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ラーニング・エコロジー概念に関する文献解題

―― John Seely Brown
「Growing Up Digital: How the Web Changes Work, Education and the Ways People Learn」より ――
本 田 敏 明＊ ・ 木 村

勤＊＊

(2011 年 9 月 15 日受理)

Annotated Bibliography of the Concept “Learning Ecology ” by John Seely Brown’s “Growing Up Digital:
How the Web Changes Work, Education and the Ways People Learn”
Toshiaki HONDA and Tsutomu KIMURA
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「ラーニング・エコロジー」という概念は、日本においてはやっと語られ始めたというのが現状である。しかし、イギリスの研
究者、ブラウン（Brown, J.S.）はすでに２０００年に、教育分野におけるその重要性についてすでに論述している。とりわけ彼
自身もその点を強調しているように、このラーニング・エコロジー概念は、近年の e-ラーニングと結びつくことによってその理
念は最大限に効果を発揮することになる。我が国では、すでに多くの e-ラーニングの技術が開発され、それに基づく実践も
多く行われているが、それらの多くは、非常に限られた特殊な学習環境でしか適用できないものであったり、ある特定の学
習方式でしかうまく機能しないものであるのは大変残念なことである。ブラウンの指摘は、そうではなくて、すべての学習方
式、すべての学習環境（しかし、e-ラーニングにおいて最善ではあるが）において適用できる、大変先見性および汎用性を
持ったものになっている点は注目すべきである。したがって、その原点とも言える彼の本論文は、我が国においてもっと検
討されるべきものであると考え、本論において、その論文の解題を行うこととした。

はじめに
近年，コンピュータや情報ネットワークの発展と普及により，企業をはじめとする様々な組織を
取り巻く情報環境が急速に変化してきた。このような工業社会から情報社会へ，さらに知識基盤社
会への移行は，学校においても知識観や学習スタイルの変容を余儀ないものにしている。このよう
――――――
*茨城大学教育学部

**利根町立布川小学校
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な急激な情報化が進展した社会（ユビキタス情報化社会）における学級内授業の在り方を考えるう
えで，日本より先行して欧米で議論されているラーニング・エコロジー概念を理解しておく必要が
ある。ラーニング・エコロジー概念は，ユビキタス情報化社会における多様性のある学習環境を総
括する概念として重要性を増し，2000 年に発表されたブラウンの論文も，欧米では多くの研究者に
取り上げられている。しかし，日本ではラーニング・エコロジー概念に関する議論は始まったばか
りである。そこで，ラーニング・エコロジー概念を明確にするために，その概念の原点ともいえる
ブラウンの論文「Growing Up Digital: How the Web Changes Work, Education and the Ways
People Learn」の文献解題を試みる。
解題対象文献
John Seely Brown，“Growing Up Digital: How the Web Changes Work, Education and the Ways People
Learn”2000（全項）
http://www.johnseelybrown.com/Growing_up_digital.pdf
目次
Growing Up Digital
World Wide Web の発展
A New Medium
Digital Learners
Creating Knowledge
Repairing Photocopiers
Building Knowledge Assets
Toward A Learning Ecology
Regional Learning

Growing Up Digital

1. World Wide Web の発展
本論文においてブラウンは，WWWの発展及びそれにともなう社会の変容について次のような比
喩を使って言い表している。
「1831年にマイケル・ファラディーは小型の発電機を作ったが，産業バージョンが作られるのは
次世代のことであり，さらにそれを利用するために必要な電力会社，電球，配線器具などのものが
そろうまでにはまた25年かかった。しかし，そのインフラクチャをついに手に入れたときはすべて
が変わった－家庭，職場，エンターテイメント，建築や日常生活までも。世界中で電力は社会その
ものを変えていくものとなった。
」
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ブラウンは，WWWを電気と同じくらいに変革を起こす重要なものと捉えており，電力の発展と
同じようにWWWも徐々に開発され，突然爆発的に世界を変えるものになると論じている。実例と
して「e-mail」
「インターネットによる情報収集」
「ネットショッピング」を挙げている。しかし，
これらの利用法は，初歩であり今後ますますの発展が続くことを示唆している。その発展について
ブラウンは，100年前，我々の祖父母が電力というものがどれだけ生活を変えていくか検討もできな
かったように，WWWも我々の予想を遙かに超えるような発展をし続けると考えている。
発展のしかたについては，これまでのメディアの進化と重ね合わせ，既存のメディアをまねなが
ら発展していくと考え，真の機能について我々が気づくまでには数年の歳月が必要であると論じて
いる。

2.A New Medium
ブラウンは，新しいメディアとして，Webの特徴を３つ挙げている。第１の特徴は「双方向性」
を挙げ，
「本やテレビ等の現在のメディアが一方向的な情報の提供であるのに対して，Webは情報の
受信と送信が同時にできる。Webは，相互関係の情報交換を兼ね備えている。
」と述べている。
第２に「複数のインテリジェンスの存在」である。２０世紀のリテラシーはテキストが重視され
ていたため，タイプライターが発達した。しかし，この機械は，テキストを作ることに特化してい
た。これに対してWebは，音楽，画像，テキスト，動画等といった様々なインテリジェンスを活用
することができる。これを教育に活用することで，次世代の子供たちは，自分のインテリジェンス
に一番合った方法で学ぶことができるとしている。
第３に
「多くの人の小さな努力と少人数の大きな努力を組み合わせることができる。
」
としている。
具体例としてアリゾナ州フェニックスのマリコパ郡コミュニティ大学で行われたWebによる高齢者
グループと小学生をつなぐ実践を挙げ，ブラウンはその説明として「高齢者はWebを通して児童た
ちのメンターという役割をはたします。素晴らしいことに，児童は自分たちの両親よりも新しくで
きたおじいちゃん，おばあちゃんの話を良く聞き，学校の教師は，高齢者からアドバイスをもらっ
た児童を支援し，高齢者自身も児童との関わりを通して，新たに自分に対する意味や価値観に気づ
くようになっています。
高齢者の役割，
つまり，
多くの人の小さな努力と，教師の役割，つまり
少人数の大きな努力が，お互いに助け合う形に
なっています。
」と述べている。
このような学校における外部ティーチャーの
活用は，企業のエンジニア等と行っている例も
見られる。しかし，このような活用はWebの無限
の可能性のほんの少しである。
ブラウンは，
様々
なグループ特有のニーズをWebを活用してつな
げ合わせることで，その可能性が見い出されて
いくと考えている。さらに，Webの活用は始ま
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ったばかりであり，今後は情報機器の発達，情報網の普及・発展にともない，我々の生活に大きな
影響を及ぼすようになると考えられる。このようなWebの変化に対する展望について，ブラウンは
「Webは電力と同じようなダイナミックに，そして今以上に広がっていくと私は思います。Webの
発達においては，まだまだＳ字カーブの下部分にしかあたりません。これからＳ字カーブの急な部
分に入っていくと，企業家にとって様々な経済的，学問的機会が生まれてきます。こういった競争
の中で我々のチャレンジはWebを使って新しい教育環境を育成することです。
」と述べている。

