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小学校書写学習の毛筆導入授業における 

学習指導法に関する実践報告 

 

齋 木 久 美＊ ・ 小 瀧 綾 子＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

A Practice Peport about the Effective Learning Method of the Introduction Class  

of the Calligraphy of the Elementary School 

 

Kumi SAIKI and Ayako KOTAKI 

 

キーワード：小学校書写，毛筆，導入授業 

 

 毛筆で整えて書くためには、適切な用具を用い、姿勢や筆順の確認をおろそかにせず、点画の長さや方向、接し方な

どに注意しなければならない。初めて毛筆を用いる学習では用具の使い方の理解と習熟が大切である。しかし毛筆の用具

は日頃の硬筆の用具とは異なるので、児童は、一つ一つの用具について名前と用途を確認することが必要になる。さらに墨

液をつけて書くという毛筆の使い方も学ばなければならない。そのため毛筆を導入する授業が学習者にとっても指導者にと

っても煩雑なものになってしまい、その後の毛筆を使用する学習に影響を生じている。 

そこで本稿では毛筆を初めて用いる授業の配慮点や工夫点を検討し、先行事例の効果的な学習指導法を組合わせて実

践により検証した。その際、ペットボトルを用いて筆を洗う、ワークシートを用いて筆の動かし方を学習する、に成果

があった。 

 

はじめに 

 

小学校国語科書写では毛筆は硬筆の基礎を養うものとされ、第3学年からその学習が始まる 1)。

毛筆では点画に注意して書く 2)ことが指導事項であり、そのねらいは毛筆を使用する文字学習では

大きく書くことで硬筆の学習では気づきにくい部分に気付かせ、その書き方を確かめさせることで

ある。このことが文字を整えて書くための大事なことを児童に学ばせるという効果につながる。 

 原 3)は、大きく書くことによる成果はマジックインキなどによっても指導は可能であるが、「始筆

終筆など文字のつくりに対する理解を持たせなくてはならない」ことから手の運動も含めて、毛筆 

を用いて大きく書くことは大事であると述べている。上篠 4)は毛筆は，「柔らかいから油断ができ」 

――――― 

*茨城大学教育学部書写書道教育研究室 

**神栖市立植松小学校 
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ず，一種の緊張を伴うと指摘する。毛筆には「点画の一つ一つの構造というものをはっきり認識さ

せる」、点画の接し方，交わり方，方向などの「点画の組み合わせがはっきり分かる」、「全体の字形

がよくわかる」といった特徴がありその特徴を「硬筆よりもはるかに毛筆のほうが正確に伝えるこ

とができ」るので、このことが、「一画一画に神経を集中させ書くこと」につながり、さらに「字を

ていねいに書く態度」の育成になると述べている。したがって毛筆による学習は文字の一つ一つの

点画の理解をうながし、整えて書くための態度と技能を育成するというねらいがある。 

毛筆を初めて導入する授業の内容について、藤原・細谷 5)は「(1)用具の使い方を適切に指導する」

「(2)姿勢・執筆などの技能を順次高める」「(3)適切な筆の使い方を指導する」の3点を上げている。

毛筆は日頃児童が書字で使用する用具とは全く異なるものであるから、まずそれぞれの用具の使い

方の指導が必要である。そして適切な筆の使い方を理解し、実践によって確かめるという授業の流

れになる。 

 

２ 毛筆を初めて導入する授業で配慮したいこと  

 

 前項で述べたように、毛筆には硬筆にはない長所があるが、用具の扱いが難しいこと、毛筆で思

い通りに書き表すためには練習が必要であることなどの短所がある。用具についてはまず毛筆の用

具の準備と片付けから学ばなければならない。児童が普段使用している硬筆の用具とは全く異なる

ので、毛筆の用具の名称と用途を学習する必要がある。初めて触れる用具であるから、時間をかけ

て丁寧に名称等の学習を行いたいところであるが、毛筆で書く時間も必要であるから、効率よくす

すめる必要がある。 

 次に検討したいのが、筆の使い方の指導である。児童が初めて持つ筆の適切な使い方を学習する

ためには、どのように筆を持つのか、どのように点画を書くのか、といったことを理解させ、筆の

動かし方を学習させる必要がある。その後筆の使い方を理解し確かめる体験を積み重ねることで、

今度は教材を見たときに書き始めの筆の位置や文字を構成するそれぞれの点画の太さ、長さや方向

などを実際の筆の動きとして推察できるようになり、その推察をもとに文字を書き表せるようにな

る。このくり返しによって、文字の整え方を身につけていくのである。ところが筆の使い方がよく

わからないままの毛筆の学習では常に筆をどのように使うのか、ということばかり気にすることに

なり、文字を整えて書くためにどうすればよいのか、ということに集中できないことになる。 

 そこで以下の項で、用具の扱いと筆の使い方の指導法について、それぞれの配慮点とその対応方

法を述べた後に、実践による成果を報告する。 

 

３ 毛筆用具の扱いの指導で配慮したいこと 

 

 教員養成過程で学ぶ大学生の小学校での毛筆学習に関する感想には、用具の扱いの指導が十分で

なかったために授業に集中できなかったというものがあり、次（一部修正）に示す。 

 

 とっつきにくい毛筆 

 先生が変わっていくうちに、毛筆は私にとって良くわからない、とっつきづらいものにな
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ってしまった。なぜかというと、用具の扱い方など全てにおいて先生によって言う事がばら

ばらだったのだ。最初の先生は「良い字を書くには筆は穂先だけ、全体の3分の２くらいを

おろす」と言ったが、次の先生は「全部おろさなければ字なんか書けない」と言った。 

 また使い終わった筆についてある先生は「毛がいたむから水では決して洗うな」と言った

が、別の先生は「固まってしまっては使いものにならなくなるから必ず良く水洗いしろ」と

言った。まったく逆のことを平気で言われ、私たちは結局、そのときどきの先生にあわせる

しかないので、そうやっているうちに何が正しいのかさっぱりわからなくなってしまった。

同時に、書写は要領を得ない不思議な授業になってしまった。そうやって方法に常に疑問を

持っていたので「字を書く」という本来の目的より道具や紙に対する扱いのほうが気になっ

てしまって、なかなか身を入れて取りくむことができなかった。 

 

 この「とっつきにくい毛筆」では、用具の扱いが担当者によって異なることから生じた学習者の

混乱の様子が綴られている。「要領を得ない不思議な授業」になってしまい、本来の目的である文字

を書くことに集中できなかったという。これでは毛筆学習がねらいとする文字を整えて書くための

基礎基本の習得どころではなく、むしろ逆行してしまう状況になっていたことになる。各学校内の

対応の違いにより、書写の授業は担任以外の先生が担当するという場合もあり、「とっつきにくい毛

筆」を書いた学生の小学校は指導者間の連携が十分になされていなかった例といえる。  

 大学生の感想の中には、高校で選択した芸術科書道で初めて毛筆の用具の扱いを学んだ、と記述

したものもあった。こういった感想から気付かされるのは、学習者が毛筆で半紙に文字を書いてい

ることを毛筆の扱い方を理解していることととらえてしまい、指導者が適切な対応をしないまま毛

筆学習が進められている状況があるということである。 

  

４ 毛筆用具の扱い方の効果的な指導について 

 

限られた時間の中で児童に初めて使用する毛筆の扱い方を理解させ、その後の毛筆学習への意欲

を高めるために、どのような配慮が必要であろうか。 

 藤原・細矢 6)は毛筆学習の導入時の児童の様子を次のように述べている。 

 新しい用具をそろえて白い紙に，毛筆で文字を書くことに非常な興味と関心を示すが，その

経験は，大部分の児童にとって初めてのものである。ただ一部の児童が書道塾で経験したり，

家庭での経験があるだけである。 

 初めて使う用具に興味関心を示し、意欲的に取り組もうとする学習者の興味関心を持続しつつ、

用具の扱いを学習させるためには工夫が必要である。図１・２は現在使用されている小学校3年生

書写教科書の光村図書 7)と東京書籍 8)の毛筆の扱いに関するページの一部である。先行実践例や現

行の教科書等をもとに配慮点を以下にまとめる。 

 

４－１ 全体の用具の準備といくつかの用具について 

①用具を机上に出す順も指示をする 

 初めて使用する用具であるからその名称を示しながら、準備の方法を学習させることが望ましい。 
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            図   １                             図   ２ 

 

児童は各用具の用途などに興味を示すことが多いが、細かく説明したり用途について考えさせたり

している時間を作るのは難しいので、初回は簡単に話す程度にする。図２の上部にある用具配置図

を示すなどして、用具を出す指示をする。このとき児童が自分の教科書を広げてしまうと用具の準

備がやりにくくなるので、図を黒板に掲示し、それを確認しながら準備させるようにするとよい。

そして指導者の指示に合わせて順に、「１新聞紙、２下敷き、３文鎮、４硯（または毛筆セットの硯

箱ごと）、５大筆、６墨（墨液）」を机上に出して配置させるようにする。毛筆用バッグなど使わな

いものはいすの下に置くなどの指示もしたい。 

 墨液の容器は硯の奥に置かせるが、墨液を硯に入れる指示はできるだけ書く直前がよい。毛筆セ

ットに固形墨が用意されている場合、児童は何に使うのか興味関心を示すが、初回の授業時に固形

墨についてまで触れるのは難しい。名称と使用方法を簡単に述べ初回は使わないという指示も必要

である。小筆についても同様である。 

 

②硯の名称「海・りく」を教える 

 硯の名称に関しては、用意する墨液の量や筆の穂先をそろえるなどの指示をするためにも、硯の

各部の名称（海、りく・おか）を教える。 

 墨液を硯に入れることについては１．墨液のふたをはずす、２．用意する墨液の量を示し、硯の

うみに入れる、３．墨液のふたをしめ、所定の位置に置く、という指示をすることになる。児童に
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とっては初めて使用する用具ばかりである。注意が散漫になってしまうことがあるので、墨液のふ

たをしめるといった指示も大切である。墨液のふたをつまんでまわすタイプのものの場合、こうい

った動作に慣れていない児童の中には、「うまくあけられない」ということがあるので、指導者がふ

たをゆるめてあげるなどの対応をする。使用後の硯は反古紙を用いてふきとるようにする。 

 

４－２ 用具の片付けの指示について 

①大筆を洗うためにペットボトルを活用する 

  授業前に準備しておきたいのが 8分目程度の水を入れた 500ｍｌのペットボトルである。学習

が始まる前に水を入れてしっかりふたを閉め、机のわきに置くよう指示をする。 

 使用した大筆の片付けは、持ち帰らせて各家庭で洗う、学校内で洗うといった方法がある。前者

は筆を洗う片付けの時間を省略できるが、持ち帰った当日に洗うようにしないと毛に残った墨液が

固まり洗うのに手間がかかる。また洗わずに次回持参することになった場合、この状態の筆では十

分な学習ができないといった状況になる。用具の片付けも学習の一部ととらえ、授業内で筆を洗う

ようにしたい。しかし限られた時間に学校内の水道設備で洗うのは難しい。そこで、「ジャムの空き

瓶などを利用しよう」といった方法が紹介されており、先の光村図書の教科書に示されているのが

この例である。最近は手頃であることからペットボトルが活用されている。 

 余分な墨を反古などで拭き取り、8分目程度の水を入れた500mlペットボトルで筆を根本までつ

け6 ~10回程度上下させながら洗い、穂先を整えてから筆巻きなどに片付けるとよい。授業終了後

ペットボトルの水を各自が流しで捨てるようにすれば、筆の片付けまで座ったままでできる。 

 

②筆洗い用のペットボトルを用いる注意点と保管について 

 汚れた水の入ったペットボトルをふると墨の泡が生じるが、撹拌すると墨の粒子がペットボトル

の内側に拡散しかえって汚れてしまう。そうなるとペットボトルをすすぐ手間が生じる。ペットボ

トルで遊ぶことがないようにきちんと指示するようにしたい。またペットボトルを使用しないとき

はしっかりふたをしめて机の下などに置いておくなども徹底するようにしたい。汚れた水を捨てる

のに時間を要する場合があるが、回を重ねるごとに児童は手際がよくなってくる。 

 なおペットボトルの保管は、上部を切り取った牛乳パックを数列貼り合わせた収納ケースを教室

に設置すると便利である。記名し指定の場所に収納させるとよい。 

 

４－３ 大筆の使い方とその関連事項について  

①大筆を使う時の指示を明確にして徹底させる 

 指示を明確にするといったことは毛筆を使う場合に限ったことではないが、初めて使う用具が多

いので、説明を聞くときは大筆を置くなどの指示を徹底させるようにする。 

 

②毛をほぐす 

 毛をのりで固めたものとさばいたものの2タイプの形式で市販されている。児童向けのものはの

りで固めたタイプのものが多い。墨液を吸い上げやすい状態にするために使用する前に毛をほぐす

よう指示、全員の筆の毛がさばかれている状態になっているか確認する。 
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③大筆を持つ位置と持ち方 

 大筆を持つ位置は軸の下から三分の一あたりになるが、児童には「軸の真ん中より、少し下を持

ちましょう。」などと説明する方がわかりやすい。筆の持ち方は一般に、人差し指だけを軸にかける

場合（単鈎法）と人差し指と中指の二本の指を軸にかける場合（双鈎法）の二通りがある。児童が

安定して大筆を持つには、指を二本かける持ち方を進めるとよいようである。 

 

④大筆の持ち方の指導と墨液の準備とどちらが先か 

 毛筆の毛をほぐし、持つ位置を確認したら、いよいよ筆に墨液をつけることになる。ここで事前

に検討していきたいのが、墨液をいつ硯に入れるかということである。児童が用具の扱いに慣れて

くれば、あまり気にしなくてもよいことだが、初めての場合は全体に指示して一緒に進める方が効

率もよく、児童も筆を使うという目標に集中できる。墨液に不用意に触れて汚れてしまったという

状況をできるだけ回避するためには硯に墨液を入れてから筆に墨液をつけるまでの時間ができるだ

け短い方がよい。このことから墨液を入れたらすぐ使うという次の順序がよいようである。 

 

  １用具の準備→2用紙の用意→3文鎮を置く 

        →4筆をさばく→5持ち方の確認→6墨液を入れる 

                     →7墨液をつけ穂先をそろえる→8大筆で書く 

 

 この準備の順では筆の持ち方を確認したあと、いったん筆を置くことになるが、この時に使わな

いときの筆を置く場所を指示し、そこに置かせるようにするとよい。筆を持たない（使わない）と

きの置き場所を決めておくと、その後の活動も比較的スムーズに進められるようである。 

 

⑤墨液をつけ、穂先をそろえる 

 墨液を含ませ穂先をそろえた状態の大筆を見せた後、墨液が入った硯の「うみ」に大筆を入れて

墨につけ、たっぷりしみこませてから、硯の「りく」で余分な墨液をおとすようにしながら穂先を

そろえるよう児童に指導する。なお「りく」の上で筆をまっすぐに立てた時に、墨液がぽたぽたと

垂れて落ちる状態では墨を含みすぎており、児童にとっては扱いが難しい。「筆を立てた時に落ちな

いように余分な墨液を硯のりくで落としましょう。」といった指示をするとよい。 

 

⑥大筆を置くときの向きと位置を決める 

 机上の半紙や手などを墨液で汚してしまった児童を観察していると、大筆に含まれた墨液が多い

ままねかせて軸部分に墨液が流れて汚れてしまう、大筆を置くときの向きや位置を決めていないた

めにうっかり墨液のついた部分をさわってしまうといった様子がうかがえる。このことから大筆を

置く場所を指定することは大切である。藤原・細谷 9)は「筆のすみが机などにつかないようにする

筆の台があると便利である。」として身近なものを利用することを進めている。最近の市販の書写セ

ットには筆をおく部品がついているものもあるのでそれを活用するとよい。こういったものがない

ときはぞうきんなどにせんたくばさみを立つように止めて大筆を置く場所にするとよい。 
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⑦大筆の後片付け 

 ４－２のペットボトルを活用する、の項でも述べたが、使用後は不要な半紙等で余分な墨液をと

ってからペットボトルの水で洗い、穂先の形を整え筆巻きなどに入れて後片付けをする。毛をのり

で固めた筆には透明のキャップがついていることがある。児童は鉛筆の扱いの感覚で使用後の大筆

にキャップをつけようすることがある。乾きにくくなったり毛の部分を痛めたりするのでキャップ

はしない方がよいのでその指示もする。実際にキャップをしたまま放置しておくとかびが繁殖する

ことがある。 

 

４－４ 半紙ばさみを活用して学習の効率化をはかる 

 使用した半紙を一時保管するにはやはり古新聞を利用すると都合がよい。よほど墨液がついた状

態でなければ、はさんで置くとほどよく乾く。床に新聞紙を広げて使用した半紙を置く方法は指導

者の机間指導に支障をきたすだけでなく、児童にとっても適切な方法とは言えない。すでに新聞紙

の上に置いた半紙の上に次の半紙を重ねて置かないようにするために、児童はいすから立ち、床の

新聞紙を１枚めくってから直前に書いた半紙を入れてから座る、といった動作が必要になるからで

ある。そこで教科書に示されたように、事前に半紙ばさみを作りそれを用いるとよい。「新編新しい

書写三」8)には厚紙とひもを用いた紙ばさみの作り方が、「書写三年」7)には書いた紙をはさむ様子

が掲載されている。新聞紙を半分に切りそれを綴じたものを用意するだけでもよいが、教科書の例

のようにひもがあると机のよこにかけることができる。高学年では自分で作ることができるが3年

生の場合は保護者に依頼して家庭で準備してもらうことなる。そこで本稿では紙袋の持ち手を利用

して手軽に作成する半紙ばさみの作り方を 15 ページに掲載した。厚紙を用いていないので多少耐

久性は劣るが、家庭にあるもので手軽に作成できるようになっている。是非活用してほしい。実際

に小学校3年生の家庭で用意してもらったものについては後述するが、紙袋に絵を書くなど工夫し

たものを作ることができ、好評であった。 

 

 

５ 毛筆の筆使いを指導する上で配慮したいことについて 

 

 前項では毛筆の用具の扱い方について述べたが、次に毛筆の筆使いを指導する際の配慮点につい

て考えてみたい。次に示したのは、筆の使い方がわからなかったという大学生の感想である。 

 

大嫌いな毛筆 

 毛筆の授業が嫌いだった。この毛筆嫌いは小学校の書写学習から。何が嫌かというとまず、

筆をどう動かすかがわからなかった。また小二までは硬筆で、まだうまく書けていたのに、

思うように書けず悩んだ。書いたものを教室に貼られるのも、先生が朱墨で花丸をつけてい

くのも嫌だった。私の字にはめったに花丸がつくことはなかった。形を整えようと二度書き

をすると怒られた。せっかくならうまく見せたい、と思った末の二度書きだったのに、とま

すます嫌いになった。中・高では毛筆の授業がなかったので本当にうれしかった。 
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 「大嫌いな毛筆」は筆の扱いの学習が十分に行われなかった事例である。まず筆の動かし方がわ

からなかった、と述べている。そしてわからないなりに形を整えようと二度書きして、そのことに

注意を受けてますますきらいになったと記述している。筆をどのように使うか理解する、その後そ

の使い方に習熟する、といった学習過程の機会がなかったというものである。しかもわからないな

りにやってみた二度書きを注意され、余計に毛筆学習が嫌いになってしまったわけである。確かに

二度書きはよいとは言えないが、二度書きしてしまった部分について、少なくとも学習者はそこの

部分の筆使いなどが整っていないことに気付いていることになる。その改善のために二度書きを行

ったと受け止めるならば、なぜ二度書きしたのかについて問い、学習者が改善すべき点に気付いて

いたことを評価するような言葉かけをしてもよいのかもしれない。こういった指導者の対応では、

次回以降の毛筆学習に意欲的に取り組ませることにつながってくるはずである。 

 

６  毛筆の筆使いの指導を効果的進めるために 

 

６－１ 初めて筆を使う時に何を書かせるか 

 藤原・細矢 5)は毛筆を初めて使用する時間の指導について「細かい注意を与え」過ぎて児童の「書

いてみたいと思った意欲を失わ」せる場合もあると述べている。「始筆こそ，毛筆を使って書く最初」

だから初めての授業では「始筆」の練習に絞るべきで、「毛筆の扱いになれてから基本点画の学習を

進めてもよい」としている。  

 原 3)も藤原らと同様の指摘をし、そのためにも「形を作らせない」ことがよいと述べている。そ

してはじめから文字を書かせた場合の児童の不慣れな様子を次のように説明している。 

持ちなれない筆を持って文字を書くとき，子どもは，形を作ろうとして懸命になる。腕の

動きによって文字を書くのであるから，ともするとはみ出したりちぢかんでしまったりする。

バランスをとって書き上げるということが困難な子どもが多いのが実情である。それに対し

て，手本と同じような整った形をとらせようとすると，死んだ線を書くようになってしまう。

不器用な子どもは，特にこの傾向が強く，二度書きなどしてなぞったりする。また，途中で

筆をとめてしまったり，書きながらきょろきょろ見回したりする。これは，形に対して自信

がないからであろう。 

最初は思い切り大きく，一気に書かせよう。はみ出してもいいのだという安心感を与えて

書かせよう。この，一気に書くということがとても大事だと思う。一気に書くということが，

筆勢につながってくるからである。  

 毛筆のねらいが文字を整えて書くことの基礎基本を習得させることであるからといって、筆の動

かし方がよくわからない時に文字を書かせることは、成果がえられないだけでなく逆効果になると

いうことである。文字を書かせることは「形をつくる」という活動を強いることになり、初めて筆

を持つ児童の課題としては適切とは言えず、課題を始筆の筆使いに絞るなどの配慮が必要である。 

 

６－２ 毛筆は腕で書く 

 毛筆を初めて使用する授業ではいきなり文字を書かせるのではないとしたら、何を書かせどのよ

うに進めればよいだろうか。 
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 神谷 9)は初めて毛筆を導入するでは、「大筆を立てて」書くためにも、まるや渦巻きを書く学習が

よいと述べている。そして毛筆の筆使いで大事な「穂先の方向，終筆の仕方のイメージをつかませ

る」ためには「腕書き」がよく、「腕書き」を徹底することが大事であると述べている。 

 阿部 10)は初めての授業では筆の「感触を味わ」うことが大切であると指摘する。そして「太筆に

墨をつけて書くというのはどんなものか，その感触を味わわせ，筆に対する親しみも持たせたい。」

として、最初の時間では用具の準備、筆の持ち方の指導のあとに「筆の動かし方―懸腕法で立てて

運筆する―」「筆になれさせ方―いろんな線を書かせてみる― 」を上げている。そして神谷と同様

に毛筆では腕を大きく使う「ひじで書くつもり」がよいと指導している。毛筆を初めて導入する学

習では、腕を使って書くこと、まるや渦巻きの線の練習がよいということになる。 

 

６－３  大筆による筆使いの指導とその関連事項について  

 先行事例をもとに以下に大筆を用いる際の留意点をまとめる 

６－３－１ 筆の軸も自分の背筋（せすじ）もまっすぐにして、腕で書く 

 筆の機能を生かし、線を書いたり文字を書いたりするためには、筆の軸は立てて使う必要がある。

大筆を立てるためには、手首を伸ばしてひじを軽くあげ（脇の下につけないで）肩の力を抜き、腕

が自由に動くことが大切である。そのためにも背筋をきちんと伸ばしたよい姿勢を保つ必要がある。

よい姿勢を保つには、硬筆で書字する時と同様に足のうらを床につけ、腰を伸ばすような座り方が

大事であるので、関連させて指導したい。上体が前屈みになっている状態では大筆の軸がまっすぐ

にならず、大筆を大きく動かす「腕で書く」ということがむずかしくなる。また児童によくありが

ちなのは、「腕で書く」が実感できないまま、手首を内側に曲げたり伸ばしたりする筆の動かし方を

してしまうことである。このような手首の使い方になっている場合は、姿勢や大筆の持ち方とも関

連している場合が多いので、合わせて点検したい。またよい姿勢で安定して書くために、筆を持た

ないほうの手や腕に対する指示も必要である。軽くひじを張り手のひらで半紙を押さえるよう指導

する。 

 なおよい姿勢を保つには、硬筆で書字する時と同様に足のうらを床につけ、腰を伸ばすような座

り方が大事であるので、関連させて指導したい。 

 

６－３－２ ワークシートで学習の精選と効率化を目指す 

①ワークシートを活用するという考え方 

 用具の準備や片付けに時間がかかるからといって、半紙１枚しか毛筆で書かなかったということ

では、意欲や関心を持たせづらい。半紙サイズの水書シートを活用する方法もあるが、費用の点か

ら現実的ではない。 

 そこで使用した半紙を片付けて新しい半紙を用意する一連の動作にかかる時間を省くために、ワ

ークシートをホチキスで綴じたものを配布する方法を検討した。印刷してワークシートを綴じる手

間はかかるが、２時間目以降は半紙を用いるので、ワークシートを用意する手間は初回のみである。 

 

②ワークシートの内容 

 線書き、始筆の練習を経て、横画の練習まで効率よく進めるために次の内容のワークシートを検
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討した。 

   a 渦巻きを書く 

     書き始めの位置と大きさがわかるようにうずまきの書き出しを示す。 

     よい姿勢を意識し大筆の軸を立てて渦巻きを書く練習である。見本を見せ、「一度墨液を  

    つけたら、かすれてもよいので、できるだけ長くうずまきを書こう」といて指示をする。 

     うずまきを書くには腕を大きく動かす必要があるので、「腕書き」を実感させることもで 

    きる。 

   b ジグザグを書く練習。 

     aと同様に大筆の軸をまっすぐに立てて書く。ジグザクを書かせるものである。始筆の 

    角度に気付かせるよう配慮する。 

   c 始筆の角度に気を付けて横画を書く。 

     始筆の角度に気を付け、長さや太さを変えて横画を書く練習をする。始筆の45度を意 

    識させると、鉛筆を持つ時のように筆の軸を寝かせて書こうとする児童もいるので、腕で 

    書くことを意識させながら、練習させる。 

 毛筆用ワークシートとしてaから cのプリントを綴じたものを配布する。書く時にはワークシー

トの下に毛筆用下敷きを入れる。１枚書き上げたら，それをめくり下敷きを入れ替える。半紙を用

いる場合に比べこの動作はさほど負担になることもなく学習を進めることができる。 

 

７ 授業実践をもとにした結果および考察 

 

 以上で述べてきた毛筆導入授業の方法を実践した記録を紹介する。小学校3年生の毛筆導入授業

で「用具の準備、筆を持って書く、用具の片付け」の流れで2時間扱いの授業実践をして検証した。 

 

①準備と片付けについて 

個人差があるものの，準備から後片づけまで行うことができていた。 なお，児童たちが準備・後

片付けに戸惑っていたものは，準備の段階では，硯が入ったケースを置く向き，墨液を入れる量な

どであり，後片付けでは筆の穂先を整えてしまうこと，ペットボトルで筆を洗うことであった。し

かし2時間目では要領よく進めることができていた。 

 

②筆で書くことについて 

 初めて毛筆に触れる児童は，１つ１つの動作に対し、「これでいいのかな。」と，教師の確認を仰

いでいた。墨液の量を指示しても、「（すずりに）どのくらい墨を入れるの？このくらい？」と確認

する声があり、書いてみましょう、との指示に対しても、「書いてもいいの？」という児童の声があ

ちこちで聞こえた。とにかく慎重になっている様子がうかがえたが、無理のない進め方であったの

で、スムーズに進めることができた。 

 

③半紙ばさみについて 

 作り方のプリントを配布し、3 年生の各家庭で作ってもらうよう依頼した。児童の好きな絵が印
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刷された紙袋を用いたり、紙袋部分に絵を画いたりするなどの工夫がみられた。保護者の協力のも

とに用具の準備も意欲や関心をもって進めてくれていたことがわかった。 

 

④ペットボトルの使用と片付けについて 

 授業の前に用意させた。何に使うか不思議そうにしていたが、最後に片付けで使うので足下に置 

くように指示したところ、混乱はみられなかった。筆を洗う際には実際にやってみせた時に、ペッ 

トボトルの水がだんだん黒くなっていくのをおもしろがる様子も見受けられた。全員の片付けを確 

認したあとで、号令をかけて授業終了の指示をした。その後流しで捨てるように誘導したが、1度 

に２～３人ずつしか水を捨てることができないので、予想より時間がかかってしまった。 

 なお授業実践の前の検討でワークシートを用いると後片付けに使用する反古紙がないので、表紙 

に半紙を一枚綴じ込むことにした。片付けではこの半紙をはがしとって下敷きの上に置き、線を書 

きながら大筆に残った余分な墨液をとるようにさせた。その後この半紙を折りたたみ、洗った筆の 

水気を切る、硯をふくなどに利用することを実演しながら説明したところ、始めての活動にしては 

滞りなく進めることができた。硯を拭くなどに使用した半紙を捨てるために立ち上がろうとする児 

童がでてくると混乱してしまうので、指導者がゴミ袋を持って捨てる半紙を回収するようにすると、 

混乱もなく児童は毛筆セットへの片付けに専念できることがわかった。 

 

⑤ ワークシートを活用したことについて 

 ジグザクや始筆を意識して横画を書くワークシートは教科書 8)のマークや副教材活用して作成 

したものを用いた（14ページ参照）が、書写の教科書には基本点画についてのページが掲載されて 

いるので、この部分をトレースするなどして手軽に作成できるので試してほしい。 

 実際に筆をもって書く前は不安げな様子を示す児童もいたが、書き始めると楽しそうでであった。

はじめて筆を持って書いたのが渦巻きであったが，できるだけ長く幾重もの渦巻きを書くには筆を

まっすぐにして腕を大きく動かす必要があるので、ほとんどの児童が筆をまっすぐにし背筋を伸ば

した状態で書いていた。筆で書く時の姿勢や持ち方を実感させるには、渦巻きの練習は効果的であ

るので、毛筆を使用する学習の始めに書くもの（筆ならし）として位置付けるとよい。 

 「始筆」の筆をおく角度（45度）については，「折り紙を半分に折った時」などのような言葉 

を用いて伝えるようにするとわかりやすいようである。 

 書き終わったシートをめくって机の奥にたらすようにし、次に取り組むシートの下に下敷きを 

入れる、という動作に少しとまどう児童もいたが、慣れてくると手早くできるようになっていた。

ワークシートをめくると用紙を立てる状態になるため、乾く前の墨液が流れてしまうという様子も

見られた。初めて用意した毛筆で初めて書くという活動であるので、児童は1つ1つの動作に慎重

になっているので、予想していたよりも時間がかかってしまうことがわかった。最後には「もっと

書きたい。」「（残念そうに）もう終わり。」と話す児童の声もあったが、限られた時間内に大筆で線

を書く、始筆の練習をするということが効率よく進められた。 

 

⑥ 2時間目の全体の様子 

 翌週の2時間目は前回よりも作業が早く、墨汁を入れる直前までの準備はよくできていた。後片 
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付けも，前回のことを思い出しながらできていた。教師に確認してから活動するということが減っ 

た様子がうかがえた。 

 なお筆のほぐし方が十分でないため書いた線が細くなってしまったり、思わず二度書きにより書 

き足ししてしまったりする児童も見られたので、個別に対応するようにした。しかし、「書写って思 

っていたよりも，楽しかった。」などと話す児童もおり，授業によって毛筆への興味が増しているこ 

とが確認できた。 

 14ページの図７は、児童が始筆に注意して書いた「上」の例である。まとめの学習として、かご

字で縦画を示しそこと横画を書き出す位置のみを示して、長さや太さを考えて横画を書くようにさ

せたものである。全員が「上」の２画目と３画目の長さを変えて書けていた。また「上」の3画目

の横画の始筆の角度について約半数の児童がほぼ45度で書けていた。始筆の角度が45度ではない

書き方になっている児童の中には，筆を倒しすぎてしまっている場合が見受けられた。定着するま

では継続して指導していく必要であり、姿勢や持ち方と関連させて指導するようにしたい。 

 

⑦ 紙ばさみを利用した2時間目について 

 ③でも触れたが、作成方法のプリントを配布し紙ばさみの準備を各家庭に依頼した。好みの紙袋 

を利用して作成するなど、準備の段階から興味関心を持って取り組んだ様子がうかがえた。この紙 

ばさみは 2 時間目に活用したが、机の脇にかけ、書き終わった半紙を楽に挟むことができていた。

1時間目の指導により、ほどよい墨量で書けているので、使い終わったあとの半紙を片付けて次 

の半紙を用意するという一連の動作が効率よく進められた。学習の成果の確認として紙ばさみごと 

回収することも可能であるので、便利であった。 

   

おわりに 

 

 毛筆を使用する学習では、筆順や姿勢などの文字を整えて書くための要件を効果的に学習するこ

とができるが、そのためにも毛筆の特徴を知り使い方を理解して習熟することが必要になる。小学

校第3学年から毛筆の学習が始まるが、毛筆を初めて導入する授業では、毛筆の用具の名称や用途

に関することと毛筆を使って書くことの二つの内容の学習をすることが求められるが、煩雑になっ

てしまい、学習者が毛筆の学習に意欲的に取り組めないという状況になっていた。このことがその

後の毛筆学習全体に影響を与えてしまうことになり、毛筆を初めて導入する授業を充実させること

が必要であった。この問題を解決するために毛筆用具の準備、片付けの指導と毛筆の使い方の指導

の2つの内容を精選し成果のあった、毛筆の後片付けではペットボトルを用いるようにする、半紙

を使用せずワークシートを用いる、の2点を中心に報告した。今後はさらに効果的な方法について

検証していきたい。 

 

 

謝辞 実践に協力してくださった、茨城大学教育学部附属小学校、水戸市立常磐小学校の関連の方々
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注 

1)平成10年版小学校学習指導要領国語の[言語事項]に「毛筆を使用する書写の指導は、第3学年以 

 上の各学年で行い」とあり、平成20年版では[伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項]に「毛 

 筆を使用する書写の指導は第3学年以上の各学年で行うこと」と示されている。 

2)平成10年告示の小学校学習指導要領国語の[言語事項]のア「書写に関する事項」の第3学年及び 

 第4学年に「(ウ) 毛筆を使用して、点画の筆使いや文字の組立て方に注意しながら、文字の形 

 を整えて書くこと。」とある。同平成20年告示では[伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項] 

 の第3学年及び第4学年に「ウ 点画の種類を理解するとともに、毛筆を使用して筆圧などに注 

 意して書くこと。」となっている。 

3)原文「入門期の毛筆書写を楽しく学習させる工夫―正しく書くために筆勢意識を持たせる指導―」  

 『国語科教育 書写指導』第５集（明治図書,1973）p. 66,p. 67. 

4)上篠信山著『訂 現代の書教育』（木耳社,昭和38）p. 173~175. 

5)藤原宏 細矢肇 著『国語科 書写指導講座 第４巻 毛筆指導』 (明治書院,、昭和43）p. 4~7,  

 p.8, p. 22. 

7)『書写3年』（光村図書,平成17) p. 5 . 

8) 『新編 新しい書写 三』(東京書籍, 平成17) p. 5 . 

9)神谷裕子『ＴＯＳＳ子ども攻略ポイントシリーズ 5 書写の授業：書写の授業これだけ知ってい

るとこわくない攻略ポイント20＋＠』(明治図書,2003）p. 25～30. 

10)阿部惣一「入門期の指導（３年生，最初の二，三時間）」『授業づくりブックレット３毛筆書写ワ

ンポイント・アドバイス』（明治図書,1990）p. 24~31. 

 



茨城大学教育実践研究 22229999(2010) 

 - 14 - 

 



齋木・小瀧：小学校書写の毛筆導入授業の効果的な学習指導法 

 - 15 - 

 



茨城大学教育実践研究 29(2010),17-31 

 - 17 - 

* 

    ‘向き’によって統合を図る考え‘向き’によって統合を図る考え‘向き’によって統合を図る考え‘向き’によって統合を図る考えの数学教育的意義の数学教育的意義の数学教育的意義の数学教育的意義    

 

安島州平*  ‘ 

多田典子**・三浦利江***・今瀬智洋****・山田勝一*****・嶋田和美******・根本 博******* 

（2010年9月15日受理） 

 

 

 ‘Direction Based Concept Unification
’
as a Method of Understanding Mathematics in Education 

Syuhei AJIMA 

Noriko TADA, Toshie MIURA, Tomohiro IMASE, Katsuichi YAMADA  

Kazumi SHIMADA and Hiroshi NEMOTO 

 

キーワード：‘向き’ 統合的な考え  思考の節約 

 

算数･数学教育は，与えられた問題の答えを求めることだけでなく，主体的に学習に取り組み，数学的な思考力や表

現力を生かして，合理的な社会生活を営むことができる人間の育成を目指している。本稿は，この「人間の育成」と

いう視座から，算数・数学教育の目指すところを改めて見直そうとするものである。かつて，数学教育の現代化運動

modernizationの際に，一見個別独立の事象や事柄に共通する面を積極的に見いだし関連付けて考えようとする「統合･

発展」が盛んに論じられたことがあった。これは，冷静に事象の本質を見極め，粘り強く考える人間の育成に繋がる

と考えるものである。ここでは，思考手段として‘向き’を導入することで，学習内容についてより高い次元から眺

め，関係的･包括的理解を促すことができる幾つかの事例を掲げ，併せてその重要性を述べた。 

 

はじめに 

    

算数・数学の学習では，多くの子どもが問題を解決しさえすれば学習は完了したと思っているよ

うに思われる。解決し満足している子どもにとって理解は深まっているのだろうか，また，学び続

けていこうとする姿勢は育っているのだろうか，さらに，子どもは算数・数学を学ぶことの楽しさ

を実感しているのだろうか，そんな疑問が頭をよぎる。 

もちろん，既習事項を大いに活用し，「図形のここに1本，直線を描いて考えてみよう」とか「こ

うすれば整数の時と同じように計算ができる」など，数学的思考を活用して課題に挑戦してくる子

どもも中にはいる。 

G.Polya(Ｇ.ポリア，1887－1985)は, 問題を解く思考過程を四つに区分して分かりやすく説明して

いる。中でもその第２番目の段階では「デ－タと未知のものとの関連を見つけなければならない。」

と述べている 1)。つまり，問題を解く際には，必要な材料を既存の知識の中から適当に選択し，未

知である求めるべき結果と関連付ける作業が求められるということである。 

                                                   
*水戸市立国田中学校**高萩市立松岡中学校.***常総市立菅生小学校 ****水戸市立渡里小学校 *****茨城町立明光中学校 
******軽井沢町立軽井沢中学校. *******茨城大学教育学部  
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我が国でも，「数学教育の現代化」の思想を背景に算数･数学教育の目標として，「統合的，発展的

考察」という観点で問題を追究し，これを一般化して考えることで，より高い立場から本質を抽出

し，構造的にとらえようとする「数学的な考え方」を推進した時代があった。その後，この‘現代

化’への批判や反省がなされ，算数･数学科の目標から文言は消えることになったが，この「統合的，

発展的考察」は算数･数学教育でなお重要で，依然として底流する考え方であると考える。 

そこで，本稿では，とりわけ「向き」という ideaによって，学習する内容（問題）に共通な構造

や本質を見いだし統合を図る事例を挙げるとともに，より一般的なものにまとめようとする思考の

整理，そして思考の節約を子どもに味わわせる方策を探り，さらに，「統合」して考えることの数学

的意義を理解し，その「よさ」を実感できるようにすることの重要性を述べる。 

    

１「統合的な考え」unificationの意味 

    

    本節ではまず，一時ほど耳にすることが少なくなった「統合的な考え」について，「学習指導要

領」を少し遡り，これを手がかりに歴史的背景を整理しておくことにする。 

    

１）数学教育における「統合的な考え」の歴史的背景 

① 数学教育の現代化（昭和43年の学習指導要領の改訂）と「数学的な考え方」 

昭和 43年の教育課程の改善にあたって開催された教育課程審議会の答申では，「現代の数学教育

の発達を考慮して，数学的な考え方がいっそう育成されるようにすること」という表現でその方向

が示されている。数学的な考え方のいっそうの充実のための具体的な措置の一つに，総括目標によ

って，「数学的な考え方」としてふさわしい創造的な活動の姿を具体的に示したことがあげられる。

ちなみに算数科の総括目標は 

 日常の事象を数理的にとらえ，筋道立てて考え，統合的，発展的に考察し，処理

する能力と態度を育てる。 

となっている。これは，算数・数学科において究極的に目指すものが，この「数学的な考え方」と

してあげている創造的な能力，態度であることを示していることになる。特に，「統合的発展的な考

察」は数学的な創造にかかわる重要な観点であり，「数学的な考え方」の育成という立場できわめて

重要な意義をもつものである。「統合」という観点を目標に掲げたということは，子どもに統合する

能力や態度を育成することを算数・数学教育のねらいとしたということである。 

 

② 昭和52年の学習指導要領の改訂と「数学的な考え方」 

  この学習指導要領で示された算数科の目標は，次のように改められた。 

 数量や図形について基礎的な知識と技能を身につけ，日常の事象を数理的にとら

え，筋道を立てて考え，処理する能力と態度を育てる。 

従前の「数学的な考え方」を受けた目標の後半では，従前の場合にあった「統合的，発展的な考

察」ということばだけが削除されていることに大きな問題があることを指摘しておく。「数学的な考

え方」は，一言でいえば，算数・数学にふさわしい創造的な活動ができることである。 

これについては，どんな価値観のもとに課題をつかみ，どんな方向に探究し改善を図ることが，
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算数・数学でねらう「創造」であり「発展」であるのかを示す観点が必要である。これにあたるも

のとして，従前の総括目標では，その代表的なものとして「統合」という観点をあげていたわけで

ある。この「統合の考え」は，数学的な考え方にふさわしい創造的な活動をさせる場合，それを評

価する中核になる観点と考えてもよい。また，この観点は，学習した成果について，その観点から

のすばらしさを味わわせる上にも必要なことである。特に，算数・数学の学習を通して，人間性を

豊かにすることをねらうためには，これらの観点に立って，子どもの価値観を育成し，その多様化

を図っていくことが大事なポイントでもある。 

従って，その観点だけを削除して示すということは，そうした理解を推進する上で適切な措置と

はいえない。この「統合」といった観点は，単に「数学的な考え方」の育成という立場だけでなく，

算数・数学の内容について系統立った学習指導を進め，内容の精選と指導の能率の向上を図ってい

く上にも，重要な観点である。目標の表面からは消えたが，算数・数学の研究と指導に当たって，

常に忘れないようにしたい。 

 

③ 数学的な考え方としての「統合・発展の考え方」 

文部省「小学校指導書 算数編」(昭和 44年)には，次のような解説がある 2)。 

・発展的な考え： ものごとを固定的なもの，確定的なものと考えず，絶えず，新たなもの
にし，発展させようとする考えである。 

・統合の考え ： 処理の方法が同じ文脈のことばで表現されるものには，同じ形式を与え
るようにするために，前のものと新しく生み出したものを包括的に扱え
るように意味を規定したり，処理の考え方をまとめたりする考えである。 

この「発展的な考え」は，算数に限ったことではなく，すべての学問，すべての「学び」にとっ

て不可欠な考え方である。また，この「統合の考え」は，「発展的な考え」を促し，生み出していく

ための有力な動因になり得る考えである。これらは，算数学習の本質を形成するものであり，これ

らを欠いた算数は有り得ないと言っても過言ではない。現在の算数教育にとって，この「統合・発

展の考え方」は，単に数学的な考え方の一つとしてではなく，算数教育の基底を形成するものとし

て，前面に出して，その復権をはかるべき時なのである。 

 

２）具体的な「統合的な考え」の意味 ～主要な三つの場合について～ 3) 

「統合的な考え」については，昭和 44年度の学習指導要領の改訂に伴い，多くの研究実践がなさ

れ，統合の意味が具体的な形で把握されてきている。 

ここでは，中島健三(1981)の述べる『「統合」の意味』を主要先行研究としてとらえ，「統合」の

具体的な意味について，同氏の指摘する三つの場合を含むように考えたい。 

 

① 集合による統合 

はじめは，異なったものとしてとらえられていたものについて，

ある必要から共通の観点を見いだして一つのものにまとめる場合。

「ａＡ」「ｂＡ」「ｃＡ」とそれぞれ異なった事柄と考えていたもの

を「Ａ」という共通点(概念)に目をつけ同じ考え方「Ａ」としてま

とめていく。 

A 

bA cA aA 

集合による統合 
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例えば，2，4，6，…の集合を「偶数」としてまとめるなど，一つの概念でまとめる場合や，下

記のそれぞれの異なる対象の計算と考えていたものが「それぞれの単位どうしのたし算で処理でき

る（単位相互の関係もはっきりしている）」という共通点に目をつけ，同じ考え方の計算としてとら

えることがこの考えに含まれる。 

項  目 計  算 単  位 

２けたの数の計算 23＋45 (10の位)と(１の位) 

帯分数の計算 
5

1
4

5

3
2 +  ( ) 








5

1
1　と　　  

時間の計算 ２時間30分＋４時間10分 （時間）と（分） 

 

② 拡張による統合 

 はじめに考えた概念や形式が，もっと広い範囲（はじめの考えでは含められない範囲のものまで）

に適用できるようにするために，はじめの概念の意味や形式を一般

化し，もとのものも含めてまとめる場合。 

「ａＡ」の事柄が拡張された「ｂＡ」の事柄，さらには「ｃＡ」

の事柄で，はじめに考えた概念や形式が，広い範囲に適用できるよ

うにするために，「Ａ」という概念の意味や形式を一般化する。 

例えば，1位数どうしについて考えた計算が，2位数，3位数でも使えるようにする場合は，この

最も卑近な場合である。また整数でのかけ算が，小数，分数の場合にも考えられるようにするのも，

この典型的な場合であると考える。 

 

③ 補完による統合  

すでに知っている概念や形式だけでは，適用できない場合が起こると

き，補うものを加えて「完全になる」ようにまとめる場合。  

「Ａ」という概念の意味や形式では，適用できない。「Ａ」を含む「Ｂ」で補い「完全になる」よ

うにまとめる。 

例えば，たし算，かけ算に対して，ひき算やわり算を考え出すときや，比例に対して反比例を考

え出すようなときなどがこれにあたると考える。 

中島健三(1981)は，『「統合」の意味』の中で， 

 

算数・数学では，この②の場合の「統合」がきわめて多く，これが「系統的」といわれる所以でもある

わけである。この点は，指導の上でも重要なことで，たとえば，上の①の例としてあげた計算の場合，は

じめに異なった計算として教えてかかって，あとでまとめるよりは，むしろ，次々に②の形式での統合に

なるような指導が，能率的でもあり教育的には望ましい場合が多い。 

この意味で，①の形式の統合か，②の形式の統合かは，教育内容だけできまることではなく，それを取

り扱う側での指導の方法にもよるわけである。 

〈中略〉  

③の形式で考え出されたことは，概念や形式の抽象または一般化によって，① また
・ ・

は
・

②の
・

形式
・ ・

で
・

，あと
・ ・

で
・

統合
・ ・

し直す
・ ・ ・

ことが多い（わり算を逆数のかけ算として「かけ算」にまとめたり，反比例を「逆数に比例」

    Ｂ       

Ｂ 

Ａ B 

  ｂＡ ａＡ 
     ｃＡ                         

           Ａ 
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するとしてまとめてみたりすることが，これにあたる)。 

  以上のように，「統合」ということは，新しく特別のことを考えるというよりは，日常の指導でつねに行

われているべきことである。問題は，教師が，子どもが，どんな目で教材に取り組んでいるかということ

にかかっているともいえる 4) 。 

                       註) 文献において①②③の表記はⓐⓑⓒとされている。 

と論じ，この考え方による指導の教育的価値を示し，日常の指導で常に行われるべきことであるこ

とを主張し，課題は，「教師が，子どもが，どんな目で教材に取り組んでいるかということ」である

と述べている。 

  

３）‘向き’によって「統合的な考え」を図る事例 ― 同じ形式でまとめる ― 

では，この｢統合的な考え｣をもとにし，教師
・ ・

が
・

，子ども
・ ・ ・

が
・

，どんな
・ ・ ・

目
・

で
・

教材
・ ・

に
・

取り組んで
・ ・ ・ ・ ・

いく
・ ・

べき
・ ・

なのかということに関する事例を挙げてみたい。 

 次の図1，図2のような三角形ＡＢＣの面積を求める場面を考えてみる。 

図 1，図 2 のようにＡから底辺ＢＣに下ろした垂線をＡＤとして，二つの三角形（△ＡＢＤ，△

ＡＤＣ）を使って考えると，図1の三角形ＡＢＣの面積は，二つに分けた三角形の面積の和（△Ａ

ＢＣ＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ）で求められ，図2の三角形ＡＢＣは，△ＡＢＤと△ＡＣＤの面積の差

（△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ－△ＡＣＤ）で求めることができる。 

しかし，ここで図 1

の二つの三角形を，頂

点Ａから出発して△Ａ

ＢＤ，△ＡＤＣの辺を

たどっていき，反時計

まわりの‘向き’にな

るものを「＋」と考え

る。 

また，図2の三角形

にも，図1と同様に‘向

き’に一貫性をもたせ，辺をたどっていくと△ＡＢＤは「＋」となり，△ＡＤＣは，時計まわりの

‘向き’となるので「－」と考えられる。 

そうすると，図 2 の三角形ＡＢＣの面積では，△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ－△ＡＣＤと求めていたが，

△ＡＤＣは，時計まわりの‘向き’で，△ＡＤＣは，「－」と考えるので，「－△ＡＣＤ＝－（－△

ＡＤＣ）」となり，図 2 の三角形ＡＢＣの面積を求める場面でも，△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ

で求められることが分かる。 

つまり，三角形ＡＢＣにおける△ＡＢＤ，△ＡＤＣのように，辺をたどり‘向き’を確認するこ

とで，図1，図2の二つの関係は，異なる場面でも同じ形式でまとめることができる。 

このような，鋭角三角形の求積と高さが図形の外部にある鈍角三角形の求積の考え方に，‘向き’

を確認することで，異なる場面でも同じ形式でまとめることで一貫性をもたせ，統合的に考えてい

く考え方のことを‘向き’によって統合を図る考えとする。 

Ｃ 

Ａ 

Ｂ Ｄ 

＋ ＋ 
－ ＋ 

Ａ 

Ｄ Ｃ Ｂ 

図2 
図1 

△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ－△ＡＣＤ
→

 

＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ
←

 

△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ 

△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ△ＡＢＣ＝△ＡＢＤ＋△ＡＤＣ    
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‘向き’に焦点をあて統合を図る考え方の例をさらに挙げてみたい。 

ℓ//ｍのとき，∠ＡＰＢ＝xは，点Ｐがどの位置にあっても x＝ａ＋ｂで表せることを説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 の∠ＰＢＭは頂点Ｂを中心として線分ＢＭが反時計まわりに線分ＢＰまで回転した角とし，

その角は＋ｂとなる。 

 次に，線分ＢＰが頂点Ｐを中心として線分ＡＰまで時計まわりに回転した角を∠ＡＰＢとし，そ

の角は－x となる。∠ＰＡＬは，頂点Ａを中心として線分ＡＰが反

時計まわりに回るので，＋ａとなり，線分ＢＭから回転が始まって，

線分ＡＬで回転が終わる。角の回転が元に戻るので，(＋ｂ)＋(－x)

＋(＋ａ)＝0°になる。 

 図4，図5も同じ考えで角を回転していくと，∠x＝∠ａ＋∠ｂと

いう形で表される。つまり‘向き’を定義すると，平行線の外部の

場合でも‘向き’を変えた一つの加法の式で表すことができる。  

以上のことから，角の回転する‘向き’(反時計まわりを＋，時計

まわりを－)を決め，ある基準(頂点Ｂから線ＢＭ)から角の回転でつ

ないでいくと，全体の角の大きさを加法で表せる。（この場合は，角

を回転させていくと，角の回転が元に戻り，0°となる。）                         

  例えば，図6の場合でも，反時計まわりを＋，時計まわりを－と決めると，     図6 

(－ａ)＋(＋ｂ)＋(＋ｃ)＋(－ｄ)＋(＋ｅ)＋(－ｆ)＋(＋ｇ)＋(＋ｈ)＋(－ｉ)＝0°となる。     

よって，ℓ∥ｍのとき，∠ＡＰＢ＝x は，点Ｐがどの位置にあろうと，x＝ａ＋ｂという一つの式

で表せることが分かる。 

  

このように‘向き’の考えをもとにした「統合的な考え」は，課題が異なる場面でも，同じ形式

でまとめ問題解決ができる一つの考え方である。 

つまり，一見異なる場面の事実を，同じ形式で一つにまとめることができる概念であり，まさに

「思考の節約」といえる考え方である。 

この考え方を，指導に取り入れていくことで，与えられた法則や公式を覚えさせるのではなく，

また，単にその適用による問題の解決でなく，積極的に関連を図って事象の中に関係を見いだそう

 

      

 図3       図4 

 

        図5 

ｘ＝(＋ａ)＋(＋ｂ)  ｘ＝(－ａ)＋(＋ｂ)  ｘ＝(＋ａ)＋(－ｂ) 
     

  x＝ａ＋ｂ   

Ａ 

Ｂ 

Ｐ 

ℓ 

ｍ 

ａ 

ｘ 
ｂ Ｍ 

Ｌ ℓ∥ｍ 

＋

－ 

－ 

Ｐ
Ｐ 

Ａ 

Ｂ 

ℓ 

ｍ 

ａ
ｘ 

ｂ

Ｍ 

ℓ∥ｍ 

－ 
－ 

＋ 

Ｌ 

Ａ 

Ｂ 

Ｐ

ℓ 

ｍ 

ａ 

ｘ 

ｂ 

Ｍ 

Ｌ ℓ∥ｍ 

＋ 

＋ 

－ 

ｍ ａ 

ｂ 
ｃ 

ｄ 

ｅ 

ｆ 

ｇ ｈ 

Ａ Ｍ 

Ｂ Ｌ 

ｉ ℓ 

ℓ//ｍ 
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とするなど，関係 relationshipsを考察する数学的活動の実現が可能になる。 

 

２ 算数・数学科における指導事項に即した事例 

 

ここでは，教師
・ ・

が
・

，そして子ども
・ ・ ・

が
・

，‘向き’の考えをもとにした統合を図るための教材を小学校，

中学校，高等学校の事例で示すことにする。    

    

１）小学校 算数科 

小学校算数では，負の数を扱っていない。したがって，「負の方向」の状況について，理解できな

いと考えられる。‘向き’の考えをもとにした統合を図るための教材の提示が困難なので，ここでは

異なる場面を一つにまとめて考えていく統合的な考えの事例を示すことにする。 

 

◇単元名；第１学年「たし算」と「ひき算」，第２学年「たすのかな ひくのかな」  

① 単元における「統合的な考え」について 

第１学年の「たし算」と「ひき算」では，合併や増加が「たし算」であること，求算や求差が「ひ

き算」であることを理解する。 

また第2学年の「たし算」と「ひき算」では，それぞれのたし算やひき算を部分と全体の関係と

して見直すことによって，同じ構造になっていることを学習する。この意味の学習を図に表して視

覚的にとらえさせることを通して統合的な考えを大切にしたい。 

たし算では，「合併」と「増加」と二つの場面が違ってい 

ても，部分と部分から全体を求めることは同じ構造になって 

いることから，統一的に「たし算」として見ることがで

きるようになる。テ－プ図や線分図を用いて，数量の関

係を視覚的にとらえさせることが大きな手助けとなる。 

また，現行では，第 2 学年の終わりの段階で，「たし

算」と「ひき算」の二つの異なる計算の手段の相互関係 

を学習するときに，図を用いて部分と全体との関係から， 

たし算とひき算は互いに逆の関係になっているという統 

一的な理解へと深めることが学習場面で統合的な考えになる。         図7 

 

 

② 指導上の配慮事項 

加法と減法の相互関係は，上記の図7のようにＡとＢと分かっていてＣを求める場合は，Ａ＋Ｂ

＝Ｃ，Ｂ＋Ａ＝Ｃと加法で求めることになる。ＣとＡが分かっていてＢを求める場合は，Ｃ－Ａ＝

Ｂ，ＣとＢが分かっていてＡを求める場合は，Ｃ－Ｂ＝Ａと減法で求めることになる。 

つまり，Ａ，Ｂ，Ｃの３つのうち二つが分かれば，残りは加法または減法の式に表すことができ，

他の分かっていない一つは，逆に減法または加法で求めることができる。したがって，加法や減法

がどのような場合に用いられるかを十分に理解させなければならない。加法，減法が用いられる場

赤い花の数 白い花の数 

全部の花の数 

 

全部の花の数 

赤い花の数 白い花の数 

部分(Ａ)  部分(Ｂ) 

全体(Ｃ) 

Ａ＋Ｂ＝Ｃ ⇔  Ｃ－Ａ＝Ｂ，Ｃ－Ｂ＝Ａ 
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合については，主として第 1 学年，第 2 学年で指導することになる。1 年生で指導するものを，2

年生で数の範囲を広げて適用することが大切である。 

 

２）中学校数学科 

◇単元名；第１学年「正の数・負の数」 

中学校第１学年の「正の数，負の数」の指導において，図式化された計算の仕組みで‘向き’を

確認し，異なる場面でも同じ形式でまとめる考えの事例を示したい。 

 

①‘向き’の考えを取り入れた内容について 

「正の数・負の数」の単元展開は，導入で，0 より小さい数があることを知り，反対の性質を持

つもの，基準とした量の増減，過不足を具体的事象で負の数の概念を深めていき，絶対値や不等号

の表し方などの知識を得る。そして，具体的事象から負の数の加法減法を理解し，さらに乗除の学

習へと展開されていく。 

この正負の数の加減の意味指導において，‘向き’の考え方を取り入れながら，考察の場面を統一

化し，統合的な考えを用いてみる。 

正負の数の加法，ＡＢ＝ＡＰ＋ＰＢ

を左図8のように図式化する。右向

きを正の方向（＋），線分ＡＢは，

和と考え，‘向き’をＡ→Ｐ，Ｐ→

Ｂの順序で和を表す線分ＡＢを確

認する。 

また，減法の場面において，左図

のように，右向きを正の方向（＋）

として，ひかれる数がＡＢ，ひく数         

図 8                

ＢＰ（ひくことで‘向き’がＢＰと逆にな

る），線分ＡＰを差として，‘向き’は，Ａ

→Ｂ，Ｂ→Ｐの順序で差を表す線分ＡＰを

確認する。 

つまり，減法も加法と同じＡＢ＝ＡＰ＋

ＰＢの一つの式にまとめることができる。       

具体的な指導場面を提案する。正負の数の

加法の指導について，右のような「加法の

一覧表」を完成させることから正負の数の

加法の計算指導を行う。 

図 9 のように，右向きを正の方向(＋)，線

分ＡＢの量（絶対値）と‘向き’(符号)を，

和と考える。‘向き’をＡ→Ｐ→Ｂの順で，線

加法 
たす数 

… -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 … 

た

さ
れ
る

数 
 

…  … … … … … … … … …  
4 … 0000    1 2 3 4444    5555    6666    7777    8888    … 
3 … -1 0000    1 2 3333    4444    5555    6666    7777    … 
2 … -2 -1 0000    1 2222    3333    4444    5555    6666    … 
1 … -3 -2 -1 0000    1111    2222    3333    4444    5555    … 
0 … -4 -3 -2 -1 0000    1111    2222    3333    4444    … 
-1 … -5 -4 -3 -2 -1 0000    1 2 3 … 
-2 … -6 -5 -4 -3 -2 -1 0000    1 2 … 
-3 … -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0000    1 … 
-4 … -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0000    … 
…  … … … … … … … … …  

正負の数・加法の一覧表 

 Ａ 

Ａ Ｂ 

Ｂ  Ｐ 

０ 

 Ａ 

Ａ Ｂ 

Ｂ  Ｐ 

０ 

ＡＢ＝ＡＰ＋ＰＢ 

３＝１＋２ 

ＡＢ＝ＡＰ＋ＰＢ 

ＡＢ－ＰＢ＝ＡＰ 

３－２＝１ 

⇔ 

⇔ 

 

 

 
 

図9 
(＋４)＋(－２)＝２      (－１)＋(＋３)＝２ 

(＋３)＋(－１)＝２      (－２)＋(＋４)＝２ 

 Ａ 

Ａ Ｂ Ｂ Ｐ 

Ｐ 

０ 

 
Ａ Ａ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｐ 

Ｐ 

０ 



安島ほか：‘向き’によって統合を図る考えの数学教育的意義 

 - 25 - 

分ＡＢの量と‘向き’の確認をする（ＡＢ＝ＡＰ＋ＰＢ）。 

下の図10のような (正)＋(負)，(負)＋(負)，(負)＋(正) も，同様にして確認する。 

 

 

 

 

 

次に減法の指導場面であるが，加法の指導同様に，下表の「減法の一覧表」を作成し，考察する。

‘向き’の確認（ＡＢ－ＰＢ＝ＡＰ）右向きを正の方向（＋），線分ＡＰの量と‘向き’を差，ひか

れる数がＡＢ，ひく数ＢＰ（ひくことで‘向き’がＢＰと逆になる）と考え，‘向き’は，Ａ→Ｂ，

Ｂ→Ｐの順序で線分ＡＰの量と向きを差とする。 (図11参照) 

 

 

 

 

                    

          

                         

                         

ア) (正)－(正)      イ) (負)－(正)         ウ) (正)－(負)       エ) (負)－(負)    

(絶対値がひく数の方が大きい) 

    

    
 

(＋２)－(＋３) ＝ ( －１)                     (－２)－(＋４) ＝ ( －６)                           (＋２)－(－３) ＝  (＋５)                       (－２)－(－４) ＝ (＋２) 

図11 

② 指導上の配慮事項 

‘向き’によって統合を図る考え方は，何と何が対応していることをはっきりさせ，‘向き’を確

認することが大切である。‘向き’を確認する場面では，線分ＡＢの数量が何なのか，Ａ→Ｐ，Ｐ→

Ｂのように記号の並び，向かっていく順番を大切にし，生徒自身が確認できるようにする。 

加法，減法，乗法，除法の学習へと単元展開が進んでいく。生徒の思考の段階，「ここまでは，何

を理解し，分かっているのか。」整理しながら分かっていることを関係付けて思考を進めていくよう

留意したい。 

このように中学校第１学年の「正の数・負の数」の学習で，‘向き’の考えを取り入れること

で，今まで異なって見えていた加法も減法も同じ形式に整理することができる。 

    

◇単元名；第３学年「式の計算」式の利用 

次に，中学校で，発展的な学習内容として扱える事例を挙げることにする。第３学年「式の計算」

０ 

Ａ Ａ 

Ｐ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｐ 

０ Ａ 

Ａ 

Ｐ 

Ｂ Ｂ Ｐ 

０ Ａ 

Ａ

Ｐ 

Ｂ Ｂ Ｐ 

０ 

Ａ Ａ 

Ｐ Ｂ 

Ｂ Ｐ 

減法 ひく数 
… -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 … 

 
ひ
か
れ

る
数 
 

…  … … … … … … … … …  
4 … 8 7 6 5 4444    3333    2222    1111    0000    … 
3 … 7 6 5 4 3333    2222    1111    0000    -1 … 
2 … 6 5 4 3 2222    1111    0000    -1 -2 … 
1 … 5 4 3 2 1111    0000    -1 -2 -3 … 
0 … 4 3 2 1 0000    -1 -2 -3 -4 … 
-1 … 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 … 
-2 … 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 … 
-3 … 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 … 
-4 … 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 … 
…  … … … … … … … … …  

正負の数・減法の一覧表 

 

 

 
図10 

(＋２)＋(－４)＝－２      (－１)＋(－１)＝－２       (－３)＋(＋１)＝－２ 
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Ｂ 

Ｂ 

Ｐ 

Ｐ 

０ 

 

Ａ 

Ａ Ｂ 

Ｂ 

Ｐ Ｐ 

０ 
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Ｐ 
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Ｂ

Ｐ

Ｃ

Ｄ
Ａ 

Ｓ２ 

Ｓ３ 

Ｓ４ 

ｎ 

ｍ 

ｘ 

Ｆ

Ｇ 

ａ 

ｂ 

Ｓ１ 

ｙ 

Ｈ

Ｅ

の「式の利用」の学習場面において，長方形ＡＢＣＤの内部にある四つの三角形の面積について，

Ｓ１＋Ｓ２＝Ｓ３＋Ｓ４の関係が常に成り立つ事例である。 

 

①‘向き’の考えを取り入れた内容について 

長方形ＡＢＣＤがある。点Ｐの位置が次の(1)～(3)のとき，面積の関係を調べる。 

 

(1) 図12のように，点Ｐが長方形の対角線の交点であるとき 

△ＡＢＰ（頂点Ａ→Ｂ→Ｐ）の方向，反時計回りを正の‘向き’とする。 
△ＢＣＰ（頂点Ｂ→Ｃ→Ｐ）の方向，反時計回りを正の‘向き’とする。 
△ＣＤＰ（頂点Ｃ→Ｄ→Ｐ）の方向，反時計回りを正の‘向き’とする。 
△ＤＡＰ（頂点Ｄ→Ａ→Ｐ）の方向，反時計回りを正の‘向き’とする。 

長方形の辺ＡＢ＝ａ，ＢＣ＝ｂ，  

 △ＡＢＰ＝Ｓ１，△ＣＤＰ＝Ｓ２，  

 △ＢＣＰ＝Ｓ３，△ＤＡＰ＝Ｓ４とすると， 

  
２

Ｓ１＋Ｓ２
ab

=  

２
Ｓ３＋Ｓ４＝

ab  

         ∴ Ｓ１＋Ｓ２＝Ｓ３＋Ｓ４     図12 

                 

 

(2) 図13のように，点Ｐが長方形の内部にあるとき 

点Ｐからそれぞれの辺に垂線をひく。交点をＥ，Ｆ，Ｇ，Ｈ 

とし，線分ＰＥ＝ｘ，ＰＧ＝ｙ，ＰＨ＝ｍ，ＰＦ＝ｎとすると， 

２
＝

２
＝

２
＋

２
Ｓ１＋Ｓ２＝

abyxaayax )( +  

 
２

＝
２

＝
２

＋
２

Ｓ３＋Ｓ４＝
abmnbbmbn )( +                    図13 

             ∴ Ｓ１＋Ｓ２＝Ｓ３＋Ｓ４ 

 

(3) 図14のように，点Ｐが長方形の外部にあるとき，線分ＰＱ＝ｃ とする。 

等積変形より，
２

Ｓ３＋Ｓ４＝
ab  

２
Ｓ１＝

)( cba +   
２

Ｓ２＝
ac  

  点Ｐが長方形ＡＢＣＤの内部から辺ＣＤ上に向かって 

動くとき，△ＣＤＰ(Ｓ２)は減少していく。 

そして，辺ＣＤ上で面積が０になる。だから，点Ｐが        図14 

ｂ 

Ｂ 

Ｐ 

Ｃ 

ＤＡ

Ｓ１ Ｓ２ 

Ｓ３ 

Ｓ４ 

ａ 

Ｅ 

Ｂ

Ｐ

Ｃ

Ｄ
Ａ

Ｓ１ Ｓ２ 

Ｓ３ 

Ｓ４ 

ａ 

ｂ 

ｃ 

Ｑ 
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長方形ＡＢＣＤの外部にでたときは，減少していく(－になる）。       

  よって， 
２

＝
２

　
２

Ｓ１－Ｓ２＝
abaccba

−
+ )(  

ここで，‘向き’を考えると，
２

＝
２

－＋
２

Ｓ１＋Ｓ２＝
abaccba








+ )(  

∴ Ｓ１＋Ｓ２＝Ｓ３＋Ｓ４ 

 

以上の(1), (2), (3)の考察から，点Ｐがどの位置にあろうとも‘向き’を考えると， 

常に，Ｓ１＋Ｓ２＝Ｓ３＋Ｓ４が成り立つと主張できることになる。 

    

② 指導上の配慮事項 

文字を使って，点Ｐが長方形の対角線の交点であるとき，また，内部にあるときを調べる。点Ｐ

によって分けられた面積Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４の関係はＳ１＋Ｓ２＝Ｓ３＋Ｓ４の関係が成り立

つ。さらに，点Ｐが四角形ＡＢＣＤの外部にあるときを調べる。ここで，‘向き’による考えを取り

入れることで，面積の関係をより簡潔，明瞭にしていきたい。(3)の場合は，Ｓ２の△ＣＤＰの‘向

き’が反時計回り（＋）から時計回り（－）に変わる。 

その符号を考えると， ＝Ｓ３＋Ｓ４
２

＝
２

－＋
２

Ｓ１＋Ｓ２＝
abaccba








+ )( の関係が成り立ってくる。 

生徒は三角形の面積の関係をとらえやすくなり，点Ｐが四角形ＡＢＣＤの内部または外部のどこ

にあってもＳ１＋Ｓ２＝Ｓ３＋Ｓ４の関係が成り立つことに気付いていくだろう。 

 

３）高等学校数学科 

◇単元名；数学Ⅱ「（図形と方程式)線分の内分点・外分点」 

ここでは，高等学校数学科数学Ⅱ「図形と方程式」線分の内分点・外分点の座標を求める際の事

例を挙げることにする。 

    

①‘向き’の考えを取り入れた内容について 

内分と外分の場合でも‘向き’を統合して考えると，加法，減法と分けずに別々の計算という意

識をもたないでもよいことになる。 

ここでは，内分点・外分点の座標を求めるにあたり，別々な二つの式としてみるのではなく，同

一の考えのもとに関連付けるという「統合の考え」でみることにする。 

m，nを正の数とする。線分ＡＢ上に点Ｐがあり， 

       ＡＰ：ＰＢ＝m：n 

が成り立つとき，点Ｐは，線分ＡＢをm：nの比に内分するという。 

座標平面上の２点Ａ，Ｂに対して，線分ＡＢをm：nの比に分ける点Ｐ(x，y)を求める。 
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 また，線分ＡＢの延長上に点Ｐがあり， 

       ＡＰ：ＰＢ＝ m： n  (ただし,  m ≠ n) 

が成り立つとき，点Ｐは，線分ＡＢを m：nの比に

外分するという。 

座標平面上の２点Ａ（x１，y１)，Ｂ（x２，y２) に対

して，線分ＡＢを m： n の比に内分する点Ｐの座

標（x，y) を求める。 

直線ＡＢが x軸に垂直でない場合，Ａ，Ｂ，Ｐか

ら x軸に，それぞれ垂線ＡＡ’，ＢＢ’，ＰＰ’を引

くと， 

Ｐ’は線分Ａ’Ｂ’をm：n  の比に内分する。 

よって  ｜x－x１｜：｜x２－x｜＝m：n 

このとき，x は x１と x２の間にあるから，x－x１ と x２－x は同符号である。したがって， 

             （x－x１)：（x２－x)＝m：n 

ゆえに，  n (x－x１)＝m(x２－x)  (m＋n )x＝n x１＋mx２ 

よって， 

nm

mxnx
x

+
+ 21

＝  …… ① 

 

ＡＢが x軸に垂直であるときは，x＝x１＝x２であるから，この場合も①が成り立つ。同様にして，

上記右の②も成立する。 

２点Ａ（x１，y１)，Ｂ（x２，y２)に対して，線分ＡＢをm：nの比に外分する点Ｐの座標は，次の式

で与えられる。 

（
nm

nxmx

−
− 12  , 

nm

nymy

−
− 12 ）  （ただし，m ≠ n） 

 

この外分点Ｐ(x，y)の座標を表す式は，①，②において，nの代わりに－n とおいた形である。 

そこで，m，n が負の数の場合も考えて，点Ｐ(x，y)が線分ＡＢをm：n の比に分けるということ

は， 

m＞０，n ＞０の場合は，  m ：  n  の比に内分する。 

  m，nが異符号の場合は，｜m｜：｜n｜の比に外分する。 

ということを意味すると考えると，内分，外分によらず次に示す一つの式にまとめる（統合)するこ

とができる。 

このように考えると，一見異なる事実でも，同じ形式でまとめて考えられるよさがある。 

２点Ａ（x１，y１)，Ｂ（x２，y２)に対して，線分ＡＢをm ： n の比に分ける点Ｐ(x，y)は次の式で

与えられる。 

nm

myny
y

+
+ 21

＝   …… ② 

０ x x 
Ｐ' Ｂ' Ａ' 

Ｐ（x，y) 

y 

x１ 

Ａ(x１，y１) 

x２ 

Ｂ(x２，y２) 
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（
nm

mxnx

+
+ 21  , 

nm

myny

+
+ 21

）  （ただし，m ＋n ≠０） 

 

② 指導上の配慮事項 

内分点，外分点の定義や求め方を学習すると， m ： n の比に内分する場合の式とm ： nの比

に外分する場合の式が求められることが分かる。 

この後，「二つの式に共通して言えることはないか」と発問し，考え方の相違点について考察する。

ＡからＢの方向を「正」とすると，外分の m＞０，n＜０として，内分する場合の公式に代入して

計算してもよい。 

また，m＜０，n＞０としても結果は同じになる。このように，‘向き’を考えることで，内分，

外分を表す式が一つの式で表されることに生徒は気付いていくであろう。 

 

小学校，中学校，高等学校の事例四つを示したが，‘向き’という視点で考察していくことで，統

合的に事象をとらえる力が高まっていくことが分かる。 

    

３「統合的な考え」のもつ数学教育的意義 

 

１) 物事の本質的な性質や条件が明らかになる 

 統合するのは外見的には異なって見えるいくつかの事象について，より高い視点から共通する性

質を見いだしていこうとするものである。統合的に考えていくことによって，異なった事柄に内在

する共通の本質的性質を明らかにすることができる。この共通性を認識できれば，さらに次元を高

め，それ以外の性質についても深く考察することができるようになる。 

 

２) 思考の活性化や身体的･精神的労力の節減ができる 

 統合することによって，その核となる概念が明らかになれば，他の課題についてもこれによって

解決の見通しがもてるようになり，思考や労力が節約され，よりよいもの，より一般的なものをさ

らに追究していくことができることになる。例えば，いろいろな文章題を，無関係に一つ一つ解決

して終わりにするというだけでなく，これらをまとめてみることによって個々の問題の理解も深ま

り，これらのどれをもとにしても他の問題の仕組みを説明できるようになり，思考を一層活性化さ

せることができる。   

また，関係がないと思われていた事柄が見方によって統一できるというところに，数学的な美し

さや面白さを感じることができるようになり，数学のよさを別なところに見いだすことができるよ

うになる。例えば，拡張によって前に学習した事柄を特殊なものとして位置付けることができれば，

条件を変えていちいち個々別々に考える手間を省いたり，例外をなくし整然とした全体を把握する

こともできるようになったりして，思考の整理をすることができるようになる。 
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３) 新しいものの発見に役立ち，発見の方法を身に付けられる 

 統合は，ただいくつかのことをまとめて一つのものにするというだけでなく，新しいものを積極

的に既知の概念に取り込む活動でもある。これによってもとのものの内容理解が豊かに，そして，

一層の理解の深まりが期待できる。同時に，一般を求める活動 generalizing が進み，新たな発見を

誘発したり，知らず知らず発見の方法を身に付けていくことができるようになったりする。言うま

でもなく，統合することによって，抽象の度合いは高まり，さらに発展的に考えることが可能とな

り，多面的な見方も身に付けることができる。 

 

４) 関係付けてものごとを考えようとする方策を，他でも適用しようとする力が身に付けられる 

 本稿でも幾つかの具体例で述べてきたように，‘向き’を導入し統合することによって，多くのこ

とを一挙に関係付け理解を深めることができた。このように，その全体を鳥瞰できるような体験は，

この方策（あるいは，手法）を他でも適用してみようという意欲を一層掻き立てるものとなろう。     

また，数学学習では豊かな発想をもつことが重要であるということを認識できるようにもなる。 

このことは新たな視点を積極的に導入し，関係付けて考えようとするきっかけを自らに提供する

ことになるし，他方，試行した結果について再び自らに問いかけ検証を促す活動を惹起することに

繋がることになるものと考える。この事象の観察，結果の推察，試行，そして，結果の検証という

一連の活動は，数学学習の理解には極めて大切である。 

 

まとめ 

 

 子どもの理解を高め，子ども自身が数学を練り上げ，粘り強く学び続けていけるように，課題の

本質的な意味に迫る手立てとして，‘向き’によって統合を図る考えについて考察してきた。算数・

数学学習において‘向き’という ideaを導入することによって統合を図る考えを意識的に授業で展

開する工夫を考察してきて分かったことをまとめると以下のようになる。 

 

i )‘向き’によって統合を図る考えは，別個のものととらえていたものの事象の関連を図って関係 

を見いだすことや，事象の関係を考察する数学的活動を実現する。 

ii )‘向き’の考えを導入することで煩雑な思考を整理，節約し，学習内容の理解の深化が図れる。 

iii )‘向き’によって統合を図る考えは，学習内容の系統性を明確にし，さらに高い位置から事象 

を考察することができる。 

iv )‘向き’の考えを使って統合していく数学的活動は，子どもが自ら練り上げて数学をつくって 

いこうとする態度を育むことができる。 

v )‘向き’の考えを使って統合していく数学的活動は，自ら考え，学び続けていこうとする子ど 

もの意欲を高めることができる。 

 

一見異なって見えるものが，‘向き’という考えで関連付けられ，整理される。つまり，まとめる
．．．．
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ことで分かり易くなる
．．．．．．．．．．

のである。すでに理解していたつもりの課題が，統合的に考えることで，一

つにまとめられる新たな発見の感動を得ることができる。これを，算数･数学教育に関わる者として，

より多くの子どもに算数
．．

･数学
．．

の学習
．．．

を通して経験できる感動を伝えていきたい。 

とはいえ，統合的に考えることで，子どもたちが混乱したり必要以上に複雑になったり，あるい

は難解になったりしてしまうようでは，本末転倒である。今後，統合的に考えることで思考が節約

できる事例を他にも掘り起こし，実践例を蓄積していくことが課題になろう。 

「統合的な考え方」が，思考のすべてと言うのではない。それは，数学的思考のほんの一部分で

ある。教師が統合的に教材を見る努力を惜しむことなく，一方でまた，子どもに統合的な考えを促

す指導との棲み分けをしながら，共通する考えであることや本質的に同じであることを見抜く眼を

養い，子どもが自ら発展的・統合的なもの見方・考え方をしようとする態度を育てる指導の実践研

究を積み重ねていくことこそ大切であると考えているところである。 
i 
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小学校第５学年「流水の働き」における 

実感を伴った理解を図るための指導法 

 

中 林 俊 明＊ ・ 山 本 勝 博＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

The teaching method to the improve realistic understanding about a natural events and phenomena 

at the unit "Function of running water " in fifth grade 

 

Toshiaki NAKABAYASHI and Katsuhiro YAMAMOTO 

 

キーワード：実感を伴った理解，「流水の働き」，自然と科学 

 

本研究では，知識や概念の定着を図り，科学的な見方や考え方を育成するためには，どのように自然体験や科学的

な体験を行い，実感を伴った自然理解をどう進めていくかを究明した。小学校第５学年「流水の働き」において，学

校でのモデル実験と茨城県北部を流れる里川（さとかわ）での自然体験活動や，子どもの自然概念の発達を促す科学

的な活動を通して，実践的な研究を行うことを目的としている。実践では，流水実験や降雨後の校庭の様子から見い

だした現象をもとに，川の流れと川原のようすなどを関係付けて調べ，流れる水には土地を変化させる働きがあるこ

とをとらえた。指導に当たっては，野外での自然観察のほか，適宜，人工の流れをつくったモデル実験を取り入れて，

「流水の働き」についてスパイラルな実感を伴った理解の充実を図った。観察のための巡検時間の確保は，宿泊学習

の時間を一部活用した。モデル実験や実際の河川の観察を効果的に組み合わせることで，体験や活動を通した体得的

な理解，問題解決を通した習得的な理解，活用を通した納得を伴った理解をすることができた。以上のように，小学

校第５学年「流水の働き」において，里川における自然体験活動とモデル実験を通した科学的な思考を，有機的につ

なぎ合わせて単元を再構成したことにより，実感を伴った科学的な理解をすることができた。 

 

はじめに 

 

新学習指導要領では，実験や観察の充実をはじめ，科学的な知識や概念の定着を図り，科学的な

見方や考え方を育成するための原理や法則の理解を目的としたものづくり，継続的な観察や季節を

変えての定点観測，また，理科で学習したことを野外で確認して発見や気付きを学習に生かす自然

観察など，科学的な体験や自然体験の充実を図ることが示された。また，小学校においては，生活

科との関連を考慮した科学的な体験を取り入れるとしている。 

―――――― 

*茨城県つくばみらい市立谷井田小学校  **茨城大学教育学部 
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また，平成 20 年１月の中央教育審議会答申の中では，理科の改善の基本方針について，５つの

内容が示されている。その中で，自然体験活動を重視する理科学習は，『小学校，中学校，高等学校

を通じた理科の改善について，児童生徒が知的好奇心や探究心をもって，自然に親しみ，目的意識

をもった観察・実験を行うことにより，科学的に調べる能力や態度を育てるとともに，科学的な認

識の定着を図り，科学的な見方や考え方を養う』と全体的に示した上で，『基礎的・基本的な知識・

技能の確実な定着，科学的な思考力や表現力の育成，観察，実験や自然体験，科学的な体験の一層

の充実，理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせ，科学への関心を高めること』１）

を柱とする方針を示している。 

その背景には，子ども自身が川原で遊んだ経験がなく，川原に石があることを知らない，また，

天体を意図的に観察したことがなく，天体の空間的な動きが想像できないなど，生活環境や遊びの

変化によって，子どもたちの体験の質と量が変わったことがある。この傾向は，都市部に限らず全

国的な傾向でもある。本校（茨城県つくばみらい市立谷井田小学校）の位置するつくばみらい市は，

古鬼怒川(こきぬがわ)や小貝川(こかいがわ)の氾濫原として低地が広がり，自然豊かな土地である。

しかし，自然豊かな環境に暮らす子どもの自然体験は，同様に理科学習の基礎となる域には達して

いない。それは，子どもを取り巻く自然環境と子どもの自然体験との相関が弱くなったことを意味

している。その相関の弱さは，子どもを取り巻く現代的課題であることに論を俟たない。豊かな自

然体験をどう確保するのか，また，理科で行う科学的な行為を，思考力，判断力，表現力等や確か

な学力という視点からどのようにとらえるかがテーマの設定につながっている。 

さらに，自然体験の方法やその後の学習活動も課題となっている。それは，体験に終始する活動

だけでは理科の学習として不十分であり，子どもの自然に対する概念を，科学的に思考し，再構成

していく方策を再考しなければならない。その解決の一つに，言語活動が学習活動の中で重視がさ

れ，対象としての自然を科学的に解き明かすための意図的な指導がさまざまな方法が研究成果とし

て発表されている。また，体得・習得・納得といった実感を伴った理解となるように，学びの文脈

を意識した指導方法の設計が求められている２）。 

 以上のように，実感を伴った科学的な理解の充実とともに，理科における自然体験が一層重視さ

れ，そのための学習活動の提案が求められている。そこで，本研究では，子どもの自然体験不足を

補うとともに，自然体験や科学的な思考を生かした理科授業の事例を検討する。さらに，知識や概

念の定着を図り，科学的な見方や考え方を育成するためには，授業の中で自然と科学の往還関係を

どのように位置づけ，実感を伴った自然理解をどう進めるかを論ずる。 

  本研究での実践単元の「流水の働き」では，地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の速

さや量による働きの違いを調べ，流れる水の働きと土地の変化の関係についての考えをもつことが

できるようにするという目標が設定されている。理科の改善の基本方針を目指すために，野外での

直接観察のほか，適宜，人工の流れをつくったモデル実験を取り入れて，流れる水の働きについて

の理解の充実を図る。その際，観察，実験の結果と実際の川の様子を関係付けてとらえたり，長雨

や集中豪雨により増水した川の様子をとらえたりするために，シミュレーションや映像，図書など

の資料を活用した。以上の内容をふまえ，自然と科学（具体と抽象）の往還関係を生かした指導法

をどのように充実させどのように生かすべきかという課題を追究する。 
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研究の目的 

