対応するプロセス
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考察
以上の結果から、養護教諭不在時の救急処置場面で一般教員が体験する困惑を左右する 2 つの概
念（カテゴリー）
【一般教員自身の限界の認識】
【処置の目的理解】を中心に考察し、今後の研修の
方向性を検討する。
１ 【一般教員自身の限界の認識】と研修の方向性
児童生徒の救急処置場面で、困惑度の低い一般教員は、自分自身の処置能力の限界についての認
識がみられた。このことから、一般教員が日頃から自分の処置能力について認識しておくことが、
困惑を少なくして児童生徒の救急処置にあたる上で重要であることが示唆される。
坂本(1984)は、学校における養護教諭の救急処置行動を４つに分類し、その第一として問題の性
質や病状の軽重、医療対策の緊急度の判断を含む「健康障害の問題把握」を挙げている。しかし今
回のインタビューデータにはそのような健康問題、この場合は負傷の判断に必要な身体所見に関す
る発言（患部の腫れや変形、顔色等）がほとんど出現しなかった。一般教員のレディネスから、現
時点で児童生徒の負傷に対し、その性質や病状の軽重を解釈し、判断することには限界がある。
そのような中でも事例 A、B のように困惑度の低い事例では、一般教員が自分の限界を認識し、
【自
分でできることの判断】を行い対応したため、限定された自身の資源を十分生かし、本来の救急処
置の目的に即した思考が生じ、困惑が生じにくいのではないかと考える。
一方事例 C、
D のように困惑度の高い事例のインタビューデータでは
【一般教員自身の限界の認識】
に関する発言がみられず、声をかけたり処置方法を変えたりして、自身が【大丈夫】と思う状態へ
の変化を促し【けがの大丈夫さの判断】をした。このようにけがの状態ではなく、けがの大丈夫さ
を判断する根底には、
「健康障害の問題把握」
（坂本 1984）の不足だけでなく、
「このくらいならま
だ大丈夫だろう」という判断の甘さ、失敗するとどうなるのかといった予測の誤りから生じる安全
に対する理解の甘さ、自分がその組織の中でどのような役割を担っているかといった自分の立場の
認識の甘さ、確認すべきことを「中とばし」し、思い込みや先入観で判断する甘さ等ミスに結びつ
く心理がある(松井 1999)ことが容易に想像できる。
反面この判断が生じる背景には、一般教員が通常なら養護教諭に依頼する内容を自分で処理しな
ければならないという不安な思いを抱える状況で、児童生徒の苦痛をより軽減してあげたいと願う
ばかりに生ずる思いの表れと読み取ることもできる。
しかし児童生徒が一般教員の思いを読み取り、
それに向かって努力するという通常の教育場面なら当然の相互行為が、救急処置場面では、児童生
徒が一般教員の【けがの大丈夫さの判断】への思いに応じ、軽微症状を我慢し、帰宅後変化すると
いう帰結を招きかねない。
このことから、救急処置場面で生じる【一般教員自身の限界の認識】は、その高低によって、そ
の後の判断や対応、困惑度を分ける、最も大きな概念であったといえる。
この認識を高める研修には、救急処置研修で実技を学んだ後、自信についての自己評価も行い、
実際場面でどの程度の自信を持って対応できるかをあらかじめ自分自身で想定し、心の準備をして
おく方向や、失敗事例検討により、陥りやすい思考の傾向を明確にし、学校全体で共有しておく方
向が考えられる。このような研修を繰り返すことにより、一般教員が養護教諭不在時の児童生徒の
救急処置の際にも、対応への自信について自問し、その自信によって処置行動を選択することがで
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きるようになると考える。
２ 【処置の目的理解】と研修の方向性
植田・河田(2009)によれば、捻挫の基本処置は RICE、即ち安静（Rest）、冷却（Ice）、圧迫
（Compression）
、挙上（Elevation）であり、骨折が疑われる場合は、患部の安静を保つ目的で固定
を行うことも効果的である。
困惑度の低い事例 A には弱い患部への添えものという
【処置の目的理解】
の意識が存在しており、
受傷部の安静を保つために身近なものを使った固定法を用い、悪化を食い止めた。事例 B の場合は
自身の救急処置能力を＜素人判断＞と称し【処置の目的理解】の無さを意識しており、処置をせず、
最初から即受診の判断をした。
一方、困惑度が高い事例 C と D には【処置の目的理解】に関する発語がみられなかった。事例 D
で行われた処置は、一般教員が子どもの苦痛に呼応し、それを鎮めようという意図で実施している
とも推察できる。しかし一般教員が抱く、何かして安心させてあげたいという思いは伝わったとし
ても、受傷部の悪化を食い止めることは困難であった。
このことは、救急処置の実習体験を積んだとしても、どんな状態をどう判断して、何のためにど
の処置材料を用いるかといった目的を持った判断を身につける機会に恵まれなければ、適切な救急
処置が行えるようにはなりにくいことを示唆している。そのためには、受傷による身体内部の変化
と、処置方法が身体に与える影響を理解することが必要である。
現在の大学の教員養成段階では学校保健が必修化されていないため、
一般教員の狭義の救急処置、
即ち応急処置に関する共通の知識は中学校・高等学校の教科保健の内容である。文部科学省(2009)
の学習指導要領における狭義の救急処置、応急処置に関する記述をみると、中学校保健体育の内容
は「応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪化を防止することができること」
、内容の取り扱
いは「包帯法，止血法など傷害時の応急手当も取り扱い，実習を行うものとする。また，効果的な
指導を行うため，水泳など体育分野の内容との関連を図るものとする」
、 高等学校では「適切な応
急手当は，傷害や疾病の悪化を軽減できること。応急手当には，正しい手順や方法があること」
、内
容の取り扱いは「実習を行うもの」
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学校各 3 社 9 冊の教科書の記述内容を比較した。
これをみると、
捻挫や骨折が疑われるけがに対し、
固定法は「応急処置」の中の「けがの手当て」として掲載されているが、その目的について書かれ
ているのは高等学校 1 社 3 冊だけであった。また、基本の応急処置である RICE が掲載されているも
のは中学校 1 社 1 冊、高等学校 2 社 2 冊で、患部の体内の状態について書かれているものは中学校
2 社 2 冊であった。このことから、一般教員が救急処置能力を身につけることに際し、教科書の内
容だけでは【処置の目的理解】を伸長することは困難であると考える。
各社で記述内容に差がみられるということは、一般教員のレディネスも選択された教科書によっ
て異なり、処置の目的理解はおろか、包帯手技にも触れた経験がないまま就職する可能性があると
いうことである。体のしくみについては理科で扱うので教科保健では重複を避けているのかもしれ
ないが、現行の中学校・高等学校の教科保健の学習内容だけでは、狭義の救急処置、応急処置方法
の目的理解に到達するまでの理解が難しいといえる。現職教育にあたる者は、大学の養成段階で学
校保健を履修しない場合の救急処置に関するレディネスを想定し、救命救急だけでなく、狭義の救
急処置、即ち応急処置についても視野に入れることが必要である。
以上から、
【処置の目的理解】がなかったために【病名の判断できなかった後悔】を呼び起こす帰
結が生じることを防ぐには、受傷部の様子、腫れ、色調の変化、左右差、動かした時の痛み方等か
ら身体内で生じていることを予想した上で受診の要否を決断する方向の研修を行えば、判断根拠を
持った救急処置の実施が可能となると考える。更にこのことは、管理職への報告内容における情報
の精度を高め、組織内での具体的な情報共有が可能になり、保護者への連絡判断につながり、結果
的には【判断違い】の発生の予防にも寄与することができると考える。

おわりに
養護教諭不在時の一般教員の救急処置について、インタビューを実施し、その困惑度を左右する
要因として【一般教員自身の限界の認識】
【処置の目的理解】を抽出した。
更に、現在大学の教員養成において学校保健が必修でないことから、現行の学習指導要領から一
般教員のレディネスを査定し、処置技術はもとより、
【処置の目的理解】が必要であることに言及し
た。そしてこのことから【一般教員自身の限界の認識】を対応への自信を自己評価したり、失敗事
例の検討から陥りやすい思考の傾向を共有したり、受傷によって生じる身体内の変化を予想させる
ような研修の方向性を提案した。
また、教員として就職する際、共通して得られている救急に関する基礎知識といえる中学校・高
等学校の教科書の記述内容にはばらつきがあり、
【処置の目的理解】を理解することは現在の教育内
容では困難である。学校現場で一般教員が救急処置場面にかかわることは避けられないので、児童
生徒の健康をあずかる上で大学の教員養成段階での学校保健の必修化が必要であることは言うまで
もない。

- 86 -

金田（松永）
・河田：救急処置の改善のために必要な研修の方向性

研究の限界
今回分析した事例数は小学校４例と少ないため、まだ理論的飽和には至っていない。現場でよく
ある事例を選んで分析したものの、この知見は全ての一般教員にあてはまるとはいえない。今後学
校種も含めて事例数をさらに増やして検討する必要がある。
【引用文献】
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テレビドラマにおける養護教諭の姿と保健室
亀 山 有 梨＊ ・ 河 田 史 宝＊＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

Portrayal of Health Rooms and School Nurse Functions in the TV Drama
Yuri KAMEYAMA and Hitomi KAWATA

キーワード：テレビドラマ，養護教諭，保健室

本研究では、テレビドラマに描かれる養護教諭や保健室の様子を分析し、社会へ発信される養護教諭像を明らかにする
ことを目的とした。
養護教諭が登場するテレビドラマ 13 本を視聴し、養護教諭の名称、登場した際の身形や職務、保健室の様子を分析した。
その結果を、養護教諭の職務 9 項目、保健室の機能から分析し、テレビドラマに描かれている養護教諭像を明らかにした。
分析の結果、役柄の名称に「養護教諭」の名称が使用されていたのは 21％であった。また、養護教諭の職務では、【（３）救
急処置・救急体制に関すること】11 作品（84.6％）、【（４）健康相談活動に関すること】７作品（53.8％）、【（２）保健指導・保健学
習に関すること】６作品（46.2％）の３項目が多く、【（１）学校保健情報の把握に関すること】【（５）健康診断・健康相談に関する
こと】【（６）環境衛生活動に関すること】【（８）伝染病の予防に関すること】は描かれていなかった。保健室は、【①健康診断、
発育測定などを行う場】の機能が描かれていた。しかし、保健室におかれた机の向きや勤務中の身形には、現実のものと異
なる点もあった。テレビドラマ制作者も養護教諭の職務について誤解している部分を持っていることが分かった。
テレビドラマはフィクションの世界であるが、周囲の人が誤った考えを持たないように、今後は、養護教諭の職務や保健室
の機能に対しする認識が深まるように世の中に発信していく必要性があると考える。

Ⅰ．はじめに
1940 年 4 月 13 日、テレビの実験放送で『夕餉前』というテレビドラマが放送された。これが、
日本で初めて放送されたテレビドラマである１）。その後、1953 年 2 月 1 日にＮＨＫがテレビの本放
送を開始し、1953 年 8 月 28 日に日本テレビが民間放送として初めてのテレビ放送を開始した２）。
岩男壽美子が著書の中で、
「テレビは（略）国民の娯楽の王座を確立したことがわかる」と述べて
いるように、テレビを媒介として発信されるテレビドラマは多くの視聴者が目にすることになる２）。
その結果、テレビドラマは社会・時代のあり方に影響を与え、その中に登場する職業に対する視聴
者の職業観を左右する３）４）。
――――――
*静岡県立静岡北特別支援学校清水分校

**茨城大学教育学部
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テレビドラマの登場以降、数多くのテレビドラマが放送されてきたが、その中には学校が作品に
おける舞台の中心になっていたり、舞台の中心ではなくても学校が登場したりするテレビドラマも
数多い。それらのテレビドラマの中には、主役になることは少ないが、養護教諭及び養護教諭に準
ずる職業の人物（以下、養護教諭）が登場するものも少なくない。
テレビドラマの中に養護教諭の職務中のシーンが登場することもあるが、実際の養護教諭の職務
が全て描かれているわけではない。養護教諭の職務内容とされているものは実に幅広い。その職務
内容は、文部科学省の提示する「養護教諭の具体的職務」で項目ごとに９の職務にまとめられてい
る 5)。テレビドラマに描かれる職務を、この項目の９職務に照らし合わせたときに、養護教諭の職
務として描かれていない部分は養護教諭の職務の中でも表面化しにくい部分であることと考えられ
る。また、逆に、実際には養護教諭の職務ではない職務内容がテレビドラマの中では描かれる可能
性がある。
そこで本研究では、養護教諭という職業に焦点を絞り、テレビドラマに描かれる養護教諭の姿と
保健室の分析を行う。分析をすることで、社会へと発信される養護教諭像を明らかにし、今後、養
護教諭としてどのようにして社会へと関わっていけば良いのかを考える手がかりにしたいと考えて
いる。

Ⅱ．方法
１．研究Ⅰ
１）調査対象
この研究においてテレビドラマとは、スペシャルドラマや単発ドラマ、映画をテレビ放送したも
のを除く、毎週決まった時間に放送される連続ドラマを指す。
また、この研究における養護教諭とは、保健室で職務をする場面が描かれていたり、保健室で職
務をするという発言があったり、児童生徒の傷病の処置を行う等といった養護教諭の職務を遂行し
ている役割設定の人物を指す。公式設定での役割の名称は問わない。
2000 年 1 月から 2008 年 9 月までの間に放送されたテレビドラマの中で、養護教諭が登場するテ
レビドラマを検索した。その中で、ソフト化されていて、尚且つそのソフトが入手可能であったも
の、及び、テレビで放送しているものを筆者自身が録画可能であった 13 作品を分析の対象とした。
尚、シリーズ化された作品のうち同一人物がその役柄を演じている場合は、映像が入手可能であっ
たものの中で最新のものを対象とする。
２）調査内容
１）映像分析
実際にテレビドラマを鑑賞し、分析を行った。
２）テレビドラマの入手方法
筆者が録画可能であったテレビドラマは、放送していたものをＶＨＳに録画をした。録画不可能だっ
たものや、過去に放送されたテレビドラマについてはレンタルショップにてレンタルをして入手した。

- 90 -

亀山・河田：テレビドラマにおける養護教諭の姿と分析

３）分析内容
テレビドラマの公式設定における職業名、性別、勤務校の校種、勤務中の身形、作品中への登場場面、
養護教諭としての言動、ドラマ内に登場する保健室など。
登場場面数の数え方については以下の通りである（表１）。違う場所へ場面が切り替わったとき、それを
１場面とカウントする。しかし、違う場所へと場面が切り替わり、再び戻ってきた際にストーリーに変化がな
ければカウントはしない。
表１ 養護教諭の登場場面の数え方
養護教諭の登場場面数
２場面とする

養護教諭の登場場面例
学校の職員室の場面（養護教諭登場）→学校の教室の場面（養護教諭不在）→学校の
保健室の場面（養護教諭登場）の場合

１場面とする

学校の卒業式の場面（養護教諭登場）→学外の場面（養護教諭不在）→学校の卒業式
の場面（先程の続き・養護教諭登場）の場合

４）分析方法
テレビドラマを実際に鑑賞し、鑑賞しながら養護教諭の出演シーン、身形、髪型、養護教諭としての言
動等をメモしておく。鑑賞後に、パーソナルコンピューターにて Microsoft Office Excel 2007、Microsoft
Office Word 2007 に入力し、それを元に分析を行った。
なお、養護教諭としての言動分析は、文部科学省の提示する養護教諭の職務 9 項目を参考とした。
文部科学省の提示する養護教諭の職務は以下の通りである。【（１）学校保健情報の把握に関すること】、
【（２）保健指導・保健学習に関すること】、【（３）救急処置及び救急体制に関すること】、【（４）健康相談活動
に関すること】、【（５）健康診断・健康相談に関すること】、【（６）学校環境衛生活動に関すること】、【（７）学
校保健に関する各種計画・活動及びそれらの運営への参画等に関すること】、【（８）伝染病の予防に関す
ること】、【（９）保健室の運営に関すること】以上９項目に あてはまるかどうかを分析する。
２．研究Ⅱ
養護教諭が登場するテレビドラマの制作関係者への質問紙調査協力を依頼した。テレビ局に電話
やメールにて依頼し、協力の承諾を得られた制作関係者二人に質問紙を郵便し、留置き方式にて行っ
た。期間は、2008 年６月 11 日から 2008 年８月 31 日である。
調査内容は、養護教諭の服装（白衣の着用（選択）
、イメージする養護教諭の服装（自由記述）
）
、
養護教諭の職務内容（29 項目の中から養護教諭の職務と思われるものを選択）
、養護教諭の身分・
免許等（性別（選択）
、給料（選択）
、管理職への昇進の有無（選択）
、医療系資格の有無（選択）
、
養護教諭の免許が取得可能な学部（選択・複数回答可）
）
、養護教諭の名称（正式な名称（選択）
）
、
テレビドラマ制作（テレビドラマに養護教諭を登場させるにあたり行った調査の有無（選択）
、調
査を行った場合には、調査の対象と調査の内容（記述）
）である。
３．倫理的配慮
分析対象としたテレビドラマについては、研究によって不利益を与えるような記述はしない。
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また、アンケートについては、個人が特定されないように無記名とし、調査の目的を電話、メールに
て行い、調査用紙にも記載した。
映像入手の際、インターネット上の公式ホームページ以外で公開されている無料動画鑑賞や、
知人へのダビングの依頼等、著作権法に触れるものは入手方法として利用しない。
Ⅲ．結果
１．研究Ⅰ
表２ 公式設定での名称

１）養護教諭の性別

登場した名称

人数（％）

養護教諭

４（21.0）

保健の先生

４（21.0）

養護

２（10.5）

での字幕、登場人物の台詞の中等に登場した名称をその作品

保健医

２（10.5）

における公式設定の名称とする。なお、１作品に複数名称が登

養護教師

１（ 5.3）

場する場合は、その名称全てを対象とし、表 1 に示した。多かっ

保健職員

１（ 5.3）

たものは、養護教諭4名、保健の先生4名であった。養護教諭の

保健教師

１（ 5.3）

名称と異なる保健医 2 名、保健職員 1 名、保健教師 1 名、校医 1

保健室の先生

１（ 5.3）

名もあった。また、曖昧な保健 1 名の名称もあった。

保健

１（ 5.3）

校医

１（ 5.3）

不明

１（ 5.3）

13 作品の中に登場した養護教諭 13 名のうち、男性は１名
（7.7％）、女性 12 名（92.3％）であった。
２）養護教諭の公式設定での名称
テレビドラマの公式ホームページや作品中のテロップ、DVD

３）勤務校の校種
13 作品の中に登場した養護教諭13 名のうち、小学校は 1 名、

合 計

中学校は 3 名、高等学校は 9 名であり、高等学校が最も多かっ

19（ 100.0）

（複数名称あり）

た。
４）保健室の登場の有無と保健室の内装

13 作品中、保健室の室内が登場した作品は 10 作品である（表３）。その 10 作品のうち、アングル
や階段の場所から考えて２階以上の階に保健室があると思われる作品が３作品あった。保健室の内
装は、原色を使用していたものが 1 作品、白を基調としていたものが 3 作品であった。養護教諭の机
が登場したものは、6 作品あった。その机の向きは、入口に背を向けた位置が２、入口に向けた位置
が１、壁に向けた位置が１、入口に向いているが入口が見えない位置が1などあった。身体の計測に
用いる視力計、体重計、座高計が保健室におかれている作品が 4 作品あった。ベッドや処置台が 5
作品でみられ、レントゲン室が備えられている保健室が 1 作品あった。
５）勤務中の身形
勤務中の身形を表４にまとめた。13 作品中、12 作品に登場する養護教諭が職務中の場面で
は白衣を着用していた。残り１作品に登場する養護教諭は白衣を着用する場面はなかったが、
保健室に白衣がハンガーで掛けられていた。また、視聴した一つの作品では 職務中ではない
場面で、白衣を着用していることがあった。服装は、パンツスタイルや地味な服装の身形であ
った８作品とミニスカートや胸元の開いたワンピースなどを着用していた 3 作品に分かれた。
履物は、ヒールの高いサンダル、ミュール、靴を履いていたものが 3 作品、ヒールのないサン
ダル、スニーカー等が５作品であった。髪型は様々で、茶色や金色の髪の色をしていた作品が
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５つあった。また、長い爪をしていた作品が２作品あった。
表３