3.Digital Learners
多くの可能性を秘めた子供たちは，このデジタル化によってどのように成長していくのであろう
か。その例として，ブラウンは自社のゼロックス・パロ・アルト研究所での実践例を挙げている。
この研究所では，15歳の子供たちを研究員として雇い，彼らに「自分たちが将来働きたい環境を考
えること。
」
「自分たちが将来勉強したい学校，あるいは教育環境を考えること。
」という２つの仕事
を与えたところ，彼らが考えたものにはびっくりさせられたと語っている。
具体的な事例としてブラウンは，
「マルチプロセッシング」について述べている。マルチプロセッ
シングとは，多様なコンテンツを同時に活用することで，たとえば，音楽を聴きながらパソコンを
操作し，同時に携帯電話で会話を行うといったものである。現在の子供たちは常にこの「マルチプ
ロセッシング」を行っており，このようなことができる子供たちに対し，ブラウン自身も「最近，
レンズにWebが開けるメガネをかけた二十年代の人と会いました。彼はポケットに入っている機具
にコマンドを入力して，私の情報をネットで調べながら私と会話をしました。それを同時にできる
彼に私は驚きました。
」と述べるなど，驚きを隠せない様子がうかがえる。さらにブラウンは，大人
にとって集中していないようにみえるマルチプロセッシングを将来必要な力とも捉えている。10代
の子供たちの集中力を調べると30秒から５分の集中時間であった。この数字は，現在の企業トップ
の社長と同じぐらいのものであり，マルチプロセッシングが必要になると考えられる未来の職場で
は，短い集中力は必要な能力になっていくだろうと述べている。
次に，ブラウンは，デジタル時代の子どもたちの今後の成長傾向を３つのディメンション（側面）
を通して説明している。
一つ目は，
「リテラシーとその変化」である。現在のリテラシーは，20世紀のテキストだけではな
く，画像や目で見るイメージも含んでいる。映画を見ることやテレビのニュース，新聞の記事など
から情報を得ることは，現在当たり前のように行われ，たいして優れた能力を必要としないと思わ
れている。しかし，10年前と比較すると大きな変化が見られ，必要なリテラシーも増えている。さ
らに，Webは，何年どころか数か月というとても短い時間で変化していく。これからのリテラシー
はテキストと画像だけではなく，様々な紛らわしい情報やメディアをナビゲートして理解する能力
が必要となる。今後は，テキストや画像，音などの様々のメディアが入り混じったものを見てそれ
を理解できるということが，今まで以上にかかせないアビリティとなっていくと述べている。
二つめのディメンションは「学習」である。これまでの学習形態は，学校等で行われている講義
形式が主流であった。しかし，Webの発展・普及により，信じられないほど多くの情報を探し出せ
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るようになった。このことにより，ただ聞いて情報を得るというこれまでの学習方法から，自ら情
報を「発見」するという新しい学習方法ができるようになった。我々は，常にWebサーフィンを通
して新しい情報を発見する。現在は，学習とエンターテイメントが一緒になってインフォテインメ
ントというものも生まれている。
「発見」を主軸とする学習方法は以前から存在している。それにナビゲーションを加えることに
よって少し変わったが，さらなる大きな変化を起こさせているのは「推論」という側面であるとブ
ラウンは述べている。さらに，ブラウンは，今の子供たちが使う推論は，これまでの理論的なもの
とは異なり、ブリコレッジであると述べている。ブリコレッジとはクロード・レヴィ・ストロース
が考えだした推論方法である。これはある「物」－オブジェ，道具，ドキュメント，コード－など
を探し出し，それを使って自分が大事と判断したものを作成するというものである。ブリコレッジ
を有効に活用するには「判断力」というものが必要となってくる。さらに，ブラウンは，Webのよ
うに幅広い情報の種類をかきわけ「良い」判断をするための指標として「社会や信用する身近な人
のアドバイス」
「理論的な自己の立論」
「自分の会社，組織の評判，イメージのため」の３つを例示
している。そして，そのような「良い」判断をするのは，デジタル時代に遅れた我々大人より，こ
れからの子供たちであろうと考えている。
最後のディメンションは「アクション」
，つまり行動ということにどう対応していくかである。現
在の大人の世代は，ある器具かソフトウェアの使い方が分からなければ，まず説明書を読むか専門
者に聞くなど，使い方が分かるまでは新しいものに挑戦しない傾向がある。しかし，今の子供たち
は説明書等を必要としない。まず電源を入れていろいろ試し，人が使っているのを見たりしながら
自分のやり方で使い方を考え，習得してしまう。このようなデジタル時代を担う子供たちが主にな
って，Webという新しいシステムを社会に浸透さ
せていく課程は，現在の大人が新しいシステムを
社会に広げていった課程とは異なったものになる
と，ブラウンは考えている。
さらに，ブラウンは，行動を自らおこす実行力
は「ナビゲーション」や「発見」と近い関係をも
ち，アクション（行動）と発見が一緒になること
により，学習者同士の学び合いが多くなっていく
と考えている。つまり，自ら積極的に行動するこ
とにより，他の人からものを学び，同時の他の人
にものを教えることになるのである。そして，
Webは，ただ情報を得る場所ではなく，学習の場となっていくのである。このような学習はアクシ
ョンと交流を取り込むことになり，それによって新たな「知識」が創られていくということである。