 

 小学校第５学年「流水の働き」において，新学習指導要領の趣旨を踏まえた実践的な研究を行う

ことで，自然の事物・現象についての実感を伴った科学的な理解を図るための自然体験活動の方策

や単元の構成を明らかにする。 

学校でのモデル実験と茨城県北部を流れる里川での自然体験活動や，子どもの自然概念の発達を

促す科学的な活動を通して，実践的な研究を行い，創意を生かした特色ある理科教育を目指す。 

以上2点が本研究の目的である。 

 

 

単元の構想 

 

 単元「流水の働き」の目標は，地面を流れる水や川のようすを観察し，流れる水の速さや量によ

る働きの違いを調べ，流れる水の働きと土地の変化の関係についての考えをもつようにすることで

ある。自然事象への関心・意欲・態度の観点では，川の様子・災害や治水に関心をもち進んで調べ

ようとしていること。また，「流水の働き」の実験や観察の結果をもとに，意欲的に自然の川を調べ

ようとしていることを評価する。自然事象への科学的な思考の観点では，流れる水の様子や流れた

跡・川が曲がって流れる両岸の様子を観察し，流れる水の働きと関係付けて考えられること。また，

川の水量の変化を雨の降り方と関係付けて考えられることを評価する。自然事象に関する観察・実

験の技能・表現の観点では，流れる水の様子や働きを観察して記録したり，水の量を変えて比較し

たりして，計画的に実験することを評価する。自然事象についての知識・理解の観点では，流れる

水には，浸食・運搬・堆積の働きがあり，その働きによって土地の様子が大きく変化する現象を理

解できること。また，洪水を防ぐ工夫として，ダムや堤防を作ったり森林を保護したりして，私た

ちの生活の安全や環境を守っていることの理解を評価する。ここでは，地面を流れる水や川の働き

に関し，興味・関心をもって追究する活動を通して，「流水の働き」と土地の変化の関係について，

条件を制御して調べる能力を育てる，また，それらについての理解を図り，「流水の働き」と土地の

変化の関係についての見方や考え方をもつことができるようにすることがねらいである。 

 大まかな学習の流れは，「Ａ 単元の導入，Ｂ 視点をもつためのモデル実験，Ｃ 実際の河川で

の観察，Ｄ 検証のためのモデル実験，Ｅ まとめ」の５段階とした。それぞれの段階は以下の通

りである。 

A  雨水が地面を流れる様子や雨上がりの地面の様子を観察し，流れる水には地面を侵食した

り，石や土，砂，泥などを運搬したり堆積させたりする働きがあることを観察する。 

B  Aを基に，人工の流れをつくり，モデル実験により「流水の働き」における観察の視点を

確かめる。さらに，河川での岩石の観察を想定し，里川（さとかわ，茨城県北部を流れる河

川）で観察できる深成岩（カコウ岩），変成岩（片麻岩や結晶片岩），堆積岩について，校内

にある岩石を使い観察会を実施する。 

C  Bでの学習を基礎にして，野外自然観察を実施する。里川の観察では，上流には，角張っ

た巨礫が見られること，中流には数十 cm の丸みのある巨礫が見られること，また，下流に
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は小さな礫や砂が見られることから，上流・中流・下流の石の大きさや形の違いをとらえる

ようにする。また，上流から下流まで，川を全体としてとらえ，上流では侵食の働きがよく

見られ，下流では堆積の働きがよく見られることなど，「流水の働き」の違いによる川の様子

の違いをとらえる。 

D  野外の自然観察で学んだことをまとめ，それを検証する学習活動を実施する。個に応じて

課題を選択し，流水のモデル実験を企画する。その計画に従い人工の流れをつくり，流れる

水の速さや量を変え，地面の変化の様子を調べることで確かめる。そして，Ａで実施した，

校庭での雨上がりの地面の様子を改めて観察し，今まで学習したことを具体的な場面に適応

することで，「流水の働き」に関しての概念を強固にする。 

E  雨が短時間に多量に降ったり，長時間降り続いたりしたときの雨水の流れや川の流れの様

子を，映像を使って観察する。そこで，水の速さや量が増し，地面を大きく侵食したり，岩

石や土を多量に運搬したり堆積させたりして，土地の様子を大きく変化させていることをと

らえる。雨の降り方によって，流れる水の速さや量が変わり，増水で土地が変化することを

とらえるとともに，流れる水の力の大きさを感じとる。 

学習活動は，13時間として表１のように実施した。 

 

表表表表    1111    「「「「流水流水流水流水のののの働働働働きききき」」」」のののの学習計画学習計画学習計画学習計画    

時
 

 

学習活動 

（Ａ～Ｅは上記の学習段階に相当する） 

 評価の観点  

関心･意欲 科学的な思考 技能･表現 知識･理解 

１ Ａ 雨上がりの様子から学習計画を立てる。 ◎ ○ ○  

２－４ Ｂ 水を流した実験を計画し実験をする。  ○ ◎ ○ 

５－６ Ｃ 里川での観察会で川の様子を観察する。 ○ ◎ ○  

７－９ Ｄ 実際の川の観察から実験を計画し行う。  ○ ○ ◎  

10 Ｄ 実験の発表会をする。  ◎ ○ ○ 

11-12 Ｅ 川と私たちの生活を考える。 ○ ○  ◎ 

13 Ｅ 学習のまとめをする。  ○ ○ ◎ 

 

なお，上流と下流の石の違いと「流水の働き」に関する用語は，平成 22 年度から指導する内容

となった３）。新学習指導要領実施に向けての提案性を高めるため，旧５年Ｃ（２）「流水の働き」の

内容に，新５年Ｂ（３）「イ川の上流と下流によって，川原の石の大きさや形に違いがあること」を

新規内容として追加した。また，「流水の働き」に関する用語として，「侵食，運搬，堆積」を取り

扱った。 

このように，「流水の働き」を自然（校庭の観察）→科学（モデル化）→自然（里川の観察）→科

学（モデル化）という視点で，野外自然観察を中心にして科学的に考える活動と自然に親しむ活動

を融合させた理科教育を目指した（図１）。 
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図図図図    1111    野外自然観察野外自然観察野外自然観察野外自然観察をををを中心中心中心中心にしたにしたにしたにした科学科学科学科学的的的的にににに考考考考えるえるえるえる活動活動活動活動とととと自然自然自然自然にににに親親親親しむしむしむしむ活動活動活動活動のののの関係関係関係関係    
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授業の実践 

 

１ 単元の導入 

 

 本校は雨天時，校舎側から校庭に向けてはっきりと流路をもつ川が出現する。その川を使って，

雨水が地面を流れていく様子や雨上がりの地面の様子を観察した。はじめに，その様子を子どもに

紹介すると，意外なことに地面の模様にとても驚いていた。それは，水が地表を流れることで土地

に変化が生じるという概念が，子どもに正しく身についていないことを意味している。子どもは「流

水の働き」についてどのような概念をもっているのか。その素朴概念の調査結果は表２の通りであ

る。 

 

表表表表    2222    単元前単元前単元前単元前にににに実施実施実施実施したしたしたした川川川川にににに対対対対するするするする素朴概念調査素朴概念調査素朴概念調査素朴概念調査（（（（N=50N=50N=50N=50    複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

川に対するイメージを単語で記述させた。単語をカテゴリー別に分類した  

川に対するイメージ 人数 カテゴリー 

魚 
自然 
石 岩 
人工の川がある 
海から水が流れている 
生き物 
木 
飲み水 
高い所から低い所に流

れる 
流れが緩やか 
ごみ 

11 
6 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 

イメージ 
イメージ 
イメージ 
イメージ 
流れ 

イメージ 
イメージ 
イメージ 
流れ 
流れ 

イメージ 

（以下 少数意見 １名のみの回答） 
木から出た水が流れる，雨の水が流れている， 
水たまりの様に集まる，広い，水，花，緑， 
葉や木が流れる，水力発電，水がきれい 

 

 表2から，子どものもつ川に対する素朴概念は，魚，自然，石や岩など，自然に関するイメージ

がとても強いことが分かる。一方，「流れ」に着目し回答をしている子どもに注目すると，「高い所

から低い所に流れる。木から出た水が流れる。雨の水が流れている」という正しい概念が８％しか

ない。「流れ」に着目できても，「海から水が流れている。水たまりの様にまわりから水が集まって

いる」の様に流水に対する誤概念が多く存在している。 

 このように，子どもにとって，「流水の働き」に関する科学は，視点の移動を要する内容であるこ

とがわかった。そのことから，理解を容易にするため，水路実験から実際の河川にその実験結果を

適用，さらに水路実験化するという自然と科学の往還を通して，流水には地面を侵食したり，石，

土，砂や泥などを運搬したり堆積させたりする働きがあることを観察することにした。 
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  導入場面の話し合いは，Ａ～Ｄのように進めた。 

A  気づいたことを発表し，雨水が川のように流れ地表の様子を変えているような現象が

起きたのか話し合う。 

B  自分が調べたい問題をつくる。 

C  各自の問題を整理する。（川の水が濁った理由，川の水が増える理由，川岸が削られた

理由，洪水に関する問題など） 

D  調べる方法を考える（校庭で流水実験をする。雨が降っている時の校庭の様子を観察

する。実際の川に行って調べる） 

 導入での観察の気づきから計画された水路実験に向けて，子どもに浸食・運搬・堆積の作用

について見るポイントを解説し，次時に進んだ。以上の流れは，自然に親しむことから科学的

に考える視点移動を促進するものである。 

 

２ 水路実験 

 

 １の学習を基に，人工の流れを作り流水実験を行

った（図２）。その目的は，実際の河川の観察に向

けて，「流水の働き」における観察の視点の質を高

めることにある。集団でディスカッションができる

ように，畑に河川モデルを再現し，水を流すことで

「流水の働き」を検証した。そのモデル河川は，水

道からホースで水がひけて，排水溝などに土や砂が

直接入り込まない場所を選び，土砂を山積みして作

った。坂は長さ５ｍとし，子ども全員が左右に分か

れて両側で観察できるだけの空間を確保した。傾斜

は見た目でわずかに傾いている程度として，上部を

やや急にして下部はなだらかにし，下部の距離を長

めにしておいた。この観察では，里川での実際の自

然観察会で観察する視点が明確になるように，河川 

のどの部分が「流水の働き」の何に相当するのかを意識できるように学習を進めた。（例えば，

浸食されているとは川がどのようになっている部分であるかを実際に観察させるなど） 

 さらに，河川での岩石の観察のための事前指導も実施した。それは，里川での自然観察会に

向けて，川原にある岩石をみることに関心を高めることが主な目的である。里川で観察できる

岩石は，深成岩（カコウ岩），変成岩（片麻岩や結晶片岩），堆積岩（凝灰質泥岩など）であ

る。それらについて，校内にある岩石や事前に現地で採取した岩石を使い，岩石の観察会を実

施した。現地で採取した岩石以外でも，庭石として多く存在している校内の岩石は，十分教材

としての価値をもっていた。カコウ岩・ハンレイ岩の深成岩をゴマ塩タイプの石，結晶片岩の

変成岩をシマシマタイプの石，また，砂岩・泥岩の堆積岩を，砂などを固めたタイプの石とし

て学習を進めた。岩石は，一つの種類しかないと考えていた子どもが大半で，岩石を割ってフ

図図図図    2222    流水実験流水実験流水実験流水実験 
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レッシュな面を観察することにより，様々な岩石の種類が存在することを確認した。 

 

３ 実際の河川での観察 

 

 観察会は，平成 21年５月 27日から 28日にかけて実施した。２で実施したモデル実験の学

習を基礎にして，茨城県北部の里川をフィードとした自然体験活動を実施した（図３）。里川

を選定した理由は，本校第５学年の宿泊学習が，茨城県常陸太田市付近で実施されたからであ

る。活動の地域は常陸太田市全域と日立市の一部にわたり，２日間かけて，里川を下流から上

流へ移動した。この活動は，河川の全体像をつかむにはよい機会となった。 

 里川の自然体験活動の目標は次のように設定した。一つは，上流には大きな角張った石が見

られ，中流には数十㎝の丸みのある岩石が見られること，また，下流には小さな丸い石が見ら

れることから，上流・中流・下流の石の大きさや形の違いをとらえること。二つは，上流では

侵食の働きがよく見られ，下流では堆積の働きがよく見られることなど，川を全体としてとら

え，「流水の働き」の違いによる川の様子の違いをとらえること。三つは，五感を通して川に

触れることで自然を愛する心情を育てることである。 

 下流域は，バスの中から川原の様子を観察することにした。観察の地点は常磐自動車道の那

珂川にかかる橋と常陸太田市の市街地近くの里川である。どちらも砂や小石が川原にあること

を理解した。元々，下流の河川の様子は自分の住むつくばみらい市でも観察することができる

ので，子どもにとって下流域の理解は容易であった。 

 中流域は，図４にある日立市東河内町の里川である。この地の選定の理由は，左右に大きく

蛇行する場所があり，その中間に橋が架かり右回りの流れと左回りの流れの比較ができる場所

であることと（図５①の部分），川原へ安全に行ける場所があり，中流の様子を観察するには

適していること（図５②の部分）である。図５の②の部分は，茨城県常陸太田土木事務所によ

り平成 19 年に水辺空間として整備されている。①の部分では，橋の上から流れの内側と外側

という表現を使い，堆積と浸食の関係を観察した。現地は，流れの外側はがけになっている。

がけはコンクリートで補強されるが，一部崩れている。一方，流れの内側は 40～50 ㎝の丸い

岩石が多数堆積している。その様子は，右への蛇行でも左への蛇行でも同様であり，流れる水 

図図図図３３３３    観察会観察会観察会観察会のののの説明説明説明説明    図図図図４４４４    里川中流里川中流里川中流里川中流のののの観察地点観察地点観察地点観察地点    
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図図図図５５５５    中流域観中流域観中流域観中流域観察地点察地点察地点察地点（GoogleEarthより） 

 

には地面を侵食したり，石や土，砂，泥などを運搬したり堆積させたりする働きがあることを，  

水が流れる速さと関連づけることができた。ここの観察では，ワークシートを多用した（図 6）。 

 ここでの指導上の課題は，子どもにとって「河川はどこか」という素朴な疑問である。多く

の子どもは，河川は水が流れている部分だけであり，川原は河川の一部ではないことが観察中

の言動から明らかになった。（これに関する河川の素朴概念は外の研究に見当たらず，筆者の

指摘が初めてのものであると思われる）つまり，堆積の場である内側の川原や浸食の場である

外側のがけの様子は，子どもにとって河川ではなく，観察の対象とならないのである。そこで，

現地の観察会では，河川は増水時に川の水が地形に影響の与える部分までであることを補足説

明した。この観察の時点において，川原にある大きい岩石が流水によって動かれ堆積したこと

は，「流水の働き」の概念として定着したとはいえなかった。「流水の働き」が子どもの想像

をはるかに超えるものであり，実際に河川を観察しただけでは，容易に概念変容をしないから

である。その対策として，学校に戻ってから，改めて観察したことをモデルにあてはめる検証

実験を行い，「流水の働き」についての理解を深めることにした。 

 上流域は，バスを止めて観察する条件が整わなかったため，バス内からの観察となった。里

川のような中小河川においても，全体としては流れの上流に行くほど礫の大きさが大きくなり，

円磨度が低くなる傾向（大きくなり角張っているということ）が認められるが，個々の観測地

点では，礫の供給の場所や時期・供給のされ方の違いにより，上流から下流へ一様の変化をす

る理論通りにならない。特に，観察した里川は現代において，礫が供給されていない状態とい

われ，上流から中流にかけては理論通りになっていない河川の一つである（図７）４）。観察場

所を考慮せず実施すると上流の方が礫は小さくなるような，誤解を招くので注意を要した。一

部の子どもは，源流域に入り込み，大きく角張った巨礫を観察でき，「流水の働き」の理解を

深めた。 

図図図図    3333 
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図図図図６６６６    中流域中流域中流域中流域のののの観察記録観察記録観察記録観察記録    

 

 

図図図図７７７７    里川里川里川里川のののの河川縦断面河川縦断面河川縦断面河川縦断面 

下流域の観察 

（常陸太田市茅根町） 
↓↓↓↓    

  中流域の観察 
  （日立市東河内町） 

↓↓↓↓    

上流域の観察 
（常陸太田市徳田町） 

↓↓↓↓    
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４ 検証のためのモデル実験 

 

 里川での自然観察で学んだことをまとめ，それを

検証する学習活動を実施した。３から４への学習の

流れは，自然事象の直接体験から，科学の手続きに

基づいた自然の特性を創造する場面への転換に相

当する。小学校５年生で取り扱う条件制御の問題解

決を重視し，学習のモジュールを三つ用意した。 

 一つは，自分で川を作り，流れる水の速さ，量や

地形を変え，「流水の働き」を調べた。子どもたち

は，思い思いに河川のモデルを作り，里川を再現し

た（図８）。ここでは，蛇行している部分に注目さ

せ，里川での堆積物の様子とモデル河川を比較する

ことや，流速を速くすると比較的大きな礫が運搬さ

れその下流で堆積することを観察させた。実際の河

川をモデルに適応させ，授業を構想した。 

 二つは，校庭での雨上がりの地面の様子の観察である。これは，導入時にも実施している。

再び実施し，改めて里川での体験を踏まえて自然事象を理解することに視点を置き，自然解釈

を熟考させた。指導方法の工夫点は，一人一人が「流水の働き」の理解につながる現象が起き

ている場所を発見し，写真を撮り解説を加え，発表をしたことである。このようなスパイラル

な学習を進めることは，自分と共に，対象となる自然自体も成長する良い例である。学習した

ことを，具体的な場面に適応させ，「流水の働き」の概念を強固にした。 

 三つは，関心のある「流水の働き」について実験を計画し，発表会を実施した。「流水の働

き」の一部分に注目し，深く追究することをねらいとした。同様の計画でグループを作り，課

題選択型の問題解決が行われた。企画された実験は 12種類で，表３・図９である。 

 

表表表表    3333    子子子子どもがどもがどもがどもが企画企画企画企画したしたしたした実験実験実験実験とそのとそのとそのとその結論結論結論結論    

実験の目的 実験の結論  

石の大きさで運搬の様子が変わるのか 
砂のけずられる様子 
水の流速と砂と石の運搬の関係 
直線の流れではどこが浸食されるか 
大きさの違う石の運搬 
砂はどこに堆積するか 
川の流れはどこが速いか 
水槽で水を回転させ運搬の実験をする 
石や木の流される様子を調べる     
石の大きさと運搬の様子を調べる 
石の大きさと流れる水の関係を調べる 
川幅の違いと浸食の関係を調べる 
洪水の時の堆積の様子を調べる 

小さい石ほど下流に流された 
砂がけずられ埋めていた石が表れてきた 
水を強く流すと石と砂が同時に流される 
強く水を流すと浸食された 流れは蛇行する 
小さいものほどよく運搬された 
流れの内側と下流に堆積した 
外側が速く運搬の働きも大きかった 
外側は流れが速く大きな石がたまった 
強い流れでは大きな石はゆっくり木や小石は速く流れた 
小石はよく流され大きい石は流れない 
流れを強くすれば大きな石も運搬できる 
川幅の狭い所が流れが速くよくけずられた 
内側以外もたまったので堆の様子が変わる 

 

図図図図８８８８    帰校帰校帰校帰校してしてしてして里川里川里川里川をををを再現再現再現再現しししし観察観察観察観察 
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５ 単元のまとめ 

 

 教室，校庭，里川で展開された「流水の働き」のまとめは，一斉授業と４で個別に追究した実験

のポスターセッションで構成した。一斉授業では，学習指導要領で目標とする，地面を流れる水や

川の様子を観察し，流れる水の速さや量による働きの違いを調べ，流れる水の働きと土地の変化の

関係についての考えをもつことができるようにすることを指導した（図10）。特に，流れる水には，

土地を侵食したり，石や土などを運搬したり堆積させたりする働きがあること。川の上流と下流に

よって，川原の石の大きさや形に違いがあること。雨の降り方によって，流れる水の速さや水の量

が変わり，増水により土地の様子が大きく変化する場合があることを確認した。 

 個別に追究した実験に関しての

ポスターセッションは，グループ

ごとに発表を行い，情報を交換す

る形式で実行した。この発表は，

筆者が研究を進めている，小学校

理科における段階的な実験レポー

ト作成の指導法に基づき進められ，

パネルを使用した口頭発表が意欲

的に行われた。実験レポート作成

の研究内容については，中林の報

告５）を参考にされたい。 
図図図図 10101010    単元単元単元単元のまとめののまとめののまとめののまとめの様子様子様子様子    

図図図図９９９９    子子子子どもがどもがどもがどもが企画企画企画企画したしたしたした実験実験実験実験のののの一例一例一例一例    
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分析と考察 

 

１ 「流水の働き」についての理解 

 本実践により，「流水の働き」の概念が定着したかを検証するため，学力診断のためのテストを活

用し，単元前後での変容調査を対象者 49名に実施した。多くの設問では，学習前は 50%以下の理

解であったが，学習後は大きく正答率を伸ばした(図11)。問題29aの問題を除いたすべての結果は，

フィッシャーの正確確率検定により，学習前後に有意な差(p<0.00)があることがわかった。これは 

本実践の可能性を統計的実証したことになる。なお，29aの問題で有意な差が表れなかったことは，

学習する前から経験的に正しい概念が身についていることが原因と考えられ，問題28は，実験の方

法に関する設問で，解答が収束しにくいことが正答率の低さに表れていると考えられる。 

図図図図 11111111    「「「「流水流水流水流水のののの働働働働きききき」」」」のののの学習前後学習前後学習前後学習前後のののの正答率変化正答率変化正答率変化正答率変化とととと県平均正答率県平均正答率県平均正答率県平均正答率のののの比較比較比較比較 
「流水の働き」の設問で，27aは「流水の働き」の理解，28は実験の技能・表現，29は流速と働きの関係についての理解をきいている。 

 

 

２ 「流水の働き」に関する概念変容 

現在の理科教育は，子どもの概念変容を促す  表表表表    4444「「「「川川川川ってどんなものってどんなものってどんなものってどんなもの」」」」回答回答回答回答のののの変容比較変容比較変容比較変容比較(n=50)(n=50)(n=50)(n=50)    

ことを指導法の根幹としている。本研究も同様

の立場で授業を組み立てた。その概念変容の実

践前後の比較は表４と図 12である。 

 まず，変容のスタートとなる素朴概念は，単

元の導入で，子どものもつ「川」の概念の調査

という形で実施している。学習前では，「魚，

自然，石や岩」の回答が多く，川は子どもにと

って遊びの自然の対象として存在していた。ま

た，「人工の川がある」「海から水が流れている」

など，誤った概念や人工的な概念をもっていた。 

その子どもに本実践を行った結果，表４のよう

な変化を示した。学習後では，上位５つに流水

回答カテゴリー 学習後 学習前 

浸食・運搬・堆積がある 
岩が大きい多い 
内側と外側に違いがある 
物が流される 
流速と作用に関連がある 
木を育てる 
魚がいる 
物を流す力がある 
生き物がたくさん 
海へつながる 
自然がいっぱい 
上流ほど流れが速い 
高い所が低い所に流れる 

32 
16 
12 
6 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 

0 
6 
0 
0 
0 
3 
11 
1 
4 
0 
6 
0 
2 



茨城大学教育実践研究 22229999(2010) 

 -  - 46

 

図図図図 12121212    川川川川にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの学習前後学習前後学習前後学習前後のののの比較比較比較比較((((左左左左がががが学習前学習前学習前学習前，，，，右右右右がががが学習後学習後学習後学習後))))    

 

の３作用が関連する内容が回答されている。自然と科学の往還を繰り返すことで，地表を水が流

れるとき土地にどのような影響を与えるのかという科学的視点をもち学習を進めることで，「流水

の働き」に関する概念変容を可能とした。 

 

 

結論と課題 

 

 この実践では，流水実験や雨後の校庭の様子から見いだしたきまりをもとに，川の流れと川原の

ようすなどを関係付けて調べ，流れる水には土地を変化させる働きがあることをとらえた。     

学習活動では，「流水の働き」を計画的に追究し，「流水の働き」とともに，自然の大きな力を感じ

とらせた。野外巡検での直接観察のほか，人工の流れをつくったモデル実験を取り入れて，「流水の

働き」について理解の充実を図った。その際，観察や実験の結果と実際の川の様子を関係付けてと

らえ，長雨や集中豪雨により増水した川の様子をとらえるために，映像資料も活用した。 

 理科の学習を「状況に入る学び，状況を作る学び」６）の二つにとらえ，整理する。本研究の場合，

状況に入る学びは，雨後の校庭観察や里川での自然観察に相当する。状況に入る学びでは，観察や

実験の視点やそれを支える理論的なものの考え方が必要になる。そこで，自然の観察をもとにして，

その自然をモデル化した実験で考察するという一つのパターンを基軸にした。さらに，そのパター

ンで取り扱う自然事象のスケールを大きくしていくという，スパイラルな理論の構築を行った。状
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況に入る学びでは，自然観察を支えるための科学的視点を育てた。 

 状況を作る学びは，川のモデル実験や，選択した課題を追究してポスター発表したことに相当す

る。自然と科学の往還関係を意図的に指導に取り入れることで，体験や活動を通した体得的な理解，

問題解決を通した習得的な理解，活用を通した納得を伴った理解を深めた。その科学の部分をこの

学びが支えた。自然の一部分を意図的に切り取り，結論を導き出すために要素を制御することで，

人間の創造物である科学を作り出す。そのような体験を，砂や水などを使い，小学校５年生で身に

つける条件制御の問題解決の能力を生かし，実践を進めた。 

 主題の一部になっている実感を伴った理解は，子どもが自らの諸感覚を働かせて，観察，実験な

どの具体的な体験を通して，自然の事物・現象についての理解を図り，興味・関心を高めたり，自

らの実感を踏まえながら適切な考察を行ったりすることで確保できた。また，学力診断のためのテ

ストを活用した調査から分かるように，実感を伴った理解は，知識や技能の確実な習得にも資する

ものであった。さらに，素朴概念を変容させ，子どもの川を見る視点が流水の科学へ変化した。理

科の学習で学んだことを，実際の自然に適応することや生活知と関連して深めることにより，理科

を学ぶことの意義や有用性を実感し，意欲や関心を高めた。以上のように，小学校第５学年「流水

の働き」において，モデル実験と里川における自然体験活動を有機的につなぎ合わせて，自然と科

学を往還する単元を構成することで，子どもは実感を伴った理解をすることができた。 

 本実践は，実感を伴った理解と自然と科学の調和を目指した理科教育の実践であった。そのため

には，モデル実験と効果的な自然体験の融合が必要であることが分かった。一方，この実践内容の

充実を図るために，野外にある教材の評価を今後の課題としたい。それは，学習場所，学習テキス

ト，学習指導計画を再評価することが必要であり，学習者への学習効果の影響が大きい。さらに，

野外学習教材を用いた場合，学習中の児童・生徒の科学的思考の過程がどのように形成されるかを

評価することも今後の課題とする。 
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公園を題材とした生活科野外実習教材の作成と公開 

 

 

伊 藤 孝＊ ・吉 田 佑＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

Design and Release of Work Sheets for Field Study on Life Environment Studies at a Park 

Takashi ITO and Yu YOSHIDA 

 

 

キーワード：公園、生活科、野外実習、観察、遊び 

 

小学校の生活科においては、学校近くの公園を活用した自然の観察・自然を活用した遊びが設定される例が多い。このこ

とを踏まえ、茨城大学教育学部開講授業の「生活科内容研究 B」では、茨城県水戸市の堀原運動公園をフィールドとして、生

活科の自然分野の授業実践が行われている。その詳細については、吉田ほか（2009）において報告済みである。今回、これ

らの経験とその後の調査の結果を踏まえ、生活科の自然分野における公園実習を想定したワークシートと授業案を作成した。

そのワークシートと授業案は、茨城大学の新システムを活用し、インターネット上で公開している。ここでは公開中のワークシ

ートと授業案を紹介し、その詳細について解説する。 

 

 

はじめに 

 

現行の小学校学習指導要領（平成10年告示、平成15年一部改訂）では、生活科の各学年の目標

および内容として、「活動」、「身近な自然」、「地域」、「公共」、「遊び」などがキーワードとなってい

る。こうしたことから、実際に授業の一環で自然観察・自然遊びが地域の「公園」で行われること

も多く、生活科の教科書においても公園を舞台とした自然観察・自然遊びが採用されている（東ほ

か 2008）。そのため、教育学部の小学校教育向けの授業として、公園での実習が行われる例があり、

その事例が蓄積されつつある（富山 2009など）。例えば、茨城大学教育学部の「生活科内容研究B」

では、茨城県水戸市の堀原運動公園をフィールドとして、生活科の自然分野の授業実践が行われて

いる（吉田ほか 2009）。そこでは、受講生自らが小学校の教員という設定のもと、大学から公園ま

での移動、公園での活動を行っている。具体的には、安全面や学習面など様々な視点から公園内を

散策し、ネイチャーゲームや自然の事物を対象・利用した自然遊びを体験している（吉田ほか 2009）。 

 

―――――― 

*茨城大学教育学部 
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我々のグループは、上で紹介した堀原運動公園における生活科対象授業の準備・実践・解析、お

よびその後の調査を通して、堀原運動公園の構成、生物・岩石等の分布についての情報を蓄積しつ

つある。それを生かして、小学校向け生活科の自然分野における公園実習を想定したワークシート

を作成し、茨城大学の新システムを活用して、インターネットによる公開を行うこととした。ここ

では、公開ワークシートの制作意図・内容とそれを活用した授業案を紹介する。 

 

 

授業案 

 

ここで提案する授業案は、生活科における自然を題材とした遊びを中心とするものであり、1 コマを

45分単位として5時間分として計画した（図1）。1時間目は堀原運動公園に何があるのか予想する時間と

した。2 時間目、3 時間目は実際に堀原運動公園を散策し、遊ぶ時間である。4 時間目は別のワークシー

トを用いた教室でのスケッチ、5 時間目は公園内の散策で気づいたことを発表させる時間とした。 

堀原運動公園での散策の際は、児童を引率するかたちをとる。園内が大変広く、自由散策では教師

の目が行き届かないと判断したためである。よって教師と児童（一班あたり 4〜5 人を想定）が一緒に公園

を探検しながらワークシートを埋める形式とした。そして最後に自然遊びを実施する。 

今回の授業の目標は、「公園の中で楽しく遊んだり、自然の特色に気づいたりすること」、「公園での

活動を通して公共ルールや周りの人たちへの配慮を学ぶこと」である。それらを実現するため公園を一周

し、「フォトラリー」・「自然遊び」を通して自然にふれ合い、気づいたことや疑問に思ったことを児童の間で

話し合う。そして遊具や芝生の広場での自然遊びやネイチャーゲームを通して、自然のなかでの遊びを

児童に体験させる。また、実際の公園では車や自転車が通り、一般の来園者が散歩している。そういった

交通面での配慮や公共の場所で遊ぶ時のルールについて考え、周りへの気遣いやルールを守ることの

大切さも学ばせる。 

 

 

ワークシート 

 

授業の目標を達成するために「フォトラリー」、「たからさがしと自然とのふれあい」、「自然遊び」のワ

ークシートを作成した。さらにそれらに加えて、「たからさがし」で得られたものを教室へ持ち帰り、観察し、

スケッチするためのワークシートを作成した。今回作成したワークシートでは、単語穴埋め方式ではなく

感想や気づいた点など自由記述の欄を設け、色を付けたり写真・絵を用いたりできるようにした。 

次にそれぞれのワークシートについて説明する。まず「ワークシートA(図2)」では「フォトラリー」を体験

する。これは 5 枚の写真に映っている場所が、堀原運動公園のどこを写しているのか、地図の番号から

選ぶものである。文字をあまり使わず、写真によって視覚的に公園内部を理解できるような工夫を施した。

またそれに加えて、それぞれの写真の場所に関連した「ものしりクイズ」を設けた。フォトラリーを行ないな

がら、回答できるようになっており、主に自然についての理解を深められる形式とした。このクイズについ

ても直接ワークシートに書き込めるようになっていて、ただ単に答えを求めるだけでなく、「なぜそうなって

いるのか？」という理由や児童の考えを中心に書かせる形式になっている。5 枚の写真は具体的には、 
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・ ○のポイントは「木の重要性や光と影について」 

・ ×のポイントは「木の感触について」 

・ △のポイントは「生物の成長やその力の大きさについて」 

・ ☆のポイントは「ものの大きさや広さについて」 

・ □のポイントは「石の形やその理由について」 

をテーマにしており、それぞれクイズで疑問を解き明かしていくかたちにした。 

「ワークシート B(図 3)」では、ネイチャーゲームから引用した「たからさがし」と自然と触れ合う目的で木

の太さと枝の高さを調べる「しぜんにふれてみよう」の 2 つの試みを盛り込んだ。「たからさがし」では 7 種

類の花びらや木の実などを探させるようになっている。ここで記載した「たからもの」は季節に関係なく見

つけられるものを選んである。見つけた「たからもの」の番号を同ワークシートの地図上に書き込むように

なっており、どのようなところに何が多いのかなど、堀原運動公園の自然の特徴について気付かせるか

たちとなっている。また自然について気付いた点は書き込めるようスペースを設けてある。 

「しぜんにふれてみよう」は、自分の体を使って、木の太さと地面から枝の高さを測る試みである。手を

広げたときの長さ（＝ほぼ身長と同じの長さ）と手を挙げた時の高さ(事前に測る必要がある)の 2 種類を紹

介し、木の太さや枝の高さとともに、自分の身体の長さ・高さに興味を持てるよう工夫をした。 

「ワークシート C（図4）」では、「自然遊び」を実施する。ここでは、2 種類のおにごっこ(たかおに・日な

ただけおにごっこ)を紹介している。遊ぶときのルールや危険な場所の写真など、安全面を考慮した内容

になっている。また「ワークシートB」と同様に、自然遊びを行ってみて児童が気づいたことを書き込めるよ

うにした。 

「ワークシート D（図 5）」では、「ワークシート B」で実施した「たからさがし」で見つけたたからものを詳

しく観察し、スケッチを行うこととした。 

 

 

授業案・ワークシートの公開 

 

ここで紹介した授業案・ワークシートは茨城大学教育学部研究教育支援ページに掲載され、広く公開

されている（http://eye.edu.ibaraki.ac.jp/net/）。これら授業案・ワークシートの公開が、実際に堀原運動公

園をフィールドにした授業実践に繋がること、また地元の公園をフィールドにした授業案・ワークシート作

りと公開の活発化の呼び水となることを期待している。 
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堀原運動公園用ワークシートを用いた生活科授業指導案 

 

1. 単元名  「公園で楽しく遊ぼう」 

2. 目標 

○公園の中で楽しく遊んだり、自然の特色に気づくことができる。 

○公園での活動を通して公共ルールや周りの人たちへの配慮を学ぶことができる。 

3. 場所  茨城県立堀原運動公園 

4. 学習計画 

時 活動内容 

1 ・公園にあるもの 

今外には何があるのか考えさせる。季節ごとの特徴に気付かせたり、生活の中で疑問に

思っていることを発表する。 

2･3 ・公園で遊ぼう（（（（本時本時本時本時）））） 

実際にワークシート(A〜C)を用いて公園で遊ぶ。気づいたこと、楽しかったこと、なる

ほどと思ったことをまとめ、次回発表できるようにする。 

4 ・たからもので絵をかこう(ワークシートDを使用) 

宝探しゲームで集めたもの（木の葉やドングリなど）を観察しスケッチを行う。 

5 ・公園で気づいたこと 

前時にそれぞれが気づいたことを他のみんなに発表する。次にまた公園に行ったら確か

めたいことや遊びたい内容なども発表させ、自然への関心を深める。 

 

5. 準備・資料 

・ワークシート（A〜C） 

・バインダー 

・ビニール袋 

 

6. 展開 

学習内容 支援 

1. 導入 

・児童を4〜5人ごとの班に分ける。 

・ワークシート(A〜C)を児童に配布する。 

・活動の流れとワークシートを説明する。 

・公園へ移動する際の注意事項を説明する。 

1. 

・班内でお互いに協力するよう指導す

る。 

・車が通行する出入り口付近の歩行につ

いては、十分に注意するよう促す。 

・特に、車の往来の激しい場所では、補

助の教師または何人かの保護者に監

視を要請する。 
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2. 活動開始 

① 全員で1周歩いて周る 

（フォトラリーの場所確認、宝さがし、途

中で止まって＜しぜんにふれてみよう＞） 

・どんな自然があるのか？ 

・写真の場所はいったいどこなのだろう？ 

・落ちていた「これ」は何て名前なのだろ

う？ 

② 1 周してワークシート(A、B)に書き込む時間

をとる。 

・木がたくさんあったよ。 

・遊具の広場の近くにドングリがたくさん落

ちていたよ。 

・木がたくさんあると日があまり当たらなく

なるね。涼しい（もしくは寒い）ね。 

・木でてきている遊具にさわるとツルツルし

ていたよ。本物の木はどうだったかな？ 

・なんで円い石と角張っている石があるのだ

ろう？どうやったら石は円くなるのだろ

う？ 

・すごい大きな広場があったよ。 

・自然の力ってすごいね。木の根っこで道路

を押し上げてしまうよ。 

・公園全体に木がたくさん植えてあったね。 

③ 遊具の広場近辺で遊ぶ。 

（ワークシートCに基づいて） 

 

 

3. まとめ 

・公園には自然がたくさん詰まっているというこ

と。 

・次時の授業の説明（ワークシートDを使用してた

からものを観察しスケッチする）。 

2. 

①、② 

・ただ歩くのではなく、児童に声かけ

を行い、ワークシート(A、B)を記入

できるようにする。 

・木の長さ、木の枝の高さを測らせる

だけではなく、実際に木の樹皮に触

れる機会を設ける。そうすることで

木の表面が色んな形をしていること

に気付かせる。 

・ワークシートに書き込む際も班内で

意見を出し合い、協力するよう働き

かける。 

・児童を見て回り、意見を出し合う補

助を行う。 

 

 

 

 

③ 

・遊ぶときは範囲を設定し、出入り口

付近に教師もしくは保護者を配置

し、監視する態勢をとる。 

・あらかじめ時間を設定し、集合の合

図を守るように指導する。 

 

 

3. 

・何人かの児童に気づいたことを発表

させる。 

・書き込みが終わっていない児童は、

次時までに終わらせておくように指

導する。 

・帰り道も十分に車に気をつけるよう

促す。 

 

図1 堀原運動公園用ワークシートを用いた授業指導案 
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図2 ワークシートA：「ほりはらうんどう公園フォトラリー」 
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   図3 ワークシートB：「ほりはらうんどう公園をたんけんしよう」 
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    図4 ワークシートC：「ほりはらうんどう公園であそぼう」 
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  図5 ワークシートD：「たからもので絵をかこう」 
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    図6 茨城大学教育学部研究教育支援ページに掲載されている様子 
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コーネリウス・Ｌ・リードのベル・カント唱法の 

音楽科教育導入に関する考察 

 

 

三 次 摂 子＊ ・藤 田 文 子＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

 Consideration Concerning Music Department Education Introduction of BEL CANTO Singing Technique  

Setsuko MITSUGI and Ayako FUJITA  

 

 

キーワード：音楽科教育，コーネリウス・Ｌ・リード，自然で無理のない歌い方 

 

学習指導要領では，歌唱活動を通して指導する事項として「自然で無理のない歌い方」ということをあげている。

平成10年度の改訂前の「頭声的な発声」から平成10年度の改訂で「自然で無理のない声」に変更された事項で，さ

らに今回の変更となった。改訂から10年余りが過ぎ，「頭声的な発声」から「自然で無理のない声」への移行につい

ての教育現場での認識は果たしてどうなっているのだろうか。 

発声法についての考え方はそれぞれの教師の経験的なものが主流をなすことが多く，それによる発声障害等の弊害も増

加の傾向にある。そこで本稿ではコーネリウス・Ｌ・リードによる伝統的なベル・カント唱法に立ち返った発声原理に目を向け，

その著作である『ベル・カント唱法 その原理と実践』を要約する。その上で「自然で無理のない歌い方」のとらえ方や

音楽科教育の導入について考察する。 

 

 

はじめに 

 

  小学校学習指導要領 1)では，歌唱活動を通して指導する事項として「自然で無理のない歌い方」

ということをあげている。平成10年度の改訂前の「頭声的な発声」から平成10年度の改訂で「自

然で無理のない声」に変更された事項で，さらに今回の変更となった。改訂から10年余りが過ぎ， 

―――――― 

＊＊＊＊茨城大学大学院教育学研究科 

＊＊＊＊＊＊＊＊茨城大学教育学部音楽教育研究室 
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「頭声的な発声」から「自然で無理のない声」への移行についての教育現場での認識は果たしてど

うなっているのだろうか。 

今日までにさまざまな研究や実践が行われてきたが，結局のところ，望ましいとされる声とは具

体的にどのような声なのか，そのためにはどのような指導法が有効なのかということについては，

それを教える教師の裁量にゆだねられており児童の習得の状況には格差が生み出されているのが現

状である。 

そこでここでは，コーネリウス・Ｌ・リード 2)による『ベル・カント唱法 その原理と実践』（渡

部東吾訳，音楽之友社，1987）を参考に伝統的な歌唱の基礎原理に立ち返り，現在行われている歌

唱指導との比較検討を行う。そして学校音楽科教育において「自然で無理のない声」あるいは「自

然で無理のない歌い方」をどのように捉え，指導していくべきであるか考察していきたい。 

 

１ コーネリウス・Ｌ・リードによる『ベル・カント唱法 その原理と実践』について 

  

以下に，上掲書について関連項目の内容を示すこととする。 

    

1.1  ベル・カント唱法の理想（pp.27～43.） 

ベル・カント唱法は17～18世紀に確立された，自然の法則と完全に合致した原理を基盤とする発

声システムであり，それによって生徒一人一人がそれぞれの才能に応じた上達をすることができた。

その理想とするところは美しい歌唱であり，発声のメカニズムが正しく機能している，つまり発声

メカニズムの作用が制御されていて美的原理と自然の法則との間に完全な調和が成り立っている場

合に可能となる。声が十分に自由で，声が広い音域にわたって真に共鳴しており，最強音から最弱

音まで完全にコントロールでき，楽にしなやかに演奏できることを目指している。 

発声のメカニズムが持っている可能性を最大限に役立たせて正しく使われた声はすべて美しく音

楽的に響き，声のしなやかさと音域の広さはバランスの整った声区関係の中に共鳴を生じ条件が満

たされている結果である。 

また「響く」声は強弱の変化が声域全体にわたってスムーズに平均して行われており，それに対

して「うるさい」声はボリュームのほとんどが声域の上中部に限られ，母音の音色を変化させたり

雰囲気や気分を醸し出したりする事ができない，過度の酷使と強制によるものである。 

現在は声を＜使う＞ことが＜酷使する＞ことになっており，50才で声を悪くしてしまう声楽家も

少なくない。これはベル・カントの基礎原理が一般に知られ，応用もされていた時代にはあり得な

いことである。“発声配置”“鼻腔共鳴”“ブレス・コントロール”“呼気上歌唱”といった事実に基

づかない曖昧な概念や，正しい歌唱に伴う＜徴候＞を正しい歌唱をもたらす＜原因＞と誤った認識

による薄弱であやふやで紛らわしいものを頼りとする指導など，極端に矛盾しあった多用なメソー

ド間違ったテクニックや指導法が横行しているため，耐久力のある有効な発声技術を習得すること

が困難となっている。 

 

1.2 ベル・カントの基礎原理（pp.44～51.） 

    声楽家になるための準備教育として，楽譜を正確に視唱する勉強とどのような音程でも完全にと
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れるようになる訓練と平行して，完成された音と純粋な母音の音質の理想を意識の中に浸透させる

ことが重視されていた。 

 “純粋な”母音を作ることで発声器官を順調な調節の状態に置くことができ，望ましい調和を持

つ音響的な反応が起こり，音質に美しさと純粋さが増してくるのである。“母音の純化”こそ声の音

響状態を思い通りにコントロールする方法である。 

このことは音響分析器，音量を測定するための鉱石検波器，標準記録計などを用いた音響技術者

による声音の研究においても証明されている。それによると音質はハーモニクス（倍音）の配置関

係に全面的に左右され，基音に含まれる倍音の数，振動数，強さ，つまり基音とその各倍音とのエ

ネルギーの配分状態によって決まる。倍音のコントロールは母音に濃淡をつけたり音色を変化させ

たり声区融合を調整したりする方法によって行なうことができるのだが，音響学の法則に一致する

音質の構成を昔のベル・カントの教師達は経験的に知っていた。 

 ベル・カント唱法における基本的な発声テクニックの訓練はゆっくりと継続的に行われた。その

中で生徒は各母音にふさわしい音色や濃淡を注意深く選択することに集中し，それが習慣化パター

ン化して脳裏に描く像（メンタル・ピクチャー）に対する筋肉の反応は条件反射的な作用となって

いったのだという。教師は生徒の自然な成長だけを奨励し，次の発達に必要な能力以上のものを決

して強要したりはしなかった。 

 

1.2 実践方法 

1.2.1 メンタル・コンセプト（pp.52～73.） 

 音質についての正しいコンセプト（概念）とは美しい音は声のメカニズムが正しく機能した結果

であり，濁った音質の音は筋肉の間違った調整つまり不完全なテクニックに原因があると認識する

ことである。「母音を明瞭に発音すること」は“歌声が純粋である”と同意である。 

 声のメカニズムを直接コントロールするということは不随意的な反射作用にある筋肉組織をもコ

ントロールするということであり物理的に不可能である。そこでベル・カントでは歌唱の中に出て

くる問題は心理的問題であるとし，声のメカニズムはメンタル・コンセプトを持つことによって間

接的にコントロールするという訓練方法をとっている。“母音の音質”となって現れる生徒達の音質

に対するコンセプトを教師が心理的にコントロールすることであらゆる欠陥を直し，テクニックを

変換させることがねらいである。そしてこれは，声帯の不随意筋を直接コントロールするのと同じ

ことなのであるという。トージ 3)は母音の音質の改良こそが声帯そのもののために健全で有益な身

体的調節を作り上げるといっているが，これは生徒がメンタル・コンセプトを明瞭に持つことによ

る間接的，あるいは心理的アプローチの有効性を示している。 

    例えば喉声の改善にあたって，現在では「喉を開いて」「喉の緊張をとって」「喉を楽にして」な

どの助言が行われることが多いがこれには何の意味もない。ベル・カントでは注意を音質に向け，

つまりメンタル・コンセプトに立ち返り，筋肉の方に意識をまわさないことにより改良の兆しが得

られる。他に意識的に行える方法として舌の位置をいろいろ変更させ口の構えをほぐす，いろいろ

な強さの音を使い胸声とファルセットのバランスを望ましいものにする，上胸部での呼吸をさける

などがあげられる。 

    本当に美しい音は，発声上の諸々の困難を容易に処理していける力を持っている。そしてあらゆ
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る芸術的な表現に応じ，その表現にも適している。つまり適正な音質を選択すること，母音の音質

に緊張や歪みが比較的生じないものに決めたり，好ましくない音質を除去する工夫をしたりするこ

とのできる力，つまり音に対するメンタル・ピクチャーを描き，声のコントロールについての発想

過程（メンタル・コンセプト）を鮮明に植え付けていくことが重要なのである。それが＜正しい練

習方法＞を見いだす知識となるのである。 

 メンタル・コンセプトにより純粋な母音の音質を目指した声の訓練によって，筋肉の適正な調整

を増進していき，それが発声器官の効果的で健全な状態につながると，共鳴の状態も誘発され共鳴

器のコントロールできるようになる。体の問題である身体的機能の法則と心が関与している美的原

理（個人的な好みの問題を超えた客観的なもの）を調和させていく能力こそ，歌うことを習得する

術である。 

    

1.2.2 声区（pp.74～120.） 

1.2.2.1  ２声区の理論 

現在は頭声，中声，胸声の３声区論が一般的だが，ベル・カントでは声区とファルセット区（ホ

音以上）の２声区の理論で，それぞれの声区は“ブレイク”によって分けられる。そして，それぞ

れの声区を十分に発達させ確立した後，両声区を正しいバランスで融合していく。つまり，２つの

声区の結合部分でその音質の違いを聴き取られないように一方から他方へ転換していけるようにす

るのである。 

マッケンジーの定義 4)によると声区は＜ヴォーチェ・ディ・ペット＞（胸からの声），＜ヴォーチ

ェ・ディ・テスタ＞（頭からの声），＜メッツォ・ファルソ＞（中位のファルセット）の３声区とい

うことになる。＜メッツォ・ファルソ＞とは＜ディ・ペット＞と＜ディ・テスタ＞の両方の性格を

兼ね備えた声であるとし，これはカッチーニ 5)のいうところの＜ヴォーチェ・ディ・フィンテ＞（偽

りの音質の声）という声と一致する。すなわち，この声が両方の声区の音質と強さとが一体化して

二つを隔てていたギャップを結びつける唯一の手段なのだという。アイザック・ナタン 6)もそれが

ファルセットをヴォーチェ・ディ・ペットに運び込めるようにする唯一の媒介物，つまり運搬具で

あるとみなしている。ヴォーチェ・ディ・フィンテはファルセット声区の声に“鋭い”音質を持た

せ，ある発達段階に達したときに現れるもので，ヴォーチェ・ディ・ゴラ（喉からの声）ともいわ

れフランス人達はその音質を称してヴォア・ミクストゥ（混合した声）と呼んでいたそうである。

この声を使用すると，それが一貫して成長していくに従って“ブレイク”周辺の不安定さやファル

セット声区の下の方の音域に無理を強いるという危険性が除去されるという。 

 また，３声区の理論の見地からヴォーチェ・ディ・フィンテは２つの声区の中間に位置するとし

て，この声を＜中声＞として第３の声域を構成するものとする提案が多方面からなされたが，全て

の声種にとって中間に位置するとは限らないこと，ファルセットから派生してきたという発達過程

が見逃されてしまう恐れがあるということから，独立した声区として扱うと不都合が生じることに

なるため，そうはならなかったということである。  

    

1.2.2.2 声区の融合  

 十分に発達し見事にバランスの整った声区融合により歌声は力強さ，音域の広さ，しなやかさ 
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を得ることができる。しかしそれは，ベル・カントのなかでもっとも困難なものである。 

声をピアノからフォルテに向かって膨らませていく＜メッサ・ディ・ヴォーチェ＞を最も有効な

訓練法として用い，「弱い方の声区の末端」を鍛えてヴォーチェ・ディ・テスタ（頭からの声）とヴ

ォーチェ・ディ・ペット（胸からの声）の一体化をはかるのである。マンチーニ 7）によれば声区融

合とは，二つ（胸声とファルセットまたは頭声）のレジスターの作用が滑らかに結びつくように処

理されることであるという。 

 声区融合のバランスに起こりうる組み合わせとしては 

１， 各声区が十分に発達し滑らかに結合し完全な対等関係にある状態（発声技術の理想） 

２， 聴いてギャップを持ちながら共につかわれている状態 

３， ファルセットのみで胸声が除外されている好ましくない状態 

４， 胸声ののみでファルセットが除外されている好ましくない状態 

５， 各声部が発達，純化されてなく最初から結びついているもっとも好ましくない状態 

の５つのタイプがあげられる。１，２については望ましい状態である。３についてはもちが良く耳

には心地よくゆったりしてきこえるが，中声域や低声域では無理をしないと増幅も減少もできない，

高音が出なくなる，ヴィブラートが揺れ声になり，短い呼吸をくり返すので音質も張りつめてしま

うということから好ましくない状態である。４，５は好ましくない状態である。 

 実際に二つの声区を融合していく手順としてはまず，両方の声区を分離しそれぞれの独自の音質

をより豊かなものにしていく（純化）。そして，胸声区はより逞しく，ファルセット区は胸声に匹敵

する声量レベルとなるよう鍛えていく。女声に関していえばファルセットに胸声を十分に組み入れ

ることで声が美しく，力強く育つ。男声に関していえば，ファルセットは習慣上使われないが声の

協働部分にすることで胸声に良い影響を及ぼし，自由さと柔軟性，共鳴などを得ることができるの

である。ここまでが声区を結合しひとつにコーディネイトされたまとまりとして活動させる準備で

ある。 

 両声区の結合にあたっては両方の声区で歌える区間（ブレイク，接合点）で音質と強さとが釣り

合わせ，音質の特徴を互いに浸透させ通じ合わせる。つまり胸声区の上部４，５音の二つの声区ど

ちらでも歌える区間において胸声区の上部（逞しい）ファルセットの下部（柔らかく脆い）との極

端な音質の違いを融合していくのである。これがベル・カントのいうところの両声区の相互関係と

相互の依存状態ということになろう。そうすると，両方の声区を活用する能力を習得し，強弱の変

化を完璧にコントロールできるような柔軟性，しなやかさを得ることができる。そのときに胸声を

ホ音よりも上に押し上げようとしてはならず，ホ音より上はファルセット区あるいはヴォーチェ・

ディ・フィンテを使うこととする。 

また，マンチーニによればこれについての訓練手順は一般化できるものではなく各個人に普遍的

に適用することはできないという。全ての声は機能的には同じ規則のもとにあるが欠陥はそれぞれ

広範に広がっているためだからである。つまり生徒の数だけメソードは必要なのである。 

 

1.2.3 ヴィブラート，トレモロ，揺れ声  

ここでは声の中のどのような動きが適正かが現在、混乱しているということでヴィブラート，ト

レモロ，揺れ声について比較し相違点を述べている。 
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 まず，ヴィブラートは健康的で自然で優れた機能性を持ち，音に活力を与えるものである。これ

によって滑るようにレガートなフレーズを歌えるようになる。ただしこれはメカニズムが正しく機

能している場合に限って起こる規則正しい動きであり，間接的なアプローチでしかコントロールで

きない。３世紀の教会音楽でも５種類のヴィブラートがいろいろな使われ方をされており，芸術的

な表現手段として認められていたのである。 

ヴィブラートだけに見られる特徴としては周期に規則性がある（毎秒約６回半，トレモロは８回

以上，揺れ声は約４回）とし，わずかなピッチの変動がしなやかな発声の直接の原因となる波動と

なり歌唱を容易にする。 

トレモロは動きが速く揺れ幅が十分ではなく不快な動きで，喉声の結果である。筋肉の干渉，圧

迫によるもので音の波動に合わせて舌や顎が一緒に動いているのが特徴である。 

トレモロは声のメカニズムが間違って機能しているために起こるのでその治療としては両声区を

分離させる段階から立て直し，母音の純化を怠らない，メンタル・イメージに対して機敏に有効に

反応するようになるためにできるだけ首，舌，顎の筋肉をゆるめることがあげられる。  

揺れ声は周囲にむらがあるピッチの変動が特徴である。ピッチの変動がゆっくりしていて大きく，

声を“酷使”したために起こる。本来の声区を無視して無理に胸声を押し上げていったのが原因で グ

ランド・オペラの歌手の大半が揺れ声の犠牲者であるが，トレモロを患っている人よりは良い状態

である。 

揺れ声の胸声は音量を無理に上げているのが原因で   

① エネルギーを押さえて全ての“圧力”を取り除く“押しやる”→“支える”，上中音域を発

声するときにあまりエネルギーを使わないようにする， 

② 男声のファルセットと女声の胸声のテクニックを正しく際だたせること， 

ファルセットの“作用”を下へのばし胸声とコーディネイトさせる， 

ことにより胸声の音質と力と響きを豊かにし，胸声だけを使うために起こる負担を軽くすることが

できる。 

芸術的な歌唱とは＜そうするしかない＞方法によってではなく，＜そうしたい＞方法で自己表現

するためにどれだけの自由が与えられているかによるものである。ベル・カントのテクニックの基

礎原理をマスターすることでヴィブラートの力を保証し，メロディの線を思いのままに美しく描く

ことができるようになる。 

 

1.2.4 呼吸 

呼吸については日常の自然な呼吸である＜横隔膜呼吸＞または＜腹部呼吸＞が推奨されるが，そ

れはあくまで声区融合や母音の純化に対して＜原因＞となるのではなく従属的で共働する一要素に

すぎないと考える。 

現代では呼吸法は発声上たいへん重要視されており，その会得のために多大な努力を払っている

歌手が多いのに対し，このベル・カント唱法では呼吸法あるいはブレス・コントロールはほとんど

重視されていなかったのである。 

呼気の割合を調節することは身体的に不可能であり 8)，胸や肩を持ち上げずに体を静かに保って

呼吸をすれば，胸や肩，首の筋肉が緊張することはなく声は自然に鮮明に前に流れ出ていき，はじ
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めに吸った息の量が持っているエネルギーのほんの一部分しか使わないですむのである。 

歌われる音はその高さや強さの度合いに応じて特定のエネルギーを必要としており，横隔膜に蓄

えられた分の空気が供給源となる。息の圧力はピッチや強弱が要求するエネルギー源になるために

あり，息をためておこうと無理をすると音に必要な支えやエネルギーを無効にしてしまう。 

 呼吸作用は筋肉の収縮作用によって起こり，吐き出すときには呼気の筋肉が緊張し吸入するとき

には吸気の筋肉が緊張する。どちらかが活動している時は一方は受動的になっており，どちらかが

緊張しているとき声門（両方の声帯の隙間）は広がる。緊張が入れ替わるとき，声門は一時的に閉

まり交替が完了した時点で再び開く。これらは反射作用によるものである。 

 歌唱中にいずれかの筋肉が緊張すると発声器官の作用を妨害することになる。つまり，歌唱中に

呼気の筋肉が緊張して声門を開くという作用を食い止めなければ，声門に隙間が開き息がどんどん

流れ出して浪費してしまう。逆に吸気の筋肉を緊張させつづけても同じ結果が生じてしまう。 

 そこで，ふたつの相対する筋肉の緊張にバランスをとらせ声門を閉じたままにさせる，つまり吸

気と呼気の緊張が交替する瞬間の状態を保ち続けられるようにするのである。息が流れ出ている間

の呼吸器官は＜呼気＞の活動に入っているので，吸気の筋肉をしっかり支えることで両方のバラン

スがとれるのである。身体的には歌唱中，横隔膜を＜くぼませない＞状態にし＜吸気＞の緊張を保

ち続けることで，呼気の筋肉と吸気の筋肉の緊張のバランスがとれ発声は軽快な音質を帯びるよう

になる。    

発声のメカニズムの善し悪しはコントロールされていない，自然に出る息の量によって決まる。

つまり発声のメカニズムが効率よく機能していれば，歌手は息を消散させたり浪費したりしないで

すむので吸い込んだ息がごくわずかしか使われない。そのためにフレーズを歌い終えても息がいく

らか余り，新しいフレーズを歌い始める前にはき出してしまわなければならないということになる。 

すなわち，うまく声の出ていない生徒に吐き出す空気量の割合をコントロールさせながらその息

の不足感をなくそうとする方法などは誤りであり，呼吸の方法は発声技術の能力の決定にはほとん

ど影響しないということ，それに治癒能力はなく過大評価してはいけないのである。 

 

1.3 ベル・カント唱法の衰退 

 ベル・カント唱法が衰退せざるを得なかった理由は，命名法に起因する混乱，“ヴィルトゥオーゾ”

教師の出現，声の訓練分野への科学的研究者達の進出，の３つである。 

命名法に起因する混乱については，発声器官のメカニズムを適切に説明するにふさわしい，相互

に通じ合えるような用語が不足したり，幾通りにも解釈できる用語を導入したりしているという言

語上の欠陥の問題である。声区の表現の仕方において二つの異なった観点が発生し，その価値のく

い違いから本来の厳格な声区の中で純粋に母音を歌うということから，曖昧で漠然とした“振動の

感覚”へと強調点がうつってしまったことがベル・カントの骨格の崩壊の原因となった。 

次に，ヴィルトゥオーゾ教師による訓練法については“舌の感覚と構え”“口蓋の感覚”“頭声”

“鼻の感覚”“頭部諸腔洞の共鳴の感覚”などが指導事項として重要視されるが，それは声の調整が

習得したものではなく天与のものである教師達が，発声のメカニズムの調節に含まれる“フィーリ

ング”と感覚を結びつけて考えたものであり本来の指導手順から逸脱したものである。 

生来ずば抜けて優れた声を持ち，メカニズム的に自然に恵まれた条件下にあるような演奏家であ
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った人が教師になると，自分が生徒として経験した指導手順をくり返すことになる。それはあくま

で個人的な主観からくる感覚によるものをもとにしているにすぎないわけであるから，それを一般

的な生徒に適用することはできないのである。 

それは生徒にとって実際的なアプローチにはならないし，発声のメカニズム（両方の声区の相互

の関係や相互の依存状態）を教えることはできないためかえって混乱を招く原因になってしまった。 

 “声を当てる場所”“頭の中に音を感じる”“音を前方に出す”など随伴的な作用である“振動の

感覚”ばかりが強調されて指導されるため，それがあたかも正しい発声のメカニズムを＜確立する

＞ための手段と考えられるようになってしまった。声の共鳴が得られているときの“振動の感覚”

は発声の正しいメカニズムの機能の＜結果＞にすぎないということから離れてしまったのである。 

次に，科学的発声訓練法については発声基礎の原理を決定し，習得期間を短縮して確立させるた

めに解剖学的，音響学的現象の研究がさかんに行われたが，それによる“ブレス・コントロール”

“発声位置”“鼻腔共鳴”等は錯覚であり，発声器官の機能や音響的な特質に関する科学的な知識は

分析的なデータにすぎず，それによって得られた結果の普遍性や論理性，客観性とされるものには

疑わしいものも多く，歌唱の正しい手段に結びつく＜実際的な＞助言になるような創造的な力はな

い。 

 

1.4 考察 

 以下は，これまでの内容についての筆者の考察である。 

歌手やそれを志す生徒にとって歌唱の正しい手段に結びつく＜実際的な＞助言がベル・カントの

伝統的な指導では行われていたが，現在はそれから逸脱している指導法や歌唱に関する理論が混在

しているということがリードによって明らかにされた。 

ベル・カント唱法における発声原理，及び指導手順の最優先事項は「母音の純化」と「正しい声

区融合」であり，一人一人の生徒の身体上，精神上の特性や事情を考慮し長い年数をかけて指導し

ていた。心理的な面に働きかけることで，随意的に作用することのできない発声のメカニズムを正

しく機能させることを可能としていたのである。 

人間の体はもっとも複雑な発音体といわれるが，それは演奏者と発音体が同一の意識下に存在す

ることが一つの大きな要因である。そのため演奏者は，演奏者としての意識と発音体であるという

楽器としての機能とは本来分けて考えるべきなのである。ところが“振動の感覚”が強調され，そ

れが発声メカニズムの確立のための手段として指導されることで演奏者としての意識が優位的に体

を支配し，楽器としての本来のメカニズムが機能することを妨害してしまう結果となる。 

演奏者としての意識は，発声のメカニズムが正しく機能していない段階で強調されすぎてはいけ

ないのである。楽器として体が機能することをまず優先し，指導手順は考えられるべきである。 

そう考えると，18世紀のベル・カント唱法ではたいへん明快に発声メカニズム確立のための指導

手順が示されており，それは科学の発達した現代においてさえ正当性の高いものであるということ

がわかる。現在，当たり前のように重要視されている呼吸法や腹筋を鍛えそれを意識して声の支え

とすることなどは，ベル・カント唱法では全く意識されていないことなのである。そのようなこと

を強調することが楽器としての体の機能の妨害となりやすいと筆者は考える。 

よく使われる曖昧で体感の個人差の甚だしい指導言，発声メカニズムの確立のための手段とその
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作用による結果の混同による適切でない指導法を選別し，よりよい指導法のあり方について考える

とき，このリードによるベル・カント唱法は筆者に新しい視点を与えてくれるものなのである。 

 

2 音楽科教育への導入について 

2.1 現代における発声障害 

リードが述べているような指導法の混乱による発声障害の著しい増加は現代の日本にもあてはま

ることで，声楽家のみならず児童の嗄声や声を酷使しなければならない職業，アナウンサー，舞台

俳優，教師，スポーツインストラクターなどに従事する成人にも発声障害に悩まされる人が増えて

いることが大いに問題化されている。 

そのことは山口の「声帯の健康の立場から考えた小学校音楽科の『歌唱』について－米山文明『一

日５分のトレーニングで声と歌にもっと自信がつく本』を手がかりに－」9)や「発声に関する研究

－音楽科教育の立場から発声教育の必要性に鑑みて－」10)にも述べられている。山口は発声障害を

除去する手だてとしてヴァムザー11)や長谷川 12)，米山 13)の推奨する発声についての考えをあわせて

分析し，声の出ているときのリラックスした理想的な状態についての共通点を見いだし，その有効

性を考察している。逆にリラックスしていない，無理な身体の状態で発声しようとしている，ある

いは無意識のうちにそのように発声する習慣ができてしまっていることが，今日の発声障害の増加

の一因であると，筆者も感じている。 

  

2.2 「自然で無理のない歌い方」とリードの歌唱に関する考えとの関わり 

    歌唱指導をする際に，「おなかでしっかり支えて」「息をたっぷり吸って」「息は節約しながら出

して」などという言葉を耳にすることが多い。これらのことは，全てリードのいうところのベル・

カントの発声原理にはあてはまらない。 

 例えば，「おなかでしっかり支えて」ということに関してリードは『声楽用語辞典－コーネリウス・

リードによる解剖と分析』の中で次のように述べている 14)。 

 

「腹部によるコントロールの支持者は，エネルギーを保存させ，音声の“支え”を供給するために，

腹部及び胸郭による圧力は音の高さ及び強さが上がるごとに次第に増大させられるべきであると主

張します。更に，腹部の緊張は横隔膜を下げ，肋骨の枠組みを拡大させ，脇腹を広げ，声帯を接近

させることを助ける，と信じられています。総じて，これらの活動は空気の圧縮を制御し，それに

よって音声の安定を確かにし，息の流れの割合を支配すると考えられています。……（中略）……

息の消費を制御するのは喉頭の機能であるとの提案，すなわち，声帯を緊張させ喉頭を安定させて

いる喉頭の筋肉組織の調整における有効性に従って息の消費は決定される，というものです。……

（中略）……機能上の過程の核心にあるものは，不随意筋の動きです。もしもメカニズムを釣り合

いのとれた状態に持っていこうとするならば，これらの筋肉群は自然の法則とある程度一致して動

くように刺激されなければなりません。意志によって支配できる筋肉群（例えば，腹部による操縦

に関わるもの）は，滅多に意志によって動かされるべきではありません；何故ならば，そうするこ

とによって発声のメカニズムが干渉を受けないでいられるという保証はないからです。……（後略）」 

 



茨城大学教育実践研究 22229999(2010) 

 - 68 - 

    つまりリードは，発声のメカニズムの確立を優先するためには意識的に筋肉をつかうことは避け

るべきであるといっている。確かに，「おなかで支えて歌わなければならない」という意識が強すぎ

て，身体が無駄に緊張し良い結果が得られないという場合もみられる。歌唱時には「リラックスし

て，不必要な筋肉をその運動に参加させないことである」と長谷川もいっている 15)。それに対して

山口は，「腹筋などの効果を全て無視するのではなく，意識しないでも使えているのが自然ではない

かと考えている」16)と補足している。筆者はこれを，腹筋を全く使わないという考えに大部分の人

間が抵抗を感じるゆえの補足と認識しているが，歌唱における腹筋の働きを何より重要視する風潮

が今日の教育現場において普遍的であるとすれば，当然のことである。いずれにしても発声のメカ

ニズムが正しく調整され，息も十分に流れだし，横隔膜が機能するという結果につながるためには，

身体のリラックスが必要であるということである。「自然で無理のない歌い方」をするには，身体も

「自然で無理のない」状態に置くことが必要なことの第一にあげられるべきであると筆者は考える。 

 

 2.3 音楽科教育への導入について   

 リードによる発声原理や実践法は，専門性が高く，音楽科教育，特に小学校音楽科にそのまま導

入することは困難である。しかし，音楽科の専門教育を受けたことのある教師であれば，十分対処

できる内容である。指導に携わる教師は「自然で無理のない歌い方」に対する正しい考えを持ち，

できる限り望ましい形で範唱するべきであろう。範唱は，言葉によって説明するより最も誤解の少

なくてすむ指導法の一つなのである。リードの推奨する原理に基づいて教師がのびのびと「自然で

無理のない声」で範唱することができたなら，どんなにすばらしいことであろう。 

従来の身体及び声帯に負担をかけやすい，あるいは負担をかけなければ歌はうたえない，という

ような歌唱のあり方にとらわれている教師は，そのような歌唱のしかたをそのまま児童に指導する

ことになり，児童はそれが唯一正しい道と信じ，「自然で無理のない歌い方」とはおよそかけ離れた

歌い方を習得する結果になりかねないし，今日の教育現場で十分に起こる可能性のある結果である。 

リードによる発声原理には，前項にあげたことに限らず，「自然で無理のない歌い方」についての

ヒントがたくさん示されている。特に，それは歌唱を指導するときに必要なスタートラインを示す

ものであると筆者は考える。リードの発声原理にいつでも立ち返り，発声法について見直していく

スタンスは全ての教師に必要なことなのではないだろうか。 

 

おわりに 

  

 本論ではまず，「自然で無理のない歌い方」をとらえる上で重要な指針を示すと思われるコーネリ

ウス・Ｌ・リードの『ベル・カント唱法 その原理と実践』（1887）を吟味した。その際，現在問題

となっている発声障害の増加が従来の発声指導法に原因のあるところが大きく，それを改善してい

くための発声について考え方のヒントが上掲書には多く記されているということがわかった。今後

はそれらのことをもとに，音楽科教育への導入についてより具体的に考えをすすめ，実践法を考案

していきたい。 
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11)ヴァムザー；長谷川（2007）に述べられているラヨシュ・サモシの弟子。声帯障害の除去に有効

であるとするメソードを考案している。ラヨシュ・サモシについてはウェブサイト

http://www.liberocanto.orgを参照のこと。 
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社会科学・芸術）56号，2007,pp.33-45.  

13)米山文明『一日５分のトレーニングで声と歌にもっと自信がつく本』三笠書房，2002. 

14)コーネリウス・Ｌ・リード『声楽用語辞典－コーネリウス・リードによる解剖と分析』（移川澄

也訳・監修，キックオフ，2005），pp.4-5. 

15)長谷川，前掲論文，p.29. 