テレビドラマにおける保健室登場の有無と保健室の内装

テレビ
ドラマ

保健室
登場
の有無

A

登場した

・校舎内の位置は特
定不可能。

B

登場した

C

登場した

・１階にあることは推
測できたが、詳しい
校舎内での位置は
特定不能。
・校舎内の位置は特
定不可能。

D

F

登場しな
かった。
扉の部
分のみ。
登場した

G

登場した

H
I

登場しな
かった。
登場した

J

登場した

・階段の位置から、２
階以上の階にある。

K

登場した

・２階以上の階にあ
る。

L

登場した

・２階以上の階にあ
る。

M

登場した

・登場したが、詳細は
不明。

E

内装
位置
色・掲示物

階段の位置から１階
にあり、廊下を挟ん
で向かい側に職員室
がある。
・校舎内の位置は特
定不可能。

養護教諭の机

・内装は赤や青とい
った原色の装備
品を 使用し て い
た。
・室内には掲示物や
水槽がある。

器具

ベッド等

・養護教諭が机
に向かうと入口に
背中を向ける形
になる。

・内装は白を基調と
した一般的な保健
室。

・内装は白を基調と
した一般的な保健
室。
・白を基調とした一
般的な保健室。

・養護教諭の机
は入口に向か
って置かれて
いる。
・養護教諭の机
は壁の方を向
いて置かれて
いる。

・視力計や体重
計がある。

・視力計、体重
計、座高計が
確認できた。

・校舎内の位置は特
定不可能。

・入口をはいって
すぐベッドがあ
る た め 、 養護
教諭の机の位
置か ら 入り 口
は見えない
・養護教諭の机
は入口に背中
を向けるように
置いてある。

・視力計、身長
計が置かれ
ていた

・養護教諭の机
は ベ ッ ド に背
中を向けるよう
に置いてあっ
た。

・体重計、座高
計があった。

・ベッドが一つしか
なく、処置台と兼
用。
・保健室にはレント
ゲン室があった
・入口を入ってす
ぐベットがある

・ベッドは一つあ
り、保健室の中
央には丸い小さ
なテーブルが置
いてある。
・保健室来室カー
ドがあった。
・ベッドは二つある

・ベッドはあった。
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表４
テレビ
ドラマ

テレビドラマにおける養護教諭の身形
白衣

服装

爪や装飾品

履物

髪型

勤務中は白衣を
着用。
白衣を着用はし
ていなかった。
職務中は白衣を
着用。

服装は地味なもの。

パンツスタイルであることが
多い。

シルバー製のネ
ックレスや指輪を
着用している。爪
は長い。

学校内の履物はスニーカ
ーやヒールのある靴。

髪は肩につく程度で、
明るい茶色。

職務中は白衣を
着用。

リボンやフリルのついたトッ
プスを着用し、膝丈のスカー
ト着用が多い。

爪は長い。

D

学校内での履物はヒール
の高いサンダルやミュー
ル。

髪は肩より少し下の長さ
で、色は茶。

E

職務中は白衣を
着用。

胸元の開いたワンピースで、
スカートの丈は大腿の半分
程度のもの。

ネックレス、指輪
を着用。

校舎内での履物はヒール
の高い靴。

髪はボブカットで、金
色。

職務中は白衣を
着用。

白や水色のハイネックのセ
ーターを着用していることが
多く、ボトムスはパンツスタイ
ルが多い。

校舎内ではヒールのない
サンダルを履いていた。

髪は肩につく程度の長
さの黒色で、ハーフアッ
プにしている。

G

登場する場面、
全てで白衣を着
用。

黒を基調とした服を着ている
ことが多く、スカートが多い。

校舎内の履物はヒールの
ないサンダルのようなも
の。

髪は黒色で、頭頂部で
一つに束ねていた。

H

白衣を着用して
いる。

I

勤務中は白衣を
着用。

黒色や灰色のワイシャツに、
フォーマルパンツを着用して
いることが多い。

J

勤務中は白衣を
着用。

オフィスカジュアルな服装が
多い。

校舎内の履物は、白を基
調としたスニーカー。

髪は肩甲骨のあたりま
での長さで、色は茶。

K

勤務中は白衣を
着用。

ブラウスやタートルネックの
服が多い。スカートを着用し
ている。

校舎内の履物はヒールの
ない黒いサンダル。

髪は黒く、一つに束ね
ている。

職務中は白衣を
着用。

ミニスカートを着用。

L

校舎内の履物はヒールの
高い靴。

髪は鎖骨の下あたりの
長さで、色は茶。

A
B

パンツスタイル。

C

F

髪は頭頂部で一つに束
ねている。
髪は短い。

髪は黒色のショートカッ
ト。
指輪とネックレス
をしている。

白衣を着用。

髪は肩甲骨の下辺りま
での長さで、ハーフアッ
プ。

M

６）テレビドラマに描かれていた養護教諭の職務
テレビドラマに描かれていた養護教諭の姿が、文部科学省の提示する養護教諭の職務内容９項
目のどの職務にあてはまるのか内容を分析した。分析は、まず研究者が行い、その後養護教諭経験
者や研究者間で検討した。分析結果は表５に示した。
文部科学省の提示する養護教諭の職務９項目のうち、【（３）救急処置・救急体制に関すること】11
作品（84.6％）、【（４）健康相談活動に関すること】７作品（53.8％）、【（２）保健指導・保健学習に関す
ること】６作品（46.2％）の３項目が多かった。【（１）学校保健情報の把握に関すること】【（５）健康診断・
健康相談に関すること】【（６）環境衛生活動に関すること】【（８）伝染病の予防に関すること】は 13 作
品のどの作品にも描かれていなかった。
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表５

◇ 保健室で医薬品を生徒や教師にわたす

◇ 主人公の生徒や教師の相談役

◇ 医学的知識を擁する人物

︵
９︶
保健室の運営に関すること

︵
８︶
伝染病の予防に関すること８

10

21

18

２

B

11

50

４

５

C

12

93

68

12

D

11

42

35

４

E

12

23

15

３

F

22

62

58

47

G

11

21

８

４

H

11

１

１

１

I

12

42

40

24

○

○

J

11

93

34

25

○

○

K

10

23

21

12

○

○

○

L

11

26

26

５

○

○

M

11

4

4

4

○
○
○

︵
７︶
学校保健に関する各種計画・活動及び
それらの運営への参画等に関すること

○
○

A

○
○
○
○
○
○

︵
６︶
学校環境衛生活動に関すること

○

︵
５︶
健康診断・
健康相談に関すること

養
護
教
諭
場
面

養護教諭の職務

︵
４︶
健康相談活動に関すること

職
務
中
場
面

︵
３︶
救急処置及び救急体制に関すること

テレビドラマ

登
場
場
面

︵
２︶
保健指導・
保健学習に関すること

全
話
数

︵
１︶
学校保健情報の把握に関すること

登場場面数

テレビドラマにおける養護教諭に職務

○

○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

13

0

6

11

7

0

0

2

0

1

６

４

２

（％）

（0.0）

（46.2）

（84.6）

（53.8）

（0.0）

（0.0）

（15.4）

（0.0）

（7.7）

（46.2）

（30.8）

（15.4）

テレビドラマの場面を表６ に示した。【（２）保健指導・保健学習に関すること】では、保健学習の授
業実施や同僚への教材提供、救急措置時の保健指導、性に関する保健指導などの場面があった。
性に関する保健指導は、全体指導と個別指導があった。【（３）救急処置・救急体制に関すること】で
は、児童や教師をベッドで休ませる、バイタルサインを確認する、けがをした児童生徒、教員の処置、
救急搬送の指示などの場面があった。中でもけがの処置が多く描かれていた。【（４）健康相談活動
に関すること】では、教師や児童生徒、保護者に対応し、性に関する相談や腹痛に関する相談の場
面があった。
また、登場人物の位置付けとして、９項目には含まれないが、［医学的知識を擁する人物］として描
かれること、さらに［主人公の生徒や教師の相談役］として描かれていることも多かった。［養護教諭
が保健室で医薬品を生徒や教師にわたす］という場面を描いている作品があった。
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表６

養護教諭の職務とテレビドラマの場面
養護教諭の職務

テレビドラマの場面

（１）学校保健情報の把握に関すること
（２）保健指導・保健学習に関すること

・保健体育の授業を行う（A）
・救急処置時の指導（F）
・妊娠した生徒の妹の友人の相談に乗る（F）
・性同一障害、性転換手術についての保健指導（F）
・同僚教員への教材の提供（F）
・保護者に性に関する書籍を紹介（G）
・「思春期の体と心」について保健指導（H）
・生徒の体調の変化について説明（K）
・保健体育の教科書を持っている（L）

（３）救急処置及び救急体制に関すること

・来室児童をベッドで休ませた（B）
・来室児童の母親に電話で迎えを要請した（B）
・生徒に殴られた際には保健室に来るように主人公に発言（C）
・腹痛の生徒に対して病院受診を勧めた（C）
・怪我をした教師の処置（D）
・怪我をした主人公の処置（E）
・病院搬送される教師に付き添い・倒れた生徒への判断（E）
・怪我をした生徒の処置・教員が倒れた際に救急車要請を指示（F）
・倒れた生徒のバイタルサインの確認（F）
・医療機関受診を勧める（F）
・怪我をした生徒の処置をすると発言（G
・怪我をした生徒の処置（I）
・倒れた生徒の寮部屋に出向き、バイタルサインを確認（I）
・怪我をした教員の処置（J）
・怪我をした生徒の処置（K）
・来室した生徒にベッドの使用許可を出す（K）
・怪我をした教員の処置（L）
・生徒の怪我の様子を見て病院搬送を指示・生徒の咽喉の視診（L）
・保健体育の教科書を持っている（L）
・倒れた教員を保健室のベットで寝かせる（M）

（４）健康相談活動に関すること

・女性教師の性行為についての悩みの相談にのる（A）
・児童の腹痛の原因を母親に尋ねた（B）
・妊娠した生徒の妹の友人の相談に乗る（F）
・保護者に性に関する書籍を紹介（G）
・保健室で生徒の相談に乗る（I）
・教員や生徒の相談に乗る（J）
・生徒の相談にのる（K）

（５）健康診断・健康相談に関すること
（６）学校環境衛生活動に関すること
（７）学校保健に関する各種計画・活動及び
それらの運営への参画等に関すること

・職員会議でカウンセリングの必要性を述べる（F）
・同僚教員への教材の提供（F）
・「保健委員会資料」というファイルを持っている（J）

（８）伝染病の予防に関すること
（９）保健室の運営に関すること
その他

・ガーゼの用意（J）
[医学的知識を擁する人物］
［主人公の生徒や教師の相談役］
［養護教諭が保健室で医薬品を生徒や教師にわたす］
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２．研究Ⅱ
１）回答者の背景
性別は男女が一名ずつで、年代は 30 代と 40 代が一名ずつであった。また、テレビドラマ制作時の
担当名称は、プロデューサーが一名、ディレクターが一名であった。
表７
２）養護教諭の服装
白衣着用義務の有
無について表 7 に示
した。白衣の着用は、
義務付けられている

白衣着用義務の有無

選択項目／回答者

Ａ

１．白衣の着用は義務付
けられている
２．白衣の着用は個人の
自由である
記述内容

と答えたものが
１名いた。自由記述
では、イメージする

Ｂ
○

○
イメージされるのはやはり白衣を
羽織る、ですが、実際にはジー
ンズや綿パンにシャツなどで走
りまわってるのではないです
か？若い女性の先生なら、意外
と、ギャルっぽい感じの服も着て
いるのが実態だと思います。

白衣。もしくは花柄の上下。

養護教諭の服装とし
表８ 養護教諭の職務内容

て、回答者が両者とも、白衣をあげてい

選択項目／回答者

た。

１．怪我の処置をする

３）養護教諭の職務内容
２９項目の内容に対して、養護教諭の職
務内容かどうかを○×式で尋ね、表８に示

Ａ

Ｂ

○

○

２．病気の診断を行う

×

○

３．骨折部位を三角巾を用いて固定する

○

○

４．捻挫か骨折かの診断をする

×

△

５．薬を処方する

×

６．注射を打つ

×

７．学校で行われる健康診断の計画を立てる

○

両者とも正解だったものは、「１．怪我の

８．身体測定を行う

○

処置をする」「２．骨折部位を三角巾を用い

９．聴力検査を行う

○

した。

て固定する」の救急処置及び救急体制に

10．視力検査を行う

○

11．尿検査を行う

×

関するもの、「７．学校で行われる健康診断

12．血液検査を行う

×

の計画を立てる」「13．健康診断の事後措

13．健康診断の事後措置を行う

○

○

○

14．他の教員と協力して授業を行う

○

○

15．健康問題を有する子どもに対して指導を行う

○

○

もの、「14．他の教員と協力して授業を行

16．精神的な問題を抱えた子どもの相談活動を行う

○

○

う」「15．健康問題を有する子どもに対して

17．不登校の子どもの対応をする

○

18．子どもの身体的な調子について相談を行う

○

19．クラブ活動・部活動の顧問になる

×

置を行う」の健康診断・健康相談に関する

指導を行う」の保健指導・保健学習に関す
るもの、「15．健康問題を有する子どもに対

20．児童会活動・生徒会活動の顧問になる

×

して指導を行う」「16．精神的な問題を抱え

21．給食に関する事務（献立を立てる等）を行う

×

22．教室の空気の検査を行う

×

23．教室の明るさの検査を行う

×

た子どもの相談活動を行う」「18．子どもの

○

身体的な調子について相談を行う」の健康

24．飲料水の検査を行う

×

相談活動に関すること、「27．学級閉鎖の

25．プールの水の検査を行う

×

26．健康診断を中心となって行う

○

○
○

決定に関わる」の伝染病の予防に関する

27．学級閉鎖の決定に関わる

○

内容であった。反対に、両者とも不正解だ

28．学級担任になる

×

ったものは、「22．教室の空気の検査を行

29．特別支援学級の担任になる

×
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う」「23．教室の明るさの検査を行う」「24．飲料水の検査を行う」「25．プールの水の検査を行う」の学
校環境衛生活動に関することであった。また、養護教諭の職務９項目に含まれてはいないが「19．ク
ラブ活動・部活動の顧問になる」「20．児童会活動・生徒会活動の顧問になる」という内容は、実際の
学校現場では養護教諭が担うこともある。また、回答者Ａの「５．薬を処方する」に対する答えは正し
いものであるが、「市販薬は飲ませる」と質問紙に記入されており、市販薬は保健室で飲ませてもよ
いという認識があることがわかった。
４）養護教諭の身分・免許等

表９ 養護教諭身分等

養護教諭の身分・資格・名称等を○×

選択項目／回答者

式で回答を求めた（表９）。
（１）養護教諭に就ける性別
性別に関しては、両者とも正しい
選択がされていた。養護教諭は女

方をどちらも持っていることがわか

養護教諭は授業を担当する教員

給
料

めなかったため、不明である。
（３）養護教諭の管理職への昇進
この質問項目に対しては、回答者
Ａと回答者Ｂでは回答が真逆であ

１．授業を担当する教員と給料は別額である
２．授業を担当する教員と給料は同額である
２．教頭にはなることができる
３．校長と教頭の両方になることができる

資
格

４．医師免許も看護師免許も必要ない

免
許
の
取
得
可
能
な
学
部

○

２．看護学部

○

３．保健学部

○

○

○

５．薬学部
６．人文学部
７．教育学部
８．歯学部
９．栄養学部
10．理学部
11．農学部

２．保健の先生

（４）養護教諭の要する医療系資格の

看護師免許が必要という回答であ

○

４．福祉学部

解である。

対条件である。しかし、回答者Ｂは

○

１．医学部

12．体育学部

なく、養護教諭免許があることが絶

○

３．医師免許と看護師免許の両方が必要

１．保健室の先生

は、医師免許も看護師免許も必要

○

２．看護師免許が必要

校長や教頭になることはできるが正

実際に養護教諭として働くために

○

４．校長にも教頭にもなることはできない

った。実際のところは、養護教諭も

有無

○
○

１．医師免許が必要

う考え方があった。教員と比較して
考えられているのかは選択肢に含

○

１．校長にはなることができる
管
理
職

と給料は同額であるが、「別額」とい
低額と考えられているのか、高額と

○

２．養護教諭に就けるのは女性
３．養護教諭に就けるのは男女とも

った。
（２）養護教諭の給料

Ｂ

１．養護教諭に就けるのは男性
性
別

性の方が多い現状はあるが、「養護
教諭は男女とも就ける」という考え

Ａ

養
護
教
諭
の
名
称

３．保健教諭
４．保健職員

○

５．養護担当
６．養護教師
７．養護教諭
８．養護の先生
９．保健医
10．その他（その他の場合は記述）

った。
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（５）養護教諭の免許が取得可能な学部（複数回答可）
回答者 A,B 共に、教育学部と保健学部で免許が取得できるという認識を持っていた。B は医学
部、看護学部でも免許が取得可能であると答えていた。その他の学部は選択していなかった。
（６）養護教諭の名称
回答者Ａは養護教諭という正しい項目を選択しているが、回答者Ｂは保健職員という誤った項目
を選択していた。
５）テレビドラマ制作
テレビドラマ制作前にテレビドラマに養護教諭を登場させるにあたり行った調査の有無（選択）
、
調査を行った場合には、調査の対象と調査の内容（記述）
）を表 10 に示した。
表 10 テレビドラマ制作時の取材の有無
回答者

Ａ

Ｂ

調査の有無

有

無

調査内容

誰に：現場の保健室に勤務する養護教諭
内容：その台本のシチュエーションでは、養護教諭
はどう行動するか。また、今（当時）の保健室
登校の情について取材した（担当者が）

Ⅳ．考察
１．テレビドラマに描かれる養護教諭
文部科学省による平成 19 年度の本務養護教諭の人数は、全国の小学校で男性 10 名・女性 21,251
名、中学校で男性２名・女性 9,905 名、高等学校で男性９名・女性 5,733 名、中等教育学校で男性０名・
女性 30 名、特別支援学校で男性 11 名・女性 1,329 名、幼稚園で男性３名・女性 401 名である 16)。男女
別の合計数は男性 35 名、女性 38,649 名であり、男女の比率は、１：1104 となる。このような実情を考慮
すると、対象とした作品の中で 13 名の養護教諭の中に１名男性が存在したことは、確率的に非常に高
いといえる。男性の養護教諭が描かれにくいのは、実情を反映しており、養護教諭は女性の職業であ
るというイメージが今なお強いと考えられる。
「養護教諭」が正式な名称であるが、公式で使用されている役柄の名称が養護教諭である割合は
21％と低いものであった。また、木下洋子らの著書の中には、現場における児童生徒や教師たちとの
会話が記されている部分があるが、児童生徒や教師たちの会話の中では、養護教諭のことを「保健の
先生」と言っている

17)

。これは、養護教諭という名称が一般的にあまり知られていない表れであると考え

られる。また、保健室に多くの時間いることから、保健室と関連付けて「保健の先生」と呼んだ方が児童
生徒にもわかりやすいということから、敢えて「保健の先生」という呼び方を使っていることも考えられる。
１３作品中、２作品で確認された「保健医」は実在しない職業名である。さらに、１作品で確認された「校
医」は教員ではなく医師であり、医師が学校の保健室に常勤することは極めて少ないといえる。２つの
名前に共通することとして、「医」という言葉が入っているが、これは養護教諭が教員ではなく、医療関
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係の職業であると製作者に捉えられていると考えられる。
勤務校の校種については、文部科学省による平成 19 年度の調査からも小学校の養護教諭が最も人
数が多いにも関わらず、対象としたテレビドラマの中で小学校に勤務している養護教諭は 13 名のうち１
名だけであった。これは、養護教諭というよりも、テレビドラマの設定として高等学校を舞台にすることが
多い傾向があるためと考えられる。
白衣の着用について、白衣を着用していることですぐに養護教諭だとわかる、という調査結果もあり、
養護教諭だということを視聴者に伝えるために養護教諭の役柄の人物に白衣を着用させていると思わ
れる 6)。しかし、その一方、テレビドラマ制作関係者の中には、白衣の着用が義務つけられていると考
えていることから、必ずしも養護教諭と視聴者に伝えるためだけに白衣を着用しているわけではなく、
制作関係者の考えにより白衣を着用するシナリオが作成されることもあると考えられる。
テレビドラマの中では、養護教諭に限らず、理科担当の教員は常に白衣を着用していたり、体育担
当の教員は常にジャージを着用していたりする。どの人物がどの職務に就いているかを視聴者にわか
りやすくするために、服装を眼から入力される情報として活用しているとも考えられる。
作品中に登場する養護教諭は爪が長かったり、付け爪をしていると思われたりする人物がいた。しか
し、衛生面や安全面から考えた時、児童生徒の傷の処置をすることを考えると、危険であるし不潔であ
る。マニュキアについては教師の勤務中におけるお洒落には向かないとの調査結果も出ており、好ま
しくないともいえる 6)。作品中の養護教諭の爪の長さは、子どもたちを傷つけないためにも自分自身の
安全のためにも現実とは一致しない状況である。また、校舎内でピンヒールの靴を履いている養護教
諭がみられたが、これもまた現場とは一致しない状況である。現場では平常時の安全や避難訓練等で
走る際の安全確保、救急時の安全面を考慮し、つま先が開いておらずヒールのないものが履物として
は適切である。
養護教諭の職務については、描かれる職務と描かれない職務があった。多く描かれている職務は、
【救急処置及び救急体制に関すること】や【保健指導・保健学習に関すること】が多く、養護教諭が実際
に児童生徒に対して行う職務がテレビドラマにも多く描かれていた。テレビ制作者も養護教諭の職務内
容としてこれらの職務を上げており、これらの職務は、現場の養護教諭の職務としても、他者から職務と
して見えやすい部分であるともいえる。また、養護教諭の９項目の職務中には含まれていない［医学的
知識を豊富に擁している人物］として描かれている場面が多く、［教師や生徒の相談にのる］場面が見
られた。これは、養護教諭に対する子どもたちのニーズに共通している

17)

。このニーズが子どもだけで

はなく、テレビドラマ制作関係者が養護教諭に対して抱いているニーズとも考えられる。
一方、【学校保健情報の把握に関すること】や【学校環境衛生検査に関すること】、【伝染病の予防に
関すること】はどの作品にも描かれていなかった。描きにくい部分であるのか、養護教諭の職務として
認識されていない部分であるのかは定かではないが、これらの職務については、表面化しにくい部分
であると考えられる。
２．テレビドラマに登場する保健室
保健室の室内まで登場した作品は 10 作品全てが校内のどの場所に設置されているかを確認するこ
とは不可能であった。しかし、カメラのアングルや階段との位置関係から考えて、２階以上の階に保健
室があると推測できる作品が３作品あった。しかし、保健室の設置場所としては、文部科学省の指針に
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より、「屋内外の運動施設との連絡がよく、児童（生徒）の出入りに便利な位置に」あること、また、「救急
車、レントゲン車などが容易に近接することのできる位置」にあることが重要とされている 18)。２階以上の
階に保健室があることは、救急体制の観点からみると現実問題好ましくないものであると考えられる。
保健室の機能には、①健康診断、発育測定などを行う場としての機能②個人及び集団の健康課題
を把握する場としての機能③健康情報センター的機能④健康教育推進のための調査及び資料の活
用・保管の場としての機能⑤疾病や感染の予防と管理を行う場としての機能⑥児童生徒が委員会活動
を行う場としての機能⑦心身の健康に問題のある児童生徒の保健指導、健康相談、健康相談活動を行
う場としての機能⑧けがや病気などの児童生徒等の救急処置や休養の場としての機能⑨組織活動の
センター的な機能などがあげられる。１３作品の中で保健室の内装について特徴的だったものは、身
長計、体重計、座高計、視力計といった健康診断に用いるものが登場する保健室の多くに設置されて
いた点である。保健室が、健康診断を行う場であるという認識があり、①健康診断、発育測定などを行う
場としての機能が描かれていたといえる。
また、テレビドラマで保健室の中に置かれている養護教諭の机は、その机に座って職務を行うと養護
教諭が保健室の入口やベッドに背中を向けてしまう形になってしまう保健室が多く見られた。児童生徒
が保健室に入室してくる時の様子や、ベッドで寝ている時の様子を机の位置から観察できないのは、
養護教諭にとって好ましくない配置である。養護教諭が保健室内の配置は考える際には、机の位置、
救急処置台の位置、身体計測ができる計測器具の位置等、保健室の機能が最大限発揮できるような配
置を配慮しながら各学校に応じて考える。机の位置一つとっても意味のある位置なのである。カメラア
ングルや動線によりテレビドラマではその位置に机を配置していると考えられるが、養護教諭の深い考
えをドラマ制作の際に織り込んでもらえると良いと考える。
テレビドラマ制作関係者２人の回答には、共通した認識がある反面、まったく逆の認識があることが
わかった。今回、協力が得られたのは、２人だけであるため、他のテレビ制作関係者の認識がどのよう
なものか知ることは出来なかった。しかし、テレビドラマ制作関係者の養護教諭の職務に関する認識が
作品の中に反映されるということを考えると、他の制作関係者の中が誤った認識を抱いている可能性が
考えられる。
３．まとめ
今回、この研究を進めるにあたり、13 作品のテレビドラマを鑑賞した。現実の養護教諭の姿とテレビドラ
マに登場する養護教諭を比較していくと、現実と一致する部分もあれば、一致しない部分もあった。しか
し、藤田真文が「ドラマの中だけで通用する『リアルさ』が存在する」と言っているように、現実を描いている
ように見えてもテレビドラマと現実は違うものである 3)。ヒラリア・ゴスマンが「テレビドラマは（略）その社会
の人びとの夢や理想を表現している」と言っている