4. Creating Knowledge
3.で挙げたディメンションがどのようにして働くかを理解するには，
「知識」というものを吟味す
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る必要がある。知識には「Explicit（はっきりとしているもの）
」と「Tacit（言葉では表現できな
いもの）
」の二つの側面がある。ある事実や概念のことを知るのは明確な知識である。やり方や使い
方を知るのは言葉では表現できない知識である。この知識は経験によって得られるものである。こ
れは，行動をすることにより得ることができる知識であるため、人と一緒に行動をすることにより
その知識は広まっていく。
ブラウンは，そのことをジェローム・ブルー
ナー（J.S.Bruner）という心理学者を例に出し
て説明している。
ブルーナーが気付いたことは，
「物理の授業でいくら明白な知識をたくさん教
えても，それを習う生徒は決していい物理学者
になるとはかぎらない。物理学者になるには言
葉に表わさない暗黙の知識が必要である。物理
のコミュニティ内のルールと傾向やどういう物
理的課題が大事とされているかなど，教科書や
授業では得られない知識が必要になる。本当の
物理学者になるには，
「Explicit」と「Tacit」の二つがどのように関係するかわからなければなら
ない。これを学習するには自分で実際に物理コミュニティを経験しないといけない。
」というもので
あった。
しかも知識というものは一人の人間が持つもの
ばかりではない。社会の知力，社会が一体として
もつ知識というものもある。知識は一人一人が持
つものと考えがちだか、コミュニティの知識とい
うものがあり，それはコミュニティ内の人間の相
互交流や経験によってうまれる知識なのである。
「学習」
を新たな側面から研究するには，
「知識」
がどのように広がっていくかを調べないとならな
い。ブラウンは，ブルーナーの言説のように，専
門家になるには教科書で学ぶことだけではなく，
その専門のコミュニティのことも学ぶ必要がある。しかし不思議なことに学者の多くは教科書の理
論や学説を一大事とし，その専門世界の経験の大切さは忘れてしまうと述べている。しかし，PhD
を取得する際には，教科書や授業での学習は最初の二年に限られている場合がほとんどであり，最
後の二年は実際に教授といっしょに研究をしている。ブラウンは，最初の二年で習う明白なものが
最後の二年で言葉に表さない暗黙の知識を得るための踏み台になっていると捉えている。
経験を通しての学習には様々な方法がある。授業や生活をともにする大学生は，いろんな学習法
をためしている。つまり学ぶことを学んでいるのである。大学はそういった学びを支援するべきで
あり，それをするには「Tacit」と「Explicit」の関係を理解して活用する必要がある。そして，こ
れらの学習はWebをうまく活用すれば可能になるとブラウンは考えている。
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5. Repairing Photocopiers
「ExplicitとTacit」や「個人と社会の学習とその関係」について，ブラウンはゼロックス（Xerox）
で行われていた修理人のトレーニングと研修を例を挙げて説明している。ブラウンがゼロックスに
入社した1980年代に，会社では何百万ドルという大金をコピー機の修理人のトレーニングと研修に
使っていた。しかし，そのトレーニングはあまり効果がなかったため，ブラウンは会社から新しい
学習方法を考える課題を与えられた。
そこで，ブラウンたちはトレーニングをす
る修理人たちの行動を数人の人類学者に調べ
てもらったところ，驚きの事実が見つかった
と述べている。その発見とは，修理人が機械
を修理できなかったときは，説明書を読んだ
り，
研修内容を思い出そうとしたりする前に，
まず別の修理人に電話をしていたこと。そし
て，修理人同士で研修中習ったことや，前に
経験した修理などのことを一緒に思い出し，
相談し合い，その相談によって生まれたアイ
デアを使って機械を修理していたということであった。つまり，彼らにとって一番いい修理法は論
理的な推理などではなく，話し合いであったということである。さらに，修理に成功した修理人た
ちは会社にもどり，休みの時間などに他の修理人とその修理の話をし，彼らとの話し合いにより，
新たな修理法が広まっていったということであった。
現代の脳科学者たちにより，我々の脳は前にあった話や物語を思い出すのにとてもよくできてい
るということが分かっている。このような修理人たちの学習パターンは分かったのだが，残念なこ
とに当時のゼロックスの課長等は「話」は時間の無駄だと主張し，仕事場での話し合いを禁じ，修
理人にまた研修をさせたりしていたようである。
この調査によって分かったことは，効果的な学習には知識の認識と社交の二つが必要であるとい
うことであった。そこで，このような学習法を実行する手段として見い出されたのが「ラジオの活
用」であった。修理人にラジオを持ち歩かせることにより，常に，修理人全員が，互いに話し合う
ことができるようになったのである。そして，何か分からないことがあったときは，すぐほかの修
理人からアドバイスやアイデアが入るようになり，二人だけではなく，何人もの間の「話し合い」
ができるようになったのである。この方法は，期待していた以上に効果的だったと，ブラウンは述
べている。
このことは，さらなる効果ももたらしていた。見習いの修理人もラジオを持っていたため，他の
修理人の会話を聞いているだけで様々な修理法を学ぶことができたのである。それによって自信と
技術を得た見習いは，自らアドバイスを発し，ラジオ会話に参加するようになった。現在Webを使
う子供たちと同じように，彼らは観察者から参加者へと成長したのだとブラウンは述べている。
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しかし，このシナリオには一つだけ問題があった。それは，その時ラジオを聞いていなかった修
理人は，新たな修理法等を知ることができなかったことである。もったいないことに，役に立つ多
くの情報が聞き逃されていたのである。これに対応するには，ラジオの会話で交換される情報を集
め，編集し，何らかの掲示版に掲示する必要があった。ある一人の修理専門者がいるわけではなく，
修理人のコミュニティ一体の知識であったため，情報をかき集めるのは苦難であった。しかし，そ
れに成功できれば今までにはない情報交換と学習の環境ができるとブラウンたちは考えたのである。
そして考え出されたものが，
「Eureka」というWebのシステムであった。そのWebシステムの創
作には修理人たち本人も加わった。彼らが誰よりもよく知っていたことは，ラジオ会話には役に立
つ情報もあれば，全く使えないのもあるということだった。それに対応するために，Webのシステ
ムの掲示版に情報を掲示する前に，まずそのアイデアを他の修理人に提出するようにした。他の修
理人は提出された情報を編集したり，自分のアイデアを加えたりし，最終的に皆が賛成した時点で
そのアイデアはEurekaに掲示されたのである。そのアイデアを考えた人の名前も掲示され，掲示数
が多い修理人は周りに高く評価されるようになった。
このシステムは今までの研修に比べれば、300％以上効果的だということが分かった。しかもゼロ
ックスはEurekaにより年間のコストを一億ドルも減少できたのであった。