16)山口，前掲論文9),p.136. 
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「プログラムと計測・制御」における温度制御教材の開発 

 

西山 則夫＊・千吉良 悠介＊＊・左近 史稔＊＊・ 榊  守＊＊＊ 

 

(2０1０年9 月15 日受理) 

 

 

 Temperature Control Apparatus for the “Program and Measurement Control Study” 

- 

 

Norio NISIYAMA, Yusuke CHIGIRA, Fumitoshi SAKON and Mamoru SAKAKI 

 

 

キーワード：中学校技術・家庭科，プログラムと計測・制御，温度制御，教材開発 

 

中学校技術・家庭科の技術分野における「プログラムと計測・制御」に使用する温室模型用温度制御ユニットを開発した。

開発したユニットは市販の制御教材に接続することで，それを温度制御教材として使用ができる。以前製作した市販の温度

計を利用した温度制御部でネックとなっていた温度表示のタイムラグをなくし，温度の設定方法も簡略化した。なお，部品費

は現在授業で使用している温度センサユニットの半額で製作することが可能となる。 

 

 

1. はじめに 

 

我々は中学校技術・家庭科技術分野における「プログラムと計測・制御」の授業に使用する温度制御教

材を開発し，すでに授業実践を行っている。この教材にはコントローラに「音通信自律制御ユニット」を利

用し，温度計にはセットポイントが１個ある機器組み込みのものを使用した。なお，一般的な温室制御教

材においては，上限温度（高温側）と下限温度（低温側）の二つの温度設定が必要となるため，このタイプ

の温度計を用いる場合は二個必要となる。また，この温度計には表示と出力時間との間には時間遅れが

30 秒あるため，生徒が操作するためには慣れが必要であった。 

これらの問題を解決するために，本研究ではワンチップコントローラを利用した温度計測設定ユニット

を開発した。製作費は従来の半額1500円程で製作できた。また温室内温度と表示温度との時間遅れは2

                                                   
＊ 常総市立鬼怒中学校 
＊＊ 茨城大学大学院教育学研究科院生 
＊＊＊茨城大学教育学部 
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秒に短縮され，高温側および低温側の温度設定は３個のスイッチだけで行えるように簡単化した。 

 

２. 従来の温室模型用温度制御教材 

 

従来使用してきた温度制御教材１）を図１に示す。実験ボードにコントローラと温度計測設定部を配置し

てある。コントローラには「音通信自律制御ユニット」（YAMAZAKI 社）を使用した。温度計に A＆D 社 

AD-5652（１セットポイント,\1400）を使用した。ノートパソコンで作成したプログラムはイヤホンジャックを介

してプログラムを送信される。２つの温度計において最高温度と最低温度を設定し，そして生徒が作成し

たプログラムによって温度センサ部から出される信号を利用し，温室模型に設置した定格 100V のファン

（冷却部）と白熱電灯（ヒータ部）とを半導体リレーを用いて ON-OFF 制御し，温度を一定範囲に保つとい

う温度制御教材である。 

  

 

 

 

この温室の温度制御教材を用いて授業を二年間行った。その結果，生徒には高温側と低温側の二つ

の温度設定のボタン操作が複雑であり，温度表示の時間遅れに戸惑うこともあった。 

 

３. 温度計測設定ユニット 

 

３．１ 温室の温度制御教材の構成 

 市販品の温度計に換えて，マイクロコントローラによって温度計測および２つのセットポイント

温度を設定できる温度計測設定ユニットを設計した。図２に温室の温度制御教材全体の構成を示し，

温室 

実験ボード 

   図1 温室の温度制御教材  

SSR  

自 律 制 御  

ユ ニ ッ ト  温 度設定 部  
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図中の①は設計した温度計測設定ユニットを表している。温度計測設定ユニット以外は従来の装置

をそのまま利用できるようにした。温度計測設定ユニットは YAMAZAKI の自律制御ユニットの

S1およびS2ポートに接続し，温度データの計測にはサーミスタを1個だけを用いた。 

 

図2 温室の温度制御教材のブロック図 

 

３．２ 温度計測設定ユニットの構成 

温度計測設定ユニットの構成を図3に示す。サーミスタからの電圧はポートからコントローラへ入力され

る。温度表示は２つのセットポイント温度，計測温度を表示するために 7 セグメント LED を用いた。上限下

限温度はプッシュスイッチで設定できる。上限下限の２つのセットポイント温度に達したときの温度は，ポ

ート C を介して自律制御ユニットへ出力される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図3 温度計測設定ユニットのブロック図 

サーミスタからの 

電圧 

(PORT A) 

① 

 

    

上限下限温度設定 

（２セットポイント） 

（PORT C） 
③ 

温度表示 

（７セグメントLED） 

（PORT B） 

A/D変換 

 
② 

 自律制御ユニット 

（PORT C） 
④ 

比較・演算 

コントローラ 

PIC16F873A 

① 
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３．３ 温度計測部 

 図４（a）（ｂ）に計測部の回路を示す。サーミスタに

LM35DZ２）を用いた。これは0～100℃までを計測でき，

0℃：0V，100℃：1000mV を比例して出力される。温

度センサからの電圧はコントローラのANポートへ接続

される。なお入力電圧を３つのポートへ入力して電圧を

平均化した。 

 

３．４ 温度表示部 

図５には温度表示部を示す。コントローラからの４ビ

ット信号 74HC451１ドライバを介してカソードコモン

7 セグメント LED に接続した。２桁同時点灯するため

には PIC16F873A のポート数は少ない。したがってダ

イナミック点灯方式を用いた。 

 

 

 

 

３．５ 温度設定SW    

図６に上限下限温度設定のためのスイッチ回

路を示す。スイッチ３つで上限と下限の温度を

設定できる。それらは，コントローラの RC4，

RC5，RC6ポートへチャタリング防止回路を介

して接続される。 

 

３．６ コントローラと部品一覧 

図７に使用したPIC16F873Aのピン構成３）

と周辺部との接続を示す。コントローラではサ

ーミスタからの電圧をA/D変換し，設定された

図4 温度計測部 

（a）サーミスタ 

（b）基準電圧 

図5 温度表示部 

図6 温度設定部 
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上限下限温度と比較し，その結果を自律信号ユニットへ出力させている。２つのセットポイント温度に

達したとき出力される電圧は，「音通信自律制御ユニット」に直接接続した。 

このコントローラの電源は「音通信自律制御ユニット」に用いている乾電池直列４本の６V電源から

4.5V を取り出して使用した。 

 

  

表１に使用した部品の一覧を示す。価格はほとんど通販等で容易に入手できるものであり，総額\1,500

程度である。 

 

 

表1 温度計測設定ユニットの部品一覧 

  部品名 製造メーカ名 個数 

1 ７セグメントLED C-552SR PARA LIGHT 1 

2 PIC16F873A-I/SP Microchip Technology 1 

3 FET(2sk2962) 東芝セミコンダクタ 2 

4 ツェナーダイオード2.3V - 1 

5 TC74HC4511 東芝セミコンダクタ 1 

6 85℃電解コンデンサ（10μF) 東信工業 1 

7 セラロックコンデンサ内臓タイプ 20MHz 村田製作所 1 

8 コネクター 2ピン Linkman 2 

9 コネクター 3ピン Linkman 1 

10 コネクター 4ピン Linkman 1 

11 LM35DIZ-N National Semiconductor 1 

12 青色LED φ5 日亜化学 3 

13 オペアンプJC７６RC National Semiconductor 1 

14 感光基板NZ-P12K 片面1.6ｔ×100×150 サンハヤト 1 

図7 コントローラと周辺部との接続 
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15 タクトスイッチ（SKHHBV） アルプス電気 4 

16 丸ピンICソケット １６P - 1 

17 丸ピンICソケット ２８P - 1 

18 丸ピンICソケット ８P - 1 

19 LED用ソケット マックエイト 3 

20 1kΩ抵抗 - 12 

21 10kΩ抵抗 - 3 

 

これら計測部，表示部，入力部，出力部，制御

部の各部の働きや回路図の位置を踏まえて，

NZ-P12K 感光基板上に回路部品を配置した。製

作した温度計測ユニット全景を図８に示す。サーミ

スタなど周辺部とはコネクタを介して接続できる。 

ソースプログラムは C 言語を用いて作成した。

これらソースコードおよび基板パターンは研究室

のウェブページに公開している。 

 

３．７ 温度計測および温度設定ユニットの 

設定手順 

操作手順は，上限温度を先に設定し，次に下限温度を設定する。最低温度の設定では，最高温度以

上に温度が設定されないようにプログラム上で制限した。下限温度が設定し終わると，計測しながら現在

温度が表示されることになる。なお，リセットスイッチによって設定温度を再度設定しなおすこともできる。 

 

４．まとめ 

 

開発した温度計測設定ユニットを従来の温度計測ユニットに置き換えて使用することができた。費用は

従来のものの半分に抑えることができた。温度の表示は２秒ごと更新されリアルタイムで計測制御してい

ることを実感できる。スイッチはリセットを含めて 4 個にできたことでシンプルな構造となり操作も簡単とな

った。 

 

＜引用文献＞ 

1）西山則夫「学習意欲を高めるプログラムと計測・制御の指導の在り方―プログラムの手順に対

する理解を深める計測・制御教材の活用を通して―」平成 20 年度前期茨城大学教育学部内地

留学研究報告書（2008） 

2）「LM35高精度・摂氏直読温度センサ ICデータシート」National Semiconductor（2000） 

3）”PIC16F87XA Data Sheet,” Microchip Technology（2003） 

図8 製作した温度計測設定ユニット 

表示部 
設定スイッチ 

16F873A 
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小学校家庭科教科書における安全に関する記載分析 

山本紀久子＊ ・ 山田好子＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

Description Analysis of Safety on the Basis of Elementary School 

Homemaking Course Textbooks 

 

Kikuko YAMAMOTO and Yoshiko YAMADA 

 

キーワード：安全, 小学校，家庭科, 教科書, 記載分析 

 

 小学校家庭科における消費者安全教育の扱い方を目的に、平成 23 年度使用小学校家庭科教科書 2 者の消費者安   

全学習に関する記載調査と分析を行った。調査方法は、教科書から安全に関する記載を抽出し、書写する方法をとった。

その結果、安全に関する記載数は 269 件で、「Ｂ日常の食事と調理の基礎」53.9%と最も多く、次に「Ｃ快適な衣服と住まい」

37.9%、「Ｄ身近な消費生活と環境」8.2%の順で、「Ａ家庭生活と家族」にはなかった。実習用具の安全な使い方の「指示」や危

険回避の「禁止」を文意とする記載が、全体の 61.3%、「目標」「評価」は、全体の 17.4%を占めた。これらの記載状況の結果か

ら、小学校家庭科における消費者安全教育の可能性を指摘した。 

 

 

はじめに 

 

1995年７月『製造物責任法』が施行され、消費者の安全に対する関心が高まったとはいえ、屋内

式ガス瞬間湯沸器による死亡事故や 30 年以上前に買った扇風機の経年劣化による発火事故などを

受けて、2006年『消費生活用製品安全法』が改正され、2009年長期使用製品安全点検・表示制度が

施行された。一方、Ｏ-157、ＢＳＥ(牛海綿状脳症)や雪印事件などを契機として、食品の安全性・

表示の社会問題化を契機として、2003年『食品安全基本法』が制定され、それに基づき食品安全委

員会が内閣府に設置された。 

 2008年４月内閣官房の消費者行政推進会議が、消費者行政の一元化の観点から、「消費者庁(仮称）

の創設に向けて」を公表して、商品・金融などの「取引」、製品・食品などの「安全」、「表示」など、

消費者の安全・安心に関わる問題を幅広く所管する新組織を提唱し、2009年消費者庁が創設された。 

―――――― 

＊茨城大学教育学部家庭科教育研究室 

＊＊小田原女子短期大学食物栄養学科 
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 近年、私たちの身近なところで安全を脅かす事故が起こっている。例えば、2009年鹿児島県立高

等学校では、調理実習中に気分が悪いと訴えた生徒18人が病院に搬送され、ガス器具使用中の換気

扇は回っていたものの、窓を閉め切った状態が原因で、酸欠状態または一酸化炭素中毒症状になっ

たとみられた１）。 

 また、愛知県武豊町立小学校では、授業で栽培したじゃがいもを調理実習時間に食べた児童 11

人がじゃがいもの発芽部分などに含まれる有毒物質ソラニンが原因で食中毒になった２）。 

消費者の安全を確保するためには、知識や行動を伴うことだけでなく、どうしてそのような行動

が必要なのか、基本的理由を知って行動の取れることが求められる。家庭科の目標は、生活場面で

ある家庭や地域を取り上げ、健康で豊かな生活を創造していくために必要な総合的能力の習得であ

ることから実践的・体験的な活動を通して学習することが重視される。小学校家庭科授業で、安全

について、どのような学習が行われているかは、学校の施設設備の環境によって差異が見られる。 

教科書は、教育の機会均等を実質的に保障し、全国的な教育水準の維持向上を図るため、学校に

おいて使用すること（学校教育法第34条）と定められている。教科書の扱い方は、教師によって異

なるが、教科書を中心に教師の創意工夫により適切な教材を活用しながら学習が進められることか

ら、児童が必ず使用する教科用図書である教科書の記載状況を分析することによって消費者安全教

育の現状を窺うことができると考えた。  

そこで、本稿では、小学校家庭科における消費者安全教育の扱い方を目的に、平成 23 年度使用小

学校家庭科教科書2 者を調査資料として消費者安全学習に関する記載調査と分析を試みた。 

 

 

研究方法 

 

１ 調査対象 

 調査対象は、平成20年文部科学省告示小学校学習指導要領（平成20年３月28日、第27号）の

第２章 第８節 家庭に基づいて編集・検定され、平成22年４月文部科学省発行教科書目録に記載さ

れた平成23年度使用の小学校家庭教科書２者２種２点である。なお、2者とはT３）とK４）である。 

 

２ 分析方法 

 分析方法は、教科書から安全に関する記載を抽出し、書写する方法をとった。抽出する記載内容

は、児童の行為が、直接的・間接的に児童への危険・危害等の被害につながる事故を防止するため

の記載及び「安全」の文言が教科書に明記されているものに限定し、分析した。 

なお、安全については、物事が損傷したり、危害を受けたりするおそれがないこと５）とし、教科

書の「安全マーク」の記載内容と「安全」の文言の内容に準拠した。 

 抽出した記載内容は、原則として読点までを１文として数えたが、接続詞や句点の前後で異なる

危険要因がある場合や文意が明らかに異なる場合は、基本的に分割して計算した。そして、抽出し

た記載内容を、学習指導要領の内容区分別・発行者別及び危険要因等別に比較するとともに、文意ごと

に禁止、指示、注意喚起、使用推進、問題提起の５種類に、さらに、安全学習過程で主体的活動を促すと

いう点で、めあての確認・自己評価の重視から、目標、評価の２種類の計７種類に分別することとした。 
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結果及び考察 

 

１ 小学校家庭科教科書の発行者別・内容区分別にみる安全に関する記載数 

 

表１ 発行者別・内容区分別にみる安全に関する記載数 

発行者/内容区分   A      B      C     D        計 

 Ｔ        0      73      52     10       135 

  Ｋ        0       72      50        12        134 

計(%)       0( 0.0)  145(53.9)  102(37.9)   22( 8.2)    269(100.0) 

   A：家庭生活と家族   B：日常の食事と調理の基礎   C：快適な衣服と住まい   D：身近な消費生活と環境 

 

表１に、発行者別・内容区分別にみる安全に関する記載数を示す。 

小学校家庭科教科書の安全に関する記載数は、合計 269 件で、発行者別にみる安全に関する記載数

は、Ｔ者135件、Ｋ者134件と、大差は認められなかった。２者ともに、安全に関する記載には、「安全に注

意しよう」（Ｔ者）、「安全に注意すること」(Ｋ者)を意味するハートや白十字の安全・注意を促す赤マークで

示す記載が多くみられた。Ｔ者では、安全マークを設けている多くの記載内容は、黄色の下地で示す一

方、Ｋ者は、クリーム色で、他の記載内容と明確に区別されていた。さらに２件ではあるが、赤色の太字ゴ

シック体で記載し、「ゆげの出るところに顔や手を出さない」「手や衣服を火に近づけない」のように、注意

喚起を促すものもみられた。 

いずれの内容区分においても、２者は、同様の傾向を示した。２者ともにガスこんろなどの加熱器具、

フライパンや包丁などの調理用具を使用する「Ｂ日常の食事と調理の基礎」が全体の 53.9%を占め、最も

多い。次に、はさみ・アイロン・ミシンなどを使用する被服実習、暖房器具・照明器具を扱う「Ｃ快適な衣服

と住まい」の 37.9%、食品の購入や洗剤を扱う「Ｄ身近な消費生活と環境」の 8.2%の順である。４内容区分

中、「Ａ家庭生活と家族」には、2 者ともに、安全に関連する記載はみられなかった。 

「Ｃ快適な衣服と住まい」では、T者 52件（衣服28件＋住まい24件）、Ｋ者50件（衣服39件＋住まい

11 件）で、２者間ともに衣服と住まいに差がみられた。 

Ｔ者の「学校の温度調べ」では、学校で実習するときの注意を「先生の話をよく聞き」「危険な場所に行

ったり」「勝手な行動したりしない」と安全のためにとるべき行動や危険に対する具体的対処法を記載して

いる。暖房器具の使い方では、「暖房器具を使うときの注意」として、４項目（換気、可燃物、消火、移動・灯

油）を箇条書き形式で具体的対処法をあげている。 

さらに、「家庭の暖房器具の種類や使うときの注意点を調べてみよう」、「安全でエネルギーをむだにし

ない暖房器具の使い方を調べてまとめ、発表しよう」などの活動内容、「一酸化炭素が発生する場合の具

体的状況」や「換気の必要性」の記載がみられる。「明るさを調節する方法」では、「部分を照明するときの

注意」と「照明器具をそうじするときの注意」を箇条書きで具体的対処法を示していた。また、「直射日光が

目をいためる原因になる理由」をあげ、「健康と安全などに気をつける工夫」の記載がみられた。 

一方、Ｋ者「暖ぼう器具の安全とかん気」では、箇条書きとともに、「暖ぼう器具は、火災ややけど、かん

気に気をつけて使おう」と問いかけの記載がみられた。 

採光と照明の「調べてみよう」では、「日光が直接あたるところはまぶしいね。どうしたらよいかな」の問
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いかけのみで、安全に関連した記載はみられなかった。 

 

２ 発行者別及び危険要因等別の安全に関する記載数  

   

              表２ 発行者別及び危険要因等別の安全に関する記載数 

区分 危険要因等/発行者   Ｔ    Ｋ    計    発行者別（Ｔ/Ｋ）の危険源・事故の型 

 Ｂ 調理用具      2   2   4  

   包 丁           16   12   28 

    まな板            4      5   9 

ふきん        2   1   3 

    フライパン     11     8    19     火傷2/0・水気1/0・火1/1   

    やかん            2     1   3     湯気1/1・取っ手0/1 

    なべ        1   0   1    

    加熱器具      0   1   1    説明書0/1 

    ガスこんろ    12    17   29     炎1/2・換気1/1・可燃物1/1・火0/4・消火0/１ 

    ガスもれ      2   2   4     電源1/0 

    ゴム管       2      0   2   ひび1/0・接触不良1/0 

    調理実習・方法    2   6   8 

    湯         2      0      2 

    卵         1   1   2 

    野菜        1    3   4   洗浄(どろ･農薬/ごみ･虫･細菌･農薬)1/1 

    じゃがいも     2   4   6   芽と緑の皮部分1/1 

    ごはん            4   1   5      火2/0・湯気2/0 

    みそ汁         2   2   4   熱湯0/1 

    身支度・服装      5    6   11    

C  針          3   8   11   針先1/0 

    はさみ        1      5   6   刃先1/1 

    アイロン      9    9   18   火傷(熱）3/3・電源プラグ2/2・ぬれた手1/0 

    ミシン            9   11   20   電源プラグ0/2 

    コントローラー   4   3   7 

    被服実習          0   1   1 

  着方         2   2   4 

洗濯機       0   2   2   電源プラグ0/1・ぬれた手0/1 

    洗濯・洗濯洗剤   2   0   2   手あれ1/0 

    暖房器具      8   6   14   可燃物1/1・換気2/3・消火1/0・給油1/0 

    照明器具      5   1   6   電源2/0・高温1/0・光の強さ1/0 

    直射日光      1      0   1   目1/0 

    住宅用洗剤     2   2   4 

    ごみ        3   0   3 

D  品質表示      5   6   11 

    購入保存方法等   2   6   8 

他 校内外活動     6    0   6    

    計          135    134   269 

   

 表２に発行者別及び危険要因別の安全に関する記載数を示す。危険要因については、例えば、や
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かんの湯気であれば「湯気」であるが、学校における安全学習を考えた場合、製品安全や食品安全

の視点に立っての学習が必要と考え、ここでは危険源である湯気ではなく、「やかん」として数えた。

そして、発行者別の危険源・事故の型欄には、教科書に記載のある危険源・事故の型を示すとともに、

スラッシュの前の数字をＴ者、後の数字はＫ者として記述した。 

（１）Ｂ内容区分 

調理用具で最も多かったのは、「包丁」2８件である。包丁の取り扱い方では、２者ともに、包丁の持ち方、

材料の押さえ方・切り方、持つ姿勢、洗い方、運び方・置く場所・置き方などの記載がみられた。渡し方で

は、Ｋ者「台の上に置いてわたす」「持ったまま歩き回らない」に対し、Ｔ者「バットなどにのせて運ぶ」「決

められた場所に置き手わたししない」と手渡ししないと、明記している。さらに、Ｔ者「まな板の下にぬらし

て固くしぼったふきんをしくと、ずれにくい」と安全な切り方の工夫の記載みられた。Ｔ者の「包丁とまな板

の使い方」の記載内容の右上に安全マークがみられ、全体の下地も他の記載内容と区別されたものにな

っていたが、洗い方の項目中に、「安全マーク 手手手手をををを切切切切らないようにらないようにらないようにらないように注意注意注意注意するするするする」と、二重に注意換気する記

載がみられた。 

「まな板」は、９件（Ｔ者４件・Ｋ者５件）の記載がみられた。まな板の取り扱い方は、洗い方、干し方、使う

前などの記載である。「まな板を使う前」では、Ｔ者「使う前に、水でぬらして、水気をふき取る（タマ号：か

わいたままで使うと、食品のにおいがつくよ）」、Ｋ者「水でぬらし、水気をふきとって使うと、食品の色やに

おいがつきにくい」では、理由の記載がみられた。 

「ふきん」は、３件（Ｔ者２件・Ｋ者１件）で、洗い方と干し方の記載がみられた。Ｔ者では、「日光に当てて

干すと、細菌が減って清潔になる」と直射日光に当てて乾燥する理由の記載がみられた。 

ふきんについては、Ｔ者「いろいろな調理用具」では、「台ふきん」と「食器用ふきん」に分け、写真・名

称はあるが、その理由の記載はみられない。Ｔ者「包丁の切り方（まな板の下に、ぬらしてかたくしぼった

ふきんをしくとずれにくい）」や「包丁の洗い方（台の上に置いたふきんに当てて、水気を取る）」でも、ふき

んの区別はなく、「包丁の洗い方」のイラストのふきんは、タオルを重ね折りして周囲などを手縫いしたも

ので、細菌の繁殖を注意しなければならないふきん使用になっている。一方、K者は、「おもな調理用具」

で、「台ふき・ふきん」の写真・名称があるが、その理由の記載はなく、「まな板の取りあつかい方（水でぬ

らし、水気をふきとって使うと、･･･」「あとかたづけのしかた（流し・調理台 全体をきれいにふく）」では、イ

ラストがあるものの、何のふきんを使用するかの記載はみられなかった。 

「調理用具」は、４件（Ｔ者２件・Ｋ者２件）の記載がみられ、Ｔ者「安全で正しい調理用具の使い方を学

びます」「ふりかえろう 調理用具の正しい扱い方がわかりましたか」、Ｋ者「学習のねらい 調理用具を安

全に使えるようになろう」「調理用具を安全に使えるようになりましたか」と、２者とも目標＋評価の対で、児

童に安全に対しての自己評価を求めるもので、いろいろな調理用具の安全な使い方をあげていた。 

「フライパン」は、19 件（Ｔ者 11 件・Ｋ者８件）の記載がみられ、持ち方、水気をとった炒め方、火傷の注

意、ガスの止め方の記載内容である。 

洗い方は、Ｔ者は、「油よごれは、まだ温かいうちに不用な紙や布でふき取る。その際、やけどをしない

ようにする」「フライパンが冷めてから洗う」「鉄製のフライパンは、洗い終わったらもう一度火にかけてかわ

かす。冷めてからしまう」と、３項目でフライパン（高温物体）に触れることで火傷の危険源になることを明記

したものになっている。一方、Ｋ者は、「使ったフライパンのあとしまつ」として環境に配慮した記載は３項

目みられるものの安全への記載はみられなかった。Ｋ者では、「もし、フライパンに火が入ったら、すぐ火
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を止め、なべのふたなどをかぶせて消す」とある一方、Ｔ者では、「フライパンから火が出たら、すぐガスこ

んろの器具せんをしめ、なべのふたをかぶせる」とある。Ｋ者の「火が入ったら」と「火をとめ」は、児童に

はわかりにくい記載になっている。フライパンの中にガスこんろの炎が引火したら、ガスこんろの炎を止め

るというが、どのように止めるかの記載がみられない。この場合は、Ｔ者の「フライパンから火（ほのお）が

出たら、すぐガスこんろの器具せん（ガスせん・点火つまみ）をしめ、なべのふたをしめる」記載のほうが行

動化されやすい表現といえる。一方、Ｔ者の「油がはねないように、いためる食品の水気をきちんと取る」

に対し、Ｋ者の「油のはねに注意する」では、理由の記載がなく、どのように注意したらよいのか、教科書

の記載内容からは、判断できない。 

「やかんは」、３件（Ｔ者２件・Ｋ者１件）記載がみられ、危険源の内訳は、湯気２件、取っ手１件である。Ｔ

者「湯気や熱くなったやかんの取っ手でやけどをしないように注意する」、Ｋ者「ゆげの出るところに顔や

手を出さない」で、Ｔ者は、湯気ややかんの取っ手（高温物体）に触れることで火傷の危険源になると明記

しているのに対し、Ｋ者は、火傷の危険源となる湯気に顔や手を出さないことで火傷の事故防止ができる

ように行動の禁止を記載していた。 

「なべ」は、１件の記載がみられ、Ｔ者「なべは冷えてから洗う」と、みそ汁のなべ（高温物体）を危険源と

して火傷を予知した記載である。 

「加熱器具」は、１件の記載がみられ、Ｋ者「説明書などに書かれている使い方にそって、手順を守り、

安全や衛生に気をつけて使います」と、製品安全のために説明書を読み、使い方・手順の厳守した記載

内容となっている。 

「ガスこんろ関連」は、35 件（Ｔ者 16 件・Ｋ者 19 件）の記載がみられた。その内訳は、ガスこんろ２9 件・

ガスもれ４件・ゴム管２件である。 

「ガスこんろ」は、Ｔ者 12 件に対し、Ｋ者 17 件の記載である。２者ともガスこんろの使い方で、使用前の

点検・点火の仕方・加熱の仕方と関連させた火力の調節・換気・消火の仕方の記載がある。Ｋ者は、「安全

チェック」６件で点火前・点火後・消火後の点検についての記載や調理実習２件（いため調理・おかずづく

り）で換気に注意する記載がみられた。 

「点火の仕方」では、Ｋ者３件「点火つまみが閉まっていることを確かめてから、ガスせんを開く」「点火

つまみをおしながらいっぱい回す。火がついたことを確かめる」「火がつかないとき「止」にもどし、もう一

度おし直す」に対し、Ｔ者４件「器具せんが閉じていることを確認する」「ガスせんを開ける」「器具せんをお

しながら「開」の方へ音がするまで回す」「点火しないときは「止」にもどし、少し時間をおいて、もう一度お

しながら回す」の記載がある。Ｋ者の「点火つまみ」に対し、Ｔ者は「器具せん」と名称に違いがみられた。

ガスこんろの操作ボタンを押して点火するガスこんろが家庭に多いことからも、名称の検討を要する。また、

児童が基本的操作を身に付け、主体的な行動を通して、安全に扱うことができる意味からも、「おしながら

いっぱい」「音がするまで」「少し時間をおいて」など、ガスこんろの操作過程を実感の伴う生きた言葉とし

て理解し、言語化・動作化できる記載が望まれる。 

 「点火後」では、Ｋ者３件「横から見て、ほのおの大きさを確かめながら調節する」、安全チェックの「火が

ついていないか」と「ほのおがはみ出していないか」、Ｔ者２件「青いほのおが点火したことを確認する」

「ふきこぼれた後など、とちゅうで火が消えていないかを確認する」からは、「横からみて、ほのおの大き

さ」「青いほのお」「ふきこぼれた後など」と具体的に視覚化された詳細な記載内容がみられた。 

 「消火」では、Ｔ者２件、Ｋ者６件の記載がある。２者とも「ガスせんを閉める」「点検つまみ/器具せん・ガ
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スせんが閉まっているかを確認する」は共通している。しかし、Ｔ者の「器具せんを「止」へ回して火を消

す」に対し、Ｋ者「点火つまみを「止」にもどす」「確実に火が消えているか」と２文にわけて指示・問いかけ

をして、「ガスせんを閉めたか」の評価をしている。 

「ガスもれ」に気づいたらでは、４件（Ｔ者２件・Ｋ者２件）の記載がある。Ｔ者「窓や出入り口を開け、ガス

せんを閉める」「火花が出て、ガスに引火するおそれがあるので、近くにある電気のプラグをさしたりぬい

たりしない」、Ｋ者「ガスせんを閉め、窓を開ける」「かん気せんなどのスイッチにふれない」と、生理的危

険・電気的危険に対して、場所・危険源の品目などをあげ、具体的操作を明示した記載が一部にみられ

た。 

「ゴム管」では、Ｔ者に２件「ゴム管にひびはないか」「ゴム管は、ガスせんやガスこんろにしっかり接続

されているか」の記載がみられるが、Ｋ者には「ゴム管」に関する記載は認められなかった。 

NITE6）の報告では、「ガス管」及び「接続具」による事故は平成17年度からの５年間に219件発生、その

うち消費者の誤った取り扱いや不注意によるものが 115 件あり、死亡事故 3 件、重傷事故７件、延焼火災

64 件になっている。経済産業省 7）と NITE6）の事件報告では、古くなったゴム管の早めの交換、ガス器具

等の取り扱い説明に従った使用、異常を感じたときは使用を中止、業者に連絡、ガス臭いと感じたら火気

は絶対に使用しない、着火源となる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手をふれない、窓や戸を大きく開け

る、ガス栓やメーターガス栓を閉める、ガス栓とガス器具の接続は適正な接続具を使用、ゴム管は差し込

み口にある赤線まで差し込み、ゴム管止めで抜き止めする、ガス栓を開くときは、ガス栓からガス器具ま

で接続していることを確認し、つまみを全開するなどを注意喚起している。 

これらの結果に鑑み、「ゴム管」では、古くなったゴム管の早めの交換、「ガスこんろ」使用前に、ガス栓

を開くときは、ガス栓からガス器具まで接続していることを確認、説明書に従った使用、異常を感じたとき

は使用中止などを加えた記載が望まれる。  

「調理実習・方法」は、８件（Ｔ者２件・Ｋ者６件）の記載がみられ、その内訳は調理実習６件（Ｔ者１件・Ｋ

者５件）・調理の仕方２件（Ｔ者１件・Ｋ者１件）である。「調理実習」では、Ｔ者「衛生や安全に注意して作れ

たか」、Ｋ者「衛生と安全に気をつけたか」と安全への注意確認で共通の記載がみられたが、これ以外は、

Ｋ者の「よそ見をしない」「調理台の上は仕事がしやすいように整理する」「安全に気をつけて、手順よく調

理する」などの記載であった。「調理の仕方」では、２件の記載がみられ、Ｔ者「安全で衛生的な調理のし

かたを学習して、自分の食事の用意ができるようになるとよいですね」、Ｋ者「安全な調理の仕方がわかり

ましたか」の目標や確認評価の記載である。 

「湯」は、Ｔ者２件の記載で、「湯を安全にわかせる」の目標・評価である。 

「卵」は、ゆで卵２件の記載で、Ｔ者「生卵を電子レンジで加熱しないこと。卵が爆発して、危険です」の

調理方法的危険による卵の爆発と、Ｋ者「安全に作業できたか」の評価である。電子レンジでからのまま

の卵を加熱すると、レンジ内で爆発することがある。また、破裂前に取り出した場合や殻をむいた状態の

ゆで卵の再加熱でも発生することがあるので、１者だけの記載ではなく、卵の電子レンジ加熱の記載が望

まれる。 

「野菜」は、４件（Ｔ者１件・Ｋ者３件）の記載で、２者で「野菜の洗い方」の記載がみられた。Ｔ者「どろな

どのよごれや農薬がついていると、病気のもとになる場合があるので、よく洗う」、Ｋ者「野菜にはどろやご

み・虫・細菌・農薬などがついていることもあるのでよく洗おう」と、Ｋ者は具体的な危険要因をあげている。

他に、Ｋ者の青菜とゆで野菜のサラダで「安全に作業ができたか」の技術の自己評価の記載がみられた。 
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「じゃがいも」は、６件（Ｔ者２件･Ｋ者４件）の記載がみられた。その内訳は、２者の「芽や緑の皮の部分

は有害」「処理方法」とＫ者の「保存方法（箱や紙の袋に入れ）」「保存場所（暗い場所）」である。Ｔ者「芽や

緑色の皮の部分は有毒」「包丁の角でえぐり取る」に対して、Ｋ者「じゃがいもは太陽（日光）が苦手 じゃ

がいもの芽や、日光に当たって緑になった部分には、体の害になる部分がふくまれている」「調理すると

きは、芽や緑の部分は取りのぞく」は、「包丁の角でえぐり取る」「日光に当たって緑になった部分」など、

有害部分の具体的処理方法や緑になった原因の記載は重要である。特に、じゃがいもの発芽部位や生

育不良の小玉じゃがいもの使用による中毒は、ソラニン（生物由来物質）による化学的危害であることから

も、児童にわかりやすい処理方法や有害情報だけでなく、積極的な保存方法や保存場所の記載を望む。 

「ごはん」は、５件（Ｔ者４件・Ｋ者１件）の記載で、Ｔ「火や湯気でやけどをしないように安全に注意して

調理できる」で、ガスこんろの火やなべの湯気について、目標と評価で「安全に注意した調理」を求めて

いる。Ｋ者「できたかな 安全や衛生に気をつけて調理できた」では、技術面の評価を求めたものであっ

た。 

「みそ汁」は、４件の記載がみられ、２者ともに「衛生や安全」（Ｔ者２件目標＋評価・Ｋ者１件 できたか

な 技術の評価）と、Ｋ者１件「熱湯を使うときはやけどに注意  油あげに熱湯をかけると油がぬける」で

は、なぜ熱湯を使用するかの理由・効果の記載がみられた。 

「身支度・服装」は、11 件（Ｔ者５件・Ｋ者６件）の記載がみられた。２者の「エプロン」は共通しているもの

の、Ｔ者は、写真とネームの「三角きん」「マスク」「服装」「手（つめなど）」に対し、Ｋ者は三角きん・マスク

をした男女の写真とともに「かみの毛」「つめ」「そで口」「手洗い」のチェック項目とともに、「衛生と安全、動

きやすさを考えて身じたくをする」の記載がある。O-157 やノロウイルスなどの予防は、まず「手洗い」の実

践であることから、つめや手だけでなく「手洗い」は、積極的に記載したい内容項目である。 

（２）Ｃ内容区分    

 「針」は、11件（Ｔ者３件・Ｋ者８件）の記載がみられた。針の安全な使い方では、２者の「使用前後の針本

数の確認」「針さしにさす」「針先を人に向けない」は共通しているが、Ｔ者「使わないときは、針さしによこ

からさしておく」、Ｋ者「針を手からはなすときは、針さしにさす」、Ｔ者「糸を引くときは、周りの人に危険が

ないよう、針先を人に向けない」、Ｋ者「針の先を人に向けない」と、危険回避のための具体的な行動の記

載が望まれる。さらに、Ｋ者では、折れた針の始末「折れた針は、必ず全部折れ針入れに入れる」と、針

の安全な扱い「針を安全にあつかうことができたか」について、小物入れとティッシュペーパー入れで目

標＋評価の計４件の記載がみられた。 

 「はさみ」は、６件（Ｔ者１件・Ｋ者５件）の記載がみられた。はさみの安全な使い方では、２者で共通して

いる針先は、Ｔ者「はさみを人にわたすときは、刃先を相手に向けない」、Ｋ者「わたす人に刃先を向けな

い」と、「はさみを安全にあつかうことができたか」について、針と同様に小物入れとティッシュペーパー入

れで目標＋評価の計４件の記載がみられた。 

 「アイロン」は、18 件（Ｔ９件・Ｋ９件）の記載がみられた。アイロンの安全な使い方では、使用場所や置き

方、冷えてからの収納場所への保管など、使用前・使用中・使用後に２者共通の記載が、さらに、Ｔ者「ア

イロンを安全に使うことができる」の目標＋評価の２件、Ｋ「できたかな 安全に気をつけてアイロンをかけ

ることができた」の評価の記載がみられた。Ｔ者「ぬれた手でプラグにさわらない」は、Ｋ者の記載にはみ

られなかった。 

 「ミシン関連」では、27 件の記載がみられ、その内訳は、「ミシン」20 件、「コントローラー」７件である。 
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 「ミシン」は、20 件（Ｔ者９件・Ｋ者１１件）の記載がみられた。ミシンの安全な使い方では、Ｋ者は、「コント

ローラー」2 件を除く、３項目（運ぶとき１件・電源２件・ぬうとき２件）のチェック項目をあげている。２者共通

の運び方（Ｔ者「ミシンは重いので、カバーが外れないように注意して両手で運ぶ」・Ｋ者「カバーの金具

をしっかりとめて、ミシンの下を両手で持つ」）では、「ミシンは重いのでカバーが外れないように注意して

持ち運ぶ」など、ミシンの持ち方として、持ち方の理由・対処法・安全な持ち方の記載が望まれる。ミシン

の電源２件は、Ｋ者「必ず、差しこみプラグを持って、コンセントに差しこんだり、ぬいたりする」「針をつけ

たりはずしたりするときは、電源を切ってから行う」と針のつけ方でも「針をつけたりはずしたりするときは、

電源スイッチを切って」と、計３件の電源関連の記載に対して、Ｔ者はコントローラーを含めて記載がなく、

アイロン・照明器具での記載がみられた。 

 「コントローラー」は、７件（Ｔ者４件・Ｋ者３件）の記載がみられた。Ｔ者は、コントローラーのあつかい方

を箇条書き形式で、４項目（「ひざの真下に置く」「急に強くふまない」「ぬうとき以外は足を上に置かない」

「下糸を入れるときや上糸をかけるときは、コントローラーから足をはなそう」）の記載がある一方、Ｋ者は、

ミシンの安全な使い方チェックで、３項目（「急に強くふまない」「ぬうとき以外は足をのせない」「針をつけ

たりはずしたりするときは、コントローラーに足をのせない」）の記載がみられる。 

 Ｔ者ではコントローラーの置く位置の記載があるが、Ｋ者にはみられなかった。一方、コントローラーに

足をのせない例として、Ｔ者は、下糸入れ・上糸かけに対し、Ｋ者は針のつけはずし時を記載している。 

 「被服実習」は、Ｋ者１件で、「できたかな 安全に作業できた」と、技術の自己評価の記載がみられた。 

「着方」は、４件（Ｔ者 2 件・Ｋ者 2 件）の記載がみられた。ともに衣服の働きと安全に活動するための衣

服についての記載である。 

 「洗濯・洗濯洗剤」は、Ｔ者２件で、衣服の手入れの「家族に聞いてみよう。洗濯をするとき注意している

こと（男児の吹き出しとして）」・手洗いの「洗剤で、手があれることがあるので、はだが弱い人は、ビニル手

ぶくろをする」の記載である。児童一人一人が手洗いの洗濯実習をする場合、小児期にアトピー性皮膚

炎などを患っていた児童は、皮膚のバリア機能が低下して、進行性指掌角皮症や汗泡になることが多い

ことから、教科書記載があれば、違和感なく積極的にビニル手袋での洗濯実習に参加できることになる。 

 「洗濯機」は、Ｋ者に２件で、電気洗たく機を使う場合の注意として、「ぬれた手で差しこみプラグにさわ

らない」「完全に止まってから洗たく物を取り出す」で、感電とけがの防止の記載である。 

 「暖房器具」は、14 件（Ｔ者８件・Ｋ者６件）の記載がみられた。２者で共通している可燃物２件（Ｔ者１件

「燃えやすい物を近くに置かない」・Ｋ者１件「周囲に燃えやすい物を置かない」）、換気５件（Ｔ者２件「１

時間に１，２回、１～２分ほど窓を開けて空気を入れかえる」「閉め切った部屋で灯油やガスの暖房器具を

長時間使うと部屋の酸素が減ります。有害な一酸化炭素が発生する場合もあるので必ず換気するようにし

ましょう」・Ｋ者３件「空気がよごれたら、適切にかん気する」「かん気装置のついていない暖ぼう器具を使

っているときは、必ず時間を決めて空気の入れかえをしよう」「たくさんの人が閉め切った部屋にいるとき

もときどき空気の入れかえをしよう」）の記載がみられる。暖房器具の換気に関しては、「必ず時間を決め

て」よりは、「1 時間に１，２回、１～２分ほど」と具体的な数値があることで行動化されやすいと思われる。ま

た、換気の理由として、「空気がよごれたら」よりは、「たくさんの人が」＋「閉め切った部屋で灯油やガスの

暖房器具を長時間使うと部屋の酸素が減ります。有害な一酸化炭素が発生する場合もある」の理由を認

知することで換気への実践が積極的になるだろう。また、Ｔ者では、暖房器具を使うときの注意として、箇

条書きで、「外出するときやねるときは必ず火を消す」、「ストーブは火をつけたまま動かしたり」「灯油など
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を入れたりしない」の記載もみられた。 

 「照明器具」は、６件（Ｔ者５件・Ｋ者１件）の記載がみられた。Ｔ者は、明るさ、光の角度の調節、電気・電

源、高温物体の記載である。具体的には、本文中に「照明器具を使うときは、健康と安全などに気を付け

て、部屋にあった明るさに調節し、エネルギーのむだをなくすようにしましょう」の記載がある。 

 「照度計を使って、教室のいろいろな場所の明るさを測ってみましょう」と活動を促し、「明るさを調節す

る方法」の「効果的な照明の仕方」で部分を照明するときの注意として「電気スタンドの角度を調節して、

光が直接目に入らないようにする」、照明器具をそうじするときの注意として「必ず電源を切る」「ぬれた手

でさわらない」「照明器具が冷えてから、ほこりやよごれをふき取る」の記載があった。一方、Ｋ者は、「寒

い季節を快適に」で、見開きページを使い、「このページの絵や写真を見ながら、あたたかく過ごすため

の、着方や住まい方について考え、話し合ってみよう」の６項目の１つに「部屋の明かりだけで暗いときは

どうしょう（椅子に座り電気スタンド前の照度計を見ている女児の吹き出し）」の記載がある。本文中に「寒

い季節を気持ちよく過ごすためのくふうについて、調べたり考えたりして」とあるものの、具体的な明るさの

調べ学習の提示はみられなかった。 

 「直射日光」は、Ｔ者１件で、Ｋ者の記載は見られない。「直射日光は目をいためる原因になるので、カ

ーテンなどで光の強さを調節する」の記載がある。ひどくなると太陽光線のエネルギーによる黄斑障害で

ある太陽性網膜炎や日光網膜炎といわれる視力障害を起こす危険があるため、日食観察ではよく言われ

るが、生活安全からも必要な記載と思われる。 

 「住宅用洗剤」は、４件（Ｔ者２件・Ｋ者２件）の記載がみられた。住宅用洗剤について、Ｔ者「まぜると危

険 （イラスト）」・Ｋ者「ちがう種類の洗ざいを同時に使うと危険だよ！ まぜると危険（写真）」と、洗剤の表

示・使い方のＴ者「洗剤を使う場合、表示をよく読み、使い方や注意を守る」・Ｋ者「住宅用洗ざいを使う場

合は、必ず表示を読んで、使用方法や注意を守り適量を使う」の記載であった。塩素系洗浄剤は、次亜塩

素酸塩が主成分で、おもに塩素系漂白剤やかび取り剤、排水パイプ用洗浄剤、トイレ用洗浄剤などがあ

る。これに酸性洗剤の主成分の塩酸と混ぜると有毒な塩素ガスがでるため、塩素系と酸性洗剤の容器に

は「まぜるな危険」の表示がある。使用の際は、使用上の注意点を読み、混ぜたり、一緒に使ったりするこ

とを避けなければならない。それには、２者ともに記載がなかった絵表示の確認が望まれる。「まぜるな危

険」は最も重要であるが、その他、「目に注意」「酸性タイプと併用不可」「子どもに注意」「必ず換気」など

である。 

 「ごみ」は、Ｔ者３件で、Ｋ者の記載はみられない。安全で気持ちのよいごみの出し方として、「収集する

人や近隣の人々の生活を考えた出し方」「スプレーなどのごみの出し方」「ごみ収集する人の安全を考慮

した危険物の出し方」の記載である。 

（３）Ｄ内容区分 

 「品質表示」は、１１件（Ｔ者５件・Ｋ者６件）の記載がみられた。Ｔ者は、安全や環境にかかわるマークで、

「商品についているマークは品質を保証するもので、選ぶときの目安になる。次のマークの意味やどのよ

うな商品についているか調べてみよう」で、３マーク（エスジーマーク・ピーエスイーマーク・ジスマーク）の

調べ学習を求めている。一方、Ｋ者は、買い物のしかたを考えようで、「品質をよく確かめて選ぶ。・安全

で品物はよいか。それぞれ、どのようなことを表しているだろう」で、マークの例として、ジャスマーク・ジス

マーク・エスジーマークを記載している。 

食品の日付表示としては、２者ともに、消費期限・賞味期限の説明と品目例などの記載がみられた。Ｔ
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者の賞味期限「おいしく食べられる期限。品質が比較的悪くなりにくく、びんやかん、ふくろづめなどの加

工食品に表示される」に対し、Ｋ者の「おいしく食べることのできる期限（ただし、これを過ぎても、すぐに

食べられなくなるわけではない）とある。さらに、消費期限は、Ｔ者の「食べられる期限、品質が悪くなりや

すい生鮮食品などに表示される」に対し、Ｋ者「安全に食べられる期限（べんとう、サンドイッチ、そうざい

などのいたみやすいものに表示）とわかりやすい記載内容となっている。 

「購入保存方法等」は、8 件（Ｔ者 2 件・Ｋ者６件）の記載がみられた。Ｔ者は、２件「品質 使いやすさや

安全性などの点から、店で実物を見たり」「表示を確かめたりする」に対し、Ｋ者は、「材料を買うときに気を

つけること。いつまでおいしく食べられるだろう」「何から作られているだろう」「安全のために注意すること

は？」の問いかけがみられ、「材料を買う場合 新鮮・安全の品質のものを選ぶ」と材料購入の注意点の

記載がみられるだけでなく、材料購入後の注意も事例をあげて記載されていた。具体的には、卵の「たま

ごは新しくひびわれのないものを選び、冷蔵庫に入れる」・「材料を買ったあと気をつけること、加工食品

は、ふくろを開けたら生の食品と同じあつかいになる。すぐ調理するか、冷蔵庫や冷凍庫に入れて保存し

よう」である。 

 このように期限表示・保存方法等は、購入時だけでなく、食品の腐敗や食中毒の原因と関連づけた記載

となっていた。 

（４）その他 

「校内外活動」は、Ｔ者６件の記載がみられた。「学校での温度調べ」の学校で実習するときの注意と

「献立の材料の準備」の学校外の注意点で、「先生の話をよく聞き」「危険な場所に行ったり」「勝手に行動

したりしない」と、同一の記載内容であった。 

 

３ 安全に関する文意別・発行者別の記載数 

抽出した記載内容を、文意ごとに禁止、指示、注意喚起、使用推進、問題提起の５種類に、さらに、安

全学習過程で主体的活動を促すという点で、めあての確認・自己評価の重視から、目標、評価の２種類の

計７種類に分別した。 

 「禁止」は、危険が予想される行為を行ってはいけないこと、またはその状態や制限に関する記載内容

である。すなわち、安全に反する行為を行わないように命令することである。 

 「指示」は、実習用具などの正しい使用方法の説明や指示や指示確認に関する記載内容である。指示

を受けた者は、指示通りに実行・遂行しなければならない。 

 「注意喚起」は、「注意しておくように」、「注意しなさい」のようなニュアンスの文意で、事故の可能性を示

唆したり、注意・自覚・良心などを呼び起こしたりするための記載内容である。 

 「使用推奨」は、実習などに適した服装の紹介や使用方法・利用などを推奨する記載内容である。 

 「問題提起」は、議論の前提となる問題をたたき台にのせる記載内容である。実習用具の設定や状態を

自分の目で確認・練習操作して、起こりうる危険を予測することを促すなどである。具体的には、「危険物

を出すときは収集する人の安全も考えよう」などである。「何からつくられているだろう」などの「問いかけ」

は、疑問の声を議論の主題にしたものであり、「問いかけ」＝「質問する」「疑問を表明する」もので、「問い

かけ」が動作・行動を促す動機などになり、疑問があるからこそ行動に移す基点になるので、「問題提起」

に含めることとした。 

 「目標」は、題材や実習製作などにおいて、安全学習に関連した目標・ねらいを設けて、安全学習の目
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標確認を行っているもので、教科書では、「学習のめあて」、「これだけはできるようになろう」や本文中に

安全に関するねらいを示す文意がみられる記載内容である。 

 「評価」は、題材や実習製作などにおいて、安全学習に関連した自己評価や自ら評価、再確認、見直

し・効果の判定にあたるもので、ここでは、総称して「評価」とした。 

             

表３ 安全に関する危険・危害要因別及び発行者別の記載数 

発行者     禁止    指示  注意喚起 使用推奨 問題提起  目標    評価        計 

  T        21      70      11        5        8      10      10       135 

  K        16     55       8        4      24      10     17        134 

   計       37     125      19      9      32      20     27        269 

  

表３に、安全に関する危険・危害要因別及び発行者別の記載数を示す。 

「指示」を文意とする記載が最も多く、全体の 46.5％を占め、次に「禁止」の 14.8%で、「指示」と「禁止」で

全体の 61.3%を占めている。「問題提起」(11.9%)では、Ｋ者(24 件)はＴ者(8 件)の 3 倍になっている。これは

Ｋ者のガスこんろの安全チェック「そばに燃えるものはないか」など６項目や買い物の仕方では、「安全で

品質はよいか」、「それぞれ、どのようなことを表しているだろうか」などのマークや品質表示の例が、問題

提起文の形式で記載されており、児童の主体的活動を促す点から他の４種類とは異なる。「注意喚起」に

分別した記載内容は、事故の可能性を示唆し、注意を喚起したものではあるが、「安全に気をつけて、手

順よく調理する」、「暖ぼう器具は、火災ややけど、かん気に気をつけて使おう」など、「安全のためにとる

べき行動や危険に対する具体的な対処法について述べていない記載が多い。「使用推奨」(3.3%)は、「洗

剤で手があれることがあるので、はだが弱い人は、ビニル手ぶくろをする」の洗濯時の手袋着用に関する

記載や、「まな板の下に、ぬらして固くしぼったふきんをしくとずれにくい」、「日にあててほすとよい」や

「人さし指をみねにそわせて持ってもよい」など、調理用具の使用方法などの記載が中心である。 

「目標」は、Ｔ者の「安全で衛生的な調理のしかたを学習して、自分で食事の用意ができるようになると

よいですね」「調理用具を安全に使えるようになろう」、「ここでは、調理の手順と安全で正しい調理用具の

使い方を学びます」、「安全で正しいミシンの使い方を学習しましょう」、Ｋ者の「安全に気をつけて、ミシン

で直線ぬいができるようになろう」、「ミシンを安全に使って、布をぬってみましょう」など、安全学習のねら

いを確認できる表現が、重複してみられた。 

「評価」は、教科書では、技術面の自己評価の「できたかな」「ふり返ろう 自分でチェックしてみよう！」

「これだけはできるようになろう」などに記載がみられた。Ｋ者の「できたかな」は、児童に技術面に限って

自己評価を求めている。ミシンぬいでは、「これだけはできるようになろう」は、ねらいと自己評価をチェッ

クすることも兼ねていることから、「目標」、「評価」でそれぞれ１件として数えた結果、Ｔ者のアイロン２件、

ご飯２件、みそ汁１件、フライパン１件で、「安全にフライパンを使って、いため物ができる」など、いずれも

実習題材での技術面の記載が認められた。 

「目標」と「評価」で、全体の 17.4%を占めた。安全学習のねらいとともに、チェック項目を設け、児童に自

主的に自己評価・再確認などができる学習過程を明記することは、常に児童の的確な判断のもとで安全

な行動がとれる態度や能力の育成という視点から重視できる。Ｔ者の「学習のめあて」は、題材の最初に３
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項目あり、「ふり返ろう」でも３項目で、「考えられましたか」「～できそうですか」「～できると思いましたか」

などを記載している。さらに、教材ごとに、「これだけはできるようになろう」と３、４のチェック項目をあげ、

ねらいとまとめ段階でチェックできる記載内容になっている。一方、Ｋ者は、題材ごとに、「ふりかえろう ○

生かそう」でチェック形式の評価をしている。さらに、実習教材に限って、「できたかな」のチェック形式で、

技術の自己評価を試みる記載をしている。 

  

 

まとめ 

 

小学校家庭科における消費者安全教育の扱い方を目的に、平成 23 年度使用小学校家庭科教科書 2

者を調査資料として、消費者安全学習に関する記載調査と分析を行った結果、以下の知見を得た。 

１） 小学校家庭科教科書の安全に関する記載数は、合計 269 件で、発行者別では、Ｔ者 135 件、Ｋ者

134 件と大差は認められなかった。２者ともに、安全に関する記載には、「安全に注意しよう」（Ｔ者）、

「安全に注意すること」(Ｋ者)を意味するハートや白十字の安全・注意を促す赤マークで示す記載が多

くみられ、黄色（Ｔ者）やクリーム色（Ｋ者）で、他の記載内容と区別されていた。いずれの内容区分でも、

２者は、同様の傾向を示した。 

２） 安全に関する記載では、「Ｂ日常の食事と調理の基礎」は、全体の 53.9%を占め、最も多い。次に、ア

イロン・ミシンなどを使用する被服実習、暖房器具・照明器具を扱う「Ｃ快適な衣服と住まい」37.9%、食品

の購入や洗剤を扱う「Ｄ身近な消費生活と環境」8.2%の順である。４内容区分中、「Ａ家庭生活と家族」

には、2 者ともに、安全に関連する記載はなかった。 

３） 「Ｃ快適な衣服と住まい」全体では、同傾向を示したものの、住まい関係では、Ｔ者が 24 件・Ｋ者 11

件と 13 件の大差がみられた。 

４） 危険要因等別の安全に関する記載数は、B内容区分においては、ガスこんろ・包丁・フライパン・

身支度/服装の順で記載が多い。C内容区分においては、ミシン・アイロン・暖房器具の順で記載

が多くみられた。D内容区分においては、品質表示の記載が目立った。  

５） 「安全」に関する記載は、実習用具などの適切な使い方の指示・点検、危険を回避するための制限や

禁止事項を内容とする記載が全体の61.3％を占めていた。「問題提起」は11.9%で、Ｋ者(24件)は、Ｔ者

（８件）の 3 倍になっている。これは K 者のマーク例が、問題提起形式で記載され、児童の主体的活動

を促す点から他の４種類とは異なる。 

６) 「注意喚起」に分別した記載内容は、事故の可能性を示唆・注意喚起したもので、「暖ぼう器具は、火

災ややけど、かん気に気をつけて使おう」のように、安全のためにとるべき行動や危険に対する具体的

な対処法について述べていない記載が多い。 

７） 「目標」と「評価」に記載のある安全に関する記載は、全体の 17.5%を占めた。消費者安全学習のねら

いとともに、チェック項目を設け、児童に自主的に自己評価・再確認などができる学習過程を明記して

いた。これは、児童の的確な判断のもとで安全な行動がとれる態度や能力育成の視点から重視でき

る。 

８） 「油のはねに注意する」のように、理由の記載がなく、どのように注意したらよいのか、教科書からは、

判断できにくい。暖房器具の換気では、「必ず時間を決めて」よりは、「1 時間に１，２回、１～２分ほど」と
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具体的数値があると行動化されやすいと推察できるように「音がするまで」など、操作過程を実感の伴う

言葉で理解でき、児童自身で、言語化・動作化できる安全に関する記載内容を望む。 

 

これらのことから、小学校家庭科の消費者安全教育の現状について、次のようなことを提言する。 

実習の事故防止に力点が置かれているものの、以前から実践されている指導に加え、児童の自主的

な活動を促すチェック形式の自己評価は、安全力の育成に不可欠である。 

それには、児童自身で、言語化・動作化できることで行動に移せるような安全に関する文言の工夫とと

もに、実際の実習場面に潜む危険要素に対応できる教材の開発が望まれる。 

今後、実習場面で安全を重視した、意思決定や行動選択の場面設定ができる消費者安全教育のため

の教材開発を試みたい。 

  

 

注 

 

１） 経済産業省 「鹿児島県における一酸化炭素中毒について」 （平成21 年１月27 日）,2009. 

2) 読売新聞社 「育てたジャガイモ食べて、児童１１人食中毒」 『読売新聞』(平成22 年２月22 日),2010. 

3) 渡邉彩子ほか 『新しい家庭 ５・６』 (東京書籍株式会社,平成22 年文部科学省検定済）,2010. 

4) 櫻井純子他 『小学校 わたしたちの家庭科 ５・６』 開隆堂出版株式会社（平成22 年文部科学省検 

 定済）,2010. 

５) 新村出編 『広辞苑 第六版』 (岩波書店,2008),p.113. 

6） 製品安全センター（NITE） 「ガス栓及び接続具の誤った取り扱い等による事故の防止について(注意 

 喚起)」（平成22 年8 月26 日）,2010. 

７） 経済産業省 「佐賀県におけるガス漏えい火災事故（人損無し）について」『News Release』 （平成22

年７月20 日）,2010.  

８） 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 「ジャガイモ喫食によるソラニン類食中毒につい

て」（平成21 年８月17 日）,2009． 

 標記のことについて、厚生労働省より、学校に対して周知依頼があった。（食安監発 0810 第３号 平成

21 年８月10 日付け）,2009.  
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草木染め体験プログラムを活用した環境学習教材の開発 
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(2010年9月15日受理) 

 

 

Study of Teaching Material in Environmental Education using Natural Dye 

Michiko KIMURA and Kumi KIMIZUKA 

 

 

キーワード：草木染め，環境学習，地域自然環境 

 

公民館活動の一環として小学生を対象に行われた「草木染め体験プログラム」を取り上げ、染色教材を用いた環境学習の

可能性について検討を行った。参加した小学生への意識調査と大学生サポーターによる評価に基づき、プログラムの特徴

を明らかにし、環境学習教材としての有効性を分析した。その結果、プログラムは、地域の自然環境を活かした素材を用い

ていること、地域とのつながりを感じ取れること、体感をとおして感性を養える、という特徴を有することから、小学校低学年・

中学年を対象とする環境学習の教材として有効であることが示唆された。 

 

 

はじめに 

 

持続可能な社会の構築が叫ばれ、学校教育の中に環境教育の視点が導入されてから、すでに 20

年が経過した。この間、「総合的な学習の時間」が設置されたことを契機として、環境学習を実践す

るケースが次第に増えてきたと考えられる。しかし、今回の新学習指導要領によれば、「総合的な学

習の時間」が縮減されることになったため（中央審議会答申2008）、環境教育を推進する立場から

見れば、環境学習の後退につながることが懸念される。 

こうした状況にあって、持続可能な社会づくりを支える「環境に配慮した消費者」を育成するこ

とへの期待は高まる一方であることを考慮するならば、これまで以上に、教科横断的な視点から環

境教育を推し進めていくことが不可欠になると思われる。同時に、学校のカリキュラムに限定しな

い環境学習、例えば地域と連携して行う学習活動を積極的に取り入れていくことも必要であろう。 

そこで本研究では、公民館活動の一環として小学生を対象として行われた「草木染め体験プログ

ラム」を取り上げ、染色教材を用いた環境学習の可能性を探ることを目的とする。 

 

 

――――――      

*茨城大学教育学部  **千葉市立土気南小学校 
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方法 

 

１．「草木染め」の教材化の可能性 

 草木染め体験プログラムに着目した理由は次の２つにある。すなわち、一つは地域の自然素材を

使う草木染めのもつ魅力であり、もう一つは教室を離れ地域活動の一環として行われる体験学習、

という点である。 

草木染めは、身近な自然の素材を布に取り込んで生活を豊かにしてきた先人の知恵として、現在

も受け継がれている日本の伝統染織の一つである。また、身近にある植物を用いることは、染色に

興味をもたせるばかりでなく、地域の資源や環境の視点から生活を捉える態度を養成する上で、意

義深いものがある。学習指導要領の範囲において、染色教材を授業の中で取り上げる可能性として

は、高校の家庭科や中学校の技術・家庭科が考えられるが、小学校家庭科の内容には含まれていな

いのが現状である。したがって、小学校で行う染色教材の開発を目的とした先行研究では、総合的

な学習の時間に導入することを想定して教材開発を進めており、山口ほか（2004）や後藤・橘高

（2005）は地域特性や地域の特産物を利用した「草木染め」の検討を行っている。 

 公民館活動の特徴は、地域の子どもや大人を中心に、大学生がサポーターとして加わるプログラ

ムを展開できることにある。また、子どもたちは、学校では同じクラス・同年齢集団で学習するこ

とが一般的であるが、公民館では異年齢集団で遊び学べることが特徴である。 

本研究では、水戸市・五軒町公民館が小学生やその保護者を対象として土曜日に行っている「五

軒みんなのサタデー」活動の協力を得て、午前中2時間の枞内で実施できる「草木染め体験プログ

ラム」を計画し、環境学習教材としての有効性を検証することとした。 

 

２．草木染め体験プログラムの実践と評価 

１）プログラムの概要 

＜参加者＞プログラムは、2010年1月、小学生16名、保護者4名の参加を得て行われた。小学生

の内訳は、1年生７名、2年生３名、3年生５名、4年生１名である。また、プログラム実践者（君

塚）のほかに、茨城大学の学生サポーター７名が参加している。 

＜草木染めの材料＞水戸市の地域特性に着目した染色材料として、梅（枝）、栗（イガ）を準備し、

木綿布（20ｃｍ×20ｃｍ）を染色した。梅は水戸市偕楽園で剪定された枝を、栗は水戸市近郊の農

家から提供を受け、染色材料に用いた。 

＜草木染めの方法＞梅の枝を使った「梅染め」、栗のイガを使った「栗染め」は、図１に示す手順で

行われるが、染色する布（木綿）はあらかじめ主催者側で前処理を済ませたものを使用した。子ど

もたちは、処理済みの布を使って模様をつけるために、石を布でくるむ作業や「絞り」を施してか

ら染色を行った。「絞り」とは、輪ゴムや洗濯バサミを使って、染料が布に染み込まないようにする

作業である。染色後に染料で染まった箇所と「絞り」によって染まらなかった箇所が現れ、模様に

なるのである。図２に、材料を煮だして染色液を作り、絞りを施して染色した布の写真を示す。 

２）プログラムに対する評価 

 今回実施した「草木染め体験プログラム」が環境学習教材として有効かどうかを検証するために、

プログラム終了後、２つの観点から評価を行った。一つは参加した子どもたちを対象に行った意識 
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1.布の前処理（豆乳に３０分浸漬後、陰干し）

2.染液の抽出（梅、栗の重量の15倍の水を使用）

3.沸騰後、20分間煮沸⇒ざるで濾し取る

4.同じ材料を使い、抽出・濾過を繰り返す

5.上記２,３,４で得られた染液を合わせる

6.布に絞りなどを施す

7.上記５で得られた染液に布を入れ、加熱を続け
ながら10分間、染色する

8.媒染処理（ミョウバン液に５分間浸漬）

9.上記７,８を繰り返す

10.水洗の後、絞りで使った輪ゴムなどをはずす

11.陰干し  

 

 

 

 

 

 

図1 染色の手順 図2 染液の抽出と染色した布 

 

  表1 プログラムに対する評価項目 

 

調査であり、もう一つは大学生サポーターによる

評価である（表１）。 

 子どもたちへの調査は、植物（草、花、木）

を使った遊びの経験やプログラムで仕上げた自

分の作品への評価、プログラムが楽しかったか

どうかをとおして、今後また「草木染め」をし

てみたいかどうかを検証することが趣旨である。

また、大学生サポーターには、プログラム内容

（子どもたちの興味・関心を引きだすことがで

きたか、五感を刺激する内容であったか、手順

の安全性は確保できたか、小学校の授業で実践

可能かどうか）を中心に評価してもらった。 

 

 

 

結果および考察 

 

１．プログラム実践の様子 

模様をつける工程では、子どもたちは、石を布でくるむ、洗濯バサミで布をはさむ、輪ゴムで縛

る、などの作業に集中して熱心に取り組む様子が見られた。 

染色作業は、一班の構成を子ども４人＋サポーター２名とし、子どもたちの好みに応じて、＜梅

染めグループ＞２班、＜栗染めグループ＞２班に分かれて行われた。子どもたちは染色作業を進め

る中で、栗のイガを煮だす時には「山のにおいがする」と反応し、梅の枝を折る際には「中はピン

クだね、ピンク色に染まりそう」と予想するなど、染色液のにおいや色の変化に敏感であり、注意

 

・五感を活用できたか

・小学校の授業で実践可能か

子どもを対象とした意識調査

大学生サポーターによる評価

・子どもたちは草木染めを楽しめたか

・手順は安全で作業のしやすいものだったか

・植物（草・花・木）を使った遊びの有無と種類

・草木染めをした経験

・体験プログラムは楽しかったか/理由

・できあがった作品の評価

・また「草木染め」をしてみたいか

・草木染めに対する子どもの興味をひくことができたか
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深く観察している様子を見ることができた。 

染色作業が終了し、完成した作品を「お母さんに見せたい」「早く持って帰りたい」という反応を

見せる一方で、「もっと濃く染まると思った」のように、色が濃くはっきりと染まらなかったことを

残念がる声も聞かれた。草木染めによって、濃くはっきりとした色合いを得るためには、何度も繰

り返して染色する必要があり、短い時間の中で思い通りの色や模様を出すには限界がある。しかし、

後述するように、大部分の子どもたちは、草木染めによる作品に概ね満足していることがわかった。 

 

２．プログラムに対する評価 

 子どもを対象とした意識調査の結果を図３～図７に示す。植物を使った遊び（草ずもう・色水づ

くり・アクセサリーやリースづくりなど）の経験があるのは約６割、「草木染め」の経験がある（草

木染めを行った・見たことがある）のは約４割であった。草木染めの経験がある子どもの中には、

保育園や幼稚園ですでに経験している子どもが含まれていた。出来上がった自分の作品に対する評

価では、「きれいに出来上がった」という肯定的な感想を持った子どもは８割であった。今日のプロ

グラムに対しては、「とても楽しかった」「楽しかった」を合わせるとほぼ全員から肯定的な回答が

得られた。その理由について聞いてみると、「とても楽しかった」と回答した子どもでは、色や模様

への評価が高いことがわかったが、その一方、「いやなにおいがした」ことを指摘する回答もあり、

実際に気分が悪くなったことを訴えた子どもがいたことも事実である。最後の質問として、「また草

木染めをしたいと思うか」を聞いたところ、３割の子どもたちは「いいえ」という回答であった。

こうした結果を踏まえ、「また草木染めをしたい」という評価に影響している要因を分析したところ

（回帰分析）、評価を高めている要因は「作品に対する満足度の高さ」であり、評価を低くするのは

「いやなにおいがした」という要因であった。この「いやなにおいがした」という評価は、「植物で

遊んだ経験がない」ことに強く関係している（図８）。言い換えるなら、「植物で遊んだ経験のある」

子どもは、「いやなにおいだと思わない」のである。実際の染色作業の中で、栗のイガを煮だしてい

る時に、ある子どもが「山のにおいがする、栗のにおいがする」といったのは、「山に行ったことが

ある」「栗のにおいを嗅いだことがある」という自分の経験に照らし合わせて感じたことを口にした

と思われるが、山に行かない、栗のにおいを知らない子どもの場合、このような感想を口に出すこ

とはないだろう。「草木染め」に対する評価の背景には、その子どもの「植物を使った遊びの経験」

が関与している可能性があると推察される。この点については、今後さらに詳しい調査が必要だと

考えている。 

次に、以下の５つの項目に関して、大学生サポーターによる５段階評価を実施した。 

①草木染めに対する興味をひくことができたか 

②草木染めの手順は安全で子どもたちにとって作業しやすいものであったか 

③子どもたちは草木染めを楽しむことができたか 

④五感（今回は特に視覚触覚嗅覚）を使ったものとなったか 

⑤小学校の授業では実践が可能か 

⑤に関してはさらにどの教科が適しているかを選択してもらったところ、総合的な学習の時間３

名、生活科２名、家庭科１名、学級活動１名であった。 

５段階評価の結果は表２に示すとおりである。 
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図3 植物を使った遊びの経験 図4 草木染めの経験 

図5 作品に対する評価 図6 今日のプログラムについて 

図7 また草木染めをしたいと思うか 
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表2 大学生サポーターによる評価 

評価の観点
評価平均値
（N=７）

①草木染めに対する興味をひくことができたか 4.7

②手順は安全で作業しやすかったか 4.0

③子どもたちは草木染めを楽しめたか 4.9

④五感を活用できたか 5.0

⑤小学校の授業で実践可能か 4.0  

  

評価がやや低かった「手順の安全性や作業のしやすさ」と「授業化」に関する大学生サポーター

の意見、ならびに子どもたちの様子に対するサポーターの感想を以下に示す。 

＜安全面＞ 

・コンロの位置が子どもには高すぎて中も確認できず顔の位置が近いことが危険 

・部屋の温度とにおいに関して環境整備が必要 

・子ども用の軍手を準備した方がよい 

・ボールに持ち手がないのでおさえることができず危険 

＜授業化＞ 

・模様つけ（輪ゴムをつけるなど）以外は単純作業のため低学年に適した内容ではないか 

・火の管理をする人さえいれば、授業化は可能 

・高温になったボールや火の管理を考えると小学校高学年の家庭科が適切ではないか 

・授業としてやるのには指導者一人では大変そう 

・小学校での授業を考えると鍋を移動させたりするところで大人の手が必要 

・低学年の方が作業に集中していたので低学年向けという印象を受けた 

図8 草木染めへの関心の高さに影響する要因（回帰分析） 
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＜子どもたちの様子＞ 

・他の班との違い（染色の色の違いなど）を見られたのがうれしそうだった 

・子どもたちは自分の作品には満足しているようだった 

・色づけのときは特によく取り組んでいた 

・色がはっきりつくものが人気だった 

・鍋の中をかき回すときは上級生から下級生への思いやりが見られてよかった 

・全体的によく活動していた 

・自然のものを使った色の良さがあまり伝わっていないのが残念。やさしい色合い薄い色も自然な

らではの良さだと思うが子どもたちは「濃いはっきりした色が成功！」と考える傾向にあった 

・草木染めを活かした作品やものが日常的にあれば、子どもたちに教えることができる 

・中学年の子が低学年の子をリードしていた 

 大学生サポーターによる評価をまとめると、高い評価を得たのは、草木染めに子どもたちが強い

関心を示し、異学年交流が活発に行われ楽しむことができたこと、五感を活用できたことであった。

その一方、安全面では、火傷の危険性や、室内の換気・室温調節への配慮が十分ではなかったこと

が指摘された。授業化にあたって課題となったのは、作業内容をどの学年のレベルに合わせるかを

検討する必要があること、安全面を確保するには複数のサポーターが必要だとの指摘がなされた。 

 

３．染色教材を用いた環境学習の可能性 

 ２で論じた大学生サポーターによる評価の中で、今回の草木染め体験プログラムの内容がどの教

科で実践可能かを聞いた結果、総合的な学習の時間、生活科、家庭科の順に可能性が高いことが指

摘された。参加した子どもたちが１・２年生中心であったことや、高い関心を示して熱心に取り組

んでいた様子をみて、生活科を挙げたと思われる。また、プログラムが公民館活動の一環として行

われ、地域の教材を用いた内容だったことから、総合的な学習に適しているとの判断をしたと考え

られる。 

 ここで、学習指導要領において、環境教育に関連してどのような内容が含まれているかをみてみ

よう。2003年の学習指導要領（小学校）から、「生活科」と「総合的な学習の時間」に着目してそ

の内容を抜粋してみると、以下のようにまとめられる（堀2007）。 

 

＜生活科＞１・２学年 

「内容」 

・身近な自然を観察 

・身の回りの自然を利用 

・動物を飼ったり植物を育てたりして、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもち、また、

それらは生命をもっていることや成長していることに気付き、生き物への親しみをもち、大切にす

ることができるようにする。 

＜総合的な学習の時間＞３～６学年 

「目標及び内容」 

・例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題 
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・教師が適切な指導をおこなう 

・自然体験、観察・実験、見学や調査、などの体験的学習 

・学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関

係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用 

 

 環境教育・環境学習を効果的に進めていくためには、発達段階に応じた目標を掲げることの重要

性が指摘されているが（環境省2009）、小学校低学年～中学年においては、「自然の触れあいを通し

て護るべき自然を認識させる」、「自然環境・事象に対する感受性や興味・関心を高める」ことが挙

げられる。言葉を換えるならば、＜体感をとおして感性を養う＞ことである。この点を考慮するな

ら、「草木染め」は、低学年・中学年の子どもたちの五感を刺激し、自然（地域の自然環境）に対す

る感受性や美的なものに対する感受性を高める要素を十分に備えていると思われる。 

 一方、環境教育的な視点から今後検討すべき課題としては、染色に使用する植物を子どもたちと

一緒に探す時間を設けること、また、植物が生息する地域の自然環境の特性を調べるなどの学習展

開が必要であろう。 

 

 

まとめ 

  

公民館活動の一環として小学生を対象に行われた「草木染め体験プログラム」を取り上げ、染色

教材を用いた環境学習の可能性について検討を行った。プログラムへの参加者は小学校１年生～４

年生であり、大部分が１・２年生であったことから、分析にあたっては、低学年・中学年を対象と

した環境学習に適した内容かどうかを検討した。その結果、草木染め体験プログラムの特徴は、次

の３点であることがわかった。 

・地域の自然環境に着目し、身近な自然素材を使った教材作りが可能だということ 

・地域とのつながりを感じることができる教材であること 

・体感をとおして感性を養うことが可能な教材であること 

以上の特徴から、草木染めは、環境学習を進める上で有効な教材の一つになると考えられる。今

後の課題として、子どもたちが地域の中に生息する植物が染色材料になるという気付きや、染色材

料となる自然素材を自ら探し出す、などの学習展開が必要であると思われる。 
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多様な学習活動との連携をはかった家庭科の指導の検討 

―― 附属中学校「弁当の日」を手掛かりに ―― 

 

佐藤 裕紀子＊ 

(2010年9月15日受理) 

 

 

Examination of Home Economics Education through Learning Activities 

: An Analysis of “Bento-no-Hi” in Ibaraki University Junior High School 

 

Yukiko SATO 

 

 

キーワード：家庭科，継続的実践，学習活動との連携，弁当の日 

 

本研究は、茨城大学附属中学校で実施されている「弁当の日」に注目し、家庭科がこの活動と連携をはかることにより、家

庭生活での実践を補完するものとして活用していくことができるための課題を提示することを目的とする。研究方法としては、

「弁当の日」のワークシート 68 枚を用い、そこに記された生徒たちのコメントを内容分析し、弁当作りの経験が生徒たちにど

のような意味をもっていたのかを検討するとともに、家庭科としての課題を提示する。分析の結果、家庭科が「弁当の日」と適

切に連携するためには、家庭科での既習事項を「弁当の日」の実践に意識的につなげていくこと、家事労働の一部にしかす

ぎない弁当作りを家庭のしごととして発展させていくこと、課題への取り組みを支援したり保護者からのコメントを活用したりし

て家庭のしごとに関わることの楽しさや喜びを知ることができるようにすることなどが課題として見出された。今後、家庭科が

多様な学習活動と連携していくためには、その学習活動で生徒たちが習得したものは何かを適切にみきわめ、それを実践

的な力の形成という観点から見直し、家庭科のねらいにそった指導として展開していくことが課題となろう。 

 

Ⅰ 関心の所在と目的 

 

 家庭科教育は自立した生活主体を育むことを目指している。ここでいう自立した生活主体は、す

すんで家庭生活に参画できるとともに、知識や技術を活用して創造的に生活を営むことができる力

をそなえていることを条件とする。そうした力の形成には、学校での学習活動の充実とともに、継

続的実践の機会として家庭を機能させていくことが重要である。だが、今日では子どもたちの生活

が多忙化していることに加え、家庭のしごとに不慣れな子どもたちの関与は、ときに家庭生活を反

って煩雑化してしまう契機ともなるため、親側の多忙な生活状況とも相俟って、必ずしもすべての

家庭が学校における学習の実践の機会として機能していないというのが現状である１）。家庭間格差

を超えて、すべての子どもたちに継続的実践の機会を保障していくことは、家庭科教育の今日的課 

―――――― 

*茨城大学教育学部 
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題のひとつであり、そのためには今後の家庭科教育においては教科の枞にとらわれず多様な学習活

動に広く目配りし、適切に連携をはかることにより、実践の機会として活用していくことが必要で

ある。そこで本稿では、一昨年より茨城大学教育学部附属中学校（以下、附属中学校）において行

われている「弁当の日」に注目し、家庭科がこの取り組みと適切に連携をはかることができるため

の課題を検討し、今後の家庭科の指導のあり方を提示したい。 

あとに詳述するとおり、附属中学校における「弁当の日」では、生徒は親の助けを借りずに自分

だけの力で弁当作りに関わる一連の作業を行い、自分の昼食用の弁当を完成させることが求められ

る。自分のための弁当作りとはいえ、普段、ほとんど家庭のしごとを親に任せきりにしている生徒

たちにとって、この取り組みは生徒が家庭のしごとに関心をもつようになったり、自分の生活は家

族により支えられていることを理解したりする一助となることが予想されるため、生徒の家族の一

員としての自覚を喚起し、主体的な家庭生活への参画を促す契機となる素地をもつと考えられる。

だが、家庭科での調理実習がたんなる「楽しいイベント」に終始してしまうことも多いことを考え

ると、「弁当の日」の取り組みを上述した家庭科教育の課題につなげるためには、相応の工夫が必要

であると考えられる。 

こうした課題意識にもとづき、本稿では「弁当の日」に使用されたワークシートを手掛かりに、

「弁当の日」が生徒にとっていかなる意味をもっていたのかを明らかにし、さらにどのような働き

かけがあれば生徒の日常的な家庭生活への参画が促進されるのかを検討し、家庭科としての課題を

提示する。 

 

Ⅱ 研究方法 

 

１．分析資料 

 分析資料としては、附属中学校の平成 22 年度 第１回「弁当の日」にあたって生徒たちが記入

したワークシート68枚を用いる。これは、「弁当の日」の実施対象学年である２年生のうち、道徳

部会所属教員が担任をつとめる１組と２組で提出されたものである。標本が尐ないという誹りはま

ぬかれないが、本稿では量的な分析を主眼としていないため、分析資料としては足るものと考える。 

 ワークシートの記入欄は、弁当作りの前に記入する、①「献立」欄、②弁当箱に詰めた場合の「レ

イアウト」欄、弁当作りの後に記入する、③「感想・工夫したこと・気がついたこと・次回に生か

したいこと」欄、④「おうちの人から一言」欄の４項目から構成されている。このうち、本稿が分

析対象とするのは主に③である。 

 

２．分析の視点 

 家庭のしごとへのかかわりが生徒たちの家族の一員としての自覚意識を高め、主体的な家庭生活

への参画につながるためには、家庭にはさまざまなしごとがあり、自分の生活はそうしたしごとの

遂行を通して家族により支えられていることを知るとともに、家庭のしごとを工夫することの楽し

さややりがいにも気づくことが必要であると考える。そこで、本稿では以下の視点から資料の分析

をおこなう。まず、分析資料の記述内容から、A.感じたこと・気づいたこと（弁当作りをとおして

感じたこと・気づいたこと）、B.今後の目標・意欲（次回の「弁当の日」やこれからの家庭生活で実
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行していきたいこと）、C.創意工夫（弁当作りのなかで創意工夫したこと）、D.達成感・充実感（弁

当作りをとおして得られた達成感・充実感）、E.その他（A～D 以外）、に関する記述をそれぞれ抽

出する。この作業により整理されたデータから、弁当作りの経験が生徒にどのような意味をもって

いたのかを検討し、家庭科としての課題を示す。 

 

Ⅲ 附属中学校における「弁当の日」 

 

 結果を示すまえに、ここでは附属中学校における「弁当の日」の概要と位置づけ２）について確認

しておく。 

 

１．「弁当の日」の概要 

 「弁当の日」は、香川県で小学校校長を務めた竹下和夫氏の提唱で始まった取り組みである３）。

そもそもの趣旨は、子ども達自身にお弁当を作らせることによって、家庭での会話や家族そろって

の食事の機会が増えることねらったものである。竹下氏のよびかけによる「弁当の日」は 2001年に

スタートしたが、それがメディアに紹介されるや全国的なひろがりをみせ、2010年4月現在で「弁

当の日」の実践校は39都道府県の 583校に及んでいる。 

各所で取り組まれている「弁当の日」は食育活動の一環として行われていることが多いが、附属

中学校の場合は体験活動と関連づけた道徳指導の一環として活用されている。平成 21 年度に、2

年次を実施対象学年としてスタートした。道徳部会所属教員らの熱心な指導はもとより、校長、教

頭の理解、担任、保護者の協力等に支えられ、学校全体を巻き込んだ行事となっている。2 年目に

なる本年度は、異なるテーマのもと、年4回の実施が計画されている（表1）。 

 

表１ 附属中学校の「弁当の日」におけるテーマ(平成 22年度） 

実施日 テーマ 

  5月 17日(月） 初めて？自分で創るお弁当～頑張る自分を応援しよう～ 

  9月 21日(火） 和食ってすごい！「まごはやさしい」弁当づくり 

11月 22日（月） 茨城県を応援しよう！茨城県産食材活用「地産地消弁当」 

  1月 17日（月） 日ごろの感謝をこめて！「家族のために作るまごころ弁当」 

 

具体的な実施の手順は次のとおりである。実施日としては休日の翌日が設定されているので、ま

ず、金曜日の LHR（ロング・ホーム・ルーム）をつかって、「弁当カード」（本稿で分析資料とす

るワークシート）に献立や弁当のレイアウトなどを記入する。次に、休みあけに各自が自作の弁当

を持参し、それを担任が写真におさめる。生徒は昼食時に自分の弁当を食べ、帰りのHRで「弁当

カード」に振り返りを記入する。そして、後日、生徒は各自の「弁当カード」に保護者のコメント

を書いてもらい持参する。 

弁当作りにあたっては、①おかずは 2 品以上つくる、②1 品はレトルト食品でもよい、③彩りを

工夫する、という３つの「ルール」が設定されている。また、「献立を立て、食材を買うところから、
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調理して、弁当に詰める」ところまで、生徒自身が行なうこととなっており、保護者に対しては、

書面や保護者会を通じて、趣旨説明と協力依頼がなされている。 

  

２．「弁当の日」の位置づけ 

 附属中学校道徳研究部では、研究主題として「自己や他者との多様なかかわりを通して、生徒の

思考・判断を促す道徳の時間―身近な資料を教材化した授業づくり―」が設定されており、これに

迫る具体的な施策として、（１）体験活動を生かすなどのかかわりを深める指導の工夫、（２）自己

と他者のかかわりを深める魅力的な教材の開発や活用の工夫、（３）自己や他者とのかかわりの中で、

表現し考えを深める指導の工夫、（４）自己や他者とのかかわりを通して自らの人間としての生き方

についての自覚を深める事後指導の工夫、（５）道徳資料や「道徳だより」の掲示による環境整備、

の5点があげられている。このうち、「弁当の日」は主として（１）に関わり、そのほか（２）・（３）

も視野に入れて学習指導計画が立てられている。これらの指導は、学習指導要領に示された道徳の

内容項目のうち、「多くの人々の善意や支えにより、日々の生活や現在の自分があることに感謝し、

それにこたえる」に接近するためのものとして位置づけられており、最終的には「感謝の気持ちを

言葉や行動で表現し、相手の思いに応えようとする道徳的態度を育て」ることをねらったものとな

っている。 

 

Ⅳ 結果 

 

 ワークシートの記述内容のうちわけは、図１のとおりであった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「今後の目標・意欲」 

「今後の目標・意欲」に関する内容は、49人（72.1％）ともっとも多くの生徒が記していた。こ

のなかには「次回も頑張りたい」といった漠然とした内容も含まれるが、具体的に書かれたもので

は、「もう尐しスムーズに作りたい」「一度に多くの種類をつくれるようにしたい」など、弁当作り
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の効率性を課題として指摘した生徒がもっとも多く 15 人、次いで多かったのが「工夫したおかず

を作りたい」「違う料理法も使いたい」など料理・調理技術の向上への意欲を記した生徒が 10 人、

「もっとキレイにしたい」「詰め方を工夫したい」など弁当の外観や弁当作りの技法の向上への意欲

を記した生徒が9人であった。 

次回の弁当作りに向けた目標や意欲のほか、「ときどきこうやってお弁当をつくって新化（ママ）

させたい」、「いろいろと料理をして努力したい」など、日常的な実践に向けた意欲を記した生徒も

3人あった。 

 

２．「感じたこと・気づいたこと」 

 「感じたこと・気づいたこと」に関する内容は 47 人（69.1%）が記していた。これらの内容に

は大きくわけて3種が含まれており、多い順に「大変だった・苦労した」41人、「難しかった」13

人、「楽しかった・おもしろかった」2人となっており、ほとんどの生徒が弁当作りの大変さや難し

さを実感したことが確認された。 

 大変だったことを記した内容としては、「初めての弁当づくりは、朝の早起きが大変でした」、「朝

早く起きてお弁当をつくると、寝不足などで、1日中スッキリとしなくて大変だなと思った」など、

朝早く起きて作ることの大変さを指摘したものがもっとも多かった。なかには、「今回のお弁当作り

で、大変なのは、実際に作ることだけではなく、献立を考えて、買い出しにもいかなければならな

いからだと思いました」などといった、お手伝いという立場ではなく、弁当作りの全過程に責任あ

る立場として関わったことから生まれた実感を指摘した内容もみられた。 

 大変だったことを記した内容のうち、日ごろの弁当作りの「作り手」（ほとんどの生徒にとっては

母親）に意識をむけた記述があったのは22人（32.4％）で、「この弁当作りをして、お母さんは毎

日こんなに大変なことを朝からやっていて感謝したいと思いました」、「こんなお弁当をつくってい

るお母さんはとてもすごいと尊敬しました」など、感謝や尊敬の念を抱いたことを記したものが多

かった。 

 難しかったことを記したものでは、揚げ油の温度調節、肉の焼き加減などの調理技術、献立作成、

おかずの詰め方などに関する内容がみられた。 

 

３．「創意工夫」 

「創意工夫」に関する内容を記した生徒は39人（57.4％）であった。これらは、「前の夜に下準

備をして、朝あまり時間を使わないようにしました」、「フライパンをウィンナー、たまご焼き、野

菜いため、焼肉のよごれそうな順に利用し、キッチンペーパーを使って、朝の忙しい時間を短縮で

きるようにしました」など、弁当作りの段取りについて記した内容がもっとも多かった。そのほか

としては、「枝豆は食べやすいように串刺しにしておきました」など、食べやすさの工夫を記した内

容も一部にみられたものの、ほとんどは「トマトやブロッコリーを入れることで彩りを工夫した」、

「色が地味な雰囲気になるので、肉にはチーズを乗せて黄色っぽくしました」、「ちくわとハムとチ

ーズの巻き物では、巻く順序を変えたりして、見た目も変わるようにしました」、「色どりや栄養の

面では工夫できたと思います」など、外観や栄養面で工夫したことを記した内容であった。これは

ワークシートに弁当作りの「ポイント」として、①「たくさんの色を使おう（栄養面の充実）、②下
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ごしらえをいつ、どうするか（日曜日の夜準備あり）、③焼く、煮る、揚げる、切る、ゆでる、むす、

いろいろな調理器具を使い、同時に作ると早い」、といった段取りや彩り、栄養についてのアドバイ

スが記されていたことが影響したものと考えられる。 

 

４．「達成感・充実感」 

 「達成感・充実感」に関する内容は24人（35.3%）の生徒が記していた。その多くは「すごくお

いしかった」「上手くつくれてよかった」などであったが、なかには「いちから作るのは難しく、で

もそれを食べた時は満足感があり、すごくおいしかった」、「ねむい目をこすりながらつくるお弁当

は、苦労がある分、おいしく感じられる」など、弁当作りの大変さや難しさを経験したことから生

まれた達成感や充実感を記した内容もみられた。 

 

５．「その他」 

 「その他」の2人は、ボーイスカウトでの経験や1年次の家庭科の調理実習の経験など、ともに

これまでの知識や技術を生かして取り組んだことを記していた。 

  

Ⅴ 考察 

 

１．弁当作りの経験がもつ意味 

本稿で分析対象としたワークシートには、今回の弁当作りでほとんどすべての生徒が自分なりの

創意工夫をこらし、それぞれの課題にむかって一生懸命取り組んだようすが描かれており、なかで、

次回の弁当作りに対する意欲を記した生徒は７割をこえていた。この結果は、今回の弁当作りが、

生徒たちにとって、家庭のしごとに関わる前向きな姿勢を促す意味があったことを示すものといえ

る。 

また、今回の弁当作りでは、すべての生徒が献立作成や買い出しを自ら行ない、下準備をしたり

早起きをしたりして一連の弁当作りの全過程に責任をもって関わることとなった。ワークシートの

分析からは、こうした経験は、生徒たちにとっては家庭のしごとの大変さを知る契機であると同時

に、自分たちが毎日、当たり前のように食べている弁当が家族の苦労や工夫により作られていたこ

とに気づき、その担い手に対して感謝や尊敬の念を抱く契機でもあったことが確認された。この結

果は、日ごろ、家庭のしごとをほとんど親任せにし、それを当り前のこととして受け入れている生

徒たちにとっては、その「当たり前」を問い直す意味において大きな意義をもつものであったとい

える。 

さらに、達成感・充実感を記した生徒も３割をこえていた。「達成感・充実感」は生徒たちの内発

的な行動の誘因となることから、今回の弁当作りは、たんに「弁当の日」の実践にとどまらず、日

常的な家庭生活への積極的な参画へとつながる可能性をも潜在するものであったといえる。 

 

２．家庭科としての課題 

 前述したように、そもそも附属中学校における「弁当の日」の体験活動は、道徳指導の一環とし

て活用されているものである。本来のねらいである、「多くの人々の善意や支えにより、日々の生活
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や現在の自分があることに感謝し、それにこたえる」道徳的態度を育てるという観点からみると、

今回の取り組みは一定の成果をおさめていることが、生徒のワークシートへの記述内容から確認で

きる。とくに今回は全4回の計画のうちの初回であり、実施後には丁寧な道徳の指導も行なわれて

いることから、今後、回を重ねるなかで生徒たちの気づきや思考が発展していくことも期待できる。 

それでは、家庭科がこの「弁当の日」の体験学習と連携をはかり教育の実をあげるためには、ど

のような課題をクリアすればよいであろうか。今回のワークシートに「目標・意欲」に関する内容

を記した生徒は多く、それは確かに生徒たちの今後の家庭生活への積極的な参画を予見させるに充

分足る内容であったのだが、すでに確認したように、実際に日常的な実践に向けた意欲を記した生

徒はわずか 3 人であった。これは、家庭科としては大いに課題意識をもつ必要のある結果である。

家庭科の調理実習が実際の生活での生きた力となりにくい現状を考えるならば、なおさらである。

家庭科が「弁当の日」の体験学習と連携し、本稿の冒頭で述べた家庭科としての課題につなげるた

めには、今後、以下の点に留意した指導の工夫が必要となろう。 

第一に、家庭科で習得した知識や技術を「弁当の日」に活用できるための工夫である。附属中学

校における技術・家庭科（家庭分野）の年間指導計画では1年次に食領域の学習が設定され、その

一環でお弁当の調理実習が行なわれている。そこでは「簡単でおいしいお弁当のおかずを教えても

らおう！！」というタイトルのもと、なるべく 30 分以内で作ることができ、おいしく、栄養もあ

るお弁当のおかずのレシピを家の人にインタビューするという試みもなされている。これは、生徒

たちの家庭で日常的に食卓にのぼる馴染みの深い献立を扱うものであり、実生活により近い形で学

ぶことができるという意味において、生きた力の形成に大きな効果が期待できる取り組みである。

だが、今回のワークシートをみる限りでは、昨年の家庭科での学習に言及した生徒は1名であった

４）。家庭科における既習事項を「弁当の日」の体験学習に意識的につなげていく工夫が求められる。 

第二に、「弁当作り」を「家庭のしごと」として発展させる工夫である。家庭生活はいわゆる広く

家事労働に包摂される多種多様な営みにより成り立っており、家庭科ではこれらを「家庭のしごと」

として、職業労働と同等の価値をもつものとして扱っている。弁当作りはこうした家庭のしごとの

一部にしかすぎない。家庭科では、「弁当の日」の経験をひとつのきっかけとして、生徒たちが自分

の家庭生活を見つめ、多種多様な家庭のしごとが誰によってどのように営まれているのかを知り、

家族の一員としての自分の役割に気づくことができるような指導に発展させていくことが求められ

る。 

第三に、生徒たちが家庭生活に主体的に参画することの喜びや楽しさを知ることができるための

工夫である。今回、弁当作りの全過程に責任をもってかかわったことで、生徒たちは弁当作りの大

変さや難しさを身をもって体験することとなった。だが、ワークシートに日常的な実践に向けた意

欲を記した生徒がわずか3人であったことが示唆するように、家族の苦労や大変さを知るという経

験は、家族に対する感謝や尊敬の念を喚起することにはつながっても、家族の一員として主体的に

家庭生活に関わることには必ずしもつながらない。また、親の苦労を理解することは、今日では容

易に家庭形成や親役割への嫌悪感にむすびつくことにも充分留意しておく必要がある５）。実践的な

力の形成をねらう家庭科教育に関わる立場からは、ワークシートに記されたコメントにていねいに

目配りし、弁当作りの経験から生徒たちが見出した自身の課題に対し、それぞれに挑戦し成し遂げ

ていくことができるよう適切に支援し、生徒たちが家庭のしごとに積極的に関わることを通して成
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長する喜びを実感できるようにすることが求められる。また、今回は分析対象としなかったが、保

護者からのコメント欄には、わが子に対する「称賛・感謝」（77.9％）、「今後に対する期待」（27.9％）

などが多くみられた６）。こうした家族からのコメントを効果的に活用することも、生徒たちが家庭

生活に参画する喜びや楽しさを知るうえで大きな力を発揮することとなろう。 

 

Ⅵ まとめと今後の課題 

 