19)

。このことから、テレビドラマはあくまでフィクションの

世界であり、現実と一致させる必要は必ずしもないといえる。
しかし、続けてゴスマンは「（連続ドラマは）断続的にメッセージを送り続けることで、ある価値観をつくり
上げたり、もしくは既存の価値観を補強したりという役割を果たしている」とも言っている

19)

。フィクションの

世界であるとわかりつつも、そこに描かれる世界は少なからず視聴者に対して影響を与えているといえ
る。
今回は養護教諭という職業のみに焦点を当ててきたが、養護教諭の職務を知っているからその姿の誤
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った部分や不足している部分に気付くことが出来た。しかし、養護教諭の職務を知らない視聴者が見れ
ば、テレビドラマに描かれる養護教諭の誤った職務を正しいものであると認識し、現実の養護教諭にそれ
を求めてくる可能性もある。今後、養護教諭として働く上で、周囲の人間が養護教諭の職務に対して誤っ
た認識を持っているという可能性があることを覚えておく必要があると考える。
４．研究の限界性
今回、対象とできたのは養護教諭が描かれているテレビドラマの全てではない。作品中に養護教諭が
登場していても映像の入手が不可能で分析ができなかったものがあり、また、養護教諭が登場しているに
も関わらず筆者が見つけられなかったものがある可能性がある。さらに、今回は 2000 年以降に放送開始
された連続ドラマに限ってしまい、過去に放送されたものや、映像が入手できなかったものを対象とすれ
ば、結果に変化が見られると考えられる。
本研究の目的はテレビを通じて社会へと発信される養護教諭像を分析することであり、テレビドラマを
批判するものではないことを付け加えておく。
謝辞
本研究を進めるにあたり、貴重な資料をお貸し下さいました茨城大学村野井均先生、アンケートにご協
力くださいましたテレビドラマ制作関係者の皆様に深く感謝いたします。
附記
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養護教諭による「命の授業」の授業研究（１）

斉 藤 ふ く み＊ ・ 木 下 正 江＊＊・森 よ し 江＊＊＊・金 田 （松 永） 恵＊＊＊＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

A Practice Research on Teaching about a Lesson of Life by a Nurse-teacher (1)
Fukumi SAITO , Masae KINOSHITA, Yoshie MORI and Megumi KANEDA(MATSUNAGA)

キーワード：命の授業，養護教諭，授業研究

要旨
近年、交通事故や虐待、犯罪の犠牲者となって命を失う子どもやいじめを原因に自殺する子ども
が後をたたない状況が続いている。このような社会背景から、わが国では 1990 年代後半からいの
ちの教育実践が行われるようになってきた。2005 年には、全国の 6 割の中学校でいのちの教育実
践が行われている。本研究は、Ｉ県内公立Ａ中学校のＢ養護教諭が実践する「命の授業」の授業研
究を行い、授業の意図や授業構成、生徒の反応などを分析し、その実践の意義を明らかにすること
を目的とした。

Ⅰ はじめに
2009 年度上半期（１～6 月）の自殺者数は 1 万 7076 人と過去最悪だった 2003 年に迫るペースで
あると警察庁の発表があった１）。年齢別では 19 歳以下は 623 人（2006 年度）２）となっており、こ
のような事態に対して文部科学省は「児童生徒自殺学校対応の指針」をまとめる方針である３）。い
――――――
*茨城大学教育学部教育保健学教室（Department of Education Health, College of Education, Ibaraki University,
Mito, Japan）
**水戸市立第一中学校（The First Junior High School in Mito）
***水戸市立第五中学校（The Fifth Junior High School in Mito）
****茨城大学大学院教育学研究科（Graduate School of Education, Ibaraki University, Mito,Japan）
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じめを原因として自らの命を絶つ子どもや若者たちに加えて、近年は飲酒運転などの交通事故、虐
待、凶悪な犯罪に巻き込まれて命を奪われたり、自ら犯罪を犯して他者を死に至らしめる子どもの
事件報道が後をたたない状況である。
このような社会状況を受けて、
わが国では 1990 年代後半から、
いのちの教育実践が行われはじめた４）。近藤によるわが国のいのちの教育に関する全国実態調査５）
によれば、2005 年度では、すでにいのちの教育にかかわる何らかの実践を行っている学校は、小学
校で 7 割、中学校で 6 割を越えるほど多くなっていると報告されている。この 10 年ほどの間にいの
ちの教育に取り組む学校が急増している。養護教諭が取り組む中学校での実践例として斉藤６）や根
本７）・山田８）の報告がみられるが、Ｉ県では中学校での実践の公表例はあまりみられない。
そこで本研究は、Ｉ県内公立Ａ中学校のＢ養護教諭が実践する「命の授業」を参観し、筆者が主
催する養護教諭研究会で行った当該授業の検討において、授業の意図や授業構成、生徒の反応など
を分析し、次なる授業実践に向けて課題を捉えることを目的としている。本稿はその第 1 報として
報告する。

Ⅱ 対象および方法
2009 年 2 月 27 日（金）8:40～10:30（1 時間目、2 時間目）に、筆者がＡ中学校で実施されたＢ
養護教諭による「命の授業」を参観し、ビデオに撮影した。その後筆者が主催する養護教諭研究会
（2009 年 3 月 15 日（土）13:00～17:00）においてメンバーと当該授業のビデオを視聴し、討論を
行った。それらを質的に分析した。本授業の位置づけは、保健体育科（単元：現代社会を共に生き
るために）のうちの 1 時間として行った。

Ⅲ 結果および考察
１．授業の展開
本時の学習指導案は資料１のとおりである。3 年生 4 クラスを２つに分けて 1 時間目、2 時間目で
授業を行った。通常学級に生徒は収まらないため、多目的室を使用し、生徒は床（絨毯）に座って
受講した。
本時の目標は「生物の誕生からこれまでつながってきた命のバトンについて理解することができ
る。
」
「一人ひとりがかけがえのない命を持っていることを理解することができる。
」
「自らのこれま
でを振り返り、さらにこれからの自分のあり方を考えることができる。
」の 3 点があげられている。
導入では、授業者から本時のテーマが告げられ、
「私たちの命はどこからきたのか」と発問が投げ
かけられる。ここでは思考させることを目的として、返答は求めない。
展開では、初めの 15 分間でスライドを使用して、効果音（ＢＧＭ）を流しながら授業者が説明を
行った。生命誕生の歴史をわかりやすい図や絵を用いて生徒を引きつけた。スライド終了後、本時
の主題である「命のバトンを考えてみましょう」と授業者は投げかけ、展開の二つ目に入っていっ
た（31 分間）
。ここでは、授業者のメッセージとして「命はすべて平等であること」
「わたしたちの
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資料１ 本時の学習指導案
第 3 学年 保健体育科学習指導案

題材名「命の授業」
日時：平成 21 年 2 月 27 日（金）２時間目
場所：水戸市立第一中学校多目的室
授業者：木下正江
〈本時の目標〉
○ 生物の誕生からこれまでつながってきた命のバトンについて理解することができる。
○ 一人ひとりがかけがえのない命を持っていることを理解することができる。
○ 自らのこれまでを振り返り、さらにこれからの自分のあり方を考えることができる。
〈本時の展開〉
時間

学習活動及び学習内容

（分）
導入

教師の指導・支援

１．本日の授業のテーマを理解する。

備考

○今日の授業のテーマは「命の授業」 フラッシ ュ

2

であることを告げる。

カード「 生

発問「私たちの命はどこからきたの

命」・「私た

か？」

ちの命は ど
こからき た
のか」

展開

２．命の起源と命のつながりをスライドを
通して学習する。

15

○スライドを見る。

パワーポ イ

○人類の他に多くの生命があることに ント「私 た
気づかせる。

３．命の誕生を理解する。

ちはどこ か

○原始生物（バクテリア）の誕生を伝 ら来たの か
える。

４．人の祖先の出現を理解する。

～生命

40

○人の祖先（脊柱動物）の出現を伝え 億年はる か
る。

な旅９）」，Ｂ

○私たちの命は 1 個の生命の誕生から ＧＭ
つながってきたことを伝える。
フラッシ ュ

５．スライドの復習をする。

○スライドのまとめをする。

６．どんな命も平等だということを理解す

○命はすべて平等であることに気づか の

る。

せる。

７．
自分たちの命は多くの命のバトンのうえ

○これまで絶滅してきた命がたくさん

にあることを理解する。

あること、それらの多くの命の犠牲の

発問「命のバトンを考えてみましょう」 カード「 命
31

バ

ト

ン」
・
「平等」

うえに現在の命があることを伝える。
８．
自分たちは遺伝により多くの情報を受け

発問「君たちはどうして、ご家族の人 人 の 形 の

継いでいることを学ぶ。

に似ているの」

図・細胞 の

○細胞の核には、遺伝子があり、その 図 ・ Ｄ Ｎ
中に染色体が存在することを伝える Ａ・染色 体
10）。

の写真・ 胎
児の写真 ・
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９．自分たちは他の命をもらいながら生きて ○人はたった一人では生きられないこ 花・ 蝶・ト
いることを学ぶ。

とを伝える。

ンボ

10．私たちの命は限界があることを理解す

○命には限界があることを伝える。

フラ ッシ ュ

る。

カー ド「命

11．自分と同じ年齢の女子生徒の生き様を

○命の限界に挑戦した病気を持った一 の限界」

想像し理解する。

人の女子生徒の話を語る。
○夢は人に勇気と希望を与えることを
伝える。

12．その子の命の意味を深く思考する。

発問「この子は何のために産まれてき
たの？」
○その子の夢はその子を支えていたけ
れども、実はその子の回りの人たちも
その子から勇気と希望をもらってい
た。そのことを伝えるためにその子は
この世に産まれてきたことを語る。

13．自らの命について深く思考する。

○この世に無駄な命は一つもない。い
らない命は全くないことを語る。
○命の重みをしょって生きていってほ
しい。夢を持って生きてほしいという
のが授業者の願いであることを伝え
る。
○「命の奇跡」は今日こうしてみんな フラ ッシ ュ
と出会ったことであることを語る。

カー ド「命

○「自分はどう生きるべきか」を問い の奇跡」
14．ウルマンの詩を理解する。

続けていってほしいことを伝える。
○サミエル・ウルマンの詩「青春と

ＢＧＭ

は・・・」を朗読する。
まとめ
2

15．ワークシートを記入する。

○今日のまとめをする。

ワー クシ ー

○ワークシートの記入を指示する。

ト

図 1 授業風景
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命は多くの命の犠牲の上に成りに立っていること」
「たった一人では生きられないこと」を力強く伝
えた。それは、授業者の声、視線、口調、声の大きさ、身振り、手振り、間、教材を駆使したもの
であった。生徒たちは集中していった。そしてクライマックスとなる病気で亡くなった女子生徒の
話に入っていった。授業者の「この子は何のために産まれてきたの？」という発問は、生徒にとっ
て重い課題であった。この授業が始まるまで、日常のくったくのない生活空間で過ごしていた生徒
たちは、この発問によって一挙に同年代の生徒の生と死に直面することになった。生徒の集中度は
最高潮に達した。
授業者は、
その子の保育士になりたいという夢とその夢に向かう女子生徒の姿は、
実はその子の周りの人たちに勇気と希望を与えていたということに気付かせる。そして無駄な命は
一つもないと静かに語った。
展開の後半は、詩の朗読をして、生徒たちは静かに聞き入り、今日の授業の振り返りをした。そ
してまとめでは、ワークシートの記入をして授業は終了した。
２．生徒の感想について
表１に授業後の生徒の感想（抜粋）をまとめた。近藤はいのちの教育の目的は３つにまとめられ
るという 11）。①子どもたちが自分自身の「いのち」はなにより大切だということを実感し確認する
表１ 生徒の感想（抜粋）
・ 「命」という言葉の重みが最近軽くなってきたように思う。あらためて「命」の授業を
聞いて、その大切さを再認識した。祖先の命を受け継いでいる自分だからこそ、自分の
命や相手の命を大切にしたい。
（男子）
・ こんなにも私達を支えていた生命がいたなんて知らなかった。たくさんの偶然が重なっ
て、ここにいるみんなに出会うことができた。みんなに会えたことも、B 先生に会えた
ことも私が生きていることもすごい。最後の授業はすごく感動した。これからは、もっ
とたくさんのものに感謝の気持ちを忘れず、日々生活していきたい。
（女子）
・ 私はこれから自分らしく生きていきたい。自信がなく、自分を出すことができなかった。
自分らしくありのままに生きようと思い始めた。（女子）
・ ムダな命は一つもないのだから、他人を傷つけたり、自分を傷つけたりしてはいけない。
一日一日を大切に生きていきたい。
（女子）
・ 命は、はかないものだということ知った。命の大切さを考えることができた。先生の思
いが伝わってきてとても充実した時間だった。
（女子）
・ 世の中には生きたくても生きられない人がいる。その人の分まで夢をもち、苦しくても
めげずに生きたい。（女子）
・ この授業を通して「なぜ生きているのだろう。
」とか「生きていく意味があるのか。」と
か、今まで感じていたことの答えが少しわかったような気がする。命のバトンをしっか
り次に渡せるように生きたい。
（女子）
・ この授業を通して、生命の尊さ・美しさが伝わってきて、とても不思議な気持ちになっ
た。これを機会にもっと命の大切さを感じながら、一日一日を大切に生きていきたい。
最高の人生を送りたい。（男子）
・ 普段は考えたこともない、大昔からの命のつながりや命がもつ歴史の重みについて感じ
ることができた。自分だけでなく、他人の命や他の生き物の命も同じように大切だと思
った。（男子）
・ どんなに苦しいことや辛いことがあっても、あきらめないで強く生きていこうと思う。
そして、できることなら少しでも他人のために働ける人になりたい。
（男子）
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こと。②そうして確認した「いのち」の大切さが、普遍的なものであるという認識に立つことがで
きるようになり、他者を思いやることができるようになること。③いのちを維持し育む自然環境・
社会環境を、守り育てる態度や行動がとれるようになること。生徒の感想をみると、上述の①と②
の目的が達成されたと評価することが可能である。
それまで日常を何気なく過ごしている生徒たち、
彼らは自分の健康や体力や若さを謳歌して、命の何ものも疑う瞬間のない生徒たちである。本授業
を概観するとおり、その生徒たちが 50 分間の授業を受けることによって、深く自分の命の大切さを
再認識したり、他者の命の重みを感じ取ることができ、人との支え合いがかけがえのないものであ
ることを実感していることが推察される。
本授業は、夢を持って人生を歩んでほしい、命は一つ一つかけがえのないものであるという教師
としての胸の底からの願いを結晶させ創出された授業であった。
３．研究会での討論
授業者の自評として、生徒が座学であったため、授業者の目線が上からであったことが残念であ
ったこと、授業作りでは「命の授業」のサンプルを見たことがなかったのですべてオリジナルで作
成したこと、無駄な命はないということが最も伝えたいメッセージであったことなどが語られた。
出席者からは、フラッシュカードの「生命」
「命」の使い分けの意図に質問が出され、授業者から、
養護教諭は生命科学を学ぶ立場から「生命」を用いると考え「生命」と「命」を両方用いたと説明
がなされた。近藤は、
「生命の教育」や「命の教育」としないのは、生命や命の漢字が、身体的な側
面に特化した印象を与え、身体的な死との関連で想起されると考えられるため、
「いのちの教育」と
表記している

12）13）

と述べているが、これは、臨床心理士の立場からの考えといえる。養護教諭の

専門性は子どもの心と身体の健康支援にあることから、言葉の表記は何が望ましいのか、今後も議
論していくことが望まれる。
さらに、授業終了後にビデオ視聴をして討論する授業研究については、授業者からは「自分の授
業を見ることにより、自分の欠点がよくわかり、客観的に見れて、自分のアップにつながっていく
ことがよくわかった」という感想があった。これは、自らの実践を省察し、改善点を見出して、次
の実践に活かしていくアクション・リサーチ 14）により実践者の自己成長が促される 15）ことを示唆
している。また、参加者より、
「一緒に参観した体育の教師を実は育てていることにつながっている
のではないか」という意見があり、同僚性 16）を指摘した意見があった。養護教諭が授業をすること
によって、同僚や後輩の教師を育てる意味があることが示唆された。
４．今後に向けて
Ｂ養護教諭が本授業を実践したことが、Ａ中学校へ一つの波紋を投げかけ、来年度はもっと時間
数を増やして担当してほしいという依頼につながった。来年度は「死」を扱う内容にしたいとＢ養
護教諭は構想している。家族の命を失ったり、奪われたりした残された家族や被害者による地道な
活動が全国各地でなされている 17）18）。また、被害者の立場からの様々な研究協議 19）が行われてい
る。
「命の授業」が取り上げる題材は、差別や偏見、いじめ、暴力、友情、恋愛、協力など 20）多岐
にわたる。
「子どもにとって、家族の死や本人にとって情緒的に重要な人の死がもたらす影響は大き
い」21）ことから、子どもの発達段階、一人ひとりの子どもの状態、地域や家庭の状況などを十分吟
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味し理解した上で、周到な準備をして実践しないといけない

22）

。
「命の授業」の目的設定を充分検

討した上で、どこを切り口として、生徒と命を対面させていくか、今後も実践を重ねるなかで練り
上げていくべき終わりのない教育活動である。次年度の「命の授業」実践も引き続き授業研究を行
い、次報で報告することとする。

Ⅳ まとめ
Ｉ県内公立Ａ中学校のＢ養護教諭による「命の授業」実践の授業研究を行った結果、以下の諸点
を確認した。
１．本授業は、地球上に生命が誕生した歴史を科学的に追っていき、遺伝子や染色体など生命科学
の側面から人の命に続く連続性を軸に構成されていた。
２．50 分間の授業を通して、生徒は多くの命の連続の上に立つ自分の命の大切さを再認識したり、
他者の命の重みを実感することができ、人との関わりがかけがえのないものであることを熟考する
ことができた。
３．授業者の「夢を持って人生を歩んでほしい」
「命は一つ一つかけがえのないものである」という
教師としての願いをメッセージとして生徒に伝えることができた。
４．授業研究を通して、授業者は授業の振り返りをして省察することができたとともに、参加者は
授業のビデオ視聴と授業者の発言から授業者とともに学びを深めることができた。

謝辞
最後にＢ養護教諭の「命の授業」の参観を快くご許可くださいましたＡ中学校校長先生はじめ諸
先生方、3 年生の生徒の皆様に心より感謝申し上げます。
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Abstract
In recent years, there are continuing cases of children losing lives due to traffic accidents,
child abuse, suicide because of bullying, and crime. Under these social backgrounds, many
educational practices related to life are being conducted in Japan since the second half of
the1990s. In 2005, educational practices related to life were conducted in almost 60 % of junior
high schools. In this study, teaching about lessons in life by a nurse-teacher at a municipal
junior high school in Ibaraki Prefecture is performed. The researchers aimed at clarifying the
significance of the practice by analyzing the intention and the structure of the lesson, and the
reactions of the students.
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養護教諭による朝の校内巡視に関する実践研究
斉 藤 ふ く み＊ ・ 木 下 正 江＊＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

A Practical Study of the Morning Inspection in the School by a Nurse-Teacher
Fukumi SAITO and Masae KINOSHITA

キーワード：養護教諭，校内巡視，環境衛生

要旨
本研究で取り上げる校内巡視は、養護教諭が実践している活動の中でもきわめて日常的な活動の
一つである。それにもかかわらず、これまで、実践事例を通して校内巡視の持つ意義を深く掘り下
げる研究は行われてこなかった。そこで、本研究は、朝の校内巡視に着目し、実践にこめられる養
護教諭の教育的願いや養護の本質に迫ることを目的として、参与観察を行ったので、報告する。