6. Building Knowledge Assets
ブラウンは，ゼロックスでも行われたようなWebを使った学習環境の変革と改善は，様々な学習の
場で可能だと考えており，二つの例をあげている。
まず一つ目はスタンフォード大学で行われた学習法であり，工学を教えていたジム・ギブソン
（J.Gibbons）博士によって開発されたものである。彼は数年前，ヒューレッド・パッカードの社員
も参加していた工学の授業を教えていた。しかし，その社員らは転勤することになったため，授業
に参加できなくなった。そのためジムは彼らに授業のビデオを送るようにした。送られたビデオは
個人で見るためのものでなく，ビデオをもらったHPの社員は，何人かの社員や学生と一緒にその
ビデオを見るようにし，三分ごとにビデオを止めて，今見た部分の内容をお互いと相談しあい，分
からない部分をお互いに説明し合うようにさせた。これをビデオが終わるまで繰り返し行うのであ
る。彼らは明白な知識を自分たちの社交的環境（Social）の中で再思考していくことになる。結果
的に，グループでビデオを見ていた生徒たちの方が，実際授業に参加していた生徒たちより定着度
が上がったのである。現在このアプローチはほかのHP社員や大学生，カリフォルニアの刑務所の囚
人にまでも取り上げられ，
ほとんどの生徒は普通に授業を受けている生徒よりよい点をとっている。
この方法は，簡単なことなのであるが効果は抜群であり，コストも異常に低い学習法である。社交
的な学習環境を作ることにより理解力はあがるということであり，これからの大学生やWebで授業
を受ける生徒にとっては非常に大きなことであるとブラウンは述べている。
二つめの例はPARC（ゼロックス社のパロアルト研究所）とコーネル大学で使われているMadcapと
いうコンピュータシステムである。PARCでは毎週フォーラムが行われ，そのフォーラムには頻繁に
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素晴らしい話し手が来てくれる。フォーラムに
行けなかった人のために，
ビデオを取るのだが，
実際このビデオを後から見る人は少ない。なぜ
なら，ビデオを早送りしながら話の大切なポイ
ントだけを見るのが難しいからである。
そこで，
コンピュータを使って自動的にビデオの重要な
部分だけをハイライトしたり，ビデオの内容を
コンピュータにまとめたりできないかという研
究が始まり，ダン・ラッセル（D.Russel）のグ
ループにより，システム開発が行われた。その
システムはまずビデオをサーバにデジタルメディアとして保存し，人の笑い声や拍手，スライドの
変更などがある部分に印をつける。さらに，実際フォーラムに参加した人たちも，ノートパソコン
などを使ってスピーチのメモを取り，それをサーバにアップロードできるというものであった。参
加者のメモもデジタルビデオの中の印として保存される。こういう「印」はすべてクロスリファレ
ンスされているため，あとでビデオを見る人はこういった印を使いながら見たい部分や大事なポイ
ントだけを見ることができる。さらにその部分に応じた参加者のメモを見て彼らが思ったことなど
も知ることができるのである。
ブラウンは特にこの最後の点に着目している。参加者のメモだけではなく，フォーラムに対して
賛成・反対した人の意見なども一つの「印」にできないかと考えたのである。人の意見を含むこと
により，これはただのビデオではなく，会話と意見の交換の場にもなる。参加者が積極的にメモを
取り，それをサーバに保存すれば，大変豊な情報のリソースができると考えたのである。
今までは，ある限られた時間でしか聞くことができない講義の内容を，このシステムを作ること
により保存し，多くの人に何度も使わせることができる。ダニエル・フッテンロッハー
（D.Huttenlocher）により，コーネル大学はこのシステムにさらにもう一つアイデアを加えた。カ
メラを話し手だけではなく，もう一つ別のカメラを用意し，話を聞いている生徒たちにもむけたの
である。質問をする生徒の様子等もビデオにとることにより，さらに「印」を増すことができたの
である。
PARCもコーネル大学も，このようなシステムを作ることにより，貴重な情報をより多くの人に使
ってもらうことを目的としている。さらに、このシステムを公開することにより，それを使う人の
メモや印も増えていき，それが広がることで社会的学習へと変わっていくと考えたのである。

7. Toward A Learning Ecology
ブラウンは，エコロジーというものは複雑なシステムであると述べている。そのシステムの要素
となる人や物は，お互いを必要とし，お互いの関係と交流によりエコロジーを保つことができる。
エコロジーの特徴はさまざまな環境に適応できることであり，それが可能な理由は，要素となる人
や物には様々な種類があるからである。要素がすべて同じようなものだけであったら，エコロジー
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は新たな環境には対応できない。先ほど例にあげたシステムでも，様々な人の意見やメモがあった
からこそ，新しく効果的な学習法ができたのである。
ブラウンは，Web上に構築できるラーニン
グ・エコロジーというものを提案している。ま
ずWebには様々な「作者」
，
「参加者」がおり，そ
れぞれがあるものに興味を持ち，それに関する
「ExplicitとTacit」な知識を持っている。現在
のWebには，同じことに興味を持つ人々のグル
ープやコミュニティはたくさんあり，自分にあ
ったグループを見つけ出すことは容易にできる
のである。
その一例として，NewYorkerという雑誌のカバ
ーに、パソコンを使っている犬の絵があった。その犬のセリフ‐「ネットを使っているときは誰も
自分が犬だとは知らない」－は，とても有名になった。同じように，Webを使うときは，子供が子
供であるとわざわざ言う必要はない。実際に，ニューヨークに住む7歳の子どもが，ほかの州に住ん
でいるペンギン専門の大学教授にネット上で会話をしている事例もある。その教授は、話している
相手が専門家ではないことは気づいただろうが，それが小学二年生の子どもだとは分からなかった
であろう。その子供は，ペンギンにとても興味を持っていたのだが，自分のクラスや学校には自分
と同じ興味を持つ人がいなかったため，この教授との短い会話が彼にとって大きな自信とインスピ
レーションになったのである。
Web上のコミュニテ
ィで生まれる情報が，学校や会社等，つまりWeb
外にも広まるようになる。反対に，地域の情報が
世界のものになる。このように小さな地域と世界
とが，Webの学習コミュニティにつながることで，
様々なアイデアの情報交流が起こるのだとブラウ
ンは述べている。
言葉に表さないような学習は人々の交流と経験
をもとにしている。Webを使うことにより，現実
とコンピュータ上の二つの世界がまじりあい，豊
なラーニング・エコロジーが作られていく。しかし，すべての情報がいいものであるとはかぎらな
い。そのため，正しいナビゲーションと良い判断力が必要であると，ブラウンは主張している。