 本稿では、「弁当の日」の体験学習と家庭科との連携のしかたについて検討してきたが、最後に家

庭科がひろく多様な学習活動と連携するうえでの課題を提示しておきたい。 

 家庭科は、知識や技術の習得だけでなく、それを実際の家庭生活で活用できる実践的な力の形成

を目指している。こうした力の形成のためには、よりよく生活するために必要なことをカリキュラ

ムに沿って体系的に教える学校の授業と、その継続的実践の機会としての家庭生活の両者が適切に

連携することが本来きわめて重要である。家庭科が他の学習活動と連携をはかり、家庭生活での実

践を補完するものとして活用していこうとする場合は、当該の学習活動がたんに家庭科の学習対象

である家族や家庭生活に関わることがらを扱っているという点だけに着目するのではなく、その学

習活動で生徒たちが習得したものは何かを適切に見きわめ、それを実践的な力の形成という観点か

ら見直し、家庭科のねらいにそった指導として展開していくことが課題となろう。 

 現在、茨城県における中学校の技術・家庭科教員は各校に多くて1名配置されているだけである。

1 人の教員が複数の学校を兼務したり、非常勤によりまかなわれていたりする場合も尐なくない。

これらの場合、家庭科教員が他の学習活動に広く目配りすることは難しく、ましてや生徒たちの家

庭生活の実態を見極め、家庭と適切に連携をとって指導を行なうことはきわめて困難である。こう

した状況を考えると今日の家庭科の教育体制はきわめて不十分なものといえ７）、その改善を求める

声を強めていくことはもちろん重要であるが、同時に各学校における家庭科担当者がそれぞれの立

場で地道な実践に取り組み、そうした実践の蓄積から相互に学び合っていくことも必要であろう。

教育現場での今後の実践の積み重ねに期待したい。 
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【 注 】 

 

１）こうした状況は各所で指摘されている。たとえば以下の文献に指摘がみられる。 
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福田公子「生活実践と家庭科教育」福田公子・山下智恵子・未知子編著『生活実践と結ぶ家庭科

教育の発展』（大学教育出版，2009），pp.1-9． 

２）附属中学校の「弁当の日」の概要と位置づけに関しては、次の資料を参考にした。本文中の引

用も同資料による。 

茨城大学教育学部附属中学校『平成22年度 第1回公開授業研究会 道徳分科会資料』． 

３）竹下和男氏の提唱により始まった「弁当の日」については以下の文献等に詳しい。 

 竹下和男『〝弁当の日〟がやってきた―子ども・親・地域が育つ 香川・滝宮小の「食育」実践

記』（自然食通信社，2003）．佐藤剛史『すごい弁当力！子どもが変わる、家族が変わる、社会が

変わる』（五月書房，2009）． 

４）具体的には、「一年生の時に家庭科の学習で学んだことを生かすことができて良かったです」と

いった記述がみられた。 

５）2010 年度において茨城大学教育学部の学生 244 名に「家族の生活時間調査」の課題を出し、

調査結果をみた感想をレポートとして提出させたところ、約6割の学生が親の苦労や親の大変さ

などについて言及していたが、そのなかには、「だから将来、結婚したくないと思った」、「だから

学生のうちに遊んでおかなければならないと思った」などの感想も散見された。 

６）一般的には、親の側が家庭のしごとから子どもを遠ざける場合が多いことが指摘されているが、

今回のワークシートでは、子どもたちの家庭のしごとへの日常的な関わりを期待するコメントが

多数を占めた。 

７）家庭科教員の配置に関する問題以外にも、家庭科の教育体制には多くの問題があることが指摘

されているが、ここで触れることはしない。それらの問題については、以下の文献に詳しい。 

 田中陽子「家庭科教員の採用と配置 新規採用の状況と男性家庭科教員の誕生」日本家庭科教育

学会『家庭科教育50年 新たなる軌跡に向けて』（建帛社，2000），pp.201-204．石川尚子「家

庭科教員の勤務環境 勤労条件と就労意識」」日本家庭科教育学会，前掲書，pp.205-208．柳昌

子「家庭科の施設・設備 設置基準の変遷と今日的課題」日本家庭科教育学会，前掲書，pp.209-212． 
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小学生の着実な調理技能習得に向けての教育方法の検討 

―― 包丁技能を中心に ―― 

 

星 さ や か＊ ・ 西 川 陽 子＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

A study on systematic education to master the basics of cooking 

: Focusing on cutting skill  

Sayaka HOSHI and Yoko NISHIKAWA 

 

 

キーワード ： 包丁技能，技能習得教育，家庭科教育，調理実習 

 

家庭科では，近年の著しい授業時数の削減により，技能習得のための十分な実技教育ができない状況が生じている。そ

のような中，子どもらの家庭での生活経験は減少傾向にあり，学校における技能教育にかかる負担が大きくなってきており，

学校での技能習得教育の必要性は今後高くなるものと予想される。調理における基礎技能習得は，主に小学校のうちに行

われるのが望ましいが，この技能教育における教育時間と必要性のギャップを現行の小学校教育の中で埋めていくには，

生活科や総合的な学習の時間といった技能教育が可能な他の授業時間の利用が有効と考えられる。その可能性を探るた

め，本研究では包丁技能習得教育を中心に，文献調査及び小学生を対象とした包丁技能テストを行い検討した。その結果，

高学年の家庭科の授業を待たずとも，低学年のうちから教育は可能であり，成長段階に応じて内容を吟味すれば高い教育

効果が得られると推察された。また，現在の家庭科教科書に掲載されている調理実習内容は，そのほとんどが調理科学的

視点から編集されたものであり，技能習得に視点を置いた教科書の見直しが必要であると考えられた。 

 

 

はじめに 

 

｢家庭科｣は明治43年の高等女学校の実科として始まり，当初は男女役割分業を前提とした良妻賢

母の女子を育てることを目的としたもので，女子専用の家事・裁縫教育を主とした実技教育が中心

であった 1)。このような女子のための実技教育から脱皮し，より快適に心身共に健康に生活するた

めの万人に必要な力を養うことを目的とした現在のような家庭科教育の土台が築かれたのは，戦後

の教育改革以降のことである。1945年に発表された『女子教育刷新要綱』や『新教育指針』などが

家庭科教育のあり方に大きく影響し，1947年の学習指導要領において「家庭科」は大改革され，新 

しい教科「家庭科」として男女ともに課され，「家庭内の仕事や家族関係に中心を置き，各人が家庭 

 

―――――― 

* 茨城大学教育学部食物学研究室
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建設に責任をとることができるようにする」というようにその目標は改められた。しかし，長年の

生活の中で深く根付いた男女役割分業が意識の上ですぐに切り替わることは難しく，近年になって

やっと家庭内での男女役割分業の色が薄らいではきているものの完全には無くなってはおらず，若

い1人暮らし男性の食生活における自己管理力が女性に比べて低いことなどは，根強くある動かな

い意識の表れと理解される。これら社会や家庭の緩やかな変化に呼応しながら，家庭科教育は戦後

の大きな教育改革から今日までその教育目標や内容の見直しがされてきた。その変遷は家庭科教育

の更なる充実を目指したものばかりではなく，授業時間数の著しい削減（表１）による教科内容の

未消化や，1980年頃から行われた「男女相互乗り入れ」・「男女必修化」の導入をきっかけとする教

育内容の脆弱化などの問題を新たに生み，これらの問題は現在も続いている2)3)4)。高度経済成長以

降，我々の生活は格段に便利になり，衣生活・食生活ともに家庭の外に出る｢外部化｣が進み，これ

により子どもらが家庭生活の中で見て学び実体験する機会が減った。その結果不器用な子が増加し，

子どもらの応用力や発想力といった柔軟な思考力が低下したと言われている。公教育ではこの対応

として体験学習を重視するようになり，家庭科教育でも1980年代以降，学校で学んだことが生活に

生かされ，体験が応用・発展されるよう，実践的・体験的学習の一層の充実を目指すことが強く言

われるようになった 5)。しかし実際には，授業時間数は削減され，時間を要する実践的・体験的学

習に相当する実験・実習の時間を十分とることができないといった矛盾する状況にある。学校完全

5日制になり授業時間数が十分確保できないといった問題は家庭科に限ったことではなく，平成23

年度からはゆとり教育の見直しがされるが家庭科の時間数増にはつながらず，今後も不足する時間

数の中で学習効果の高い実技教育を模索していかなくてはならない状況にある。 

冷蔵庫，炊飯器，電子レンジをはじめ様々な家電製品が普及し，加工食品の利用も増え，食生活

は非常に便利になり，現在の家庭科教育の基礎が打ち立てられた戦後と比べて，日常の生活で必要

とされる調理技術の質と量はかなり少なくなってきている。しかし，家庭科における技能教育内容

は，現在の簡便化された食生活に照らしても不足するほど，授業時数を主な要因として簡略化され

ている。昭和22年の小学校学習指導要領では食料が不足していたこともあり，掲げられている調理

は｢蒸しいも｣｢青菜のおひたし｣｢いり卵｣の3品と少ないが，台所道具の扱いなども学習内容に組み

込まれ内容的に充実していたのに対し，現行の小学校学習指導要領では道具の扱いなどの教育は多

くが省かれ，学習すべき調理としては｢ごはんとみそ汁｣のみが義務付けられている。その他の基礎

調理は教科書には参考として掲載されてはいるものの，実際に授業で扱うかは教師の裁量に一任す

る形がとられ，手先の運用力の向上や生活経験の不足を補う内容には実質上なっていない。このよ

うな 低限の学習内容を示し，その他は教育する側の裁量に任される自由度のある教育体制は，１

つのテーマを深く追究することもでき利点もあるが，現実には小中学校間での教育の重複など，積

み上げ式の教育を難しくし計画的な時間活用になっていないなどの問題を生んでいる 6)。現在の食

生活に必要とされる調理技能を精査し，小中学校の各課程での実技に配分できる授業時数を考慮し，

実現可能な技能到達目標を明確化することは，今後の家庭科教育に制度的改革を促し前進させるた

めにとても重要であると考えられる。また，現段階では家庭科における調理実習にかけられる時間

は少なく，基本的な包丁技能の習得などは小学校で概ね行われるのが望ましいが，高学年で行われ

る家庭科の調理実習の時間のみでは不可能である。そのような中，特別活動や低学年の生活科，中

高学年の総合的な学習の時間といった家庭科以外の授業で，技能習得が目的ではなく食文化の体験

や食育の一環で自分たちが育てた野菜の利用を目的として，かなり難易度の高い調理が行われてい
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る 7)。こういった現状を踏まえ，家庭科以外で調理を行うことが可能な授業時間について（表 2），

その調理内容を技能習得といった視点で成長段階に即して技能が学習できるよう内容を組み立て直

し，高学年の家庭科調理実習と連動させ，小学校において十分な基礎調理技術の習得を図ることは，

教育的に望ましく実現可能と考えられる。そのためには，小学校でどこまで技能習得可能であり求

められるか，明らかにする必要がある。本研究は，包丁技能の習得に着目し，難易度に基づき技能

習得に適した学習時期を明らかにし，家庭科の授業に限定せず子どもの発達成長段階を重視し，現

行の授業体制に導入可能な柔軟な調理技能習得学習の提案をするための基礎資料の提供を目的とす

る。 

 
 
 
表１ ｢家庭｣教育の年間授業時間数の変化1)（単位：授業時間） 
学習指導要領

改正年度 
1947年 1958年 1968年 1977年 注2) 1989年 注3) 1998 注4) 

小学5年 105 70 70 70 70 60 
小学6年 105 70 70 70 70 55 
中学1年 105‐140 105 注1) 105 注1) 70 70 70 
中学2年 105‐140 105 注1) 105 注1) 70 70 70 
中学3年 105‐140 105 注1) 105 注1) 105 70‐105 35 

注1)  105時間が 低履修時間。多くの学校はこの 低時間数を当てていた。 
注2) 中学校において｢男女乗入れ｣教育はじまる。 
注 3)  ゆとり教育が言われ始め，小学校低学年で社会と理科の内容を合わせた｢生活科｣が設置される。中

学校家庭科が｢男女必修｣となる。 
注4)  施行は2002年。学校完全週5日制が始まり，小・中学校において総合的な学習の時間が設置される。

小学校5・6年の家庭科の教科書が1冊に統一される。 

 

 

表２ 小学校における現在の授業時間配分（単位：授業時間） 
各教科の授業時数 

学年 
国語 社会 算数 理科 音楽 図工 体育 生活 家庭 

総合 
特別

活動 
道徳 

1 272 
(306)  114 

(136)  34 68 90 
(102) 102   34 34 

2 280 
(315)  155 

(175)  35 70 90 
(105) 105   35 35 

3 235 
(245) 70 150 

(175) 
70 

(90) 35 60 90 
(105)   105 

(70) 35 35 

4 235 
(245) 

85 
(90) 

150 
(175) 

90 
(105) 35 60 90 

(105)   105 
(70) 35 35 

5 180 
(175) 

90 
(100) 

150 
(175) 

95 
(105) 35 50 90  60 110 

(70) 35 35 

6 180 
(175) 

100 
(105) 

150 
(175) 

95 
(105) 35 50 90  55 110 

(70) 35 35 

注）・（ ）内の時間数は，H23年度より施行される新学習指導要領の時間数。 
  ・この表における1単位授業時間は45分。 

   ・グレーで網掛けされたところは，家庭科をはじめ食物領域の学習が実際に行われている授業部分。 
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方法 

 

戦後の家庭科教育における包丁技能習得に関する教育の変遷，及び現在の家庭生活で一般的に必

要とされる包丁技能に関して，文献調査を行った。資料として当たった戦後から今日までの小中学校家庭

科教科書については，戦後，小中学校の家庭科教科書を扱う出版社は2社(開隆堂，東京書籍) のみ

であったため，これら2社から出版された家庭科教科書を対象とした。 

一方，現在の小学生の包丁技能がどの程度であるか，さらに現在の食生活で必要とされる包丁技能習

得に向けて，小学校でどのように計画的に技能習得教育を進めることができるか検討するために，水戸

市内の公立小学校に通う小学生を対象に，実際に包丁を用いた技能テストを行い検討した（表 3）。 

 

 

 

表3  小学生における包丁技能に関する実践試験方法 
対象 水戸市内公立Ｗ小学校に通う1～6年生 

（各学年16人，男女混合比は各学年ともほぼ同率） 
時期 2009年11月 

（給食後の昼休みの時間を利用し，1日1学年ずつ行い計6日間実施） 
方法 Ｗ小学校の調理実習室で実際に使用している文化包丁を用いて，難易度の異なる 4

つの切り方（いちょう切り，千切り，皮むき(大根)，皮むき(リンゴ)）を実践しても

らった。4 人／班に分かれた後，各班１人ずつサポーターとしてついた大学生によ

り，デモンストレーションとともに切り方の説明をした後，各自同じように切って

もらい，その間サポーターが観察記録をとり，技術的に３段階で評価した。 
 
＜用いた食材＞ 
切る対象食材は，茨城で年間を通して比較的入手が容易であり，価格が安価で安定

しているもの，さらに硬さや汁気などの点で包丁技能の練習教材としてより用い易

いものといった観点から大根を選んだ。また，一般に皮むき用教材として用いられ

ることの多いリンゴも，皮むき教材の検討のために用いた。 
 
＜切る手順＞ 
大根 
（高さ4cmの円柱の形に切り揃えて用意）→皮をむき1/2（半月）に切る→その半

分を用いていちょう切り→残りの半分を使って短冊切りにしてから千切り 
リンゴ 
（くし型(低学年では 8 等分，中・高学年では 4 等分)にして事前に用意）→皮を剥

く→芯を除く 
 
＜用いた包丁＞ 
全長28.5cm の一般家庭用の文化包丁。（包丁の各部位説明は図２参照） 
刃渡り（図2 b）17.0cm，刃幅（図2 a）4.7cm，柄 11.5cm，柄周り 7.5cm。 
 
＜アンケート調査＞ 
日常の包丁使用経験や実際に包丁を用いての感想等について，包丁技能テストの前

後で選択及び自由記述式を含むアンケート調査を行い，テスト終了後その場で回収

した（回収率100％）。 
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結果と考察 

 

小学校課程の家庭科教科書において包丁技能教育を中心にその変遷を見てみると，昭和 37 年発行

の教科書以来，現行の教科書に至るまで，輪切り，いちょう切り，ジャガイモの皮むきが継続的に掲載さ

れ変化がなく，授業時数の削減を考慮した見直しは行われておらず，また，家庭での調理経験が少なく

なり現在の小学生においては皮むきなどは技術的に高度と考えられるが，教育レベル的な見直しも行わ

れていないことが確認された。 

戦前まで各家庭では，菜切り，出刃，牛刀など包丁は数種常備され切るものによって使い分けられて

いたが，戦後普及した万能包丁である文化包丁（三徳包丁）が現在では主流であり，多くの家庭では文化

包丁1 本で野菜，魚，肉のほとんどの調理を賄うようになっており，家庭科の調理実習でも，文化包丁１本

で行われることが多い。和包丁の場合は片刃のものが多く，切り方が洋包丁や文化包丁などの両刃のも

のと異なり，引いて切るなどの教育が必要だが 8)，そのような細かい指導は必要なくなっており，教科書で

も和洋包丁の詳細に関する記載は省かれていた。また，近年はステンレス製の軽くて丈夫な包丁が多く，

手入れの心配は少なくなっているが，刃砥ぎなど日常的に現在も必要な道具類に関する知識について

教科書に説明はなく，道具の教育に不足が感じられた。小学校家庭科教科書における包丁の握りについ

ての記載では，平成 4 年発行より前の教科書では「卓刀式」のみ，平成 4 年以降の教科書では「卓刀式」

と「全握式」の両方の記載があり，各自やりやすいほうを選択するようになっているが，それぞれの握り方

の特徴についての説明の記載はなかった。本来包丁の握り方には「卓刀式」「支柱式」「全握式」の主に 3

種があり，切り方により適性が異なる 9)10) （表４）。手が小さく握力がまだ弱い小学生においては，「全握

式」もしくは「支柱式」が適切と考えられ，今回小学生を対象とした技能テストの際にも，このいずれかの握

りをする者が多かった。握り方の違いによるそれぞれの特徴などについて説明指導が必要と考えられ，

教科書における基本操作の説明記載について，検討する必要があると考えられた。 

学校調理実習では，家庭での調理に即したものとするために，小学生であってもはじめから大人用文

化包丁が使われている。小学校家庭科の調理実習では高学年が対象となるため，かなり手の力がつい

てきており問題ないと考えられるが，低学年からの調理の導入を考えた場合，子ども用包丁の利用も検討

する必要があると考えられた。このことについて，小学生を対象に行った包丁技能テストと，テストの前後

に行った包丁に関するアンケート調査結果から検討した。小学生を対象とした包丁技能テスト前に行った

アンケート調査において，包丁に対するイメージについて尋ねたところ，包丁に対して恐怖心を持つ者の

割合は 2 年生で約 30％と最も多かったが全体的に多くはなく，家庭での包丁使用経験と相関性が見られ，

使用経験の浅さが恐怖心に影響するものと推察された（図１）。包丁技能テスト後に行ったアンケート調査

の結果では，包丁を使ってみて怖いと感じた者の割合はそれぞれ 18.8%（1 年生）， 6.3%（2 年生），62.5%

（3 年生），0.0%（4 年生），37.5%（5 年生），25%（6 年生）となっており，低学年においても特に恐怖心を抱く

者は少なく，これは発達成長過程の特徴から 11) 12) 何でもやってみたい気持ちのほうが強く出たためと推

察され，低学年からの包丁技能教育に問題の無いことを示唆する結果と考えられた。3 年生については，

１・２年生に比べると使用後恐怖心を持つ者の割合が多かったが，これは低学年では実行不可能として諦

めた者が多かった難易度の高い皮むきにおいて，3 年生ではサポーターの助けを受けながらチャレンジ

したが自分1人でできる域には達せず，完結した喜びよりも完全に1人でできなかった難しさのほうが強く

印象に残ったことが影響したものと推察された。しかし，全ての学年で 100％，家でも試したいと回答して

おり，恐怖心による包丁に対する忌避反応はなく，成長段階に応じて難易度を配慮すれば低学年から包
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丁技能習得の学習は十分可能であると推察された。技能テスト前のアンケート調査で，包丁に対して恐怖

心があると答えた者の要因については「手を切りそう」が 6 割，「先が尖っている」が 3 割と多かった。子ど

も用包丁は数は多くはないが複数のメーカーから販売されており，その特徴の多くは，①小さい手でも重

心を捉えやすいよう刃渡り（図２，b）が短い，②力が入れ易く刃の横ぶれが少なく安定するように柄の部

分において十分な長さと子どもの手に合った太さにしてある，③恐怖心と危険性の軽減のために刃先に

丸みを持たせる，などの工夫がされており 13) 14) 15)，切れ安さについては無理な力が入らないよう一般の大

人用と同じ作りになっている。子ども用包丁の利用は包丁への恐怖心の軽減に若干効果が期待できるが，

技能テスト後に行ったアンケート調査における大人用文化包丁の使用後の感想では，重さや長さによる

使いづらいといった意見はなく，小学校低学年からの教育において特に子ども用包丁を用意する必要は

ないと推察された。しかし，難易度の高い皮むきにおいては，刃の方向指示として包丁を握る親指を刃よ

り前に出す際に，低学年ではまだ親指が刃幅（図２，a）より短く，大人用包丁のサイズでは若干練習が難

しいことが観察され，そのような作業を低学年で教育する際には，手の運びを覚えるのに子ども用包丁の

利用が有効であると考えられた。 

 

 

表４ 包丁の握り方と切り方による適性 9) 10) 
持ち方 特徴と適性 

卓刀式（指差し型） 
 

 

人差し指によるコントロール力が良く，刃先を使った細

かい切り方をするときに適しているが，硬いものを切る

など力を入れる切り方には向かない。 

支柱式（押さえ型） 
 

 
 

人差し指と親指で包丁の腹をはさみ，残りの指で柄を握

る握り方。卓刀式よりも力を込めた際に刃が左右に揺れ

ることが少なく安定しているが，全握式に比べると力の

入り具合は若干劣る。刃元に力を入れやすくジャガイモ

の芽を取るときや，大根のかつら剥きなどの場合に適し

ている。 

全握式（握り型） 
 

 
 

手指全体で柄をしっかり握る握り方。力を入れ易く，硬

いものを切る時などに適しており，手を痛めにくい。 
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小学校の1年生～6年生を対象に行った包丁技能テストにおいて，その様子から技術的に3段階

に評価した結果を図3に示す。テストした切り方の一般的な評価における難易度は“皮むき＞千切

り＞いちょう切り”の順であり16)，テスト結果はこの難易度に準ずるものであった。 も難易度の

低いいちょう切りでは2年生で8割が１人で練習可能であり，1年生においても少しサポートすれ

ば8割以上が1人で練習でき，低学年からの授業における集団教育が可能であると推察された。い

ちょう切りより若干難易度の高い千切りにおいては，2・3年生においてもサポートを多少必要とす

るが，TAなどを置き丁寧なサポートができる環境であれば，千切りについても低・中学年から授業

で扱うことが可能であると推察された。今回のテストの中で難易度の も高い皮むきについては，

低学年では過半数が1人で練習することが不可能とされ，複数サポーターがいる場合には中学年か

ら，そうでない場合には高学年から授業で扱うのが適切であると考えられた。皮むき練習の教材と

してジャガイモ，リンゴが家庭科調理実習でもよく用いられるが，いずれも丸い局面でジャガイモ

などはかなり複雑であり，教材として適切ではないと考えられた。そのため，局面が一方向であり

皮むき教材としてより適していると予想された大根についてリンゴとの比較を試みたが，明確な差

は見出せなかった。食材の局面や大きさだけではなく，包丁の刃が食材の皮の下で前に進め易いか

図２ 文化包丁（三徳包丁）の部位名称 

a

b （刃渡り）

a

b （刃渡り）

図１ 包丁に対する恐怖心と家庭における包丁使用経験との関係 
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どうかを決める食材の微妙な硬さも皮むきのし易さを決定する重要なファクターであり，このこと

が大根とリンゴの皮むきに関して予想されたような明確な差が得られなかった要因と推察された。 

今回テストに参加した小学生はランダムに選ばれ，特に食生活への関心が高い者を集めたのでは

なかったが，4 年生に関しては他の学年より家での手伝いをする率が高く，包丁使用経験者が多か

ったことから（図１），全ての包丁操作において，技術的に高学年とほぼ等しい結果になった。成長

発達段階と技能習得適性時期の判断を難しくする結果になったが，技能習得において，家庭と協力

し連携を図ることの重要性を示す結果とも考えられた。また，テスト中の観察記録から，皮むき作

業で食材を握る左手の安定度が3年生と4年生ではかなり異なり，3年生から4年生にかけての身

体的成長が著しいことが推察された。このような身体的な成長発達を逃さず，手先の発達を十分に
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図３ 包丁を用いた各切り方における小学生の習得可能性について 
 
 

―●―：1人でできる。 

―▲―：はじめに少しサポート指導すれば1人でできる。 

―◇―：目を離すと危険で，1人ではできない。 
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促す意味でも，低中学年からの技能教育の導入は前向きに考えるべきと推察された。また，5 年生

から6年生にかけて技能の向上が見られ，家庭科の授業がはじまり調理実習が少なからず行われる

ことが影響している可能性が考えられた。 

包丁技能テストの結果から，小学校での包丁技能における学習適性時期をについて表5のように

結論づけた。現在の教科書では，技能に関しての記述は曖昧であり，小中学校両方の教科書にまた

がって同じ説明記載がされている場合も多く，教えるべき技能と適切な学習対象学年が分からず，

教育の漏れにつながることも少なくない状態と考えられた。戦後の家庭科教科書においては，調理

科学的な観点から調理実習の献立が選択列挙されており，技能教育の視点はあまりない。これは，

技能に関してはかつては家庭での刷り込みに任されており，学校では家庭で教えることが難しい調

理理論の教育をすべきといった意識が強かったためと考えられる。調理を科学的視点で学ぶには，

十分な実践経験が必要であり 6)，子どもの現状を考えると，この点から見直す必要があると考えら

れた。本研究では家庭科以外の授業において，技術修得教育の向上に向けた基礎的データの集積を

主な目的としていたが，家庭科の教科書における視点を変えた根本的な見直しも同時に必要である

ことが，調査研究を進める中で浮かび上がってきた。さらに，家庭科以外の生活科や総合的な学習

の時間などと連携しながら調理技能習得を効率的に進めるためには，表5に示したような技能ラン

クに基づいて献立プログラムをまとめた教科間をつなぐサイドリーダー的なものの必要性が考えら

れた。 

 

表５ 野菜の切り方の難易度と技能習得学習に適する時期 

日常的よく用いる切り方 難易度 注1)   記載教科書 注2) 技能習得可能学年 注3) 

小口切り・輪切り A 小学校・中学校 

半月切り・いちょう切り A 小学校・中学校 

くし形切り B 小学校・中学校 

短冊切り B 小学校・中学校 

小学校低学年 

皮むき C 小学校 

千切り C 小学校・中学校 

さいの目切り・みじん切り C 中学校 

小学校中学年～高学年 

乱切り D 中学校 

ささがき D 中学校 
中学校 

注1) 鈴木の文献 16) による難易度。 
注2) 本研究における実際の小学生を対象とした包丁技術実践試験の結果を基にした見解。 
注3) 本研究における実際の小学生を対象とした包丁技術実践試験の結果を基にした見解。 

 

 

 

要約 

 

包丁技能習得教育を中心に，戦後の家庭科教科書をはじめとする文献調査研究と，小学生を対象

とした包丁技能テストによる現在の子どもらの包丁技能についての実践的検討から，以下の結果が

得られた。 
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・ 生活科や総合的な学習の時間を利用し，小学校低学年から包丁技能習得のための教育を行う

ことは，手先の発達段階に合わせて難易度を吟味すれば教育可能であり，教育的観点からも

より望ましいと推察された。 

・ 日常の調理で必要とされる包丁技能について，一般的な技能レベル評価と子どもらの現状を

照らし合わせ，適切な教育時期を見出すことができた。 

・ 以前は家庭の刷り込み教育に任され学校教育では省かれていた生活における基本技能の習得

について，家庭における体験学習が少なくなっていることに配慮し，技術教育的視野に立っ

た家庭科教科書の見直しが必要であると考えられた。 
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オーラル・コミュニケーションタスクにおける 

意味のやりとりの質的研究 
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(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

A Qualitative Study on the Negotiation for Meaning in Oral Communication Tasks 

Hazuki KOYAMA and Shin’ichi INOI 

 

 

キーワード： オーラル・コミュニケーション，タスク，意味のやりとり，ストラテジー  

 

 本研究の目的は，インフォメーション・ギャップタスクと会話タスクという，二種類の異なるコミュニケーション・タスクにおける

意味のやりとりを調査することである。14 名の日本人大学生に対して実験を行い，発話を分析した結果，意味のやりとりのき

っかけ，ストラテジー，ストラテジーに対する返答は，タスクの種類によってその質が異なるということが判明した。その一つ

は，両方のタスクにおいて，繰り返しのストラテジーが多用されてはいたが，繰り返された要素はインフォメーション・ギャップ

タスクにおいては日付や時間が，会話タスクにおいては固有名詞であった。このように，タスクの目的や重視される情報，イ

ンストラクションなどの要因が，発話の分析結果に深く関わっていた。英語教育の現場において，学習者のコミュニケーショ

ン能力を養うためには，本研究で用いられたような，異なる種類のタスクを用いて意味のやりとりを体験させることが必要であ

る。 

 

 

はじめに 

 

改訂学習指導要領（平成20年3月告示）によると，中学校における外国語科の目標は，コミュニ

ケーション能力の基礎を養うことである。コミュニケーション能力を養うにあたっては，一方的に

情報を伝えるだけでなく，会話している相手と情報を交換する，双方向のコミュニケーションを体

験・学習する必要がある。本論の目的は，双方向コミュニケーション・タスクにおける意味のやり

とり（negotiation of meaning）の，タスクによる質的な違いを明らかにすることである。タスクとし

て，インフォメーション・ギャップタスクと会話タスク（topic conversation task）の 2種類を用意し，日本人大

学生から実験によりデータを収集し，発話分析を行った。 

小学校における外国語活動が導入されたことで，中学校以降の英語教育に対しては，小学校で養

われたコミュニケーション能力の素地を生かし，基礎・基本的な内容を習得させることが求められ

―――――― 

*筑西市立関城中学校  **茨城大学教育学部英語教室 
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ている。特に，言語活動の取扱いについては，中学校学習指導要領解説外国語編の中で「実際に言

語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う」（文部科学省，2008，p. 20）などの双方向のコミュ 

ケーション活動を行うように明記されている。 

「意味のやりとり」とは，会話参加者が，会話中のコミュニケーションに支障をきたす問題を事前に回避

したり，すでに生じてしまった問題を解決したりする過程を指す。これまでに数多くの研究者が，意味の

やりとりは，会話している相手から理解可能なインプットを受容する機会と自らのアウトプットを修正する機

会を生み出すため，第二（外国語)言語習得に寄与すると主張してきた（Swain, 1985, 1995; Long, 1983, 

1996)。 

 意味のやりとりは，主に「きっかけ」・「ストラテジー」・「ストラテジーに対する返答」・「返答に対する反応」

の 4 要素から構成される（Varonis and Gass, 1985; Gass and Varonis, 1985; Ellis and Barkhuizen, 2005; 

Nakahama, Tyler, and Lier, 2001）。本研究においては，これら 4 要素のうち「きっかけ」，「ストラテジー」，

「ストラテジーに対する返答」の 3 項目に着目し，タスクによる質的違いを分析する。 

 

研究方法 

 

 日本人大学生14人を対象に，二人一組で行う 2種類のオーラル・コミュニケーションタスクを与え，その

様子を録画・録音し，分析した。被験者は英語教育を専攻しており，日頃から大学での授業等で，英語で

会話する機会を有している。長期に渡る海外生活経験をもつ者はおらず，これまで，主に学校での授業

を通して，外国語として英語を学習してきた。 

今回使用したタスクは，インフォメーション・ギャップタスクと会話タスクである。それぞれ，本実験とは別

の被験者に協力をいただき，予備実験を行い，事前に問題点を改善することで，本研究に適したタスクを

準備した。本研究で使用したインフォメーション・ギャップタスクは，提示された夏休みの予定表を見なが

ら，パートナーと夏休みの計画について相談するための日時を決めるという内容である。各ペアに 2種類

の予定表が提示され，相手の予定表を見ずに，英語で会話する。被験者は，自分の予定を相手に伝える

だけでなく，相手の予定についても聞き出さなければならない。一方，会話タスクは，インフォメーション・

ギャップタスクとは異なる相手とペアになり，自分自身の夏休みの予定について，英語で 5 分間自由に会

話するというものである。被験者には，自分の予定についてなるべく詳しく話し，相手の予定についても

詳しく聞きだすように指示をした。 

 被験者の発話は全て録画・録音し，書き起こした上で，その中に見られる意味のやりとりを質的に分析し

た。はじめに，会話中の意味のやりとりを示すストラテジーを探し，そのきっかけとなる対話者の発話と，ス

トラテジーに対する返答の意味や役割について分析・考察した。ストラテジーの分類や定義は，研究者に

よって多少異なるため，先行文献を参考に，本研究における分類表（表1）を作成して分析した。 
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表1 ストラテジーの分類 

Comprehension 

checks 
話し手の以前の発言が，対話者に理解されたかどうか確認する表現。 

Confirmation 

checks 

話し手が，対話者の以前の発言を正しく理解しているか確かめるために使う

表現。対話者の以前の発言の一部または全てを繰り返すことが多く，上がり

調子で発音される。新しい情報を求めて用いるストラテジーではない。 

Clarification 

requests 

話し手が，対話者の以前の発言の意図をよりはっきりさせるために使う表現。 

対話者の以前の発言に関する新しい情報や，より詳細な説明を対話者から引

き出すことを目的として用いられる。   

Receipts through 

repetition 

上がり調子で発音されずに，対話者の以前の発言の一部または全てを繰り返

す表現。(Greer, Andrade, Butterfield, and Mischinger, 2009) 

Completions 途中でとぎれてしまった対話者の発言の続きを埋める表現。 

Meaning repairs 
対話者の以前の発言の内容を訂正する表現。言語の形式を訂正するものでは

ない。 

 

結果および考察 

１．ストラテジー 

 実験中，被験者は，表1 に挙げられている 6 種類のストラテジーのうち，Comprehension check 以外の 5

種類のストラテジーを用いた。Comprehension check に関しては，どの被験者も使用しなかったため，分析

対象から取り除くことにした。使用されたストラテジーを分析したところ，対話者の直前の発話の一部また

は全部を繰返すことによってストラテジーとして活用している場面が多いということがわかった（例 1，2，3）。

例 1 と例 2 は，インフォメーション・ギャップタスクに取り組んでいる最中の対話において用いられた，繰り

返しを含むストラテジーを示している。例 1 では，1 行目において，S11（生徒の ID 番号，以下同様）が，

月曜日について話そうとして “Monday” という単語を発したところ，S12 は，その語をそのまま語尾を上

げて繰返すことにより，自分がその情報を正しく聞き取れたかどうかを，S11 に確認している。また，その

後3行目において S11が時間に言及すると，すぐに S12がその時間を “From nine” のように繰返してい

る。しかし，この場合，2行目の繰り返しとは異なり，語尾は上がっていない。これは，単にS12が自分自身

の中で対話者S11の発話を確認するために用いたストラテジーと考えられる。つまり，これら二つの繰り返

しは会話の中で異なる役割を果たしていると言える。 

 

例1 

S11 うーん，So,あ，Monday, 

S12 あ，Monday?                            ← Confirmation check 

S11 Monday, my free time is, あー， from nine   

S12 From nine.                               ← Receipt through repetition 

S11 To one. 

注. S11: Student 11; S12: Student 12 
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 例2において，S3とS4は，お互いに予定の空いている日程を探すため，都合のよい時間帯を確認して

いる。4 行目から 8 行目にかけて，S3 は S4 の直前の発言 “nine, Sunday” をそのまま繰返している。例1

の 4行目と同様，語尾は上がり調子に発音されていない。これらの繰り返しは，単に S3が対話者S4の発

話の中で重要と思われる情報を，自分の中で反すうしていたものと考えられる。 

 

例2 

S4 I, あ I I’ll be free 

S3 Oh. 

S4 えー，nine, Sunday. 

S3 Nine, Sunday.                         ← Receipt through repetition 

S4 の えー，from nine o’clock. 

S3 Nine o’clock.                          ← Receipt through repetition 

S4 To えーと，four o’clock p.m. 

S3 Four o’clock p.m.                      ← Receipt through repetition 

 

 上記例 1，2 に見られるように，インフォメーション・ギャップタスクにおいて，被験者は，対話者が直前に

発した日程や時間を多く繰返していた。この結果には，本実験で用いたタスクの特性が影響していると考

えられる。本研究で使用したインフォメーション・ギャップタスクは，互いの予定を合わせるという目的をも

って行うものであり，日程や時間は，目的を達成するために極めて重要な情報であった。よって，被験者

はそうした重要な情報を正確に伝え合おうとしたため，何度も対話者の発言を繰返したものと思われる。 

被験者は，会話タスクにおいても多くの繰り返しを活用していた。例3と例4は，会話タスクにおける繰り

返しを含むストラテジーを示している。例 3 において，S11とS13は，S11 の夏休みの予定について話し

ている。2 行目で，S13 は S11 の直前の発言の中の１語 “Brast” [sic] を，語尾を上げながら繰返している。

この繰り返しは，二通りの解釈ができる。一つは，S13 は “Brast” [sic] という語の意味（brass band）は分か

っていて，単に正しく聞き取れたかどうかを確認しようとし，Confirmation check を用いたという解釈であり，

もう一つは， “Brast” という語が一体何を意味するかが分からず，S11に説明を求めるためにClarification 

request として繰り返しを用いたという解釈である。どちらの解釈が正しいかは，本研究においては決定し

かねるが，被験者が繰り返しを活用して会話を円滑に進めようとしていることが示されている。 

 

例3 

S11 うーん，I, I’m, I’m going to see Brast, Brast [sic])? 

S13 Brast [sic]?                             ← Confirmation check/ Clarification request 

S11 うーん，par, percussion, percussion musical. 

S13 あぁ！I see. 

 

例4は，語尾を上げずに発音する繰り返しを数多く用いた会話の一例である。5行目と7行目において，

S9 は，S7 が夏休みに友達としたいスポーツを挙げるたびに，そのスポーツの名前“Badminton”， 

“Volleyball” を繰返している。また，S7 も 10 行目において，S9 が直前に発した施設の名前を繰返してい
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る。例 4 における繰り返しは，すべて語尾を上げずに発音されており，ストラテジー使用者が，自分自身

の中で，聞き取った情報を確認するために用いたものである。 

 

例4 

S7 Yes. And, and, あー，あ，(2) I want to (5) I want to do some, a lot of sports with English member. 

S9 Ah ah ah, yes. 

S7 For example, soccer, badminton,  

S9 Badminton.                            ← Receipt through repetition 

S7 Volleyball. 

S9 Volleyball.                             ← Receipt through repetition 

S7 Football, yah. 

S9 あー，And we, we will go to Hawaiians. 

S7 Hawaiians, yah.(laughing)                ← Receipt through repetition 

注. (2); (5): 沈黙の秒数 （以下，同様） 

 

 例3，4にあるように，会話タスクにおける繰り返しの内容は，インフォメーション・ギャップタスクとは異な

り，物の名前や地名などの固有名詞が多いということが分かった。会話タスクの場合，トピックのみを限定

したものなので，被験者は，対話者が発する情報をあらかじめ予測することが難しく，知らない語や予期

しない語が登場することもしばしばあったようだ。よって，そうした語を繰り返すことで，相手に確認したり，

自分の中で情報を整理したりしていたと考えられる。 

 例 1 から例 4 に示されるように，本研究において，多くの繰り返しがストラテジーとして活用されていた。

被験者が繰り返しのストラテジーを多く用いた要因としては，他者の発話の一部もしくは全部を繰返すこと

は，言語学習者にとって簡単に用いることができるストラテジーだということが考えられる。Chesterfield and 

Chesterfield (1985) によると，第二言語を学ぶ子どもたちは，他のストラテジーよりも早い段階から，他の

人の発言を繰返す手法を用いている。また，Council of Europe (2001) と Liskin-Gasparro (1987) も同様に，

繰り返しは学習初期の典型的な特徴だと主張している。本研究の被験者は，英語で会話することに比較

的慣れていると言えども，授業以外の普段の生活の中で，英語で会話する機会はほとんど有していない。

したがって，容易に用いることのできる繰り返しをストラテジーとして頻繁に使用したと推測される。 

 また，繰返す内容は，それぞれのタスクの目的に密接に関係していた。Seedhouse (1999) は，対話者

に繰返すように求める情報は，タスク完了のために必要不可欠な情報であると指摘しているが，本研究で

は，対話者に繰り返しを求める場合以外に，自分の中で相手の情報を整理したり，さらなる説明を求めた

りするときにも，内容上重要な情報を繰返すということが観察された。 

もう一つ，繰り返しストラテジーの使用から見えてくることとして，被験者のタスクの捉え方について言及

したい。会話タスクでは正確に情報を聞き取ることは求められてはいないが，被験者は会話を楽しむとい

うより，「お互いの情報を，設定された時間内で正確に伝えあうために話し合っている」という意識が強い

ように感じられた。外国語として英語を学習している被験者にとっては，会話タスクもインフォメーション・ギ

ャップタスクと同様，与えられた目的を達成する課題，つまりタスクとして認識されていると思われる。 
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２．意味のやりとりのきっかけ 

 ここでは，実験中に見られた意味のやりとりが，どのようなきっかけで生じたかについて論じる。意味の

やりとりのきっかけは，タスクによって異なることがわかった。それぞれのタスクに多く見られたきっかけに

ついて，例を挙げて示す。 

 インフォメーション・ギャップタスクでは，音声に関する問題および日付・時間が，多くの意味のやりとりを

引き起こしていた。例 5 は，音声に関する問題がきっかけとなった意味のやりとりを示している。この種類

のきっかけは，インフォメーション・ギャップタスクにおいてのみ発見された。例 5 において，S7 と S8 は 

“can/can’t” を用いて，それぞれが話し合いをもつことができる日程を伝え合っている。しかし， “can” と 

“can’t” は発音が似ており，正しく聞き分けることが難しいため，繰り返しのストラテジーを用いて，聞き間

違いを防ごうとしている。2行目では，S8はS7の直前の発言の中の “can’t” のみを語尾を上げずに繰返

している。語尾を上げていないことから，S8 は自分の中で情報を確認するために繰返したものと思われる。

さらに，直後 (3 行目) に S7 が “Can’t” と答えていることから，2 行目の S8 の繰り返しそれ自体が更なる

繰り返しを引き起こしていることが分かる。また，11行目と14行目においても，被験者は，自分が “can”と 

“can’t” を正しく聞き分けることができたか確認するために，Confirmation check を使用している。 

 

例5 

S7 えー，I can’t do August twelfth. 

S8 (3) can’t                      ← Receipt through repetition  

S7 Can’t                         ← Receipt through repetition 

S8 ふーん。 

S7 うん。How do you do? [sic] 

S8 I can’t 

S7 ふん。 

S8 August fourteen. 

S7 August fourteen.               ← Receipt through repetition 

O.K. あー，August ninth あー，from fifteen to twenty-one, I can. 

S8 Can?                         ← Confirmation check 

S7 Can. 

S8 Oh. This time I can’t. 

S7 Can’t?                        ← Confirmation check 

S8 Can’t. 

 

 音声に関する問題がきっかけとなり，意味のやりとりが生じたのは，S7 と S8 が，なんとかしてタスクを完

了しようとしたためであると考えられる。彼らは， “can/can’t” 以外に自分の予定を伝える表現方法を知ら

なかった，もしくは，表現方法は知ってはいるが，タスクの中でうまく活用できなかった可能性がある。そ

の結果，自分たちの持っている語彙力を何とか駆使して情報を伝え合おうとした結果，たまたま聞き分け

ることの難しい語を使用することとなり，意味のやりとりが生じたのである。 

 インフォメーション・ギャップタスクにおいて，最も多くの意味のやりとりを引き起こしたきっかけは，日付
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や時間である。例 6 において，S11 と S12 は月曜日のお互いの予定について話している。1 行目で，S11

が話題を月曜日に移すと，直後にS12が “Monday?” と語尾を上げて繰り返し，聞き取った情報を確認し

ている。また，次にS11が “my free time is, あー， from nine” と時間にまで踏み込んで話すと，S12はす

かさず，S11 が発した時刻を繰返している。この 4 行目の繰り返し “From nine” は，語尾を上げずに発音

されており，S12 が自分の中で情報を整理するために用いた Receipt through repetition と考えられる。 

 

例6 

S11 うーん，So,あ，Monday, 

S12 あ，Monday?                          ← Confirmation check 

S11 Monday, my free time is, あー， from nine   

S12 From nine.                             ← Receipt through repetition 

S11 To one. 

 

例 6 が示すように，インフォメーション・ギャップタスクにおいて，日付や時間をきっかけとして，

Confirmation check や Receipt through repetition などのストラテジーが引き起こされた。 

 次に，会話タスクにおける意味のやりとりのきっかけについての分析結果を述べる。会話タスクでは，語

彙に関する問題と固有名詞が，多くの意味のやりとりを引き起こしていた。語彙に関する問題がきっかけと

なって生じた意味のやりとりを，例 7 に示す。例 7 において，2 つの意味のやりとりが確認できる。S4 と S6

は，S6 の故郷ではどんな果物が有名かということについて話している。3 行目で S7 が “What do you 

mean?” とClarification requestを使用しているが，それは，直前にS6が発した “peel” [sic] の意味が分か

らなかったからである。S6 は “pear” と言いたかったのだが，正しく発音することができなかったのだ。5

行目でS4によって， “あー，pear.” と訂正されている。よって，この意味のやりとりは，S6の語彙の問題に

よって引き起こされたと言える。 

 この会話中に生じたもう一つの意味のやりとりは，11 行目から始まっている。S6 はスイカを英語でなんと

言うか分からず，日本語 “suika” を借用している。S6 のこの発話がきっかけとなり，直後に，S4 が 

“Watermelon” と訂正をして，意味のやりとりがなされた。さらに，その “Watermelon” がきっかけとなり，

S6 の繰り返しへとつながり，意味のやり取りがなされている。 

 

例7 

S4 What kind of fruits? 

S6 You can eat peel? [sic] 

S4 Pill? What do you mean?                 ← Clarification request 

S6 Nashi. 

S4 Nashi. あー，pear.   ← Receipt through repetition, meaning repair 

Ah, O.K. 

S6 Or (1) Peach? 

S4 Peach. 

S6 Um, あー，re, なんだっけ，yellow peach. 
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S4 Yellow peach 

S6 Or (2) in Japanese, suika? 

S4 あー，Watermelon.                     ← Meaning repair 

S6 Watermelon.                           ← Receipt through repetition 

 

このように，会話タスクにおいては，語彙に関する問題をきっかけとした意味のやりとりが生じていた。被

験者は，自身の語彙力を超えてでも，なんとかして自分の思いを相手に伝えようとしたため，多くの意味

のやりとりが引き起こされたのだと推測される。 

 次に，会話タスク中，固有名詞をきっかけとして引き起こされた意味のやりとりを分析する。例8において，

S2 と S8 は，夏休み中に訪れる海岸について話している。4 行目で，S8 が “Nakoso” という地名に言及

したところ，直後に S2 によって上がり調子に繰返された。S2 は，自分が “Nakoso” を正しく聞き取ること

ができたかどうか確認するために Confirmation check を使用したものと思われるが，6 行目において，S8

は “Nakoso” をより詳しく説明するため，その海岸が福島県にあると述べている。ここでの意味のやりとり

のきっかけは，4 行目で S8 が発した地名（固有名詞） “Nakoso” であった。 

 

例8 

S2 What, what sea? 

S8 Oarai? 

S2 Whe,  Yes. 

S8 Or Nakoso. 

S2 Nakoso?                             ← Confirmation check 

S8 In Fukushima. 

S2 Yah. 

あー，and when will we go Nakoso sea? 

S8 Umm. 

 

会話タスクは，インフォメーション・ギャップとは異なり，話す内容の自由度が高いため，対話者が発する

固有名詞を事前に予測できない場合があり，そこから意味のやりとりが生じたものと考えられる。 

 以上，例 5 から例 8 に示されるように，意味のやりとりのきっかけは，タスクの種類によって異なっていた。

その違いを生んだ要因として，タスクの目的が関係していると考えられる。インフォメーション・ギャップタ

スクでは，タスクを達成するために，日付や時間が重要な情報とされていたため，そうした情報をきっかけ

として，多くの意味のやりとりが生じたのであろう。音声に関する問題に関しても，「互いの都合のよい日程

を探す」というタスクの目的を達成するために用いた表現 “can/can’t” によって意味のやりとりが引き起こ

されたのであり，タスクの目的が意味のやりとりのきっかけを左右していたことが推測できる。 

 会話タスクのきっかけも，インフォメーション・ギャップタスク同様，タスクの目的が影響していると考えら

れる。地名や物の名前などの固有名詞は，自分の夏休みの予定を説明したり，対話者の話を理解したり

するうえで重要な情報であった。また，そうした固有名詞は，対話者にとって，「相手は，次に○○につい

て話すだろう」などと事前に内容を予測することは難しい状況において用いられたため，一度聞いただけ
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では確実に理解することが難しく，その言葉の意味を確認しようとして，多くの意味のやりとりが引き起こさ

れたと考えられる。 

 語彙に関する問題については，タスクの目的だけでなく，被験者の語彙力が関係していると推測される。

会話タスクはインフォメーション・ギャップタスクよりも自由度が高く，話す内容に幅があるため，話そうとす

る内容が会話参加者の語彙力で表現できる範囲を超える場合があり，その結果，意味のやりとりを引き起

こすきっかけとなったと思われる。本研究で用いたインフォメーション・ギャップタスクのように，あらかじめ

情報が用意されている場合，会話参加者が語彙の問題に直面することはほとんどないが，会話タスクの

場合，被験者の語彙力と話の内容のバランスが取れていないと，会話はうまく進まない。その際に，会話

を進める手立てとして，意味のやりとりが必要だったと考えられる。 

そして，そもそもなぜ被験者が，自らもしくは対話者の語彙力を超えた内容を話そうとしたのかといえば，

会話タスクにおいて，自分の夏休みの予定について詳しく述べ，また，相手の予定についても詳しく聞き

だすよう求められていたからである。よって，ここでもタスクの目的が大きく関わっていたと言える。 

 本研究における意味のやりとりのきっかけに関する分析結果は，Nakahama, Tyler, and Lier (2001)とは異

なる。本研究は，インフォメーション・ギャップタスクでは日付や時間，音声に関する問題が，また，会話タ

スクでは固有名詞と語彙に関する問題が，多くの意味のやりとりを引き起こしているということを示した。し

かし，Nakayama らの実験では，意味のやりとりのきっかけは，インフォメーション・ギャップタスクにおいて

は語彙に関するものが多く，会話タスクにおいては会話の内容や談話などに関わるものが多いとされて

いる。 

 これら違いは，それぞれのタスクの目的と，タスクが主に扱う情報の違いによるものと考えられる。本研

究のインフォメーション・ギャップタスクは，日付や時間に着目して行うものであったが，Nakahama, Tyler, 

and Lier (2001)のインフォメーション・ギャップタスクは，2 枚の絵の違いを探すというもので，絵に描かれ

た物の名前に着目して行うタスクであった。つまり，どちらの研究においても，タスク遂行上重要とされる

情報が，多くの意味のやりとりを引き起こしていたという点で，共通しているのである。 

 

３．ストラテジーに対する返答  

 ここでは，実験中に見られた意味のやりとりを示すストラテジーに対し，対話者がどのような返答をした

かについて考察する。分析の結果，ストラテジーに対する返答も，タスクによって異なることがわかった。 

 本研究で発見された，ストラテジーに対する返答は，承認，繰り返し，新情報，日本語訳の 4 種類である。

承認と繰り返しについては，インフォメーション・ギャップタスクと会話タスクの両方で見られたが，新情報

と日本語訳は，会話タスクでのみ確認された。 

 例 9 は，インフォメーション・ギャップタスクにおいて，話し手が意味のやりとりのストラテジーを承認した

返答を示している。例9では，3つのReceipt through repetitionが用いられたが，そのうち2つが対話者か

らの返答を得ている。どちらの場合も，対話者が話し手の繰り返しを承認する返答を示した。一つ目の意

味のやりとりは，4行目から始まっている。5行目において，S13は，直前のS14の発言の一部 “two” を，

語尾を上げずに繰返した。すると，その直後に S14 は “Yes” と言い，この S13 による繰り返しが正しい情

報であることを承認した。二つ目の意味のやりとりは，8 行目から始まっている。一つ目のやりとりと同様， 

“Afternoon” （9 行目）のように、Receipt through repetition がストラテジーとして用いられているが，S13 が

繰り返しの後も話し続けたため，S14 によるストラテジーに対する返答は確認できなかった。三つ目の意
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味のやりとりは，12行目から14行目にかけて行われている。S13が “Five to eight” のように， 家族とレス

トランに行く時間を述べると，S14 はその時間をそのまま繰返した。この S14 による Receipt through 

repetition に対し，S13 は “Yes.” と承認を示す反応をした。 

 

例9 

S13 I’m free at, from ten to one. 

S14 Um 

S13 How about you? 

S14 I have, I will have lunch with my friends from eleven to (1) two o’clock. 

S13 Two.                                 ← Receipt through repetition 

S14 Yes.                                  ← 承認承認承認承認 

S13 I see. So 

S14 How about afternoon, afternoon? 

S13 Afternoon. No.                         ← Receipt through repetition 

I, I will go restaurant with my family. 

S14 Hum. 

S13 Five to eight. 

S14 Five to eight.                           ← Receipt through repetition 

S13 Yes.                                  ← 承認承認承認承認 

 

 承認を示す返答は，会話タスクにおいても観察された。例 10 は，承認の返答を含む意味のやりとりを

示している。この会話の中で，S4 と S6 は，S6 が帰省する時期について話している。6 行目までは，S6 が

8 月中は忙しいということを話していたが，7 行目において，2 秒のポーズによって示されているように，帰

省の時期を述べる前に沈黙してしまった。すると 8 行目で，S4 が “September?” と，直前の S6 の発言を

完成させる単語を推測して述べた。S6は，S4のCompletionに対し，次の “Um hum” という発言で承認し

たことを示している。 

 

例10 

S6 うーん，あー，maybe I’m busy 

S4 Hum. 

S6 During August. 

S4 Hum. 

S6 Because I have club activity. 

S4 Hum. 

S6 So I will back my home (2) 

S4 September?                                   ← Completion 

S6 Um hum, maybe.                              ← 承認承認承認承認 
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 例9，例10に示されるように，被験者は，インフォメーション・ギャップタスクと会話タスクのどちらにおい

ても，意味のやりとりの中で，ストラテジーを承認する返答を示した。Confirmation check や Clarification 

request のように，対話者が語尾を上げて Yes/ No の返答を求めている場合以外にも，承認の返答が用い

られるということがわかった。 

 次に，繰り返しの返答についての分析結果を述べる。被験者は，直前の自分の発言の一部もしくは全

部を繰返すことで，対話者のストラテジーに反応していた。例 11 は，インフォメーション・ギャップタスクに

おける，繰り返しを用いた返答を示している。S1 と S2 は，月曜日の予定について話している。１行目で，

S1が10日（月曜日）について話し合うことを提案したところ，S2は tenthを10時と勘違いし，3行目で “Ten 

a.m?” と聞き返した。すると，S1 は，自分が前の発言の中で用いた “Monday” という単語を繰り返し，S2

の Confirmation check に応えた。この返答により，S2 は自分の勘違いに気付き，会話の修復がなされたと

考えられる。 

 

例11 

S1 Oh. あーと，How about Monday, あーと，tenth? 

Do you have any schedule? 

S2 Ten a.m?                             ← Confirmation check 

S1 Te, あーと，Monday.                  ← 繰繰繰繰りりりり返返返返しししし 

S2 あー。I have lunch with friends on eleven o’clock  

S1 Oh. 

S2 to two o’clock p.m. 

S1 Hum. 

 

 例 12 は，会話タスクにおける繰り返しを用いた返答を示している。S2 と S8 は，夏休みに遊びに行く計

画について話している。1 行目で S8 が S2 に対し，海で泳ぐことは好きか尋ねたが，S2 は聞き取ることが

できず，2 行目で “Pardon?” と Clarification request を使用した。この S2 のストラテジーを受け，3 行目に

おいて，S8 は 1 行目の自分の発言をほとんど変えずに繰返している。S8 の繰り返しを聞き，S2 は S8 の

意図を理解することができたため，“Yes” を連発して，応答している。 

 

例12 

S8 あ！Do you like to swim sea, in the sea? 

S2 Pardon?                            ← Clarification request 

S8 Do you like to swim in the sea?          ← 繰繰繰繰りりりり返返返返しししし 

S2 Yes, yes, yes. 

S8 じゃあ，Let’s go to sea with English major member. 

S2 Yes. 

 

例 11 と例 12 は，意味のやりとりを示すストラテジーに対し，直前の自分の発言を繰返す返答を例示して

いる。この返答は，上記の承認と同じく，インフォメーション・ギャップと会話タスクの両方で用いられた。 
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 次に，会話タスクのみで確認された返答について説明する。新情報と日本語訳という 2 種類の返答が，

会話タスクのみで用いられた。例 13，例 14 は，新情報の返答が用いられた意味のやりとりを示している。

例13において，S11とS13は，自動車の運転免許証を取得するために必要な金額について話している。

1 行目で，S13 が「運転免許証を取得するために十分なお金を持っていない」ということを意図する発言を

したところ，2 行目で，S11 からのように，Confirmation check もしくは Clarification request が発せられた。

すると，S13は，次の発話（3行目）において，直前の自分の発言について説明するために，新しい情報を

提供した。S13 は，2 行目の S11 の “Money?” という発話を，Clarification request ととらえ，1 行目の自分

の発話の意図が，S11 に意図が伝わらなかったと考えた可能性がある。しかし，S13 が単に確認の意味で

Confirmation check を用いたのか，それとも詳しい説明を求めて Clarification request を用いたのかについ

ては，依然として不明である。 

 

例13 

S13 But I don’t money. 

S11 Money?                            ← Confirmation check/ Clarification request 

S13 あー，We about, あ，dri, to get driver license, it’s very expensive.         ← 新情報新情報新情報新情報 

S11 Ah, ah. How much? 

S13 Aboutえー,  

S11/ S13 (laughing) 

S13 About two hundred thousand yen? 

 

例 14 では，S11 が，夏休みに東京を訪れることについて話している。S13 に，夏休み中，どこに行くか

聞かれ，S11 は，2 行目で， “Tokyo” とだけ答えた。すると，S13 は “Tokyo” と，1 単語を上がり調子に

せずに繰り返した。S11 は，その Receipt through repetition を受け，4 行目から 6 行目にかけて， “Tokyo 

International Forum Theater” という新しい情報を提供している。 

 

例14 

13 え，Where do あ，Where will you go? 

11 うーんと，Tokyo. 

13 Tokyo.                               ← Receipt through repetition 

11 うーん，Tokyo International Forum      ← 新情報新情報新情報新情報 

13 あー。 

11 Theater. 

13 I don’t know.  

11 Oh. 

 

例13，例14に示されるとおり，被験者は，会話タスクにおいてのみ，意味のやりとりを示すストラテジー

に対する返答として，新しい情報を提供した。この結果には，タスクのインストラクションが影響していると

考えられる。インフォメーション・ギャップタスクでは，互いの予定を合わせることが最終目標であり，予定
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の内容を詳しく話し合うことは求められていなかった。一方，会話タスクでは，互いの予定をより詳しく話し

合うことが目標とされていたので，被験者は，自分の話したいことをできるだけ詳しく相手に伝えようとした。

そのため，対話者の発したストラテジーに対し，Yes/No でなく，新情報の提供という形で返答したのであ

ろう。 

新情報の返答を分析した結果，もう一つ発見があった。話し手は，対話者の意図とは異なる返答をする

場合もあるということである。ストラテジーの定義からいえば，新情報や詳しい説明を求めて使用するスト

ラテジーは，Clarification request である。しかし，結果として被験者は，その他のストラテジーに対しても，

新しい情報を用いて返答していた。この結果から，ストラテジーを使用する側の意図と，返答する側のとら

え方との間に差異が生じているということが推測される。 

もう 1 種類の返答も，会話タスクのみでみられた。例 15 は，日本語訳を用いた返答を示している。S2 と

S8 は，夏休みに温泉に行く話をしている。3 行目で，S8 が “hot spring” という語を発したところ，S2 は 

“Hot spring?” と聞き返してきた。その後の反応（6 行目）から考えて，S2 は “hot spring” の意味がわから

なかったために，Clarification requestを意図していたと思われる。S8は，そのストラテジーに対する返答と

して，5行目で，“hot spring” の日本語訳を提示した。この日本語訳により，S2は会話の内容を理解するこ

とができ，6 行目で”Yes」という反応を示した。 

 

例15 

S8 And we want to go to hot spa. 

S2 Yah. 

S8 あ，hot spring.  

S2 Hot spring?                      ← Clarification request 

S8 In Japanese, Onsen.              ← 日本語訳日本語訳日本語訳日本語訳 

S2 おー！Yes. 

 

会話タスクでは，インフォメーション・ギャップタスクよりも多くの話題が登場したため，しばしば，対話者

が発した語の意味がわからないという問題が生じた。そこで，ストラテジーに対する返答として，問題を引

き起こした語句の日本語訳を提示することで，会話の流れを阻害する問題を解決したのである。会話タス

クにおける意味のやりとりの主なきっかけが語彙であったことからも，ストラテジーに対する返答として日

本語訳が用いられたのは，当然の結果であろう。 

 以上，例 9 から例 15 に示されるように，本研究において，意味のやりとりを示すストラテジーに対する返

答としては，主に 4 種類が確認された。承認と繰り返しの返答は，タスクの種類に関係なく用いられ，一方，

新情報と日本語訳は，会話タスクでのみ用いられた。これは，各タスクの特徴が影響した結果と考えられ

る。 

おわりに 

 

 本研究は，インフォメーション・ギャップタスクと会話タスクにおける意味のやりとりを分析し，その質的な

違いを明らかにすることを目的として行われた。日本人大学生 14 名を対象に実験を行い，対話を分析し

たところ，意味のやりとりのきっかけ，ストラテジー，ストラテジーに対する返答は，タスクによって質が異な
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るということがわかった。 

 どちらのタスクにおいても，繰り返しを活用したストラテジーが多く用いられていたが，繰り返しの内容と

しては，インフォメーション・ギャップタスクでは日付や時間で，会話タスクでは固有名詞であった。さらに

分析したところ，会話の中で繰り返される内容は，タスク完了のために必要不可欠な情報であることがわ

かった。こうした繰り返しは，対話者に質問を投げかける場合だけでなく，話し手自身が聞き取った情報を

整理したり確認したりする場合にも用いられていた。 

また，意味のやりとりの主なきっかけは，インフォメーション・ギャップタスクでは音声に関する問題と日

付や時間で，会話タスクでは語彙に関する問題と固有名詞であった。先行研究の結果と比較したところ，

意味のやりとりのきっかけは，タスクの目的と，そのタスクの中で主に扱われる情報に左右されるということ

がわかった。 

意味のやりとりのストラテジーに対する返答を分析した結果，承認と繰り返しについては，インフォメー

ション・ギャップタスクと会話タスクの両方で確認されたが，新情報と日本語訳を用いた返答は，会話タス

クのみでみられた。この結果には，会話タスクのインストラクションや内容の自由度などの特徴が影響して

いると考えられる。 

 本研究の被験者は，6 年以上英語教育を受けているにもかかわらず，繰り返しを活用したストラテジー

に偏りがちであり，バリエーションに欠けていた。日本人英語学習者のコミュニケーション能力を養うため

には，インフォメーション・ギャップタスクと会話タスクのような種類の異なるタスクを用いて，質の異なる意

味のやりとりを体験させ，より多くのストラテジーを学習させることが必要といえる。そうすることで，学習者

はより多くの理解可能なインプットを得るとともに，自らのアウトプットを修正する機会をもつことができる。

より効果的なタスクや教授法を見出すためにも，意味のやりとりに関する更なる研究が必要である。 
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小学校英語における課題を考える 

―― フォニックスの効用と課題（１）―― 

 

君塚淳一＊ ・ 西尾直美＊＊ ・ 田中智子＊＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

Elementary School English and Phonics (1) 

Junichi KIMIZUKA, Naomi NISHIO and Tomoko TANAKA 

 

 

キーワード：小学校英語，文字不要論，フォニックス 

 

公立小学校における「外国語教育必修化」が平成２３年度より開始されるが、その開始に至る経緯と研究指定校における

研究の結果は、何を示しているのか。またこの小学校における外国語教育がなされるならば、今後どのような効果が、期待さ

れると考えられるのか。小論では、小学校英語の導入に際し、その歴史的経緯また、指定校対象に実施されたアンケートや

調査を踏まえた上で、高学年対象の今回の導入においては、一部文字使用も考慮した上での音声面を重視した「フォニック

ス」使用が学習する児童および指導する教員にも有効である点を考え、またその一方で課題もある点を指摘しその可能性を

探るものである。 

 

 

はじめに 

 

平成23年度より全国の公立小学校で外国語教育が必修化される。その開始に向け、平成15年度

（2004）より文部科学省は「小学校英語教育特区」を設け、公立小学校を選び出し、研究指定校（開

発研究校）を決定したことは周知のことである。 これまで指定校を含む公立小学校での研究を踏ま

えて、23年度から開始となる授業の対象学年は高学年（5・6年）である。小論では、小学校におけ

る外国語授業開始にあたり、これまでの歴史的経緯を検証した上で、現在、直面している問題とし

て外国語早期教育において特に関心が持たれていると考えられる「発音」を、いかに解決できるの

かを考察していくものである。その方策の１つとしてフォニックスを考えるが、それも解決策とし

て効果は期待できるものの、その受け入れにおいて課題がないわけではない。まず今回は、この「小 

学校における外国語授業」開始までの経緯を確認するとともに、その課題として挙げられる点を確 

認するとともに、フォニックス使用の可能性を探ることからはじめたい。 

 

―――――― 

*茨城大学教育学部  **茨城大学教育学部研究科 ***茨城大学教育学部非常勤講師 
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１章 小学校英語教育の背景 

 

（１）公立小学校における英語導入の経緯 

いよいよ来年度、平成23年(2011年)度から日本全国一斉に公立小学校において外国語活動が必 

修化される（ちなみに日本における小学校英語開始は、古くは明治時代にさかのぼる。しかしそれ

はあくまでも一部の小学校での実施であったが）。 議論が公のものとして本格的になったのは、昭

和 61 年（1986 年）の臨時教育審議会第二次答申「英語教育の開始時期についても検討する」以降

である。その後、公立小学校が次々と研究開発学校として小学校での英語教育について研究を試み

てきた。平成10年（1998年）に告示された小学校学習指導要領により、平成14年（2002年）から

現行の小学校学習指導要領完全実施に伴い、小学校において新設された「総合的な学習の時間」に

おいて、国際理解教育の一環として「外国語会話等」の学習活動が可能になり、実質的に小学校で

の英会話活動が実施されるようになった。そして、平成20年（2008年）3月に告示された、新小学

校学習指導要領により、平成23年（2011年）度から小学校５・６年で毎週１コマ（年間35時間相

当）の「外国語（英語）活動」の必修化に至るという経緯がある。 

また、文部科学省が平成14年（2002年）7月「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」 

に基づいた「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」を平成15年3月に打ち出した。「使

える英語」「コミュニケーションの手段としての英語」というキーワードのもとに、さまざまな施策

が実行に移されてきた。その中で、小学校英会話活動が１つの大きな柱として英語教育改善のため

のアクションとして盛り込まれたのである。 

 

（２）「使える英語」メディア・事件・大衆：「使える英語」を巡って 

今回の学習指導要領改訂において文部科学省が英語を小学校の科目のひとつとして位置づけた背 

景として、鳥飼(2006)は、明海大学名誉教授和田実氏が『小学校英語』導入について、産業界や国

民の圧力に押されたことを最大の要因として挙げていることに同意しつつ、「『小学校英語必修化』

を推進している『見えざる手』があるように思える」とし、小学校英語導入の最大の推進力に、「産

業界」と「親」を挙げている。 

この経緯には当時の時代背景がかなり影響していることを認識しておくべきであろう。その点で 

まず挙げられるのが当時の日本の経済事情である。臨時教育審議会第二次答申が出された昭和 61

年（1986年）当時は、日本は空前のバブル景気に沸き返っていた。企業自らが新入社員のための英

語の語学研修等に積極的に投資をしていたが、バブルがはじけ、不景気が一層深刻化してしまった

その後は、そのような予算は真っ先に削除され、学生が、自ら英語の資格試験をもって就職活動に

臨むことがもはや常識となって久しい。近年では、海外進出を試みている企業が、原則として英語

を社内公用語とし社員へ英語能力を求める企業が注目され、メディアにおいても英語公用語論が議

論の対象になっている。また、TOEIC（Test of English for International Communicationの略称

で、英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテスト）受験を社員に課した

り、就職活動をする学生にもTOEICのスコアを資格・特技の１つとして加味したりする企業・団体

もあり、その影響を反映してか、受験者数は1980年代後半から増加している。TOEICを管理・運営

している財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）が行った「企業・学校における英
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語活用調査－2009年」によると、TOEICを社員に受験させた企業・団体のうち、「英語を使用する部

署・部門がある」というTOEICを社員に受験させた企業・団体は、８割を超えている。また、「入社

希望者に『資格・特技』としてTOEICスコアを考慮している」企業・団体が半数以上、「将来は考慮

したい」を加えると７割を超えている。このような結果からも、産業界の「英語を使える人材を増

やしたい」という思惑が、世間の英語に対する意識を助長している側面があるといえよう。 

次に考えられるのが、グローバル化、産業界の英語教育加熱への助長、そして少子化により、「少 

しでも早くから子どもに英語を学ばせたい」と懸命になった、親（保護者）の教育姿勢の変化であ

る。Benesse教育研究開発センターが平成18年（2006年)9月～10月に実施した第1回小学校英語

に関する基本調査によると、「小学校で英語教育を必修にすることに賛成」の保護者は、教員のそれ

が36.8%であるのに対し、76.4%にのぼり、保護者の小学校での英語教育に対する期待の高さがうか

がえる。さらに７割前後の保護者が、その効果として「外国に対して興味をもつようになる」「中学

校での英語学習がスムーズになる」「発音や聞き取りがうまくなる」という理由をあげている。その

ような回答をしている保護者の英語とのかかわりに関して、保護者が受けてきた学校の英語教育が

「役に立たなかった<あまり><まったく>」と回答している保護者が80.3%、また「英語で苦労した<

とてもあった><まああった>」保護者も 56.2%と高率な結果が表れている。鳥飼(2009)は、平成 16

年（2004年）に文部科学省が実施した小学校の英語教育に関する意識調査の保護者への調査結果の

「小学校の英語活動で目標とすべきこと」という問いに対して、94.8%もが、「英語に対する抵抗感

をなくすこと」という理由をあげているとし、「親の英語コンプレックス」あるいは｢英語への執念｣

「英語へのあこがれ」こそが、小学校での英語教育導入を推進している大きな要因だと論じている。 

小学校での英語教育に関する議論が公になった1990年代は、メディアでも「使える英語」に関し

て、従来の日本の英語教育を「使えない英語」として認識される報道が活発に行われた時代でもあ

る。平成4年（1992年）10月17日にアメリカ合衆国ルイジアナ州で日本人男子高校留学生が、ホ

ームステイ先で’Freeze（動くな）’と言われた言葉を’Please（どうぞ）’と聞きまちがえた（と

思われる）理由で不審者と誤認されて射殺された事件の報道は、自分たちが学校で学んでいる（学

んできた）英語は「使えない」と、日本国民を一気に不安に陥れた。平成 12 年（2000 年）の沖縄

サミットにおいては、当時日本の首相であった森喜朗が米大統領への英語の歓迎挨拶をしたが、事

前に丸暗記した表現を誤ってしまったため、無礼でまったく意味が通いあわない「みじめな英語」

として皮肉られた。そして、従来の英語教育が否定され、意思疎通ができるコミュニカティブな英

語を教育しなければならないという風潮をますます増長させていった。メディアの影響という点で

は、このような事件に先駆け、テレビではタレントで英語も堪能だと言われる大橋巨泉が中心とな

り企画した「ギミア・ぶれいく」という大型エンターテインメント番組が、平成元年（1989年）か

ら平成４年（1992 年）にかけて高視聴率をマークする。その中でも、「巨泉の使える英語」のコー

ナーは人気を博し、後に同タイトルで書籍化もされるほどだった。その著書「巨泉の使える英語」

の副題は、「学校では絶対に教えない英会話革命」と銘打たれ、巻頭文に氏は、「この40年間、日本

の英語教育はいったい何をしていたのだろうか。あれだけの時間と労力を注ぎ込みながら、ほとん

どすべてが大学卒業者の英語しゃべれないというのは、どこか間違っていたからに違いない（大橋 

1990）」と記し、このくだりは、当時の世論の声を象徴した表現であるととらえることができる。ま

た、この時代の社会的傾向の特徴として、日本人の海外旅行や留学ブームが起こり、英語を身につ
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けようとする雰囲気がさらに加速していった。 

「使える英語」を身につけることの重要性や危機感が高まるのと同時に、早期英語教育に対する

関心も高まってきた。当時（平成4年／1992年）最大手だった英会話学校は、子ども（幼児）を対

象とした英会話クラスを全国展開し一大ブームとなり、同年、日本で初めての英語イマージョンク

ラスが加藤学園暁秀初等学校で開校される（現在、同様の学校は１０校あまり）など、早期英語教

育の流れはますます拡大されていく。 

近隣のアジア諸国での小学校への英語導入も盛んになり、韓国では1997年、中国の大都市部や 

台湾では2001年に小学校英語の実践を開始した。そのほか、マレーシアもネパールも香港も、ベト

ナムもモンゴルもタイも、それぞれ必修と選択との違いはあるものの、国の事情が許す範囲で小学

校英語を実践している（山田 2005）。一方で、早期英語教育あるいは小学校への英語導入に対する

否定論も、世論が肯定的な動きが増すと同時に大きく加速していく。平成17年（2005年）7月、大

学教員を中心に英語教育実践家などを含めた50名が立ち上がり、「小学校での英語教科化に反対す

る要望書」を文部科学大臣宛てに提出した。その要望書には、議論が十分に尽くされていない現状

において、小学校での英語教育を強行すること国民、とくに、その当事者である児童の利益を損ね

る可能性を否定することができないと、６つの理由（①説得力のある理論やデータが不十分、②教

員不足、③国民への説明不足、④英語教育に対する文部科学省の姿勢のあいまいさ、⑤国語教育と

の連携についてのビジョンが不明瞭、そして⑥学力低下問題）とともに反対の意思表明を行った。 

 

（３）文部科学省の方針 

多くの議論を経ながら発表された、平成20年（2008年）1月17日の中央教育審議会答申では、

小学校への英語教育導入への賛否の議論を受けて、小学校英語活動においては、「中学校段階の文法

等の英語教育を前倒しするのではなく」とし、英語という言語そのものの知識や技能の習得を目指

すのではなく、「国語や我が国の文化を含めた言語や文化に対する理解を深めるとともに、積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図ることを目標とする」と述べられている。平成

20年3月に告示された新小学校学習指導要領での最も大きな改定点として掲げられた「外国語活動」

を、西部(2008)は、「現行の総合学習の一環としての外国語会話に比べ、この第４章「外国語活動」

ではより細部に渡りその教育のあり方を規定し、英語教育の目的や内容も導入反対派の意見に配慮

した記述になっている」と述べている。 

 その記述内容は、新学習指導要領の随所に見てとれる。まず第1項目の目標には「言語や文化に

ついて体験的に理解を深める」こと、「積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図

る」こと、そして、「コミュニケーション能力の素地を養う」ことが明記されており、英語の言語的

な習得に関する記述はない。第2項目の内容に関してもコミュニケーション能力の育成と異文化理

解に関する内容が中心である。第3項目の指導計画の作成と内容の取扱いでは、2.(1)ア「音声面を

中心とし、アルファベットなどの文字や単語の扱いについては、児童の学習負担に配慮しつつ、音

声によるコミュニケーションを補助するものとして用いる」とし、英語を書く（綴り）学習を取り

扱わないことを警告し、全体を通して、コミュニケーションを図ろうとする態度の育成や異文化理

解が、今回小学校学習指導要領の改定の目玉である「外国語活動」の目指すものであることを強調

している記述となっている。 
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２章 「文字不要論」はどこから来るのか 

 

（１）英語嫌いにさせない 

  文部科学省で出された『小学校英語活動実践の手引き』（2001）の「英語活動のねらいと活動の

在り方」において、以下のように述べている。 

     児童期は、新たな事象に関する興味・関心が強く、言語をはじめとして、異文化に関し

ても自然に受け入れられる時期にある。このような時期に英語に触れることは、コミュ

ニケーション能力を育てる上でも、国際理解を深める上でも大変重要な体験になる。・・・ 

     しかし、多くの子どもが、初めて母国語以外の言語に触れるという実態から、負担感を

持たせたり、興味・関心を失うような活動内容になったりすることは、英語嫌いを作る

ことにもなりかねない。（下線筆者） 

本書では、そのために「英語への嫌悪感をもたせない活動の工夫」「音声中心の活動」「体験や疑

似体験」をさせること、「あいさつ、歌、ゲームなど子どもが自然に英語を話せる活動」が望ましい

とし、一方で「単調な繰り返しによるドリルでは、子どもの意欲や積極性を引き出すことができな

いだけでなく、そもそも、〈総合的な学習の時間〉のねらいにそぐわないものと心得なければならな

い」としている（文部科学省2001）。手引きの上記部分に解釈を加えれば、「文字使用自体が児童に

とって〈文字や単語の暗記、またはその文字が読めるか読めないか〉という負担に繋がる恐れがあ

るのと同時に、以下に引用するように元来、「生きる力を育てる」という前提の下に実施された総合

的な学習の時間を使っての小学校英語である故に、暗記やドリル的な演習と結びつく可能性が懸念

される「文字使用」は徹底的に排除されたことは容易に想像できる。 

『小学校英語活動実践の手引き』作成委員会副座長、現文京学院大学教授である渡邉寛治氏は、

Benesse教育研究開発センター発行の雑誌「BERD No.5」(2006年7月)「小学校からの英語導入で子

どもたちをどう育てるか」でのインタビュー記事において、研究開発学校で小学校英語活動を試行

しはじめたら、英語の単語や文法などを知識として身につけるための「学習活動」が行われてしま

ったと、小学校での英語の言語的な学習を行うことを否定している。この「学習活動」の対義語と

して用いられる「言語活動」こそが、小学校英語が目指す、英語によるコミュニケーション能力を

育むための活動であるとし、それにより子どもは「自己決定・行動力」を身につけることができ、

その力は決して「学習活動」では身につく力ではないとも言及している。また、1997年に小学校３

年生から「英語の学習」をはじめた韓国を例に挙げ、「言語の習得」という到達目標を設定し、反復

練習や単語の入れ替え練習をおこなった結果、「英語嫌い」と「塾通い」を生んだと分析している。

この見解を解釈しようとすると、小学校英語活動は、「言語活動」として音声を中心とする活動を行

えば、「自己決定・行動力」が子どもに身につき、一方「英語嫌い」や「塾通い」を生みだす活動は

「言語活動」であり、その活動は、反復練習や単語の入れ替え練習などを通した英語の単語や文法

の学習であると分別されたことになる。 

だが、そもそも「総合的な学習の時間のねらい」とは何であったか。新学力観で示された「生き

る力」を育てるために教科横断的な学習をする、また国際化、情報化時代というこの社会を考慮し

た目的で立てられた新科目である。そして①自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判
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断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。②学び方やものの考え方を身に付け、問

題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができる

ようにすること。 ③各教科、道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習

や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること、の３点であった。「問題解決能力

の育成」「ものの考え方を育てる」「知識の連携による総合力」を要求される「総合学習」では、

確かに想像力が欠ける単調な暗記やドリルが連想される文字や単語を覚える、文法事項を覚えるこ

とを回避する方向は理解できる。それは上記の①②③で挙げられている「総合的な学習の時間のね

らい」と合致しないことは明らかである。その上で、文字・単語・文法が英語自体をむずかしいも

のと印象づけ、「中学入学前に英語嫌い」の子どもを作る恐れがあることと結び付けて考えたためで

あることは明らかだ。 

ちなみに英語そしてALTの導入など外国文化に触れる要素は「国際化、情報化時代」を見据えた

授業と合わせて考えられることもできよう。だがその一方で、「問題解決能力の育成」「ものの考

え方を育てる」「知識の連携による総合力」というねらいとズレが生じてしまっていることも事実

ではある。しかしながら本稿ではこの点を問いただすことを主眼としているものではないため、こ

の節では、暗記・ドリル的な演習ひいては文字や文法を教えることを回避されている理由のみを指

摘することにしたい。 

 

（２）早期英語教育/リスニングシャワーを浴びせる 

  早期英語教育の利点や欲求において、誰もが想像できる理由はまず「言語習得は早ければ早いほ

ど良い」そして「ネイティブ並みの発音の習得」ということが言えるだろう。服部・吉澤は「言語

習得と年齢」について第一言語習得の時期を生後５年以内とし、フライやフレッチャーとガーマン、

サックスなどの論文を紹介し、また第二言語習得については臨界期と合わせて発音習得は６歳まで

とし、成人が第二言語習得でマイナスと考えられる要因として①自尊心や対人距離を感じる情意面

②高度な思考過程の発達により言語学習能力が抑制③脳の状態の変化による言語学習能力の低下を

上げ、早期教育の利点を強調している（服部・吉澤 2002)。 

 第1回小学校英語に関する基本調査(保護者調査)報告書、解説・提言の中で、直山木綿子氏現文部

科学省初等中等教育局 教育課程課国際教育課教科調査官（当時、京都市教育委員会学校指導課指導

主事）は、「言語習得上、外国語学習を早期に始めることによる効果は、音声面に認められている

だけです。つまり、早期から英語学習を行った結果、よりネイティブに近い発音やイントネーショ

ンで発音できるようになりますが（ネイティブに近いイントネーションで発音できることがメリッ

トかどうかは別問題として）、英語の力が伸びたというデータは出されていないのです」と述べ、

同調査において、７割以上の保護者が「発音や聞き取りがうまくなる」ことを、小学校英語に期待

する効果として挙げている期待度の高さを指摘しながら、小学校英語のねらい、つく力・・・多く

の保護者が抱いている「英語はできるだけ早い時期から学ぶのがよい」という幻想に対しても、正

しい情報を伝える重要性を示唆している。 

 Benesseが2009年1～2月に行った「第1回中学校英語に関する基本調査[教員調査]」でも、

中学校英語教員が小学校英語活動の効用として期待する点は、「英語を聞くことに慣れる<とてもそ

う思う><まあそう思う>」が最も多い79.3%であった。 
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３章 公立小学校英語教育の課題と展望 

 