Ⅰ はじめに
養護教諭は「養護をつかさどる」教職員として学校に配置されている。
「養護」は、1972 年保健
体育審議会答申（以下「保体審」
）の「すべての児童生徒の保健および環境衛生の実態を的確に把握
して、心身の健康に問題を持つ児童生徒の個別の指導にあたり、健康な児童生徒についても健康の
増進に関する指導にあたる」との記述から、学校におけるすべての児童生徒の健康を支援・増進す
るための活動と解釈される。養護活動は幅広く、養護教諭は主として保健管理と保健指導を通じて
行っている１）。本研究で取り上げる校内巡視は、養護教諭が実践している保健管理活動の中でもき
わめて日常的な活動の一つである２）３）４）。校内巡視に関する研究・報告には、学校長の立場からの
報告５）がみられるものの、養護教諭についてはこれまで実践事例を通して校内巡視の持つ意義を深
く掘り下げる研究は行われてこなかったように思われる。子どもが学校で生活するということは、
――――――
*茨城大学教育学部教育保健学教室（Department of Education Health, College of Education, Ibaraki University,
Mito, Japan）
**水戸市立第一中学校（The First Junior High School in Mito）
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生徒玄関、廊下、教室、体育館、運動場、音楽室などの特別教室、トイレ、水飲み場、プールなど、
子どもが行動する空間すべての空気、気温、湿度、気流、粉じん、騒音、照明、座席、カーテン、
飲料水などのあらゆる環境要因の影響を受けている。これらは物理的、化学的環境因子である。さ
らに学校は集団で生活を送っているので、人と人との関係は社会的な環境因子であり、カやハエや
新型インフルエンザにみられるウイルスや病原微生物は生物学的な環境因子である。このように子
どもは学校の中で、様々な環境因子にさらされて生活している６）。上述の保体審における「すべて
の児童生徒の保健および環境衛生の実態を的確に把握し」に示される、子どもの生活空間の環境の
実態把握を担う「校内巡視」は、
「養護」の根源的な働きであり重要な意味を持つ。そこで本研究は、
朝の校内巡視に着目し、実践に込められる養護教諭の教育的願いや養護の本質に迫ることを目的と
して、参与観察を行ったので報告する。

Ⅱ 対象および方法
2008 年 10 月 10 日（金）に、筆者が I 県内公立Ａ中学校で行われたＢ養護教諭による朝の校内
巡視の実践を参与観察した。時間は午前 6 時 30 分～7 時 30 分である。分析の手順は、校内巡視の
プロセスを整理し、養護活動過程に視点をおいて検討した。さらにＢ養護教諭のこれまでの校内巡
視実践でのエピソードを語ってもらい、エピソード分析７）を行った。

Ⅲ 結果および考察
１．朝の校内巡視のプロセス
Ｂ養護教諭が毎日実践している朝の校内巡視のプロセスは表１のとおりである。①保健室の水道
の蛇口を開けて水が流れる状態に

表１ 朝の校内巡視のプロセス

する。これは、校内巡視後に水質

① 保健室の水道の蛇口を開ける

検査をするための準備である（水

② 職員室のお湯を沸かす

質検査）
。
②職員室のお湯を沸かす。

③ 渡り廊下の窓を開ける

これは、先生方が出勤後すぐにお

④ 各階の流し台の清潔を点検する

茶を飲めるようにという配慮であ

⑤ 防火用設備の中および消化器の点検をする

る（養護教諭の願い）
。③管理棟か

⑥ 各階のトイレの清潔を点検する

ら教室棟に向かう渡り廊下の両側

⑦ 階段の点検をする

の窓を開ける（換気）
。ここには、

⑧ 通用門の床の金網を点検する

生徒をきれいな空気の校舎に迎え

⑨ 生徒玄関の下駄箱を点検する

入れたいというＢ養護教諭の願い

⑩ 非常口の非常灯を点検する

が込められている（養護教諭の願

⑪ 記録票（図１）から連絡票（図２）へ転記する

い）
。
④教室棟の各階の流し台が清

⑫ 朝の職員朝会で関係者へ連絡票を配布する

潔に保たれているか点検する（清
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潔）
。ここには、生徒が気持ちよく 流し台を使用してほしいというＢ養護教諭の願いがある（養護
教諭の願い）
。
⑤防火用設備のドアを開けて点検および消化器に異常がないか点検する
（安全点検）
。
これは、生徒が中にゴミを入れ込んだり、消化器にいたずらなどがされていないか確認するためで
ある。生徒の心が荒れていたり、すさんでいると、このような場所に異常を発見することが多いた
めである。⑥各階のトイレの個室を一つずつ点検する（トイレの清潔）
。ここには、Ｂ養護教諭のト
イレを朝から気持ちよく使用してもらいたいという願いがこめられている（養護教諭の願い）
。⑦階
段を点検する（安全点検）
。階段に危ない箇所はないか、ゴミはないかなどをチェックする。⑧通用
門の床の金網にゴミが落ちていないか点検する（校舎の清潔）
。⑨生徒玄関の下駄箱を点検する（校
舎の清潔）
。
Ｂ養護教諭は下駄箱がいじめの発見につながる場として捉えており
（エピソードで後述）
、
注意深く、異常がないか点検する（養護教諭の願い）
。⑩非常口の非常灯が切れていないか点検する
（安全点検）
。⑪記録票（図１）から連絡票（図４）へ転記する。⑫朝の職員朝会で関係者へ連絡票
を配布する。
以上①～⑫までのプロセスをおよそ 1 時間かけて行っている。学校保健安全法（2009 年 4 月 1
日施行）第 5 条では「学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、
児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項
について計画を策定し、これを実施しなければならない」と規定されている。さらに第 6 条では「文
部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項につい
て、児童生徒等及び職員の健康を保持する上で維持されることが望ましい基準（以下この条におい
て「学校環境衛生基準」という。
）を定めるものとする。
」と規定されている。第 6 条に示された「学
校環境衛生基準」は、これまで文部科学省スポーツ・青少年局長通知であったが、この度の法改正
により告示に引き上げられた８）。学校における環境衛生検査は、学校保健安全法施行規則に定めら
れており、定期検査（規則第 1 条）
、臨時検査（規則第 1 条の 2）
、日常検査（規則第 2 条）に分け
られている。定期検査は、学校薬剤師が実施主体となり、養護教諭はじめ教職員が協力するもので
あり９）（臨時検査も準ずる）
、日常検査は、学校長の指導のもと全教職員で担当するものである。教
室の環境衛生は、主として学級担任と教科担任が担当し、養護教諭は協力や助言をするとともに、
教室外の環境衛生を担当する場合が多い 10）。Ｂ養護教諭の実践する朝の校内巡視には「学校環境衛
生基準」の「第 5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準」に該当するものであり、換気、
温度、飲料水の水質、飲料水等の施設・設備、学校の清潔等の項目が含まれている。Ｂ養護教諭の
実践する朝の校内巡視は、登校した生徒たちがその日一日を清潔感のある快適な環境で学校生活を
送ることを保障することにより、疾病・傷害から生徒を守り、心身の発達を促し、健康の保持増進
を図ること、そして、学習能率の向上を図ること、さらに生徒の豊かな情操を陶冶するという学校
環境衛生の目的

11）達成のために直接つながる実践である。なお、養護教諭による校内巡視は、始

業前、授業中、給食時間、清掃時間、授業後

12）などどの時間帯に設定してもよく、またどこに重

点をおくかは、各学校の裁量にまかされている。Ｂ養護教諭は 1 日の学校生活のスタート時点に環
境衛生の重要性を価値づけているものと推察される。また、Ｂ養護教諭の実践の中には安全点検も
含まれる。2008 年 1 月中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保する
ための学校全体として取組を進めるための方策について」において『子どもが育つ環境が安全なも
のとして整えられること』が答申の基本的考えの第一に提示されている。この答申を受けて改正さ
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校内巡視の記録（平成２０年度）
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図 1 校内巡視の記録

図 2 渡り廊下の窓

図 3 男子トイレ
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校内巡視の結果をお知らせします
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図 4 連絡票
れた学校保健安全法は、名称に安全が入ったこと、学校安全関係の規定が第 3 章として独立し５カ
条加わったことが大きな改正点である 13）。同法第 28 条の学校環境の安全の確保について養護教諭
は、全教職員に協力・連携しながら役割を果たすことが一層求められている。
２．養護活動過程の検討
養護教諭が養護実践を展開する際は、養護活動過程

14）に基づいて行われている。養護活動過程

は、
「１．状況の把握、緊急度の判断」→「２．目標の選定」→「３．計画と実施」→「４．評価」
の段階を経る。Ｂ養護教諭の朝の校内巡視を養護活動過程に沿って整理してみると図５のようにま
とめられる。
「１．状況の把握」から「４．評価」へ至るプロセスは、評価で得られた課題や問題点は、再び
「１．
」へ戻るサイクルをたどっている。Ｂ養護教諭の朝の校内巡視における「４．評価」は、短期
的評価では目標の達成状況の評価であり、長期的評価では生徒の変容や職員の意識の変容があげら
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れる。なお、10 月 10 日付けの短期的評価は、
「トイレの汚れている箇所の改善」
「臭気の対策」
「非
常灯が切れている」の 3 点が指摘され、迅速に改善（関係者への連絡）が図られた。また長期的評
価においては、Ｂ養護教諭によれば、現任校に着任して朝の校内巡視をはじめて 4 年が経過してよ
うやく「トイレをきれいにする」という全校生の意識と行動の変容がみられるようになったと評価
している。
また、養護活動を支えるのはＢ養護教諭の生徒に対する願いや学校への願いなど、生徒観、教育
観である 15）。B 養護教諭の願いは上述の朝の校内巡視のプロセスから、物理的要素と心理的要素の
2 方向を捉えることができる（図６）
。そしてこの２つの要素は、生徒がよりよい環境で心身とも健
康に成長してほしいという最終的には人間形成へつながる思いであり、Ｂ養護教諭の養護実践の核
となっていると推察される。

【プロセス】 １．状況の把握・緊急度の判断

２．目標の選定

【実践内容】 １．状況の把握
換気，温度，飲料水の水質，

３．計画と実施

４．評価

トイレ環境の改善

朝の職員朝会にて

（短期）再点検

非常灯の交換整備

関係者へ連絡

（長期）生徒の変容

飲料水等の施設・設備，学校

職員の意識の変容

の清潔等
２．緊急度の判断
（10 月 10 日付）
トイレの汚れ、臭気
非常灯が切れている
図５ 朝の校内巡視における養護活動過程

生徒をきれいな空気
の校舎に迎え入れた
い
環境的要素
生徒が気持ち良く流
し台を使用してほし
養護教諭
の願い

い
人間形成
生徒がトイレを気持
ち良く使用してほし
い

心理的要素

いじめのない学校に
したい

図６ 朝の校内巡視に込められるＢ養護教諭の願いの構成

３．エピソード分析
Ｂ養護教諭がこれまで朝の校内巡視を実践するなかでいくつかのエピソードがある。その一つを
まとめた（表２）
。ここで語られているのは、朝の校内巡視に出会った生徒が「非常口にさっと隠れ
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た」という行動を目撃してＢ養護教諭がどう判断し対応したかについてである。生徒がさっと隠れ
た場面に出くわした養護教諭としてこの行為をどのように考え対応するかがその後の生徒の成長や
生き方に大きく影響する重要な場面であると思われる。Ｂ養護教諭は隠れた姿をみて「何とかわい
そうなんだろう。気の毒なんだろう。この子を救ってあげたい」ととっさに思ったそうである。さ
らに「この子に安心できる場を与えたい」
「安心できる大人がいることを知らせたい」と心から願っ
たということである。もし仮に「何してるんだ！」と頭ごなしに叱責したり、批判していたら、こ
の生徒はどうであったろうか。逃げ出したり、嘘をついたりしただろうとＢ養護教諭は想像する。
「これは何かあるぞ」とピンときた瞬間に、どうすればこの生徒の心を開いてよい方向へこの子の
気持ちを持っていくことができるか、そのためには最初の声かけとタイミングが非常に難しいこと
であり、重要であるとＢ養護教諭は述べている。むしろ明るく、
「どうしたの？」と友達になろうと
いう気持ちで子どもに声かけしていくことで、この生徒はふっと我に返ったのであろうと推察され
る。このような対応は、Ｂ養護教諭が長い年月をかけて様々な経験の中から、子どもから教わった
と語っている。朝の校内巡視のちょっとした出会いの場面であった。この中にはＢ養護教諭の生徒
のつまずきを認めつつ、そこから回復を目指す人間回復、人間形成の意味を持った対応であった。
この生徒がＢ養護教諭とこの朝出会ったことが、その後の人生でかけがえのないものになったこと
を思わずにはいられない。このエピソードから私たちは多くのことを学ぶことができる。生徒にと
っては、この朝Ｂ養護教諭に出会って声かけしてもらえなければ、まったく違った状況に置かれた
り、その後の生徒の人生にも大きな影を落とすことになったかもしれないことは想像に難くない。
そういう意味でも重要な瞬間であった。
表２ エピソード
4 年くらい前の校内巡視で、あれは 7 時ちょっと前でした。部活の生徒が来るのは 7 時
20 分ですからかなり早い時間です。その時間に私は、1 年と 2 年の昇降口に巡視に行きま
した。そうしましたら、非常口のところにさっと隠れた子がいたんです。男の子です。小
柄な。何を持っているのかなあとのぞいてみたら、靴を持ってたんです。
「どうしたの？」
って聞いたら、もじょもじょっとはじまって、そして、
「持っているのをこっちへ持ってき
てごらん」って言ったら、靴を持ったまま出てきたんです。
「どうしようとしたの？」って
言ったら、
「隠そうとした」って言ったので、
「そういうことをすると、あとで結局苦しい
思いをするよ」
「自分をせめることになるよ」
「事情はいろいろあるだろうけれども、そう
いうことではなく、話し合いとか別の方法で解決しようね」ということを言いました。そ
れは担任の先生も誰も気づいていなかったことでした。朝が早かったし、前にも隠したこ
とがあったみたいなんだけれども、隠された子も先生に言わなかったみたいです。この日
わかって、その子を担任の先生が指導してくれてそれっきり収まったということがありま
した。ピンときたんですね。隠れ方が人目を避けるという雰囲気だったので、これは何か
あると思ったし、このまま見過ごしてしまうよりは声かけて、友達になってしまおうとい
うのがまずあったので、「どうしたの？」
「何持ってんの？」
「持って出ておいで」っていう
ことを言いました。そうしましたら、素直に出てきて、隠そうとしたことを話しました。
「担
任の先生に申し訳ないけどお話するよ。担任の先生に必ず相談してね」ということで解決
につながっていきました。
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Ⅳ まとめ
養護教諭は学校の中で唯一の児童生徒の心身の健康を保持増進するための専門性を有した教職員
である。養護教諭の実践は、健康診断、救急処置、健康相談活動、環境衛生、保健指導など多岐にわた
る。それら一つひとつの実践は、養護教諭の願いを核として創出される養護実践の目標達成に向けて養
護活動過程のサイクルの沿って展開されている。
本研究では、これまで取り上げられることの少なかった校内巡視に着目してＡ中学校におけるＢ養護教
諭の実践を検討した。その結果、以下の諸点を確認した。
１． Ｂ養護教諭が毎日実践している朝の校内巡視は、学校保健安全法に規定される「学校環境衛生基
準」の「第 5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準」に該当し、内容は換気、温度、飲料
水の水質、飲料水等の施設・設備、学校の清潔等の項目が網羅されていた。これらは、その日一日
を生徒・職員が健康に過ごすために行われる学校環境衛生の目的に合致する実践である。
２． Ｂ養護教諭の朝の校内巡視は、養護活動過程に沿って行われており、サイクルを形成していた。さら
に評価は短期的評価と長期的評価の両面にわたって行われていた。
３． Ｂ養護教諭の養護実践を支える核となるものは、生徒がよりよい環境で心身ともに健康に成長してほ
しいという人間形成につながる思いであり、「養護」の本質として捉えられた。
４． エピソード分析より、生徒の行為からその生徒のつまずきを察知して、つまずきからの回復を図るＢ
養護教諭の対応の意味を確認した。
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Abstract
In this study, the researcher took a routine inspection in school as part of the daily activities
of nurse-teachers. As it is a daily activity, no one is almost there to examine the significance of
the inspection by verifying the practical cases. Significant attention was given to the morning
inspection in school by a nurse-teacher. The researcher then participated in the activity for
observation to confirm the educational wishes in the activity and grasp the essence of protective
cares. The result is this.
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職員室での茶飲みコミュニケーション
――養護教諭の学級担任支援の姿勢を探る――
金 田 （ 松 永 ） 恵＊ ・ 斉 藤 ふ く み＊＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

Pilot Study of Casual Conversations in the Staff Room “Cha-nomi”
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学制発布後教員の休息所として設置された職員室は、現在は職務の多忙化から執務の場となっているが、わずかな時間
を使った茶飲みの習慣は現在も継続されている。茶飲みやおしゃべりには情緒的な効果がみられるという先行研究から、多
忙化が進む職員室では、現在も茶飲みを以って情緒交流の場として機能しているのではないかと考えられる。このことを明
らかにすることは、年々増加傾向にある教員の病休の予防にも貢献することが予想される。
本研究では、そのような職員室での茶飲みコミュニケーション時の養護教諭に焦点をあて、その参加の姿勢を明らかにす
るために、養護教諭 1 名を対象に、職員室で茶を飲みながら話したエピソードを会話形式で記述してもらい、その際の養護
教諭の思考と発話の意図、さらに発話の意図の理由を聴き取ったものをデータとして考察を行った。職員室の茶飲みコミュ
ニケーション時に養護教諭は(1)学級担任への信頼(2)職員室の安全性とそれを形成する学級担任への信頼(3)深いききとり
をしない(4)学級担任と保護者両者との距離をおいた理解といった姿勢をもって参加していることが明らかになった。

はじめに
文部科学省の調査(2006)から教員の１日あたりの残業量を２時間前後と仮定すると、教員は 1 日
10 時間を学校内で過ごしているという計算になり、おそらくそのほとんどの時間を教室と職員室で
過ごしている。
藤原(2007)によれば、職員室は学制施行後、教員の休息所として設けられた。現在は校務事務や
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*茨城大学大学院教育学研究科（Graduate School of Education, Ibaraki University, Mito,Japan）.
**茨城大学教育学部教育保健学教室（Department of Education Health, College of Education, Ibaraki

University, Mito, Japan）.

- 123 -

茨城大学教育実践研究 28(2009)

会議の場としても機能しているが、職務の多忙化により、本来の機能である休息は十分果たせない
状況にある。しかし、朝、休み時間、放課後の職員室では教材準備や事務処理を行うと同時に、テ
ーブルに集う時間はないが各自の座席で「茶飲み」をしながら、子どもにかかわる様々なことが語
られる。斎藤(2005)は、高齢者対象の調査で、
「茶飲み」あり群が情緒的・手段的サポートを受けて
いる認識が強く、主観的幸福感と交流の充実感が高いことを報告している。職員室の茶飲みの場も
執務の場であるだけでなく、
情報交換、
情緒交流の場として機能しているのではないかと予想する。
文部科学省(2007,2009)によると教員の病気休職者は年々増加し、
平成 19 年度には 8 千人を超え、
うち精神疾患が約６割を占め、教員の負担を減ずる施策が画策されている。問題多発児を複数かか
えた学級経営を報告した佐藤(2001)は、支えてくれた学年の先輩教諭に「職員室で弱みをみせては
いけない」とアドバイスを受けたこと、また自身の過労で病休復帰後他の病休者の填補をしながら
保健室登校生徒を担当した佳山(2001)は、来なくなった生徒の疲れきった心を心配しながらも同僚
に声をかけられない雰囲気があったことを述懐しており、教員同士の支え合いの弱さをうかがわせ
る。
川上(2005)はおしゃべりの効用を①心理的な解放感を得る②自分を知る③関係をつくると述べ、
そのことが子どもの心理的、認知的、社会的な健康に重要な働きをすると述べている。児童の養護
をつかさどる養護教諭が保健室における子どものかかわりで、このような機能を果たしていること
は周知の如くだが、職員室ではどのように参加し、どのような姿勢で学級担任とかかわり、日頃の
人間関係を形成しているのだろうか。１事例を通して考察する。

方法
1 時期
200X 年 6 月の授業日の放課後の２日間。
2 場所
小学校の保健室。
3 対象
2 に勤務する小学校養護教諭１名（小学校のみ経験。2１年目）
4 方法
200X 年 6 月、まず調査者らがこの養護教諭に職員室で茶を飲みながら話したエピソードを会話
形式で記述してもらうよう依頼し、さらに養護教諭の思考と発話の意図について聴取し、表に書き
取った。尚、記述形式とは高橋・大谷ら(2005)を参考にし、斉藤・松永(2009)をもとに改変した。
その後調査者らの検討中、養護教諭の思考・発話の意図に対する疑問が生じたため、再度調査対
象の養護教諭を訪問し、質問を補足し、発話の意図の理由を聴き取り、メモをとった。
更にそれをもとに、高橋・大谷ら(2005)を参考に、研究目的に照らした考察を行った。
尚、このような調査に用いるデータは録音後文字起こししたものの方が正確な分析が行えるのだ
が、対象となった養護教諭から録音の承諾を得ることができず、調査者がその場で書き取ったもの
をデータとした。
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5 事例について
まず、調査対象となった養護教諭から、エピソードとその会話中に登場する教員と児童について
聴き取ったことをまとめて表１に紹介する。
表１ 養護教諭が
養護教諭が語った教員
った教員・
教員・子どもの様子
どもの様子

学級担任A

20代後半の女性。２年担任で児童dを受け持つ。養護教諭は、「さっぱりした
性格で積極的。学習・生活指導とも優れている」と評していた。児童dの問題
に対しては、保護者の協力が必要であると判断し、毎日放課後保護者に電話で
児童の様子を知らせ、翌日の持ち物、忘れ続けているものの提出の促しなどを
行っている。この場面では茶を飲みながらパソコンで事務処理をしている。

児童d

2年生で担任Aの学級に在籍。遅刻、朝欠食、忘れ物などの問題が多い。

学級担任B

30代後半の女性。養護教諭は、学級担任Ｂが昨年児童dを担任し、母親への対
応で苦戦していたことを知っている。この場面では学級担任Aと向かい合う座
席に居り、茶を飲みながらパソコンで事務処理をしている。

養護教諭

40代後半の女性。この場面では、学級担任Ｂの隣席で茶を飲みながらパソコン
で事務処理をしている。

以下にエピソードについて聴き取った概要を説明する。
放課後、職員室で学級担任 A、B と養護教諭、他職員がそれぞれの机上のパソコンに向かい、茶
を飲みながら事務作業をしていた。
学級担任 A がパソコンを閉じ、毎日恒例としている家庭への電話連絡をいやがるような発言をす
る。学級担任 B はそれを件数が多くていやなのだろうと受け取って返すが、学級担任 A はその中で
も毎日のように電話連絡している児童 d 宅に電話をするのがいやなのだと答える。学級担任 B が児
童 d 宅に電話する大変さに同情すると、学級担任 A は保護者に嫌われてしまったかもしれないこと
を漏らす。
養護教諭は 2 人の会話に、毎日特別の配慮をしてもらっている保護者に学級担任 A を嫌う資格は
ないだろうと発言し、割り込む。すると学級担任 A は更にきっかけとなったトラブルと、言い過ぎ
た自分の態度を振り返る発言をする。学級担任Ｂがその原因を一時的な保護者の機嫌の悪さと捉え
直して返すと、学級担任 A は電話したくないと言いながらも同時に電話しない場合の翌日の転帰を
予測し、葛藤する。すかさず養護教諭がその気持を「面倒」と代弁したところ、学級担任 A は電話
をする決断をする。