8. Regional Learning
ブラウンは，知識と学習には制作者と購入者がおり，その二つがどう関わり合っているかを観察
するのは非常におもしろいことであると述べている。これまで，地域の「学力」を分析する場合は，
学校，大学，博物館，図書館などの「知識」の制作者と，
「知識」の購入者－市民，生徒，会社や政
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府‐などの二つが比べられていた。しかし，現在の分析には，さらに複雑なものが必要だとブラウ
ンは考えている。実際ある地域を見ると，普通の学習の場，つまり学校やフォーラムなど以外の場
所でも「知識」の制作者と購入者は交流しあっている。近くの会社でバイトをする学生，大学によ
って作りだされるグループ，いろんな人が集まる遊び場所等でも知識の交流が行われている。70年
代，80年代では，サイエンス・パークの創作に従事していた。しかし，90年代ではラーニング（学
習）パークというものができてきているとブラウンは考えている。これまでは，大学などが知識の
制作者であり，サイエンス・パークの企業などがその購入者であった。しかし，今の「ラーニング・
パーク」ではその反対のことも起こっている。企業の専門家などが大学にいって講演をしたり，授
業をしたり，学生をインターンとして雇ったりすることにより，もともとの制作者と購入者の役割
が逆転しているという。そして，この変化をブラウンは，とても良いことであると考えている。
さらにブラウンは，このような学習コミュニティにWebを加えたものの重要性について論じてい
る。Webはこれまでのような学習コミュニティとは違い，そもそも知識の制作者と購入者という区別
がない。皆が制作者であり，購入者でもある。制作者と購入者（生産者と消費者）との境界線がは
っきりしていないことはこれからのWeb企業の成功にとっても，とても大事なことであり，地域の
人にとってもWebの境界線のなさは非常に好都合なことである。Webでは何か問題や質問があると，
すぐに新たな「知識」が生まれ，そして，それをすぐに広めることができる。さらに専門家同士の
カジュアルな会話が容易に行え，
その内容を年齢に関係なく，
世界中の生徒に教えることができる。
また，Webは多くの人の小さな努力を，少人数の大きな努力とつなげることにより，そのコミュニ
ティがアクセスできる専門情報を増すこともできる。誰もが観察し，学習し，参加することができ
るのである。つまり，学習にいつでも，どこからでも参加できる「ラーニング・エコロジー」が作
られるということである。そして，それを可能とする土台さえあれば，ラーニング・エコロジーと
いうシステムは自分自身でどんどん大きくなり，
使いやすくなっていくとブラウンは主張している。
現在，社会にはある大きな変化が起こってい
る。今まで，科学技術，つまりテクノロジーは
個人をサポートするために開発されていた。し
かし今のテクノロジーは人と人との関係と交流
をサポートするようになっている。この変化に
より，お互いを助け合おうとする気持ちが増し
ていき，社会的学習も広がっていく。ブラウン
の主張とは，地域にラーニング・エコロジーを
作ることは，今以上に幅の広い豊かな学習文化
を創造するための第一歩であるということなの
である。
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励ましの言葉の受け取り方に関する一考察
――発話群・発話期待群の比較から ――
中 野 友 貴＊ ・ 正 保 春 彦＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

A Study of the view of encouragement words : A Comparison between speaker groups and receiver groups
Yuki NAKANO and Haruhiko SHOBO

キーワード：励まし，言葉かけ

落ち込んでいるとき，弱っているときに家族・友人から励まされた，という経験は誰にでもあるだろう。本研究で
は，「励まし」を臨床的に捉え，いくつかの場面や対象を設定した談話完成法の質問紙を実施し，発話期待群の求めている
ストラテジーと発話群が用いるストラテジーを比較し検討した。
カイ二乗検定の結果，性別による用いるストラテジーの違い，場面の深刻さ，相手との心的な距離によっても励ましに用い
られるストラテジーの傾向が変わること，送り手と受け手と間にギャップがあることが示唆された。特に，深刻さが高い場面で
は深刻さの低い場面よりも実際にかける言葉とかけられたい言葉のギャップが大きく，深刻さが高い場面では，発話者が実
際には励ましたつもりでも受け手は励まされたと感じられない，もしくは話し手が励ましてくれたとは感じても求めている言葉
かけではなかったという結果を生じやすくなるということが示唆された。本研究では非言語的アプローチについては検討し
なかったが，特に深刻な場面での非言語的アプローチの重要さを考慮し今後は非言語的な援助の方法・質についても深く
研究していくことが必要だろう。

問題と目的
困難な状況にある他者に「頑張れ」というような言葉かけをすることはあるだろう。この様な言
葉かけで励まされたと感じる者もいるが，逆にその言葉でつらくなるという者もいる。
Brown&Levinson(1987)は，相手との関係の中での実際の気持ちを重視する概念であるポライトネ
ス理論を提唱した。ここでいうポライトネスとは「円滑な人間関係を確立・維持するための言語と
行動」すべてを指す。関山(1998)はこのポライトネス理論背景に，慰め・励まし表現について，社
――――――――
*山梨英和大学大学院人間文化研究科

**茨城大学教育学部附属教育実践総合センター
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会変数として場面の深刻さ・改まり（Severity: SV）
，自分と相手との心的距離（Psychological
Distance: PD）
，を考慮してポライトネスに与える影響を調査した。この調査から励ましのストラテ
ジーのカテゴリー分類をおこない，様々な条件下でのストラテジーの使用の特徴を検討した。黒川
(2001)は関山(1998)の研究をふまえ，励ましにおける話し手と受け手の認識の違いに注目し，質問
紙調査とロールプレイを行った。
これまでの「励まし」の研究は主として言語学の枠組みで行われてきた。しかし，それらの研究
はそれぞれに有益な知見はあるものの，客観的な検証が十分ではない。本研究では臨床心理学的な
視点から「励まし」をとらえ，ある関係性の中でのより適切で相手に良い影響を与えることのでき
る言葉かけを検討し，かつ統計的に検証していくこととする。その際，ただ単にその言葉の適否を
判断するのではなく，状況や関係性などとの相互関係の中でどのような言葉がより励ましとしての
役割を果たすのかを検討する。そして「言葉かけ」を通じて，困難な状況に陥っている人はどのよ
うな関わりを求めているかを考察することを目的とする。
なお，本研究における「励まし」とは関山（1998）が「慰め・激励」の定義として述べた「何ら
かの困難や苦労に直面している者に対し，その困難や苦労を癒したり，克服する手助けをすること
を目的とした発話行為」と定義する。本研究で「慰め･激励」という言葉を用いず「励まし」とした
のは，より包括的な意味合いを持たせるためである。

方法
1.