（１）高学年の英語教育の課題 

   文部科学省による「小学校英語活動実施状況調査（平成19年度）」によると、英語活動実施学校

数は、全国の公立小学校21,864校のうち、21,220校、実施割合は97.1％に及ぶ。小学１年から英

語活動を導入している学校も17,596校（80.5％）である。低学年は特別活動の時間で、３年以上は、

総合的な学習の時間を利用して、年間４～11時間程度の実施時間の学校が多い。 

前出の服部・吉澤は「英語嫌いへの対応」においては、研究開発学校での児童対象の意識アンケ

ートを実施し、その一部を紹介している。多数の児童が、英語学習を「好き」で「楽しい」と答え

ており、その理由は「歌やゲーム、ALTとの活動が楽しい」などを挙げている。だが問題は、「学年

が上がるにつれてその肯定的評価の割合が減少する傾向」が見られる点である。本書では、「楽しい、

英語が好き」という質問に、低学年では90% 程度、高学年では50%程度が「とても楽しい」と回答、

また低学年では9割、高学年では7割、学習経験が増すにつれてその割合が減少と指摘している各

学校を紹介している(服部・吉澤 2002)。 

 高学年（5・６学年）に達するにつれて英語学習への楽しさが減少する理由として、一番に考慮す

べきものとして活動内容が挙げられるだろう。学習材料として使用可能であるものが歌やゲームな

どを始めとするアクティビティしかないとなると、教師側が提供できるものも限られて来る。また

扱うものも「抽象的内容はさけてできる限り身の回りのものに限定すべき」という体験的な縛りも、

活動内容の範囲を狭くさせている。 

 だが高学年に対してのこの問題は、単に彼らが下の学年で既に英語学習を受けたため、教師側の

材料不足によるマンネリ化した内容にある訳ではないだろう。それは高学年であるがゆえの理由で

あると指摘するのは瀧口である。『「特区」に見る小学校英語』において瀧口は久埜の「いよいよ12

歳になろうとしている子どもたちは、男子も女子も体つきが大きく変わり、精神的にも発達が著し

い。それに伴って、英語学習の態度も変化して、無邪気なこどもっぽさもがなくなり、大人びた中

学生を思わせるような感じになる。あの生き生きとした何でも真似してしまう、先生と一緒に声を

出すのが楽しくてたまらない、といった態度が影をひそめ、ゆっくり考え、内容がはっきり了解で

きたところで慎重に口を開くようになる（久埜1999）を引用して、小学校の英語を研究開発校とし

て受けたところでは、等しく高学年の扱い方に工夫の必要性を感じていると述べている。そして「た

だ楽しくやっているだけでは子どもたちは授業についてこない」と締めくくっている。 

 しかしながら、年齢についての上記の課題は、平成23年度からの「小学校英語」導入については

更に深刻な課題となることは明らかである。というのも平成23年度導入は言うまでもなく「高学年」

を対象にしたもので、それこそ「ただ楽しくやっているだけでは子どもたちは授業についてこない」

と考えられるからである。 

 

（２）ALT確保という課題 

 現在、「生の英語そして文化に触れる」という目的と共に、小学校教員に対しての「英語授業」へ

の負担を少しでも軽減できる点でALTの存在は大きい。あくまでもALTは「外国語指導助手」であ
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るため授業は担任や英語免許を持つ教員が行う訳だが、現状ではかなり重要な役目を担っているこ

とは事実である。だがまず人数確保の問題に関して言えば、各自治体の財政状況により各校１人配

置は当然、困難な状況で、中学校と兼務もありえる。またALT自体の質の問題も課題であることは

事実であり、「ALTに関する教育委員会および自治体に依頼したアンケート」によると、熱心な者と

職務に専念しない、教育への意欲に欠けるという意見も見られる。ALT採用には「JETプログラム」

からと「民間業社からの派遣」からという２種の方法があり、JET プログラムには一定の基準のも

とに採用がされているものの、民間業社についてはその基準は様々で明らかにされていない。また

基準があるJETでさえも、教員免許の有無や大学時の専攻は問われずに採用されている。具体的に

はJETプログラムでさえも「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または語学教育に熱意のある者」

が挙げられ、教員養成課程修了や語学教師資格は必須条件ではない。また国籍で言えば英語圏・非

英語圏問わずの採用がされている（金子・君塚 2009）。 

  

（３）平成23年度「授業化」に向けての課題 

前述の意識調査結果を再び用いてみると、子どもの意欲や姿勢に顕著な効果があがっているとい

うことが明白である。実際に小学校教員を対象にした意識調査結果からも明らかで、「子どもの積極

性」は英語教育において十分（「どちらかといえば十分」も含む）という回答は７割を超える一方で、

他の質問項目は半数以上が十分でない（「どちらかといえば十分でない」も含む）状況であることが

明らかになった。これらの「子どもの積極性」以外の項目が、今後の小学校英語活動において、大

きな課題となるのである。 

  第 1 として、指導者の課題である。現行の学習指導要領での「英会話活動」では、平成 20 年 1

月20日中央教育審議会答申において「指導者に関しては、当面は各学校における現在の取組と同様、

学級担任（学校の実情によっては担当教員）を中心に、ALT や英語が堪能な地域人材等とのティー

ム・ティーチングを基本とすべき」としていた内容が、新小学校指導要領 第 3 指導計画の作成

と内容の取扱い１．(5)「指導計画の作成や授業の実施については、学級担任の教師又は外国語活動

を担当する教師がおこなうこと」となる。英語教育の方法に関して、73.5%もの小学校教員が「小学

校では、英語は専門の先生（専科）が教えるのがよい<どちらかといえば近い>」と答え、半数を超

える教員が「英語教育に負担を感じている<とても感じている><まあ感じている>」と回答している。

現在でも授業を行っている学級担任への、さらなる負担過多になる状況は否めない。 

  第2の課題として、ALTの数的確保の問題もある。(2)では、主にALTの質的な課題について触れ

たが、来年度からの新小学校学習指導要領一斉施行により、今ALTの不足が量的にも深刻な状態に

陥っているのである。『茨城新聞』（2009年4月5日版）では、各自治体が財政上の理由でALTの確

保に苦慮しているという記事を載せ、小学校各校１人の配置を実現させたのは、全44市町村中、わ

ずか2市町村のみと報じ、この課題の深刻さを報じた。 

 第3に、教員研修である。英語活動の授業を、学級担任の教師又は外国語活動を担当する教師が 

おこなう以上、教員の負担軽減、不安を取り除く研修の充実が急務である。小学校教員がもっとも 

課題として挙げている項目が「指導する教員の英語力」(40.6%)である。次に続く、「教材開発や準 

備のための時間」の確保なども含めて、行政として小学校英語活動に携わる教員の研修の環境と時 
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間の整備に早急に着手する必要がある。 

 最後に、中学校英語との連携の問題である。小学校英語活動の完全実施を間近に控え、この点が 

頻繁に重要な課題として取り上げられるのに対して、具体的な方策に関しては、積極的な議論には 

至っていない。中学英語の前倒しはしないことを強調している一方で、中学校の英語教員にとって、 

「外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる」活動は、中学英語の学習活動の前倒しと感じて 

しまうからである。瀧口（2009）は、「『あいさつ・自己紹介・買い物・・・』などの『コミュニケ 

ーションの場面の例』は現在の指導要領において中学校や高校で書かれている例を簡単にしたもの 

であり、これもまた中学校の先取りでしかありません」と述べている。中学校の英語の授業で取り 

組まれてきた学習活動を、小学校の英語活動で行い言語的な正確さは評価せず、言語的に正しく矯 

正するのは中学校英語教員であるという説明や、英語を「書くこと」の学習は中学校で行うという 

半ば強引に線引きされてしまった感がある役割を、どのように解釈し授業に生かせるのか実は中学 

校の英語教員たちも困惑しているのである。その一方で、同研究所による中学校英語教員を対象に 

した調査結果によると、「小学校の英語活動担当の先生と中学校の英語の先生とで集まる機会がある 

<とてもあてはまる><まああてはまる>」と答えた教員は、23.6%、「小学校の英語教育(活動)の授業 

見学に行く」は25.5%、そして「中学校での英語の授業の導入ややり方を小学校に合わせて変えて 

いる」は13.5%に過ぎない。今後の英語教育に関して、小中学校の連携は大きな課題という意識は 

強くても、実際に具体的な連携を図る方策が見いだせていないのである。 

 

       ４章 公立小学校英語教育におけるフォニックス導入の期待とその課題 

 

 （１）小学校英語におけるフォニックス使用への期待度 

 フォニックス使用への期待度は、小学校教員対象に行われたフォニックスを用いての発音教育を

目的とした講習「小学校教諭のための英語発音と授業で使える表現」（田中智子）において実施され

たアンケートでは高い。参加した50名の受講者（教員）の多くが、発音に自信が持てない中、教員

自身もやみくもに音を聞いて練習するのみから、ある一定の法則から学べ、「発音パターンの知識」

「発音への意識」「練習方法」などが、指導する上でも自信となるという意見が多数ある。特に注目

される点は、記述式アンケートから判断する限り、児童の「文字使用」への抵抗感はなく、強調さ

れているのはまず指導する立場である①受講者自信の発音矯正に役立つという点である。また少数

意見ではあるが、②児童に対して英語への導入という点でも有効と考えてローマ字を教えているが、

フォニックスで代用できれば発音も良くなるという意見があった。中には「フォニックスを小学校

で学ぶ意義を感じた」という受講者の声もある。 

 

 （２）フォニックス導入を阻む課題 

 中学校の英語教員を対象とした前述の意識調査によると、「生徒のつまずき」の一番の原因は、「単

語（発音・綴り・意味）を覚えるのが苦手」(68.8%)と認識していながらも、「発音と綴りとの関連

付け」に関する指導は、6 割の教員が取り組んでいる（<よく行う><ときどき行う>）ものの、指導

方法の順位は上位ではなかった。この結果は、単語を覚えることは一朝一夕にはいかないことを意

味すると同時に、教員の指導法も絶対的な方法がないことを表わしている。フォニックスも、近年
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中学校英語教師の間では周知されてきたが、実際に教師が積極的に授業で活用するまでには至って

いないであろう。理由はいくつか考えられる。第１に、教師がフォニックスで学習した経験がない

ために、まず理論を学習し、その学習効果を実感し、さらに授業での実践力を身につけなければな

らないからである。つまり、発音指導に時間がとられていない現状に対する解決策としてフォニッ

クスを採用するのであれば、教員向けの研修を行う必要もあり、それがどこまで可能なのかが重要

課題となる。それをALT採用で賄っているとすれば、問題は深刻である。第2に、年間指導計画の

中に、どのようにフォニックスを取り入れていけばよいか分からないからある。既述したように教

員の多くが、いまだフォニックス指導への知識がないことは明らかで、指導計画に入れる以前に十

分な準備も必要であることは明らかだ。第3に、公立小学校の外国語教育（小学校英語）における

フォニックス導入においては、「文字使用が不可」という点が現場の教員からの期待が大きい反面、

上記で既述した中学校における第 1・第 2 の課題と合わせて、更なる課題となることは言うまでも

ない。 

 

                     結論 

 

 これまで考察してきたように、「小学校英語教育特区」に始まり、総合的な学習の時間を割いて実

施されてきた小学校における英語教育であるが、「〈使える英語〉を求める歴史的な経緯」、そして「外

国語の早期教育についての議論」、「〈早期教育〉で何が学べ、学ぶべきなのか」、また「教える側の

不安と要望」や「ALT確保の問題」、そして「小学校英語」という名の下に授業を行うのであれば「中

学校との連携」をどうするのかなど、どうみても課題は山積であると言わざるを得ない。（またその

一方で更に「英語に特化するのではなく〈コミュニケーション〉」の指導が、望まれるとすると、「語

学（英語）ではなく「社会学」の領域に入ることになる」。そしてすでに見たように、授業を高学年

対象にした場合の年齢と発育に係わる課題は、どうしても文字使用の必要性と同時に発音の課題へ

と結びつく。このような課題はあるにせよ、英語の導入としてフォニックスは考える価値のある材

料であることは明らかだ。今回の検証につづき「小学校英語の課題を考える（２）」ではフォニック

スを中心にその具体例をあげつつ、その有効性を更に論じることにする。 
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養護実習における救急処置に関する学生の不安内容 
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Tomoko OMORI , Tomomi NAKANO , Hitomi KAWATA ,and Ikumi SUZUKI 

 

 

キーワード：養護実習，不安，外科的症状，内科的症状，教育系養護教諭養成課程 

 

本研究は、教育系養護教諭養成課程に焦点を当てて、養護実習中における救急処置に関する学生の不安内容を明らか

にすることを目的としたものである。調査方法は養護実習を経験した大学３年生３６名を対象に、質問紙一斉調査法と留め置

き法を採用した。その結果、学生は、外科的症状「打撲」「捻挫」「目のトラブル」「突き指」、内科的症状「腹痛」「不定愁訴」「頭

痛」への対応に多く不安を感じており、外科・内科ともに救急処置活動の第２段階「分析・判断」と、第３段階「処置・対応」に関

する不安が多く挙げられていた。そのため、外科的症状への不安においては特殊なフィジカルアセスメントに加え、問題の

直接的な原因・背景を把握するための技術習得を重点的に行う必要があると考えられる。内科的症状への不安においては、

発達段階に応じた問診の技法を習得すると共に、学生が自らの救急処置活動を省察し評価できるよう、実習先の養護教諭と

のカンファレンスを取り入れることが望ましい。 

 

はじめに 

 

小倉は養護教諭の専門的機能を４つに分類し、「①学校救急看護の機能」を土台に「②集団の保健

管理の機能」「③教育保健における独自の機能」「④人間形成の教育機能」へと拡大発展していくと

述べている１）。その中でも「①学校救急看護の機能」に位置づけられている救急処置は、学校現場

において保健主事や一般教諭、校長、保護者から最も期待されている職務である２）。また保健室利

用状況における救急処置の割合を見ると、小学校 51.5％、中学校 43.4％を占めていることから３）、

救急処置は児童生徒からも最も期待されている役割であるといえる。このように、今日、養護教諭

に対して様々な役割が期待されているが、その中でも「救急処置」は基本かつ重要であり、その機

能を高めるために養護教諭は常に新たな知識や技能を習得していく必要がある４）。 

現在、多様な養成機関が養護教諭の養成を行っており、大学・短期大学を含めると教育系、医療・

看護系、保健・福祉系、家政系、学際系と分類することができる５）。児童生徒を取りまく健康問題

は多様化し、それに伴い養護教諭のあり方も時代のニーズに対応して多様化しているといえよう。
 

＊茨城大学大学院教育学研究科 ＊＊茨城大学教育学部教育保健教室 
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救急処置において養護教諭の判断や対応は、一般の医師や看護師が行う医学的処置とは異なり、医

学的に十分なものである必要はない。しかし、尐なくとも傷病の判断目的に相応しい問診、視診な

どフィジカルアセスメントを適切に行うべき義務がある６）。つまり養成機関の種類に関わらず、救

急処置能力は養護教諭に必要な能力として求められているといえる。 

保健室における救急処置の内容をみると「外科に関すること」「頭痛」「胃腸症状」の順に多く、

どの学校種でも同様の結果であったと報告されている３）。また、近年では、体の症状の背景に心の

健康問題が隠れていることから７）、内科的症状への対応における養護教諭の判断能力がますます求

められている。しかし、武田ら８）の調査によると多くの養護教諭が救急処置における「判断」と「対

応」に困難を感じていた。そのため養護実習においても救急処置の際、学生が外科的症状や内科的

症状を対応する機会は多く、適切な判断を要する症状への対応に学生が不安を感じることは十分に

考えられる。そこで本研究では教育系養護教諭養成課程に焦点を当てて、養護実習中における救急

処置に関する学生の不安内容を明らかにすることを目的とした。 

 

対象と研究方法 

 

１ 調査対象 

対象は、Ａ大学教育学部養護教諭養成課程に在籍している３年生(36名)を対象とした。この学生

は 2009年の６月に養護実地研究Ⅰ（小学校実習）、９～10月に養護実地研究Ⅱ（中学校実習）をそ

れぞれ２週間ずつ体験している。なお、この対象は学校救急看護に関する実習として、臨床医学・

看護学臨床実習（病院実習）を２週間経験している（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査実施日と調査方法 

調査は全ての実習が終了した直後の養護実習反省会（2009年 11月 12日）の際に実施した。反省

会に出席した学生に対して質問紙一斉調査法にて調査し、欠席した学生には留め置き法を採用した。

質問紙回収率は 100％であり、36名の学生全員から回答を得た。 

 

養護教諭関係 学校保健・保健学 看護学・医学関係 人間・人体関係
教職科目・保健科教育

ほか

前期
主題別ゼミ(養護教諭

概論)
臨床医学概論

解剖生理学

免疫学Ⅰ
人間教育の心理学

後期 養護学概論Ⅰ、Ⅱ 学校看護学概論
解剖生理学演習

免疫学Ⅱ

教育実践と教師

教育の本質と理念

前期
養護活動論

養護活動と関連法規

学校看護学演習

内科系臨床医学看護学

薬理学

教育の制度と経営

保健科内容研究Ⅰ

後期
学校保健概論

小児・思春期保健学

外科系臨床医学看護学

母性・小児系臨床医学

看護学

学校教育課程論

生活指導の方法

養護実践研究Ⅰ

養護実践研究入門

養護活動実習Ⅰ・Ⅱ 精神保健 精神医学 障害児の病理

学校教育相談

保健科教育法研究

養護実践研究Ⅱ

夏休み

健康相談活動

公衆衛生学

衛生学

保健学演習

栄養学

道徳と価値の教育

総合演習

保健科教育法演習

養護実践研究Ⅲ

　 保健福祉論 養護実践研究Ⅳ

後期

４年次

卒業研究

卒業研究
前期

養護実地研究Ⅰ（小学校実習）６月

養護実地研究Ⅱ（中学校実習）９～10月

後期

３年次

臨床医学・看護学

　　臨床実習(病院実習)

２年次

１年次

前期

養護実地研究Ⅲ(選択) 中等教育実地研究Ⅲ

(教科保健・選択)

表１ A大学教育学部養護教諭養成課程カリキュラム９） 
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３ 調査内容 

①学生が不安に感じた外科的症状（19項目）・内科的症状（23項目）②症状への対応の具体的な

不安内容(自由記述) ③大学で役立った講義内容（自由記述） ④大学で教えてほしい症状への対

応(自由記述) 

 

４ 分析方法 

データの集計・分析は Excel 2003によって行った。自由記述の分析は、記述された内容をなるべ

く生かす形でコード化し、サブカテゴリー、カテゴリーを生成した。文中ではサブカテゴリーを〈〉、

カテゴリーを【】で示した。なお、分析作業にあたっては、内容の抽出から意味内容に基づいて分

類を行い命名する過程で、研究者間で修正を加えながら分析の妥当性を図った。 

 

５ 倫理的配慮 

質問紙調査は無記名で実施し、調査結果は責任を持って保管し、コンピューターによって統計的

処理を行うことにより個人が特定されないこと、調査に協力しないことで不利益を被るものではな

く、答えたくない部分については答えなくてよいことを口頭で説明し、同意が得られた学生に調査

を実施した。回収時はプライバシー保護のため個別封筒を配布した。 

 

結果 

 

１ 学生が不安に感じた外科的症状・内科的症状 

１）外科的症状の不安  

「けがの対応で、困ったことや不安に感じたことはありませんでしたか？」という質問に対し、

36名の学生のうち、不安を感じた学生は 35名（97.2％）、不安を感じなかった学生は 1名（2.7％）

であった。不安を感じた外科的症状を、項目別に図１に示した（複数回答）。不安が多い症状は、「打

撲」22名（61.0％）、「捻挫」18名（50.0％）、「目のトラブル」15名（41.7％）、「突き指」13名（36.1％）

であった。それに対し、「アキレス腱断裂」、「脱臼」、「こむら返り」に不安を感じた学生はいなかっ

た。なお、「その他」８名（22.2％）の記述には、“とげが抜けない”“耳の痛み”“発疹”“爪の

トラブル”“肩の痛み”などが挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 学生が不安に感じた外科的症状（複数回答） 
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図２ 学生が不安に感じた内科的症状（複数回答） 

２）内科的症状の不安 

「からだの症状への対応で、困ったことや不安に感じたことはありませんでしたか？」という質

問に対し、36名の学生のうち、不安を感じた学生は30名（83.3％）、不安を感じなかった学生は３

名（8.3％）、無回答は１名（2.7％）であった。学生が不安に感じた内科的症状（23 項目）を項目

別に図２に示した（複数回答）。学生が不安に感じた内科的症状は「腹痛」23名（63.8％）「不定愁

訴」23名（63.8％）「頭痛」19名（52.7％）の順に多かった。一方、「動悸」「失神」「耳閉感」「耳

鳴り」に不安を感じた学生はいなかった。「その他」６名（16.7％）の記述には“起立性調節障害（OD）”

“首が痛い”“背中が痛い”“寒冷じんましん”“まぶたの腫れ”“顔色が悪い”“月経痛”などの具体

的な症状が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）学生１人当たりの不安数 

外科的症状（19項目）・内科的症状（23項目）における学生１人当たりの不安数をそれぞれ図３

に示した。外科的症状への対応において、最も多いものでは12の症状に不安を感じており、最も尐

ないものでは０であった。外科的症状における不安数の平均は 3.81、標準偏差は 2.77 であった。

また内科的症状への対応において、最も多いものでは13の症状に不安を感じており、最も尐ないも

のでは０であった。内科的症状における不安数の平均値は 4.78、標準偏差は 2.81 であった。外科

的症状・内科的症状ともに、不安を感じた症状の数にばらつきがみられ、さらに内科的症状の不安

数の方が、外科的症状の不安数に比べて全体的に多い結果となった。 
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図３ 一人当たりの不安数 

内科的症状 

 

 

２ 症状への対応の具体的な不安内容（自由記述） 

１） 外科的症状 

外科的症状における学生の具体的な不安内容（自由記述）をカテゴリーとして分類し、救急処置

活動の流れ 10）ごとに示した（表２）。なお、記述内容は外科的症状と関係する項目を部分的に抜粋

した。36人中 34人（94.4％）の学生から 60の回答を得た。 

不安内容は、第３段階「処置・対応」に関する記述が 33（55.0％）と最も多く、次いで第２段階

「分析・判断」25（41.6％）であった。記述数が最も多かった第３段階「処置・対応」は「外科的

処置」「処置後の対応」「健康相談活動」の３つに分けられるが、その中でも「外科的処置」におけ

る記述数が最も多く、【包帯・固定】【異物の除去】【処置の適切さ】【冷却】【児童生徒の反応への対

応】【洗浄】【器具の使用】【学校の方針】の８つのカテゴリーが得られた。次に多かった「処置後の

対応」は【教室復帰】【医療機関受診】【保健指導】の３つのカテゴリーが得られた。「健康相談活動」

に関する記述はみられなかった。 

また、第２段階「分析・判断」は「①緊急度の判断」「②問題の直接的な原因・背景の判断（原因

把握）」「③問題の処置・対応に関する判断」に分けられ、②と③に関する不安を感じる学生が目立

つ結果となった。「②問題の直接的な原因・背景の判断（問題把握）」では、【原因の把握】【症状の

把握】の２つのカテゴリーが得られた。「③問題の処置・対応に関する判断」では、〈皮膚のトラブ

ルの処置判断〉や〈歯のトラブルの処置判断〉等から成る【外から見えるケガの処置・対応の判断】

と、〈捻挫・打撲・突き指の処置判断〉等から成る【外から見えないケガの処置・対応の判断】とい

う２つのカテゴリーが生成された。 

一方、第１段階「観察」と第４段階「事後措置」に不安を感じた学生はみられなかった。 
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表２ 外科的症状への不安の具体的内容 

回答者数34名(94.4％）

カテゴリー サブカテゴリー 記述内容 合計（％）

問診

・視診

・触診

頭部打撲の重傷度の判断
頭の打撲では、軽い・重いの判断がつかなくて自分の処置で大丈夫か不安に

なった。
1

原因不明の目のトラブル
眼球付近の打撲。児童になぜ怪我をしたのかを問診しても状況がよくわからな

かった。原因が分からないと不安になる。原因不明の目のかゆみ、痛み。
3

原因不明の発疹 原因不明の発疹。 1

原因不明 原因が分からない場合の対応。 1

根拠の把握が困難 根拠に基づく処置ができない(あいまいな判断）。 2

捻挫の判断 捻挫なのか、そうではないのか、判断が難しい。 1

打撲の判断 「足が痛い」「手が痛い」と来室すると、打撲だけなのかよくわからない。 1

骨折の判断 だぼくした所が骨折したりしていないか判断ができず不安に感じた。 1

痛みの度合いが分からない 小学生であると、痛みの度合いが分からない。過剰に反応したりする。 1

外から見えないけがへの
処置判断

外から見えないけがへの判断、処置 1

冷却方法が分からない
足の爪が割れた時は生徒も泣きじゃくり、血が止まらず、冷やし方もよく分から

なかった。
1

【洗浄】 まぶたの洗浄方法 まぶたの洗浄の仕方。 1

【器具の使用】 器具に触れることが不安 養護実習に行って、初めて処置の器具等に触れること。 1

【学校の方針】 学校の方針
救急処置と言っても学校において方針が違う(閉鎖療法をするか、どんな傷で

も何らかの処置をするか、必要最低限しか行わないか)のでどのようにすれば

よいのか分からなかった。
1

【医療機関受診】
医療機関受診を勧めなくて
よかったか

打撲（頭）の場合、冷やした後に病院を進めなくてよかったのだろうか。 1

【保健指導】 適切な保健指導ができなかった

手の指を2本火傷していた児童。電子レンジで暑い食器を触ったためだと言っ

ていた。保護者の方が応急手当をしてくれていて、プールにもそのまま参加し

ていた。プールに入ってもいい条件というのは何だったか、理解していなかった

ので適切な指導が出来なかった。

1

健康相談活動

記録

連絡・相談

予防処置

【人体の構造】 人体の構造がわからない 解剖生理学。

【診断基準】 診断基準がわからない
「診断学」を詳しく時間をかけて学んでおきたい。実際に手当の前段階でのつ

まずきが多かったため。

計 60（100％）

4

外で転んで、傷口に砂利が入り込んで水で洗っても取れず、困った。とげが足

に刺さって、深く入ってしまっていて取れなかった指に鉛筆の芯が刺さってし

まった子が来室した時、芯を出そうと思ったが指の奥の方まで入ってしまって

いて、なかなか取れず、困ってしまった。

29

11足の親指の爪に本棚を落としてしまって、出血+内出血をしていたとき。

包帯の巻き方。（部位によっての違い）包帯が上手く巻けず、すぐ取れてしまっ

た。手足ならともかく、胸はなすすべがなく…。

捻挫や打撲のときの包帯の巻き方がわからなかった。
6

骨折した時の固定の仕方（三角巾）、いざというときに焦った。突き指で固定す

るべきか、そうしないべきか（湿布のみにするのか）養護教諭であってもテー

ピングは身につけておいた方がよいのかどうか不安に感じた。
4

０（０％）

２５
（41.6％）

0

虫さされがひどくなり、汁が出て、とびひの手前のような時に薬をぬるべきか

悩んだ。蜂に刺された生徒にどう対応すべきかわからなかった。（吸引ポンプ

はなかった）→キンカンを定期的に塗って病院へ。
2

捻挫や打撲、突き指は、色の変化、腫れなどだけでは判断しきれず、湿布だけ

で良いのか、固定したほうが良いのか、迷った。捻挫、打撲、突き指の怪我の

程度や判断基準がわからなかった。青あざなどの目に見える反応がなかった

ため、どこが捻挫しているかなど分かりづらかった。

4

2

「歯が痛い!!」「グラグラしてる」と言われても何もしてあげられなかったのは、は

たしてしょうがないことですませていいのか。顔にボールが当たり、歯肉から尐

し出血してきたとき、どのような処置をすればよいか困った。
2

6

4

2

2

骨折の疑いがある生徒や打撲の生徒を病院に行かせる判断。

「目が痛い」という来室で（目の上の打撲）不安になった。病院で検査した方が

よいのか。
医療機関受診の判断

手をついてしまって、痛くて動かせないという児童→湿布を貼って包帯を巻いた

が、本当にひびとかが入っているのではないか、処置が間違っていないかな

どを感じた。すりきずなど救急処置をやったが「この対応であっているのか」と

やる度に自信がなく不安に感じた。

捻挫・打撲・突き指の処置判断

歯のトラブルの処置判断

【症状の把握】

第

２

段

階

｢

分

析

・

判

断

｣

第

３

段

階
｢

処

置

・

対

応

｣
｢

事
後

措

置

」

第
４

段

階

2

不安数

0

0
0

検診

救急処置活動

原因物質が取れない

そ

の

他

「
観

察

」

第

１

段

階

③問題の処置・対
応に関する判断

皮膚のトラブルの処置判断

足のトラブルの処置判断

【外から見えるけがの
処置判断】

【原因の把握】

【教室復帰】

【外から見えないけが
の処置判断】

２（3.3％）

０（０％）

友達に手を踏まれたしまった子どもの対応をするとき、腫れや変色・変形もな

く、大丈夫そうであったので、冷やして教室に戻したが、本当にそれでよかった

のか不安になった。

冷却においても、冷湿布、保冷剤、氷があり、使い分けが分からない。 3

1

1

0

つきゆびをしたと訴える生徒が来室した際、湿布の上から氷をあてると痛いと

訴えた。捻挫をしてしまった生徒（中１）が尐し触るだけで痛いと言い、泣きじゃ

くってしまったこと。

0

①緊急度の判断 【緊急度の判断】 3

11

３３
（55.0％）

【異物の除去】

【処置の適切さ】

【冷却】

【生徒の反応への対
応】

教室復帰させてよかったか

0

処置後の対応

包帯の巻き方

固定方法

生徒の反応が困った

②問題の直接的な
原因・背景の判断

（問題把握）

冷却方法の使い分けが
分からない

外科的処置

【包帯・固定】

処置が正しいか
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２） 内科的症状 

 次に内科的症状における学生の具体的な不安内容（自由記述）をカテゴリーとして分類し、外科

的症状と同様に示した（表３）。なお、記述内容は特に内科的症状と関係する項目を部分的に抜粋し

た。36人中 29人（80.6％）の学生から 47の回答を得た。 

不安内容は外科的症状と同様に第２段階「分析・判断」、第３段階「処置・対応」で大部分を占め

ていた。しかし、内科的症状では第２段階「分析・判断」に関する記述が 23（48.9％）と最も多く、

次いで第３段階「処置・対応」16（34.0％）が多い結果となった。 

不安数が最も多かった第２段階「分析・判断」は、「①緊急度の判断」「②問題の直接的な原因・

背景の判断（問題把握）」「③問題の処置・対応に関する判断」に分けられ、外科同様に②と③に関

する記述が多くみられた。「②問題の直接的な原因・背景の判断（問題把握）」では、【原因不明】【普

段の様子の把握】【心因性・外因性の判断】【感染性の判断】の４つのカテゴリーが生成された。「③

問題の処置・対応に関する判断」では、【保健室観察・教室復帰・帰宅の判断】【症状の程度の把握

が困難】の２つのカテゴリーが生成された。 

また、第３段階「処置・対応」は、「内科的処置」「処置後の対応」「健康相談活動」の３つに分け

られ、「内科的処置」では【月経痛の処置】【てんかんの処置】【咳の処置】の３つのカテゴリーが生

成された。「処置後の対応」では【症状が回復しない時の対応】【教室復帰】【保健室観察】【保健指

導】【頻回来室者への対応】の５つのカテゴリーが生成された。外科的症状では「外科的処置」の方

が「処置後の対応」よりも多く不安がみられたが、内科的症状では「内科的処置」よりも「処置後

の対応」に関する不安が多く抽出された。「健康相談活動」に関する記述はみられなかった。 

一方、第１段階「観察」に着目すると、尐数ではあるが、外科的症状ではみられなかった「問診」

に関する記述がみられた。 

 

３）不安を感じていなかった学生の背景 

 外科的症状・内科的症状への対応において、「不安を感じなかった」と回答した学生の背景を分析

した。学生 36名のうち、外科的症状に不安を感じなかった学生は１名、内科的症状に不安を感じな

かった学生は４名（Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）であった。 

外科的症状で不安を感じなかった学生Ｂは、内科的症状に対しても不安を感じなかったと回答し

ていた。Ｂは「実習中に感じた不安について、誰かに相談しましたか」という質問に対して、「特に

していない」と答えていた。また、「大学の講義で学んだことが役立ったと思うことはありましたか」、

「今回の養護実習は楽しかったですか」など他の質問に対して無記入であった。 

一方、内科的症状に不安を感じなかった学生Ｃ、Ｄ、Ｅはそれぞれ外科的症状への対応に不安を

感じていた。その不安内容は、打撲、刺し傷、捻挫、かゆみ、目のトラブル、原因不明の膝の痛み

であった。「大学の講義で学んだことが役立ったと思うことはありましたか」という質問に対して、

Ｃは「問診法は生徒に対して尋問かとさえ思わせてしまう程に充実した内容を搾り出すことができ

る」と答えており、Ｅからも「下しやすい生徒への問診から過敏性腸症候群であろうとみて、相応

の対応がとれた。後に養護教諭に確認したところ実際にそうであった」と「問診」に関する記述が

みられた。Ｄは「指導案の書き方、保健だよりの書き方、応急処置の方法（消毒など）」が役立った

と答えていた。 
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表３ 内科的症状への不安の具体的内容 

回答者数29名（80.6％）
カテゴリー サブカテゴリー 記述内容 合計（％）

問診 【問診】
問診の範囲がわからない

問診の頻度がわからない

どのあたりまで聞いていいのか（家庭環境も含め）

迷った。悪寒にどれだけ問診してよいのか？→負担

にならないか。自分がどうしたいのか言えない子が多

く、困りました。

　　・視診

　　・触診 【触診】 触診の頻度がわからない 触診はいつもすべきなのか

　　・聴診

　　・バイタルサイン

①緊急度の判断 【緊急度の判断】 緊急度の基準がわからない

どの程度の訴えなら危ないのか、など基準がわから

ない。熱中症では、どの種類なのかの判断が難しく、

冷やすことしかできなかった。

【原因不明】 原因がわからない

頭痛・腹痛など原因がよく分からないものの対応に

困った。原因がわからない→問診を十分にできない。

小学生の腹痛の訴えというのは、原因の追究が難し

く、どう処置を始めたらよいか迷った。

5

【心因性・外因性の判断】
心因性か外因性かの判断に

困った

心因性による症状なのか、そうでないのか判断に

困った。 2

【感染性の判断】 感染性かどうかの判断が困難 それが感染するものかどうかの判断が難しかった。 1

【保健室観察・教室復帰・

帰宅の判断】

保健室観察・教室復帰・帰宅の

判断

どの程度で保健室で休養させるべきか判断できな

い。家に帰すか休養させるかさせないかの判断が難

しかった。月経痛がひどく来室したが、休養させる、自

宅に帰らせる、教室で様子を見るなどの判断に達す

るまでの判断基準が曖昧だった。

5

【症状の程度の把握が困

難】

症状の程度を把握しにくいた

め、処置の判断がしにくい

頭痛や腹痛は外から見えないから、判断が難しく体

温に頼ってしまった。人によって痛みの違い方も違う

のでさらに判断に困った。頭痛や腹痛・不定愁訴は

数値で見ることができず、また判断する側もどれくら

い痛いのかまでは感じることができないので、熱がな

ければ問題ないと判断していた。

3

【月経痛の処置】 月経痛の処置
生理痛だが、薬は飲めない、温めるとひどくなると言

われ、どうすべきかわからなかった。 2

【てんかんの処置】 てんかんの処置

体育の授業中にてんかん発作を起こして救急車で運

ばれた生徒がいました。見ていることしかできず、尐し

怖くなりました。
2

【咳の処置】 咳の処置
咳が止まらなくて苦しそうな生徒にどう対応すべきか

分からなかった。 1

【症状が回復しない時の

対応】
何をしても症状が回復しない

悪寒を訴える生徒に対して、毛布をかけたり、日向へ

移動させたりと対応したが、それでも回復は見られな

かった。
4

【教室復帰】 教室復帰させてよいか迷った

頭痛・腹痛・悪寒などの体調不良を訴えるのに、熱が

なかった場合、教室復帰させたがこれでよかったの

かと思った。

表情や声、話し方など元気そうで熱もないのに、症状

を訴える生徒への対応（教室に戻していいか迷った）

4

【保健室観察】 てんかんの保健室観察
てんかんによる症状で来室したとき、ベッドで休養す

るだけで本当によいのか迷った。 1

【保健指導】 貧血の保健指導
貧血の指導で、自分が経験したことがないので、他人

事のような指導になってしまった気がする。 1

【頻回来室者への対応】 頻回来室者が訴える頭痛・腹痛 頻回来室者が訴える頭痛や腹痛 1
健康相談活動

記録

連絡・相談 【事後報告】 寒冷じんましんの事後報告
寒冷じんましんが出た時の対応がわからなかった。

事後報告はどうする？とか。

予防処置

【人体の構造】 人体の構造がわからない 解剖生理学

【症状と疾病の結びつき】
症状と疾病の結びつきがわから

ない

どんな諸症状を訴えたら、どんな病気に結びつくの

か。

0

3

23
（48.9％）

5
（10.6％）

4

0
1
0

不安数救急処置活動

【普段の様子の把握】 普段の様子がわからない

普段の様子がわからないので、どう対応したらよいか

分からなかった。平熱が分からないと答えた子の熱を

どう判断するか（36.8で休ませるかどうか）。

その子がどのような子か前情報が無い状態だったの

で、背景を見極めるのが難しかった。

第

１

段

階

｢

観

察

｣

②問題の直接的な

原因・背景の判断

検診

第

２

段

階

｢

分

析

・

判

断

｣

12

計　４７（100％）

処置後の対応

内科的処置

1（2.1％）

2（4.2％）

0

0
「
事

後

措

置

」

第

４

段

階

そ

の

他

16
（34.0％）

③問題の処置・対応

に関する判断

4

第

３

段

階

｢

処

置

・

対

応

｣

1

8

5

11

0

1

1

表３ 内科的症状への不安の具体的内容 
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表４ 実習で役立った大学での講義内容 

回答者数28名(77.8％)

カテゴリー サブカテゴリー 記述内容 記述数 合計（％）

疾病に関する知識

ケガ、病気の知識(そのケガ・病気が何なのか分かれば、

どういう対応をすべきかわかった)。病名等を学んでいた

ことで、養護教諭が説明してくれた内容について理解しや

すかった。疾病に関する知識。

4

人体の構造に関する知識
基礎医学・看護

解剖生理学
3

子どもの発達の理解 児童生徒の発達段階の学習 1

問診方法

問診の仕方

健康相談活動での問診の方法

問診の仕方や観察のポイントを押さえて対応できた。
7

バイタルサインの測り方
看護実習で血圧や脈の取り方をみっちり指導いただいた

ので自信をもって測る事ができた。

看護実習で学んだ実技。
2

第2段階｢分析・判断｣
０

（０％）

救急処置

応急処置の方法（消毒など）

簡単な応急処置など

救急処置について学んだことが役立った

学校救急看護

5

保健室来室児童生徒への対応の

ロールプレイ

授業内で「こういう子が来たら」というようなロールプレイ

を行ったのは役に立ったと思う。

保健室に来室した児童・生徒を想定したロールプレイング

ロールプレイでイメージトレーニングができていて、子ども

達と自然に関わっていた。

4

包帯法

骨折している生徒を病院へ運ぶ時の対応（シーネなど）

突き指の処置、突き指した指と隣の指を2本まとめて固定

する方法。突き指の事例は多く、実際に行ったら、養護教

諭の先生にそれはいいねと褒めていただいた。

捻挫の処置 捻挫をした時の処置 1

ものもらいの対応 ものもらいの対応ができた 1

救急法
又、救急法を知っているため、いざというときの対処がで

きることに安心していた。
1

他の教諭との連携することが大切であると講義で学んだ

こと。連絡体制等連携について学んでいたことで、実際目

の当たりにしたときに把握しやすかった。
2

学校保健(保健室－組織的な部分) 1

カウンセリングに関する内容 カウンセリングの技術 カウンセリングの技術 1 1（2.7％）

保健だよりの作り方 保健だよりの作り方 保健だよりの作り方 1 1（2.7％）

講義と実習がうまくつながらなかっ

た

私は講義と実習がうまく繋がらなかった・・・・。これは私

が講義を単独のものとして、受講していたからだと反省し

ている。1年生の頃から常にすべての講義は実習養護教

諭の職務と密接に関わっていることを意識して受講すれ

ばさらにたくさんのことを学ぶことが出来たのではないか

と思った。

1

もっとしっかり勉強しておけばよかっ

た
もっとしっかり勉強しておけば…と何度も思った。 1

計　39（100％）　

基礎的知識

3

第3段階「処置・対応」

反省点

3
（7.7％）

2
（5.1％）

校内連携 連携

8
（20.5％）

9
（23.1％）

15
（38.5％）

第１段階「観察」

固定

３ 実習で役立った大学の講義内容と大学で教えてほしい講義内容 

１）実習で役立った大学の講義内容   

実習で役立った大学の講義内容（自由記述）を表４に示した。36 人中 28 人（77.8％）の学生か

ら回答を得た。実習で役立った講義内容は、〈救急処置〉〈保健室来室児童生徒への対応のロールプ

レイ〉〈固定〉〈捻挫の処置〉〈ものもらいの対応〉〈救急法〉から成る【第３段階「処置・対応」】が

最も多く、記述数 15（38.5％）であった。次に〈問診方法〉〈バイタルサインの測り方〉から成る

【第１段階「観察」】の記述が多くみられた。また、尐数ではあるが、〈疾病に関する知識〉〈人体の

構造に関する知識〉〈子どもの発達の理解〉という救急処置活動において養護教諭に必要な【基礎的

知識】に関するカテゴリーが抽出された。【第２段階「分析・判断」】に関する記述は見られなかっ

た。さらに、大学で役立った講義内容に関する記述ではないが、〈講義と実習がうまくつながらなか

った〉〈もっとしっかり勉強しておけばよかった〉という【反省点】が挙げられた。この学生は「1

年生の頃から常にすべての講義は実習や養護教諭の職務と密接に関わっていることを意識して受講

すれば、さらにたくさんのことを学ぶことができたのではないか」と述べていた。 
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回答者数32名（88.9）
カテゴリー サブカテゴリー 記述内容 記述数 合計（％）

すべての

内容
すべて

まんべんなく全ての項目を尐しでも教えてほしい。時間的に厳しいが、講義でやるの

とやらないのではまったく違ってくると思う。一通り基本的な処置方法を実際に用具

を使用して学びたい。
4

４
（7.4％）

打撲・捻挫・突き指の判断 打撲、捻挫、突き指の判断の仕方 3

打撲の重症度の判断
打撲の重症度合について（皮膚の色が変わっているほどでも痛がっていなかった

り、うっすら赤い程度でも痛いと言う場合があったため） 2

骨折の判断 骨折の判断、様々（鎖骨、指、足など）な骨折の判断ポイント 2

医療機関搬送の判断
どのような怪我は病院に行くのか。

どんな状態の場合は病院受診させるべきかなどの判断の基準について。 2

包帯
包帯法（特につき指や足首の捻挫に対して）をもう尐し詳しくやってほしい。

包帯の巻き方 6

固定
骨折時の副子の当て方、三角巾のつけ方、足首の固定方法、テーピング、

固定の方法を患部や状態の違いで詳しく教えてほしい。 5

詳細で実践的な学び
実際にその手当を何でもやる経験(手当をし合い、所要時間をはかる)をたくさん積ん

でおきたい。もっと詳しく実践的に学びたい。もう尐し詳しくやってほしい。 5

火傷の処置・対応
火傷の対応→流水で冷やした後の対応。火傷に対する応急処置（程度によって変

わるのかなど） 3

打撲・捻挫・突き指の対応 捻挫・打撲・突き指などの対応について 3

骨折の処置 様々（鎖骨、指、足など）な骨折の処置法 2

とげの処置・対応 とげに対する正しい処置、とげの対応。 2

学校で起こりやすい怪我の対応
学校で起こりやすい怪我について、もっと詳しく実践的に学びたい。

まめや虫指されなどのよくある怪我の対応（冷却するのか、保護するのか等） 2

処置範囲
どのくらい保健室で手当てするべきか（品物は学校のお金で買っているものなの

で、どの程度使っていいかわからない）全ての怪我に共通する疑問です。 1

体の部位による処置の違い
例えば同じ傷でも、体の部位によってどのように処置が変わるのか又は変わらない

のかを教えてほしい。 1

RICEの処置方法 ＲＩＣＥの基本的な処置の仕方。 1

傷の洗浄方法 傷に入った砂はどうやって落とせば、子どもの負担にならないか。 1

目の洗浄方法 目の洗浄方法 1

脱臼・肉離れの対応 脱臼や肉離れなど重い症状への対応を教えてほしい。 1

医療機関搬送までに学校でやっ

ておくべき対応

骨折、肉離れ、アキレス腱断裂など病院に送らなければいけない怪我の学校でやっ

て置くべき対応を詳しく知りたい。 1

耳鼻科・眼科疾患の対応 耳鼻科・眼科系の対応。 1
皮膚科疾患の対応 発疹・虫刺され等の皮膚科の対応。 1
顔面の怪我への対応 顔面の怪我(骨折や切り傷等)への対応。 1
歯が抜けた時の処置 歯が抜けた時の処置。 1

あまり例のない事例への対応
あまり例のない事例への対応を知っていれば、いざというときに落ち着けるのではな

いかと思います。 1

特になし 特になし 特になし（今のままで充分） 1 1（1.9％）
計　54（100.0％）

9
（16.7％）

第２段階

「分析・判断｣

40
（74.1％）

第３段階

｢処置・対応｣

表５ 大学で教えてほしい外科的症状に関する講義内容 

２）大学で教えてほしい外科的症状に関する講義内容 

学生が大学で教えてほしい外科的症状に関する講義内容を表５に示した。回答者数は 32 名

（88.9％）であった。外科的症状に関する大学で教えてほしい講義内容は、【すべての内容】【第２

段階「分析・判断」】【第３段階「処置・対応」】【特になし】の４つのカテゴリーから成り立ってい

た。【すべての内容】からは「まんべんなくすべての項目を尐しでも教えてほしい」「一通りやって

ほしい」という記述からみられた。【第２段階｢分析・判断｣】は〈打撲・捻挫・突き指の判断〉〈打

撲の重症度の判断〉〈骨折の判断〉〈医療機関搬送の判断〉から成り立っており、【第３段階「処置・

対応」】は〈包帯〉〈固定〉〈詳細で実践的な学び〉〈火傷の処置・対応〉〈打撲・捻挫・突き指の対応〉

〈骨折の処置〉〈とげの処置・対応〉〈学校で起こりやすいケガの対応〉〈処置範囲〉〈体の部位によ

る処置の違い〉などから成り立っていた。その中でも【第３段階「処置・対応」】に関する内容を教

えてほしいという記述が40（74.1％）と最も多く、特に〈包帯〉〈固定〉〈詳細で実践的な学び〉に

関する記述が多数みられた。 
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回答者数23名（63.9）

カテゴリー サブカテゴリー 記述内容 記述数 合計（％）

すべての内容 すべて 一通り全て教えてほしい 3 3(10.7％)

基礎的知識 症状の発生のメカニズム

悪心、顔色が悪いなどの症状からは様々な可能性が考えられる。ただ「こ

の症状だからこのことが考えられる」という風に覚えるだけでは頭になかな

か入らない。もっと系統的にどうしてその症状が現われるのかなどを教えて

ほしい。

1 1(3.6％)

頭部打撲の視診 頭の打撲の際、視診を行うときのポイント 1

目の視診 目の視診を行うときのポイント 1

判断基準 どこに注意して症状を判断するべきか 1

フィジカルアセスメント 具体的なフィジカルアセスメント（頭痛を訴えた時の触診など） 1

頭痛・腹痛の対応

学校でよく考えられる腹痛・発熱・頭痛などの原因とその対応について

頭痛・腹痛の場合、休養以外の対応の方法（マッサージ、話を聞く、冷や

す、温めるなど、その対応と対応をするための判断基準）を教えてほしい

心因性による頭痛や腹痛を訴える生徒への対応（どのような対応、言葉か

けを行うと良いか）

5

下痢の対応
下痢（消化器官）・下痢による腹痛に対してどうしたらいいのか。

下痢の時には薬はあげられないが、休養以外にも対処があるのか。
2

熱中症の対応 熱中症気味の生徒への対応、熱中症への対応。 2

てんかんの対応 てんかんによる症状への対応（発作時以外での支援）。 2

けいれんの対応 けいれんへの対応、「けいれんする人です」といわれた時の対応。 2

咳への対応 咳が止まらない時の対応 2

月経痛の対応 月経痛への対応、改善策等のアドバイス→正しい知識、マッサージ方法等 2

不定愁訴の対応
中学校では気分不良やだるさを訴える生徒が多かったのですが、保健室

で休養させる以外で、症状を軽くする方法があれば知りたいです（衣服をゆ

るめる、ストレッチ・・・など生徒に何かアドバイスしてあげたかった）
1

命に関わる症状への対応 万が一命を失うかもしれないような症状についての対応を教えてほしい 1

頻度の尐ない症状への対応
どちらかといえば頻度の尐ない症状をやりたい。アナフィラキシーやてんか

ん、貧血、失神、耳鳴りなど
1

持病とは違う原因で体調を悪く
したときの注意点

持病を持った子どもが、持病とは違う原因で体調を悪くした時の注意点など

が知りたいです
1

特になし 特になし 特になし（今のままで充分） 1 1(3.6％)

計　30(100.0％)

4
（１4.2％）

24
（80.0％）

第３段階
｢処置・対応」

第２段階
「分析・判断」

表６ 大学で教えてほしい内科的症状に関する講義内容 

３）大学で教えてほしい内科的症状に関する講義内容 

内科的症状に関する大学で教えてほしい講義内容を表６に示した。回答者数は 23名（63.9％）で

あった。大学で教えてほしい内科的症状に関する講義内容は、【すべての内容】【基礎的知識】【第２

段階「分析・判断」】【第３段階「処置・対応」】【特になし】の５つのカテゴリーに分類された。【す

べての内容】は「一通り全て教えてほしい」という記述がみられた。【基礎的知識】は〈症状の発生

のメカニズム〉から成り、【第２段階「分析・判断」】は〈頭部打撲の視診〉〈目の視診〉〈判断基準〉

〈フィジカルアセスメント〉から成っていた。【第３段階「処置・対応」】は〈頭痛・腹痛の対応〉

〈下痢の対応〉〈熱中症の対応〉〈てんかんの対応〉などから成り立っていた。その中でも【第３段

階｢処置・対応｣】を教えてほしいという記述が24（80.0％）と最も多く、特に〈頭痛・腹痛の対応〉

に関する記述が多くみられた。さらに、記述内容に着目すると〈頭痛・腹痛の対応〉では「頭痛や

腹痛の場合、休養以外の対応の方法を教えてほしい」、〈下痢の対応〉では「下痢の時には薬はあげ

られないが、休養以外にも対処があるのか」、〈不定愁訴の対応〉では「保健室で休養させる以外で、

症状を軽くする方法があえば知りたいです」など、内科的症状への対応において保健室で休養させ

る以外の方法を教えてほしいという意見がみられた。 
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考察 

 

１ 外科的症状への不安 

学生は外科的症状「打撲」「捻挫」「目のトラブル」「突き指」への対応に多くの不安を感じていた

（図１）。「挫傷・打撲」「骨折」「捻挫」は、学校種に関係なく発生頻度が高いと報告されており 10）、

学校現場での対応が多く、養護実習の際に学生が対応する場面も多いと考えられる。そのため「打

撲」「捻挫」「突き指」への対応に不安を感じる学生が多い結果となったと推察できる。外科的症状

への不安の具体的内容（表２）に着目すると、「打撲」「捻挫」「骨折」に関する不安内容は、救急処

置活動の第２段階「分析・判断」に集中している。「打撲」「捻挫」「骨折」は客観的な外傷がない場

合があり、軽い怪我なのか重い怪我なのかの【緊急度の判断】や、そもそも「打撲」なのか「捻挫」

なのか「骨折」なのかという【症状の把握】が困難であり、第３段階「処置・対応」へつながる処

置判断において、学生が不安を感じている様子がみられた。実習で役立った大学の講義内容（表４）

をみると【第２段階「分析・判断」】に関する記述がない一方で、大学で教えてほしい講義内容（表

５）には〈打撲・捻挫・突き指の判断〉〈打撲の重症度の判断〉〈骨折の判断〉など「打撲」「捻挫」

「骨折」の【第２段階「分析・判断」】に関する記述が多い。 

丹は養護教諭養成におけるフィジカルアセスメント教育において、外傷の緊急度・重症度判断の

ための技術習得を重点的に行う必要性を述べ 11）、緊急性が高い状態を見極める特殊なフィジカルア

セスメント（ブルンベルク徴候、筋性防御など）も同時に教育内容に含む必要があると述べている。

本結果では、【緊急度の判断】に加えて【原因の把握】や【症状の把握】など問題の直接的な原因・

背景の把握に関する不安内容が多い。そのため、特殊なフィジカルアセスメントに加え、問題の直

接的な原因・背景の把握のための技術習得も重点的に行っていく必要があると考える。具体的には

「模型を活用する等、解剖をイメージしながらの観察・可動域の確認を行うこと」や、「身体症状か

ら傷病を予測しながらの打診・聴診を用いた検査」など、人体の構造や傷病に関する基礎的知識を

目の前の子どもの身体症状と結びつけながら、【原因の把握】や【症状の把握】につながる技術習得

が必要である。 

 

２ 内科的症状への不安 

 学生が不安に感じていた内科的症状（図２）は「腹痛」「不定愁訴」「頭痛」であり、保健室利用

調査報告書１）の来室理由で多かった症状と同様であった。頭痛・腹痛などの「痛み」や、不定愁訴

である「だるさ」「気分不良」などの内科的症状は目に見えず、症状の程度を数値で把握することは

難しい。また、症状の背景に心の健康問題が隠れている可能性があり、フィジカルアセスメントに

よる客観的情報を活用して外因性か内因性か判断していくことが必要となる。 

 丹 11）の調査結果によると、養護教諭が最も多く利用しているフィジカルアセスメントは「問診」

であった。どのような状況においても「発症時期」「部位」「性状」「原因」を聴取する問診 12）は基

本であり、緊急度と重症度を見極めて処置対応の判断をするための活動として重要である 13）。内科

的症状の具体的な不安内容（表３）には、外科的症状の不安でみられなかった第1段階「観察」に

おける【問診】の不安がみられた。内科的症状は外科的症状に比べて目に見えない身体症状への対

応場面が多く、〈問診の範囲がわからない〉といった学生の不安が浮上したと考えられる。また、学
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生は養護実習中に児童生徒の【普段の様子がわからない】ことから、発達段階にいる児童生徒への

対応に困難を感じている様子が推察された。２週間という短い実習の中で児童生徒の普段の学校生

活を把握することは難しいが、問診を十分に活用することで普段の様子をつかむことにつながる。

養護教諭の行う問診は、医師の行う問診と異なり、本人ならびに付き添いや目撃者等に対しても行

われる。しかも問診の対象は、発達段階にいる児童生徒であることから、養護教諭に特化した問診

の技法を身につける必要がある 14）。そのため、養成機関においては、学生に児童生徒の発達段階に

応じた言葉の使い方や対応を習得する機会を設ける必要があると考える。 

また、内科的症状への具体的不安内容（表３）では、学生の不安は第２段階「分析・判断」と第

３段階｢処置・対応｣に集中しており、学生が自らの「分析・判断」や「処置・対応」に自信をもて

ていない様子が推察された。特に第３段階「処置・対応」において「どう対応すべきかわからなか

った」や「本当に（この処置で）よかったのか迷った」などの記述が多くみられたことから、学生

の行った救急処置活動への評価が必要であると考えられる。一方、内科的症状への対応において不

安を感じなかった学生に着目すると、「問診」から得た情報を適切に活用して処置対応を行っていた。

しかも対応した直後に、学生は実習先の養護教諭に処置対応の確認を行っていた。そのため、学生

が内科的症状への対応をした際には、その直後に実習先の養護教諭と「カンファレンス」を行うこ

とが有効であると考える。現場の養護教諭とともに自らの救急処置活動を評価し、検討することで、

「分析・判断」に関する不安や疑問を解消でき、根拠を持った「処置・対応」につなげることがで

きると考える。 

 

３「目のトラブル」への不安 

外科的症状の不安内容「目のトラブル」は、「打撲」「捻挫」に次いで多い結果となった（図１）。

学校における負傷の部位別発生割合では、上肢部、下肢部に次いで顔部が第３位を占めており、顔

部の中でも眼部の負傷が最も多く、どの学校種でも同様の傾向であったと報告されている 10）。特に

中学校では、眼部の負傷は 20年前（平成元年の給付データ）に比べて著しく増加している 15）ため、

今後、学校現場における「目のトラブル」への対応場面は増えると予想される。 

目は眼窩の中におさまる眼球を中心とし、これに眼瞼、眼筋等が付属してできている 16）。また、

目を含む顔面は構造が複雑かつ繊細であると同時に、生命活動において重要な機能が集中している

ため、たとえ軽症であったとしても他の部位の外傷より重大に考え、慎重な対応が求められる 17）。

そのため、例えば「目の打撲」といっても眼球だけでなく眼窩や眼瞼への影響を視野に入れた対応

が必要であり、原因把握や処置判断が難しい。本結果においても「目のトラブル」に関する具体的

な不安内容（表２）は、第２段階「分析・判断」において〈医療機関受診の判断〉や〈原因不明の

目のトラブル〉が挙げられ、学生は「目のトラブル」の【緊急度の判断】や【原因の把握】に困難

を感じていた。「目のトラブル」は打撲、切裂刺傷、異物、化学腐食（薬傷）、熱傷などに分類され、

どのようなケガや事故であったのか【原因の把握】をするためには、詳細な問診が重要であり、問

診から【原因を把握】し、必要な対応を判断することが求められる 18）。また、ペンライトを使った

瞳孔反尃などの視覚検査も、【緊急度の判断】をするうえで重要である。本結果では、大学で教えて

ほしい講義内容（表４）において視覚検査に関する記述はみられなかったが、本田ら 19）の調査結果

によると教育系養護教諭養成課程卒業生の学習ニーズが高かった内容として「視・聴覚の検査」が



茨城大学教育実践研究 29(2010) 

 - 162 - 

挙げられていた。そのため、養成機関は、解剖学において目の構造を丁寧に取り上げて教授すると

ともに、目の複雑な構造をイメージしながら、視覚検査を状況に応じて適切に活用できるよう、「目

のトラブル」への対応場面を練習する機会を設けることが望ましい。 

 

４ 実践的な学びの必要性と現職研修への参画 

大学で教えてほしい講義内容（表５、表６）から、外科的症状・内科的症状ともに第３段階「処

置・対応」に関する内容を教えてほしいという記述が最も多くみられた。具体的記述として、外科

的症状への対応（表５）では〈体の部位による処置の違い〉、内科的症状への対応（表６）では〈休

養以外の方法〉に関する学習ニーズが多数みられた。この結果から、学生は基本的な「処置・対応」

のバリエーションを学び、臨機応変に活用する力を習得したいと感じていると推察される。そのよ

うに、学校現場において、養護教諭は児童生徒の状況に応じて、適切な「処置・対応」を判断し活

用していく柔軟性が求められる。そのため、学生はただ単に「処置・対応」の技術を習得するだけ

では不十分であり、養成機関においては実践的な救急処置活動の練習の場を設ける必要がある。実

習で役立った大学での講義内容（表４）では、〈保健室来室児童生徒への対応のロールプレイ〉が挙

げられていた。ロールプレイにより保健室来室児童生徒への対応のイメージトレーニングができ、

学生にとって有効な「実践的な学び」であるといえる。しかし、時間数や教員が限られた大学での

講義のみでは、学校現場で求められる実践力の育成に限界があり、学校ボランティア等の機会を活

用して、学生自身が救急処置のスキルを磨き、実践力を習得していく機会を充実させていく必要が

ある。 

その例として、栃木県教育委員会では、平成 22年度より「とちぎの教育未来塾」という新たな現

職研修をスタートさせた 21）。その活動目的は、教職経験５年以内の若手教師が栃木県の公立学校の

教師を目指す学生等とグループ協議によって先輩教員としての自覚を高めるとともに、教職を目指

す学生の実践力を育成することにある 21）。同時期、石川県金沢市教育委員会においても、ベテラン

教師が若手教師に教育のノウハウを伝達していく「金沢『匠』塾」をスタートさせた 22）。これらの

現職研修は、意欲ある若手教師や学生に熟練の技術を伝える場であり、学生にとって「実践的な学

び」になると考える。残念ながら「とちぎの教育未来塾」「金沢『匠』塾」ともに、活動内容が教科

指導に偏っており、救急処置を含めた養護活動に関する活動内容はみられないが、学校現場と養成

機関を結ぶ貴重な自主研修の場として、学生は積極的に活用していくことが望ましい。また、上記

のような現職研修の場に、養護教諭を目指す学生が積極的に参加していく機会を増やしていく必要

がある。さらに教科指導のみならず保健指導や健康観察など学校保健に関連した活動内容の充実を

図り、実践力を身につけていく必要がある。 

 

５ 今後の課題 

本研究は養護実習を経験する大学３年生に行った研究であり、対象者が36名と尐ないため、今後

もデータを蓄積し、さらに検討する必要がある。また、学生が不安に感じなかった外科的症状「ア

キレス腱断裂」「脱臼」「こむら返り」や、内科的症状「動悸」「失神」「耳閉感」「耳鳴り」は、実習

中の経験の有無と関係する可能性があり、学生が不安を感じない症状とはいえないため、質問紙の

内容を検討することが求められる。さらに、看護系養護教諭養成課程、養護教諭特別別科など様々
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な養成機関において同様の調査を実施し、調査結果を比較することによって、教育系養護教諭養成

課程の不安内容に関する特徴をより明確にすることが必要であり、今後の課題としたい。 

 

付記 

 本研究は、「学校救急看護学演習」での一部分を研究としてまとめたものである。また、本研究の

一部分は第７回日本教育保健学会(2010.3)にて、口頭発表を行った。 
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養護実習における学生の経験と不安内容 

――教育系養護教諭養成課程に着目して ―― 

 

鈴木郁美＊ ・ 河田史宝＊＊ ・大森智子＊・中野智美＊  

(2010年9月15日受理) 

 

 

A Study of the Student's Experience and Uneasiness in Student Teaching Practice 

Education Yogo Teacher Training Course 

- Focus on the Nurse-Teacher Training Course in the Department of Education - 

 

Ikumi SUZUKI , Hitomi KAWATA , Tomoko OOMORI and Tomomi NAKANO 

 

 

キーワード：学校救急看護，養護実習，不安 

 

 養護実習は、養護教諭養成課程の学生にとって養護教諭の役割を初めて体験的に学ぶ機会であるため、様々な不安を

持つことが考えられる。そこで、本研究は、教育系養護教諭養成課程に在籍する学生の養護実習後の学校救急処置の体験

と不安の有無、学習ニーズを明らかにすることを目的とした。調査は、3年次 36名を対象に 11月に無記名自記式の質問紙

調査を行った。回収率は100％であった。救急処置の体験は、「体温」「顔色」「問診」「視診」「冷却」「触診」が多く、「血圧」「意

識」「呼吸」「聴診」「打診」の経験は少なかった。処置に対する不安は、「問診」「視診」「聴診」「触診」のフィジカルアセスメント

に用いる技法に関するものが多かった。不安内容は「判断基準がわからない」（33.5％）、「具体的な方法がわからない」

（32.3％）が多く、「授業では同級生で実習していたので、子どもの細い手首になれなかった」等現場での対応に不安を感じ

ていた。中学校実習では、「実習を楽しかった」と回答した学生は、事前学習をした割合が高く、救急処置で不安を感じた時

に指導者の養護教諭に尋ねていた。学生の学習ニーズは、不安を感じていた「観察」や「判断」ではなく、「知識」「処置対応

技術」であった。養護実習で実際の救急処置を体験することは、状況設定をした大学の講義とは異なり、不安も生じるが、実

習やボランティアなどで日常的な処置を経験し、断片的な知識を関連付けていく必要がある。 

 

はじめに 

 

養護教諭は、学校内で、保健室を中心として学校保健に携わる専門職であり、救急処置、健康診断、

疾病予防などの保健管理、保健教育、健康相談活動、保健室経営、保健組織活動、関係者との連携

のためのコーディネートなど実に多様な役割を担っている。今日、学校現場では様々な教育上の課

題がある。複雑多様にわたる児童生徒の健康課題を解決するための養護教諭への期待は非常に大き 

―――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科  **茨城大学教育学部教育保健教室 
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い。保健室を利用する理由は、校種を問わず「けがや鼻血の手当て」、「体調が悪い」、「友達のつき

あい・付き添い」、「なんとなく」が上位を占め 1)、この傾向に経年変化はみられない。養護教諭の

専門的機能として、小倉は、試案４で①学校救急看護の機能をあげており２）、史的経緯としても学

校看護婦時代から救急看護に関する機能が重視されている。また、管理職、一般教諭、保護者から

養護教諭に求められる職務は、救急処置に関することが最も高い割合である３）。このことからも養

護教諭は、学校救急看護技術を習得し、活用できる力を高めることが必要であることがわかる。し

かし、教育系養成機関では看護系養成機関に比べ、専門科目の履修時間が尐なく、学生は学校救急

看護に不安を感じていることが考えられる。養護実習は、教育職員免許法で「教職に関する科目」

に定められており、その目標を日本学校保健学会が示している４）。それによると、養護実習では、

①教育活動の一環として学校保健活動と養護教諭の役割を理解する、②児童生徒の心身・生活の状

況と健康問題の構造を理解する、③児童生徒の健康上の問題に対して個別的・組織的に適切な取り

組みができる、④教育専門職として実践的研究能力を養う、⑤実習生が自らの養護教諭としての能

力・適性を養う必要がある。養護実習は大学で学んだことを、学校で実際の体験として学習するも

のであり、実践と理論を結びつける機会となる。また、いくつかの研究にあるように養護実習では、

養護教諭としての適性を自覚し、以降の課題を探る機会となる５）-10）。養護実習で学生は、児童生徒

にとって、「怪我を手当てしてくれる、症状を緩和してくれる先生」としての役割を持ち、子どもの

ニーズに合わせた活動を行う。しかし、学生は、養護実習が養護教諭として対応する初めての機会

であり、様々な場面で不安を感じることが予測される。不安とは広辞苑第６版によると、「安心でき

ないこと。気がかりなさま。心配。不安心。」とあり、しばしば看護の領域では「恐怖」との違いが

明示される。不安は、特定の対象への恐怖とは異なり、その対象は漠然としている。不安は、身体・

精神、行動に悪影響を及ぼすため、不安の軽減を目的とした関わりが重要とされている。養護実習

においても、極度の不安により十分な学びが得られないことは、限られた機会を逃しかねない。し

かし不安が全くないことは問題であり、ある程度の不安は緊張感を持って実習に臨めるという見方

もできる。したがって、養護実習において感じる不安を改善できる可能性があるのであれば、それ

は学生のよりよい学びや気付き、経験の一助になると考える。そこで、本研究では、養護実習を経

験した学生の学校救急看護における体験や不安、学習ニーズに着目し、学生の現状を明らかにする

ことを目的とした。その結果を、医学関連科目や実習の在り方を検討することによって、より良い

養成の在り方を検討するために意義のあるものと考える。 

 

 

対象と研究方法 

 

１．調 査 対 象：Ａ大学の養護教諭養成課程に在籍している３年次の学生（36名）を対象とした。   

なお、調査対象者は、2009 年６月に小学校実習、2009 年８月に病院実習、2009

年９～10月に中学校実習をそれぞれ２週間体験している。 

Ａ大学における履修基準を表１に示した 11）。 

養護教諭の普通免許状取得のためには、教育職員免許法施行規則（昭和二十九

年十月二十七日文部省令第二十六号）第九条（養護に関する科目）、十条（教職
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に関する科目）で、その科目、単位を修得することと定められている。Ａ大学で

は、医学、看護に関する講義は、１、２年次に開講されており、養護実習前には、

全ての医学・看護に関する科目を修了する。また、３年次には、前期に小学校実

習、夏季休業中に医療機関での臨床医学・看護学実習、後期に中学校実習を行う

（表２）。 

 

表１ Ａ大学の履修基準 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．調査実施日：2009年 11月12日 

３．調 査 方 法 ：質問紙一斉調査法、留め置き法で実施した。 

４．調 査 内 容 ：学校救急看護の不安に関する内容や、養護実習の事前準備、実習中不安を感じ

た時にたずねることができたか、実習が楽しかったかなどの質問内容を研究者内

で検討し、質問紙を作成した。「処置や手技などで不安なことはありました

か？」の教示文に対して｢脈拍｣｢体温｣｢血圧｣｢意識｣｢呼吸｣｢顔色｣｢問診の方法｣

｢視診｣｢聴診｣｢触診｣｢打診｣｢安楽な体位｣｢保温｣｢冷却｣｢止血法｣｢心肺蘇生法｣｢そ

の他（自由記述）｣の 17項目を挙げ、それぞれに体験の有無、不安の有無をたず

ねた。また、不安に感じた点は具体的記載を求めた。体験の有無は、「小学校で体

験した」「中学校で体験した」「小・中どちらも体験した」「体験しなかった」、不

安は「不安だった」「尐し不安だった」「あまり不安ではなかった」「不安ではなか

った」の４件法で回筓を求めた。 

所要単位
2

教育の理念ならびに教育に関す
る歴史及び思想
幼児、児童及び生徒の心身の発
達及び学習の過程
教育に関する社会的、制度的ま
たは経営的事項
教育課程の意義及び編成の方法
道徳及び特別活動に関する内容
教育の方法及び技術

生徒指導の理論及び方法
教育相談（カウンセリングに関す
る基礎的な知識を含む）理論及び
方法

2
5
33合計修得単位

総合演習
養護実習

免許法科目

選択必修
免許法科目4領域

から

選択必修
免許法科目３領域
から各2単位以上
合計8単位

4

教職の意義等に関する科目

教育の基礎理
論に関する科
目

教育課程に関
する科目

指導法に関する科目

生徒指導及び
教育相談に関
する科目

進路指導等に関する科目

所要単位
外国語科目 6

健康・スポーツ科目 2

情報関連科目 2

分野別教養科目 6～

分野別基礎科目（人文系） 2
総合科目 4～
主題別ゼミナール 2

26
教職に関する科目 33

養護に関する科目 40

卒業研究 4
77
22
125

自由履修

卒業に必要な合計修得単位

科目区分

主題別科目

合計修得単位

合計修得単位

専
門
科
目

教
養
科
目

共通基礎科目

免許法科目 所要単位
学校保健 2以上

養護概説 2以上

健康相談活動の理論及び方法 2以上

衛生学及び公衆衛生学（予防医学を含む） 4以上

精神保健 2以上
栄養学(食品学を含む） 2以上
看護学（臨床実習及び救急処置を含む） 10以上
「微生物学、免疫学、薬理概論」 2以上
解剖学及び生理学 2以上

合計修得単位 40

養護教諭養成課程の履修基準 

教職に関する科目(養護教諭養成課程) 

養護に関する科目 



茨城大学教育実践研究 29(2010), 1-13 

 - 168 - 

衛生学 必修 保健福祉論
公衆衛生学 必修

学校保健概論 必修 保健学演習
小児健康運動学

養護学概論Ⅰ 必修 養護活動論 養護活動実習Ⅰ（Ｂ）
養護学概論Ⅱ 養護活動と関連法規 養護活動実習Ⅱ

養護活動実習Ⅰ（Ａ）
学校ヘルスカウンセリング
健康相談活動Ⅰ 必修
健康相談活動Ⅱ

栄養学 栄養学 必修
解剖生理学 必修 人間生物学演習 障害児の病理
解剖生理学演習 基礎医科学実習
免疫学Ⅰ 必修 薬理学
免疫学Ⅱ

精神保健 必修
精神医学

臨床医学概論 必修 臨床検査概論 養護医学
学校看護学概論 必修 学校救急看護学演習 臨床医学看護学演習Ⅱ

学校看護学実習 臨床医学・看護学臨床実習 必修
学校救急看護 必修
学校救急看護実習 必修
内科系臨床医学・看護学
外科系臨床医学・看護学
母性小児系臨床医学・看護学
感覚器系臨床医学・看護学

小児・思春期保健学
死生学と教育

卒業研究 必修

解剖学及
び生理学
微生物学、免疫

学、薬理概論

精神保健

看護学

養護または
教職

1年次 2年次 3年次 4年次

衛生学及
び公衆衛

学校保健

養護概説

健康相談
活動の理
論及び方

５．分 析 方 法 ：パーソナルコンピューターに入力し、SPSS16.0J for windowsを用い分析を行っ

た。なお統計学的有意水準は p＜0.05を採用した。 

６．倫理的配慮：質問は、無記名で実施し、統計的に処理をするために個人が特定されないように

配慮すること、調査に協力しないことで不利益を被るものではなく、筓えたくな

い質問には筓えなくてもよいことを口頭にて説明し、同意を得られた学生を対象

に実施した。当日欠席した学生には、留め置き法で行い、回収時におけるプライ

バシー保護のため、個別封筒を配布した。 

        表２ 調査対象者の学年別履修内容（養護に関する科目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 

 

１．対象者の背景 

 Ａ大学教育系養護教諭養成課程に在籍している３年次の学生36名。全員女子学生であった。 

 

２．養護実習での学校救急看護の体験と不安 

小学校中学校における養護実習中の救急処置の体験の有無を図１に示した。小学校と中学校の

「どちらも体験した」ものは、「体温」「問診」「視診」「冷却」「顔色」において割合が高く示され

た。小学校あるいは中学校いずれかで体験していた者もいたが、「血圧」は中学校実習のみで体験

し、「心肺蘇生法」は小学校、中学校どちらにおいても体験しているものはいなかった。「どちら

も体験した」「中学校で体験した」「小学校で体験した」を「体験群」とすると、「体温」（100％）、

「問診」（100.0％）、「顔色」（97.2％）、「視診」（97.2％）、｢冷却｣（97.2％）、「触診」（88.9％）

であった。「血圧」「意識」「呼吸」「聴診」「打診」の体験は尐なく、「心肺蘇生法」は 0.0％であ

った。 
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養護実習の不安を図２に示した。「不安だった」ものは「体温」で尐なく、「聴診」「打診」「心

肺蘇生法」で多く示された。「不安だった」「尐し不安だった」を「不安群」とすると、「問診」（91.7％）、

「視診」（83.3％）、｢触診｣（76.5％）、「心肺蘇生法」（72.7％）の順に多く、「体温」と回筓した

ものは尐なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、体験の有無と不安の有無をχ２検定にて確認した。「中学校で体験した」「小学校で体験

した」「どちらも体験した」を「体験群」、「体験しなかった」を「体験なし群」、「不安だった」「尐

し不安だった」を「不安あり群」、「不安ではなかった」「あまり不安ではなかった」を「不安なし

群」として全ての項目において確認した。その結果、「保温」は、体験群（20名）のうち不安なし群

は 15名（75.0％）あり、体験なし群 1名（20.0％）と比べて不安なし群の割合が高く、有意差が認め

られた（χ２＝5.252、ｄｆ＝１、ｐ＝0.021）。 

 

図１ 養護実習の体験 (ｎ＝36) 
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表３ 不安の具体的内容 

    人数 （％） 

問診     31 （86.1） 

視診     21 （61.1） 

触診     21 （61.1） 

冷却     20 （55.6） 

顔色     14 (38.9) 

脈拍    12 （33.3） 

体温  11 （30.6） 

止血法   9 （25.0） 

安楽な体位  7 （19.4） 

打診    4 （11.1） 

保温    4 （11.1） 

血圧    3 （ 8.3） 

意識    3 （ 8.3） 

呼吸     3 （ 8.3） 

聴診      2 （ 5.6） 

合計 １６５ （100.0） 

  （n=36） 

 

 

 

 

 

 

不安の具体的内容は、表３に示した。「問診」「視診」「触診」の記入内容が多く,「聴診」「呼吸」

「意識」「血圧」の記述内容は尐なかった。記述内容をカテゴリー毎【】に分けその結果を図3に示

した。問診は「聞き漏らしていることはないか、また子どもへの問診の仕方（項問、喋り方）は合

っているか」などから、【問診の方法】【必要なことを問診できているか】【問診するための時間が足

りなり】、脈拍は「なかなか脈に触れなかった。授業では同級生で実習していたので、子どもの細い

手首に慣れなかった」「どこどう触ったら何が分かるのかということが全く分からなかった」などか

ら【正確に測定できたかどうか】【測定しにくい】【基準値を忘れていた】【子どもに触れることが不

安】【判断がわからない】が記述されていた。記述内容では、冷却【具体的な方法がわからない】（19

名）、問診【問診方法】（17名）、視診【判断がわからない】（17名）、【必要なことを問診できている

か】（13名）、触診【判断がわからない】（13名）が多く示された。 

「不安だった」と回筓した学生は、｢聴診｣２名(5.6％)、「打診」４名（11.1％）、「心肺蘇生法」

０名（0％）で記述が尐なく、「尐し不安だった｣と回筓した学生は「問診」31名（86.1％）、「視診」
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判断がわからない
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判断がわからない

高熱の際の対応の方法

正しく測定できているか

方法がわからない

具体的な方法がわからない
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人

図３ 不安の具体的内容 (ｎ＝36) 
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21名（16.1％）、「触診」21名(61.1％)、｢冷却｣20名(55.6％)と記述が多かった。 

不安の具体的内容を、「判断基準がわからない」「正しい方法がわからない」「対応がわからない」

「その他」の 4分類に分類した結果、「判断基準がわからない」（33.5％）、「正しい方法がわからな

い」(32.3%)の順に多く、7割を占めた（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．養護実習前の準備と不安 

養護実習前の準備状況を図５に示した。「救急看護に関することを調べた」「救急看護に関するこ

とを教員に聞いた」「救急看護に関することを友人に聞いた」「救急看護に関することを先輩に聞い

た｣「実習用のノートを作成した」「処置や手技を練習した」「過去の実習記録を読んだ」「授業の復

習をした」「処置や手技のイメージトレーニングをした｣「その他」「何もしなかった」の11項目を

あげ、それぞれ「小学校」「中学校」「しなかった」に○をつける方法で回筓を求めた（複数回筓可）。

「小学校」「中学校」「小・中両方」に○をつけたものを「準備群」、「しなかった」に○をつけたも

のを「準備なし群」として集計した。結果は「救急看護に関することを調べた」（100.0%）、「過去の

実習記録を読んだ」（88.2％）、「授業の復習をした」（79.4％）、「処置や手技のイメージトレーニン

グをした」（76.4％）であった。 

 
図５ 養護実習前の準備状況 (ｎ＝36) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

救急看護に関することを調べた

救急看護に関することを教員に聞いた

救急看護に関することを友人に聞いた

救急看護に関することを先輩に聞いた

実習用のノートを作成した

処置や手技を練習した

過去の実習記録を読んだ

授業の復習をした

処置や手技のイメージトレーニングをした

した

しなかった

図４ 不安の具体的内容のカテゴリー分類 
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次に、養護実習前の準備状況と学校救急看護の不安の関連をχ２検定で確認した。その結果、

17 項目のうち、｢冷却｣において有意差が認められた。冷却が「不安だった」「尐し不安だった」

と回筓した 18名の学生のうち、事前に教員に救急看護について尋ねたものは４名（22.0％）と尐

なかった（χ２＝4.891、df=１、p＝0.027）。冷却に不安を感じた学生は不安を感じなかった学生

と比べて、事前に教員に救急看護について尋ねる割合が低かった。 

 

４．養護実習の楽しさ 

今回の養護実習は楽しかったかをたずねた。「小学校実習」「中学校実習」それぞれについて「楽

しかった」「どちらかといえば楽しかった」「どちらかといえば楽しくなかった」「楽しくなかった」

の４件法でたずねた。「楽しかった」「どちらかといえば楽しかった」を「楽しかった群」、「どち

らかといえば楽しくなかった」「楽しくなかった」を「楽しくなかった群」とした。小学校実習、

中学校実習合わせて楽しかった群は 82％であった。 

校種別では、楽しかった群は小学校83.0％、中学校72.0％であった（図６）。いずれも楽しか

った群の割合が楽しくなかった群の割合よりも多かった。楽しかった群は、小学校実習に比べて

中学校実習は尐なかったが有意差は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 養護実習前の準備状況と養護実習の楽しさをχ２検定で確認し、校種ごとに図 7 に示した。そ

の結果、小学校実習において、楽しかった群も楽しくなかった群いずれも準備群の割合が高く、

楽しかった群と楽しくなかった群の間において有意差は認められなかった。中学校実習では、楽

しかった群は準備群の割合（88.5％）が高く、楽しくなかった群は準備群の割合（50.0％）が低

く、有意差が認められた（χ２＝5.535、df=１、p＝0.019）。楽しかった群は養護実習前の準備を

していたが、楽しくなかった群は事前準備をしていないものが多かった。 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校実習

中学校実習

図６ 養護実習が楽しかったかどうか (ｎ＝36) 

楽しかった,30(83.3) 

楽しくなかった,8(22.2) 

楽しくなかった,4(11.1) 

無記入,2(5.6) 

無記入,2(5.6) 

楽しかった,26(72.2) 
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５．実習の楽しさの有無と救急処置で不安を感じた時養護教諭にたずねることができたかの関係 

 「救急処置の方法に、迷ったり不安を感じた時、養護教諭にたずねること（質問）ができまし

たか？」の回筓を図８に示した。その結果、できた（60.0％）、どちらかといえばできた（34.3％）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養護実習の楽しさとの有無と、不安な時養護教諭にたずねることができたかをχ２検定で確認

した。その結果、小学校実習では小学校実習の楽しさの有無と不安な時養護教諭に尋ねることが

できたかどうかの間において有意差は認められなかった。中学校実習の結果を図 9に示した。中

学校実習の「楽しかった群」も「楽しくなかった群」も、不安な時養護教諭に尋ねることができ

たと筓えた割合は、尋ねることができなかった割合に比べて高かった。中学校実習の「楽しかっ

(ｎ＝36) 図８ 不安な時、養護教諭にたずねることができたか 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

楽しくなかった

楽しかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

楽しくなかった

楽しかった

 

n＝30 

n＝４ 

n＝26 

n＝８ 

小学校実習 

図７ 校種別の実習前準備と楽しさの関係 

復習した,24(80.0) 

復習した,3(75.0) 

復習した,23(88.5) 

復習した,4(50.0) 

復習しなかった,6(20.0) 

復習しなかった,1(25.0) 

復習しなかった,3（11.5） 

復習しなかった,4(50.0) 

中学校実習 
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った群」に比べて「楽しくなかった群」は、尋ねることができなかったと筓えた割合が高く有意

差（χ２＝7.908、df＝1、ｐ＝0.005）が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．今後身につけたい力 

 「あなたは、今後どのような力をつけたいと思いますか？」は自由記載で記入を求めた。 

たずねた結果、31人が回筓し、52の記述が得られた。共通するものを集めサブカテゴリー、カテ

ゴリーに分類した。その結果、【処置・対応】【知識】【判断】【観察】のカテゴリーが得られた(表

４)。今後身につけたい力としては観察（5.7%）よりも【処置・対応】(30.4%)や【知識】(20.2%)

を挙げていた。 

表４ 今後身につけたい力のカテゴリー分類 

カテゴリー 
個

数 
サブカテゴリー 主な記述 

処置・対応 

21(30.4) 
13 処置 ｢救急処置方法」「余裕をもった処置能力」「迅速な対応」 

1 保健指導 ｢保健指導」 

6 カウンセリング能力 ｢カウンセリングの技術」 

1 生徒に合わせた対応 
｢授業をサボりたいという生徒にどう対応するか」「子どもを不安に

させない対応」 

知識 

14(20.2) 
8 医学知識 ｢解剖生理学」「病気の知識」 

2 保健の知識 ｢健康相談活動」｢保健に関する様々な知識」 

4 知識全般 

「視野を広く持ち、幅広い教養のもと、指導できる力。人の話に耳

を傾け、相手を受け入れる姿勢。1つの事例からあらゆる可能性を考

え。常に成長しようとする力」 

判断 

13(18.8) 
1 フィジカルアセスメント ｢フィジカルアセスメント」 

12 判断力 ｢適確な判断力」「素早い判断力」 

観察 

4(5.7) 
1 問診 ｢問診する力、ききだす力」 

1 観察力 ｢正しい判断力」 

1 触診 ｢触診｣ 

1 視診 ｢視診」 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

楽しくなかった

楽しかった

図９ 中学校実習の楽しさの有無と養護教諭にたずねることができたかの比較 

たずねることができた25(96.2) 

たずねることができた5（71.4） 

たずねることができなかった1（3.8） 

たずねることができなかった2（28.6） 
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考察 

 

学生が養護実習において不安を感じた処置は、「問診」「視診」「触診」「冷却」「聴診」「視診」「心

肺蘇生」であった（図２）。その中でも実習中の体験の有無をみると、学生は「問診」「視診」「触診」

「冷却」を多く体験しており、「聴診」「視診」「心肺蘇生」は体験していない学生が多かった（図１）。

「問診」「視診」「触診」「冷却」は養護教諭が日常的に使用する処置であり、「聴診」「視診」「心肺

蘇生」は生命にかかわる特定の場面において使用されることが多い。そのため、学生は養護実習期

間中にそれらの事例に遭遇しなかったため、経験したものが尐なかったと考えられる。このような

ことから、小学校あるいは中学校２週間の実習期間中には、日常的な児童生徒への救急処置を体験

することができていることが推察できる。そのため、不安の具体的な内容（表３、表４）では、日

常的な処置に関する不安の記述が多く、特定の場面で必要とされる処置の記述は尐なかった。学生

は、養護実習中に、小学校 1 年生から中学校 3 年生までの児童生徒の来室によりその経験を積む。

その経験は、大学の講義の中で行われる模擬やロールプレイのように、場面や状況、児童生徒の背

景が設定された状況下で児童生徒に対応するわけではない。その時に来室した児童生徒の状況に合

わせて対応することになる。そのため、学生は養護実習を経験することにより、よりたくさんの事

例に触れ、日常的に体験する「問診」や「視診」等に対して具体的な疑問や不安を持てるようにな

ったと推察できる。そのため実際の場面での救急処置経験を通して不安は増しているが、反面、養

護活動を体験的に学び、自信を持つことができる４）こともあり、学生自身の救急処置に対する自分

自身の課題の発見、成長ととらえることもできる。そのため、養成機関や実習指導者となる養護教

諭は、日常的な処置に関して、養護実習後の学生の不安等に対してより手厚い指導を実施し、体験

と理論を綯い合せていく機会を作ることが必要である。血圧や脈拍は測定の手順や基準値があり、

測定結果は数値で表れることから、学生は、一定の手順で測定した結果に基づいて判断しやすい。

その反対に、問診や視診は個人差や疾病、負傷状況によって手順、方法、異常かどうかの判断基準

などの対応が一人一人異なる。加えて、養護実習は期間が短く、初めて体験する事例や事例数も尐

ないこと、児童生徒の普段の様子、その背景、普段の状態が十分に把握できないことから、「判断基

準がわからない」や「具体的な方法がわからない」という学生の不安が多くみられたと考えられる。 

一方、学生が今後身につけたい力として、【処置・対応】【知識】【判断】が多くあげており、【観

察】に関する記述は尐なかった。養護教諭の実践は、養護診断を始めとして、救急処置や保健指導、

健康相談活動へと展開していくが、その最初のステップが養護診断における「観察」である。「観察」

による情報は、処置・対応の判断の根拠となる。そのため、「判断基準がわからない」と不安を述べ

ていた学生は、【観察】が十分にできないことからフィジカルアセスメントができない状況にあると

考えられる。大学の講義で学んだ知識、対応方法で身につけた技術や処置能力を養護実習で活用し、

それらの技術の必要性や活用の意義を再認識し、その後の力量形成に不足に結び付けていくことが

必要である。例えば、「判断基準がわからない」と不安を述べていた学生は、養護活動の最初のステ

ップとなる「観察」による情報は、処置・対応の判断の根拠となるため、「観察」の重要性に気付き、

「観察」の知識や技術を重点的に習得していく必要がある。 

養護実習前に授業の復習をしていた学生は、中学校実習を楽しかったととらえており、さらに実

習を楽しかったととらえている学生は、救急処置で不安を感じた時養護教諭に尋ねることができた
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と筓えていた。このことは、事前学習をすることが、養護実習中の積極的な姿勢につながり、より

深く救急処置に関して実習中に学ぶことができたことを示唆している。このように、学生が不安を

感じた時に、指導教員の養護教諭にたずねることができる環境は、不安の軽減につながり、それが、

学生の学びになるとともに実施した対応の確認にもなると考えられる。そのため、養護実習は、大

学で得た知識を経験により応用力や判断力を獲得していく場ともなる。不安を感じながらも学ぶ楽

しさ、子どもに接する楽しさを感じたことによって、その後の学業の励みにもなると考えられる。

養護実習は、初めて養護教諭として学校現場を経験する生の体験であり、不安が生じるのは当然の

ことである。不安に感じた時にその場で不安が解消できる手段があれば、学生の不安は貴重な学び

や経験となる。そのため、今回の調査結果を実習指導者である養護教諭と共有することは後進の育

成につながり、学校保健の発展につながるものと考える。実習で感じる学生の不安を、いつ、どの

ような場面で、何に不安に対して感じているのかを明らかにし、その不安軽減のための手立てや、

軽減されることで実習を楽しかったと学生がポジティブにとらえることは、養護教諭のアイディン

ティティ形成にもつながり重要である５）。 

中学校実習が良い学びになったことには、Ａ大学の実習システムが影響していると考えられる。

１つ目として、Ａ大学の実習時期が、小学校実習は３年次の6月、中学校実習は３年次の 9月～10

月であることから、小学校実習を体験した学生が小学校実習をもとに授業の復習や事前準備の必要

性を感じ取り組んだ結果とも考えられる。2 つ目に、小学校実習は 6 月であるため、健康診断やそ

れに関わる準備など学校全体の動きの中で養護教諭の働きを学ぶことが中心であることに比して、

中学校実習は、9月～10月であり、運動会や文化祭などの学校行事もありそれらに伴って保健室来

室する生徒への対応が主となる。そのため、中学校実習では、具体的な生徒への個別対応が多くな

り、大学の医学・看護系の学びと結びつけることができたと考えられる。３つ目として、中学校で

は、けがや症状への対応だけでなく、相談活動や、関係者・関係機関への連絡、基本的な生活習慣

に関する指導１）など多彩であり、小学校実習より、養護教諭が積極的に観察、養護診断、処置対応

等を行っていることが推察され、その場にいた養護実習生は大学との学びとリンクさせて学び体験

することができたものと考えられる。つまり、養護実習の経験がその学生の養護教諭としてのアイ

ディンティティの育成や自己教育力の基礎となることから重要であるが、養護実習だけではなく学

校ボランティアへの参加や子どもと触れ合う機会を自ら設けていく経験により、応用力や判断力を

獲得し大学で得た知識を現場で活用していく力量を形成していく必要がある。 

学生の不安に感じる内容と身につけたい力は一致していると考えていたが、学生が身につけたい

力は不安を感じていた観察や判断力ではなく、知識や処置対応技術を挙げていた。学生が知識や処

置対応技術をあげている理由には、いくつかの理由が考えられる。まず一つ目は、観察や判断力を

知識や対応で補えると考えていることが推察される。２つ目には学生が観察の技術習得の重要性に

気付けていないことが考えられる。あるいは、知識や処置対応技術が保健室で行う基本技術ととら

えていることが推察される。保健室に来た子どもたちに対して、子どもの身体を丁寧に診る行為が

不足したために心の問題と判断してしまうことがないように、知識や技術だけではなく現場で子ど

もと接しながら観察や判断力を身につけていくことがのぞまれる。子どもたちの健康問題は複雑化

しており、より一層のその力が求められると考える。 
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 調査の限界性 

調査対象の人数が 36名と尐なく、対象大学も1校であったため、今後は対象人数、対象校を増

やしてさらに検討を加える必要がある。また、学校救急看護の項目に、「消毒」「洗浄」「包帯」「固

定」などを加えるなど質問紙の内容を再検討する余地がある。 

追記 

本研究は、「学校救急看護学演習」での演習の一部分を研究としてまとめたものである。また、

本研究の一部分は、第 7 回日本教育保健学会（2010.3.28～29）pp.72-73 において口頭発表をし

た。 

 

 参考文献 

 

１）保健室利用調査委員会．2008.「保健室利用状況に関する調査（平成18年度調査）」、pp.58-56. 