結果
1 日目に聴き取り作成した表を表 2 に示す。
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表2 職員室での
職員室での茶飲
での茶飲み
茶飲み話の内容と
内容と養護教諭の
養護教諭の思考と
思考と発話の
発話の意図

話者
会話内容
担任A１ ①「あー、今日も電話電話、４件、５件」
担任B１ ②「どうしたの、そんなに、ずいぶんある
んじゃない？」

養護教諭の発話の意図

担任A２ ③「ａとｂは欠席でしょ、ｃは今日、早退、 ④（発話しない）
ｄとｅはまた宿題やってこないし、あいつ
ら直前に連絡してやんないと、絶対忘れ
るから。親も忘れたふりするし」

養護教諭の思考

⑤担任Aの言葉が荒い。どうしたのかな。今日は忙しそうだった担
任Aの様子を思い出す。多少言葉が荒くなってもストレス発散が大
事だろう。職員以外誰も聞いている訳ではないから黙認しよう。

担任Ｂ２ ⑥「そうだよねー、ｄなんか３秒（注：忘れ
⑦担任ＢもAを責めず聞き出さず、Aの荒い言葉の内容に加担して
る速さ）だよね。ママもあれだし」
いる。黙認。
担任Ａ３ ⑧「やだなー、なんかあたし、嫌われてる
かもしれないし」
養護１ ⑪「どうして？あんなに毎日特別サービ ⑩担任Aが嫌われているかどうか落ち込むのを引 ⑨荒い言葉の原因は多忙だけでなく、dママの苦情から担任Aが傷
スしていただいてんのに、dママはA先生 き揚げ、早く持ち直させたい。毎日連絡もらっても ついているからだったのか。担任Aは忙しい中dママに、毎日連絡し
を嫌う資格はありませんっ！」
忘れ物させるdママに文句を言う資格はない！と ている事をわずらわしく思われたと受け取ったのではないか。熱心
担任Aがクラスの子どもを叱るように言って、肩を だったからそれは想定外だったのだろう。かわいそう。でもきっとdマ
持とう。
マは電話口でキレて、もうすっきりしているだろう。重く受け止める
必要はない。担任Aがクラスの子ども相手に瞬時に叱る姿を思い出
す。
担任Ａ４ ⑫「あれもこれもって言い過ぎたのかな、
この前キレられちゃって」
担任Ｂ３ ⑬「あー、ヤンママだからねー、機嫌悪
かったんじゃない？」

⑭担任Ｂも担任Aの肩を持った。そしてdママの熱しやすくさめやす
い性格から嫌われているのではなく、たまたま機嫌が悪いだけ、持
続しない見通しをAに伝えている。
⑯担任Aは連絡したくないけど、しなかったら児童dがどう行動する
かを見抜いており、いやだけど連絡するしか方法がないのだと結論
づけているけれども、電話したくないのだろう。

担任Ａ５ ⑮「やだなー、電話すんの。でも、みんな
が持ってるもの、持ってないこと多すぎる
し、ほしいととっちゃうからなあ・・・ああ」
養護２ ⑲「やだねー、面倒。」
⑱気持ちを代弁してあげよう。
担任Ａ６ ⑳「あーっやだ！じゃあ、もう、電話する」

⑰本当にいやな気持ちだろう。でも、電話するだろう。

次に、後日生じた表 2 の「養護教諭の思考」
「発話の意図」についての疑問を聴き取った内容を
記述する。
1 学級担任の荒い言葉遣い（③）を黙認（④⑤）した理由
職員室は教員らしくない発言が許される唯一の場であり、常に一人で責任を背負って対応する教
員同士にしかわからない気持を共有する場である。そして他の職員も茶を飲みパソコンに向かいな
がら学級担任 A の発話を聞いており、必要ならば誰かが答えるだろうから、職種の違う自分（養護
教諭）があえて聞き出す必要はないだろうと思った。
2 学級担任と保護者の感情的な問題に対して踏み込まずに学級担任の肩を持った理由（⑨⑩⑪）
担任 A の発言（表 2-「嫌われているかもしれない（⑧）
」
）を聞き、学級担任 A にとって熱心に
取り組んできた保護者にわずらわしく思われることは思いがけないことで、傷ついたのではないか
と思い、かわいそうだった。また、昨年の担任 B と保護者のトラブルを知っており、この保護者の
性格をキレ（怒り）やすくさめやすいと理解していた。そのため保護者はもう忘れているだろうか
ら、学級担任 A が落胆するほど真剣に受け止める必要はないのではないか、ここで学級担任 A から
詳しく聞き出したら、落ち込みが深くなり、回復するまでに時間がかかるのではないかと思った。
以前クラスの児童同士の喧嘩によるけがの対応にかかわった時に保健室に駆けつけた学級担任 A
が加害児童をわかりやすく叱り、加害児童が納得して謝り、すぐに仲直りする場面を見たことがあ
り、学級開きから 2 ヶ月足らずで既に児童との信頼関係がよく形成されていると感心した。その場
面を思い出し、早く解決して元気になってほしいとの思いから、学級担任 A が喧嘩をしてけがをさ
せられた児童をかばうような口調で学級担任同士の会話に割り込んだ。
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学級担任 A がくよくよ悩んでいないで保護者に電話連絡すれば、保護者は何事もなかったように
応じて、あっという間にこの落胆は解消するのではないか、そして学級担任 A はそこからこのよう
なタイプの保護者の行動傾向を学び取るのではないか。
3 学級担任 A の身を案じたり、具体的なアドバイスをしたりしなかった理由
学級担任 A は優秀なので対応について教えてあげる必要はないし、
落ち込んでいく学級担任 A に
添って深く聴き取ったら、他の学級担任が多く集うこの場で学級担任 A のイメージを崩し、傷つき
を大きくするだけである。すぐに解決すると思ったので、それほど深く悩む必要のある問題ではな
いし、そういうことをするなら保健室や、一人の時にしたほうがよい。

考察
養護教諭は茶のみコミュニケーションにおいて、どのような姿勢で学級担任にかかわっているか
について考察する。
1 学級担任への信頼
表 2-⑤のように学級担任が荒い言葉を発した際には、いつもとの様子の違いを心配するような声
のかけ方も可能だったと思われるが、養護教諭は今日の忙しさからのストレス発散と解釈し、黙認
していた。この養護教諭は平素の様子から、ストレス発散をすれば、再び仕事に取り組むことがで
きると予測し、心配せずに黙認したものと考えられる。
また、会話が進むにつれて保護者とのトラブルが明らかになっていくが、養護教諭はキレやすく
さめやすいという保護者に関する有益な情報を持ちながら、それを伝えて励ますことはせず、学級
担任 A の肩を持ったり（表 2-⑪「保護者が学級担任を嫌う資格はない」
）
、代弁（表 2-⑲「面倒」
）
したりしてユーモアをまじえながら、学級担任がいやがる電話連絡に早く着手するよう促した。
このことから、
養護教諭は、
優れていると評価している学級担任Aの児童への指導力のみならず、
この問題に対する解決力、落胆から回復する力、困難なことに取り組む力、経験から学ぶ力につい
ても信頼しており、あえて助言しなくても、養護教諭が学級担任 A の味方であるという立場だけを
表明すれば早く解決への行動（電話連絡）をとり、事例から学びを得ると予測していたと思われる。
2 職員室の安全性とそれを形成する学級担任集団への信頼
養護教諭は結果 1 から職員室は教員らしくない発言が許される唯一の場で、教員同士にしかわか
らない気持ちを共有する場であると捉え、結果 2 のように早期解決の予測を持ち、結果 3 のように
職員室内での学級担任 A のイメージが揺れないよう、心理的安全をおびやかすような聴き取りや助
言を控えていたことがわかる。
また、結果 1 では、表 2-⑤のように「必要ならば誰かが答える」と、会話には参加していないが
茶飲みをしながら耳を傾けている周囲の職員の存在を意識し、必要ならば誰かから助言が生じるこ
とを予測している。そして学級担任の、常に一人で責任を背負って対応する気持ちは同じ立場でな
ければわからない、と職種の違いを意識して発言を控えてもいた。
先述した佐藤(2001）は、問題行動の多さに対処しきれず、職員室に助けを求めに行った際、
「子
どもをちゃんと叱ってるの？僕だったらこうするよ。もう本気で許さないって気持ちが子どもに通
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じるようにきちんと叱ってるの？」と責められたことがつらく、
「あんたのせいだ」と言われたよう
な気がした事を報告している。このことは、どの職員室でも本事例と同様のやりとりが行われてい
るとは限らないことを示すものである。故に本事例に関しては、養護教諭が職員室を形成する職員
集団についてお互いの出方をみながらその安全性を維持することを信頼していたために出ることを
控えたものと考える。
3 深い聴き取りをしない
考察 1、2 で述べてきたように、養護教諭は学級担任や職員集団を信頼し、いつもと違う荒い言
葉遣いや、
保護者とのトラブルの存在に気づいても、
直接触れるような深い聴き取りをしなかった。
養護学の近接領域である看護学の祖 Nightingale(1859)は、看護者に限らず他人の健康について
直接責任を負う人に向けて考え方のヒントを与えるために「看護覚え書」を著し、病の性質が「回
復過程」であり、看護は対象の生命の消耗を最小に整えることを意味すべきであると述べている。
具体化された 13 項目の視点のひとつ「おせっかいな励ましと忠告」では、励ましが病人にとって
気を滅入らせるものであると戒め、彼の「つりあい」感覚を取り戻させることを説いている。また、
メイヤロフ(1971)はケアを「相手を自身の延長上に感じると同時に独立した成長する欲求をもつ存
在に対し、その成長する方向に導かれ、他者の必要に応じて専心的に応答する」過程と述べている。
養護教諭は学級担任 A が自分の力で成長することを信じ、職員室という安全な場で必要以上に傷
つきが深まらないよう、援助の必要を感じるままに発話していた。このことは養護教諭が学級担任
の回復過程、成長の方向を予測し、その必要に応じて応答したケア（配慮）の視点を明らかにした
ものであるといえる。その結果、学級担任 A がほどなく拒否感の強かった保護者への電話にとりか
かるという結果を導いている。
学校において、養護教諭が養護の対象ではない教員に対しても日常からケアの対象として回復過
程や成長、つりあいを捉え、消耗を最小に整えることを重視した言葉かけを行っているとすれば、
このような茶飲みの場面もケアの場面として機能し、教員間に必要とされる連携に不可欠な日頃の
人間関係も構築されていく場になっているといえるのではないだろうか。
4 学級担任と保護者両者との距離をおいた理解
この会話では学級担任 B が多く発言している。学級担任 B も養護教諭同様、昨年担任した経験を
持ちながら、保護者の特徴（表 2‐⑬「ヤンママ」
）からくる対応の困難さに同調し、前述の佐藤事
例のような方法のアドバイスはせず、学級担任 A の肩を持つ発言を繰り返した。
学級担任経験のない養護教諭は、学級担任 A の現在の気持ちを「表 2‐⑨傷ついている」と解釈
しているが、その傷つきの理解は単に保護者との食い違いから生じたものとしてだけであり、学級
担任 B のように自分のことのように学級担任 A に同調することはなかった。
むしろ、苦労して連絡する時間を確保しているがために言いすぎてしまった学級担任 A と、せっ
かくの連絡に応じず、生活態度を改めさせられない保護者両者との距離をおいてこのエピソードを
見つめ、早期解決の方向を予測していたのではないかと推察される。
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おわりに
職員室での茶飲みコミュニケーション時の養護教諭の参加の姿勢を明らかにするために、養
護教諭1 名を対象に、
職員室で茶を飲みながら話したエピソードを会話形式で記述してもらい、
その際の養護教諭の思考と発話の意図、さらに発話の意図の理由を聴き取ったものをデータと
して考察を行った。職員室の茶飲みコミュニケーション時に養護教諭は(1)学級担任への信頼
(2)職員室の安全性とそれを形成する学級担任への信頼(3)深いききとりをしない(4)学級担任
と保護者両者との距離をおいた理解といった姿勢をもって参加していることが明らかになっ
た。
ただし、本研究は１事例のみの研究であり、先行研究から既に一般化が困難であることが明
らかである。先行研究は学級担任の視点から書かれているため、今後は異なる職員室場面での
分析を継続し、教員間の連携や、教員の健康管理における養護教諭の目に見えない役割を究明
することが課題となる。
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『星の王子さま』における子ども性
―― キツネとの出会いによってわかったこと――
生 越 達＊
(2009 年 9 月 15 日受理)

Childhood in Le Petit Prince
:Discoveries by Encountering the Fox
Toru OGOSE

キーワード：子ども性、飼いならす、留まる

小論は、サン＝テクジュペリの『星の王子さま』を読み解くことにおいて、子ども性がどのように扱われているかを明らかに
すると同時に、現代の教育が、この「子ども性」から何を学ばなければならないのかを考察することを目的としている。とくに、
「飼いならす」ことに焦点をあて、「心で見る」こととはどのようなことについて考察することにする。
結果として明らかになったことは、次の点である。第一に、現代社会を生きるおとなたちは、忙しく動き回ることよって留ま
ることができなくなっていること、そしてこうした居場所の喪失が、人間存在にとって大きな意味をもっているということである。
第二に、こうした居場所の喪失にたいして、「飼いならす」ことをとおして他者や世界とのあいだに絆をつくっていくことが大
切であるということである。「飼いならす」ことは、時間をかけ、相手の世話をすることにより、相互的な関係をつくっていくこと、
「ひまつぶし」をすることである。また第三に、「飼いならす」ためには、①しんぼう、②きまりが必要であるということである。だ
が、飼いならすことによって、人間は、この世界に居場所をもつことが可能になり、孤独から解放される。そして「飼いならす」
ことによって、飼いならした相手との関係だけが変わるのではなく、世界が異なった様相をもって現われてくるようになる。

はじめに
『星の王子さま』という作品において、王子さまは、さまざまなおとなと出会う。この作品では、
おとなになることを、他者とのつながりを喪失し、そのいっぽうで他者や世界を道具化することで
あることとして描いている。サン＝テクジュペリによれば、おとなになることは、もともともって
いた他者とのつながりを喪失していく過程を意味するのである。おとなとは、他者や世界と出会う
ことができなくなった存在である。
王子さまが訪れた六つの星の住民たちは、みなこのおとなの代表であった。また、キノコと呼ば
―――――
*茨城大学教育学部
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れる寄せ算ばかりしている存在への王子さまの強い口調からは、毎日毎日自らを忙しさのうちに駆
り立て、仕事をしている現代人の生き方への強い批判が込められている1。おとなは、こうした生活
をすることで、人生の意味を問うことから免れることができる。つまり自己と向き合うことから免
れることができるのである。
だが、このような生き方は独特の息苦しさにまとわりつかれている。おとなになる途上にある子
どもたちにとっては、ときに、それがとても苦しい。そして、そうした苦しさが、リストカットの
ようないわゆる「問題」行動として表現されたりすることにもなるのである。とするならば、
「問題」
行動は、彼らにとって、なんとか子ども性を守り抜こうとする試みとして考えることもできるだろ
う。おとなになっていくことから生まれてくるであろう孤独、それは人間として必然的な孤独なの
かもしれないが、子どもたちは、そうした孤独を生きなければならない不安を訴えているように見
える。
そして、最近の子どもたちが、生きることの意味の喪失を訴えることが多くなっているという事
実から、私たちは、現代社会が、ますますおとな性を帯びて子どもを脅かしているのではないかと
いうことを考えざるを得ないのである。成熟社会と言われる現代社会は、ますます存在の不安と生
きる方向性の喪失として現れてくる社会であって、子どもたちは、そうした状況のなかでなんとか
「問題」行動をとおして、その苦しさを表現しているということではないだろうか。そうだとすれ
ば、今日において、子ども性の持つ大切さについて考えてみることは何としても必要だということ
になるだろう。
サン＝テクジュペリによれば、おとなになることは、ある意味で退行なのである。おとなになる
にしたがって、生来的に人間がもっていた他者や世界とのつながりが失われていく。こうした人間
としてのつながりを取り戻すために、子ども性を取り戻すことが必要になるということでもある。
おとなには、大切なものがどんどん見えなくなっている。しかし、それは無くなってしまうとい
うことを意味するのではない。また子どもだからといって、つねに、子どもの見方が守られている
わけではない。だからこそ、つねなる取り戻しが求められるのである。王子さまもまた、多様なお
となと出会うことによって、自らのうちに子ども性を育てていった。飛行士である語り手も、また
王子さまとの出会いのなかで、
おとなになりゆく内で失われつつあった子ども性を再発見していく。
そして読者である私たちもまた、
『星の王子さま』を読み解くことをとおして、子ども性を取り戻し
ていくのである。
もともとおとなになるということは、子どもの世界観や他者観とは異なった見方を学んでいくこ
とである。自分の存在を他者や世界から切りはなし、おとなとしての、ものの見方を学んでいく。
だが、
こうしたまなざしが退行を内在させていることが忘れられてはならない。
そして現代社会が、
こうしたおとな性を強める社会であるとするならば、やはりこのまなざしを相対化していくという
ことが大きな課題となるはずである。心の奥底に押し込められてしまって見えなくなった子ども性
を意識の表層に浮かび上がらせることを『星の王子さま』は可能にしてくれる。
もちろん、子ども性を取り戻すことは、おとなとしての常識を生きている私たちにとっては、と
きに苦しいことであろう。秩序ある今の世界をかき乱し、私たちは混沌のなかへと突き落されてし
まう。だが、いっぽうでは、心の奥にしまいこまれた子ども性に蓋をしようとしても、しきれるも
のではない。あるいは、子ども性に蓋をしようとする社会は、子どもにとって息苦しい社会であり、
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そしておとなにとっても、やはり息苦しい社会である。おとなもまた、存在の深層にしまい込んだ
子ども性を抑圧し続けなければならないからである。したがって、いくら苦しくても、子ども性へ
と自らを解放し、受け入れていくことが必要だといえるだろう。
以下においては、
『星の王子さま』
、とくに「飼いならす」ことを巡る物語の展開に学びながら、
子ども性とはなんなのかについて考えていきたい。