予備調査：様々な場面設定から深刻さの高い場面（SV 高）
，深刻さの低い場面（SV 低）を選定
するために 2010 年 10 月下旬予備調査を行った。

手続き：高比良（1998）の対人・達成領域別ライフイベント尺度における達成尺度・対人尺度のネ
ガティブ項目から 23 項目，夏目ら（2003）による大学生のストレス評価法（第 3 報）からストレス
の程度が強い項目を 7 項目設定し，これら計 30 項目の深刻さの度合いを 10 件法で評価し得点化し
てもらった。その結果，深刻さの高い 3 場面，深刻さの低い 3 場面を本調査の場面として選出した。
対象：茨城県内Ａ大学に通う大学生 52 名(男性 34 名，女性 18 名，平均年齢 20.61 歳，SD=0.48)
2.

本調査：励ましの言葉かけについて①場面の深刻さ（ＳＶ）
，②心的距離（ＰＤ）,③話し手の
かける言葉と受け手の求める言葉の違い，に焦点を当て質問紙調査を行った。

手続き：予備調査で選出した場面の深刻さの高・低場面を３場面ずつ計６場面と，対象との関係性
である心的距離として家族，友人の２つを設定した談話完成法の質問紙を作成した。被験者には深
刻な場面に直面している相手にどのような言葉をかけるかという
「話し手側」
（以下発話群とする）
，
またはもし自分が直面しているとしたらどのように言葉をかけて欲しいかという「受け手側」
（以下
発話期待群とする）の 2 種類どちらかの質問紙がランダムに割り当てられ，一方の質問紙に回答を
求めた。質問紙の最後で被験者のイメージする家族・友人との関係を，非常に良い・良い・ふつう・
やや悪い・非常に悪いの 5 段階でそれぞれに対し評価してもらったが，本研究においては両者とも
ほとんどが良い以上であり，2 件を除き全ての回答で普通以上であったため，対象との関係の良さ
悪さについては考慮しない事にした。
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本研究の質問紙では，
被験者が答えやすいように SV 得点の軽いものから質問項目が始まるように
し，かつ SV 得点の低いものと高いものを交互に設定した。また，その場面を回答者がイメージして
セリフを答えてもらう形式のため，被験者が場面をよりイメージしやすくなるようにと場面を描い
たイラストを挿入した。
「話し手側」は主語を〝自分が〝「受け手側」には主語を〝家族または友人
が〝をそれぞれ付け加えた。
項目
場面 1（SV 低） 仲間との遊びの計画がつぶれた。
場面 2（SV 高） だまされて 200 万円の借金を負った。
場面 3（SV 低） 人前でうまく話せなかった。
場面 4（SV 高） バイト先や学校でいじめにあった。
場面 5（SV 低） 望んでいたアルバイトにつけなかった。
場面 6（SV 高） 大切な人が亡くなった。
対象：茨城県内Ｂ大学に通う大学生 161 人（男性 83 名，女性 78 名，平均年齢 19.68 歳，SD=1.10）
発話群：男性 41 名,女性 39 名,平均 19.41,SD＝1.08，
発話期待群：男性 42 名,女性 39 名平均 19.94,SD＝1.06
３．反応分類基準
言葉かけあり・なしの場合に分類し，言葉かけありの場合は関山（1998）の発話ストラテジー分
類を参考に筆者が作成した反応分類基準にしたがって発話（セリフ）内容をⅠ．共感／認める，Ⅱ．
視点提示，Ⅲ．忠告，Ⅳ．激励，Ⅴ．援助，Ⅵ．励まし以外の言葉かけに分類した（table1）
。なお，
どこに属するか不明瞭な発話はゼミ学生 3 人で協議した上で分類した。また，本研究では 1 つの場
面で二言以上の励ましの発話があった場合，より内容に重きが置かれていると考えられる最後の一
言を１つのカテゴリーに分類することとした。
回答の一部が欠損しているものについては，全体の設問の過半数に回答があるものについては、
該当箇所を言葉かけなしと分類した。過半数の回答がない場合は，分析から除外した。

結果と考察
本研究は言葉かけに注目したため，発話なしの項目を除いて分析することにした。分類基準表に
したがって分類し，条件ごとに整理しカイ二乗検定をおこない，有意差が出た場合は残差分析をお
こなった。
１．発話群と発話期待群の個別検討
全体の傾向として，励まし以外の発話，言葉かけなしを除いた発話ストラテジーでは「激励」
「共
感」
「忠告」が多いという結果となった。一方，発話期待群では，全体として「共感」
「激励」
「援助」
の言葉かけを求める傾向が示された。
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Table１ ストラテジー反応分類基準表

Ⅰ．共感／認める（認める/共感する）
定義・概念
規定
具体例

相手の困難や苦労に同情する，相手の事実を認め受容する対応をする。また，
相手を心配し，相手の話を深く聞くというスタンスをとり，相手の困難を相
手自身が受け入れ認めることを助ける。
「それは大変だったね」
「つらいね」
「そうなんだ…」

Ⅱ．視点提示（周囲に目を向け安心させる）
定義・概念

その事柄に対する自分の見方を伝えたり，経験からの例をあげ，相手に対し

規定

て自らを開示することによって，相手の苦しみを相対的に和らげる。

具体例

「私も～ということがあったよ！」
「私にはあなたが必要だよ」

Ⅲ．忠告（忠告する）

言
葉

定義・概念

客観的なコメントやアドバイス，注意を与える。相手に具体的な対策や行動

規定

を指示する。そのことで相手が困難から回復できるようにする。

具体例

「警察にいこう」
「消費者センターには行った？」

Ⅳ．激励（元気づける）

か

定義・概念

け

規定

あ
り

具体例

相手の感情という側面に訴える内容で，相手の困惑を軽減させようとする。
相手に元気になってほしいという旨を伝えることで，相手が心理的に困難か
ら回復することを助ける。
「頑張れ」
「負けるな」
「そういう時もあるよ」
「気にするなよ」
「ドンマイ」
「大丈夫だよ」
「次があるよ」