２）小倉学．1997 専門職化の過程からみた 4 層の機能．改訂養護教諭―その専門性と機能―.東

山書房．pp.133-136 

３）山名康子他．2002.「養護教諭の職務と養成に関する調査研究」．学校保健研究 44.pp.181－

190. 

４）日本学校保健学会、1999.「養護教諭の養成教育の在り方」、これからの養護教諭の教育、東

山書房、pp.92-95. 

５）河田史宝．2009.「教育学部養護教諭養成課程における看護技術習得の基礎的研究」、茨城大

学教育学部紀要（教育学）58号、pp.247-256. 

５）大谷尚子編、2009「養護教諭の教育（養成・現職教育）」、『新・養護概説』、第 2章、pp.38-41. 

６）永田美和子他、2005.「新看護師の看護実践上の困難の分析」、桐生短期大学紀要、第16号、

pp.31-36. 

７）樋之津敦子他、2002.「新人看護師６ヶ月までの看護実践能力の習得過程の分析」。筑波医短

大研報、No23.pp.27-32. 

８）今野洋子，2003.「養護実習の在り方に関する研究（１）―養護実習に向けての学内実習およ

び事前指導の在り方について―」,生涯学習研究と実践、第 5号、pp.159－174. 

９）今野洋子，2004.「養護実習の在り方に関する研究（２）―養護実習の実習校における評価及

び学生の自己評価をもとに―」,生涯学習研究と実践、第６号、pp.221－236. 

10）川崎裕美他,2007，「これからの養護実習―技術習得における課題―」，広島大学学部・付属学

校共同研究機構研究機構,第 35号，pp.279-284. 

11）平成 21年度(2009年)授業科目一覧および授業時間割、茨城大学教育学部、2009、4. 

 



茨城大学教育実践研究 22229999(2010), 179-185 

 - 179 - 

 

アナフィラキシー症状を呈する児童に対する校内支援 

 

 

須田順子＊ ・ 小山映一＊・ 河田史宝＊＊・ 大森智子＊＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

School Assistance for Anaphylaxis Symptoms in Cehildren 

Junko SUDA , Eiichi KOYAMA, Hitomi KAWATA and Tomoko OMORI 

 

 

キーワード：アナフィラキシー，児童，校内支援 

 

アナフィラキシーを呈する児童への校内の支援方法を、新入学1年生Ａと保護者への校内支援から検討した。食物アレル

ギー調査によりアレルゲンとなる３種類の食物を有することが分かり、短期間に保護者面談を実施した。全教職員に配布する

資料は保護者を通じて主治医に了解をとり使用した。また、保護者の希望により学級担任、養護教諭がエピペンの練習を体

験し、Ａに対する保健指導も行った。校内、校外の活動に対しても保護者と相談して対応を決め、児童に対する保健指導も

行った。このような対応の結果、保護者は「安心して過ごすことができた」と感じていた。また、「アナフィラキシーショックのあ

る子どものことをより多くの人に理解してほしい」と考えていることが分かった。アレルゲンは、給食の食材のみならず子ども

の生活全体をとおして確認し除去する必要がある。しかし、アレルゲンを除去することが子どもの心に二次被害を生じさせな

いように配慮が必要である。さらに、エピペンの使用に関しても保護者、教職員の共通理解を図り、教職員誰もが適切な対応

をとることがきるように準備しておく必要がある。 

 

１ はじめに 

 

アレルギー疾患に関する調査研究報告書１）や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の取り組みを進める方策について」（H20.1）においても，子ども

の現代的課題の一つとしてアレルギー疾患などの子どもの現代的健康課題に対応する視点が、今後

の学校保健のあり方を考える上で重要な視点として示された。アナフィラキシーの実態把握は、95%

の学校で行われていたが，緊急時の対応に対する共通理解は65％であった１）。アナフィラキシーは

0.14%の有症率１）であるが，起きた場合は生命にかかわる重篤な疾患であり，学校やクラスにアレ

ルギー疾患の子どもたちがいるという前提に立った学校の取り組みが必要である。そのためには、

学校生活の中でその原因や症状等に関する情報や発症時の対処方法等について，事前に学校職員で

共通理解をはかっておく必要がある。 

―――――― 

*前水戸市立堀原小学校  **茨城大学教育学部教育保健教室  ***茨城大学大学院教育学研究科 
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２ 目的 

アナフィラキシーショックの相談希望があった新入学１年生Aと保護者への校内支援からアナフ

ィラキシーの原因や症状等に関する情報，発症時の対処方法，予防処置の取組みを確認する。 

 

３ 対象と方法 

B県公立小学校に在籍するアナフィラキシーショックを呈する新入学１年生Aに対する校内にお

ける取組を，対象児童，保護者，担任，校長，養護教諭の観点から整理することにより，校内体制

のあり方を検討する。倫理的配慮は本研究をまとめるにあたり，まず学校長に学会発表の目的を説

明し同意を得たのち、保護者に対しても研究の目的を口頭にて説明し，同意を得た。 

 

４ アナフィラキシーショックを呈する支援の流れ 

１．アナフィラキシーショックの情報把握のきっかけと症状 

１）食物アレルギー実態調査 

食物アレルギー実態調査は、給食における食物アレルギー事故を未然に防ぐ目的で実施されてい

る。全校児童を対象に、2009年4月1日から4月8日の期間行われた。調査内容は、食物アレルギ

ー症状の経験の有無，アレルギー症状を呈する食品名，症状，食物制限の有無とその内容，要望と

質問，給食献立食材表の必要の有無の７項目である。調査用紙は学級担任が回収し、給食担当者に

提出、集約される。  

２）食物アレルギー実態調査票への記入内容 

新1年生Aの調査票に，食事制限があり，アレルゲン３種類が完全に止められていることが記入

されていた。また，要望事項には，アナフィラキシーへの対応，エピペンの持参について担任と養

護教諭に相談希望があることが記載されていた。 

３）アナフィラキシー原因物質と症状 

アナフィラキシーを起こす原因になる食べ物は，カシューナッツ，マカデミアナッツ，ピスタチ

オであった。症状は，本児が口にするだけでなくアレルゲンに触っただけでも症状が出る状態であ

った。 

 

２．保護者との面談と校内支援の流れ 

１）保護者との面談 

食物アレルギー実態調査を回収した担任が記載内容に気づき，「アナフィラキシーショックとは何

か」と思い、養護教諭に相談した。相談を受けた養護教諭は緊急性があると判断したため，すぐに

担任と一緒に管理職に相談した。管理職も学級担任と養護教諭からの報告と相談をうけ、緊急に対

応する必要性を持ち、その場から保護者に連絡をとった。その結果，４月10日に面談を行うことに

なった。 

面談は，保護者と担任，校長，教頭，養護教諭が行った。母親からこれまでの病歴と現在のＡへ

の対応の説明を受けた。その中で学校への要望は，次の２つあった。 

①エピペンを常に持たせるが，使用は救急救命士に任せたい。エピペンはランドセルの小物入れ
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に常時携帯し，校外学習時には，リュックなどに入れて携帯する。 

②アナフィラキシーショック状態にならなくても，アレルギー症状が出たら，すぐ母親に連絡す

るとともに，救急車を要請し，病院へ搬送してほしい。 

学校からは，『学校のアレルギー疾患に関する取組ガイドライン』２）等から資料を提出し，母親

と確認しながら話し合った。話し合った項目は，次の５項目である。 

①エピペンの使用  

②養護教諭による学級の児童へのアレルギーについての保健指導（翌日実施）  

③給食食材に関する家庭への連絡方法  

④学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の活用  

⑤全教職員の共通理解とその内容の同意 

全教職員が共通理解のために使用する資料は，保護者を通じて主治医に届け、内容の確認をうけ

た。主治医の了解を得た上で資料を配布し、全教職員の共通理解をはかった。またその後の経過も

資料として全教職員に配布し、共通理解をはかった。 

Ｂ小学校には栄養士が配属されていない。そのため、給食の献立を担当している隣接校の栄養士

にＡのアレルゲン３種を給食の食材から除去できるかの確認をとり、Ｂ小学校の給食食材からアレ

ルゲン３種を除去した。 

 

２）練習用エピペン使用法の確認と練習 

家庭訪問の際に，担任がエピペンの使い方をAの自宅で練習した。その際、養護教諭にも経験し

て欲しいという要望が保護者から出された。学級担任から連絡を受け、養護教諭は校長と相談した

結果、保健室でエピペンの練習をすることになった。５月13日保健室で，A，保護者，担任，養護

教諭と面談し，練習用エピペンにより使用方法を確認した。当日は、母親の許可を得て，C大学養

護実習生とD大学学生（養護教諭養成課程）ボランティアも参加して体験した。 

また、保護者からエピペンと一緒に入っている内服薬について説明があり，アレルギー反応が出

た場合の服用希望が出され，服用方法の説明があった。 

３）校外学習実施に対しての校内支援

（１）学区内の校外学習

・事前の話し合い

（エピペンの持参方法）

（２）学区外の校外指導（秋の遠足）

・保護者向けのお知らせ文書 作成

・１学年全児童へおやつに関する指導

名前名前名前名前

緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先

エピペン

内服薬

保護者

かかりつけの病院

 
図１ エピペンセットの内容 
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３）Ａに対する保健指導 

養護教諭からAに対して保健指導を行った。養護教諭がAに「アレルギーがあることをいやだと

思っているかな？」と話しかけると，頷いたので，養護教諭自身のアレルギー性結膜炎の経験を話

し，「ずっと付き合っていかなければならない病気だから，きらいだと言わないで，仲良しになって，

病気に良いことをしていけるといいね」と話した。さらに，養護教諭は、小学校1年生に対しては

少し難しいとも思ったが，「もし，今後誰かが，ゴム手袋をして触れば大丈夫などと言ったりしても，

『絶対にできない』と断って自分の命を守れるようにしてほしい」と、自分の身を守る必要性を話

した。 

 

４）校外学習実施に対しての校内支援 

（１）学区内の校外学習時には，事前に担任と保護者が話し合い，Aと同じ班に母親がボランティ

アとして協力し，エピペンセットは母親が持つことにした。 母親が同行できないときは，Aが

エピペンセットをポシェットに入れて持参することとした。 

（２）学区外の郊外指導（秋の遠足）では，保護者の同意のもと，保護者向けの遠足のお知らせ文

書を発行し，強いアレルギー反応を起こす児童がいるので，アレルギーの原因になる3種類の食

材が混入しているおやつの持参を控えるよう協力をお願した。また、1年生児童に対しても次の

ような保健指導を行った。学年の児童に対しては，強いアレルギーがあるＡにはおやつをあげな

いように指導をした。「あげないようにする」ということで、Ａの気持ちが落ち込むのではないか

とＡの気持ちを考え、Aに対しては，友だちにはおやつをあげても良いが，友だちからはもらわ

ないように指導し、Ａの気持ちに対して配慮した。さらにエピペンセットは，本児のリュックに

入れた。学校の引率者は通常より１名増やした。 

 

５）市教育委員会の対応 

 アナフィラキシーショックで生命が危険の状態にある児童生徒に対し，あらかじめ処方されてい

るエピネフリン（別名アドレナリン）自己注射薬の投与を救急救命士が行うことが可能になった３）。

そのことに伴い教育委員会から，保護者の同意のもと，Ｅ市消防本部にアレルギー疾患に伴うエピ

ネフリン自己注射薬の処方に関する情報提供を行い，連携を図るよう指導４）があった。そのため、

学級担任と養護教諭は消防本部との連携を保護者に説明し、保護者の同意を得て、Ｅ市消防本部に

書類を提出した。 

 

３．校内支援と連携についての評価 

 保護者対象の２学期末学校評価のアンケートを行った。そのアンケート調査用紙に，「アレルギー

について、Ｋ先生（担任）をはじめ、諸先生方には大変お世話様になっております。入学後すぐ全

職員で対応しますという心強い取り組みに感謝しております。行事の度に、事前にご連絡いただき、

いつもていねいな対応ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。保健指導を

細かくしていただき，またその都度連絡して下さったので，安心して過ごすことができました。」と

記載されていた。 
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 ５ 考察 

 

本事例は，食物アレルギー実態調査票への記載内容から担任が気づき、養護教諭，管理職の連携

が取られ、保護者との面談を早期に実施し，対応することができた事例である。調査票に記載され

ていることに気付き保護者に面談を行った期間は2日間と短期間である。このような対応によって

保護者は全教職員で迅速に対応してくれる学校対応に対する安心感を持つといえる。また，担任と

養護教諭を中心に保護者の要望にていねいに対応するとともに，主治医にも確認しながら校内支援

を進めていたことが，保護者の安心感につながったものと考える。また、その安心感が，保護者の

「アナフィラキシーショックのある子どものことをより多くの人に理解してほしい」という願いと

ともに，本研究に対する同意にもつながったものといえる。 

本事例において、保護者は家庭訪問の際に担任にエピペンの体験を依頼し、担任は体験をしてい

る。また、「養護教諭にもエピペンを経験してほしい」と保護者は希望しており、その保護者の要望

に対して、養護教諭は校長と相談したうえで対応している。エピペンの管理は、学校の実情に即し

て「学校が対応可能な事柄」「学校における管理体制」「保護者が行うべき事柄」の方法を決定する

こととなっており、エピペンの体験等の記載はない 2）。「養護教諭にエピペンの体験をしてほしい」

と提案する保護者の要望には、「小学校1年生のAが体験することを養護教諭の視点から体験を通

して理解してほしい」という願いや「Aが自ら自己注射できない状況にあるときの支援もしてほし

い」という願いが含まれていることが考えられた。養護教諭もエピペンの体験を通して、小学校1

年生のAが体験することやAの気持ちを理解していた。その体験が、Aに対する命を大切にする保

健指導にも結び付いている。保護者が同席した中での保健指導は「命にかかわることはしっかり１

年生から指導したい」という思いのもと行われた。その保健指導は、養護教諭のAに対する対応や

方針を専門職としてどのように考えて対応しようとしているのかを示すことにもなり、保護者の学

校対応への理解にもつながったといえる。このように担任と養護教諭をキーマンとして保護者の要

望にていねいに対応を重ねている。「教職員の共通理解のために使用する資料」「薬の飲み方」など

は、学校が保護者を通じてその内容を主治医に確認をとり、主治医の了解を得たのち全教職員を対

象に打ち合わせ会を開催し、校内での共通理解を図っていた。このような校内支援の進め方が、保

護者の「その都度連絡して下さったので，安心して過ごすことができました」という安心感につな

がり、より連携が進んだと考えられる。さらに保護者は「アナフィラキシーショックのある子ども

のことをより多くの人に理解してほしい」と願っており、自分の子どもが所属している学校だけで

はなく、より多くの学校関係者がアナフィラキシー症状やエピペンについて理解することを願って

いるといえる。そのため、養護教諭が専門的視点からの実践例をまとめて発信することも、連携を

考えていくきっかけにもなるといえる。 

食物アレルギーの男児が給食でアナフィラキシーショックを起こした際、学校が預かっていた緊

急用の自己注射を打たなかった事例がある５）。その事例では幸いなことに命には別状がなかったが、

緊急用の自己注射を打つことが、医師法違反とはならない６）ことも示され、「予期せぬ場面で起き

たアナフィラキシーに対して、教職員誰もが適切な対応をとるためには不可欠なことです。」と共通

理解の必要性が示されている。また、エピペンの使用は、アナフィラキシーショック症状の初期症

状のうちに注射することが効果的であるとされている。そのため、特に命に関連する連携では共通
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理解が必要であり、予期せぬ場面で起きたアナフィラキシーに対して教職員の誰もが適切な対応を

とることができる必要がある。さらに、救急救命士はエピペンの使用を認められていることから、

エピペンへの対応も学校内で共通理解をはかるほか、学校での援助が困難な場合は、救急車の手配、

医療機関受診の手順を確実に整えておく必要がある。 

また、食物アレルギー実態調査票は給食による事故が起きないようにすることが目的である。し

かし、アレルゲンは給食の食材のみではなく、本事例のように遠足のおやつにも含まれている可能

性がある。このようなことから、子どもの生活全体を通じて、子どもがアレルゲンに接触する可能

性を防ぎ、安心でき安全な学校生活を送ることができる学校環境を整えていく必要がある。そのた

めにはアレルゲンの除去が必要であるが、その対応によって子どもの自己肯定感が低下する等子ど

もの心への二次的な被害が生じる可能性もある。本事例では養護教諭が遠足の際にＡの気持ちを考

慮しながらおやつ指導を行っていた。このように子どもの気持ちを念頭に置き、子どものアレルゲ

ンへの接触を防ぐ対応と子どもの心への二次的な被害を生じさせない配慮を並行して行っていく必

要がある。 

 

附記 

本研究の一部分は、第7 回日本教育保健学会（pp.92-93、2010.3.27～28.）にて口頭発表を行った。 

 

注 

注１：エピペン：アドレナリン自己注射，アナフィラキシーを起こす危険性が高く，万が一の場合に直ちに

医療機関での治療が受けられない状況下にいる者に対し，事前に医師が処方する自己注射薬で

ある。 

注２：資料１：文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長：「救急救命処置の範囲等について」の一

部改正について（依頼）、21 ス学健第3 号、平成21 年7 月30 日 一部抜粋 

    救急救命士は、あらかじめ処方されているアドレナリン自己注射薬を使用することが可能となったと

ころであるが、学校におかれては、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」の「第

2 章疾患各論 4.食物アレルギー・アナフィラキシー」（pp.67）にあるように、 

ⅰ投与のタイミングとしては、アナフィラキシーショック症状が進行する前の初期症状（呼吸困難な

どの呼吸器の症状が出現したとき）のうちに注射するのが効果的であるとされていること、 

ⅱアナフィラキシーの進行は一般的に急速であり、症状によっては児童生徒が自己注射できない

場合も考えられること、 

ⅲアナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある児童生徒に対し、救命の現場に居合わせ

た教職員が、アドレナリン自己注射薬を自ら注射できない本人に代わって注射することは、反復継

続する意図がないものと認められるため、医師法違反にならないと考えられること、 

から、適切な対応を行うこと。このことについては、別添 3 のとおり厚生労働省との間で確認がなさ

れていること。 

 ３． アドレナリン自己注射薬の処方を受けている児童生徒が在籍している学校においては、保

護者の同意を得た上で、事前に地域の消防機関に当該児童生徒の情報を提供するなど、日ごろ

から消防機関など地域の関係機関と連携すること。また、アドレナリン自己注射薬の処方を受けて
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いる児童生徒がアナフィラキシーショックとなり、救急搬送を依頼（119 番通報）する場合、アドレナ

リン自己注射薬が処方されていることを消防機関に伝えること 
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学校管理下における高校生のけがの特徴と 20 年間の推移 

 

――事故防止の視点について ―― 

 

海老澤恭子＊ ・ 大森智子 ＊＊ ・ 河田史宝＊＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

The Characteristics and Occurrence of High School Students’ Injuries in School Accidents  

through the 20 Years - Viewpoints on Accident Prevention - 

 

Kyouko EBISAWA,Tomoko OMORI and Hitomi KAWATA 

 

 

キーワード：高校生、学校管理下のけが、事故防止 

 

本研究は、高等学校の学校管理下の事故災害統計データに基づいて、高校生に特徴的な災害発生の傾向を明らかにし、

安全教育の充実と適切な安全管理を行うための取組みを検討することを目的とした。A 県 B 高等学校の平成元年度から 20

年度までの事故事例 1,020 件を対象とし、災害報告書の記録から、年度、被災生徒の学年・性別、発生日時、発生の場所、

発生の場合、傷病の種類、発生の状況、診断名、負傷部位を分析した。 

分析の結果、災害発生は女子よりも男子が多く、課外指導、教科体育で多く発生しており、時間は７時以前 18 時以降の発

生があった。養護教諭が不在時のファーストエイド、安全管理と安全指導を充実する必要があり、そのため、①学校安全の

社会的要請をとらえ、全校的な指導体制が学校安全計画によって確立されること②指導内容は、高校生の学校生活の実態

を反映していること③安全管理と安全教育が一体的に推進され、教育課程に位置づけられていること④保健管理と保健教

育が一体的に推進され、教育課程に位置づけられていること⑤救急処置体制を確立し、教員や関係者間の連携による組織

的活動が行われ、救急処置の力量を高める取り組みがされること⑥養護教諭が中核になり、救急処置の啓発活動や危機管

理が推進されること⑦現職教員の研修と教員養成段階で学校保健の必修化が図られること、以上７つの視点での取組みが

必要である。 

 

Ⅰ はじめに 

 

近年、子どもを対象とする痛ましい犯罪被害が相次いで発生したことで、防犯の意識が高まっている。

学校が果たす役割は教育だけではなく、子どもを事故や事件から守る取り組みを確実に果たす使命を担 

―――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科（茨城県立水戸第一高等学校）  **茨城大学大学院教育学研究科   

***茨城大学教育学部教育保健学教室 
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うようになってきた。 

平成20年６月18日、「学校保健法等の一部を改正する法律」が公布され、改正された学校保健安全法

では、法律の題名を改め、学校安全に関する新たな章を起こすなど約半世紀ぶりの大幅な改正となった。  

災害には、予測できないものや防ぐことが非常に困難な事例もあるが、一方で、前もって危険の予測が可

能であったり、被害を最小限に抑えることが可能になったりするものがある。そのため、事故発生のメカニ

ズムや傾向を知ることで、教育活動全体の見直しや改善の対策を講じることができる。学校関係者にとっ

て、社会的に学校事故の際の説明責任が厳しく求められる昨今、より一層、学校安全の認識と事故防止

対策の強化が図られる必要がある。  

そこで、本研究は、高等学校の学校管理下の 20年間の事故災害統計データに基づいて、高校生に特

徴的な災害発生の傾向を明らかにし、安全教育の充実と適切な安全管理を行うための取組みを検討する

ことを目的とした。 

 

Ⅱ 対象と方法 

 

A県B高等学校の平成元年度から平成20年度までの学校管理下の事故のうち、災害共済給付業務の

実施を行った 1,020 件を分析対象とした。データの使用に当たっては学校長に了解を得た。 

 事例は全て災害報告書の記録から、年度、被災生徒の属性（学年、性別）、災害発生日時、災害発生の

場所、発生の場合、傷病の種類、発生の状況、診断名、負傷部位をデータ化し、個人が特定されないよう

に配慮を行った。データはパーソナルコンピュータを用いて Microsoft office Excel 2007、SPSS16.0 J For 

Windows を用いて集計、分析を行った。それぞれの分析区分は次のように行った。 

災害発生の場合は、「各教科」「特別活動」「課外指導」「休憩時間」、「通学中」の５つに分けた。 

負傷部位は、「頭部」「顔面部」「体幹部」「上肢部」「下肢部」に分けた。頸部は頭部とし、歯部、眼部、耳

鼻部は顔面部とした。 

負傷の種類は、「骨折」、「捻挫」、「打撲」、「挫傷切傷」（挫滅症、裂傷を含む）、「脱臼」、「熱火傷」、「そ 

の他」に分けた。 

 

Ⅲ 結 果 

 

１． 男女別学年別年次推移 

図１に平成元年度から 20 年間の災害発生件数の男女比を示した。男子 763 件（74.8%）、女子 257 件

（25.2%）と男子が 7 割以上を占める結果となった。 

次に、図２に男女別学年別年次推移を示した。いずれの年度も概ね、男子は７割以上を占めており、特

に 1 年男子と 2 年男子の占める割合が 5 割以上みられた。一方、平成８年度と平成17 年度は、他の年度

に比べて女子の占める割合が多かった。女子の平成８年度と平成 17 年度の事故発生の場合を分析した

結果、いずれの年度もバスケットの体育的活動による災害が半数を占めており、平成８年度は 11 件

（55.0％）、17 年度は８件（47.1％）であった（表１、表２）。 
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表１ H８ 女子の災害発生時の概要 表２ H17 女子の災害発生時の概要 

  

            

 

 

 

 

 

 

                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り損ね 4

競い合い 2

衝突 1

着地失敗 1

ソフトテニス 疲労

着地失敗 1

転倒 1

取り損ね 1

着地失敗 1

剣道 竹刀強打

発生の場合と概要 件数（％）

駅ホーム、段差 1(11.8)

計　17(100)

バドミントン
2

(11.8)

バレーボール
2

(11.8)

1(11.8)

円陣パス、障害物に不注意 1(11.8)

バスケット
8

(47.1)

2 (11.8)

取り損ね 4

転倒 3

受け損ね 2

着地失敗 1

衝突 1

サッカー キーパー受け損ね

スキー スキー板金属破片

ソフトボール 守備で受け損ね

野球応援 ファウルボール強打

発生の場合と概要 件数（％）

1(5.0）

長距離歩行、疲労

1(5.0）

1(5.0）

慌てて階段移動

机の移動、階段から落下物

布団の移動、階段から転落

1(5.0）

バスケット
11

(55.0）

1(5.0）

1(5.0）

1(5.0）

1(5.0）

1(5.0）自転車坂道走行、小石で転倒

計　20(100）

ｎ＝1,020 

図１ 男女別災害発生件数 

図２ 男女別・学年別災害発生年次推移 

1( 5.9) 

1( 5.9) 

1( 5.9） 
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２．災害発生の場合 

図３は、災害発生の場合の年次推移を比率で示した。いずれの年度も概ね、「課外指導」、「各教科」、

「特別活動」、「通学中」、「休憩時間」の順で災害が多く発生していた。「課外指導」、「各教科」の災害発生

が約7割を占めており、「課外指導」はすべて「体育的部活動」で発生しており、「各教科」では3件以外は

すべて「教科体育」で発生していた。 

                                   

 

３．災害発生時間 

図４に、各年度の災害発生時間と発生件数を示した。災害発生は午後に比べ午前が多かった。図５は、

５年ごとに災害発生時間ごとの発生件数の平均を算出し示した。発生時間は６時から 22 時で、いずれの

年度も事故発生が多いのは、午前10 時から 12 時の時間帯であり、ついで午後は 15 時と 17 時の時間で

あった。平成１～10 年度の最終災害発生時間は 2２時であったが、平成11～20 年度は 20 時であった。 

     

図３ 災害発生の場合年次推移 

図４ 災害発生時間年次推移 
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図５ 災害発生時間（５年ごと） 

(件) 

               

    

 

４．負傷の部位と負傷の種類 

負傷部位を図６に示した。負傷部位が複数ある場合には、それぞれの部位に含めた。上肢部 400 件

（37.6％）が最も多く、次いで下肢部357件（33.5％）、顔面部162件（15.2％）、体幹部80件（7.5％）、頭部

66 件（6.2％）で、上肢部と下肢部が７割を占めていた。 

負傷部位ごとに負傷の種類を図７に示した。下肢部は捻挫（53.3％）が、上肢部は骨折（56.1％）、体幹

部は骨折（30.8％）、顔面部は挫傷切傷（41.6％）、頭部は打撲（57.1％）が最も多く、負傷部位により負傷

種類が異なっていた。 

 

                           

（時） 

ｎ＝1,065 

 

図６ 負傷部位の割合 
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図８ 頭部・顔面部 災害発生件数年次推移 

                

図７ 負傷部位と負傷種類 

 

 

５．頭部・顔面部の災害発生 

頭部と顔面部の災害発生件数を年次推移ごとに示した（図８）。年度により発生件数は異なっていたが、

頭部は横ばい傾向であり、顔面部は減少傾向であった。 

頭部の災害発生件数と負傷の種類を年度ごとに図９に示した。20年間で最も災害発生の多かった年度

は平成13年度の 7 件であったが、平成17 年度の発生は０件であった。負傷の種類は打撲と挫傷切傷が

多かった。平成元、４、５、11、12、20 年度の骨折は１件であった。平成７、13 年度の捻挫は頸部捻挫であ

った。 

顔面部の災害発生件数と負傷の種類を年度ごとに図 10 に示した。顔面部の災害は平均８件発生して

おり、最も多かったのは、平成６年度 17 件、次いで平成 12 年度 15 件であり、平成 15 年度の発生は０件

であった。負傷の種類はいずれの年度も打撲と挫傷切傷が多かった。平成18、19、20年度のその他負傷

は０件であった。 

             

(件) 

(年度) 

（％） 

図７ 負傷部位と負傷種類 
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        図10 顔面部災害発生件数年次推移 

 

 

 

 

６．その他の負傷、疾病 

20 年間の災害発生 1,020 件のうち、86 件（8.4％）をその他に分類した。その内訳は負傷 72 件と疾病

14 件であり、表３に示した。その内訳をみると、筋炎・関節炎が 22 件（30.6％）と最も多かった。次いで、顔

面部のその他の歯牙破折・脱臼が 17 件（23.6％）、角膜異物・外傷は７件（9.7％）、鼓膜穿孔３件（4.2％）

であった。最も多かった筋炎・関節炎は 20 年間の増減がみられなかった。歯牙破折・脱臼は平成元年度

から平成 14 年度までは１件から４件発生していたが、平成 15 年度から平成 20 年度までの発生は０件で

あった。虫刺傷は、平成９、13、15、18 年度に発生しており、そのうち 1 件はアナフィラキシー症状を呈す

図９ 頭部災害発生件数年次推移 
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るものであった。 

疾病は 14 件であった。そのうち熱中症は８件（57.1％）と最も多かった。 

 

                       表３ その他負傷・疾病 

 

Ⅳ 考 察 

 

１． 学校安全を取り巻く状況と学校安全計画 

B校では、女子25.2％に比べて男子74.8％と男子の災害発生が多く、体育的部活動、教科体育での体

育的活動で多くの災害が発生していた。負傷・疾病の概況の報告書においても、負傷における男女の割

合は男子64.7％、女子35.3％であり１）、体育的活動の発生率は 97.4％であり同様の傾向であった 1‐2)。災

害発生時間の20年間の推移は、６時から22時までの間で発生していた。授業中の災害発生や勤務時間

内の発生であれば、養護教諭の対応が可能であるが、課外指導の部活動は、放課後の時間を活用して

行われ、養護教諭の退勤後に発生することも少なくない。B 校の 20 年間の推移をみると、災害発生の時

間帯は、年々早い時間にスライドする傾向にあった。これは、近年増加する不審者情報や下校中の事故

を回避するため、管理職や教員によって、下校指導や部活動の終了時刻の徹底がなされてきたものと考

える。加えて、地域の医療の実情も厳しさを増しており、病院閉院以降の緊急受け入れが困難な実態が

ある。このような点からも、学校全体として部活動の終了時刻を設定し、対処困難な災害発生を回避する

とともに、不測の事態を未然に防止していたといえる。これらは、防犯性や安全性に教員が敏感になり、

子どもの安全確保に対する保護者の要求に応えたものといえる。 

     高等学校の部活動は、対外試合や合同合宿の参加機会も多く、中学校の部活動と比べて行動範囲が

広域になる。部活動顧問も競技種目の専門性を有する者が多く配置され、さまざまな機会をとらえて、運

動部の強化に取り組んでいるのが実状である。部活動による生徒の基礎的な技術習得や基礎体力の向

上は、けがを未然に防止するといった側面がある。一方で、勝利至上主義の長時間にわたる部活動の継

続は、疲労の増幅や注意力の低下によって災害が発生する場合もある。また、急な気温上昇、高湿度の

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 小計（％） 合計（％）

筋炎・関節炎 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 22（30.6）

歯牙破折・脱臼 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 17（23.6）

角膜異物・外傷 1 1 1 1 1 1 1 7（9.7）

筋・腱断裂 1 1 3 5（6.9）

化膿性炎症 1 1 2 1 1 1 7（9.7）

内臓損傷 2 1 1 4（5.6）

 虫刺傷（アナフィラキシー含） 1 1 1 1 4（5.6）

鼓膜穿孔 1 1 1 3（4.2）

神経断裂 1 1（1.3）

凍傷 1 1（1.3）

刺傷 1 1（1.3） 72（100.0）

熱中症 1 1 1 4 1 8（57.1）

かぜ・急性咽頭炎 1 1 1 3（21.4）

気胸 1 1 2（14.3）

意識消失 1 1（7.1） 14（100.0）

　　　　  　　　年　度

そ
の
他
負
傷

疾
病
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環境下で熱中症を発生することもあり 3)、B 校でもその他の疾病で熱中症が多く発生していた。負傷だけ

ではなく、疾病の発生においても危険性を常に念頭におく必要がある。 

このためにも、学校安全計画の策定の際に、災害発生状況の分析から、その学校の課題解決がなされ

るよう、保健指導、保健管理、組織活動に具体的に位置付けていく必要がある。校外の大会参加では、

様々な事態の際の連絡体制や医療機関を部活動顧問と養護教諭であらかじめ確認しておく必要がある。 

      2010年４月には、高校、大学野球の憲法と位置づけられる「日本学生野球憲章」が1946年の制定以来、

初めて全面改正された 4)。新憲章の特徴は、全文で「学生野球は教育の一環」とうたったことであり、体調

管理や学校生活との両立に言及し、週1 回の休養日を設定し、学校や指導者に対して教育を受ける権利

を妨げないことを求めている。このような理念に立った憲章は、生徒の権利保障を擁護する画期的な改正

であり、新しい時代に向かって動き出し、生徒の安全面を保障することにもつながっている。 

これらの学校を取り巻く状況の変化は、学校安全に対する社会的要請ととらえることができる。今後は、

生徒の健康と学校生活を守るという視点を含めた、諸活動の基本計画を見直すことが必要に迫られると考

える。学校保健計画、学校安全計画は、全校的立場から、年間を見通した安全に関する基本計画として

立案する必要がある。 

 

２．保健管理と個別指導 

上肢部の負傷種類では骨折が最も多く、表１、２に示したバスケットボール競技中の「取り損ね」「受け

損ね」のつきゆびによって起こる骨折が多い。手指の負傷に対する取組みは、現場で指導にあたってい

る教員が初期治療の重要性を十分認識することが必要であり、そのためにも養護活動のなかで教員に正

しい知識を伝えることが大切である。手指の負傷は簡単なけがではないことも多く、変形が残り、日常生

活も不自由になる場合がある 5)。骨折のなかでも中手骨や指骨の骨折は、重度の変形をきたしていなけ

れば、保存的に治療されることが多い。しかし、手指 PIP 関節脱臼骨折などの関節内の骨折、伸筋腱、屈

筋腱、靭帯などの付着部での裂離骨折は、骨片のわずかな転位が後になってスポーツ活動の妨げにな

る可能性があり、できるだけ正確に整復しておく必要がある 6)。B校においても、つきゆびの発生時に指を

引っ張っている生徒の様子が見受けられるが、このような対処方法が教員や保護者から生徒に伝承され、

けがをさらに悪化させることがないよう、養護教諭は生徒、教員、保護者にけがの対処について一層の啓

発活動を行う必要がある。これらの計画を学校保健計画に含め、教育活動として位置づける必要もある。 

また、多くの複雑な運動の制御は視覚情報を手がかりとしている。表１の災害発生の概要において、サ

ッカーのキーパー受け損ねは表３に示した眼部負傷につながっていた。運動視機能は、静止視力、動体

視力、深視力、瞬間視、眼―手の協調性の要素が含まれているが、全ての基本となるのは静止視力であ

り、各種目のパフォーマンスに影響を与えると考えられている 7‐8)。競技種別視機能重要度の基準によると、

体操やランニング、水泳、棒高跳びなどに比べて、球技は静止視力が重要で、最低 1.0 の静止視力が必

要とされている 9)。バスケットボールやサッカーなどのいわゆるコンタクトスポーツでは、眼鏡をはずして運

動に参加する生徒も見受けられる。運動中のけがの防止のためにも、矯正視力が運動に適した視力であ

るか、不同視がないか、眼鏡の中央部があっているかまで指導することが必要である。本来、視機能は幼

い頃の外遊びを通じて自然に鍛えられるものだが、現在の子どもたちの外遊びの機会は少なく、また、生

活様式の変化により、近視は増加している 10)。高等学校においては、平成 15 年度から、教科「情報」を必

修科目として２単位履修することになり 11)、平成 21 年４月には改訂学習指導要領が告示され、情報科は
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「社会と情報」「情報の科学」の２科目構成になり、いっそう情報通信ネットワークの扱いが大きくなってい

る 12)。このため、パソコンの普及と操作によって、今後も児童生徒の視力低下が懸念される。このようなこと

からも、定期健康診断における視力測定と事後措置は、球技種目におけるけがの防止にとって、大きな

役割を果たすといえる。視力測定結果通知を行っても、報告書の提出がなされない場合があるが、担任

教諭や学年の協力を得て、フォローアップを万全に行う必要性がある。視力低下は、学習能率の低下と

の関連で強調されるが、運動能力の低下やけがの誘発につながることについても、養護教諭が行う保健

指導の中で説明することが必要である。 

 

３． 救急処置体制と組織活動 

全国の障害見舞金支給の事例では、頭部・顔面部の負傷部位が全体の７割を占め 13)、学校事故の判

例を集めた研究では、98 件の判例のうち顔面外傷と頭部打撲が 44 件を占めていた 14)。B 校においては

頭部・顔面部の部位の事故が 21.4％と少なかったが、これらの部位の負傷は重症例が多いことを常に念

頭におき、十分な注意と慎重な対応が重要である。 

頭部の災害発生時には、ファーストエイドが頭部外傷の予後を大きく左右する可能性があるため、すみ

やかな救急処置が行われる必要がある。また、時間の経過によって、軽微な症状から重症化してしまう場

合もあり、経過観察は不可欠である。三村らは頭部外傷チェックリストを提案し 15)、養護教諭が不在の場合

でも、判断を行ううえでのチェックポイントが示されていた。このようなチェックポイントをチェックリストとして

職員室や体育館に掲示しておくことや救急処置の指導内容に含んで指導することは、頭部外傷のファー

ストエイドを的確に行う救急処置活動に結び付けることができる。また、初期対応を行う教職員全員が、フ

ァーストエイドを確実に行うことができる力量を身につけて救急処置にあたる必要があり、それらの教職員

の力量が救急体制を整える基盤にもつながる。 

B校の顔面部のけがは平成15年度から減少傾向にあり、それは、歯牙破折・脱臼の減少が影響してい

た。日本学校歯科医師会は歯・口腔のけがの予防として、積極的にマウスガードの着用を推奨しており、

B 校においても学校歯科医の協力のもとマウスガードを取り入れ保健指導を行っていた。平成 18 年度か

らマウスガードを取り入れ、そのため平成18年度から20年度は歯牙破折・脱臼のけがが発生していなか

ったと考えられる。マウスガードを用いた保健指導は、具体的かつ効果的な予防活動であったといえる。

歯・口のけが防止必携では、運動部活動におけるけがの防止において、マウスガードの効用や生徒自身

の安全意識を高める指導について紹介している 16）。より計画的で効果的な取り組みにするには、学校歯

科医師、部活動顧問、保健主事、養護教諭、そして保護者との共通理解を図りながら組織的に行わなけ

ればならない。 

金田らは、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、大学の養成段階

での学校保健の必修化について言及している 17)。学校管理下の範囲は広く、高等学校では教育活動の

機会が多様で、養護教諭がいる学校内での災害発生ばかりではない。担当教員が災害発生時に適切な

対応を迫られる事態も少なくない。また、向井田らの研究においても、養護教諭以外の処置可能者の存

在と研修の必要性、救命救急体制を速やかに整備する必要性を指摘している 18)。 

心身の健康の保持増進を目指す学校保健の理念を理解し、基本的で実際的な救急処置の基本を身

につけることは、教員にとって必須のものである。少子化、保護者の権利主張の増大、高校の無償教育の

導入の時代にあって 19)、教員のこれまでのスキルで対応できることは限界がある。それぞれの教員が、学
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校保健に関する素養と力量を高める方策が必要不可欠な時代になった。 

４．現代的健康課題と安全対策 

アレルギー関連の災害発生は、B 校においてもその他負傷のなかで虫刺傷によるアナフィラキシーの 

事例が１件あった。平成 19 年４月、文部科学省が「アレルギー疾患に関する調査研究報告書」を発表し、

この報告書では、学校やクラスにアレルギー疾患の子どもたちがいるという前提に立った学校の取組み

が必要であるとの認識が示された 20)。報告書では、平成 16 年６月末時点で、公立の小、中、高等学校に

所属する児童生徒のアレルギー疾患の有病率のうち、アナフィラキシーは0.14％であることが示されてい

た。アナフィラキシーは、アレルギー反応の最重症な症状として、時には命にかかわることもあり、緊急の

対応が必要である 21)。 

食物依存性運動誘発性アナフィラキシーは、高頻度で呼吸症状やショック症状を呈し、重篤な症状に

至る。原因食物の摂取と運動の組合せで発症するため、食べただけ、運動しただけでは症状が起きない

が、突然発症するのが特徴で思春期の中学校・高校の男子に多いことを認知しておく必要がある 21‐22)。神

奈川県の保健体育科教諭を対象に実施された食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの疫学調査の結

果23)、保健体育科教諭は食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの認知度が11％と低く、食物依存性運

動誘発性アナフィラキシーが見逃されている可能性もあると分析された。アナフィラキシーの有病率

0.14％は、各学校にアナフィラキシーの生徒が必ず存在することを示している。B 校においても災害発生

件数に含まれないが、学校管理下での食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの災害発生が１例あった。

その事例が災害発生件数に含まれなかった理由は、義務教育では学校給食によりアレルギーに起因す

る食物を提供するため災害共済支給対象であるが、高等学校は、昼食を各自が家庭やコンビニエンスス

トアで購入したお弁当を個人的に持ちこむため、学校管理下とは認められないためであった。このように、

食物アレルギーの原因が特定されにくく、学校が提供した食物か否かで、給付についての一線が引かれ

ている。このため、災害共済給付では高校生は対象にならないため、統計結果に計上されないが、B 校

においては食物依存性運動誘発性アナフィラキシーが発生していたことからも、高校においても生徒や

保護者のみならず、教科担任をはじめとする教員への啓発活動を含めた養護活動は重要である。常に危

険が起こるという認識を持ちつつ授業をすることは、危険を早期に発見し、事故を未然に防止できる。そ

のため、リスクマネジメントの観点からも、昼食後は体育の授業を組まないような時間割の工夫の提案をし

ていくことも必要である。また、このようなことからも、教員養成段階で学校保健の必修化が必要である。 

平成 20 年１月の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に学校

全体として取組を進めるための方策について」においても、アレルギー疾患などの子どもの現代的健康

課題に対応するという視点が、今後の学校保健の在り方を考えるうえで重要な視点として示されていた。

生徒はよりよい環境のもとで教育を受ける権利があり、安心して生活できる学校環境を提供することは、学

校関係者の責務である。養護教諭は、その専門性を生かし、学校保健安全活動の中核的存在として、学

校保健のみならず学校安全に対してもリーダーシップを発揮していくことが望まれている。 

 

Ⅴ まとめ 

 

A 県 B 高等学校の平成元年度から平成 20 年度までの 20 年間の統計データを分析した結果、災害発

生は女子に比べて男子が多く、体育的部活動、教科体育において多く発生していた。発生時間は７時以
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前 18 時以降の発生もあり、養護教諭が不在時のファーストエイド、安全管理を行うとともに安全指導を充

実する必要がある。そのために、以下の視点で学校安全の取り組みが必要であると考えた。 

① 学校安全に対する社会的要請をとらえ、全校的な指導体制が学校安全計画によって確立され

ること。 

② 指導内容は、高校生の学校生活の実態を反映していること。 

③ 安全管理と安全教育が一体的に推進され、教育課程に位置づけられていること。 

④ 保健管理と保健教育が一体的に推進され、教育課程に位置づけられていること。 

⑤ 救急処置体制を確立し、教員や関係者間の連携による組織的活動が行われるとともに、教員の

救急処置の力量を高める取り組みがされること。 

⑥ 養護教諭が中核的存在になり、救急処置の啓発活動や危機管理が円滑に推進されること。 

⑦ 上記の取組みをより確実に達成するためには、現職教員の研修と教員養成段階で学校保健の

必修化が図られること。 
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日本と中国の女子大学生の意識に関する研究 

―― 主に結婚観、職業観、性役割観について ―― 
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A Study in the Awareness of Female Students between Japan and China 

－Concerned with a View of Marriage, Career and Gender－ 

 Gyoui SOU, Makoto TSUNASHIMA and Fukumi SAITO 

 

 

キーワード：結婚観，職業観，性役割観 

 

 

 

本研究は、日本と中国の女子大学生を対象に、結婚観、職業観、性役割観について質問紙調査を行い、意識の違いを比

較し、その背景について考察を加えた。また、留学生を対象に日本に留学後の結婚観、職業観、性役割観について記述式

で回答を求めた。調査の結果、日本人は、結婚に対して「精神的な安らぎ」「子育ての生きがい」を求めている一方で、結婚

による「家事育児の負担」に不利を感じていた。中国人は、結婚に「高めあう仲間を得る」ことを期待し、女性は結婚と職業を

両立することを望んでいた。留学生は、結婚に対して「精神的な安らぎ」を求めるかたわら、結婚後働くことは「自分の能力の

発揮」であると捉えていた。これらの両国の学生の意識の違いや留学生の意識を参考として、今後の女性の家庭での役割

やキャリア教育に活かしていきたい。 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

日本では、高度経済成長、バブル景気や平成不況などという社会変動、グローバル化による新し

い価値志向の形成や、特に女性における高学歴化、社会への参加など様々な要因が絡み合って、女

性の存在を重視すべき時代になってきていると思われる１）。特に若い世代に多様な価値観が生み出 

されている。世間では晩婚化もしくは未婚化、少子化、高齢化など、家族をめぐる様々な変化が見 

られる。その一つの要因として、女性の地位向上、女子の高学歴化と就労の長期化など、女性をめ 

―――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科 

**前茨城大学教育学部教育保健教室 
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ぐる変化がある。中国でも、80年代以来の改革開放の深化に従って、女性の法的地位、経済的地位、

政治的地位、教育的地位、家庭的地位などが少しずつ上がってきている 2)。女性も普通に大学に進

学して高学歴で働いている。いわゆる「女性は天の半分を支える」という重大な役割を果たしてい

る。そして、近年日本に留学した女性も増える一方である。女性が留学することは、ある程度の経

済基礎と前向きな姿勢がなければできないのではないだろうか。日本に来てから、日本の人、そし

て文化・習慣と出会って、「郷に入っては郷に従え」という諺のように、いろいろな影響を受けて、

意識・思想が多少日本人と似て来ているのではないだろうかと思われる。 

本研究では、日本の女子大学生、中国の女子大学生を対象に、結婚、職業、家庭での役割を中心

に、意識の違いを比較し、その背景について考える。同時に、留学生の意識変化についても調べた。 

 

 

Ⅱ 対象および方法 

 

 調査対象としたのは、日本のA大学女子78名、中国のB大学女子97名、日本のC大学の中国

女子留学生 40名であった。調査方法は質問紙調査法を用いて 2008年 11月下旬から 12月上旬に

かけて調査を行った。日本人の場合、講義時間内に配布したり、研究室を訪ねて配布しその場で回

収した。中国人の場合、大学教員に依頼し配布・回収した。留学生の場合、留学生が集う時間を利

用して配布し回収した。調査結果は SPSS を用いて、集計した。各群の比較にはχ２検定を用い、

p<0.05をもって有意差ありとした。 

 

 

Ⅲ 結果および考察 

 

１． 結婚観について 

１） 結婚生活の利点 

結婚生活の利点３）について尋ねたところ、図１のような結果が得られた。最も多い回答は「精神

的な安らぎ」であり、日本人と留学生が約75％を占め、中国人は50％強であった。次いで「高めあ

う仲間を得る」が続いたが、日本人よりも中国人と留学生の方が高かった。「子どもを生み育てるこ

とは、生きがいにつながる」についてみると、日本人が中国人に比べて突出して多かった。留学生

は日本人に比べると半分以下だが、中国人と比べると２倍の高さであった。日本人が結婚によって

「子どもがほしい」という欲求を満たされることが考えられ、いかにも子どものことを重視してい

ることがわかる。一方中国人は、昔から結婚による「子孫を残す」という役割を重視してきた。結

婚して子どもを生み育てることが当然だと考える人が多く、「生きがいにつながる」まで考えていな

いように思われる。日本人が結婚による「子どもを生み育てることは、生きがいにつながる」が高

割合であるのに反して、なぜ少子化が深刻化しているのか。確かに日本人が子どものために、女性

が仕事までやめて、一生懸命子どもを育てる家庭が多い。しかし、結婚して必ず子どもを生むわけ

ではない。子どもがほしくない家庭やほしくても授からない場合は、一人も生まないため、結局子

どもが少なくなっていると考えられる。今までの日本の女性は子どもを生んだら、子育てに専念す
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る人が多いため、このような結果になったのではないか思われる。    

結婚生活の利点
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図１ 結婚生活の利点（複数回答） 

 

２） 結婚生活の不利 

結婚生活の不利について尋ねた結果は、図２のようであった。「家事育児の負担が多くなる」を選

んだ日本人と留学生の割合がほぼ同じだった。中国人の場合ははるかに低い値を示し、有意差が見

られた。日本人が「子どもを生み育てることは、生きがいにつながる」という結婚生活の利点とし

て求めている一方で、結婚して「家事育児の負担が多くなる」ことも感じていることがわかる。日

本では育児環境が整っていないのではないかと思われる。それに対して、中国では男性が家事育児

に積極的に参加している。そして、周りの親戚も助け合って家事育児を行っているからこそ、中国

人が結婚による「家事育児の負担が多くなる」と感じていないのではないかと思われる。 

中国人が「付き合いが増えて、煩わしい」と「異性との交際が自由にできない」を選んだ人がや

や多い。結婚によって、親族の付き合いが増える。中国では家族団らんが認められ、親族の付き合

いがうまくいかないと、家庭を悩ませる時もある。そして、中国では結婚している女性が夫に対す

る貞操を守るべきだという思想が根強く固まって、異性との交際を慎んでいるから、結婚して「異

性との交際が自由にできない」と感じたのではないかと考えられる。 

日本では核家族が進んで、結婚したら自分の家庭を中心に動いている。一方中国では、親と一緒

に住んだり、親戚や近所の人と付き合ったりして、家事育児に関して、助け合うこともよく見られ

る。そして、中国の家庭では夫が育児家事の参加も積極的に行っているからこそ、女性が結婚生活

中の家事育児の負担を重く感じていないのではないかと考えられる。留学生は日本で生活して、日

本の女性の生き方を見て、家事育児の大変さを身近に感じているのではないかと思われる。        
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図２ 結婚生活の不利（複数回答） 

 

３） 晩婚化の理由についての考え方 

女性の晩婚化の理由に対する回答を図３に示した。「女性の経済力向上」が日本人と留学生に高く、    

「独身のほうが自由」は留学生に高かった。中国では 80 年代から「一人子政策」を実施すると同

時に「晩婚、晩育」というスローガンも掲げられたが、晩婚化は日本ほど進んでいないので、晩婚

化という意識はまだ低いと思われる。 

女性晩婚化の理由
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図３ 女性の晩婚化の理由（複数回答） 

 

４） 結婚したとしたら、理想的な家庭を築くことに対する考え方 

 結婚後、理想的な家庭を築くことに対する考え方４）は、伝統的な「夫唱婦随」と「役割分担」型

の家庭を望む者は少なかった。項目別に見ると、日本人と留学生が「夫婦自立」型を望んでいる。

「家庭内協力」型では留学生の割合が特に少なく、中国人との間に有意差が見られた（p<0.05）。

中国人は「夫婦自立」型と「家庭内協力」型を同じ程度に望んでいた（図４)。今中国の家庭を見る

と、ほとんど「家族内協力」型だと思われる。伝統的な「夫唱婦随」型と「役割分担」型は現代の
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女性に相応しくないといえる。 

理想な家庭
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図４ 将来どんな家庭を築きたい 

 

２．職業観について 

１）結婚しても働く理由 

 結婚しても働くとして、その理由を尋ねたところ、図５のように「家族と自分の生活維持のため」

を選んだ日本人の割合が高く、中国人との間に有意差が見られなかった。「経済の自立のため」では

中国人と留学生の割合がほぼ同じだったが、日本人の場合は有意に低い値を示した（p<0.05）。「自

分の能力を発揮するため」を選んだ留学生の割合が高く、日本人と中国人間の有意差が見られなか

った。「自分の生活充実のため」を選んだ中国人と留学生の割合がほぼ同じだったが、日本人と中国

人間に有意差が見られなかった。 

２）職業に求める条件 

職業に求める条件５）については、図６のように、差が見られたのは中国人が「高収入、高待遇」

を日本人より重視している。一方日本人が「仕事が安定し、保障がある」を重視していることが分

かった。中国では低賃金制度が続き、「保障」より「収入」を先に考えているのではないかと思われ

る。もう一つ目立つのは、「国家の求めに応じるため」を選んだ日本人が一人もいないのに対して、

中国人が3割弱を占めた。社会主義では国家の栄誉が一番だという考え方があって、国家の求めに

応じるため、自分のことを放棄すべきだという社会的責任感が強いことによると思われる。 

３）結婚した女性が職業を持ち続けることに対する考え方６） 

図７のように、中国人が日本人より「仕事と家庭の両立」をすべきだと考える人が多かった。日

本人の中では「育児優先」を考えている人が二割を占めた。今の若い女性が仕事と育児を両立した

い意識が強くなっている傾向が見られる。日本人は「その他」で、家庭の状況や夫の考え方などに

左右されることも挙げていた。 
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図５ 結婚後も働く理由(複数回答) 
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図６ 職業に求める条件（複数回答） 

 

３．家庭での役割分担について 

１）「男は仕事、女は家庭」という伝統的な性役割分業に対する考え方 

図８のように中国人が「男は仕事、女は家庭」という伝統的性役割分担を否定する人が多かった。

現状でも働いている女性が多い傾向が見られる。一方日本人が「どちらにもいえない」と曖昧に考

えている人が多く、伝統的な性役割分担を簡単に否定することができなかった。日本人はまだ伝統

的な性役割分業の観念から完全脱出していないといえる。 
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結婚した女性が職業を続けること
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図７ 結婚した女性が職業を続けること 

男は仕事、女は家庭
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図８ 「男は仕事、女は家庭」に対する考え方 

 

２）働く場合の育児分担に対する考え方 

働く場合の育児分担は図９のように、日本人では主に女性が行うという考え方を持つ人が多かっ

た。中国人では夫婦平等に行うという考え方を持つ人が多かった。一番目立つのは中国人では「肉

親の援助」を選んだ人が日本人より、はるかに多かったことである。中国では共働きする場合に、

自分の親（子どものお爺さん、おばあさん）が子どもの世話をすることが多い。特に育児休暇が終

わったら、親のところに預かってもらい、幼稚園に行く年齢になったら、子どもを引き継いで面倒

を見るようになっている。若者の子育ては親に頼っている傾向が見られる。 

 また、中国の男女定年になる年齢は日本より早く、定年になったら、ほとんどやることがないの

で、孫の世話をすることを楽しんでいることも背景にあると思われる。 

３）日常的な事柄の役割分担についての考え方 

 「両方同じ程度の役割」を選んだ日本人と中国人の割合がほぼ同じだったが、留学生の場合は有
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意に高い値を示した（図 10）。留学することに伴い、キャリアアップして、独立性が強くなるにつ

れて、男性に負けない気持ちがますます強まっていると考えられる。家庭においても同じ地位にあ

るべきと考える人が多いのではないかと思われる。 

 回答者別にみると、中国人では「同じ程度の役割」と「どちらかといえば女性の役割」と「主に

女性の役割」の意見は同じ割合であるが、日本人が特に「どちらかとにいえば女性の役割」と考え

る人が多かった。留学生では「同じ程度の役割」を考える人が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９共働きの場合の育児分担 

 

 

図９共働きの場合の育児分担 

 

図９ 共働きの場合の育児分担 
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図10 日常事柄の役割分担について 

 

４）結婚したら、夫に分担してもらいたいことについて 

 図11のように、「日々の家計の管理をする」を選んだ中国人の割合が日本人と留学生よりも圧倒

 
共働きの場合の育児分担

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

女性がやる

女性が主に、男性はできる範囲
夫婦平等

肉親の援助
その他

日本人(N=78)

中国人(N=97)

留学生(N=40)



宋・綱島・斉藤：日本と中国の女子大学生の意識に関する研究 

 - 209 - 

的に高かった。中国では女性が家計を管理することが多い。夫の協力を得て、管理してほしいとい

う意識が強まっているのではないかと思われる。一方、日本人は「子どものしつけ」「子どもの世話」

「食事の支度片付け」が高く、具体的な家事の分担を望んでいると思われる。 
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図 11 夫が分担してもらいたいことについて（複数回答） 

 

４．留学生の意識変化について 

今回の調査は日本女子大学生と中国女子大学生の意識に関する調査ということで、中国女子留学

生は独立な集団として取り上げた。留学生たちは日本に来てから、結婚観、職業観、性役割観につ

いて、どのような変化が見られるのかについてを記述式で回答してもらった。なお、留学生の日本

在住は平均3年であった。 

１）日本の専業主婦について 

① 女性として家庭を守るだけではなく、人間としての独立性や社会との触れ合いが大事である。

女性も仕事をしたほうがいい。 

② 専業主婦の生活がつまらないと感じる。 

③ 専業主婦が大変そうである、やはり日本は伝統的な観念がまだ存在している。 

④ 社会に触れることができない、人と人のコミュニケーションが少なくなる。 

⑤ 子どもが多い場合は専業主婦のほうが、子育てに対して、いいことかもしれない。 

⑥ 専業主婦は一見楽に見えるが、実際結構忙しい、特に子どもがいる場合はなおさらである。 

２）日本の女性は出産してから、仕事を辞めることが少なくないことについて 

① 日本の子育ての環境が整えられていないような気がしている。例えば、幼稚園や保育園の終わ

りが早い、肉親からの援助が少ないことなどが挙げられる。 

② 人は社会に進出しないと視野が狭くなる。 

③ 日本の女性がかわいそう、人間としてもっと自分の価値を発揮してほしい。 

④ 子育てに専念してよいことだと思う。子どもを保育園に預けて仕事をする人もいる。子どもが

病気の場合に、すぐ呼び出されるので、仕事に支障が出るし、周りの人に迷惑をかける。 
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３）中国と日本の家庭においては、家事や育児の役割分担が違うと思うところ 

① 中国では、男性も家事や育児に参加することが多い。日本の男性が忙しいように見える、家事

を全然しないような気がする。 

② 日本の男性が家事育児に興味がない、やりたくない、家事育児に対する責任を持たない。 

③ 日本の家庭では、お父さんとこどもの関係、あるいは家庭との関係はきわめて薄いものだと思

う。 

④ 中国では共働きの場合が多く、子どもの世話は肉親の援助で行うケースが多い。 

 以上、留学生は日本に留学して3年あまりと短いことから、日本の家庭や女性・男性役割、子育

て環境について新鮮な目で観察していると思われる。外国人から見た日本の女性を取り巻く環境は

必ずしも恵まれたものとはいえないことが把握された。国際化が日本においても叫ばれる昨今、一

つひとつの家庭という足場を見つめて、環境改善に取り組む努力が今後さらに必要となるであろう。 

 

 

Ⅳ まとめ 

  

 日本人、中国人、留学生の女子学生を対象に結婚観、職業観、性役割観について質問紙調査を行

った結果、それぞれに特有の価値観が見出された。日本人は、結婚に対して「精神的な安らぎ」や

「子育ての生きがい」をもとめている一方で、結婚による「家事育児の負担」に不利を感じ、生活

の維持や充実のために結婚後の就労を望んでいる。中国人は、結婚に「高めあう仲間を得る」こと

を期待し、女性は結婚と職業を両立させ、育児は両親などの支援を受け、夫婦平等に育児分担する

と回答した。留学生は、結婚に対して「精神的な安らぎ」を求めるかたわら、結婚後働くことは「自

分の能力の発揮」であると考え、自由記述では、日本の女性が家庭に縛られる現状を気の毒なもの

として捉えていた。それぞれの国の文化や社会環境の違いが感じられるが、日本においても女性が

働らきやすく子育てしやすい環境を整えるにあたって、中国の子育て環境や女性のキャリア意識は

大いに参考になると考える。 
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女子大学生の月経の実態調査 

―― 月経のとらえ方を中心に―― 

 

佐藤麻美＊ ・ 斉藤ふくみ＊＊ 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

 An Investigation into the Actual Conditions of Female Students’ Menstruation 

  －Focus on a View of Menstruation－ 

Asami SATO and Fukumi SAITO 

 

 

キーワード：月経，月経痛，初経 

 

                                 

 

  本研究は、I 大学女子大学生291 名を対象に質問紙調査を行い、月経に対する個人の考え方の差異を捉え、月経痛との

関連を明らかにすることを目的とする。その結果、月経に対して肯定的な感情を持っている学生は少なく、女性として生涯健

やかな生活を過ごすためには、学童期に月経を肯定的に受け止めるような保健教育を行うことが重要であると捉えられた。 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

心身共に健康な生活について考えるとき、月経は女性にとって切り離すことができないものであ

る。多くの者は小中学生頃に初経を経験し、その後も心身の成長とともに、月経痛に悩まされたり、

月経の随伴症状によって日常生活に良くない影響を及ぼされたりした経験をもつ者も多い。それら

により、月経についてマイナスのイメージを抱くようになることもある。 

しかし、今回の調査対象である女子大学生は、初経から一定年月以上経過し、安定しつつある時

期である。月経経験を重ねるにつれ、月経に関する捉え方にも変化が訪れ、月経を健康のバロメー

ターとして肯定的に捉えて管理したり、女性としての社会的役割を実感したりするようになってい

くことが重要である。つまり、月経を自然なものとして受け入れ、うまく付き合っていくことが心

身の健康のために大切となる。 

―――――― 

*茨城大学教育学部教育保健教室 

*茨城大学教育学部教育保健教室 
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月経と心身の相関関係に関する研究は、これまでにも多数行われている。松本らにより、運動習

慣やストレスなどのライフスタイルとの関連 1)が、野田により、自尊感情やジェンダー満足度、自 

覚的健康観などとの関連 2)が示され、月経痛との関連要因が明らかになりつつある。 

今回は女子大学生の月経の状況の実態調査に加え、心理的要因に着目し、月経時の感じ方、月経

痛により仕事を休むことへの抵抗などを調査した。月経の捉え方に関しては、初経教育や養護教諭

の関わりも関係しているものと思われる。 

そこで本研究は、質問紙から個人の考え方の差異や傾向と月経痛との関連を明らかにし、養護教

諭として児童生徒に対して、月経に関する知識のみでなく、月経に関して前向きな捉え方ができる

ようになるための指導・支援に活用することを目的とし、考察を加えたので報告する。 

 

 

Ⅱ 対象および方法 

 

2009年10月に I大学教育学部に属する1年生から4年生の女子学生を対象に質問紙集合調査を

実施した。合計291名に質問紙を配布し、未記入事項を除いた有効回答数は289である（有効回答

率99.3％）。調査内容は、月経に関する基本情報（5項目）、月経のとらえ方（4項目）、月経時に感

じる苦痛（5項目）、月経痛が日常生活に与える影響と他者への理解（5項目）である。初経時から

現在までの月経へのイメージや苦痛の状況に変化はあるのか、また、それらと月経痛との間に関連

はみられるかなどをχ2検定を行い、統計解析した。 

 

 

Ⅲ 結果および考察 

 

１．女子大学生の月経状況 

１）現在の年齢                         

    平均年齢は19.72歳である。19歳32.9%、20歳24.6%、21歳21.4%、18歳14.9%、22歳5.5%、

23歳 0.7%の順に多い。回答者の学年は、授業終了後に行う集合調査の形態をとったものが多いた

め、ばらつきが出ている 

２）初経年齢 

    初経年齢の平均は12.02±1.34歳で、早発月経（10歳未満）３）は0.6%、遅発月経（15歳以上）

３）は4.1%であった。これは野田の研究結果４）の12.34±1.13歳と大差ない。 

女性年齢7歳（初経後7年）が、性成熟の境界年齢であるといわれている５）。そこで、女性年齢

を算出したところ、7歳未満の者は 68人で 23.9%、7歳以上の者は 216人で 76.1%であった。最

も遅い者でも、初経から3年が経過しており、ほとんどが無排卵性月経から排卵を伴う月経へと移

行しているものと思われる。 

３）月経不順 

 月経不順のある者（よくある＋たまにある）は、全体の58.8%であった。 

年齢別にみると、18歳（43人）の67.4%、19歳（95人）の69.5%、20歳（71人）の50.7%、
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21歳（62人）の48.4%、22歳と23歳（18人）の50%に月経不順があった。月経痛のある者（よ

く＋たまに）とない者（ほとんど＋ない）と年齢との間でχ2検定を行った結果、0.5%水準で有意差

が認められた。 

４）月経周期 

月経周期が正常範囲内（25~38 日）３）である割合が一番多く、87.9%であった。稀発月経（39

日以上）３）は 6.6%、頻発月経（24日以内）３）は 4.8%であった。決まっていないという項目は設

定しなかったが、2名の回答があった。 

正常範囲外の者が 11.4%いたが、年に数回、月経周期が多少長くなったり、短くなったりしても

平均して正常な周期で巡っていれば問題はない。しかし、排卵が起きていない場合は、治療が必要

な可能性があるため、本来ならば基礎体温表をつけるなどして、排卵の有無やホルモンの分泌異常、

自分の体調の変化などを知ることが大切である。 

５）月経持続日数 

  正常範囲（3～7日）３）が94.2％、過長月経（8日以上）３）が3.1%、過短月経（2日以内）３）が

2.4%だった。決まっていないという項目は設定しなかったが、1名の回答があった。 

月経持続日数は、過多月経や過少月経と関係していることが多い。持続日数と合わせて経血量に

も注意する必要がある。自分は経血量が多いのか少ないのか判断しにくいが、いつもと違うという

ことに気が付けるようチェックする習慣づけが大切である。 

今回の調査では、基礎体温をつけているか否かの質問は行わなかったが、短大生を対象とした土

居らの調査６）では、基礎体温の測定を行っている者はわずか2.2%であった。保健室や保健の授業に

おいて、月経の記録をつけることの重要性と取り方を指導していくことも必要と考えられる。 

    

２．初経経験時と現在の月経時の感じ方の変化 

「嬉しい」「面倒」「恥ずかしい」「誇らしい」「安心」「汚らわしい」「印象的」という7つの項目

について、初経を経験した時の感情を振り返り、どのくらい当てはまるか5段階で評価してもらっ

た。また、「印象的」を除いた 6 つの項目について、現在の月経時の感じ方を回答してもらい、月

経の経験を重ねるにつれ変化は見られるか検証した。 

１）嬉しい 

  現在の月経時に「かなり嬉しい」「やや嬉しい」と答えた者は、初経時に比べ15.9％から8.7％に

減少している。また、「あまり嬉しいと思わない」「まったく嬉しいと思わない」と答えた者は、46.3％

から64.9％に増加している。 

なお、「かなりそう思う」「ややそう思う」を一つにまとめたもの、及び「どちらともいえない」、

さらに「あまりそう思わない」「全くそう思わない」を一つにまとめたものの計3項目と、初経時及

び現在の月経時との間でχ2検定を行った結果、0.5%水準で有意差が認められた。 

全体的に、初経時と比べて、現在では「嬉しい」と感じなくなっている。 

２）面倒 

 初経時も現在の月経時も「面倒」と感じている者の割合が大きい。また、初経時よりも現在の月

経時のほうがより強く「面倒」と感じており、「かなり面倒」と答えた者は 42.6%から 65.4%に増

加している。全体的に、初経時に比べて、現在では月経を「面倒」と感じるようになっている。 
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表表表表１１１１　　　　初経時初経時初経時初経時とととと現在現在現在現在のののの月経時月経時月経時月経時のののの感感感感じじじじ方          方          方          方          （ｎ＝（ｎ＝（ｎ＝（ｎ＝289289289289）））） 人数人数人数人数（％）（％）（％）（％）
項目 肯定 否定

5 4 3 2 1
ア．嬉しい　 （初経時） 15(5.2) 31(10.7) 109(37.7) 55(19.0) 79(27.3)
　　　　　　 （現在） 8(2.8) 17(5.9) 76(26.3) 51(17.6) 137(47.4)

イ．面倒 （初経時） 123(42.6) 83(28.7) 54(18.7) 21(7.3) 8(2.8)
　　　　　 （現在） 189(65.4) 63(21.8) 30(7.5) 4(1.4) 3(1.0)

ウ．恥ずかしい （初経時） 59(20.4) 53(18.3) 94(32.5) 37(12.8) 46(15.7)
（現在） 3(1.0) 6(2.0) 55(19.0) 47(16.3) 178(61.6)

エ．誇らしい （初経時） 6(2.0) 14(4.8) 110(38.1) 72(24.9) 87(30.1)
（現在） 1(0.3) 3(1.0) 135(46.7) 45(15.6) 105(36.3)

オ．安心 （初経時） 31(10.7) 45(15.6) 117(40.5) 44(15.2) 52(18.0)
（現在） 56(19.4) 79(27.3) 134(46.3) 12(4.2) 8(2.8)

カ．汚らわしい （初経時） 12(4.2) 27(9.3) 118(40.8) 48(16.6) 84(29.1)
（現在） 6(2.1) 6(2.1) 100(34.6) 40(13.8) 137(47.4)

キ．印象的 （初経時） 79(27.3) 79(27.3) 70(24.2) 29(10.0) 32(11.1)

３）恥ずかしい 

初経時には「かなり恥ずかしい」「やや恥ずかしい」と答えた者が 38.7%だが、現在の月経時に

は1.3%と大幅に減少している。また、現在の月経時には「まったく恥ずかしいと思わない」者の割

合が61.6%であり、15.9%から大幅に増加している。 

全体的に、初経時に比べて、現在では月経を「恥ずかしい」とは感じなくなっている。 

４）誇らしい 

初経時においても現在の月経時においても、「誇らしい」と強く感じている者は少ない。しかし、

初経時には「かなり誇らしい」「やや誇らしい」と答えた者が6.8%だったのに対して、現在では1.3%

に減少している。また「まったく誇らしいと思わない」と答えた者が30.1%から36.3%に増加して

いる。 

５）安心 

初経時よりも現在の月経時の方がより「安心」と感じている者が多い。初経時には「かなり安心」

「やや安心」と答えた者は 25.7%だったが、現在の月経時には 46.7％に増加している。また、「あ

まり安心と思わない」「まったく安心と思わない」と答えた者は33.2%から7%に減少している。 

全体的に、初経時に比べて、現在では月経を「安心」と感じるようになっている。 

 

初経時の感じ方と現在の月経の感じ方を比較（表１）すると、ポジティブな変化としては、「恥ず 

かしくはない」「やや安心」「あまり汚らわしくない」と感じるようになっていることが挙げられる。

逆にネガティブな変化としては、「嬉しくはない」「面倒」という感情がより強くなっている。「誇ら

しい」についてはあまり変化が見られなかった。 

これらは、月経教育が大きな影響を及ぼしているものと思われる。中高生を対象に行われた泉澤 

らの研究７）によると初経教育を受けた時期と指導者は、小学校5～6年の時（64.3%）養護教諭や 

担任によって（72.4%）が最も多い。このことからも、学校で行われる月経教育の内容と方法が非常

に大切になってくることが分かる。子どもの不安をできるだけ取り除くため、適した時期に月経の

意義や処置の仕方などを的確に教えることはもちろん、月経はとても喜ばしく、女性としての成長

を誇りに思ってよいというこ

とを伝える必要がある。また、

学校だけでなく家庭でも、身

近な人が親身になって話を聞

いたり、相談に乗ったりする

ことができるような機会を作

ることが大切である。 

痛みの感じ方や物事の考え

方は個人差が非常に大きいが、

心と体のつながりを否定する

ことは決してできないだろう。

そこで、やはり月経や月経周

辺期を少しでも快適に過ごす
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図図図図１１１１ 月経月経月経月経にににに伴伴伴伴うううう苦痛苦痛苦痛苦痛のののの有無有無有無有無 p<0.005（（（（df=3)

ない＋ほぼ

まあまあ＋苦痛＋かなり

表 2-2 大学やアルバイトを休んだ経験 

（現在） （n=289） 

項目 人数（%） 

ある 31(10.7) 

ない 206(71.3) 

休みたくてもあきらめる 52(18.0) 

 

表 2-1 月経痛を理由に学校を休んだ、 

もしくは早退した経験 （小中高）  （n=289) 

項目 人数（%） 

ある 80(27.7) 

ない 172(59.5) 

休みたかったがあきらめた 37(12.8) 

 

ためには、月経を前向きにとらえることが必須であると考える。また、初経教育や身近な人から与

えられる印象が月経を否定的にとらえさせる原因となっている可能性もある。初経時から、月経は

普段の行動を制限させ、我慢しなければならないものではなく、適切な対処法によって苦痛は軽減

できることや無理をしなくてよいということを伝えていくことが大切である。さらに、家庭や学校

において、自ら積極的なセルフケア行動がとれるような支援・指導をすることも必要である。 

 

３．月経時に感じる苦痛 

小学校、中学校、高等学校、現在について、月経に伴う苦痛の程度がどのくらいであったか、「苦

痛はない」「ほぼ苦痛はない」「まあまあ苦痛」「苦痛」「かなり苦痛」のどれに一番当てはまるか５

段階で評価してもらった。 

図１より、月経時に苦痛を感じる者（まあまあ＋苦痛＋かなり苦痛）は小学生では29.4%、中学

生では47.7%、高校生では67.1%、現在では70.3%と徐々に高くなっている。現在の月経痛につい

て、「有り」と答えた者の割合は、有村らの研究８）での「月経痛有り」（74.0%）とほぼ同じである。 

月経痛と年齢変化には

関連がみられ、小中学

生時代に比べて、高校

時代や現在の方が苦痛

を感じている者が多い

ことが分かる。これは、

月経痛は初経後数年が

経過し、排卵性月経と

なってから起こること

が多いということと合

致している。 

        