１・留まることを知
まることを知らない人間
らない人間
六つの星を旅してきた王子さまは、地球でも様々な出会いをとおして学んでいく。ヘビとの出会い、高
い山でのこだまとの出会い、五千もの花との出会い、そしてキツネとの出会い。とくに、キツネとの出会い
は、王子さまにとって、もっとも重要な出会いであったといえるだろう。キツネとの出会いをとおして、「飼
いならす」ことの重要性を知ったからである。ここでは、はじめに、キツネと出会って、飼いならすことの重
要性を知った王子さまが、さらにその後に、二つの出会い（転轍手とあきんど）をすることの意味を考えて
みることにする。
（１） 自らの場
らの場に留まることのない人間
まることのない人間
キツネと出会った後、王子さまは、転轍手（スイッチ・マン）と出会う。スイッチ・マンの仕事は、汽車を右
に左に振り分けることである。自分の仕事を説明するなかで、スイッチ・マンが、人間をモノのように扱って
いることがわかってくる。「『旅客を、千人ずつ荷物にして、えりわけているんだよ。おれの送りだす汽車が、
旅客を右に運んでいったり、左に運んでいったりするんだ 』」2。忙しさのなかで人間性を見失っている人
間は、荷物、つまり道具なのである3。
スイッチ・マンは人間をよく観察している。
「みんな、たいへんいそいでるね。なにさがしているの、あの人たち？」
「それ、機関車に乗っている男も知らないんだよ」
すると、また、もう一つのキラキラとあかりのついた特急が、こんどは、反対の方向へごうごうと走ってゆき
ました。
「みんな、もう、もどってきたんだね」と、王子さまがききました。
「あれ、おんなじ客じゃないんだ。すれちがったんだよ」と、スイッチ・マンがいいました。
「じぶんたちのいるところが、気にいらなかったってわけかい？」
「人間ってやつぁ、いるところが気にいることなんて、ありゃしないよ」と、スイッチ・マンがいいました。4
サン＝テクジュペリは、スイッチ・マンの口を借りて、人間が自ら居場所をもとうとしない存在であると言っ
ている。人間は自らの場所に落ち着いて留まることができないのである。それは、つねに自分の存在の
場を受け入れることができないからである。自分の存在の場を気にいることなく、つねに新たな場を求め
るのが人間だということになるだろう。
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こうした人間の姿は、つねに未来に希望をもって生きてきた近代人を表現しているようにも見える。そし
て、現状に満足せず、将来に希望をもって生きることは、素晴らしいことのようにも思える。
だが、スイッチ・マンは、人間が、なにを探しているのかもわからなくなっていることを強調している。留
まることを忘れた人間は、いつも新しい場を求めているのだが、だからといって何を求めているのかはわ
からなくなってしまっているのである。ほんらい、おとなは生きる方向性を子どもに伝えていく役割をもっ
ているといえるだろう。だが、おとなは、自分自身、どこに向かったらいいのかを、もはや、わからなくなっ
ている。したがって、子どもに対しても、とうぜん、その方向性を提示できないまま、ただ現在の場に留ま
ることなく、つねに新たな場を求め続けることだけを伝えるほかないのである。
王子さまは次のように言う。
「子どもたちだけが、なにがほしいか、わかってるんだね。きれでできた人形なんかで、ひまつぶしして、
その人形を、とてもたいせつにしてるんだ。もし、その人形をとりあげられたら、子どもたちは、泣くんだ…
…」5
それに対して、スイッチ・マンは、「子どもたちは幸福だな」6とつぶやく。子どもたちは、何がほしいかわ
かっている。つまり、大切なのは何かがわかっているのだ。
その意味は、キツネの言葉とかかわらせて、考えてみる必要があるだろう。たとえば人形である。この人
形はどんなに粗末なものでもかまわない。なぜなら対象としての人形ではなく、かかわりのなかでの人形
が重要だからである。ただの布でできた人形でかまわないのである。でも、そこにはその人形に費やした
時間が存在する。それが「ひまつぶし」の意味である。高価であって交換価値が高い人形であるから大切
なのではなく、その人形と過ごしてきた時間があるから大切なのである。そして人形と、こうしたかかわりを
もてる子どもたちは幸福なのである。だが、おとなはどんなに忙しくしていても、そうしたかかわりを世界や
他者ともっているわけではない。
おとなにとって、居場所がないこと、つねに自らの場が気に入らないことは、他者や世界とのかかわりを
もてないことと深くかかわっていることになる。そして、おとなが世界や他者とのかかわりをもてずに居場
所をなくしていることは不幸なことなのである。このエピソードは王子さまの心に残ったようで、後になって
飛行士（語り手）に次のように語っている。
「みんなは、特急列車に乗りこむけど、いまではもう、なにをさがしているのか、わからなくなっている。
だからみんなは、そわそわしたり、どうどうめぐりなんかしてるんだよ……」7
（２）自らの時間
らの時間に
時間に留まることのない人間
まることのない人間
つぎに、王子さまは、あきんどに出会う。あきんどは、のどのかわきがケロリとなおる丸薬を売っている。
一週間に一粒のむだけで、一切水を飲みたくなくなる薬である。
「なぜ、それ、売ってるの？」と、王子さまがいいました。
「時間が、えらく倹約になるからだよ。そのみちの人が計算してみたんだがね、一週間に五十三分、倹
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約になるというんだ」と、あきんどがいいました。
「で、その五十三分って時間、どうするの？」
「したいことをするのさ……」
＜ぼくがもし、五十三分っていう時間、すきに使えるんだったら、どこかの泉のほうへ、ゆっくり歩いてゆく
んだがなあ＞と、王子さまは思いました。8
このエピソードからも大人が何を大切にしたらいいのかを見失っていることがわかる。そもそも倹約した
時間を計算するという発想自体が、時間を対象化してとらえていることを意味する。ほんらい、時間は生き
られるものである。時間を充実させる経験によって、はじめて時間は時間として成立するのである9。倹約
した時間をどうするのかを聞かれたあきんどは、「したいことをするのさ」と答える。だが、何に使うかわから
ずにともかく時間を倹約してみたところで仕方ない。
王子さまが心のなかで思ったことは、あきんどへの強い批判となっている。そもそも水を飲みに歩いて
いくことに価値があるのであって、無暗に時間を節約したところで、何の意味もない10。これは「ひまつぶ
し」の大切さとも似ている。水をのむことのプロセスを生きることによって、人間は世界を豊かに経験するこ
とができるのであって、のどの渇きをいやすという結果だけを求めて生きているのではない。丸薬を呑ん
でしまえば、もはやプロセスという時間の流れのなかに留まることが奪われてしまうのである。とくに、『星
の王子さま』のなかでは、水を飲むこと、のどの渇きをいやすことは、精神的な特別の意味をもっており、
王子さまの旅そのものの意味ともかかわっている。
（３） 世界に
世界に根づいていないということ
王子さまが地球に来て、ヘビの次に出会った砂漠の花との会話は、実は、上記の二つのエピソード以
前に、「留まる」ことのない人間存在について述べている。王子さまは、キツネと出会うことによって、上記
の二つのエピソードを経験する前には「留まる」ことの大切さに気づく準備が出来ていた。だが、砂漠の花
と出会った時点では、まだはっきりとはそのことに気づいていない。だが、サン＝テクジュペリは、すでに
ここで人間存在の不確かさを問題にしている。花は次のように言っている。
「人間？ 六、七人は、いるでしょうね。何年かまえに、見かけたことがありましたよ。だけど、どこであえ
るか、わかりませんねえ。風邪に吹かれて歩きまわるのです。根がないんだから、たいへん不自由してい
ますよ」11
人間は、根なし草なのである。植物のように大地に根をはってはいない12。だからこそ、近代という時代
は、このように発展してきたともいえるかもしれない。一つの場所にとどまらずに新しい世界に踏み出すこ
とが可能となるからである。
だが、根なし草であるということは、いっぽうでは、人間が、生きる方向性の決まっていない不安定で不
確かな存在でもあるということを意味する。とくに現代社会は、そうなのである。教育について考えてみよう。
教育基本法においても、表だって伝統だとか、道徳性だとか、規範意識、公共の精神などを持ち出さなけ
ればならないのは、根なし草である人間存在が成熟社会の中でますます根を奪われているからなのであ
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る。そして大地に根づいていないから、本質的に、人間は孤独なのである。人間は、世界や他者とつなが
っていない。だからこそ、留まることが苦手である。つねに動いていないと不安になってしまう。そして、近
代は、この不安を利用して発展してきたのである。
サン＝テクジュペリは、こうした社会に対して、もう一度子ども性を取り戻すことで、大地に根づくことが可
能だと考えているように見える。子ども性を取り戻すことで、人間の特徴である根なし草であることから解
放されようとしているように見える。そこで、次に、より具体的に根のない人間がどのようにしたら、世界や
他者とつながることができるのか、「飼いならす」という概念をめぐって考えてみたい。

２・「飼いならす」
いならす」ことの大切
ことの大切さ
大切さ
（１） 「飼いならす」
いならす」ということの意味
ということの意味
自分の星にある花が、世界にただ一つの花だと思っていた王子さまは、地球にそっくりそのままの花が
五千も咲いているのを見て、ショックを受ける。そして二つのことを考える。一つは当の花のことである。一
つは自分のことである。
「もし、あの花が、このありさまを見たら、さぞこまるだろう……やたらせきをして、ひとに笑われまいと、
死んだふりをするだろう。そしたら、ぼくは、あの花をかいほうするふりをしなければならなくなるだろう。だ
って、そうしなかったら、ぼくをひどいめにあわそうと思って、ほんとうに死んでしまうだろう……」13
「ぼくは、この世に、たった一つという、めずらしい花をもっているつもりだった。ところが、じつは、あたり
まえのバラの花を、一つ持っているきりだったのだ。あれと、ひざの高さしかない三つの火山――火山も
一つは、どうかすると、いつまでも火をふかないかもしれない――ぼくはこれじゃ、えらい王さまなんかに
なれようがない……」14
こうして王子さまは泣き始めてしまう。泣き始めてしまった理由は、上記の二つのことがショックだったか
らである。
花からすれば、自らの存在の唯一性を否定されてしまっては、他者に対して自らの存在を支えることが
できなくなってしまう。その結果、死んだ「ふり」と介抱する「ふり」といった演技を続けなければならなくな
ってしまう。自己存在の唯一性は、花にとっても大切な意味をもっていたのだ。そして王子さまからすれば、
花と演技関係のなかで生きなければならないことは、つらいことなのである。
王子さまからすると、「たった一つという、めずらしい花」を所有していたと思っていたのに、それが「あ
たりまえのバラの花」だと気づき、やはり自己存在が傷つく。なぜなら、王子さまとしては、珍しい特別のも
のを所有していたと思っていたのに、それがたいしたものではなかったということは、自分の王子さまとし
ての権威にかかわることだからである。こんなあたりまえのものしか所有していない自分は、「えらい王さ
まなんかになれようがない」15と考えたのだ。
花も、王子さまも、同じように、バラの花が、そのものとして珍しく貴重な存在であることにとらわれている。
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つまり所有の概念にとらわれていることがわかる。六つの星をめぐってきた王子さまも、さて、自分のこと
になると、完全に子どもらしく世界や他者をとらえているわけではないのである。
すると、そこにキツネが現れる。出会いの場面では、花との関係はひとまずおいておかれ、王子さまとキ
ツネとの関係についての会話がすすむ。その際のキーワードが「飼いならす（apprivoiser）」という言葉で
ある。
「ぼくと遊ばないかい？ ぼく、ほんとにかなしいんだから……」と、王子さまはキツネにいいました。
「おれ、あんたと遊ばないよ。飼いならされちゃいないんだから」と、キツネがいいました16。
ここで＜飼いならす＞17という言葉にひっかかった王子さまは、キツネにその意味を尋ねる。
「よく忘れられていることだがね。＜仲よくなる＞っていうことさ」18
とキツネは答えて、さらに次のように説明する。
「うん、そうだとも。おれの目からみると、あんたは、まだ、いまじゃ、ほかの十万もの男の子と、べつに変
わりない男の子なのさ。だから、おれは、あんたがいなくたっていいんだ。あんたもやっぱり、おれがいな
くたっていいんだ。あんたの目から見ると、おれは、十万ものキツネとおんなじなんだ。だけど、あんたが、
おれを飼いならすと、おれたちは、もう、おたがいに、はなれちゃいられなくなるよ。あんたは、おれにと
って、この世でたったひとりのひとになるし、おれは、あんたにとって、かけがえのないものになるんだよ
……」19
キツネは、「飼いならす」ことは、＜仲よくなる（creer des liens 絆をつくる）＞ことだ、という。「飼いなら
す」という言葉のニュアンスとしては、一方的・片面的に支配する意味にもとれるように思われるが、『星の
王子さま』における「飼いならす」にはそうした意味はない。逆に、「飼いならす」ことは相互的な出来事で
ある。「飼いならす」という言葉は、慣れ親しむといった意味で用いられているのである。だが、それは現
実としては簡単なことではない。そのために多くの時間をかけることを求められるからである。またそこで
築かれるのは、社交的な表層的関係ではなく、悲しみや喜びをともにする深い関係である。そのことをサ
ン＝テクジュペリは「飼いならす」という言葉で表現しているのである。
ここでは自己や他者の存在の唯一性にかかわる点が重要である。「たったひとりのひと」や「かけがえの
ないもの」は、個そのものの特徴ではないのである。相互的関係のなかで、「たったひとりのひと」や「かけ
がえのないもの」になっていくのである。ここに、六つの星の住民の生きている世界とはまったく異なる世
界が現われてくる。
上記に述べられた王子さまのバラの花との関係がここで一気に解決される。バラの花は、自らの個とし
ての特徴によって自己存在を守る必要はない。特徴の唯一性などなくても、つまりそれ自身は何の変哲も
ないひとつのバラの花であっても、王子さまとの関係性のなかで、真のバラらしさ（ユニークさ）が育って
いく。王子さまと関係しているのは、無数のバラの花のなかで、その花だけだからである。そして、そのた
めには、単に所有したり（所有されたり）、支配したり（支配されたり）、計算したり（されたり）といった一般的
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な関係を超え出て行かなければならない。王子さまとバラの花とは、時間をかけることによって、濃密で相
互的な関係を築いていかなければならない。いっぽう、一般的な関係においては、真に出会うことはなく、
したがって自らの存在証明とはなりえない。その結果、六つの星の住民がそうであったように、永遠に自
らの存在証明を求めて所有や支配を増大させていくといった循環を生きざるを得ないのである。
いっぽう、相互的に「飼いならす」関係は、いちど成立すれば、たとえ別れたとしてもその関係はずっと
続く。バラの花は、その個としては「この世に、たった一つという、めずらしい花」ではなかったかもしれな
いが、「飼いならす」ことをとおして、王子さまにとっては、永遠に特別の、たった一つの花になるのである。
しかも「飼いならす」関係において生まれた関係は、比較を超えた関係である。いくら外側から捉えて比
較しようとしたって、そこには両者の関係の軌跡は見えないからである。
しかも前もって出会いを計算することはできない。出会いは恩寵であり、偶然性に支配されているから
である。したがって、「飼いならす」相手を計画的に決めることはできない。たまたま出会う運命だったから
こそ、出会い、そして「飼いならす」のである。比較考量のなかで、「飼いならす」相手を決めることなどで
きない。出会うことそれ自身が計算（計画）を拒否するのである。
そして、飼いならすためには勇気が求められる。いかなる出会いの恩寵にたいしても、自らを開いてお
かなければならないからである。六つの星の住民のように閉ざされた存在には、いくら出会いが恩寵であ
るにしても、けっしてその出会いが訪れることはない。
王子さまは、キツネに会う前に、すでに、バラの花を飼いならしていた。でも、そのことに気づかなかっ
た。ようやくキツネと出会って、その話をきいて、何が大切なのかを知るのである。実際に、王子さまは、キ
ツネに促され、もう一度五千ものバラの花に会いにでかける。熱がこもったのだろうか、一気に花たちに
言葉をあびせて、花たちをきまり悪くさせてしまう。
「あんたたち、ぼくのバラの花とは、まるっきりちがうよ。それじゃ、ただ咲いているだけじゃないか。だれ
も、あんたたちとは仲よくしなかったし、あんたたちのほうでも、だれとも仲よくしなかったんだからね。…
…」
「あんたたちは美しいけど、ただ咲いているだけなんだね。あんたたちのためには、死ぬ気になんかな
れないよ。そりゃ、ぼくのバラの花も、なんでもなく、そばを通ってゆく人が見たら、あんたたちとおんなじ
花だと思うかもしれない。だけど、あの一輪の花が、ぼくには、あんたたちみんなよりも、たいせつなんだ。
だって、ぼくが水をかけた花なんだからね。覆いガラスもかけてやったんだからね。ついたてで、風にあ
たらないようにしてやったんだからね。ケムシを――二つ、三つはチョウになるように殺さずにおいたけど
――殺してやった花なんだからね。だまっているならいるで、時には、どうしたのだろうと、きき耳をたてて
やった花なんだからね。ぼくのものになった花なんだからね」20
バラの花は、所有することによって「ぼくのもの」になったのではない。時間をかけ、世話をすることによ
って「ぼくのもの」になったのである。これは、ビジネスマンが星を所有するような場合とはまったく異なっ
ている。もちろん、結果ではなくプロセスが大切なのである。時間をかけたこと自体が大切なのである。
「飼いならす（ａｐｐｒｉｖｏｉｓｅｒ）」には、語感からしても、個人のものにする（privi）というニュアンスがあるが、
相互関係のなかで互いに互いを「ぼくのもの」「わたしのもの」にしていくのである。
上記に述べたように、「飼いならす」には勇気が必要である。出会うことは、ときに傷つけ、傷つけられる
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関係を生きることだからである。だが、ひとたび「飼いならす」ことに成功すれば、それは、所有のように他
者や世界を自己の内に取り込む（他者の自己化）ことが生じるのではなく、自己が世界へとひろがってい
く経験（自己の他者化）となるのである。
この点は、重要である。飼いならすことは二者の関係を変えるだけではない。世界そのものを変える力
をもっているのである。この点は『星の王子さま』のなかで繰り返し強調されている。キツネは言う。
だけど、もし、あんたが、おれと仲よくしてくれたら、おれは、お日さまにあたったような気もちになって、暮
らしてゆけるんだ。足音だって、きょうまできいてきたのとは、ちがったのがきけるんだ。ほかの足音がす
ると、おれは、穴の中にすっこんでしまう。でも、あんたの足音がすると、おれは、音楽でもきいてる気持
ちになって、穴の外へはいだすだろうね。それから、あれ、見なさい。あの向こうに見える麦ばたけはどう
だね。おれは、パンなんか食やしない。麦なんて、なんにもなりゃしない。だから麦ばたけなんて見たとこ
ろで、思い出すことって、何にもありゃしないよ。それどころか、おれはあれ見ると、気がふさぐんだ。だけ
ど、あんたのその金色の髪は美しいなあ。あんたがおれと仲よくしてくれたら、おれにゃ、そいつが、すば
らしいものに見えるだろう。金色の麦をみると、あんたを思い出すだろうな。それに、麦を吹く風の音も、俺
にゃうれしいだろうな……21
王子さまを「飼いならす」ことができれば、王子さまの足音にも喜びを感じることができるようになる。それ
どころか王子さまの金色の髪を連想させる麦畑やそこを吹きわたる風の音さえ、素晴らしく感じるようにな
っていく。さらには、王子さまを「飼いならす」ことによって、「お日さまにあたったような気もち」にさえなる
ことができるのである。つまり、世界の雰囲気さえもが変わってしまうのである。
同じ主張は、王子さまと語り手（飛行士）の別れの場面でも繰り返される。王子さまを「飼いならす」ことに
よって、語り手には、星が、他の人とは異なった意味をもって現われてくるようになる。王子さまの笑い声
が好きな飛行士は、空を見上げると星がみんな笑っているように見えるようになる。あたかも、笑い上戸の
鈴をたくさんもらったかのように感じることができるというのだ。「飼いならす」ことによって、人は、他者とつ
ながり、またその他者とのつながりをとおして世界とつながることができるようになる。そして世界は王子さ
まへと語りかけてくるようになる。そして悲しい時も、笑いを与えてくれるのだ。
まったく、ふしぎなことなのです。あの王子さまを愛しているあなたがたと、ぼくにとっては、ぼくたちの
知らない、どこかのヒツジが、どこかで咲いているバラの花を、たべたか、たべなかったかで、この世界に
あるものが、なにもかも、ちがってしまうのです……
空をごらんなさい。そして、あのヒツジは、あの花をたべたのだろうか、たべなかったのだろうか、と考え
てごらんなさい。そうしたら、世のなかのことがみな、どんなに変わるものか、おわかりになるでしょう……
そして、おとなたちには、だれにも、それがどんなにだいじなことか、けっしてわかりっこないでしょう。22
王子さまは、飛行士との出会いのなかで次のようにも語っている。
だれかが、なん百万もの星のどれかに割いている、たった一輪の花が好きだったら、その人は、そのた
くさんの星をながめるだけで、しあわせになれるんだ。23
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ある他者を「飼いならす」ことで、その他者との親密性が育まれるだけではなく、世界と親密につながる
ことが可能となる。もちろん、そのために悲しい思いをすることもあるかもしれないが、世界が自己存在を
支えてくれるようになるのである。そして、孤独が癒されるようになる。王子さまは、それを「おくりもの」と呼
んだりしている。語り手にとって、飼いならした相手である王子さまの笑顔は、砂漠の水と同じように、力を
与え、世界を変えてくれるのである。
「ぼっちゃん、ぼっちゃん、ぼく、その笑い声をきくのがすきだ」
「これが、ぼくの、いまいったおくりものさ。ぼくたちが水をのんだときと、おんなじだろう」24
だがおとなは「飼いならす」ことをせず、他者や世界を対象化し、忙しく立ち働いている。その結果、い
つも孤独で、そして孤独であるがゆえに、さらに忙しく動きまわらなければならないのである。おとなは何
がだいじなのかをもう一度ゆっくりと考えてみる必要があるのだろう。
この社会の中では、たしかに自己実現は大切かもしれない。しかし、いくら自己実現をめざして頑張っ
たって、いつまでも孤独で、いつまでも終わりなく頑張り続けなければならないのだとしたら、何のために
自己実現を目指すのだろうか。自己実現を目指して頑張ることは、私たちを幸せにしてくれるのだろうか。
その自己実現が、六つの星の住民のように、他者や世界とつながらずに、ただ対象化するばかりだとする
ならば、頑張れば頑張るほど人は孤独になっていくだけであろう。
『星の王子さま』においては、まなざしの変換が求められているのである。小さな一つの花でもいい。そ
こに時間をかけ、「飼いならす」ことによって世界が変わる。それが大切なのである。多くのものにかかわ
る必要などない。一つのものとのかかわりが世界全体を変えてくれるからである。王子さまは言っている。
「きみの住んでるとこの人たちったら、おなじ一つの庭で、バラの花を五千も作ってるけど、……じぶん
たちがなにがほしいのか、わからずにいるんだ」25
ただ、数を競えばいいのではない。数を競うことで自己を拡大しようとすればするほど、逆に、自己は小
さく閉じ込められていく。それよりも、一つのものを大切にすることで、自己は世界に広がり、孤独を免れる
ことができるのである。
このことは、また関係のなかにこそ人間の価値はあるということを意味するだろう。現代社会においては、
個性ということが強調される。だが、関係を捨象した個性の強調を『星の王子さま』は否定する。能力を個
に還元し、競争をあおる現代社会において、真にその存在のユニークさが尊重されることはない。つね
に比較のなかで、そして数字のなかで他と切り離された仕方でその唯一性が強調されるからである。繰り
返し述べてきたことだが、『星の王子さま』によれば、ユニークさは出会いの結果であり、出会い方のなか
で生まれるものなのである。
（２）「飼
）「飼いならす」
いならす」ことの二
ことの二つの要素
つの要素
① しんぼう
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それでは、具体的に「飼いならす」ためには、どうしたらいいのだろうか。「飼いならす」ことは、友だちを
見つけることである。ところが、『星の王子さま』のなかで繰り返し触れられているように、人間は忙しすぎ
て友だちを見つける暇がなくなってしまっている。そこで、キツネは次のように言う。「（人間は）あきんどの
店で、できあいの品物を買ってるんだがね。友だちを売りものにしているあきんどなんて、ありゃしないん
だから、人間のやつ、いまじゃ、友だちなんか持ってやしないんだ」26。どうしたらいいのか尋ねられて、さ
らに、キツネは、次のように言っている。
「しんぼうが大事だよ。最初は、おれからすこしはなれて、こんなふうに、草の中にすわるんだ。おれは、
あんたをちょいちょい横目でみる。あんたは、なにもいわない。それも、ことばっていうやつが、勘ちがい
のもとだからだよ。一日一日とたってゆくうちにゃ、あんたは、だんだんと近いところへきて、すわれるよう
になるんだ……」27
「飼いならす」ことの第一の要素は「しんぼう」である。「しんぼう」とは時間をかけることである。時間が関
係を育てて成熟させてくれる。だからこそ、できあいのものを買ってくることで、友だちはできないのであ
る。「しんぼう」には、世界や他者とのつきあいがスピードのなかに呑みこまれることによって、そのつきあ
いが表層化している私たちへの批判が込められている。
情報社会においては、人も物もものすごい勢いで私たちを通り過ぎていく。時間の流れの速い社会で
ある。そのなかで私たちの内なる時間の流れも速くなってしまう。だが、サン＝テクジュペリは、こうした時
間の流れに身を任せることを拒否する。こうした社会であるからこそ、時間をかけることには、しんぼうが必
要だということになるだろう。このように、「飼いならす」ことには、自分のなかに流れる内なる時間の流れを
ゆったりさせることを求められるが、これは、そう簡単なことではない。現代社会を生きる私たちの身体を
流れる時間は知らないうちに速くなってしまっているからである。
そう考えると、子どもたちが携帯をとおして多くのメル友をもっていることは、「飼いならす」こととは相反し
ていることになるだろう。顔を見たことがなくても、すぐに友だちになる。そしてその数を競ったり、関係確
認をすることで安心したりする。子どもたちは他者とつながろうとし、つまりは「飼いならす」ことへの窓口を
探しているのだが、その出発点を誤ってしまっているようにも見えるのである。
多元的自己28をもって、世界とかかわる子どもたちも同じである。彼らは、器用に世界に自己を合わせる
が、本来は、世界とつながることにも時間が必要なはずである。それが、あっという間につながってしまう
ことは、むしろ「飼いならす」ことから遠ざかっていることを意味するだろう。多元的自己を生きる子どもたち
も、世界とつながる（飼いならす）窓口を探しつつも、やはりその方法を間違っていることになる。
いずれにしても、子どもたちは現代社会のスピードの速い社会のなかで、ゆったりと「飼いならす」時間
を奪われてしまっているのである。
またキツネは、ことばの危険性についても触れている。キツネは、「飼いならす」ためには「なにもいわな
い」ほうがいいのだという。ことばは勘違いのもとなのである。なぜなら、ことばは、他者そのもの、モノそ
のものから離れ、一般化することを本質とするものだからである。もちろん、『星の王子さま』も、言葉で書
かれている。だからこそ、サン＝テクジュペリは詩的な言葉で語り、触れるように語ろうとしているのであろ
う。ほんとうは、ことばよりも身体で感じることが大切である。身体で感じながら、次第に近くにすわれるよう
になっていく。「飼いならす」ことは、言葉のやりとりなのではなく、身体的な出来事なのである。
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ほんとうに「飼いならそう」と思ったら、その人の語る言葉に耳を傾けてはいけない。このことは、王子さ
まとバラとの関係そのものである。
「あの花のいうことなんか、きいてはいけなかったんだよ。人間は、花のいうことなんていいかげんにきい
てればいいんだから。花はながめるものだよ。においをかぐものだよ。……（引用者略）ぼくは、あの時、
なんにもわからなかったんだよ。あの花のいうことなんか、とりあげずに、することで品定めしなけりゃあ、
いけなかったんだ。ぼくは、あの花のおかげで、いいにおいにつつまれていた。明るい光の中にいた。
だから、ぼくは、どんなことになっても、花から逃げたりしちゃいけなかったんだ。ずるそうなふるまいはし
ているけど、根は、やさしいんだということをくみとらなけりゃいけなかったんだ。花のすることったら、ほん
とにとんちんかんなんだから。……（引用者略）」29
おとなは忙しい社会を生きている。「飼いならす」時間なんてない。身体でつながる時間などとれないの
である。だから言葉を用いて他者とかかわり、他者を理解しようとする。見ることのできないおとなにはそ
れが便利だし、時間も節約できる。だが、言葉は嘘をつき、誤解を誘う。言うこととすることは異なっている
のである。あるいはむしろ裏腹なのである。トンチンカンなのである。
王子さまは、もし他者を理解しようと思うのならば、むしろその他者が語る言葉を聞いてはいけないとい
う。言葉で理解することによって、理解は表層化してしまうのである。もっといえば、言葉を受け入れること
は、必然的に相手を誤解することなのである。むしろ沈黙のなかで、深い理解が可能になり、深い交流が
可能になるのだ。言葉に頼るようになればなるほど、言葉のあいだからこぼれおちるものへのまなざしを
失い、関係の深層は見えなくなっていく。
だが、ここでキツネが言おうとしているのは、言葉の否定だけではない。「飼いならす」ためには、やはり
その相手の近くでその相手と出会うことが必要とされる。つまり時間をかけることで、ようやく言葉を超えた
理解が訪れるのである。バラの花との関係もそうであっただろう。バラに寄り添うことにより、はじめてバラ
の行動の意味が王子さまに現われてくるのである。
② きまり
「飼いならす」要素として、キツネがもうひとつ触れているのが、「きまり（儀式 reites）」である。
「いつも、おなじ時刻にやってくるほうがいいんだ。あんたが午後四時にやってくるとすると、おれ、三時
には、もう、うれしくなりだすというものだ。そして、時刻がたつにつれて、おれはうれしくなるだろう。四時
には、もう、おちおちしていられなくなって、おれは、幸福のありがたみを身にしみて思う。だけど、もし、
あんたが、いつでもかまわずやってくるんだと、いつ、あんたを待つ気もちになっていいのか、てんでわ
かりっこないからなあ……きまりがいるんだよ」
「きまりって、それ、なにかい？」と、王子さまがいいました。
「そいつがまた、とかくいいかげんにされているやつだよ」とキツネがいいました。「そいつがあればこそ、
一つの日が、ほかの人ちがうんだし、ひとつの時間が、ほかの時間とちがうわけさ。おれをおっかけるか
りうどにだって、やっぱりきまりがあるよ。木曜日は、村のむすめたちとおどるんだから、木曜日ってやつ
が、おれには、すばらしい日なんだ。その日になると、おれは、ブドウばたけまでのして出るよ。だけど、
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かりうどたちが、いつだってかまわず、おどるんだったら、どんな日もみんなおんなじで、おれは、休暇な
んてものがなくなっちまうんだ」30
「飼いならす」ことにとっての「きまり」の意味はわかりにくい。内藤は「きまり」と訳しているが、「きまり」と
いっても、その原語からしても、また文脈からしても、儀式を意味していることは明らかである。では、なぜ
「飼いならす」ことにとって、儀式が必要とされるのか。①では、「飼いならす」には、時間をかける必要が
あること、そして言葉ではなく身体的関係を大切にしなければならないことが明らかになった。
だが、いっぽうでは、「飼いならす」ことは、安定した世界を必要とするのだ。信頼にたる世界のなかで
「飼いならす」ことは成立するのである。ある秩序のなかで「飼いならす」ことは成立する。サン＝テクジュ
ペリには、つねに自己の内に還元されない他への意識が働いているように見える。サン＝テクジュペリの
「個」を超えた人間になっていこうとする方向性が「きまり」を重視していることにつながっている。