Ⅴ．援助（手助けを申し出る）
定義・概念

相手に協力する旨を表明する。相手に対して，自分ができることを示すこと

規定

によって相手が心理的，行動的にも回復することを援助する。
「私にできることがあったら何でも言ってね」

具体例

「いつでも相談に乗るよ」
「一緒に～しよう」
「一緒に遊びに行こう」

Ⅵ．慰め以外の発話
定義・概念

話題を変える，冗談にするなど発話はするものの上記の励ましに入らないも

規定

のをここにすべて含める。

具体例
言
葉

定義・概念
規定

な
し

ることをしたんじゃないの？」
言葉かけをしない趣旨を回答しているもの。
話題に触れない（でほしい）

か
け

「バカだなー」
「なんでそんなことしたの？」
「あなたがなにか相手に嫌われ

何も言わない（でほしい）
具体例

何も言えない
普通に接する（ほしい）
黙ってそばにいる（ほしい）

性別ごとにストラテジーを比較すると，
発話群では男性のほうが励まし以外(1％水準)の発言をし
やすく，女性のほうが「共感(5％水準)」
「援助(1％水準)」の言葉かけをしやすいという結果が示さ
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れた(Table2)。発話期待群も男性の方が励まし以外の発言を求め(1％水準)，女性の方が「共感(5％
水準)」を求めるという結果が示された(Table3)。
場面の深刻さについて，SV 低場面と SV 高場面で比較検討したところ，発話群／発話期待群共に，
SV 低場面では「激励」の言葉かけが非常に多く，一方 SV 高場面では「激励」は顕著に減少するこ
とが示されている。さらに，
「共感」
「忠告」の言葉かけは SV 高場面のほうが増加するという結果が
示された(全て 1％水準，Table4,5)。心的距離では PD 家族・PD 友人で比較検討したところ，発話群
では家族より友人に対しては「援助」
「励まし以外」(1％水準)の言葉かけをするという結果が示さ
れ(Table6)，発話期待群では友人より家族から「忠告」を求める結果となった(Table7)。以上から，
発話群・発話期待群共に場面の深刻さや対象によって使用ストラテジーを変化させている，または
求めるストラテジーが変化することが示唆される。
Table2：発話群の性別とストラテジー

1共感
度数
男

合計

3忠告

4激励

5援助

6その他

合計

82

示 13

80

135

20

67

397

期待度数

94.4

18.7

72.1

131.8

30.1

49.8

397.0

調整済み

-2.1*

-1.9

1.5

.5

-2.8**

3.8**

100

23

59

119

38

29

368

期待度数

87.6

17.3

66.9

122.2

27.9

46.2

368.0

調整済み

2.1*

1.9

-1.5

-.5

2.8**

-3.8**

182

36

139

254

58

96

残差
度数
女

2視点提

残差
度数

765

** 1%水準 * 5%水準
Table3：発話期待群の性別とストラテジー

1共感
度数
男
お横

合計

3忠告

4激励

5援助

6その他

合計

127

31

61

107

69

27

422

期待度数

143.4

38.9

55.8

98.8

66.1

18.9

422.0

調整済み残差

-2.4*

-1.9

1.1

1.3

.6

2.7**

153

45

48

86

60

10

402

136.6

37.1

53.2

94.2

62.9

18.1

402.0

調整済み残差

2.4*

1.9

-1.1

-1.3

-.6

-2.7**

度数

280

76

109

193

129

37

度数
女

2視点提示

期待度数
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Table4：発話群における場面の深刻さ(SV)とストラテジー

1共感
度数
SV低

期待度数
調整済み残

場面

期待度数
調整済み残

合計

差 度数

3忠告

4激励

5援助

6その他

合計

87

26

58

224

21

26

442

105.2

20.8

80.3

146.8

33.5

55.5

442.0

-3.1**

1.8

-4.2**

12.0**

-3.5**

-6.5**

95

10

81

30

37

70

323

76.8

15.2

58.7

107.2

24.5

40.5

323.0

3.1**

-1.8

4.2**

-12.0**

3.5**

6.5**

182

36

139

254

58

96

差
度数
SV高

2視点提示

765

Table5：発話期待群における場面の深刻さ(SV)とストラテジー

1共感
度数
SV低
場面

期待度数
調整済み残差
度数

SV高

期待度数
調整済み残差

合計

度数

2視点提

3忠告

4激励

80

示 22

32

169

117.5

22.7

42.9

114.5

-6.5**

-.2

-2.8**

117

16

79.5

5援助

6その他

71 他

合計

22

396

76.3

22.1

396.0

9.5**

-1.1

.0

40

23

57

15

268

15.3

29.1

77.5

51.7

14.9

268.0

6.5**

.2

2.8**

-9.5**

1.1

.0

197

38

72

192

128

37

664

Table6：発話群におけると心的距離(PD)とストラテジー

1共感
度数

4激励

5援助

6その他

合計

13

73

127

16

64

370

88.0

17.4

67.2

122.8

28.1

46.4

370.0

-1.9

-1.5

1.1

.6

-3.3**

3.8**

105

23

66

127

42

32

395

94.0

18.6

71.8

131.2

29.9

49.6

395.0

調整済み残差

1.9

1.5

-1.1

-.6

3.3**

-3.8**

度数

182

36

139

254

58

96

調整済み残差
度数
友人 期待度数

合計

3忠告

77

家族 期待度数
PD

2視点提示
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Table7：発話期待群における心的距離(PD)とストラテジー