4．月経痛が日常生活に与える影響と他者への理解 

１）月経痛を理由に休んだ経験 

（１）月経痛を理由に休んだ経験の有無 

  月経痛で学校や大学、アルバイトを休んだもし 

  くは早退した経験があるか答えてもらった。休ん 

  だ経験のある者は、小中高では27．7％いるが、  

 現在では10．7％に減少している。その一方で、 

   休みたくてもあきらめると答えたものは12．8％  

 から18％に増加している（表2-1，表2-2）。 
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表 3-1 休む伝え方とその理由（小中高） 複数回答あり                      人数（％） 

理由 伝えた(n=30) ごまかした(n=44) 言わなかった(n=6) 

月経中であることを知られたくないから 

怠けや仮病と思われそうだから 

月経痛は休む理由として認められなさそうだから 

男子や男性教諭に知られたくないから 

月経は自然なものであり、隠す必要はないから 

家の人や友人が話してくれたから 

     0 

③ 3( 1.0) 

0 

0 

①23(76.6) 

② 8(26.6) 

    ②14(31.8) 

     8(18.1) 

①28(63.6) 

③11(25.0) 

0 

6(13.6) 

③1 

①2 

②1 

0 

0 

①2 

 

表 3-2 休む伝え方とその理由（現在） 複数回答あり 

理由 伝えた(n=10) ごまかした(n=12) 言わなかった(n=9) 

月経中であることを知られたくないから 

怠けや仮病と思われそうだから 

月経痛は休む理由として認められなさそうだから 

男子や男性教諭に知られたくないから 

月経は自然なものであり、隠す必要はないから 

家の人や友人が話してくれたから 

     0 

   0 

0 

0 

①9 

②3 

          0 

      ②3 

①8 

③2 

0 

   0 

②2 

②2 

①6 

0 

0 

 1 

 

（２）休む理由をどのように伝えたか 

月経痛を理由に学校や大学、アルバイトを休んだことがあると答えた者に対して、その際どのよ

うにして休む理由を伝えたか答えてもらった。小中高においては、違う理由でごまかしたと答えた

者が55%で、月経痛のためと伝えた者37.5%を上回っている。また、現在においては休んだ経験の

ある者自体が少ないが、違う理由でごまかした者が38.7%で、月経痛のためと伝えた者32.3%をわ

ずかに上回っている。小中高に比べ、理由を言わなかった者の割合も高く、29.0%であった。 

（３）休むことの伝え方と理由 

休むことの伝え方とその理由を6項目設定し、当てはまるものすべてを選択してもらった。①②

③は回答数の多かった順番を示している（表3-1，表3-2）。 

小中高において、休む理由として月経痛であることを伝えた者の中で、「月経は自然なものであり、

隠す必要がない」と答えた者は 76.6%で最も多い。ごまかした者の理由は、「月経痛は休む理由と

して認められなさそうだから」が63.6%で最も多く、「月経中であることを知られたくない」31.8%、

「男子や男性教諭に知られたくない」25%の順であった。 

現在においては、休んだ経験のある者が少ないため、傾向がつかみにくかった。 

 月経痛がある者は現在の方が多いにも関わらず、月経痛を理由に休んだ、もしくは早退した経 

験のある者は小中高に比べ、現在では減少している。また、その際に休む理由を月経痛とは伝えて

いない者が多く、「言いにくさ」を感じているということが分かる。さらに、休みたくてもあきらめ

るという者は、小中高に比べ、現在では12.8%から18%に増加している。これらの背景には「月経痛

は休む理由として認められなさそう」「月経中であることを知られたくない」「異性に伝えにくい」

という思いがあることが分かった。  

 特に小中高時代には、体育や部活動を見学したり、保健室に行ったりするためには先生の許可を

得なければならない。しかし、初経時には「恥ずかしい」と感じている者もたくさんおり、女性教

諭も男性教諭も、そういった気持ちが児童生徒にあることを理解できるよう努める必要がある。 
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表４ 月経痛で休むことへの抵抗と理由  複数回答あり                                人数（％） 

理由 かなり(n=67) ある(n=42) 少し(n=113) あまり(n=47) ない(n=20) 

月経中であることを知られたくないから 

怠けや仮病と思われそうだから 

月経痛は休む理由として認められなさそうだから 

学業や仕事に支障が出ると困るから 

異性に知られたくないから 

月経痛は我慢すべきものであると思うから 

月経は自然なものであり、隠す必要はないから 

月経痛により効率が下がるため、休まざるを得ないから 

その他 

    19(14.9) 

③21(31.3) 

①49(73.1) 

②46(68.7) 

3( 4.5) 

15(22.4) 

6( 9.0) 

2( 3.0) 

0 

4( 9.5) 

③10(23.8) 

①24(57.1) 

②19(45.2) 

5(11.9) 

8(19.0) 

1( 2.4) 

0 

1( 2.4) 

14(12.4) 

③36(31.9) 

①68(60.1) 

②65(57.5) 

6( 5.3) 

19(16.8) 

6( 5.3) 

4( 3.5) 

1( 0.8) 

3( 6.3) 

3( 6.3) 

3( 6.3) 

③14(29.8) 

1( 2.1) 

4( 8.5) 

②17(36.2) 

①20(42.3) 

0 

0 

0 

2( 1.0) 

0 

0 

③3(15.0) 

①13(65.0) 

② 5(25.0) 

0 

 

２）月経痛を理由に大学やアルバイトを休むことへの抵抗 

（１）抵抗感の強さ 

 月経痛を理由に大学やアルバイトを休むことにどのくらい抵抗があるか答えてもらった。「少し抵

抗がある」と答えた者は最も多く 113人（39.1%）、続いて「かなり抵抗がある」と答えた者が 67

人（23.2%）、続いて「あまり抵抗はない」と答えた者が 47 人（16.2%）、「抵抗がある」と答えた

者は42人（14.5%）、「抵抗がない」と答えた者は最も少なく、20人（7%）だった（図２）。 

（２）抵抗感の理由   

 月経痛を理由に休むことへ

の抵抗について、どうしてそ

のように答えたかその理由を

8 項目設定し、当てはまるも

のすべてを選択してもらった。

①②③は回答数の順位を示し

ている（表４）。 

  

  

 

抵抗がある（かなり＋ある＋少し）と答えた者の理由は、いずれも「月経痛は休む理由として認

められなさそうだから」が最も多く、次に「学業や仕事に支障が出ると困るから」「怠けや仮病と思

われそうだから」と続いている。その他として「休むこと自体に抵抗がある」という回答があった。 

月経痛を理由に大学やアルバイトを休むことについて「かなり抵抗がある」「抵抗がある」｢少し

抵抗がある｣と答えた者を合わせると76.8%となり、高い割合で抵抗があると感じていることが分か

る(図 2)。また、その理由は、いずれも「月経痛は休む理由として認められなさそうだから」が最

も多かった。月経痛は女性なら誰でも経験するものであり、休む理由にはならないのではないかと

感じている者が多い。「自分だけが辛いのではない」「個人差があるため、人には理解されがたい」

と考えていると思われる。 

次に多いのは「学業や仕事に支障が出ると困るから」であり、年齢を経るにつれ社会的責任が大

きくなり、休むこと自体が難しくなってきていることがうかがえる。次いで多いのは「怠けや仮病

と思われそうだから」であり、「月経痛は休む理由として認められなさそうだから」に近い感情も含

まれていると思われる。 
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表 5 周囲の人が月経痛を理由に休むこと (n=289) 

項目 人数（%） 

受け入れられる 225(77.9) 

あまり受け入れられない 29(10.0) 

分からない 35(12.1) 

 

表６ 月経痛で休むことに対する考えと理由  複数回答あり                                   人数（％） 

理由 受け入れられる 

(n=225) 

あまり受け入れられない 

(n=29) 

分からない 

(n=35) 

自分も痛みやつらさに共感できるから 

月経痛は休む理由として認められるべきであると思うから 

周囲の人に迷惑がかかるから 

鎮痛剤や適切な医療を受けるなど対応策をとるべきであると思うから 

月経痛は休む理由にならないと思うから 

自己判断すべきことであると思うから 

その他 

①171(76.0) 

② 87(38.7) 

6( 2.7) 

10( 4.4) 

1( 0.4) 

③ 48(21.3) 

10( 4.4) 

3(10.3) 

2( 6.9) 

③10(34.5) 

②11(37.9) 

①17(58.6) 

4(13.8) 

2( 6.9) 

③ 8(22.9) 

0 

6(17.1) 

③ 8(22.9) 

② 9(25.7) 

①25(71.4) 

3( 8.6) 

 

 

３） 他者が月経痛を理由に休むこと 

（１）受け入れられるか否か 

友人や同僚が月経痛を理由に、学校や仕事を休むことを受け入れられるか答えてもらった。「受け

入れられる」と答えた者が 77.9%を占めており、「あまり受け入れられない」と答えた者 10%を大

幅に上回っている（表５）。 

   （２）月経痛で休むことに対する考えの理由 

周囲の人が月経痛を理由に休むこと（表  

5）について、なぜそのように考えるか、6  

項目設定し、当てはまるものすべてを選択 

してもらった。①②③は回答数の多かった   

順番を示している（表６）。 

その他の回答としては、「自分は痛みを味わったことがないから(2 人)」「月経痛は感染するもの

ではないから(1人)」「休むほど重大なことではないから(1人)」「周りにはそのような人がいないか

ら(1人)」といったように受け入れに消極的な回答と、「友人が辛そうだから（5人）」「個人差があ

るということを理解しているから（3人）」「女性が多い職場で、多くの理解が得られるから（1人）」

「体調不良と同じだと思うから（1人）」といったように受け入れに肯定的な回答が見られた。 

 

 

 

「受け入れられる」と答えた者は 77.9%である。しかし、実際に月経痛を理由に休んだことのあ

る者は、現在ではわずか 10.7%である。このことより、気持ちと実際の行動の面には、大きな開き

が生じていることが分かる。また、受け入れの気持ちは、自身の月経痛の重さとの関連があるので

はないかと考えたが、特に関連はみられなかった。 

「受け入れられる」と答えた理由は、「自分も痛みに共感できるから」が76%で最も多い。また、 

二番目は「月経痛は休む理由として認められるべきであると思うから」で38.7%である。「あまり受

け入れられない」と答えた者の中には、「自分は痛みを味わったことがないから」「周りにそのよう

な人はいないから」という回答がみられ、月経痛を理由に休むことに対しての受け入れは、自分自

身の経験が大きな支えとなっていることが分かる。また、「自分自身は辛くはないが、友人が辛そう

だから」という回答もみられ、身近な人の月経状況も影響している。 
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労働基準法第68条では、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置として、「使用者は、生

理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならな

い。」と定めている。法的には、月経痛は休む権利として認められているが、実際には何の心配もな

く休暇を取得するということは難しい状況にある。同じ女性同士でも個人差が大きく、「月経痛ぐら

いで」という考えは根深いように感じられる。 

 

 

Ⅳ まとめ 

 

本研究は、月経が安定してきた女子大学生の月経の実態を把握し、月経痛を訴える児童生徒への

対応や初経教育を行う際の参考とすることを目的とした。分析の結果、女子大学生の現在の月経観

をみると「面倒」という感情が最も大きく、初経時を振り返ってみても月経に対して、肯定的感情

を抱いているものが少ない。松本は、女性の将来にわたる月経教育の必要性を示唆しているが９)、

成人女性も月経に興味関心をもち、月経への知識や適切なセルフケア行動などを学んでいく必要が

あると考える。月経への肯定的感情を持つことで、母親や教員として、子どもたちにもポジティブ

な感情を持たせるような関わりができるはずである。 

月経痛が日常生活に少なからず影響を与えているにもかかわらず、実際に休んだ経験のある者は

それほど多くはない。これは単に、「休むほど辛くはない」ということ以外に「言いにくさ」のよ

うなものがあることが分かる。特に学校では、月経痛が辛いことが言い出せない子どもや休ませて

はもらえないのではないかと不安に感じている子どもがいるかもしれないことを念頭に入れて、対

応する必要がある。また、成人女性の中にも月経痛に苦しめられている者は多数おり、個人差を認

め合っていくことで、女性は月経痛に苦しむものという社会通念が改められていくことが望まれる。 
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寄り添うことと導くこと 

―― 『学校Ⅱ』と『ザ・中学教師』 のあいだにあるもの―― 

 

生 越 達＊  

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

Accompanying and Leading 

: On The Basis of Two Japanese Movies 

Toru OGOSE* 

 

 

キーワード：寄り添うこと、導くこと、社会化、願い 

 

教育基本法も改正され、現在は教育の転換期である。したがって今日においてもう一度、教育とはどのような営みなのか

を問いなおしてみることは大切な意味をもっている。小論においては、教育を社会化との関係でとらえ、子どもたちの「社会

化」をどのように考えたらいいのかについて考察することにする。 

具体的には、二つの映画を比較検討することによって考えたい。一つの映画は山田洋次監督の『学校Ⅱ』である。この映

画では、養護学校での教師と子どもの３年間のかかわりが描かれていて、その中心テーマは子どもに「寄り添う」ことである。

もう一つの映画は平山秀幸監督の『ザ・中学教師』である。この映画では、『学校Ⅱ』とは正反対に、公立中学校の教師と子ど

もたちとのかかわりをとおして、子どもとの権力関係を維持することが教育の必然であることが描かれている。小論において

は、この二つの映画の学校観、教師観、子ども観を明らかにすることにより、教育における「寄り添うこと」と「導くこと」をどのよ

う考えたらいいのかについて考察する。 

 結果として明らかになったことは、教育においては、「寄り添うこと」は「願いをもって寄り添うこと」でなければならず、また

「導くこと」は「願いとしての導くこと」でなければならないということである。つまり、教師が願いを持つことによって、「寄り添う

こと」と「導くこと」はバランスがとれるようになり、両立しうるようになる。 

 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

これから教育はどこに向かって進めばいいのだろうか。ますます時代の流れは速くなり、社会は、

私たちに立ち止まって考える暇を与えてくれないほどの猛スピードで変わっていってしまう。そし

て、こうした社会状況は、子どもたちにもさまざまなひずみを与えはじめている。子どものたちの

抱える孤立感、自尊感情の欠如、規範意識の低下や他者の風景化などは、現代の社会状況と深くか

―――――― 

*茨城大学教育学部  
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かわっているように見える。教育基本法の改正や新学習指導要領の改訂なども、こうした社会を「生

きる力」を子どもたちに育てることを目指して、策定されている。 

それでは、「生きる力」とはどのような力なのだろうか。学力に関しても従来の学力からコミュニ

ケーション能力や独創力などを含んだ新しい学力への転換が強調され、また規範意識の低下や他者

の風景化に対しても、しつけの強化や市民教育による対応が求められる。 

ここでまず問われるのは、姿を変えつつある社会に対して教育はどのようなスタンスで向き合っ

たらいいのかということだろう。この社会の流れに適応できる子どもたちを育てることが優先され

るべきなのか、それともこうした社会の流れにとらわれずに、今そこにいる子どもたちを理解する

ことから教育を始めるべきなのか。それは、常識的なとらえ方をすれば、子どもたちを社会化する

ことを重視すべきか、それとも子どもたちに寄り添うことを重視すべきかについてのスタンスの決

定ということになるかもしれない。だが、本来の問いは、こうした二項対立を相対化できるかどう

かにかかわっているようにも思われる。 

社会の変革期に問われるのは、社会化とは何かということであろう。社会化のもつ意味によって、

導くことと寄り添うことが社会化とどのようにかかわるのかも異なってくるはずである。たとえば、

習熟度学習について考えてみよう。習熟度学習は、子どもたちの社会化への一つのイメージを表現

している。それは、やはり社会化の方向性が明示されていて、そこへ子どもを導くというイメージ

である。習熟度の高低は、それが一つの軸に乗せられるものであるからこそ高低なのである。また

同質の子どもたちを集めるという発想自体が、教育を同質性という視点からとらえていることにも

なるだろう。子どもの育ちへの一定のイメージがそこにはある。あるいは社会化においてスキルの

向上ということを考える立場も、導くことの最終地点がはっきりしていてはじめて成立する考え方

であろう。 

いっぽうで、価値の多様化する社会で、そもそも一定の学びの方向を示すこと自体が困難だと考

える立場があるだろう。たとえば、発達障害の子どもたちに対して、健常児と同じことを求めるか

らかかわりが難しくなるのであって、もっと多様な見方をすることにより、問題を解決しようとす

る立場である。そこではどうしたら異質な存在が共生できるのかということが教育の解決する課題

であり、そのために教師は多様な見方を学ばなければならないということになるだろう。そこでは

そもそもソーシャルスキルとは何かといったことも決められないはずである。 

だが、こうした二項対立的な発想そのものが問われるべきではないかということが小論の問題提

起である。そこでは、導くことと寄り添うことを二項対立としてとらえることも見直されることに

なる。小論においては、二つの映画を比較しつつ、考えていくことにする。一つは、山田洋次監督

の『学校Ⅱ』（1996年作品）であり、もう一つは、平山秀幸監督の『ザ・中学教師』（1992年作品）

である。前者は、教育における「寄り添う」ことを、後者は「導く」ことを描いた映画だと考える

ことができると思うが、これまで述べてきたような関心のもとで、それぞれの映画が教師や学校の

役割をどのようにとらえているのかを明らかにすることにより、もう一度教育における社会化につ

いて考えてみたい。 
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１１１１・・・・二二二二つのつのつのつの映画映画映画映画のののの概略概略概略概略    

 

 これからの教育はどのような方向性に向かっていくべきなのだろうか。そして私たち一人ひとり

はどのように教育と向き合ったらいいのだろうか。すでに述べたように、いっぽうでは、経済のグ

ローバリゼーションのなかで世界的規模での競争に勝てる人材養成が求められている。いわゆる新

自由主義に基づく教育政策である。しかし他方では、こうした時代だからこそ、異質な存在を受容

し合う共生的社会を生きる人材を養成するという考え方が存在する。 

 『学校Ⅱ』は、北海道のある養護学校を舞台に、クラスの３年間をつづった映画である。９人の

生徒たちが教師や子どもたちとの関係のなかで成長していく姿を描いている。 

この映画においては、教師は迷い悩みながらも徹底して子どもたちに寄り添おうとする。子ども

たちは、さまざまな問題行動を起こす。だが、そうした問題行動には、精一杯成長しようとする子

どもたちの自己表現が隠されている。教師は、その表現をあくまでも受け止め、寄り添っていこう

とする。いっぽう社会はむしろ差別の温床であり、子どもたちに敵対する意味をもっている。校長

先生の言うように「学校ができることはしれている」かもしれないが、教師たちは、一人ひとりの

子どもに、そしてときには保護者に寄り添う。そして、迷い苦しみながら、子どもたちの行動を理

解し続けることによって、彼らの成長を待ち続ける。 

いっぽう『ザ・中学教師』は、公立中学校の２年生を舞台に、やはり子どもたちの様々な問題行

動にどのように対応していくのかを描いている。だが、問題行動のとらえ方は、『学校Ⅱ』とは大き

く異なっている。それは、子どもたちを無秩序で社会化しなければならない存在としてとらえ、学

校という権力装置のなかで子どもたちを社会化しなければならないと考えている点である。したが

って教師は導くことのプロフェッショナルでなければならず、子どもとの出会いのなかで思い悩む

ようなアマチュアであってはならないのである。 

以下においては、対比的な内容をもつと思われる二つの映画の、学校観、教師観、さらには学校

観や教師観の背景にある子ども観に触れながら、教育における寄り添うことと導くことについて考

えてみたい。 

 

 

２２２２・・・・学校学校学校学校はははは「「「「社会化社会化社会化社会化のののの場場場場」」」」かかかか、、、、それともそれともそれともそれとも「「「「安全安全安全安全のののの基地基地基地基地」」」」かかかか    

 

 二つの映画は、それぞれ映画の内容を予兆させるような始まり方をする。 

『ザ・中学教師』では、中学校の校門が重たい音を立てながら開けられる。その門を社会科の教

師三上が自動車で通っていくのである。校門は、日常性から離れて別次元の世界に入っていくため

の境界であるかのように見える。学校は日常の世界とは切り離された場として現れる。そしてだか

らこそ、学校はある意味で冷たく厳かな場である。子どもたちにとってだけではなく、教師にとっ

ても学校は特別の場として描かれる。映画のはじめの方では、夏休みがあけ、新学期が始まる緊張

感が、教師たちの雑談をとおして表現されている。 

『学校Ⅱ』は、リュウ先生が、離れて暮らしている娘と会話する場面で始まる。彼は、ミュージ

シャンになりたいという娘に戸惑い、つい母親と同じように、ただ受験から逃げているだけなので
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はないかと言ってしまう。そしてコバ先生に、自分の娘のことを「なかなか期待通りには育ってく

れない」とふと漏らす場面も描かれている。ところが、映画のラストの場面で、リュウ先生は、次

のような手紙を離婚した妻に宛てて投函する。「多くのことを期待してはいけない。独りよがりの期

待を抱くことが、本人に対してどんなに大きな負担になるかを思ってやることだ。僕たちにできる

ことは、あの子に、寄り添ってやることだ。そして健康と自分を愛する心を与えてやることだと思

う。どうか、あの子に過大な期待をかけて苦しめないでほしい。あの子にどんな花が咲き、どんな

実がなるかを知っているのは、親や教師ではなく、本人なのだから。」『学校Ⅱ』が娘の場面で始ま

り娘に関する場面で終わっていることのうちにこの映画の主題が示されているように思う。それは、

学校は寄り添う場だということである。 

『ザ・中学教師』も『学校Ⅱ』も、学校を特別の空間と見ていることは同じである。『ザ・中学教

師』においては、学校は日常の世界から校門で切り離された場所であり、『学校Ⅱ』においては、学

校は子どもたちにとって「安全の基地」として準備された場所である１。『学校Ⅱ』における学校の

もつ意味については、玲子先生の次のような言葉に端的に表現されている。「ここを卒業したら、す

さまじい競争社会に放り出される。せめてこの学校にいるあいだは精いっぱい愛してあげたい。自

分にも母校があるという想い出をつくってあげたい。」同じことは映画の最後の部分でコバ先生によ

っても繰り返される。「泣いている場合じゃないんだ。いよいよ君たちは明日から社会人になるんだ

ぞ。これから毎日戦いなんだ。泣きたいときや、叫びたいときが何度もあるだろう。そのときには

いつでも俺のところに来い。いつでも話をきいてやるから。」 

いっぽう『ザ・中学教師』において学校が特別の空間であるのは、学校が社会化の訓練の場だか

らである。それは三上の次のような言葉にはっきりと示されている。「お前たちが、じゅうぶん個性

的であることはわかっている。でもな、この桜中にくるときだけは普段の自分を捨てて来い。学校

は家とは違う。お前たちは、制服という衣装を着て生徒という役を演じ、俺は、このスーツとネク

タイという制服を着て教師という役を演じる。つまり、学校というところは、それぞれが与えられ

た役をきちんと演じる演劇の舞台のようなところだ。」三上ははっきりと学校という場が日常の世界

とは切り離された舞台なのだと宣言する。 

 二つの映画の学校観は、学校を特別の空間をとらえている点では同じだが、その中身は大きく

異なっている。 

『ザ・中学教師』においては、学校の目的は子どもたちを一般の社会で生きていけるよう社会化

することである。その意味では学校は、日常的社会と連続している。だが、子どもたちを社会化（日

常化）するには、学校という特別の場を必要とするのである。現代社会においては、トレーニング

を積まない限り社会化は難しい。そして社会化をすすめるためには、権力者としての教師が必要と

される。したがって教師と子どもの権力的関係は偽装された権力関係である。学校はロールプレイ

の場なのである。こうした訓練の場が必要であることには、現代社会が少なくとも９年間、場合に

よっては１２年間のロールプレイの継続の結果、ようやく社会化が果たせるような育つことの困難

な社会であることを意味しているということでもある。この訓練によって子どもたちを社会化する

ことはたやすいことではない。だからこそ、学校では重たい校門だけではなく、時間的にも「起立、

礼、着席」といった儀式や、三上のしていたようなベルによる管理が必要なのである。 

さらに、三上が、子どもたちをまとめるためにクラス対抗の駅伝大会を提案している場面にも、
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『ザ・中学教師』の学校観がよく表現されている。三上は、駅伝大会の目的を問われて、「学校を非

日常化することが行事のテーマじゃないですか。」と言い、「挑発するんです。自分たちが駅伝を仕

切ってやるんだと頭にのらせるんです。」と説明している。あくまでも教師は学校で繰り広げられる

ロールプレイの監督であり演出家なのである。そしてこのロールプレイを成功させることで、クラ

スの結束を図り、生徒の自治意識を発揚させようとする。教師は権力者であり、子どもたちより高

い立場にたって教室で生じる出来事を動かしていく。 

いっぽう、『学校Ⅱ』では、学校の目的そのものが、むしろ一般社会とは異なった社会であること

にある。学校は、決して社会化の場ではなく、社会の荒波から子どもたちを守る「安全の基地」な

のである。むしろそこには校門のようなはっきりとした境界はない。教師は、空間的にも、校門を

出て、タカシの家庭を訪ね、またユウヤとタカシがいなくなったとなれば探し回る。時間的にも、

決して卒業してしまったからといって子どもたちとの関係が終わってしまうわけではない。コバ先

生のことばにもあるように、卒業してもその子にとって学校は学校のままであるし、また玲子先生

の言うように、学校は子どもたちにとって、いつまでも「母校」なのである。 

それは、同窓会の誘いに対して、三上が「僕は行きません。卒業した生徒に興味はない。」という

のと対照的である。三上にとって学校が時間限定のロールプレイの場であったのに対して、『学校Ⅱ』

の先生方にとって、学校は超空間的、超時間的な場なのである。『学校Ⅱ』にとっては、学校が特別

な空間であるという意味は、「安全の基地」としてつねに子どもたちを支える場、あるいは「故郷」

を意味するということである。だからこそ、リュウ先生の次のようなことばが出てくる。「とうとう

お別れだね。何にもしてやれなくてごめんね。なんで卒業なんてするんだ。もっとここにいろよ。」

学校は「安全の基地」であって教師と子どもでつくる理想の避難所なのである。 

こうした学校の性格は、タカシの職場体験の場面でも示されている。クリーニング屋での職場体

験に適応できないタカシについて、クリーニング屋の社長は、障がい児は、「根気がない」、「協調心

がない」、「注意すると教師や親に誇大に報告する」などと言う。さらに社長は、タカシが反抗的で

あることを指摘するのだが、それに対してリュウ先生は、「生意気盛りの高校生ですよ。反抗ぐらい

する。私もした。社長さんもしたでしょ。」と強く言いかえしている。このエピソードは、学校が社

会化のための訓練の場ではなく、競争社会の荒波からの避難所であることをよく表現している。 

いっぽう、三上はまったく反対の立場をとる。なぜなら学校はロールプレイの場なのだから、多

少強引にでも社会化を目指さなければならないことになる。一人ひとりの子どもの思いよりも社会

化することが優先される。彼は言う。「社会に通用する人格を育成する場が学校です。」そのことが

典型的に示されていたのが、三上の喫煙に対する指導である。学校に煙草を持ち込んだ３人の男子

に三上は問う。「中学生が煙草を吸っちゃいけない理由を言ってみろ。」一人の中学生が「身体にい

けないから。」と答える。三上は「違う。」という。別の中学生が「法律で禁止されているから。」と

答える。三上は「そうだ」という。学校は一人ひとりの健康のために存在するのではなく、法律を

守れるようになるという社会化のために存在しているのである。 

だからこそ、学校でいじめられた苦しさから問題行動を起こす自分の娘に対しても、三上は「甘

えるな」というのである。また社会化が現実社会への適応を意味しているかぎり、法律がそうする

ように、罰を与えることも大切である２。 

いっぽう、『学校Ⅱ』においてもタカシやユウヤが煙草をすう場面が出てくる。だが、『学校Ⅱ』
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においては、それが、思春期の子どもたちに展開する青春の一場面として描かれているのも対比的

である。 

 

 

３３３３・・・・教師教師教師教師のののの強強強強さはどこにあるのかさはどこにあるのかさはどこにあるのかさはどこにあるのか    

 

 『ザ・中学教師』では、その内部においても、二つの教師像が対比的に描かれている。いっぽう

が、三上に代表される教師像であり、他方が若い美術の女教師に代表される教師像である。 

美術教師は子どもたちの自由を尊重することを大切だと考える。学級活動の時間も、生徒が希望

すれば音楽の時間にしてしまう。授業もやる気が出ないのならば好きなことをしていてかまわない

と考える。「強制されてもおもしろくない。」、「頭ごなしに抑えれば生徒は反発するだけ。」と繰り返

し訴え、そして実践している。彼女は、管理するよりは放任主義のほうが良いと言う。 

そしてこの美術教師の考えを支えているのは、教師自身も自由でありたいという思いである。彼

女は、教師の仕事を「自由業」だととらえる。そして、「先生だって肩肘張っているのは嫌なんだ」

という。 

確かに彼女は教師らしくない教師である。子どもたちの気持ちを自分の気持ちに重ねてわかろう

とし、訪ねてきた男子学生を家にあげて、性や恋愛の話にも、「そういうの興味ある年頃だもんね。」

と理解を示す。そして「思ったままを自由に」と繰り返す。三上が、学校を、生徒は生徒として教

師は教師として演技をする場だと考えていたのに対して、美術教師は、たてまえではない本音を語

るように促す。煙草を吸った罰を与えられたことを「悪いことをしたのだからしょうがない。」と言

う生徒たちに対して、「それはたてまえでしょ。君たちの本心を知りたいの。」と問いかけるのであ

る。美術教師は、学校を、教師であっても生徒であっても、ともかく同じ人間同士が、役割として

ではなく人間としてかかわる場だと考えている。「教師と生徒はほんらい平等なんだから、いいたい

ことはちゃんと言わなけりゃ。」、「言いたいことがあるんだったら何でも言って。私何でも相談にの

るから」と家を訪れた男子学生たちに語っている。 

 いっぽう三上は、すでに述べたように、学校を演技の場としてとらえ、そこではプレイヤーとし

てではあるが、つまりその意味で役として演じられる範囲においてではあるが、自らを権力者だと

考えている。実際、他の教師の問いかけに対して、三上は「教師は権力の手先だなんて当たり前の

ことが不満だったら、教師なんか辞めてしまいなさい。」と反論している。 

 映画のなかでは、実際に美術教師は、シンナーを吸った男子生徒に襲われ、結局、その男子生徒

は学校のプールで水死してしまう。また美術の授業が成り立たなくなり、そのことをきっかけに生

徒が教師を刺すという事件が引き起こされる。男子生徒を家に呼び性の話をしたこと、したくない

ことはしなくていいという考え方によって警察が入るような暴力事件を引き起こしてしまったこと、

いずれも、映画のなかでは、美術教師の上記の考え方が、学校には適合しないことが描かれている。

生徒の自由の尊重は、学校という場を成り立たなくさせるだけではなく、生徒をもまた追いこんで

いく。自由の尊重は子ども自身も苦しめる結果になるのである。 

 『ザ・中学教師』においては、教師は権力者でなければならないし、なめられてしまっては学校

という場は成立しなくなるということが主張されている。学校に、美術教師のような子どもの個性
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や自由を主張する教師が存在することで、学校の持つ意味が不明確になり、最終的には学校という

場そのものが壊されてしまう。 

 それでは、『学校Ⅱ』における教師の役割はどうであろうか。それは、子どもに寄り添いながら共

に歩んでいく教師だといってもいいだろう。若いコバ先生にどうすればいいのか尋ねられて、リュ

ウ先生が言うのが、「教わるんではなくて自分で見つける。」ということである。コバ先生とリュウ

先生とのやりとりにはこのテーマが繰り返されてでてくる。「どう扱えばいいのか教えてくれません

か。」とコバ先生に尋ねられて、リュウ先生は、「そんなことわかんないよ。ぼくたちだってはじめ

てなんだから。見つけ出すしかないのよ、その方法を。」と答える。 

かかわる方法を見つけ出すためには、子どもに寄り添うことが求められる。子どもに寄り添い続

け、子どもを探し続けることが教師の役割である。実際に、先生たちは、ユウヤに振り回され、く

たくたになりながらも彼につきあい、行動の「奥底に何が潜んでいるのか探りあてる」ことを目指

す。社会化という枠に子どもを合わせようとするのではなく、子どもの思いをくみながら、かかわ

りの方法を探っていくのが『学校Ⅱ』の教師である。したがって、教師には、子どもをとらえ理解

する力、つまり「見る力」が求められる。この点では、保育園の教師も大学の教師も変わりはない。

「保育園じゃあるまいし、どうしてうんこやおしっこの世話をしなければいけないんだ」と問うコ

バ先生に対して、玲子先生は、「大学の先生は偉くて幼稚園の先生は偉くないというの」と問い返し

ている。教育という仕事にとって重要なのは何を教えるかではなくどう寄り添うかということなの

である。 

関わりながら見つけることの具体例は、玲子先生のコバ先生に対することばのなかにもある。玲

子先生は、コバ先生がパニックを起こしたユウヤを落ち着かせることができないのにリュウ先生に

はできることに対して、コバ先生はユウヤの前に仁王立ちになったり、後ろから肩をつかんでしま

ったりするのに対して、リュウ先生は、ユウヤに並んで片手で止めていることを指摘する。そして

リュウ先生のやり方がユウヤには添ったやり方なのだと説明している。ここでも教師は寄り添う存

在である。たしかに若いコバ先生は、給食を強引に口に入れようとしたり、無理に勉強させたりと、

ユウヤの思いに添えないことがあるが、そういうときにかぎってユウヤはパニックを起こすのであ

る。 

したがって『学校Ⅱ』の教師は、「迷う教師」である。つねに子どもたちとの出会いに迷い続ける

ことが教師の役割なのである。リュウ先生も、コバ先生に「悩むことの大切さ」を強調する。そし

て、「その悩みを生徒のせいにしてはいけない」とも言っている。 

教師は子ども一人ひとりのドラマに付き合わなければならない。この意味で教師は若いまま存在

し続けなければならない。つねに子どもたちとの出会いのなかで古い自分を壊し、新しい自分を作

っていくことが教師の役割だからである。たしかに映画のなかでは、細部に関しても子どもに寄り

添おうとする場面がでてくる。たとえば、生徒が手で作った銃でバーンを撃てば、リュウ先生は撃

たれて倒れ、今度はリュウ先生が撃って生徒が倒れるといった場面が２度も出てくるし、数学の時

間であるのに、ミカンは英語でなんて言うのか知っている、イチゴは英語でなんて言うのか知って

いるとしつこく尋ねてくる女子生徒にも教師たちは遮らずに答えている。 

『学校Ⅱ』に描かれた教師たちと『ザ・中学教師』の三上とは、寄り添う教師と管理する教師と

して対比的にとらえることができるだろう。リュウ先生は、教師の仕事について次のように語って



茨城大学教育実践研究 22229999(2010) 

 - 230 - 

いる。「与えるとか教えるとかでない。子どもたちから学んだことを返してやる。そういうことなん

だよ、俺たちの仕事は。」いっぽう三上は子どもたちに寄り添うことを徹底して拒否してさえいるよ

うに見える。自分の娘が学校でいじめられたことから、私服で登校したり、さらには学校に放火し

たりする。さまざまなサインを出すこの娘に、三上は「あまったれるんじゃない。いじめがこわい

から学校に火をつけていいという理由がどこにあるんだ。そういうのを逆恨みというんだ。お前は

何に反発している。いつまでもおまえの味方というわけではないんだぞ」と叱る。 

しかし、『学校Ⅱ』に描かれた教師たちと『ザ・中学教師』の美術教師がともに三上の示す教師像

と対比的だからといって、両者が同じ教師像を示しているということにはならない。『学校Ⅱ』に描

かれた教師と『ザ・中学教師』の美術教師もまた対比的な教師像を示している。それは、子どもた

ちとの関係性の相違にある。『学校Ⅱ』の教師たちは、子どもに寄り添って生きようとする。教師と

子どものあいだに濃密な関係を築こうとする。学校にいる間に子どもたちの心のなかに、厳しい社

会を生きていく支えとなりつづけるような「故郷」（あるいは「居場所」）を作り出そうとする。い

っぽう、『ザ・中学教師』の美術教師は、それぞれ対等な人間として自分らしさを尊重しながら他者

に支配されずに生きていくことを大切だと考えている。 

『学校Ⅱ』の教師に求められているのは、子どもたちの成長を信じ、それを辛抱強く待っている

力である。寄り添うことは、容易いことに見えるかもしれないが、待とうとする教師は、子どもた

ちの存在を丁寧に聴きとり、そして彼らが成長していくのを待つことを求められる。表面的には受

動的に見えるが、待つことには教師の強い能動性が求められる。『学校Ⅱ』の教師たちには、強い風

にも折れないような強さが求められるのである。 

いっぽう、三上に求められるのは、ときには敵として現れてくる子どもたちに負けない管理者と

しての強さである。三上は若い美術教師に「生徒が敵だと思っているんではないですか。もう少し

生徒を信用したら。」と言われるが、まさに生徒たちは三上にとって敵なのである。三上に求められ

るのは社会化の遂行者として子どもの前に立ちはだかる強さである。いっぽう美術の教師は、いず

れの強さに対しても嫌悪感をもち、学校という場の教育的な機能をできるかぎり薄めようとしてい

るように見える。逆にいえば、『学校Ⅱ』の教師たちと『ザ・中学教師』の三上とは、まったく異な

った方向ではあるが、学校を特別な空間であるととらえ、そこで必要とされる教師の強さを追い求

めるという意味では共通している。学校を日常とは異なる空間として維持していくためには教師の

強さが必要とされるのである。逆にいえば、子どもたちの個性とか自由とかを安易に強調すること

は、教師の弱さの裏返しかもしれない。 

 

 

４４４４・・・・二二二二つのつのつのつの教師像教師像教師像教師像をををを支支支支えるえるえるえる子子子子どもどもどもども観観観観    

 

 上記のような教師像が出てくる背景には二つの映画における子ども観の違いがあるだろう。そこ

で、『学校Ⅱ』の教師たちと『ザ・中学教師』の三上それぞれの教師像を支える子ども観について考

えてみたい。子どもは時と場合によって、さまざまな顔をもって、大人の前に現われてくるように

思われる。 
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（（（（１１１１）『）『）『）『ザ・ザ・ザ・ザ・中学教師中学教師中学教師中学教師』』』』のののの子子子子どもどもどもども観観観観    

    

    『ザ・中学教師』における子ども観を端的に表現している場面がある。三上が体罰を日常的に行

っている体育教師と屋台で酒を飲みながら話す場面である。プールでの水死事件や、教師が刺され

た事件があった後の会話である。そこで、「僕の生徒指導、このままでいいんですかね」と尋ねる体

育教師に対して三上は次のように答えている。「弱音を吐くな。弱気になったら生徒にバカにされる

だけだ。」「今のままでいい。一貫性をなくしたら教師はしまいだ。」そしてさらに「三上先生は生徒

が怖くないですか」と尋ねる体育教師に、三上は「怖い。だから威圧的にやっている。」と答えてい

る。 

 すでに述べたが、三上にとって生徒は敵なのである。社会化されていない子どもたちは、教師に

とって何をするかわからない怖い存在として現れてくる。だからこそ、社会化させることが求めら

れるのであるし、学校は放っておいては何をするかわからない怖い子どもたちを社会化する装置と

して機能しなければならないのである。当然そうした場においては、教師に管理する権利が与えら

れなければならないだろう。そして、社会化されていない子どもは何をするのかわからない存在で

あるからには、学校には子どもたちの日常性は持ち込まれてはならず、ロールプレイの場でなけれ

ばならないことにもなるだろう。 

 たしかに『ザ・中学教師』においては、私たちに恐怖を感じさせるような無秩序な子どもたちが

たくさん登場する。万引きをする子どもたち、自分の親が経営するコンビニの商品を持ち出して他

の子どもたちに無理に買わせる子どもたちは、その行為が特別のことではないかのようになされる

がゆえに、余計に私たちを不安に陥れる。 

さらに、子どもたちの個性や自由を尊重しようとする美術教師と関係する仕方で、シンナーを吸

って美術教師に襲いかかり結局はプールで水死してしまう子どもの事件、さらには学級崩壊状態の

教室で教師を刺してしまう子どもの事件が起こる。こうした事件は、やはり子どもは敵なのであっ

て管理に失敗すると何が起こるかわからないという思いにさせ、私たちを管理へと駆り立てる。と

くに不気味な印象を与えるのは、学級崩壊状態のなかでへらへらと笑っている子どもの存在である。

英語教師は、その様子に憎しみを感じ、我慢できずにその子に飛びかかっていって刺されてしまう。

こうした事件においては、子どもたちは、私たちに理解出来ない異質な存在であるだけではなく、

私たちの維持している社会秩序を脅かす恐ろしい存在として描かれている。子どもに刺された英語

教師は、なぜ子どもを殴ったのかと尋ねられて、「憎らしかったから。生徒がエイリアンに見えた。」

と答えている。子どもたちが怖いのは、子どもが大人の想定する社会をつねに不安定にさせてしま

うからである。 

 しかもただ一人ひとりの子どもが怖いだけなのではない。子どもたちが集団になることで、その

行動は同調し、増幅して私たちを脅かすようになる。授業中であるにもかかわらず、大騒ぎを始め

る子どもたち、机の上で踊りはじめ、静かにしろと何度言っても収まらなくなる子どもたち、さら

には「静かにしろって誰が決めたんだよ。校則にそんなのないぞ」と言いながら、教師にものを投

げつける子どもたち。ガラスが割れ、それを止める子どももいない。教師の言葉は子どもたちに何

の意味ももたなくなる。言葉というものが無意味になってしまう世界がそこにある。こうした子ど

もたちの様子を見て、恐怖を感じない人はいないのではないだろうか。管理者としての教師のプラ
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イドはずたずたにされる。子どもたちは集団になることでさらに無秩序さを助長するのである。だ

からこそ三上のように子どもたちを管理し、こうした状況が生じるのを予防しなければならないの

である。 

     

（（（（２２２２）『）『）『）『学校学校学校学校ⅡⅡⅡⅡ』』』』のののの子子子子どもどもどもども観観観観    

 

 いっぽう、『学校Ⅱ』においては、子どもは、あくまでもかわいい存在、いとしい存在である。そ

して理解可能な存在である。だからこそユウヤの度重なる攻撃的行動に対しても、教師は、その行

動の意味を探し続けるのである。したがってまた子どもを理解できないのは教師の専門性が欠けて

いるせいなのである。子どもは、そのままで教師と等しい価値をもった存在であり、決して管理す

べき存在ではない。ユウヤとのかかわりに行き詰ってしまったリュウ先生はタカシに尋ねる。「俺、

困ってしまってなあ。正直言って俺たちどうしたらいいのかわからない。そうしたら、あいつの心

の中、わかってやれるんだろうか。」 

 『学校Ⅱ』においても、決して子どもたちの行動の意味を簡単に理解できることにはならない。

『ザ・中学教師』と同様、子どもたちは理解できない行動によって教師を追い詰める。たとえばユ

ウヤは、暴れ、大小便を垂れ流し、教室を飛び出し、他の教室や印刷室をめちゃくちゃにする。そ

うしたユウヤに関わらなければならないコバ先生は、「なに、お前、俺を殴るんだよ。いったい、お

前、なに怒っているだ。」、さらには「酷い目に合わせないとわかんないんだよ。」と言う。ところが、

玲子先生は、暴れるユウヤに対して、「お母さんと離れていることがつらいのよ。」と言い、また紙

を破り続けるユウヤに、リュウ先生は、「紙をばらまくことに集中している」と述べ、「迷惑をかけ

られることが教師の仕事だろ」とコバ先生に言い聞かせている。つまり、『学校Ⅱ』においては、攻

撃的な行動をする子どももいとしい子どもなのであり、コバ先生のような子ども観は否定されるべ

き子ども観なのである。 

 子どもが教師の言う通りにならない点では、『ザ・中学教師』と『学校Ⅱ』は共通である。そして

教師の都合で何かを押し付けようとするときには特に子どもは攻撃性を教師に向けてくる。だが、

『学校Ⅱ』においては、子どもの行動の意味に丁寧に耳を傾けていくと、そこには生徒であること

をこえた子どもたち自身の傷つきや辛さが開示されてくるのである。そして、自らの抱えた傷や辛

さを問題行動をとおして表現しようとする子どもたちは、あくまでもいとしい存在なのである。 

 だからこそ、子どもの行動に安易に一喜一憂することも間違っていることになるだろう。たとえ

ばリュウ先生は、ある潔癖症の女の子の机をさわったところ、その子は汚がって授業中にもかかわ

らず手を洗いに行く。それに対してリュウ先生は「ごめん」と謝る。だが、卒業式のときには、そ

の女の子がリュウ先生の洋服を直してくれるのである。子どもの行動は長いスパンのなかで受け止

めて行かなければならない。子どもたちのすべての行動には意味があり、それは子どもが育ってい

くプロセスのなかで生じることなのである。安易に教師がいいとか悪いとか判断できるようなもの

ではない。 

 こうした子ども観は子どもたち同士の関係にも反映している。ユウヤやタカシとの関係にはっき

りと示されているように、子どもたちは子どもたち同士の関係のなかで長い時間をかけて成長して

いくのである。 



生越：寄り添うことと導くこと 

 - 233 - 

５５５５・・・・多様多様多様多様なななな教育観教育観教育観教育観のののの融合融合融合融合    

    

    『ザ・中学教師』においては、社会化を目指して子どもを「導く」ことが教師の役割であった。

映画のなかで、子どもたちは、無秩序な世界を生きる存在として描かれ、したがってまた社会化さ

れなければならない存在であった。そして、子どもたちが無秩序な存在であるからこそ、教師には

その子どもたちを管理するための特別な権力が与えられなければならないことになる。いっぽう、

『学校Ⅱ』においては、子どもに「寄り添う」ことが教師の役割であった。子どもの行動の意味を

つねに問い続け、寄り添うために迷い続けるのが教師である。権力関係のような縦の関係ではなく、

並ぶ関係を生き続けることが教師だという言い方もできるだろう。 

 そしてこうした教育観（学校観、教師観）の違いが、子どもを見るまなざしの違いによることも

わかってきた。子どもは、私たち大人をその異質性でもって脅かす怖い存在でもあり、同時に可愛

くていとおしい存在でもある。したがってまた、『ザ・中学教師』と『学校Ⅱ』の二つの教育観は決

してどちらかが正しくて、どちらかが間違っているということではなく、それぞれ子どもの見せる

一つの側面に対応した教育観であると考えることができるだろう。子どもたちが矛盾した顔をもっ

て私たちの前に現われて来ることは自然なことである。 

 『学校Ⅱ』で明らかになったことは、子どもの表現の意味を考えつづけ、子どもに寄り添い続け

ることは、事実を丁寧に見ることにつながるということであろう。子どもの事実を見ることは、簡

単なようで困難なことである。教師は、子どもに何が生じているのかをとらえることに困難を感じ

ているが故に、つい、何を教えたか、子どもの行動をどのように変えたかということに目を向けが

ちである。だが、『学校Ⅱ』における教師は、ともかく子どもに寄り添い子どもの事実をとらえよう

としていた。そして教育が子どもをとらえる教師自身を変えることを必要とすることを教えてくれ

る。つまり教師というのは、つねに実践のなかで自己形成、あるいは自己の再形成をし続ける存在

でなければならないのである。 

 それは、私たちは、子どもの立場にたって教育を問い直すことを求められているということでも

ある。子どもの事実を出発点とし、子どもの事実に基づきながら教育を考えることが大切なのであ

る。そこでは通俗的な意味での社会化は否定される。なぜなら通俗的な意味での社会化は、子ども

一人ひとりの姿と関係なしに、子どもの到達すべき地点を決めてしまうからである。『学校Ⅱ』が教

えてくれるのは、教師は子どもたちと出会い、理解できなくても子どもたちと根気よく対話し続け

ることの素晴らしさである。子どもの内面的な力を信じ、その力が発揮されるように、そこに寄り

添って、「安全の基地」として子どもを支えることである。それは、大人とは異なる子どもの存在に

畏敬を払うということでもある。教師のまなざしは子どもたちの現在の姿をとらえることに集中す

ればいい。そのなかで子どもたちはおのずから成長していく。 

 それでは、『ザ・中学教師』から学んだことは何だったのだろうか。それは子どもの育っていくべ

き確かな方向性を教師が自覚することの大切さということだろう。それが三上と美術教師との違い

である。教師と子どもとの関係は、将来の子どもの姿を見据えて、形成されなければならない。 

たしかに三上は権力的な教師である。そして彼が、社会化の方向性として現実社会を前提として

いたことは生徒を息苦しくもさせていた。だが、それは無秩序な子どもたちを社会適合的な存在に

しなければならないというプロとしての自覚をもってのことであった。子どもを自由の状態に放任
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する美術教師と比べてみると、三上の自覚のもつ意味がわかってくる。彼は、学校という権力構造

をもった装置を用いることにより、生徒を大人にしたかった。権力構造というロールプレイを用い

ることによってしか子どもは社会化されないと信じていたのである。三上のなかに、子どもを支配

したいという権力意識があったのではない。その意味で三上の権力は抑制的な権力である。彼は、

子どもたちを大人へと導くことを大切にしていた。 

 美術教師が、その時々の子どもの自由、子どもの個性ばかりにとらわれ、子どもたちをどこにも

導こうとしなかったことと対比させると、三上が教師として子どもたちを導こうとしたことから学

ぶ点が見えてくる。ただ、そこで問われるべきだったのは、三上の子ども観だということもいえる

だろう。子どもは一面ではたしかに私たちの平穏を乱す恐ろしい存在である。だが、もう少し立ち

止まって彼らの行動を見てみれば、彼らはいとおしい存在であるし、逆に私たちの固くなった世界

に風穴を開けてくれる存在でもある。三上の子ども観が間違っていたといいたいのではない。だが、

三上の子ども観に立ち止まらずに、一歩踏み出していれば別の子どもの姿が見えてきたかもしれな

い。だが、その時に、やはり子どもが育ってほしい方向を持ち続けることも可能であろうし、必要

なのではないだろうか。 

 子どもに寄り添うだけではなく、教師もまた一人の人間として、子どもの成長に願いをもつこと

の大切さを三上が教えてくれているように思う。たしかに教師として子どもたちの成長に責任を持

っている以上、つねに自分の願いが本当に子どもたちを幸せにするものなのかを問いなおすことが

求められる。そして願いをもつことは、必ずしもそれを子どもたちに押し付けることになるわけで

もない。だが、そのことは願いを持たないで子どもたちとかかわったほうがいいということを意味

しないはずである。 

そう考えてみると、逆に、『学校Ⅱ』が子どもたちを導く方向性に無頓着だったように見えてくる。

たしかにリュウ先生が言うように、子どもたちとの出会いのなで、「子どもたちから学んだことを返

す」という考え方は大切であろう。そのことが教えるという立場から自由になって、学ぶというこ

とがいったいどのようなことなのかを根源的に問うことを可能にしてくれる。だが、そのことと教

師が願いをもち、それを子どもにぶつけることは矛盾していないはずである。たしかに、教師には

子どもたちの学びを助けることしかできないかもしれない。だが、それでも、あるいはそれだから

こそ、教師はやはり子どもたちにどのように育っていってほしいのかへの願いをもつべきだろう。 

その意味で、教師は、社会化（広義）のまなざしをもつべきだろう。ただし、その社会化とは、

必ずしも現実の社会を前提にする必要はないのだと思う。次の社会への願いを込めた社会化のまな

ざしである。そしてこのまなざしは、子どもたちの事実との対話のなかで、つねに問いかえされな

ければならない。 

 寄り添うことは教師にとって大切である。だが、寄り添うという受動的態度は、教師の能動性を

否定するものではない。教師も一人の存在として次の社会への願いをもち、そしてその願いをもっ

て子どもたちとかかわることが求められる。子ども一人ひとりが主体であるのと同じように、教師

もまた一人の主体なのであるから。また、このように考えてくると、『学校Ⅱ』においても、他者の

存在に心を開き耳を傾けるような人間になってほしいという教師の願いはあったのかもしれないと

思われてくる。 

 「願い」が『ザ・中学教師』と『学校Ⅱ』の教育観をつなげてくれるのではないだろうか。 
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『ザ・中学教師』で描かれていた「導くこと」は、「願いとしての導くこと」へと変容しうるもの

である。教師が一人の大人として子どもたちの育っていく姿への願いをもち、その願いをもって子

どもとかかわることは大切である。それはけっして子どもを無理やり願う姿へと変えさせることに

はならない。学校という特別な空間だからこそ、教師が願いをもってかかわること自体が子どもを

「導くこと」になるということはありうることである。「導くこと」は、性急に子どもを変えること

から自由になり待つことができるようになって「願いとしての導くこと」へと変わっていく。 

『学校Ⅱ』で描かれていた「寄り添うこと」も、実は「願いをもって寄り添うこと」であったよ

うに思う。寄り添うことは、決して教師が自分の願いをもって子どもとかかわることを否定してい

るわけではない。あるいは子どもへの願いをもたずに「寄り添うこと」は、下手をすると『ザ・中

学教師』の美術教師のように、子どもに迎合することになってしまう。「寄り添うこと」は、教師が

一人の人間として子どもへの願いをもつことで、「願いをもって寄り添うこと」になる。 

二つの映画を比較することで明らかになったことは、「導く」にしても「寄り添う」にしても、教

師、さらには保護者や社会が、子どもたちにどのように育っていってほしいかという願いをもつこ

との重要性である。私たち大人が子どもの姿への願いをもつことで、「導くこと」と「寄り添うこと」

がつながっていく。 

 

 

注注注注    

                                                   

１もちろん、『ザ・中学教師』は公立の中学校、『学校Ⅱ』は養護学校（特別支援学校）を描いた映

画であり、それが学校の持つ意味に相違を与えていると考えることもできる。だが、逆に、学校の

もつ意味の相違を際立たせるために、双方の学校が選ばれていると考えることもできるように思う。 
２ 煙草を吸った男子生徒にどんな罰を与えるかグループで話し合いをさせ、結果として、廊下の水

ぶき三日間という罰が与えられるが、これなどは今日の裁判員制度を思い起こさせる。 
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『モモ』における時間性 

―― 教育における計画再考 ―― 

 

生 越 達＊  

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

On The Temporality of “Momo” 

:Reconsideration on The Plan in Education 

Ｔｏｒｕ OGOSE* 

 

 

キーワード：待つこと、生活としての時間、時間の節約、子ども性 

 

教育の計画化がすすんでいる。ミヒャエル・エンデの『モモ』を読み解くことをとおして、こうした事態をどのようにとらえたら

いいのかを考えるのが、この小論の目的である。具体的には、『モモ』において描写されている時間節約のとらえ方に解釈を

加えることにより、エンデが現代社会をどのようにとらえ、何が問題であると考えているのかを明らかにしていきたい。 

最初に、『モモ』のなかで描かれている非計画的な生き方の特徴を明らかにする。それは、１）待つということ、と、２）現在

を生きるということ、である。モモはこうした時間の生き方をすることにより、他者と豊かに交流することができるようになる。モ

モはそのための時間をもっているのである。 

だが、いっぽう、現代人は、早さや速さへの欲望を抑えきれなくなり、時間を節約し、計画的に生きることをよいことだと考

えるようになっている。だがエンデは、こうした生き方をすることで、私たちは、いつもいらいらし、現在を楽しめないままに生

きるようになるという。私たちは知らないうちに時間を奪われているのである。エンデは、そこで、計測可能な時間ではなく生

活としての時間へと目を向けることが必要だと主張している。 

このことは、子どもたちへも多大な影響を与える。時間節約を重要と考える大人は、子どもの時間の生き方に恐れをなし、

早く大人にしてしまおうと子どもたちを学校へ追いやるからである。私たちは、現代社会において、学校がこのような施設に

ならないよう、教育の計画化について慎重に考えてみる必要がある。 

 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

教育においては「計画」を立てることの重要性が強調される。家庭教育はともかくとして、もと

もと学校教育は計画的に子どもを育てることを目論んで作られた制度であるから、計画が重視され

るのは当然かもしれない。たとえば学習指導案、さらには年間をとおしての学級経営案を立てるこ

―――――― 

*茨城大学教育学部 
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とは授業や学級経営を実施する際の前提であり、そうした計画を立てられない教師はいないはずで

ある。 

だが、最近は計画的教育ということが様々なレベルで強調されるようになり、ますます教育が計

画によって管理されるようになってきている。授業のレベルだけではなく、学級経営、学年経営、

学校経営、さらには県のレベルや国のレベルにまで計画的教育は浸透している。そして計画を立て

ることは計画の成果にかかわる評価と結び付けられている。教師一人ひとりの個人のレベルから、

学校のレベル、さらには県や国のレベルまで計画は評価によって総括され、次の計画へと改善され

る。教育においてＰＤＣＡサイクルという言葉を聞くことも多くなった。計画（plan）、実行（do）、

評価（check）、改善（action）の循環のなかで教育を行っていこうという発想である。また計画は

公表され、計画そのものが評価のまなざしにさらされるようにもなってきている。それは、客観的

な評価を行うためには計画がたてられていることが必要だからである。昨今では、学校経営の方針

については、各学校のホームページに載せられ、誰でもが簡単に見ることができるようになってい

る。 

現代教育にとっての計画の重要性は教育基本法の改正に象徴されている。平成１８年改正の教育

基本法においては、第１７条において教育振興基本計画を定め公表することが規定され、実際に、

平成２０年７月には教育振興計画が策定された。また改正教育基本法においては、各地方公共団体

でも教育基本計画を策定すべきことが定められ、その後、既存の計画が見直されたり、新たに計画

が策定されたりしている。現在は、あらゆるレベルで、計画をたて、公表し、そして実行し、評価

し、改善するというサイクルで教育を実施していくことが明示されたのである。 

このような現代の動向をどのように考えたらいいのだろうか。もちろん計画をたてることは教育

にとって最も重要な仕事の一つである。そうであるにも関わらず、教師の勘に任されてしまったり、

無計画に実施されたり、さらにはきちんとした評価をせずに教育の改善が行われないことは問題で

あろう。そこからは、教育がよくならないのは、これまで客観的に評価を行って来なかったからで

あるといった言述も生まれる。客観的な評価をどのように行うことができるのかということが教育

の眼差しを規定するようにもなる。 

だが、少し中身に入って考えると、事態はそう簡単でないことに気づく。 

第一に、教育が一人ひとりの子どもに添うことを目指すとするならば、教師の側からあらかじめ

教育内容を決めてしまうような計画は立てられないはずである。どのような教育内容にするのかは、

教師が子どもたちと出会い、子どもたちとのかかわりのなかで発見し、子どもたちとともに作り出

していくものだと考えることもできるからである1。もちろん、こうした教育観は、戦後教育が子ど

もたちを甘やかしたという発想からすると、そもそも問題だということになるのかもしれないが。 

第二に、計画をたてることが、評価可能な計画を立てるということになってしまうと、教育事象

をとらえるまなざしがひどく狭いものになってしまう危険性があることになる。短期的に成果がで

ること、また目に見えるような仕方で成果がでることにどうしてもまなざしが収束していくからで

ある。 

教育事象を刻々と変化する状況における「出来事」ととらえるならば、計画にとらえられた眼差

しはその状況をつかみ損なう可能性が高くなることを意味するだろう。計画を立てること自体は重

要である。計画を立てること自体は状況を深く理解する準備を与えてくれるからである。その場合、
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計画は最小限、子どもたちが想定される教育場面のなかで、どのような解釈をするのか、どのよう

な動き方をするのかを考えつくしたものである必要があるだろう。教師の側でその必要性を考えた

だけの計画であってはならない。佐伯は保育計画についてであるが、計画が「『即興劇の台本』」2で

あるべきだと述べている。 

教育はいつも計画と非計画のあいだにあると言えるのではないだろうか。計画をたてることによ

って教育を見る眼差しを深める。だが、計画を実施する場面においては、「計画に沿って」行うので

は不十分である。子どもたちとのかかわりのなかで、ときに計画を否定し、修正しなければならな

い。計画を否定し、修正することのなかで、学びの「出来事」を子どもたちとともに生成していか

なければならないのである。そして子どもたちと出会うからこそ、そしてその瞬間に一人の人間と

して働きかけるからこそ、見えてくるものがあるはずだからである3。 

そこで教育において計画をどのようにとらえていくべきなのかについては慎重に考えてみること

を求められるであろう。 

この小論においては、計画に関しての示唆をえるために、ミヒャエル・エンデの『モモ』を読む

ことにする。『モモ』においては、現代社会への批判がモモという少女をとおして描かれており、当

然そこには現代教育への批判も込められていると考えることができる4。『モモ』においては、現代

社会は管理社会、しかも自己管理の社会として描かれている5。そして自己管理そのものが見えなく

なってしまう社会の恐ろしさが時間泥棒をとおして語られる。『モモ』に描かれた管理社会を読み解

くことをとおして、上記に述べてきた教育の計画化に対して示唆を得るのがこの小論の目的である。 

もちろん、現代社会において『モモ』の主張は理解できたとしても、現実離れしていてそこから

メッセージを受け取ることはできないと考えることもできるだろう。たしかに学生たちと授業で『モ

モ』を読んでいても、現実的ではないことが常に問題になる。言いたいことはわかるが、そんなこ

と言っても、時間を節約しなければこの忙しい社会ではやっていけない。時間を効率よく使わなけ

ば、競争に負けてしまうし自己実現もおぼつかない。他者を待ったり、聴いたりしていはいくら時

間があっても足りない。そして結局はやっぱりモモのようには生きられないよね、といった結論に

落ち着いてしまうのである。だが、小論においては、『モモ』から人生に向き合うときの構えを学ぶ

という視点に立つことにより、できるかぎり現実的な示唆を得ることを目指していきたい。 

 

 

１１１１．．．．    『『『『モモモモモモモモ』』』』にににに描描描描かれたかれたかれたかれた非計画的非計画的非計画的非計画的なななな時間時間時間時間のののの生生生生きききき方方方方    

 

（（（（１１１１））））    待待待待つということつということつということつということ    

  

 モモは聴くことの天才である。モモに話を聴いてもらった人は、それだけで、自分の存在に

自信が持てるようになる。「どうしてよいかわからずに思いまよっていた人は、きゅうにじぶ

んの意志がはっきりしてきます。ひっこみ思案の人には、きゅうに目のまえがひらけ、勇気が

出てきます。不幸な人、なやみのある人には、希望とあかるさがわいてきます。たとえば、こ

う考えている人がいたとします。おれの人生は失敗で、なんの意味もない、おれはなん千万も

の人間の中のケチな一人で、死んだところでこわれたつぼとおんなじだ、べつのつぼがすぐに
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おれの場所をふさぐだけさ、生きていようと死んでしまおうと、どうってちがいはありゃしな

い。この人がモモのところに出かけていって、その考えをうちあけたとします。するとしゃべ

っているうちに、ふしぎなことにじぶんがまちがっていたことがわかってくるのです。いや、

おれはおれなんだ、世界中の人間の中で、おれという人間はひとりしかいない、だからおれは

おれなりに、この世の中で大切な存在なんだ」6。モモに話を聴いてもらうだけで、人は、自分

の存在を受容し、自尊感情を取り戻すことができるようになる。 

 それではいったいモモはどのように人の話を聴くのだろうか。左官屋のニコラと居酒屋のニ

ノとの仲直りをさせる場面で、モモはともかく待つことにする。「そしてどういうことになる

か、待つことにしました。なんであれ、時間というものが必要です----それに時間ならば、こ

れだけはモモがふんだんに持っているものなのです」7。モモの聴く力を待つことが支えている。

そして待つことは、モモが時間を持っているから可能になるのである。だが、時間を持ってい

るとはどういうことなのだろうか。モモに限らずだれでも同じだけ時間を持っているはずでは

ないだろうか。 

 道路掃除夫ベッポは、変わった人で頭がおかしいと思われている。それは、彼が「なにかき

かれても、ただニコニコと笑うばかりで返事をしないからなのです。彼は質問をじっくりと考

えるのです」8。ベッポは間違ったことを言うまいとしてときには一日も考えつづけるので、彼

が返事をしたときには、相手はもう何をきいたのかを忘れていて、ベッポのことを「おかしな

やつ」9だと考えてしまうのです。けれども「モモだけはいつまででもベッポの返事を待ちまし

た」10。待つとは、相手の存在を心のなかに入れ続けながら、それでも相手の応答をせかした

り、勝手に決めつけたりしないでおくことを意味している。したがって時間を持っているとい

うことは、自分のペースで時間を使うことをせずに相手のペースのなかに自分の時間を差し出

すことを意味していることになるだろう。待つことは自分の計画どおりに時間を使うことの断

念を求める。 

 はたして私たちはこうした時間を持っているだろうか。現代社会は、私たちがこうした時間

を持つことを不得意にさせてしまったように思われる。鷲田が言うように、現代社会は「待た

なくてよい社会」11である。そして待たなくてよいことに慣らされた社会は「待つことのでき

ない社会」12にならざるを得ない。つまり、現代社会を生きる私たちは時間を持てなくなって

しまったということなのである。それどころか、現代社会は待つことを否定し、それぞれの人

間が自らの立てた計画通りに生き、そこでの目標を達成すること、そうした意味で自己実現を

果たすことを求める。鷲田は、こうした状況を次のように表現している。「ものを長い眼で見

る余裕がなくなったと言ってもいい。仕事場では、短い期間に『成果』を出すことが要求され

る。どんな組織も、中期計画、年度計画、そしてそれぞれに数値目標を掲げ、その達成度を図

らないといけない」13。あるいは子どもの教育についても次のように言う。「子どもが何かにぶ

ち当たっては失敗し、泣きわめいては気を取りなおし、紆余曲折、右往左往したはてに、気が

ついたらそれなりに育っていたというような、そんな悠長な時間など待てるひとはいなくなっ

ている」14。 

 私たちは待つことのできない社会を生きている。でも、それは悪いことなのだろうか。待た

なくてすむこととは便利なことだからである。近くのコンビニではほしいものがすぐに手に入
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る。携帯電話を用いれば、遠くの人ともすぐに話せる。メールで連絡もとれる。世界の果てだ

って飛行機を使えば１日の内に行くことだってできる。待つという無駄を省くことができるし、

早さは便利さの証である。私たちが待つことができない対象はもちろん人間だけではない。森

羅万象すべてを待つことができないのである。待つには生きている時間のリズムが速すぎる。

だから何もかも待てないのである。いっぽう、モモが待つ相手は人間に限らない。「小さな男

の子が、歌を忘れたカナリアをつれてモモのところにやってきました。こんどのは、いままで

のよりずっとむずかしい仕事でした。カナリアがやっとまたたのしそうにさえずりはじめるま

でに、モモは一週間ものあいだ、じっとカナリアのそばで耳をすましていなければなりません

でした。モモは犬にも猫にも、コオロギやヒキガエルにも、いやそればかりか雨や、木々にざ

わめく風にまで、耳をかたむけました。するとどんなものでも、それぞれのことばでモモに話

しかけてくるのです」15。 

 それではモモが待つことで、そこに何が生まれているのだろうか。それは次の部分を読むと

よくわかる。「モモに話を聞いてもらっていると、ばかな人にもきゅうにまともな考えがうかんで

きます。モモがそういう考えを引き出すようなことを言ったり質問したりした、というわけではな

いのです。彼女はただじっとすわって、注意ぶかく聞いているだけです。その大きな黒い目は、あ

いてをじっと見つめています。するとあいてには、じぶんのどこにそんなものがひそんでいたかと

おどろくような考えが、すうっとうかびあがってくるのです。」16。待つことは、それぞれの考えが

まとまり言葉として「熟す」ことを助けるのである。モモに聴いてもらっていると、考えが熟して

いく。機が熟すための触媒、あるいは環境が待つことなのである。 

 待つことは時間を持つことであった。そして時間を持つとは自分の時間を他者に与えることであ

る。他者に時間を与えるということは、自分の時間を奪われるということである。つまり、自分の

たてた計画どおりに生きることをしないということである。こう考えると、いわゆるカウンセリン

グにおける聴くことは、モモの聴くこととはまったく異なる事態であることがわかる。カウンセリ

ングでは、たとえば５０分という決められた時間で区切られた契約関係のなかで行われる。自分の

時間を奪われることがないように現代社会にアレンジされた聴くことがカウンセリングだというこ

とができるだろう。 

 教育に目を向けて考えてみよう。待つことがかかわるのは育てることそれ自身ではなく、育つた

めの環境となるということである。計画的に育てることではなく、計画を超えて育つことを可能に

する場を待つことが作り出す。そう考えると、待てない社会とは、子どもたちの考えが育つことの

難しい社会だということがいえよう。そういう社会になればなるほど、子どもは育てなければなら

なくなる。そしてできる限り早く育つことが大切だと考える。あるテレビ番組で、公文俊平が、「早

くできるのにどうして早くやろうとしないのか」と言っているのを聞いたことがある。まさに計画

を立て、無駄を省き、できるだけ早く育てるのが、待たない社会のリズムであろう。私たちは、待

てない身体になってしまっている。ちょっと待たされるといらつき、自分の計画どおりに生きられ

ないと焦れる。人のために自分の時間が奪われることなどとんでもないということになってしまう

のである。だが、これまで述べてきたように、そうした社会は熟すのを待てない社会なのである。 

 教育のなかに計画が深く入り込んできていることをすでに見てきたが、計画が教育を管理するよ

うになるということは、意図せざる結果とはいえ、学校教育では教師が、家庭教育では親が、子ど
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もを待つことができなくなることを意味するだろう。つねに目標にそって効率よく教育成果が上が

ることへと教師や親の眼差しが集約されていく。たとえば不登校への対応に関しても、早く学校復

帰を目指さざるを得ないということが生じる。不登校の子どもの数を減らすことが学校の目標とし

てあげられる。計画に管理された学校においては、そのような具体的な目標を設定し達成していく

ほかないのである。 

それでなくても、待てない社会なのに、さらに教育は、待てなさを育てていく。鷲田の言うよう

に、子どもたちは、失敗しながら、機が熟すのを待つような悠長な時間を奪われていく。実際に、

子どもたちも待てなくなっている。メールの返事が返ってこないとすぐにいらつき、不安になる。

そのいらつきや不安がいじめに発展することも日常的におこっている。昨日夜出したメールの返事

が戻ってこないことが次の日のいじめにつながっていく。返事が戻ってこなかった子どもは、グル

ープの子どもたちに、「今日あいつがきたらシカトだからね」と話し、いじめが成立する。それどこ

ろか、１時間のうちにメールが返ってこないと、イライラし始める子どももいる。 

 効率よく結果が出ることを大切にする社会は、待てない社会であり、そこでは促成栽培が求めら

れる。まずは教師や親が待つことを習うことが必要なのではないだろうか。もちろん待つことを習

うことはたやすいことではないだろう。そして時間のかかることでもある。子どものために自らの

時間を与えること、自分の生の計画を、一時的にしろ、放棄することを求められるからである。 

 

（（（（２２２２））））    未来未来未来未来ではなくではなくではなくではなく現在現在現在現在をををを生生生生きるということきるということきるということきるということ    

 

それでは待つことを習うにはどうしたらいいのだろうか。待つことを習うことは難しい。そ

れは待つこともまた計画のなかに呑みこまれてしまう危険性があるからである。待つことが計

画化される。待つという計画が作られてしまう。かといって計画もたてず、子どもとかかわれ

ば待つことができているというわけではない。しかも現代社会において、無計画に生きること

は不可能であろう。だとすれば、上記に述べたことはやはり無理な注文だということになるの

だろうか。 

ベッポの仕事の仕方に注目してみよう。ベッポは掃除夫をしているのだが、自分の仕事が好

きで、いつも丁寧に仕事をする。「道路の掃除を彼はゆっくりと、でも着実にやりました。ひ

とあしすすんではひと呼吸し、ひと呼吸ついては、ほうきでひとはきします。ひとあし---ひ

と呼吸---ひとはき。ひとあし---ひと呼吸---ひとはき。ときどきちょっと足をとめて、まえ

のほうをぼんやりながめながら、もの思いにふけります。それからまたすすみます---ひとあ

し---ひと呼吸---ひとはき---------」17。 

ベッポは自分のこうした仕事の仕方について自分で次のようにまとめている。「『とっても長

い道路を受けもつことがよくあるんだ。おっそろしく長くて、これじゃとてもやりきれない、

こう思ってしまう。』彼はしばらく口をつぐんで、じっとまえのほうを見ていますが、やがて

つづけます。『そこでせかせかと働きだす。どんどんスピードをあげてゆく。ときどき目をあ

げて見るんだが、いつ見てものこりの道路はちっともへっていない。だからもっとすごいいき

おいで働きまくる。心配でたまらないんだ。そしてしまいには息が切れて、動けなくなってし

まう。こういうやりかたは、いかんのだ。』ここで彼はしばらく考えこみます。それからやお
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らさきをつづけます。『いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん、わかるかな？ つぎの

一歩のことだけ、つぎのひと呼吸のことだけ、つぎのひとはきのことだけを考えるんだ。いつ

もただつぎのことだけをな。』またひとやすみして、考えこみ、それから、『ひょっと気がつい

たときには、一歩一歩すすんできた道路がぜんぶ終わっとる。どうやってやりとげたかは、じ

ぶんでもわからん。』彼はひとりうなずいて、こうむすびます。『これがだいじなんだ。』」18。 

ベッポもまた計画に基づいて仕事をすることを、具体的に、否定しているように思う。計画

にそって生きることは人をせっかちにする。結果が達成されたかどうだかが気になってしまい、

しかも結果からの距離ばかりを気にしていると、心配になり、疲れてしまう。それよりは、次

のことだけを考え仕事をしていると、楽しくなり、結果として仕事もはかどるというのだ。計

画を達成することばかりを考えていると、達成された結果ばかりにとらわれ、仕事を味わうこ

とができなくなってしまう。計画的に仕事をすることは未来を生きることであるよりは未来を

現在化してしまうことであり、したがってこの現在において仕事そのものを楽しむことでもな

ければ、見知らぬ他者と出会う可能性に開かれていることでもありえない。計画策定段階で想

定した現在化した未来をこなしていくことなのである。仕事はいつも「こなす仕事」であるほ

かなくなってしまう。計画は未来を現在のなかに押し込んでしまうし、計画にとらわれた人間

はつねに成果を求めて前のめりになって生きるほかないのである。 

これは「いい子」の生き方でもある。こうあらねばならない自分が決まっていて、生きるこ

とはそのあらねばならぬ姿との隙間を埋めていくことを意味する。そしてあらねばならぬ姿と

の隙間からつねに自己評価を行い、さらに頑張る。そこには現在を楽しむことや、不意打ち的

他者と出会う可能性が閉ざされてしまっている。そんな生き方は窮屈であり、「いい子」がス

トレスを強く感じるのも理解できるように思われる。 

ベッポもまた灰色の男の策略により、「こなす」仕事に追いこまれる。「せかせかと、仕事へ

の愛情など持たずに、ただただ時間を節約するためだけに働いたのです」19。『モモ』によれば、

これこそが現代社会における働き方だということになるのだろう。 

 

 

２２２２．．．．    計測可能計測可能計測可能計測可能なななな時間時間時間時間とととと生活生活生活生活としてのとしてのとしてのとしての時間時間時間時間    

 

（（（（１１１１））））速速速速ささささ、、、、早早早早さへのさへのさへのさへの欲望欲望欲望欲望    

 

 待つことができるモモと待つことのできない私たち現代人、はたしてどちらが豊かな時間を

経験しているといえるのだろうか。すでに述べたように、待つことができるモモが「時間を持

っている」ということだが、その意味をどのようにとらえたらいいのだろうか。 

『モモ』では時間について次のように述べている。「時間をはかるにはカレンダーや時計が

ありますが、はかってみたところであまり意味はありません。というのは、だれでも知ってい

るとおり、その時間にどんなことがあったかによって、わずか一時間でも永遠の長さに感じら

れることもあれば、ぎゃくにほんの一瞬に思えることもあるからです。なぜなら、時間とはす

なわち生活だからです。そして人間の生きる生活は、その人の心の中にあるからです」20。二



茨城大学教育実践研究 22229999(2010) 

 - 244 - 

つの時間がある。一つは「計測可能な時間」であり、もうひとつは「生活としての時間」であ

る。『モモ』によれば、本当の時間は「生活としての時間」だということになるだろう。灰色

の男たちは、目立たないように人々の暮らしの中に忍び込み、時間を盗むことを考える。灰色

の男は時間が「生活としての時間」、つまりは「心の中の時間」だからこそ、それを盗むこと

ができる。だが、そのときには時間を盗まれる人間は、その時間を「計測可能な時間」ととら

えていることが必要である。節約できるのは「計測可能な時間」だからである。そして「計測

可能な時間」を節約することによって「心の中の時間」はどんどん短くなっていくのである。

なぜなら時間を節約することによって今現在を「楽しむ」ということが奪われていくからであ

る。ともかく早く処理できれば時間は節約されるということになる。しかも、すでに述べたよ

うに、モモにとって時間を持つことは他者に時間を与えることであった。つまり他者との関係

性のなかに人生があり、時間があり、現在を楽しむということがある。ところが、時間を節約

することによって、時間を持つことができなくなり、つまりは他者と時間をともに過ごすこと

ができなくなっていく。応答することの否定が時間の節約なのである。つまり時間を節約する

ことによって人々は愛することを奪われていくのである。 

床屋のフージー氏は、灰色の男にそそのかされ、自分の生活の仕方、つまりは時間の使い方

を変える。耳の聞こえない母親とおしゃべりをしたり、映画に行ったり、合唱団の練習に出た

り、呑み屋にいったり、友達と会ったり、さらには足のわるい娘に花をもって訪ねたり、一日

のことをゆっくりと思い返すことはすべて時間の浪費だということになる。そして仕事はとも

かく一秒でも早く処理することを求められる。フージー氏は、灰色の男にすべての時間が無駄

だと諭され、将来のために時間を貯蓄するよう言われる。貯蓄するとは、将来のために現在は

その時間を使わずにとっておくことである。将来のために現在を犠牲にすることである。だが、

はたして時間はとっておけるものなのだろうか。 

灰色の男は、うまくフージー氏をだましてしまうが、フージー氏の手もとには、時間は少し

も残らない21。フージー氏は、「将来いつかいまとはちがった人生を始められるように、いまか

ら時間をためておこう」22と考えますが、実はそうはいかない。「『時間を倹約すれば、二倍に

なってもどってくる！』」23とはいかないのである。フージー氏は、仕事が楽しくなくなり、「お

こりっぽい、落ちつきのない人」24になっていった。「彼が倹約した時間は、じっさい、彼の手

もとにはひとつものこりませんでした。魔法のようにあとかたもなく消えてなくなってしまう

のです。彼の一日一日は、はじめはそれとわからないほど、けれどしだいにはっきりと、みじ

かくなってゆきました。あっというまに一週間たち、ひと月たち、一年たち、また一年、また

一年と時が飛びさってゆきます」25。時間は、フージー氏の手元に残らないどころか、ますま

す短くなっていく。 

しかも、時間の節約は循環を生みだす。時間を節約すればするほど時間は短くなり、時間が

短くなればなるほど時間を節約することが必要となり、時間を節約すればするほど・・・・と

循環のなかで、ますますフージー氏は追い込まれていく。しかも怖いのは、この循環に陥って

しまっていることが目には見えないということである。しらずしらずのうちにこの悪循環は忍

び寄ってくる。そしてフージー氏は自らの生活を振り返ることができなくなり、いつのまにか

生活の地平を変えられてしまうことになる26。「ほんとうなら、いったいじぶんの時間がどうし
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てこうも少なくなったのか、しんけんに疑問にしていいはずでした。けれどこういう疑問は、

ほかの時間貯蓄家とどうよう、彼もぜんぜん感じませんでした。もものけにとりつかれて、盲

目になってしまったのもおなじです。そして、毎日がますますはやくすぎてゆくのに気がつい

て愕然とすることがあっても、そうするとますます死にものぐるいで時間を節約するようにな

るだけでした」27。 

もちろん、フージー氏は、一つの例にすぎません。そして個人のなかに生じる地平の変化は、

さらに多くの人々に生じる地平となることによって、社会を変えてしまう。「フージー氏とお

なじことが、すでに大都会のおおぜいの人に起こっていました。そして、いわゆる『時間節約』

をはじめる人の数は日ごとにふえてゆきました。その数がふえればふえるほど、ほんとうはや

りたくないが、そうするよりしかたないという人も、それに調子を合せるようになりました」
28。時間の節約が時間を大切にすることだという考え方が社会の地平となる。当たり前すぎて

誰も疑うことのない常識となる。「時間節約こそ幸福の道！」、「時間節約をしてこそ未来があ

る！」、「きみの生活をゆたかにするために---時間を節約しよう！」29。私たちの社会はまさに 

ここに描かれている世界そのものだということができるだろう。「時間を節約（倹約）するこ

とは大切だ」ということをもはや私たちは疑うことはできなくなっている。そして時間節約の

ために多くの発明がなされ、その発明が私たちを幸せにしてくれると考えている。「毎日、毎

日、こういう文明の利器こそ、人間が将来『ほんとうの生活』ができるようになるために時間

のゆとりを生んでくれる、というのです。ビルの壁面にも、広告塔にも、ありとあらゆるバラ

色の未来を描いたポスターがはりつけられました」30。 

 彼らは遊びにおいてでさえ、時間を無駄にしてはいけないと考えるようになる。遊びでだっ

て時間を無駄にしないよう一生懸命遊ばなければいけないのである。もたもたと時間を無駄に

してはいけない。無駄な時間をなくすためには、計画的な生活が求められる。つまり、自分の

生活を振り返り無駄を削り、計画的に人生を生きることなのである。時間を節約することは計

画することと深くかかわっている。灰色の男は人々に計画的に生きることを呼び掛けているの

である。 

 速さへの欲望についてはフロムも次のように述べている。「現代の産業システム全体が、忍

耐とは正反対のもの、すなわち速さを求めている。機械はすべて速さを第一条件として設計さ

れている。自動車や飛行機は、私たちをすばやく目的地まで連れてゆく。しかも、速ければ速

いほど良い。同じ量の製品を半分の時間で生産できる機械は、古くて遅い機械よりも二倍良い

とされる。もちろん、これには重要な経済的理由がある。しかし、他の多くの面と同じく、人

間の価値はますます経済的価値によって決定されるようになっている。機械にとって良いこと

は人間にとっても良いはずだ、という理屈だ。現代人は、何でもすばやくやらないと、何かを、

つまり時間を、ムダにしているような気になる。ところが、そうやってかせいだ時間で何をし

たらよいかわからず、ただつぶすことしかできない」31。 

 

（（（（２２２２））））時間時間時間時間をををを貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄することすることすることすること    

 

 時間を貯蓄するとはどのようなことだろうか。お金の貯蓄がお金を今使わずにとっておくこ
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とを意味するように、時間を貯蓄するとは時間を今使わずにとっておくことである。つまり現