注
この点については別に論じることにする。小論は、実際にはこの５倍もの長さの論文の一部であ
る。
2 サン＝テクジュペリ『星の王子さま』
（岩波書店、2000）p.104.
3 人間を荷物として見ている転轍手という存在は、よく考えると、非常に恐ろしい存在である。
4 同書、p.104.
5 同書、p.105.
6 同書、p.105.
7 同書、p.111.
8 同書、p.106.
9 この時間のテーマは、ミヒャエル・エンデの『モモ』を思い起こさせる。
10 『星の王子さま』においては、泉（井戸）に水をのみに行くということは特別な精神的意味をも
っている。小論においてものちにこの点に触れる。
11 サン＝テクジュペリ、前掲書、p.88. ここでの記述は、ハイデガーの後期思想を思い起こさせる
が、言及することはしない。
12 根こそぎになっていることに関して、ハイデガーの後期の思想と深くかかわっている。
13 サン＝テクジュペリ、前掲書、p.92.
14 同書、p.92.
15 ここで、
「えらい王さま」と訳されているのは、大きな王子さまと直訳できる言葉である。つま
り題名でもある「小さな王子さま」との対比で考えると、自分は「小さな王子さま」のままで、
「大
きな王子さま」になれないということを意味するだろう。ここからは、この「小さな」に込められ
た意味は、年齢だけではないということ、またこの段階で、王子さまは、やはり「えらい」王子さ
まを目指していたこと、また王子さまは、
「えらい」かどうかは所有で決まるとい、おとなの考えを
もっていたことがわかる。
16 サン＝テクジュペリ、前掲書、p.93.
17 たしかに「飼いならす」という言葉は意味がわかりにくいが、サン＝テクジュペリ自身がこのこ
とばを用いている。訳としては「なずむ」とか「手なづける」と訳したりしているものもある。小
論では内藤にしたがって「飼いならす」という言葉を用いることにする。
18 サン＝テクジュペリ、前掲書、p.94.
19 同書、p.94.
1
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同書、pp.101-102.
同書、p.97.
22 同書、p.132.
23 同書、p.41.
24 同書、p.123.
25 同書、p.114.
26 同書、p.98.
27 同書、p.98.
28 多元的自己とは、その場に合わせて自分自身の存在を保護色のように変えていく自己のことを意
味する。この点に関しては、拙著「子どもたちの多元的自己と同調：新しい物語創造の可能性を探
って」
（
『教育方法学研究』第２９巻、2003）
、pp.1-12.を参照のこと。
29 サン＝テクジュペリ、前掲書、p.48.
30 同書、pp.98-100.
20
21
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Constructing Furniture from Corrugated Cardboard
Naomi NAKAMURA, Terumasa TERAMOTO, Hikaru SASAKURA, Rie ISIDA, Honami UMEMOTO,
Kyoko GUNJI and Eiko KITANO

キーワード：ダンボール，ものづくり，家具，エコロジー

プロジェクト科目という授業の中で、たまたま 2 年続けてダンボールを材料として家具を作成したのでその作品を紹介する。
2007 年に「くつろぎのスペース空間作り」の中でリラックスチェアーを作り、また、翌年には「和の楽しい食卓」をテーマに木
製座卓との組み合わせの中で円形座椅子を作製した。ダンボールはかなり堅固で、値段も安いうえ、デザイン的にも面白い
ものができそうだと思う。

は じ め に
年々によってやり方は異なるが「プロジェクト科目」という授業では、生活の中の素材を使って
ものづくりをしている。ダンボール家具も「全体としてのものづくり」の中の 1 部として他の作品
との調和の上に考えられ、進められた作業である。たまたま２年続けてダンボール家具を制作した
のでそれに焦点をあてて作品を紹介する。まずは年度ごとのプロジェクトの目的を簡単に述べてか
ら、個々の段ボール家具制作について紹介することにする。

プロジェクト年度の目的とダンボール家具
2007 年のプロジェクト授業では 3 つの班を作って、それぞれが独立した活動を行った。その中
の 1 つ、
家具班は、
ショーウィンドウ形式で洋風のくつろぎスペースをつくり展示することにした。
材料として、テーブルは木材、椅子は段ボール、灯りは和紙を使い、これら三つの異なった素材で
――――――
*茨城大学教育学部情報文化課程(Course for Information and Culture,College of Education,Ibaraki University,Mito,Japan)
**茨城大学教育学部美術教室(Department of Fine Arts Education,College of Education,Ibaraki University,Mito,Japan)
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ひとつの共通した空間を作り出すことにした。空間の共通イメージとして、自然・癒し・休日・な
ごみ・暖かい・やさしい・陽だまり等を感じさせるものと絞り込んだのち、作品のテーマは「昼下
がりのおじいさんの休日」と名づけられた。この中でリラックスチェアーがダンボールを作ること
になった。
2008 年のプロジェクト授業では、前年度のように班でばらばらに制作活動するのではなく、1
つの共通テーマをあげ活動しようということになった。そこで「幸せの食卓」というテーマのもと、
洋風と和風と対比させ、4 人家族の食卓を想定しての作品作りが開始された。作業は「家具班」
「証
明班」
「食器班」に分かれて行われたが、度々話し合いを持ち全体の調和をはかりながら進められ
た。焼き杉を使用した座卓との組み合わせの中で、ダンボール製の座椅子が和風家具として作成さ
れることになった。

ダンボールとは
家具作りに使ったダンボールは、いわゆるダンボール箱を使用したのであるが、ダンボールにも
いろいろあるのでここでは簡単な歴史と構造について、檜山永次(2009)と株式会社内藤(2009)のホ
ームページを参考に記しておく。
ダンボールは 1856 年イギリスで、帽子の汗取り用として使用されたことが発祥で、日本では約
100 年前に作られた。構造は、表裏に貼られる『ライナー』と段をつけるために波状に加工した『中
芯』からなっている。この構造は 500 年ほど前日本に渡来した南蛮人が着ていた洋服の、首回りに
ついていた波形の布と形が似ていたためフルートともよばれている。紙の種類・紙の厚み・古紙の
含有量の違い、波形に加工された中芯の山の密度等によって、固さや丈夫さが異なっており、その
組み合わせによっていく種類化に区分される。ライナーと中芯は１㎡当りの重さが重くなる程ダン
ボールが固く丈夫になる。
、また中芯の波形の山が多いほど丈夫になる。二重構造や三重構造になっ
た強化ダンボールと呼ばれるものや、強化剤を塗って薬品で固くし強度を持たせた強化中芯という
ものもあり、用途によって使い分けがなされている。
ダンボールというと、ダンボール箱を作るダンボールをあてる場合が多いが、チョコレー卜やク
ッキーの詰め合わせに入れられているものも、パラフィン紙（ブーブー紙）でできた片面ダンボー
ルである。

リラックスチェアーと座椅子の制作
材料：ダンボール箱のダンボール（スーパーやホームセンター等から譲り受けたもの）
制作時用意するもの：カッター、カッターマット、定規、ガムテープ、ボンド
ダンボールを利用しようとした理由は、ダンボールの質感・肌ざわりは優しく柔らかいので、材
料そのものが 2007 年度のテーマに沿ったイメージをもっていた。また、2008 年度の和風という雰
囲気にも合っていたからである。その他の理由としては、図１のようにダンボールの切り口面はき
れいなのでこれをデザインとして利用したいと考えたことである。また、軽量で、強度があり、空
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き箱利用ができれば材料費がかからない、その上、リサイクルが 100%可能なエコロジー素材でも
あったからである。

図１．ダンボールの構造と面模様

Ⅰ．リラックスチェアーの作製
【目的】
老人でも安心してくつろげる、ゆったりとしたダンボールリラックスチェアを作る。またそのダ
ンボールチェアは『見せる』
、
『使える』の二要素を意識したものとし、他の各班とも調和の取れた
ものを目指す。
【制作行程】
１．試作品の模索
下記を念頭においてまずいくつかの試作と実験をした。
a. 誰もが使いやすい椅子の設計、造り
＊誰もが楽に立ち座りできる高さ
＊立つとき肘掛に力を加えても、手のひらが痛くならない肘掛の幅
＊ゆったりと座れる椅子の奥行き
＊ダンボールならではのクッション性を生かしたもの
＊首をもたれかけさせることのできる椅子の高さ
b. 強度を強くするためのダンボールの向き、張り合わせ方
のり付けは基本的に貼り付ける両面に接着剤を塗
るが、
片面は縦のラインを作るように接着剤をつけ、
反対の面には横のラインを作るようにした。こうす
ることによって、張り合わせたダンボールの強度を
高め、さらに接着剤の節約にもなる（図 ２)。

図２． のり付け
図 3 はダンボールを四角に切り、幅 10cm
に張り合わせたものの上に人が乗って見た実
験である。人一人乗っても十分な強度があっ
た。
図３．強度実験
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２．5 分の 1 模型の試作
模索の結果できあがったのが、図４の設計図
である。腰掛ける部分を背中から足元に及ぶま
でを滑らかな曲線となるようにし、ゆったりと
座れるようにした。これを元に 5 分の 1 の模型
を作り再度検討することにした。
また、これは縦横のつながり強化のための構
造を図５のように工夫した。１つは、背もたれ
の部分に力が加わっても後ろに倒れてしまうこ
とはないように、同じ形に切ったものを何枚も
重ね背もたれを作った。2 つ目は、座る部分の
中心に十字型に段ボールを組み合わせたものを
置き、残りの空間にまず張り合わせたダンボー
ルの向きを 90 度かえながら４つはめ込み、さ
らに残った空間にも隙間なくダンボールを敷き
詰めた。両袖をつけ、見栄えとクッション性を
考えてダンボールを椅子の曲線に合わせてかけ
た。図６は出来上がり設計図に沿って作られた
5 分の 1 サイズの模型からの写真である。
図４． 出来上がり設計図

A

B

C

図５．つながり部分の強化 A：背もたれ部分 B：座る部分 C：A と B の接合と肘掛

A

B

図６．5 分の 1 サイズでの模型 A：背もたれ部分 B：座る部分 C：完成品
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３．最終検討と本制作
最終段階にきて、他の作品とのコラボを考えたときにはデザイン的にもダンボールの模様を強調
したものにしたほうが良いという改良案が出て、急遽設計を図 7 のように変更することになった。
全体的な形は変わらないが、作成方法は全く異なり、大型版とそれより 5ｃｍほど小型にした（(図
7 の灰色部分) 小型版のダンボールを交互に張り合わせて、ダンボールの切り口面模様を見せるよ
うなデザインに変えた。また、肘掛部
分をなくし、座部を深く腰掛けると膝
部分が少し持ち上がるようにし、より
リラックスして座れるような曲線形に
した。
本制作手順
１）型の切り出し
大判のダンボールを、同じ形で切り
出していく。大型版 7１枚
大判のダンボール型から下部を除い
て５ｃｍ程度小さい型を切り出す。
小型版 70 枚
大きなダンボールを集めるのは結構大
変だった。そこで、小型版は張り合わ
せると大型版の間に隠れてしまう存在
なので、ダンボールの節約をかねて 1
枚切り出しでなくとも良しとした。更
にところどころにはさんでおけば強度
にもそう影響がないので、小型版は必
ずしもつないできちんとした型にする

図７．リラックスチェアーの最終設計図
必要はないと判断して、ところどころ隙間が生じても良
いことにし、小さい部分品を作って小型版の代用として
張り合わせることにする。ただし同じパターンが続かな
いようにするため小型版の部分品の形や大きさを幾組か
変えて切り出す。
２）型版の接着
大型版－小型版（(時には部分品の張り合わせ)－大型
版という順番で、ダンボールをはさみ接着していく。
このとき、表面を滑らかにするため、カッターで微調整
しながら仕上げていく。
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Ⅱ．ダンボール座椅子の制作
【目的】
ダンボール座椅子はあぐらをかいて座ることを
想定して作った。高さ 6 ㎝、円の直径を 35 ㎝とし
た。このサイズは、実際に座ってみて、一番座りや
すい高さを割り出し、幅は自分たちのおしりの幅を
測って、最低限必要な大きさを求めて決めた。
【制作手順】
1．切る ――― 幅 6 ㎝で帯状に切っていく。
2．まるめる ――― はじめは小さく丸め、一枚一
枚重ねるようにしていく。
3．接着――― ガムテープで端と端を貼り合わせる。
持ち上げたときに抜け落ちてしまう可能性があるの
図９．完成品 座椅子

でボンドを塗って張り合わせておく。

4．1～3 を繰り返し、直径 35 ㎝の大きさに仕上がったら完成。

おわりに
ダンボールが生み出す模様に目が行き過ぎて、リラックスチェアーは最終段階で設計を変えるこ
とになってしまった。切り口のデザインを重視した作品に転化したので、デザイン的には良くなっ
たように思う。反面、老人にも使いやすい椅子という最初の目的から考えると、肘掛がなくなった
ことはお年寄りの立ち座りには不便さが増し、機能面でお年寄りに優しい椅子ではなくなったかも
しれない。従って、
「昼下がりのおじいさんの休日」というテーマからも弱冠ずれてしまった気がす
る。
デザイン的には最終作品と同じつくりで肘掛がある椅子にしても良かったのではないかと思う。
ただ座り心地は良かったので「おじいさん」ということにこだわらなければリラックスチェアーと
しての機能は十分果たせていたのではなかろうか。
座椅子に関しては「和風家具」ということで焼き杉を使用した座卓との組み合わせの中で考え出
されたものである。独立した家具として考えるのなら、高さを高くしてスツールとして作成しても
面白かったのではないかと思う。
図１０は 2007 年度と 2008 年度の展示会におけるダンボール家具と組み合わされた空間表現の 1 部写
真である。テーマを持った空間表現ということで、今回のダンボール家具は、他作品との調和という点で
は成功だったように思うが、逆に他作品との関係で制約を受ける部分もあった。ダンボール家具そのもの
に焦点を当てて制作を行ったらもっと自由なおもしろいデザインの作品が生まれたかもしれない。今年 9
月の新聞記事で愛知東工大のダンボールの城づくり(朝日新聞, 2009b)や塩釜高校のダンボールで作っ
たガンダムの話題(朝日新聞, 2009a；毎日新聞, 2009）が取り上げられていたが、ダンボールの利点を考
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図１０． 展示会（左：2007 年度、右：2008 年度）
えると、今度はこれを生かしたおもちゃやアート作品作りに挑戦して見たいと思った。ただし、市販のダン
ボールキットを使うのではなく、1 枚のダンボールから各自が生み出すほうがものづくりの楽しさが倍加す
るのではなかろうか。山口氏(2007)の作品や人吉市中原小学校(2009)の4年生のすばらしい作品を見て、
その意を強くした。エコにも役立つダンボールを材料とした作品作りは、子どもの想像力を培ううえでも一
役も二役も果たしてくれそうな気がする。

謝
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今回ダンボール家具を作成するための材料集めに、多くのスーパーやホームセンターの方々にお世
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英単語教育における高校生の学習方略の導入に関する研究

下 地 貴 樹* ・ 丸 山 広 人**
(2009 年 9 月 15 日受理)

Research on introduction of high school student in English word learning
Takaki SHIMOJI and Hiroto MARUYAMA

キーワード：学習方略，英単語学習，高校

高校生の学習意欲の上昇を促すための方法の一つとして、学習方略に着目した。個人指導形式での学習指導、そのなか
での方略導入による意欲の上昇を測定した。その結果、学習方略のうち、精緻化方略、体制化方略の導入は学習意欲の上
昇に効果があった。