在は時間を使わないことである。そうはいっても時間をを使わずにとっておくことはモノやお

金を使わずにとっておくこと同じには考えられない。お金をとっておくこととは異なり、本来

時間は流れていくものであり、とっておくことはできないはずだからである。したがって時間

を節約することは、時間に沿って生じる出来事を速く過ぎ去らせることによって無駄を省くと

いうことを意味する。したがって、時間の節約においては、一定の時間のなかにできるだけた

くさんの出来事を詰め込むこと、また必要のない出来事はそれを省くことを求められていると

いうことになる。だからこそ出来事をゆっくりと楽しむこと、味わうことができなくなってい

く。しかもそうした楽しむこと、味わうことのない時間は、あとから見ればあっという間に過

ぎて行ってしまっているのである32。 

 時間を節約し貯蓄することは、ある前兆をもってはじまる。 

 フージー氏の場合で考えてみよう。フージー氏は、貯蓄前には、生活の空虚感に襲われてい

る。「フージー氏の気持ちも、灰色でした」33。そして次のように考える。時間の貯蓄へと導か

れる前兆は生活のなかで感じる空虚感、無意味感なのである。 

 「おれの人生はこうしてすぎていくのか。」と彼は考えました。「『はさみと、おしゃべりと、

せっけんの泡の人生だ。おれはいったい生きていてなんになった？ 死んでしまえば、まるで

おれなんぞもともといなかったみたいに、人にわすれられてしまうんだ。』 ほんとうは、彼

はべつにおしゃべりがきらいではありませんでした。むしろ、お客をあいてに長広舌をふるい、

それについてのお客の意見を聞くのがすきだったのです。はさみをチョキチョキやるのや、せ

っけんの泡をたてるのだって、いやなわけではありません。仕事はけっこうたのしかったし、

うでに自信もありました。なかんずく、あごの下のひげをそりあげるのは、だれにも負けない

ほどじょうずでした。けれどそんなフージー氏にも、なにもかもつまらなく思えるときがあり

ます。そういうことは、だれにでもあるものです。『おれは人生をあやまった。』とフージー氏

は考えました。『おれはなにものになれた？ たかがけちな床屋じゃないか。おれだって、も

しちゃんとしたくらしができてたら、いまとはぜんぜんちがう人間になってたろうになあ！』 

でも、このちゃんとしたくらしというのがどういうものかは、フージー氏にははっきりしてい

ませんでした。なんとなくりっぱそうな生活、ぜいたくな生活、たとえば週刊誌にのっている

ようなしゃれた生活、そういうものをばくぜんと思いえがいていたにすぎません」34。 

 現代社会には計画的なまなざしが浸透している。ときに自分の人生の目的について考え込む

ことにもなる。しかも計画的まなざしのもとでは、人生の目的は成果があがったかどうかで判

断される。「仕事がたのしいとか、仕事への愛情をもって働いているかなどということは、問

題ではなくなりました---むしろそんな考えは仕事のさまたげになります。だいじなことはた

だひとつ、できるだけ短時間に、できるだけたくさんの仕事をすることです」35。エンデは、

こうした計画的なまなざしで自分を振り返ることを否定的にとらえている。現在を楽しむこと、

味わうことから疎外されてしまっているからである。フージー氏には、灰色の男につけこまれ

る隙ができてしまっているのである。というよりも、自分の人生を空虚に感じること自体が、

すでに現代社会のなかで時間貯蓄を強いられる第一歩なのである。何もかもがつまらなく色あ

せて見え、自分の人生の空虚さを持て余すとき、時間貯蓄の誘惑が忍び込んでくる。自分の人
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生の意味を問うような問いは、極めて現代的な問いなのだともいえるだろう。人生の意味への

問いが先にあって、時間の貯蓄が行われるのではなく、時間の貯蓄を重視する社会が、私たち

に人生の意味を問わせるのである。 

 実際に子どもたちから、人生の意味を問われるとき、ふとモモを思い出す。成績が学年でト

ップクラスの子どもたちが、なぜ勉強するのかと問い、何で生きなければならないのかと問う

とき、その子は、人生の意味を問わなければならないこの社会に素直に反応しているだけかも

しれないなあと思うことがある。 

 結局、こうした問いにたいしては、結果で答えざるを得ない。そして結果に至る計画につい

ては非常に丁寧に考えられることとなる。ちょっとした時間も無駄にしないで、どうしたら時

間が節約できるのかについては細やかに計画が立てられるのである。だが、さてその計画の結

果どのような成果が得られ、またその成果がどのような意味をもっているのかについては、決

してはっきりとしているとは言えない。成果のもつ意味について問われることはない。死ぬ前

にたいそうな成果をあげなければいけないのか、死んでしまったあとにも人々に覚えていられ

るような人間にならないといけないのか、ひとかどの人物にならなければいけないのか、たか

がけちな床屋じゃだめなのか、という問いは抑え込まれてしまう。そしてもっときちんと生き

て、もっと時間を貯蓄すれば、もっと結果を残せるはずだと考えるようになる。だが、社会に

よって強いられた問いに対する答えは、フージー氏のように、社会通念にそった誰にでも通用

するような漠然とした生活なのであり、そこには私たち自身はいないのである。私たちは、漠

然としたプレッシャーを感じて焦り、そしてますます時間の節約に追い込まれていく。フージ

ー氏もまた灰色の男に次のような言葉を言われて、時間の節約へと駆り立てられていく。「『い

いですか、フージーさん。あなたははさみと、おしゃべりと、せっけんの泡とに、あなたの人

生を浪費しておいでだ。死んでしまえば、まるであなたなんかもともといなかったとでもいう

ように、みんなにわすれられてしまう。もしちゃんとしたくらしをしていたら、あなたはいま

とはぜんぜんちがう人間になっていたでしょうにね。ようするにあなたが必要としているのは、

時間だ。そうでしょう？』」36。自分の人生に疑問を持ち始めたフージー氏は、「ちゃんとした

くらし」などという不明確な言葉に支配されてしまうのである。そして「人生の総決算」37を、

計算的時間によって細かに評価し、計画することへと追い込まれていく。ただただ「将来いつ

かいまとちがった人生を始められるように、いまから時間をためておこうという決心は、けっ

して抜けない鉤針のように彼の心にしっかりくいこんでいました」38といった生き方を強いら

れるようになる。 

 時間を貯蓄するということは前傾した生き方を強いる。その場合、すでに述べたように余暇

でさえせわしく遊ぶことになるのだが、それはいつも未来を現在のなかに組み込んでいくこと

で白紙の現在を消し去ろうとすることを意味する。こうした生き方にとって内容のつまってい

ない現在は恐怖であろう。手帳には先の計画はぎっしりと記入され、時間を無駄にせずにそれ

をこなしていくことで安心できる。こうした生き方にとって待つことは、現在を白紙にして相

手に譲り渡すことであって、やはり耐えられない時間だということになるだろう。時間を節約

する人（「時間貯蓄家」）にとっては、真っ白な現在は耐えがたいのである。「彼ら（時間貯蓄

家）がいちばん耐えがたく思うようになったのは、しずけさでした。彼らはじぶんのたちの生
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活がほんとうはどうなってしまったのかを心のどこかで感じとっていましたから、しずかにな

ると不安でたまらないのです。ですから、しずけさがやって来そうになると、そうぞうしい音

をたてます」39。計画をたて実行するとは、自分の生活から静かな時間を排除し、ともかく計

画をたくさん入れて、実行していくことなのである。待つ時間や、静かな時間を排除し、でき

るかぎり短時間にできるだけ多くの仕事をしようとする。「時間は貴重だ---むだにするな！」

「時は金なり---節約せよ！」40。現代を生きている私たちにはもっともな主張で、到底反論で

きないような標語だが、実はこれらは次から次へと仕事をこなしていく前傾姿勢の生き方を私

たちに強いる言葉なのである。フロムは集中の欠如と一人でいられないことを関連づけて次の

ように述べている。「この集中の欠如をいちばんよく示しているのが、一人でいられないとい

う事実だ。ほとんどの人が、おしゃべりもせず、タバコも吸わず、本も読まず、酒も飲まずに、

じっとすわっていることができない。そんなふうにしていると、そわそわと落ち着かなくなり、

口や手で何かせずにはいられなくなる。」41。さらには次のようにも言っている。「一人でいる

と、じきに、その日の予定についてあれこれ考えたり、今晩はどこにでかけようかと考えたり、

頭のなかをからっぽにするどころか、頭をいっぱいにしてくれることなら何でも考える」42。

現在という時間に耐えられずにこの現在を未来で埋めようとする。つまりは計画で現在を埋め

ようとするのである。 

 このような生き方を強いられている私たちが、ふと立ち止まった時に、人生の意味への疑問

に襲われることはいたって自然なことに思われる。恐ろしいのは、そうした疑問に気づくこと

自体が私たちから奪われてしまっていることである。「時間をケチケチすることで、ほんとう

はぜんぜんべつのなにかをケチケチしているということには、だれひとり気がついていないよ

うでした。じぶんたちの生活が日ごとにまずしくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷た

くなっていることを、だれひとり認めようとしませんでした」43。このように真の問題を抑え

込んでしまうことが、人々を無力感で支配したり、またいらいらさせたりするのだが、真の問

題が見えなくなってしまっている以上、私たちは無力感やいらいらを、計画をたて、仕事を頑

張り、成果を出すことで抑え込むしかないという悪循環を生きざるを得ないのである。人々は

つねにいらいらした気持ちを隠し持っている。フージー氏も灰色の男に出会い時間を節約する

ようになってやはりいらいらと生きるようになる。その姿はジジの言葉をとおして次のように

描かれている。「『ついこのまえ、おれは町でむかしからの知り合いに出会ったんだ。フージー

っていう床屋だがね。しばらく会っていなかったが、こんど見たときには、すぐにはだれだか

わからなかった。やつはそれほど変わっちまってて、いらいらして、おこりっぽくて、ゆうつ

そうなんだ。いぜんはいいやつで、歌はうまいし、どんなことにもやつ一流の考えを持ってい

たんだがな。それがきゅうに、なんにもするひまがなくなったって言うんだ。ありゃあもうた

だの抜けがらで、フージーなんぞじゃない、わかるかい？ それがあいつひとりきりのことな

ら、フージーはすこしおかしくなったと考えればすむ。ところがどっちを見ても、そんな人間

がやたらと目につくんだ。しかもどんどんふえている。いまじゃおれたちのむかしなじみでさ

え、そうなり始めてる！ まったく、伝染性の気がへんになる病気なんてのがあるんじゃない

かと考えたくなるよ！』」44。こうして社会全体がいらいらとして、憂鬱で、いつも何かに追い

かけられているようになっていくのである。その場合、時間の節約は個人の問題ではなく社会
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全体の課題となっていく。社会が時間の節約に正当性を与えてくれるのである。 

 居酒屋ニノとその妻リリアーナとの会話のなかには成功することが大切であること、そのた

めには思いやりを犠牲にせざるをえないことが述べられる。毎晩安い赤ぶどう酒一杯で長居を

するお客を追い出そうとするニノが妻と言い争いをする場面である。「『一生けちな居酒屋の主

人なんかで終わるのなんざ！ おれだって、いっぱしの成功はしたいんだ！ それがわるいこ

とだっていうのか？ おれはここの店をはんじょうさせたいんだ！ りっぱな店にしたいん

だ！ それもおれだけのためじゃない。おまえや、おれたちの子どものためを思ってのことな

んだぞ。それがわからないのか、リリアーナ？』『わからないとも』と、リリアーナはきびし

く言いかえしました。『思いやりのないやり方でしかやれないなら---こんなふうな始め方なら

---あたしはごめんだよ！……』」45。 

 こうした仕事の仕方においては、自分らしさは失われていく。ニノはリリアーナとの言い争

いの後、次のようにモモに言う。「『リリアーナの言うとおりかもしれんな。じいさんたちが来

なくなってからは、おれにもじぶんの店がなんとなくじぶんの店じゃないみたいに思えてな。

ひえびえとしてるんだ、わかるかい？ じぶんでももういやになったよ。まったく、どうした

らいかわからないんだ。だがな、いまじゃどこの店だってそうやっている。どうしておれだけ

がちがうやり方をしなくちゃなんねえんだ？ それとも、おまえはそうしたほうがいいと思う

か？』」46。 

 

 

３３３３．．．．    子子子子どもどもどもども性性性性のののの排除排除排除排除とととと施設施設施設施設のののの必要必要必要必要    

 

これまでの考察のなかで、現代人が待つことを不得意にしていること、そして計算的時間を

生きていてプロセスではなく成果が重要だと考えていることを明らかにしてきた。私たちは現

在を仕事で埋め、未来を現在化しつつ生きることを推奨される。こうした生き方はひとことで

いえば計画的な人生を送るということになるだろう。つまり、私たちは時間を無駄にしないで

できるだけ早くできるだけ大きな成果を上げること、そのためには計画をたてて一瞬たりとも

無駄にしないことが重要だということになる。だが、エンデは、これまで述べてきたように、

こうした生き方に疑問を投げかける。現代人である私たちにとって「時は金なり」、「時間を大

切にしろ」という言葉は、そのまま、何もしない時間はできるかぎりなくし、単位時間当たり

できるかぎり大きな成果をだせということを意味し、そのことは決して疑えない事実になって

しまっている。こうした考え方は自明であるため、もはや問うことそれ自身が不可能になって

いる。だが、エンデにひきつけて考えてみれば、時は金であり、時間を大切にするからこそ、

むしろ無計画に生きることが必要だという考え方もあるはずなのである。 

計画的に生きることは現在という時間の質を問うことを禁止する。だからこそ時間を貯蓄す

るといった発想が成り立つのである。現在という時間を犠牲にして将来のためにためておく。

このような考え方は、ちょっときくとおかしなことに見えて、実際に私たちは、そうした生き

方に慣らされている。「将来いい生活ができるように今はやりたくないけれども一生懸命勉強

をする」という考え方は、ごく普通の考え方である。そして時間を節約し、貯蓄するという考
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え方は「利子」47という考え方を生む。時間が利子を生むということはいま時間を貯蓄してお

けば将来何倍にもなって戻ってくるということだろう。いま現在を犠牲にしたとしても将来に

より多くの時間が与えられ、豊な生活を可能にするのが「利子」ということだろう。こうした

考え方は時間について考えるとおかしいが、お金に置き換えればよくわかる。お金を今使わず

に将来のために貯蓄しておけば将来はより多くのお金になって私たちの生活を豊かにしてく

れるという考え方である。現在を生きることをフロムは「集中」という言葉で語っている。「集

中するとは、いまここで、全身で現在を生きることである。いま何かをやっているあいだは、

次にやることは考えない」48。そしてフロムはこの集中の例として「相手の話を聞くというこ

と」を挙げている。そして聴くことによって、疲れるどころか「人はますます覚醒し、そして

後で、自然で快い疲れがやってくる」と述べる。こうしたフロムの考え方はエンデと共通であ

る。 

それでは、時間を節約し貯蓄するという生き方は、この小論のもともとのテーマであった子

どもたちへの教育ということを考えたときにどのような意味をもつのだろうか。 

教育は子どもを社会化するという側面と子どもに添うという二つの側面からできている。そ

してこの二つの側面は、互いに矛盾しながらも、バランスをとりつつ教育活動を成り立たせて

いる。だが、今日では、このバランスが崩れてしまっている。したがってエンデは、社会化の

方向に傾いてしまった振り子を戻そうとしていると考えることができるだろう。別の言い方も

できるだろう。教育の計画化は、子どもを社会化するには有利である。できるかぎり早く成果

をだそうとするときには計画を立て、実行し、評価し、改善するというＰＤＣＡサイクルを循

環させていくことは、必要となる。そして計画を実行するためには、計画を実行するための組

織（つまりは学校）が存在していることが望ましい。『モモ』のなかでも、時間泥棒登場後の

子どもたちの変化が描かれている。 

最初に描かれているのが、子どもたちが遊べなくなってしまったことである。それは遊びに

は想像力が必要だからなのだが、同時に遊びは計画と矛盾するからである。ほんらい子どもと

いう存在は計画になじまず、したがって「子どもの時間を節約させるのは、ほかの人間の場合

よりはるかにむずかしい」49。灰色の男たちにとって、「子どもこそわれわれの仕事にとっても

っとも危険な存在」50なのである。だからこそ、時間貯蓄家になり下がった大人たちにとって

「おとなは子どもがいやになった」51。 

そこで子どもたちの子ども性を封じこめつつ、できるだけ早く子どもたちを大人にしてしま

うことが必要となる。 

「『ひとりでほうり出されっぱなしの子どもがどんどんふえているのは、こまったことだ。

だが親をせめるわけにはいかん。なにしろ現代じゃ、子どもを十分に世話してやれるだけの時

間が、親にはないんだからな。だが市当局こそ、そのための対策を考えねばならん立場にある

はずだ。』……『放置された子どもというのは、』と、またべつの人が声をあげました。『道徳

的に堕落し、非行に走るようになります。市当局は、こういう子どもが野ばなしにならないよ

う、対策を講ずるべきです。施設をつくって、そこで子どもたちを、社会の役に立つ有能な一

員に教育するようにしなくてはいけませんね。』」52。ここには子どもの教育のための一つの考

え方が示されている。それは子ども性を抑え込み、管理し、そして早く大人にするということ



生越：「モモ」における時間性―教育における計画再考― 

 - 251 - 

である。子ども性は秩序を乱す悪であり、管理しなければならないのである。したがってまた

子どもは教育により早く立派な大人へと育てあげなければならない。「『子どもは未来の人的資

源だ。これからはジェット機やコンピュータの時代になる。こういう機械をぜんぶ使いこなせ

るようにするには、大量の専門技術者や専門労働者が必要ですぞ。ところがわれわれは、子ど

もたちをあすのこういう世界のために教育するどころか、あいかわらず、貴重な時間のほとん

どを、役にも立たない遊びに浪費させるままにしている。このようなことは、われわれの文明

にとって恥辱だし、未来の人類にたいする犯罪ですぞ！』53。教育は計画と結びつき、子ども

は人的資源として眼差される。遊びは否定され、役に立つことばかりが求められる。それが「＜

子どもの家＞と呼ばれる施設」54という学校である。子どもたちもまた計画的人材育成のなか

で前倒しの人生を生きることへと慣らされていく。 

そのことが典型的に示されているのが「遊戯の授業」55である。役に立つことから最も遠い

はずの遊びまでもが役に立つことへと方向づけられ、計画的に実施されるのである。遊びでさ

えも「ためになる」から行われるのである。 

子どもたちはこのようにして「わたし」から「人的資源」へと変貌していく。当然、「わた

し」でなくなってしまうのであるから、自分を尊敬することもできなくなる。時間が持ち主か

ら切り離され貯蓄銀行に預けられることは人間から「わたし」を奪うことでもあるのだ。 

「わたし」を奪われた人間は無気力という病気に犯されていく。「『はじめのうちは気のつか

ないていどだが、ある日きゅうに、なにもする気がしなくなってしまう。なにについても関心

が持てなくなり、なにをしてもおもしろくない。だがこの無気力はそのうちに消えるどころか、

すこしずつはげしくなってゆく。日ごとに、週をかさねるごとに、ひどくなるのだ。気分はま

すますゆううつになり、心の中はますますからっぽになり、じぶんにたいしても、世の中にた

いしても、不満がつのってくる。そのうちにこういう感情さえなくなって、およそなにも感じ

なくなってしまう。なにもかも灰色で、どうでもよくなり、世の中はすっかりとおのいてしま

って、じぶんとはなんのかかわりもないと思えてくる。怒ることもなければ、感激することも

なく、よろこぶことも悲しむこともできなくなり、笑うことも泣くこともわすれてしまう。そ

うなると心の中はひえきって、もう人も物もいっさい愛することができない……』」56。そして

この状態をマイスター・ホラは「致死的退屈症」57と呼んでいる。 

こうした記述は、現代の子どもたちの状況、さらには私たち大人の状況を的確に表現してい

るようにも思える。 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに    

 

モモにとって、時間は他人に分け与えるものであった。だからこそ、灰色の男たちは、モモ

を友達から引き離すことでモモを追い詰めようとした。待つことができることは、モモが時間

を持っているからだが、それは他者に無条件に自分の時間を差し出すことを意味する。いっぽ

う、計算される時間は、自己実現のために時間を節約することであり、計画的に時間を使うこ

とを意味する。だが、計画的に生きることは、人を他者から引き離してしまうことになる。そ

して結局、他者と引き離された人は自らもまた「わたし」であることから引き離され、人的資
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源になってしまうのである。 

「わたし」であることにとって他者とともにあることは必要なのである。つまり待つことが

できることが「わたし」であることにとっても必要だということになるだろう。時間を心の中

から切りはなして節約し、そして計画的な人生を送ることで「わたし」は「わたし」であるこ

とができなくなり、そして致死的退屈症に陥っていく。このように考えると『モモ』は教育を

計画のなかに閉じ込めていくことの危険性を描いた物語だということができるだろう。教育は

計画のなかに閉じ込めることはできないのである。それは、教育とは、他者とともに紡いでい

く物語でなければならないからである。 
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教育困難校におけるグループ・ワークに関するアクションリサーチ 

――第一次予防の観点から ―― 
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Action Research on Group Work in a School Facing Educational Difficulties 

 ―From the Viewpoint of Primary Prevention― 

Keiko FUKAYA and Hiroto MARUYAMA  

 

 

キーワード：アクションリサーチ、教育困難校、グループ・ワーク、第一次予防 

 

本論は、いわゆる「教育困難校」における第一次予防活動の実践報告である。研究の目的は「教育困難校」においてグル

ープ・ワークが成立するまでのプロセスや成立のための条件を明らかにすることであった。アクションリサーチの手法を用い、

生徒の現状を観察した上で教師たちとカンファレンスを重ねながら、実施可能と思われるグループ活動を組み立てていった。

このグループワークの成立状況を検討しながら、集団のまとまり具合を把握した。このグループ活動の難易度を上げることに

応じて、集団には秩序が形成されていった。その中でいくつかの条件がグループ・ワークを可能にすることがわかった。また、

学校では授業や定期的な会議の中にプログラムやカンファレンスを組み込むことが有効であった。 

 

問題と目的 

 

1 教育困難校における第一次予防活動の必要性 

いわゆる「教育困難校」においては、学校内外で多岐にわたる生徒指導上の問題が頻繁に起こり、教

師の仕事は、学習指導以上に生活指導が大きな比重を占めている現状がある（古賀，2001）。しかし一方

では、対人関係に不安を抱えている生徒など、非社会的問題を抱えながら学校生活を送っている生徒も

尐なくない。目立った行動化がないので見落としがちになるのだが、中には自傷行為、被虐待、精神疾

患などの見過ごせない問題を抱えている者もいる。反社会的な問題を抱える生徒にも非社会的な問題を

抱える生徒にも、個別的対応が必要なのは言うまでもないが、これらの問題が発生しないように活動する

第一次予防（金沢，2004；石隇，1999）活動も重要であろう。第一次予防は未だ問題が発生していない

人々を対象に、その発生の予防を目指した活動のことで、対象の規模は大きいがそれだけ効果も高く、

ハイリスク集団を対象に実施される第二次予防よりも効果的であると指摘されている（Kaplan，2000）。教

育困難校においては、問題のさらなる悪化を防ぐ第三次予防に終始しがちで、全体に対するアプローチ 

―――――― 
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にまでは手が回せないことが多い。しかし効果の面から考えると、第一次予防活動の実施も模索されるべ

きであろう。そこで本研究では、いわゆる「教育困難校」である A 高等学校（以後 A 高とする）において、

第一次予防活動を実施することを目指している。 

第三次予防活動は、ターゲットとなる問題が既に現れているのに対して、第一次予防活動は、問題発

生前に実施するものであるから、何を問題とするかに自覚的でなければならない。その問題として本研究

では、「無秩序な学年集団」に狙いを定めた。無秩序な学年集団は反社会的行動と非社会的行動の両方

を増幅し、それ以外の生徒たちの精神衛生にとっても極めて悪い状態と考えたためである。 

また、本研究は一つの学年を対象に実施したため、グループアプローチの手法を用いて、スモールス

テップで秩序の形成を目指した。グループアプローチには、生徒が安心できる学級づくりや対人スキル

の向上を目指したグループ・ワーク（國分・片野，2001）、ソーシャル・スキル・トレーニング（相川・佐藤，

2006）や PCA（鎌田・本山・村山，2004；村山，2006；鎌田，2007）などさまざまなものがある。しかし、こ

れらの研究の中で高校生を対象とした研究は尐なく、特に教育困難校の生徒を対象とした実践を目にす

ることはほとんどない。このことは、教育困難校におけるグループアプローチの困難さを物語っていると考

えられよう。実際、教育困難校においては、グループ・ワークを実施して効果を上げるよりも、その前段階

であるグループ・ワークを成立させることの方が難しい。生徒たちは、ファシリテーター役の教師に注目で

きず、指示が通らず、指示が理解できず、結局はまとまりのつかない状態になるためである。しかし、たと

え教育困難校であっても、教師は学級集団、学年集団を対象にしながら授業や生徒指導を行っているの

で、グループアプローチを欠かすことはできない。そこで本研究では、生徒の現状を観察した上で、実施

可能と思われるグループ活動を取り入れ、その成立具合を検討しながら、集団のまとまり具合を把握する

試みを実施した。ここでは、難易度の低いグループ・ワークを成立させることから、難易度の高いグルー

プ・ワークを成立させることへと、活動の難易度を上げるに応じて、集団には秩序が形成されるものと考え

ている。本研究はその成立までのプロセスや成立のための条件を明らかにすることを目的としている。 

 

2 アクションリサーチという方法 

研究者が組織・グループ・コミュニティに介入し、研究対象のメンバーとともに問題解決を図りながら現

象の理解を深める研究方法にアクションリサーチ（action research）がある。これは、社会問題の実践的

解決のために組織の対人関係改善に有効な方法として、1940年代Lewinにより提唱された実践研究法

である。実践の場で起こる問題、実践から提示された問題を分析し、そこから導かれた仮説にもとづき次

の実践を意図的に計画・実施することにより問題への解決・対処をはかる。そして、その解決過程をも含

めて評価していく（秋田・市川，2001）。ある一つの理論的立場や伝統によって発展してきたものというより

もむしろ、参加的で経験や実践現場にもとづき、そこに何らかの働きかけを行う研究アプローチの総称で

ある（保坂，2004）。McNiff（2002）は、アクションリサーチの性質について、観察、説明、計画、行動、省

察、評価、修正計画などが、規則的な連続した形ではないにせよ螺旋状に展開しているとしている。 

本研究では、「無秩序な学年集団」という漠然とした状態をターゲットにしているが、グループ・ワークが

成立できるようになったときに秩序が生まれていると考え、難易度を徐々に高めて行くことを目指している。

また、教師たちとともにカンファレンスを重ねながら生徒の現状に関する共通理解を図り、プログラムの難

易度が生徒の現状に適合しているかを検討した。そして学年の教師とともに実施し、評価することによっ

て、次のプログラムを計画するというアクションリサーチの方法をとることとした。 
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方法 

 

1 A高の概要と介入前の状況 

本研究の対象校A高は、男女共学の全日制普通科の県立高等学校であり、1学年 6 クラス計 18 クラ

スで構成されている。本研究を実施した学年の場合、入学生に占める中学時代 30 日以上の欠席を有す

る不登校経験者の割合は約 14％（年間 100 日前後の欠席者も含まれている）であり、年度により若干の

ばらつきはあるが、学年の 3年間での転退学者数は 50名前後となっている。定員割れをする年もあるが、

概ね 220人～240人が入学し、卒業率は 70%～80%。卒業後の進路は、就職が約 50％、専門学校・大

学等への進学が約40％。約10％がフリーターであった。 

Ａ高においてもやはり教師たちは反社会的問題への対応に追われ、時には授業を自習にしてまで対

応せねばならない事態が起こるなど、教師役割の根幹でもある学習指導や学校行事の指導などが疎か

になることがある。このような状況下の教室は落ち着いた学習環境とは言えず、非社会的問題を抱える不

適応傾向生徒にとっては不安の高まる要因ともなっていた。また、反社会的生徒にも非社会的生徒にも

共通して、「ほどよい対人スキル」不足が顕著であり、教師はその教育の必要性も感じてはいたが、手が

回らない状況にディレンマを抱えていた。そんな中、X年4月、Ａ高等学校活性化プログラムの１つとして、

新入生に対するソーシャル・スキル・トレーニング（以下 SST と略記）の企画が管理職から打ち出された。

その内容は、2 クラス毎に校外の研修施設に移動して、外部講師によるレクリエーションやグループ・ワー

ク等のプログラムを受けるものと、学年全体が校内で外部講師の講話等のプログラムを受けるもので、ど

ちらも 1 学期内に実施するというものであった。これらの活動は総合的な学習の時間を利用してなされた。

学年教師は、入学直後の時期に、名前も顔も把握できない状態で生徒を学校外へ連れ出すこと、生徒の

状況を理解できていない外部講師に預けることに対し強い抵抗と不安を抱えながら、Ⅹ年 4 月～5 月上

旬研修を実施した。研修施設に到着後、教師の指導に従わず、参加を拒否してバスの網棚に寝る生徒が

出るなど統制はとれず、「楽しくゲームからはじめて SST へ」というプログラムは成り立たなかった。教師

が説得を繰り返すが指導に従わず、帰宅させることもできない「活動の妨害を続ける生徒」に圧迫され、

過呼吸を起こす生徒も出た。そしてこの研修以降、反社会的傾向の生徒たちの行動化が進み教師たち

は対応に苦慮していった。5 月中旬のクラスマッチ（球技大会）では、その場にいるだけで動こうともしな

い生徒たちに競技自体が成立しないという状況になっていた。更に生徒指導上のさまざまな問題が立て

続けにおこり、1学期も終業間際の 7月には指導に行き詰まり、2学期以降のSSTプログラムについても

方向が見えず、学年教師一同混迷しきっていた。 

第一著者(以後、筆者と記する)は二十年来、高等学校において教師として教育相談や生徒指導に携

わってきた。この年、筆者は大学院派遣研修中であり、かつて十余年勤務し教育相談に携わっていた A

高（５校目の赴任校）の教師たちからさまざまな問題についての相談を受けていた。本研究の対象学年を

担当する教師の半数とは同僚として働いた経験があった。しかし、生徒とは面識はなく、生徒を評価する

立場にはなかったことから支援及び研究目的で介入した。 

 

2 対象生徒と手続き及び介入時期 

対象となった生徒たちは、第1学年155名（男子71名 女子84名）。X年7月、まず筆者らが学校を

訪れ授業の様子を中心に普段の学校生活を観察した。学校内での研究への理解を得るために、対象学
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年より実践計画が提案され、総合的学習検討委員会、校務運営委員会、職員会議を経て、全職員の合意

を得た上で、学校長が決裁した。また、対象生徒にはガイダンスを実施し、研究目的であることを説明し

定期的に心理検査を実施することや VTR の撮影等の説明をおこなった。そして、筆者が中心となり、学

年教師全員で指導に当たる形で、X年10月～X＋1年2月の約4ヶ月間にガイダンスを含め14回、「総

合的な学習の時間」（1単位 50分）を使ったプログラムを実践し、3月に実践の評価と課題の明確化を行

った。 

 

3 研究組織 

実践者としての学年教師 13名（学年主任 1名、担任 6名、副担任 6名）、研究者兼実践者としての筆

者、スーパーバイザーとしての第2著者で研究を進めた。 

 

4 カンファレンスの方法 

学年教師全体とのカンファレンスは、学年会議の一部に筆者が参加する形で行い、プログラム実施日

は、昼休みに学年教師全員と筆者でプログラムの内容や実施上の注意点等の確認を行った。プログラム

の詳細（内容・班分け）を検討するカンファレンスは、学年のプログラム担当教師２名と筆者で行った。尚、

プログラム作成にあたっては、毎回スーパーバイザーの助言を得た。 

 

実践の経過 

 

1 集団秩序を形成するための方略の検討 

 （1）カンファレンスによる共通目標の検討 

Ｘ年７月、最初のカンファレンスに先立ち、学年の教師を対象として質問紙調査（学年の状況・生徒に

必要な力・目指す学年像等の自由記述）を行った。これをもとに第１回目のカンファレンスでは、生徒に必

要な力・身につけさせたい力と目指す学年集団像について話し合った。生徒につけたい力は、卒業後社

会人として働いていくために必要な「自己の立場を認識し規律（きまり・ルール）を守る」力であり、「自分が

所属する集団の秩序を維持できる」力を身につけることであった。その上で、「日常の社会生活をうまく送

るのに必要な技能＝ソーシャル・スキル」を考えていきたいというのが一致した意見であった。つまり SST

の実施はあくまでも最終目的であり、まず第 1 学年では目指す学年像として「グループ・ワークが成立す

るような状態にしたい」という目標が明らかになった。この目標を達成するためには①集会等で静かに話

を聴くことができない生徒たちの改善、②学校への帰属意識の高揚、③学校生活意欲・満足度の向上な

どの条件があることを確認した。そして生徒たちの現状を検討すると主体的に活動したり、言葉で自分の

感情を表現し伝えたりするグループ・ワークはまだ困難だろうと判断された。本研究ではこれらの話し合

いをもとに、目指す学年像に近づけていくために、先にあげた条件をスモールステップでクリアしようと、

次の４段階を設定した。 

 （2）秩序形成のための Step設定とプログラムの検討 

Step１：落ち着いて話が聴ける環境を整え、講義の中でプログラムに取り組む動機づけを行う。      

Step２：ものづくり（協同作業）を通して達成感が得られれば、学校生活意欲が向上する。 

Step３：学校生活意欲が向上すれば、学校生活満足群が増え主体的にゲームができる関係が作られる。 



深谷・丸山：教育困難校におけるグループ・ワークに関するアクションリサーチ 

 - 259 - 

Step４：主体的にゲームを楽しむことができる関係ができればSGEやGWTができるようになる。 

Step１から Step４までの流れを図１に示す。プログラムの内容は表１の通りである。毎回のプログラムの

様子を観察し（撮影した VTR 視聴による振り返りを含む）、毎回提出のワークシートの記述内容を用いて、

学年全体のカンファレンスを行った。また個々の生徒と学年集団全体の変容を測定するために定期的に

Q-U による心理検査を行った。その結果をカンファレンスでフィードバックした上で教師の問題意識を明

確にし、個々の生徒と学年集団の状態を考慮して次に実施するプログラムを詳細に検討した。 

（3）生徒の状態を把握する手段としてのQ-U 

Q-U（QUESTIONNAIRE-UTILITIES）は、河村（1999）により開発され「学級生活満足度尺度」と

「学校生活意欲尺度」という 2 つの尺度によって構成されている。このデータを活用し、学校生活意欲の

高い生徒をリーダーに成り得る生徒として、要支援群に入っている生徒を特別な配慮を要する生徒として

抽出した。また学年全体の状態を把握することで、プログラムをステップアップするタイミングを計った。学

校生活満足度分布の推移を図 2に、学校生活意欲プロフィールを図 3に、学校生活意欲合計得点分布

の推移を図 4 に示す。（Ｍは男子、Ｆは女子を表し数字はそれぞれの通し番号である。）グラフの左が学

校生活意欲合計点の低群で右へ行くほど高群になる。太枠に示す山型が、全国の標準的な分布である。 

 

2 介入プロセス 

実施上の配慮事項と実施時のエピソードについて表2に示す。 

（1）話が聴ける環境について（Step１：#1~#3） 

話が聴ける環境について、「距離」「声掛け」「視覚に訴える講義」の３点に配慮した。まず 150人を超え

る集団の中で、ひとりひとりを守る環境、私語なく集中して話を聴き、時には内省するためには、集団であ

りながら一人になれる空間、つまり他者との距離が必要であった。ただし、会場となった講堂の広さには

限りがあり、あまり広がり過ぎても話し手との距離ができてしまい集中できない。そこで、他者を干渉せず、

他者から干渉されずに話の聴ける距離を考え、3 回（#1~#3）のプログラムを通して、最適な間隔・他者と

の距離を見つけた。その話の聴ける距離とは、列と列が約1m80cm間隔・前後約1m間隔というものであ

った。それまでの集会と比較しても、私語なく落ち着いて話が聴けるようになったことが観察及び VTR で

も確認できた。#3 後のカンファレンスで、「話を聴ける環境」が整い、プログラムへの動機づけも順調であ

ることから次のStepへ移ることを決定した。 

（2）共同作業を通した達成感の醸成と学校生活意欲について（Step2：#4~#6及び文化祭での発表） 

巨大壁画づくりの共同作業では、文化祭での発表を目指していたため期限内に完成させねばならな

かった。そのため、計画通り作業が進むように各班の力が偏らないよう班編制に配慮した。Q-U のデータ

を活用し、学校生活満足群に属している約 24％の生徒たち（図 2 の第１回の第１象限）をリーダーとして

育てるため各班に配置する編制を行った。これはリーダーが非承認群の生徒を牽引していく効果を期待

し組み合わせた。更に要支援群の生徒について、その生徒が信頼する教師を班の担当とした。また、女

子は男子より学校生活意欲が高い傾向（図 3）にあったことから、まず女子を育て、全体のムードを高め男

子を牽引していく効果を期待し、初回（#4）は男女別に、次の回（#5）は男女混合の班編制とした。ものづ

くり（共同作業）は、クラスもバラバラな班で、わがままや甘えの通らない環境の中、与えられた作業を指示

通りに班毎に進めていくものであった。各班のリーダーが中心となり担当教師のサポートを得ながら作業 
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図1 介入プロセス 
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の統制ができた。 
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流
れ 

グループ・ワークができるような状態への４つのStep 

Step１：落ち着いて話が聴ける環境を整え、講義の中でプログラムに取り組む動機づけを行う。     

Step２：ものづくり（協同作業）を通して達成感が得られれば、学校生活意欲が向上する。 

Step３：学校生活意欲が向上すれば、学校生活満足群が増え主体的にゲームができる関係が作られる。 

Step４：主体的にゲームを楽しむことができる関係ができればSGEやGWTができるようになる。 

教師の問題意識 分析・フィードバック 

Step1 

Step2 

Step3 

Step4 
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表1  プログラム内容 

 

Step 回 月/日 内容 テーマ Q-U（実施日） 

1 #1 9/7 ガイダンス  第1回（10/3） 

 #2 10/11 講義 自己理解「私は誰？」 プログラム参加への動

機づけ 

#3 10/18 講義 自己概念  自己概念の広げ方 

2 #4 10/25 講義・共同作業・シェアリン

グ（男女別班） 

巨大壁画制作・作業を通じたコミュニケーショ

ンの体験 

 

 

 

 

 

 

#5 11/1 講義・共同作業・シェアリン

グ（男女混合班） 

巨大壁画制作・作業を通じたコミュニケーショ

ンの体験 

#6 11/8 共同作業・シェアリング 

（男女混合班） 

巨大壁画制作・作業を通じたコミュニケーショ

ンの体験 

 11/X 文化祭での発表 巨大壁画(5cm角の色紙から9m×6ｍの壁画） 

3 #7 11/15 講義・ゲーム・シェアリング  自己理解のまとめ ゲーム・手遊び（2 人→４

人→8人） 

第2回（11/15） 

 

第3回（12/6） 

第4回（1/16） 
#8 11/22 講義・ゲーム・シェアリング 他者理解 ゲーム「人間知恵の輪①」 

#9 11/29 講義・ゲーム・シェアリング 発想の転換 ゲーム「人間知恵の輪②」 

#10 1/17 講義・ゲーム・シェアリング SGEへの動機づけ ゲーム「拍手回し等」 

4 #11 1/24 

 

ゲーム・SGE・シェアリング

（２クラス単位） 

ゲーム「拍手回し等」  

SGE「ペンネーム」「あなたは名探偵」 

 

 

 

 

 

第5回（2/15） 

#12 2/７ ゲーム・GWT・シェアリン

グ （２クラス単位） 

ゲーム「風船版・黒ひげ危機一髪」 

GWT「先生ばかりが住んでいるマンション」 

#13 2/14 GWT・シェアリング 

（学年全体） 

GWT「校舎大改造計画」 

#14 3/14 講義  プログラムの振り返り 次年度へ向けての動機

づけ 

 

注 ゲーム等の内容 

ゲーム「手遊び」：２人組で向かい合う。拍手１回の後、相手と手をたたく→拍手２回の後、相手と手をたたく→拍手３回

の後、相手と手をたたく…という要領で拍手５まで行う。その後は拍手４回の後、相手と手をたたく→拍手３…と

拍手１回の後、相手と手をたたくまで戻る。慣れてきたらスピードを上げる。２人組→４人組→８人組と人数を増

やしていく。 

ゲーム「人間知恵の輪①」：生徒約 10人が１グループで手をつなぎ輪になる。つないだ手を離さないように手の間をま

たいだりくぐったりしながら絡み合った状態を作る。その輪を先生がほどく。ほどければ先生の勝ち。ほどけな

ければ生徒の勝ち。 

ゲーム「人間知恵の輪②」：生徒約 10 人が１グループとなり、隣の人以外と手をつなぐ。ほどき係の生徒の誘導で、つ

ないだ手を離さないように手の間をまたいだりくぐったりしながら絡み合った状態をほどく。グループ単位でほ

どく速さを競う。 

ゲーム「拍手回し」：グループで輪になり、最初の人が自分の左右どちらか隣の人に、拍手を一回す。それを受け取っ

た人は、反対の隣の人に同じように拍手をする。この繰り返しで、拍手をぐるぐる回す。どんどんスピードを上げ

ていき、最初は一方向に拍手を回すが、途中からリーダーが合図して、拍手の方向を変えていく。 

SGE「ペンネーム」：グループ中だけ使用する名前（なれそうな自分、なりたい自分、素の自分が出せそうなもの）を考え

名札にし胸に着ける。 

SGE「あなたは名探偵」：「映画を観るのが好き」など趣味や習慣などの 10 項目が書かれた共通のシートを全員が持つ。

じゃんけんをして勝った方が10項目から相手がYesと答えるような項目を選び質問し、Yesならサインをもらう。

時間内に何人からのサインをもらえるかを競いあう。 

ゲーム「風船版・黒ひげ危機一髪」：5～6人グループに各１つ膨らませた風船（3cm位のセロハンテープを 6つ貼った

もの）を用意する。一人ずつ順に風船のセロハンテープをはがし、早く、割らずに全員がはがせたチームが勝

ち。 

GWT「先生ばかりが住んでいるマンション」：5～6 人グループ。マンションの図、情報カードからどの部屋にだれが住

んでいるかを推理し、図に名前を書き込む。早く正解したチームの勝ち。 

GWT「校舎大改造計画」：5～6 人グループ。校舎の配置図、情報カードから、どの教室がどこに配置されているかを推

理。 
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図2 学校生活満足度分布の推移 

 

を行った。この巨大壁画とは、5cm四方の色紙を決められた場所に貼っていき、縦 9m×横 6mの絵を完

成させるというものである。作業中は紙片が小さいので、どんな絵になるかは分からない。この作業は単

純作業を間違えずに黙々と行うことが求められている。数年前にも実施したことがあり、その時は教師、生

徒ともども達成感が得られ、学校内外からも高い評価を得ていた。今回の作業でも生徒に動機づけがな

されており、目的意識もあり、ふざけ、からかい、ぬけがけ（作業しない）は見られなかった。作業を通して

同じ目的をもつ学年の仲間としての一体感が築かれていく様子がワークシートの感想に綴られた。責任

ある役割を与えられたリーダーの生徒たちは、選ばれたことに戸惑いを見せていたので、毎回感謝とね

ぎらいの言葉をかけた。回が進み作業がうまく進むにつれ一様に自信をつけた様子が見られた。完成・

発表後、学校内外から高く評価されたことをフィードバックすると、生徒たちは自分たちの活動に自信もち、

大半の生徒が「達成感が得られた」と感想を書いた。Step2 終了後の第２回目の Q-U 測定値では、学校

生活満足度には大きな変化は見られなかった（図2）。しかし、約半数の生徒の学校生活意欲が中程度以

上になった（図 4）。この結果をカンファレンスでフィードバックすると、教師たちは結果が数値で見えたこ

とを喜び、そろそろゲームができるだろうと話し合い、次のStepに移ることを決めた。 

（3）学校生活満足群とゲームができる関係について（Step3：#7~#10） 

 ものづくりという目的が見えるグループ活動を通して、人との関わりに自信と喜びを体験し、できた姿を

十分フィードバックしてから目的が目に見えないゲーム・レクリエーションに移行することで、円滑にゲー

ムのできる関係づくりができた。ゲームでは、教師がモデルとなり楽しむ姿を見本として見せると同時に、

生徒のゲームにも積極的に介入するプログラムとした。そして、#8 では各班とも生徒・教師ともどもゲーム

を楽しむ姿が見られ、教師と生徒の距離を縮める活動となった。カンファレンスで教師たちは、ゲームが

できるようになった生徒たちの姿を「まるで別の学校のようだ」と評価した。目に見える変化が、教師たち 

 

13.0% 25.0% 7.4% 23.7% 8.1% 22.2%

31.0% 31.0% 20.0% 48.9% 19.3% 50.4%

14.8% 30.4% 11.9% 28.1% 12.6% 32.6%

14.8% 40.0% 16.3% 43.7% 14.1% 40.7%

侵害行為認
知群

学校生活満足
群

学級生活不
満足群

非承認群

各群の全国平均出現率
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14人

6人

第2回　11/15

11人 30人

要支援群

第1回　10/3

55人

32人

6人

66人

16人 59人

17人

5人

第4回　1/16

16人

第3回　12/6

20人 41人

14人 54人

68人

9人

第5回　2/15

17人 44人
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図3 学校生活意欲プロフィール 

 

のプログラムへの動機づけを更に高めた。Step3のプログラム#7~#9を経て、３回目のQ-Uを実施すると、

学校生活満足群に属する生徒が 30.4%に達した（図 2）。このことは、生徒が主体的にゲームに参加でき

るようになる目安であった。満足群の生徒が24%以下の場合、6人から8人の班編成では、1名しか満足

群の生徒が存在しない班が複数できる。ところが、25%を超えると 8人の班編成、30%を超えれば 7名の

班編成でも 2 名の満足群生徒が各班に入ることができる。カンファレンスでは、主体的にゲームができる

ようになるためには、班を牽引できる生徒が最低2人必要であることが話し合われていたが、そのような状

態になったことが確認できた。そしてSGEやGWTへ移行準備としてゲームやレクリエーションの感想を

シェアリングする活動に力を入れ、自分の内面や他者の思いに気づく練習を積み重ねた。 
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（4）ゲームができる関係からSGE・GWTへ（Step4：#11~#14） 

「グループ・ワークが成立するような状態にしたい」は本アクションリサーチの目標でもある。プログラム

#10 までは、クラス間格差なくリーダーを均等に配置できるようにすることやクラスで孤立傾向にある生徒

に配慮し、学年全体で取り組み、班編制が均等にいくように進めてきた。#11 のプログラムは、SGE を実

施する上で、全体のファシリテーターである筆者が、各班に介入できるように検討した。クラスによって満

足群の生徒の数にはばらつきがあったこともあり、2クラス単位で実施することとし、クラスの組み合わせを

検討した。1組目（A・E組）では、最低5名の教師がサポートする予定であった。ところが突然のアクシデ

ントが重なり、始業時刻、会場には筆者のほか2名の教師しか来られなかった。それまでの学年全体での

プログラムでは見られなかった服装の乱れのある生徒が数名いた。教師は服装を整えるよう呼びかける

がなかなか直せず、多数の教師で囲まないと統制の難しいことが明らかとなった。服装を整え、SGE の

目的説明までに 20 分を費やした。「ペンネーム」は生徒たちには抵抗が大きく、ふざける者も多かった。

自分に自信がなく自己効力感の低い生徒たちにとってこの課題はハードルが高かったと推察する。「あな

たは名探偵」は、積極的な生徒もいたが、仲の良い者同士の間でやり取りするばかりで動きがあまりない

生徒や自分で名前だけ書き込む生徒もいた。この組ではシェアリングにあまり時間がとれなかった。2 組

目（B・F組）・3組目（C・D組）は、始業時から6名の教師が入り、統制が取れスムーズに始まる。1組目で

失敗した「ペンネーム」は削除し、「拍手回し」からすぐ「あなたは名探偵！」に入る。10 分ほど行った後、

サインをもらった数でグループ分けし、各班に教師が入りシェアリングの実施。「自分がどんな風に人から

見られていたか」または、「感想」を一言ずつ班内で発表させる。教師が介入することで、からかいやぬけ

がけ（言わない）はおきなかった。プログラム#12では、2クラス単位のGWT、プログラム#13では学年全

体での GWT を実施した。どちらもスムーズに実施できた。プログラム#10 から#12 の観察等から SGE・

GWT のできる条件として、多数の教師で囲むことも「集団の秩序形成」に必要であることが明らかとなっ

た。また、答え（正解）のないSGEは、尐しハードルが高く、答え（正解）のあるGWTの方が取り組みはよ

かった。SGE、GWTに限らず重要なのはシェアリングである。シェアリングの充実のための条件は、教師

が介入し生徒の気づきを引き出すことである。この経験を繰り返さないと生徒は自分の内面と向き合い、

自分の気持ちを語れるようにはなれない。生徒が意見を発表するときに「どう思ったのか」「なぜそう思っ

たのか」に踏み込み、より考えを深めさせることが重要である。教師自身が、自らの役割を自覚し生徒を援

助できるかどうかが鍵となる。それが出来た教師の班は、シェアリングにおいても生徒の気づきを引き出

すことができたが、あまり介入できなかった教師の班は、シェアリングが深まらずに終わってしまった。以

上のようにStep4は条件付きでクリアされた。 

（5）プログラムの評価 

まず、Q-U の結果からプログラムを評価してみたい。学校生活意欲合計得点分布の推移（図 4）では、

プログラム実施前の第1回は、低群が最も多く高群が最も尐ない右下がりの分布をしていたが、第2回以

降山型分布になり、回を追うごとに低群が減尐し高群へと推移している。この結果からゲームが成立する

には、太枠に示す全国の標準的な分布のような山型の状態、すなわち学校生活意欲の高い生徒がある

程度必要であることがわかった。 

学校生活意欲プロフィール（図３）から第 1 回の「友人関係」「進路意識」の男女、「学級関係」の男子の

得点は、全国の平均的な得点の範囲より下回っていた。「教師関係」「学習意欲」は、全国の平均的な得

点の範囲に入っていた。このことからプログラムに入る時点で、各生徒と教師との関係は全国平均並みに 
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図4 学校生活意欲合計得点分布の推移 

 

出来上がっていたと評価できる。そして、この教師と生徒の関係があったから教師が声をかければ、すぐ

に話を聴く体制をつくることができたと推測できる。入学当初の校外研修では、この声掛けの段階で反社

会的傾向の生徒と教師との間にトラブルが起こっていた。本プログラムは 10月に始めたものであり、それ

までの半年間に教師が個々の生徒との関係を築き上げていたことで Step1がスムーズに進んだものと考

える。また 4月当初に本プログラムをスタートするならば、Step1にもう尐し時間を要していただろう。 

学校生活意欲合計得点平均と各下位尺度について、それぞれ回数（第 1 回～第 5 回）と性別（男子・

女子）を要因とする2要因混合計画の分散分析を行った。検定の結果、「学校生活意欲合計」及びそれぞ

れの下位尺度について、回数と性別には交互作用はなく要因の主効果のみが有意であった。性別では

女子が一貫して意欲が高く、回数では第1回と第2回の間にのみ有意差が認められた。下位尺度である

「友人関係」「学級関係」「進路意識」でも同様の結果が見られた。第 1 回後から第 2 回の測定までには、

#1～#5という 5回のプログラムを実施している。短期間に有意に意欲が高まったことから、学校生活の状

況に不満をもち秩序を求めていた生徒が、プログラムにより活性化されていった結果と評価できる。 

本プログラム終了後、約43％の生徒が「他人との関わり方を考えるようになった」とし、約20％の生徒が

「もっと対人関係スキルを向上させたい」と望んでいた。学年教師たちは、「生徒が学年という集団を意識

した行動がとれるようになってきた」、「落ち着いて話が聴けるようになってきた」とプログラムの効果を評価 

した。条件付きではあるがグループ・ワークが成立したことから実践の有効性が評価できよう。しかし、第５

回目のQ-U（図２）からは、非承認群に属する生徒が全国平均と比較していまだ多いことがわかる。これ

は、学級内でいじめや悪ふざけなどの侵害行為を受けている可能性は低いが、認められているといった 

意識が低く、自主的に活動しようという意欲が乏しい生徒であり、目立たないか無気力な傾向にあるか、 
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15 M１７ M５９ F６７ 15 M５１ M１０ F６３ F１４ 15 F２１ M９ F４９ 15 M５５ F５４ M８ F６２ 15 M１４ F４２ M２５ M５
M２０ F７０ M４７ F２７ F５２ M９ F２９ M１２ F１７ M４７ F７０ F２２ M１２ M２ M２３ M１９ F６２ M４
F１９ M４ F４２ F７０ M１２ M１８ F４３ M１３ F３６ F２ F７４ F３７ M３６ M１１ M３９ M２１ M３８ M５６
M３０ F３３ M４８ F６４ M１９ F２８ M２４ F６０ M４ M１９ M４２ M２８ F６９ F２８ F１３ M５７ M２５ F７１ F１０ M２２ F２ F６４
F１０ F４６ F４５ F４３ F６５ M４５ F３９ F１１ M２０ F７１ F３７ F２８ M３６ M２５ M１９ F２１ F８ F４０ F６４ F１３ M２４ F６ F７１

10 M１３ M５０ M５６ F５１ F５６ 10 F２１ M２６ F１６ F４１ F６５ 10 M２３ M５１ M５６ F４４ 10 F３２ M３９ F１０ M５ F５５ 10 M１７ F２１ M３４ F３４ F５６
F９ F１７ F５４ M５４ M２６ M４６ F３ M２９ F５０ M１ M４５ F７４ F９ F５９ F７１ M３ F７２ F２５ M５２ F５６ M２６ F５８ M４０ F４４ F６５
F２４ F５０ F７４ F３７ F３１ F２５ F２３ F６８ F２０ M５ M３ M１４ F３９ F６１ M４ M６ M４２ F３６ F４ F６５ M４５ M５０ M５５ M３０ F５５
M２３ F５８ M１０ F６０ F４４ M３ M１７ M１５ F３６ M３３ M５７ M４６ F４２ F７０ F５６ M３７ M１４ F３９ F７６ F３４ F３２ F１９ F３ F５９ F６６
M２４ M５ M２２ M５２ F７１ M６ F２６ M３５ F７６ F６４ F２３ F１ F７２ M１ F６４ M５８ M２６ M１５ F４１ M４ F７４ F２８ M１３ F７６ F１４

5 F８ M７ M４９ M５３ F３４ 5 M２３ F７４ M４８ F５７ F５６ 5 M３１ F２７ M５０ M２７ F６５ 5 M４６ M１７ M１８ F６３ M７ 5 F７０ F３７ M３１ M７ F４７
M１ F２０ M５７ F２９ F６６ M５９ M５５ F１ F６９ M３７ M３７ F５８ F２２ F４３ M５ F２３ M５１ F７ F２ F５７ M３ F９ M５９ F６９ F５０
M１４ F６８ F３０ F４０ M４１ M３９ F１２ F７ M３２ F３４ M６ F６８ F４５ F４７ F３４ M２３ M３１ F２４ F６８ F１４ M３７ F２３ F１５ M３２ M３３
F１ M３６ F３８ F５９ F５５ F３２ M１３ F７５ M５２ M７ F５７ M３９ F５４ M２１ F５５ F１ M４５ F３５ F６９ F３１ M６ M５３ F２９ F４ M５８
M１９ F１３ M５１ F７６ F７３ M１６ M３６ F２４ F３８ F４４ M１６ F３２ F６７ F１６ F６６ M１６ F２９ F５０ M２１ F４４ M１６ F６０ F４６ M１８ F５７

0 0 0 0 0
46.5 58.5 70.5 82.5 46.5 58.5 70.5 82.5 46.5 58.5 70.5 82.5 46.5 58.5 70.5 82.5 46.5 58.5 70.5 82.5

第1回　　10/3 第2回　　11/15 第3回　　12/6 第4回　　1/16 第5回　　2/15
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表2 実施上の配慮事項とエピソード 

 

 配慮事項 エピソード 

Step1 

#1 

| 

#3 

＊授業としての位置づけ（1単位）を説明 

＊話の聴ける距離の検討（パターン 1：#1、パターン

２：#2、パターン３：#3） 

＊社会的スキルとして対人関係能力（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能

力）を高めることへの動機づけ：#2→プログラムへの

動機づけ：#3 

＊声かけで集中を促す（教師は、意欲の低下した生

徒へ、他の生徒の妨げにならないよう静かに近づき

寄り添い、もう 1度集中し話を聴くよう促す） 

＊視覚に訴える講義（定期的な刺激としてスクリーン

にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｿﾌﾄを活用した資料や画像の提示） 

＊パターン 1：列と列の間隔約 1m50cm、前後の間隔約 60cm、普段の

集会時の整列パターン。私語が目立ち静寂が保てなかった。  

＊パターン2：列と列の距離は、約1m80cm、前後の間隔約1m、前後左

右に十分な距離がある。生徒は、非常に落ち着いた状態で、注意を全く

受けることなく、ほぼ 50分集中して話を聴くことができた。 

＊パターン 3：列と列の間隔約 1m80cm、前後の間隔は約 60cm、前後

の間隔が狭く、尐し背を反らすとすぐ後ろの生徒の顔があり、あきらかに

列の前後で互いを意識している様子があちこちで見受けられた。列と列

の間隔は十分にあり、教師が列の間を歩いても妨げにはならないため、

集中力の低下している生徒の隣に行き声をかけることができた。前後の

距離は、約60cmでは不足であることがわかった。 

Step2 

#4 

| 

#6 

＊クラスの枠を超えた班編制（Q-U からクラス内で孤

立傾向の生徒を判別し、クラス外にも新たな友人を見

つけられるよう編成）#4 は男女別、#5、#6 は男女混

合 

＊Q-Uにより学校生活意欲の高い生徒をリーダーの

素質を持つ生徒として選び、各班に１人配置 

＊自己紹介・シェアリングの練習（自己紹介は、「クラ

ス・名前・よろしくお願いします」だけを言うように指

示。最後は、一言ずつ感想を述べ「ありがとうござい

ました」と挨拶し解散というスタイルに統一） 

＊各班の担当教師が介入し「からかい」や「ぬけがけ

（やらない）」が起こらないよう注意 

＊#6のみ壁画の完成に向け 2時間（100分）実施 

＊どうしても班に入りたくないと抵抗感を訴えた 2 名の女子生徒には､教

育相談コーディネーターの教師をつけ、会場の隅で作業をさせる。（#5） 

＊数日前にいじめ（暴力）の被害にあったばかりの男子生徒が、気分不

良を訴え保健室から病院へ搬送される。医師によれば特に異常はなくグ

ループでの作業で、極度の緊張（知らない人たちに囲まれた）を感じたと

ころに、持病の喘息の軽い発作が出て苦しくなったのだろうということだ

った。翌日本人と面接し気持ちを聴き、次回からのプログラムについて相

談。信頼できる友人と教師各1名を同じ班にすることを決める。（#６） 

＊25 班が輪を作った。それぞれのグループに個性があり、男女仲良く、

寄り添う班、小さく丸くなって楽しそうに作業に取り組む班、かなり大きな

輪で、バラバラに作業をする班など個性が出た。早い班は時間内に作業

を全て完了し、遅い班は半分も終わらなかった。（#5） 

＊ 

文化祭

準備 

＊クラスにうまくなじめない生徒を集めての仕上げ作

業（クラスへの居心地の悪さを強化する時間にならな

いよう､「クラスの代表」としての役割を与え、仕上げ作

業を担わせる。自分がクラスや学年に貢献していると

いう自信をもたせ､「巨大壁画が何の絵か」というクラ

スの誰もが知らない秘密を共有､楽しい文化祭体験

につなげる。 

＊作業に参加した 20 人（内訳：大人しくて教室のどこにいるかわからな

いような男子 9 人。多動で気分にムラがありクラスの作業をまじめに取り

組めない男子 8 人。クラスで浮いている元気だが不登校傾向の女子 3

人）一見かみ合わないような 20 人が自然に役割分担され、それぞれ熱

心に作業に取り組み、約2時間半、下校の時刻を過ぎても誰一人「帰りた

い」ともいわず完成作業をやり遂げる。手をボンドだらけにしながらもうれ

しそうに取り組む生徒たちの姿を「教室では見ることのできない表情だ」

と教師たちは語った。文化祭当日も一般生徒より一足早く登校し、吊るし

上げ作業を責任持って行った。 

Step3 

#7 

| 

#10 

 

＊大成功に終わったものづくり（壁画制作）について

学校内外から高い評価を受けたことや生徒たち自身

の感想を十分にフィードバック。 

＊ゲームは教師が「楽しむ姿」のモデルとして見本を

示し、生徒のゲームにも積極的に介入するプログラ

ムで「教師と生徒の距離を縮める活動」にする。 

＊男女で手をつなぐことに抵抗が大きい生徒が多い

ことを考慮し男女別の班編成にした。（#8、#9、#10） 

＊ゲーム・レクリエーションの感想をシェアリングする

ことで自分の内面や他者の思いに気づく練習を積み

SGEやGWTへ移行できるよう準備する。 

＊教師が会場の中央で輪になり手をつなぎ見本を見せる。生徒は教師

が遊ぶ姿を見るのがおもしろいらしく声を立てて笑い大喜びする。見本

の後、生徒もゲームに入る。生徒の作った知恵の輪を教師がはずすとい

う企画。生徒はもちろん教師たちも真剣かつ楽しそうに盛り上がる。（#8） 

＊以前にやったことのある手遊びをやってみる。各班一斉に「せいの

…」の掛け声で会場内に大きな音が１つにそろって鳴り響いた。その日

の感想には、1つになった喜びを書き綴る生徒が何人もいた。（#9） 

＊拍手回し（言葉を１つつけて回す）では反社会的傾向の元気な女子が

複数いた班では、担当教師の指示に従わず、聞いている方が赤面して

しまうようなわいせつな言葉を回し盛り上がる。男女混合班でなかったこ

とを反省。内容によっての班編制が課題となった。（#10） 

Step4 

#11 

| 

#14 

＊「ゲームをどう成立させるか」から「シェアリングをど

う充実させるか」へと課題をシフト（生徒が発言したら

「どうして？」「なぜ？」と教師が踏み込み､より考えを

深められるよう支援） 

＊成長のフィードバック 

＊「ペンネーム」は抵抗があったようでうまくいかなかった。「あなたは名

探偵！」は夢中になる生徒、かたまる生徒と様々。10 分ほどやった後サ

インをもらった数でグループ分けし各班に教師が入りシェアリング。教師

が介入することで、からかいやぬけがけはおきなかった。（#11） 

＊班毎に競うGWTの方が、ｼｪｱﾘﾝｸﾞも含め盛況であった。（#12、#13） 

＊50分間しっかりと話を聴くことができた。（#14） 
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自己表現の仕方がわからない生徒である。これらの生徒には、安心して生活できる環境を整え、普段の 

学校生活の中で見えた小さな成長を積極的にフィードバックしていくことが有効であると考える。その上で、

次年度「自己表現の仕方」というスキルに焦点を当てた SSTの実施を提案し、本学年の介入を終了した。 

 

考察 

 

1 パワー欠如状態からの解放 

本研究では、筆者らの介入以前からレクリエーションやグループ・ワークのプログラムが外部の専門家

によって実施されていた。管理職によれば、入学直後から生徒同士の交流を深めさせることで反社会的、

非社会的な生徒を減らし退学者を減らそうという予防的な意図があった。さらに外部の専門機関に依頼す

ることでより高い効果を期待していた。それは、グループを作れば一定程度のまとまりになり、さらにプロ

グラムを進めることで凝集性が高まるということを前提としていたためであろう。しかしこれがうまくいかない

状況になっていた。外部主導のグループ・ワークの実施について、学年担当の教師たちは抵抗感と不安

を抱えていたが明確に抵抗の意志を表明できず、筆者らが介入するときには既に皆がバラバラの思いを

抱いていた。従って筆者らは、最初の介入として生徒ではなく教師たちをまとめる必要性を感じた。そこ

で生徒にどのような力をつけたいのか、学年をどのような状態にしたいのかなど、時間をかけて話し合い、

皆で一つの共通目標を設定した。本学年の教師たちは、生徒の個性を把握した上で生徒たちとの関係を

作り上げていくという本来の関わり方ではなく、管理職が打ち出した企画を外部講師が実施することから

始まり、その企画を実行する文脈を引きずり、それが頓挫してしまっていた。自分たちの実行しているプロ

グラムに対する統制感や意味を見いだせないまま実行してきたことは、学年教師たちを「パワーの欠如状

態（powerlessness）」（植村，2008，p.133）にしていたと考えられる。コミュニティには地位やそれに伴う

職権といった力（power）が作用しており、ある介入を企てる場合にはその反作用をも考慮に入れておか

ねばならない（Scileppi，Teed，Torres，2000，p.226）。もし、筆者らが本学年教師を飛び越えてすぐに

生徒に介入し、仮にそれが効果を上げていたならば、その反作用として教師たちは、筆者らのプログラム

に対する統制の位置（Rotter，1966）を外部においたまま、結果的にはパワー欠如状態を再現すること

になったであろう。まずは共通の目標を設定することで学年の教師集団がまとまる必要があった。このまと

まりができた後に、学年の教師たちは、それ以後のプログラムを検討し、校内のさまざまな会議で実施の

ための合意を取りつけ、管理職の許可を得て、新たなプログラムを開始できる状態を作り上げていった。

このプロセスは、プログラムに対する統制の位置を外的から内的に向ける効果があったと推測できる。本

アクションリサーチが教師も主体であるカンファレンスによって検討され続け、つねにプログラムに対する

統制の位置を内的なものとして位置づけられたことが、パワー欠如状態からの解放を意味した。さらには、

自分たちのプログラムで集団をまとめるといった力を獲得する効果を及ぼしたと考える。 

 

２ 教育的・臨床心理学的予防以前の公衆衛生的予防の重要性 

本研究では、第一次予防活動としてのグループ・ワークを実施し効果を上げてきた。第一次予防活動

は対象の規模が大きいため継続性が重要であり、短期集中的、散発的に実施されたとしても効果は期待

できない。金沢（2004）は、第一次予防には「社会システム的・公衆衛生的な方法」と「教育的・臨床心理

学的な方法」の二つのアプローチがあることを指摘している。後者が「個人または小集団を対象として、適
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応に有益なスキルや知識などを教えるアプローチ」（p.15）であるのに対して、前者は「個々人に対して行

動を変えるように要求するプログラムよりも、個々人が特に意識しなくとも自動的にプログラムが遂行させ

るような方法」（p.12）であり、人々が普通に生活していることが予防活動になることを目指すものである。 

今回行ったプログラムは、総合的な学習の時間という授業の中に組み込まれ、生徒たちは、このプログ

ラムに参加することとがすなわち授業に出席することになっていた。そのため、第一回目では本プログラ

ムは授業であり、このプログラムに参加することで単位も出ることなどを丁寧に説明し、普段の授業という

位置づけで開始した。時間割の中に本プログラムを位置づけたことは、定期的かつ継続的なグループ活

動の実施を保障し、本プログラムに対する教師と生徒の動機を一定の水準に保つことができた。また、プ

ログラムの実施前後に行われるカンファレンスも、特別に時間をとって会議をするわけではなく、普段行っ

ている学年会議の中に位置づけることができたため、教師たちに負担をかけず、定期的継続的に実施で

きた。このようにプログラムやカンファレンスを普段の生活の中に組み込むことによって、それらの安定的

な実施が保障され、「教育的・臨床心理学的な方法」の安定的な実施に導いたといえよう。教育困難校に

おいて「教育的・臨床心理学的な方法」を実施する場合、そのプログラム実施の基礎として公衆衛生的に

位置づけていく戦略をとらねば、安定的なプログラムの実施は困難になる。このような位置づけがなけれ

ば、緊急性の高い第三次予防活動に追われてしまい、第一次予防活動は切り崩されていってしまうであ

ろう。学校では授業や定期的な会議の中にプログラムやカンファレンスを組み込むことが有効と考える。 

 

3 本研究の有効性と確実性 

志水（2002）は、「一般の科学的研究では、『信頼性』や『妥当性』といった基準で研究が評価されること

が多いが、アクション・リサーチにおいてはむしろ、その研究がどれだけ問題解決に役立ったかという『有

効性』（workability）や将来似たような状況で同じような問題が生じた時にも適用できるという『確実性』

（credibility）の原則が重視される」（p.42）としている。最後に本研究の有効性と確実性を考察したい。 

まず「有効性」については、第一次予防の観点から考察すると、先に述べたように本プログラムは、公

衆衛生的に位置づけられ、第一次予防として機能し有効であった。このことは、Q-U により定期的な量的

データが変容したこと、話を聴く活動から内省が求められるグループ・ワークの実施まで可能となったこと

からも裏付けられた。次に「確実性」を検証したい。本研究における筆者らの役割は、志水（2002）のいう

「コラボレーター」型、すなわち研究者と教師の関係が「一緒に動き、一緒に考える」対等な関係であり、関

与の度合いは「参与か観察か」といわれれば、参与に重きが置かれ、「関心」は、直接実践者である教師

たちから出てきたものであった。プログラムを協働するプロセスでは、問題解決という側面だけではなく教

師とともに「心理学を共有すること」（Orford，1992，p.187）ができたと考える。本実践を通して、学年の教

師たちがプログラムの開発や実施に携わり、その評価方法を共有することによって、限定的ではあるが心

理学を共有できたと考える。教師たちが、主観だけでなく、客観性をも検討することの意義を見出し、次第

に事後の評価や生徒の現状を見立てようとする姿がカンファレンスの中で数多く見られるようになった。こ

れらの姿勢は、将来似たような状況下で問題が生じた時にも適用できうるものであり、確実性の表れと考

える。学校における専門家との協働の形にも、さまざまなスタイルがあるが、学校におけるアクションリサ

ーチにおいては、こういったコラボレーター型が有効であり、今後実践の報告が更に蓄積されることでより

発展するものと考える。 
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エクセルで作る簡易植物標本ラベル 

 

中 村 直 美* 

 

(2010 年9 月15 日受理) 

 

 

A Specimen Label to Make easily with Excel 

Naomi NAKAMURA 

 

 

キーワード：標本ラベル，和名、学名，エクセル，簡易 

 

ラベル作成はかなり前からパソコンで打ち込むことが主流にはなっているが、特別のソフトを必要としたりあるいは複雑な

プログラム構成からなっている場合が多く一般的とは言い難かった。一般の人の使用のために、ラベルに手軽に学名を書き

込むことのみに特化したものがあると便利だと考え、エクセルソフトを使って簡易植物標本ラベル作製ファイルをつくった。ラ

ベルの貼られた腊葉標本は生物多様性の実態を示す証拠としても重要であるので、このファイルを活用してくれることを願

っている。 

 

 

はじめに 

 

研究や調査の中で採集された植物標本は腊葉標本として台紙に貼って整理され、それには必ずラ

ベルが貼られるのが一般的である。 

1980 年後半から 90 年代にかけてはワープロやパソコンが普及してきたときで、ラベルを手書き

ではなくこれらの機器を使用して作ることが盛んになった(安嶋､1989；狩山､1990)。私も標本の整

理や管理のためにパソコンを使うことを考えるようになり、ラベル作成も含め全体的な標本管理が

できるようなプログラム作成を行ってきたが(1989,1991,1992)、このためには何らかのデータベー

スソフトやプログラム用ソフトが必要であったし書かれたプログラムも複雑で、一般的とは言い難

かった。 

 標本整理の時にラベルに学名を調べて書き込むのは面倒だという声が何人かの人からよせられて

いる。確かに、腊葉標本作成のラベル作成だけに限ると、これに特化したもっと簡単なものがある

と便利である。幸い、現在はパソコンが安価になり、ワードやエクセルが一般的なソフトとしてパ

                                                   
*茨城大学教育学部情報文化課程 
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ソコンに組み入れられて販売されていることが多い。そのため表計算ソフトのエクセルは、アクセ

スのようなデータベースソフトよりも多くの人に親しまれ使用されている割合が高いうえ、VBA と

いうプログラム言語も備えその機能も向上している。 

そこで今回は、個人的にあるいは小・中学校等で使ってもらうことを前提に、特別の投資をする

必要のないエクセルソフトで簡易にラベルを作成する方法を考えた。 

 

 

方 法 と 結 果 

 

一枚のラベルに表記する項目を、ラベル表

題、ラベル番号、科名、学名、和名、採集

地、採集日、採集者、同定者、メモとした。

図1がその見本である。 

ラベルを標準的に使用されているA4用

紙縦に印刷するとすれば、8 枚のラベルが

収まる計算となる。単純に和名を基に学名

を瞬時に入力してラベルを作成することの

みに機能を絞ることにし、下記の3つのシ

ートを用意した。 

 

・「ラベル作成」---- ラベルの基となる和名を入力するシート（図２） 

・「学名」---- 和名・学名辞書（シーソーラス）であるシート（図３） 

・「印刷用ラベル」---- 入力された和名から学名シートを使って印刷用ラベルを作成するシ－ト

（図７） 

 

１．「ラベル作成」シートの作成 

8枚のラベルを一度に印刷できるように設計をしたので、和名を入力セル(C2:C9セル)を8つ設け

た。同じ種でも別名で呼ばれる場合もあるので、別名を入力してしまったり種名の入力を間違えた

りした場合は、注意が出るようにセルD2からD9セルに判定のための数式を入力した。 

例えば、D2セルには下記の式が入力されている。 

=IF(AND(印刷用ラベル!D8="",印刷用ラベル!D41<>"")=TRUE,"和名が間違っているか別名が入力

されたようです。","") 

図2．に入力されている「フユズタ」は「キヅタ」の別名「フユヅタ（ここでは誤記されている）」

のことであるが、和名・学名辞書には「キヅタ」のみが登録されている。そのため「印刷用ラベル」

シートでは和名が表示されても、学名は表示されない（図７の「フユズタ」ラベル参照）。つまり、

フユズタでは当てはまる学名が検索できないので右側にメッセージが出ている訳である。 

また採集を行う場合、採集日や採集者、そして採集地が同一の標本が多くなると推定されるので、

8 枚のラベルに同一データを入れてよい場合には一度に入力できるように入力セルを設けた。ただ

図１．腊葉標本ラベル 

図１．ラベル見本 
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し、同一でない場合の入力には注意が必要である。後でもふれるように、「印刷用ラベル」シートの

採集地・採集日・採集者の表示セルには数式が入っているため保護されていて「印刷用ラベル」シ

ートのデータを編集することはできない。共通するデータのみ記入してあとは印刷後に手書きで書

き加えることが必要になる。 

このシートには2つのボタンを設けた。印刷ラベルの確認をするために「印刷用ラベル」シート

を開く確認マクロと印刷用ラベルの新規作成のために入力された和名や採集地等を削除するための

削除マクロを書き、それぞれのボタンに登録した。 

完成したシートは、入力セル以外の編集ができないようにシートの保護設定をした。 

 

・作成したマクロのコードは以下のとおりである。 

Sub 確認() 

' 確認 Macro 

    Sheets("印刷用ラベル").Select 

    Range("o2").Select 

End Sub 

 

Sub 削除() 

' 削除 Macro 

    Call No 

    Sheets("ラベル作成").Range("c2:c9").ClearContents 

    Sheets("ラベル作成").Range("c11:c13").ClearContents 

    Range("a1").Select 

Sheets(“印刷用ラベル”).Range(“G14:H14,N14:O14,G29:H29,N29:O29, _ 

G44:H44,N44:O44,G59:H59,N59:O59").ClearContents 

図２．「ラベル作成」シート画面 
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Sheets("印刷用ラベル”). Range(“D15:H16,K15:O16,D30:H31,K30:O31, _ 

D45:H46,K45:O46,D60:H61,K60:O61").ClearContents 

Range("a1").Select 

End Sub 

  

Sub No() 

' 標本番号 Macro 

    Sheets("印刷用ラベル").Range("Q3").Copy 

    Sheets("印刷用ラベル").Range("R3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _ 

Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False 

 End Sub 

 

２．「学名」シートの作成 

 

このシートのデータは、以前に作成した日本の植物の和名・学名辞書ファイル（中村､1989）をエ

クセル用データに手直しして使用している。ここでは茨城県産植物のみを抽出してリスト化し、A

列と項目を除いたリスト範囲に「学名」という範囲名をつけた。 

別名を幾つか持つ種に対しどれを標準とするかは難しいものもあるので、データ数がそう多くな

い場合は和名リストの中に別名も和名として組み込んでおくのが便利かもしれない。ただし、その

場合は、同一種を2種と数えないために、どちらかを標準として他を別名と分かるようにリスト化

しておくことは大事である。 

 

 

図３．「学名」シート 
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３．「印刷用ラベル」シートの作成 

 ラベルの印刷用紙は A4 縦を使用することにしたので、ラベルのデザインをする前にページ設定

をして、印刷範囲の設定をすることから始めた。 

ページ設定で、用紙サイズをA4縦とし、余白設定でヘッダー・フッターを 0、左右の余白を 0、

上下の余白を 1.5 に設定した。上下余白をゼロとしなかったのは印刷機の機種の影響を避けるため

と印刷範囲の縦が1枚に収まるように最後の微調整をするためである。また印刷が中央になるよう

に、ページ中央の水平・垂直のクリックボックスにチェックを入れた。 

このように余白設定をした時、印刷範囲に入るのは規定のセル幅・高さで 11列 60行となった。

単純計算でラベル一枚は、セル 10.5 列 15行を使うことになる。これを目安に、なるべく規定のセ

ル幅と高さを変えないようにして、ラベル1枚の項目ごとのセル幅や高さを決めた。印刷プレビュ

ーを何度も見て微調整をしながらA4用紙横幅いっぱいを使うように配置とデザインを考えた。個々

の項目に対応したセル幅と高さを決定したものを図４に示す。 

 「印刷用ラベル」シートに8枚のラベルを配置し(図５)した後、印刷プレビューで用紙一杯に表

示されるように何度も確認しセル幅を微調整した。完成したラベル印刷範囲に「印刷」という範囲

名をつけた後、図６．で見られるように２つのボタン配置のために１行目に空白行を加え、さらに

A列にも空白行を挿入した。また、①から⑨のセル位置にはそれぞれの和名に対応したデータが表

示されるように、数式を入力した（表１）。いずれの場合も、「ラベル作成」シートの和名欄に何も

入力されていない場合は表示されない式になっている。また、通しの標本番号を自動的につけるた

めに、現在作成中の標本の最終標本番号と印刷が終了したラベルの最終標本番号をQ3セルとR3

セルに順次記録しておくようにした。つまりQ3セルには 

    =LARGE((G3,N3,G18,N18,G33,N33,G48,N48),1)」 

の式を入力しておき、作成中の標本の一番大きい標本番号を取得するようにした。また、R3セルの

図４．ラベル一枚のデザイン 
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値には、ラベル作成シートで「ラベルの新規作成」ボタンを押した時に印刷が終了したラベルの最

終標本番号（Q3セルの値）が再入力されるようにした（標本番号マクロ）。メモ欄は後からでも入

力が可能ではあるが、パソコン上からも入力を可能にした。 

 

 

 

図６．「印刷用ラベル」シート、数式入力場所画面 

①から⑨は数式が入力されているセルで、右側ラベルでは灰色で示してある。 

水色に塗られているセルは、パソコンからの入力が可能なセルである。 

図５．「印刷用ラベル」シート作成途中画面 
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表1．1枚目ラベルへ入力した数式（上記図６．の①から⑨に対応している） 

① =IF(D11="","",=IF(D11="","",=IF(D11="","",=IF(D11="","",RRRR3+1)3+1)3+1)3+1)    

② =IF(ISERROR(VLOOKU=IF(ISERROR(VLOOKU=IF(ISERROR(VLOOKU=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,P(D11,P(D11,P(D11,学名学名学名学名,2,0)),"",VLOOKUP(D11,,2,0)),"",VLOOKUP(D11,,2,0)),"",VLOOKUP(D11,,2,0)),"",VLOOKUP(D11,学名学名学名学名,2,0)),2,0)),2,0)),2,0))    

③ =IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,学名学名学名学名,3,0)),"",VLOOKUP(D11,,3,0)),"",VLOOKUP(D11,,3,0)),"",VLOOKUP(D11,,3,0)),"",VLOOKUP(D11,学名学名学名学名,3,0)),3,0)),3,0)),3,0))    

④ =IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,学名学名学名学名,4,0)),"",VLOOKUP(D11,,4,0)),"",VLOOKUP(D11,,4,0)),"",VLOOKUP(D11,,4,0)),"",VLOOKUP(D11,学名学名学名学名,4,0)),4,0)),4,0)),4,0))    

⑤ =IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,=IF(ISERROR(VLOOKUP(D11,学名学名学名学名,5,0)),"",VLOOKUP(D11,,5,0)),"",VLOOKUP(D11,,5,0)),"",VLOOKUP(D11,,5,0)),"",VLOOKUP(D11,学名学名学名学名,5,0)),5,0)),5,0)),5,0))    

⑥ =IF(=IF(=IF(=IF(ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!C2="","",!C2="","",!C2="","",!C2="","",ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!C2)!C2)!C2)!C2)    

⑦ =I=I=I=IF(D11="","",IF(F(D11="","",IF(F(D11="","",IF(F(D11="","",IF(ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!$C$11="","",!$C$11="","",!$C$11="","",!$C$11="","",ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!$C$11))!$C$11))!$C$11))!$C$11))    

⑧ =IF(D11="","",IF(=IF(D11="","",IF(=IF(D11="","",IF(=IF(D11="","",IF(ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!$C$12="","",!$C$12="","",!$C$12="","",!$C$12="","",ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!$C$12))!$C$12))!$C$12))!$C$12))    

⑨ =IF(D11="","",IF(=IF(D11="","",IF(=IF(D11="","",IF(=IF(D11="","",IF(ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!$C$13="","",!$C$13="","",!$C$13="","",!$C$13="","",ラベルラベルラベルラベル作成作成作成作成!$C$13))!$C$13))!$C$13))!$C$13))    

 

 仕上げとして、ラベルの背景を白で塗りつぶし、入力欄のセルに破線の下罫線を引き、各ラベル

を罫線で囲んだ。ただし用紙横枠をすべて利用するために、全体のラベル外枠の右罫線と左罫線は

描かないようにした。 

 

・作成したマクロコードは以下のとおりである。 

Sub 戻る() 

'ラベル作成シートに戻る 

    Sheets("ラベル作成").Select 

End Sub 

 

Sub ラベル印刷() 

' 印刷 Macro 

    Range("印刷").PrintOut Copies:=1 

End Sub 

 

4.シートの保護 

それぞれのシートは「シートの保護」設定をして、ラベル作成シートの C2:C9（和名入力欄）と

C11:C13(採集地等の入力欄)、印刷用ラベルシートの同定者入力セルとメモの入力セル以外は編集が

できないようにした。 

 

 

お わ り に 

 

生物多様性条約の10回目の締約国会議「COP10」が今年10月、愛知・名古屋で開催されるが、

この地球上での種多様性、生物多様性、生態多様性といたものの重要性が意識され、その保全が今

日ほど強く叫ばれている時代はない。これらの多様性は、私たちの生活になくてはならないもので



茨城大学教育実践研究 22229999(2010) 

 - 278 - 

ある。その実態を示す証拠品が標本であるともいえる。保存された標本から過去の状態を知り、さ

らに現在の標本から今の状態を知り、現在の標本を残すことによって未来の人々へ情報を伝達し、

多様性がどう変化していったのか示し、比較することを可能にする。このような意味できちんと標

本を作って残すことはとても大事なことである。 

標本を作製している方でご希望の方にはエクセルで作ったファイルをお送りするので、簡易植物

標本ラベルを作成するファイルを是非活用してほしいと願っている。 

 

 

図７．「印刷用ラベル」シート画面 



中村：エクセルで作る簡易植物標本ラベル 
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