問題と目的
学習場面において、学習方略を効果的に使用できる学習者ほど学業成績のみならず、学習意欲も
高い。これは Palmer(1988)が帰属理論の観点から、Bandura(1977)が自己効力感理論によってそ
れぞれ明らかにしている。
彼らの意欲が高い理由は、問題を発見し解決する方法を知っているからである。学習方略を効果
的に使用できないものは、学習をこなし知識を習得しても意欲は上がらない。そこで「効果的な学
習方略の教授を行えば、学習意欲は上昇する」という考えから「方略を教授されることで学習意欲
が高まる」という研究も近年行われている（岡田，2007）
。
岡田(2005)の研究では、学習方略の介入により、方略志向の高低や英単語に対する重要性の認知
にかかわらず学習意欲が高まったことが確認された。
学習方略を教授されることで、どうして学習意欲の上昇に効果を及ぼすのか。
それには、Atkinson(1957)の期待－価値モデルや Bandura(1982)の効力期待など動機づけ理論に
おける「期待」という概念が大きく関わっていると考えられた。このような理論的枠組みに照らし
て岡田(2007)は、期待とはこれからの学習に関する「見通し」がたつことにより生じるものであり、
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九州大学人間環境学府研究生
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方略を学ぶことにより見通しを立てることが出来るようになり、学習意欲が高まると考えた。
岡田(2007)がその研究に用いた主な方略は、体制化方略であった。これは事前調査において、体
制化方略とイメージ化方略の二つの方略を使用している生徒ほど積極的に学習に取り組んでいると
いう結果が出たこと、これらの方略の使用者が少なかったこと、英単語学習の際の体制化方略の有
効性が主張されていたこと、があっためである。調査の結果、体制化方略を用いた方略指導によっ
て、生徒の学習意欲は上昇し、さらに、英単語を学習することが重要だと思っていなくとも、英単
語学習に意欲を持ったということが明らかとなった。一方、この方法が必ずしも全ての学習者に有
効だとはいえない可能性も指摘されている。市川 (1998)は、知識の関連づけについて、予備的知識
の十分でない学習者にとって、方略の利用はかなり難しいことであると述べている。体制化するた
めの学習能力が、接頭辞、接尾辞、語幹の理解まで届いていなかったり、新しい情報に対しての取
り組みに不慣れであったりすると、方略があるということは解っても、使用まではできないという
ことが予想される。
体制化方略だけでは、現場の様々な生徒に対応することはできない。そうであるならば、体制化
方略ではない方略を利用することで解決できないだろうか。岡田(2007)の研究では、体制化方略に
重点を置いた研究であったが、積極的な学習を行う生徒が用いた方略には他にイメージ化方略があ
った。そこで、イメージ化方略を教授することで学習意欲の上昇をうながすことを試みたい。
イメージ化方略は、精緻化方略と呼ばれる方略の一つである。イメージ化には誘導イメージ化と
強制イメージ化があり、Reese(1976)はその効果を比較した。誘導イメージ化は、学習者に項目を
連合するための効果的イメージをつくらせ、それを用いるように教示するものである。強制イメー
ジ化は実験者があらかじめ教授者に一定のイメージを与え、学習者にそれを用いるように強制する
場合である。
この研究によると、
強制イメージ化は幼稚園児と小学１年生の対連合学習を助けたが、
誘導イメージ化は６年生と大人の学習に効果があった。これは、次のことを示している。年少児で
はまだ効果的なイメージをつくることができないが、与えられたイメージを用いることはできる。
これに対して、自分で自分に適したイメージをつくることのできる小学校６年生は、教師のイメー
ジ提示によってかえってその過程が妨げられてしまう可能性がある。
また、イメージ化方略の有効性が見られたというのなら、他の精緻化方略はどうであろうか。受
験用の参考書や問題集などには、語呂合わせやマンガで覚える英単語といったイメージを与えるこ
とで理解を促進させるものが多く見られる。これらの効果は数多く、英単語のみならず、英語学習
としての理解にも役立つ。例えば、語呂合わせの学習方法は、時間が経過してからの記憶の定着率
という点で他の学習法より優れている。語呂合わせのための文章が意味を持ち、学習者にイメージ
を与えやすいなどの利点がある。さらに、こういった語呂を自分でつくることは、自分にあったイ
メージを生み出し、学習に取り組むという過程を経るため連合しやすい。これは優れた誘導イメー
ジを使った学習といえるだろう。
強制イメージは、年少児向けだということを上述したが、学習者が興味を持ち、イメージを容易
に得るような教材を使ってイメージを与えるなら、それは年少児、年長児、大人を問わず効果があ
るはずである。その例として英語マンガがある。英語マンガで英語を学習する際には３つのメリッ
トがある。まず、ストーリーを楽しみながら続けられることである。英語マンガは、日本で刊行さ
れた作品の英訳版であり、
学習者が読んだことのある作品、
興味のある作品を楽しむことができる。
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次に、言葉のニュアンスが学べることである。マンガは、その絵によって登場人物の気持ちや心理
状態まで分かり、英語の習慣にも馴染むことができるようになる。つまり、コマの流れの中でセリ
フの英語表現の中に含まれるニュアンスまで分かるようになるということである。最後のメリット
は、一文一文が短いので会話に応用が利くということである。一般の小説や文章では、設定や状況、
心理描写を全て文字で説明する必要があるので、どうしても記述の英文量が多くなる。しかし、英
語のマンガでは、状況説明は絵で補えるので、１冊６０００語程度の小学校低学年向けの読み物く
らいの単語数でありながら、十分に深い内容が表現されている。つまり、英会話力を伸ばしたい人
に適した読書素材といえるだろう。
Pintrich, Smith, Garcia & Mckeachie(1993)や Wolters(1998)の研究では、学業成績と学習方略
の関連を測り、そこに正の相関が見られることを明らかにした。なかでも、精緻化方略が他の方略
に比べて、学業成績との相関が高いことが見られる。
表１ 学習方略と学業成績との関連
研究者

年代

対象

使用方略

学業成績と 対象の学業成績
の相関

リハーサル

r=.05

,Garcia&Mckea

精緻化

r=.22*

chie

体制化

r=.17*

メタ認知的自己調整

r=.30*

時間・学習環境の管理

r=.28*

リハーサル

r=.03

体制化

r=.17**

精緻化

r=.31**

メタ認知的方略

r=.24**

Pintrich ,Smith

Wolters

1993

1998

大学生

大学生

学年末の成績

学年末の成績

* p≺.05 :**p≺.01
以上のことからも、高校生の学習に対してイメージ化方略を含む精緻化方略は有効であろう。

方法
仮説
イメージ化方略、体制化方略を含む学習方略を導入することは学習者の学習意欲を上昇させるこ
とに適している。それは、他者から教授されても意欲の上昇がみられる。

１．実施内容
本研究では、個人指導形式での方略指導を行なった。週に１回、指導時間を１時間程度とした計
８回の授業と、指導に入る前の事前調査として、生徒と個別面談をして学習方略の研究であること
を知らせた。この事前調査を第０回とした全９回の指導である。それぞれの生徒には、毎回の指導
終了後に、質問紙を実施した。
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２．尺度
使用した質問紙は Schmeck(1977)らの作成した「学習過程調査票」
、谷島・新井(1994)の作成し
た「学習目標志向測度」である。
「学習過程調査票」は、学習の際に示す手続きを調査するものであり、次の４つの下位尺度から
なる。①学習教材の有意味なまとまり（体制的特性）に注意する能力や、それらを再体制化する能
力を「総合・分析」
、②組織的・伝統的な学習技術を用いる程度を「勉強法」
、③法則や一般化の仕
方を記憶する能力ではなく、細かい事実的知識を記憶・保持する能力を「事実記憶」
、④情報をイメ
ージ・媒介・実例などに置き換え、自分の体制的な枠組みの中に取り入れて適合させる程度を「精
緻化」の４つの観点から、望ましい学習過程をとっているかを調べる。この尺度を学習方略導入前
に調査することで、その生徒がどのような学習方略を用いているかを判断することが出来る。
「学習目標志向測度」は、学習意欲を測定するために用いる尺度である。学習意欲を目標志向と
して捉え、次の４つの下位尺度からなる。①課題内容を理解すること、課題そのものへの追求を目
指す傾向である「課題志向」
、②自己の向上、自己への挑戦のための学習を目指す傾向である「自己
志向」
、③友達との励まし合いや、助け合いを重視する親和的傾向である「協同志向」
、④周りと競
い合うことにより、切磋琢磨していこうとする傾向である「競争志向」である。この尺度の特徴は、
学習に対して促進する志向に関しての目標志向を測定していることである。よって、この尺度を用
いることにより、学習者の学習意欲を類推することができる。

３．対象者
沖縄県内の高校２年生４名、高校１年生２名 ６名とも男子（６名とも筆者が高校生水準とされ
る英語検定準２級の問題にもとづいて作成した英単語テストでは３割程度の成績であった）
。
方略の
教授は、生徒６名を２グループに分けて行った。実験群１として、生徒３名には８回全ての指導に
おいて学習方略の指導を行った。実験群２には、指導開始から４回目までは生徒の通常時の学習と
同じように学習してもらい（方略の教授はしない）
、後半４回に学習方略を指導した。これは、学習
方略の教授、修得によって意欲が上昇したということを測るためである。

４．指導内容
本研究で教授する方略は精緻化方略、体制化方略が主となる。精緻化方略の指導には、単語を使
った語呂合わせや身近な和製英語を用いた指導を中心に行った。また、英語マンガを使ってイメー
ジをつくることを教えた。体制化方略の教授には、岡田が行ったように単語の構成を体制化できる
ように接頭辞・接尾辞・語幹に別れることを教え、生徒に教材としてそれらのリストを渡し、学習
の一助とする。その一例を紹介する。
体制化方略
destruction(破壊) de(離れて)+struct(積む)+ion(→名詞)＝積んでる物をバラバラにする→破壊
competition(競争) com(ともに)+pet(求める)+ion(→名詞)＝一緒に求める＝競争
※接頭辞・接尾辞のリストを制作し、単語意味推測の手がかりとする。
精緻化方略
キーワード法（イメージ）
sober(まじめな) 覚え方：そば
そば（sober）にいたいのはまじめな人
そば
melt(溶ける) 覚え方：アイスは、なめると
めると（melt）溶ける
めると
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その他、イラストを用いたキーワード法や英語漫画などの台詞を利用する。
授業はまず、単語テスト形式で単語の意味を答えさせる。その単語について答えられた単語、答
えられなかった単語にかかわらず学習方略を教授して学習させる。実験としての授業内容はほぼ全
てが方略の教授という形で進み、最後に確認として単語をチェックする。そして、次回の指導の際、
開始時に同じテストを受けてもらう。テスト終了時にどの方略が向いていると思ったかなどを質問
する。

結果
１．学習目標志向測度から見る意欲の変化
学習目標志向測度におけるそれぞれの下位尺度の結果は、図１から図４に示した。なお、採点方
法は下位尺度ごとに４件法の数値をそのまま得点化して、それぞれの合計を算出している（課題志
向：6 項目・24 点満点、自己志向：7 項目・28 点満点、協同志向：5 項目・20 点満点、競争志向：
5 項目・20 点満点）
。
各志向性の実験群１，２を比較すると、第１回の指導から学習方略を導入した実験群１は、第１
回の指導後から志向性の上昇を見せ、第５回から学習方略の指導を行った実験群２の志向性は第５
回後からの上昇を見せている。このことから学習方略の導入が、学習意欲の上昇に影響を与えると
いうことが分かった。
また、各志向性の比較では「自己志向」という点から上昇を見せた。それに比べて、
「課題志向」
「協同志向」
「競争志向」の点では上昇は見られるものの自己志向のような急激な変化はみられなか
った。課題志向のグラフ（図１）を見ると、方略の教授が影響を与えているのか分からない。徐々
に伸びているようにも思うが、実験群２の伸びと差がない。それと比較
して自己志向（図２）においては、方略を教授したその回から意欲が伸びている。協同志向（図
３）
では、
実験群１が方略の教授に対して大きく反応しているが実験群２の方を見ると反応が弱い。
競争志向（図４）の伸びを見ると、方略を教授してすぐではないが、反応がある。このように各志
向性によって上昇に差異があるが、
学習方略を教授することでどの志向性も上昇したことが分かる。
特に自己志向において結果が明らかとなったが、これは「自己の向上、自己への挑戦のための学習
を目指す傾向」である。生徒はもともと学習への興味が無かったのではなく、学習の方法が掴めて
いなかったのではないか。そこへ、学習方法を教授されたことで意欲が急激に刺激され、学習の楽
しさ、
自身の勉強方法の欠点に気づくことが出来たのではないだろうか。
自己志向が最初に上昇し、
それに次いで他の志向も上昇していくのではないだろうか。
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２．学習過程調査票による生徒の傾向の変化
次に学習過程調査票から学習者の変化をみる。なお採点方法は、２件法でより望ましいとされる
選択をした項目を 1 点、望ましくないとされる項目を 0 点としてそれぞれの合計を算出する。その
結果を以下に示す（生徒１，２，３は実験群１、生徒４，５，６は実験群２である）
。図５は、４つ
の下位尺度の得点を合計したものであり、学習過程に対する望ましさの程度を測っているものであ
る。図５で示したように、実験前の事前調査（第 0 回）と比較すると、実験後は全員が望ましい学
習傾向に変化している。さらに興味深いことに、実験群１と実験群２を比較すると、実験群１の方
に、より高い数値の上昇がみえる。
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実験群１と実験群２において「総合・分析」の観点からは両実験群ともに上昇の傾向をみせた（図
6）
。だが「事実の記憶」
（図 8）に関しては、個人間には差異が見られたが、実験群としての差異は
見られなかった。注目したものが「勉強法」
（図 7）と「精緻化」
（図 9）の学習過程である。勉強
法に関して両実験群を比較すると、実験群１の実験後の平均は 13.3、実験群２の実験後の平均は
8.6 である。このことから方略を多く学習した実験群１は、より望ましい勉強法を修得したとうか
がえる。それではなぜ実験群２では実験後の方が低い数値を取るのだろうか。これには前述した市
川の述べるように、方略を利用するに当たっての予備知識が未だ完全ではなく、利用が難しい状態
になっており、実験群２においては導入した方略に対する試行錯誤が行われているものだと考えら
れる。だが、
「精緻化」に関しては実験群２が大きな上昇をみせた。このことから推測すると、実験
群２は教材に対してイメージを作ることや類似した概念がないかを考えるようになっているが、勉
強法として精緻化を学習へ取り組めていないと考えられる。
この質問紙では、事前調査の段階から学習者の学習傾向を調査した。６人に共通した項目をまと
めると以下の表２ようになった。
総合・分析に関する質問の「わかっていることをもとにして、まだわかっていないことを考える
のは難しいか」という問いには、方略教授後も教授前も「難しい」という回答であり、
「答えが分か
らないとき、正しく推測できるか」という問いには「できない」という回答だった。方略を使えば、
解答が予測出来る、解答が導き出せれば問題が解ける、問題が解ければ達成感から学習に対する意
欲が増す、というようなものを考えていたが、そうではないということがわかった。
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評価基準
総合・分析

表２ 学習傾向の変化の共通点
事前調査
事後調査
既知の知識を応用することは難しく 既知の知識を応用することは難しいが、良
考えるのが遅い。良し悪しや正誤な し悪しや正誤などを意識して考えながら
どを考えずに勉強する傾向が高い。 学習するようになった。

勉強法

勉強の計画や定期的な見直しなどし
ない。単語の理解を深めるための努
力を行わない。学習やテスト勉強の
ときに、必要な言葉が教科書のどこ
にあるのかが分からない

勉強の計画や定期的な見直しなどしない。
だが、読んだ教科書の要点メモをとるよう
になった。教科書などに必要な語句がどこ
にあるかを見つけられるようになった。

事実の記憶

英単語の意味・スペルなどを覚える
のが苦手で非常に苦労する。テスト
の時などは教科書やテキストなどを
そのまま覚えるようにしている。

英単語の意味・スペルなどをおぼえるのは
難しい。空欄を埋める、定義を述べるなど
の試験ではよい結果が出せるようになっ
た。

精緻化

事実の背後にある理由に興味が無
く、新しい概念を教わったとき、そ
れに似た概念を思い出せない。教材
を読んだ後でしばらく考えようとす
る。新しい単語やアイデアを既に知
っている物に結びつけて学習するこ
ともあるが、事実に対する法則性の
発見や、新しい概念の応用について
は困難である。

事実の背後にある理由に全員が興味を示
すようになった。教材を読んだ後でしばら
く考えようとする。新しい単語やアイデア
をすでに知っている物に結びつけて学習
することもあり、類似のアイデアに結びつ
けて学習しようとする。

３．学習方略の影響と受け止め方
「学習目標志向測度」の結果を、各目標志向から見た学習意欲ではなく、目標志向によらず学習
意欲が上昇したかを見るために全ての志向を含めた学習目標志向測度から分析を行うこととした
（図 10）
。指導回数と実験群要因の２要因の分散分析をおこなったところ、交互作用は認められず、
回数の主効果が認められた。実験群１では、実験前と第１回目の指導との間で有意差が認められた
(F=14.10,p<.05) 。実験群では、方略教授を導入した５回目と８回目の指導に有位差が認められた
(F=5.35,p<.05) 。すなわち方略を教授したことで意欲が高まったということが確認できた。実験群
１では、実験の初回から学習方略の存在、使用を教授し、その方法を認識させたことが速やかな学
習意欲の上昇に影響していると考えられる。
学習の第１回より提示されたことで、
興味を刺激され、
速やかに取り組めたと思われる。一方、実験群２には、方略を指導した５回目と次の６回目ではな
く、８回目に有意差が認められた。この差は、実験群２が、前半４回の指導を従来の個人学習のよ
うに学習したことに問題があったと思われる。実験群２の生徒たちは、筆者の方略の指導が行われ
ない前半は、いつもどおりに単純な反復学習を続けるのみで、
「院生の家庭教師も特別なことはない
んですね」
、
「期待外れな気がする」などの意見を出していた。このため、実際に５回目から学習方
略を教授しようとしても、前半４回の指導によるネガティブなイメージがそれを妨害し、影響が出
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るまでに時間がかかったと考える。このように、新しい学習法を提示されても、批判的な意識や自
分 に は 向 か な い と 感 じ る と 、 そ の 学 習 法 を 選 択 し な い と い う 意 見 は Palmer,D.J. and
Goetz,E.T(1988)が述べており、今回の実験からもそれはうかがえるものであった。
本研究では、対象とする数が少ないので統計的な分析にかける有効性については検討の余地が残
されるが、学習方略の導入が学習意欲の上昇に影響することは推測できるであろう。
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また、学習方略を指導していると、実験群１の取り組みに変化が現れた。調査協力者たちは、前
半４回目の授業までは精緻化方略を好んで使用していた。語呂合わせで覚えることや、英語漫画に
よる効果として学習に取り組みやすくなるというものがある。その効果が現れたのだということが
うかがえる。しかし、その学習態度は、生徒自身が取り組むというよりも、教授者の促しにより、
方略を選択使用するというものであり、
「どうやったらいいのですか」
「語呂合わせで何かいいもの
はありますか」など尋ねてくることが多かった。これは、実験群２も同様で、方略の指導から「お
もしろい」という感想や「こういう勉強なら楽だな」という意見はあったが、自分から課題にあわ
せたイメージをつくることには難色を示しているようであった。
だが、実験群１の後半５，６回目の指導には、単語課題を提示すると、その構成はどうなってい
るのか、どこで分解できるかということに興味を示し、そこから意味を推測するようになった。さ
らに、精緻化方略に関しても、単語を日常の場面で見聞きした語に関連づけてイメージとして組み
合わせることができるようになっていた（medicine：medical という言葉を病院で聞いたことがあ
り、medi という接頭辞が、医療に関するものであるということを推測。そこから薬品という意味
にたどり着いた）
。
また、図 10 を確認すると、５，６回目の指導で、意欲がまた伸びている。これは、使用方略の
変化と意欲の上昇に関係があると思われる。
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考察
使用方略の変化と学習について
本研究の対象とした生徒 6 名のうちで実験群１の生徒 3 名には使用方略の変化がみえた。計 8 回
の授業のうち、
前半は精緻化方略が好まれ、
生徒も自ら進んで図書館から英語漫画を借りてきたり、
イメージと語呂合わせをつくっていたりした。しかし、後半 5，6 回目の指導には、提示した単語
課題を分解できないか、構成や語源はなにかと体制化方略を使用することが増えた。実験群２には
その変化がみえなかったが、学習方略を導入する際はじめに選択した方略は、実験群１と同様に精
緻化方略であった。
本研究の実験群１，２の両方ともに、学習方略を導入した際にはじめに選択された方略は精緻化
方略であった。そして精緻化方略によって学習を行い、語彙を増やしていく。そのなかで英単語に
共通した接頭辞や語幹に気づき、体制化方略へと変化していくのではないだろうか。そして、図 10
で示されているように実験群１の学習者は、体制化方略へと変化を見せていると思われる 5、6 回
目の指導では再び志向性が上昇している。
方略の指導から意欲の上昇までの回数が数回かかったことなどは、生徒が外面的な方略の使用変
化だけでなく、各々に見合った方略を用いることが出来るようになるまで時間がかかったと考えら
れる。

今後の課題
本研究では、
「学習方略を他者から教授されても学習意欲は上昇し、それは体制化方略だけでなく、
精緻化方略でも影響がある」という傾向を推測できる。同時に、
「方略の教授は早い段階から与える
ほど効果的である」ということ、
「いくつかの方略を同時に提示しても学習者はそこから選択し、自
分の学習スタイルの発展とともに使用方略を選択する」ということまで見ることができた。
これは、非常に有意義な結果であり、ゆとり教育が展開され教育現場での時間が減少し、学習意
欲の上昇を求める現在の日本教育のなかで、有効な手段となり得るものである。
だが、本研究においては、英語に対する意欲、学習成績の低いものを選抜したためであったが、
結果としてはわずかな人数での実験となり、多数への効果を検証できず、信頼性という点で疑問が
出る。また、学習目標志向測度を用いる際に４件法でおこない、生徒の意欲の上昇を細かく測るこ
とができなかったという点で懸念も残る。
学校という学習現場での多人数を対象とした学習方略教授はどのように行えばよいか、それによ
る学習意欲の上昇はみられるか。現在の生徒の学習意欲の現状を調査し、どのような方略を使用す
る生徒が意欲が高いのか。Deci（1995）の述べたテスト予期による学習意欲の変化の観点から、テ
スト形式や単純な点数評価ではない生徒の学習態度の変化を捉えた分析をする必要もある。
今後、これらの問題に対処して成果を出していくことで、学習方略の学習意欲に対する効果の一
般化を検討していきたい。
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