1共感
度数
家族

PD
友人

3忠告

4激励

5援助

6その他

合計

90

17

56

100

38

17

318

94.3

18.2

34.5

92.0

61.3

17.7

318.0

調整済み残差

-.7

-.4

5.4**

1.4

-4.6**

-.2

度数

107

21

16

92

90

20

346

102.7

19.8

37.5

100.0

66.7

19.3

346.0

.7

.4

-5.4**

-1.4

4.6**

.2

197

38

72

192

128

37

期待度数

期待度数
調整済み残差

合計

2視点提示

度数

664

２．発話群・発話期待群の比較検討
発話群・発話期待群の出現ストラテジー
を比較検討したところ「共感」
「忠告」
「援
助」
「励まし以外の言葉かけ」に有意差が認
められた(Table8)。場面の深刻さ(SV)ごと
に比較検討すると，SV 低場面では，発話群
は発話期待群が求めるよりも
「忠告」
「激励」
(共に 5％水準で有意)の言葉かけをする結
果が示されたことに対し，発話期待群は発
話者に「援助」の言葉かけを求めるという
結果(1％水準)が示された(Table9)。一方，
SV 高場面では発話群は発話期待群が求め
るよりも「忠告」
「励まし以外の発話」の言
葉かけをするという結果(1％水準)が示さ
れたこと対し，発話期待群は発話者に「共
感」
「援助」の言葉かけを求める結果(1％水
準)が示された(Table10)。また，場面の深
刻さで発話群／発話期待群を比較検討した
際，SV 低場面では「忠告」
「激励」
「援助」
という 3 つのストラテジーで有意差が見ら
れたものの，SV 高場面では「忠告」
「励ま
し以外の発話」
「共感」
「援助」という 4 ス
トラテジーで有意差が見られ，発話群／発話期待群間のストラテジーの数値の差も大きいものであ
った。つまり，深刻さが高い場面では深刻さの低い場面よりも実際にかける言葉とかけられたい言
葉のギャップが大きいといえ，深刻さが高い場面では，発話者が実際には励ましたつもりでも，受
け手は励まされたと感じられない(もしくは話し手が励ましてくれたとは感じても，
求めている言葉
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かけではなかった)という結果を生じやすくなるということが示唆される。PD 家族・PD 友人という
心的距離ごとによる比較では，場面の深刻さによる比較ほど発話群／発話期待群の間に大きな差は
見られなかったが，困難な状況におかれた時発話群が実際におこなうとするよりも発話期待群は家
族から「共感」や「援助」の言葉かけをされることを求めており，友人からは「援助」の言葉かけ
を強く求めているという傾向が示された(Table11,12)。
Table8：発話群／発話期待群のストラテジーの比較分析

2視点提
1共感
発話群

方向

度数

示

3忠告

4激励

5援助

6その他

合計

182

36

139

254

58

96

765

期待度数

202.9

39.6

113.0

238.8

99.6

71.2

765.0

調整済み残差

-2.5*

-.9

3.9**

1.7

-6.6**

4.5**

197

38

72

192

128

37

664
664.0

発話

度数

期待群

期待度数

176.1

34.4

98.0

207.2

86.4

61.8

調整済み残差

2..5*

.9

-3.9**

-1.7

6.6**

-4.5**

379

74

211

446

186

133

1429

6その他

合計

合計

度数

Table9：発話群／発話期待群における深刻さが低い(SV低)条件でのストラテジー比較

1共感
発話群

度数
期待度数
調整済み残差

SV低
発話

度数

期待群

期待度数
調整済み残差

合計

度数

2視点提示

3忠告

4激励

5援助

87

26

58

224

21

26

442

88.1

25.3

47.5

207.3

48.5

25.3

442.0

-.2

.2

2.4*

2.3*

-6.1**

.2

80

22

32

169

71

22

396

78.9

22.7

42.5

185.7

43.5

22.7

396.0

.2

-.2

-2.4*

-2.3*

6.1**

-.2

167

48

90

393

92

48

838

Table10：発話群／発話期待群における深刻さが高い(SV高)条件でのストラテジー比較

1共感
発話群

度数
期待度数
調整済み残差

SV 高

発話

度数

期待群

期待度数
調整済み残差

合計

度数

2視点提示

3忠告

4激励

5援助

6その他

合計

95

10

81

30

37

70

323

115.9

14.2

66.1

29.0

51.4

46.5

323.0

-3.6**

-1.7

3.0**

.3

-3.2**

5.5**

117

16

40

23

57

15

268

96.1

11.8

54.9

24.0

42.6

38.5

268.0

3.6**

1.7

-3.0**

-.3

3.2**

-5.5**

212

26

121

53

94

85
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Table11：発話群／発話期待群比較のPD家族のストラテジー

1共感
度数
かける
家族

期待度数
調整済み残差

2視点提示

3忠告

4激励

5援助

77

13

73

127

16

64

370

89.8

16.1

69.4

122.1

29.0

43.6

370.0

-2.3*

-1.2

.7

.8

-3.7**

4.8**

90

17

56

100

38

17

318
318.0

6その他

合計

かけら

度数

れたい

期待度数

77.2

13.9

59.6

104.9

25.0

37.4

調整済み残差

2.3*

1.2

-.7

-.8

3.7**

-4.8**

167

30

129

227

54

81

2視点提示

3忠告

4激励

105

23

66

127

42

32

395

113.0

23.5

43.7

116.7

70.4

27.7

395.0

-1.3

-.1

5.2**

1.7

-5.5**

1.2

107

21

16

92

90

20

346

99.0

20.5

38.3

102.3

61.6

24.3

346.0

1.3

.1

-5.2**

-1.7

5.5**

-1.2

212

44

82

219

132

52

合計

度数

688

Table12：発話群／発話期待群比較のPD友人のストラテジー

1共感
度数
かける 期待度数
友人

調整済み残差

かけら 度数
れたい 期待度数
調整済み残差

合計

度数

5援助

6その他

741

３．時間軸と方向性からの発話ストラテジーの検討
以上の考察は結果をストラテジーごとに解釈したものである。本研究ではこれらのストラテジー
をさらに，時間軸と自分と相手との方向性という関係から，今回の結果を再度整理して検討を行っ
た。
時間軸である現在（ここでは，過去が存在するうえでの現在と考える）
・未来を行に，方向性であ
る相手・自分を列にとりクロス表を作成した。本研究において，発話群の立場から，困難な相手を
励ますストラテジーとその効用を心的態度から考えるとtable13のように示される(カッコ内は発話
期待群から見た時のもの)。Table13 の「Ⅰ.相手に共感する」とは，相手の内的世界に目を向けて共
感し認めることで相手がその問題を受け入れたり，向き合うことを促す効果があると考えられる。
「Ⅱ.異なる視点を提示する」とは，現在起こっている事象に関する話し手の見方や考えを伝え，間
接的に受け手の視点の提示や視点の拡張を期待するものである。言い換えると，広い視点でまわり
をみられるようになる助けをすることである。これはエクステンドということもできるだろう 1）。
「Ⅲ.相手に忠告する」とは，問題についてその解決方法を第三者的な視点からアドバイスするこ
とである。
「Ⅳ.激励する」とは，忠告が行動的なアドバイスであるのに対し，主観的かつ情緒的に
相手を励まし，元気づけ回復させようとするものである。忠告する，激励する，というストラテジ
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ーはどちらも相手の状態を前進させようとするアプローチである。その中でも言葉の上のみの助言
という形をとり，言葉かけをした本人の行為は伴わない援助であるという点で類似していると判断
し，同じカテゴリーに分類した。
「Ⅴ．援助する」とは，話し手自らが何らかの行為によって受け手
の状態を改善することを実現させようとするストラテジーである。相手の問題に対処し前進的変化
を促すという点では，Ⅲ忠告，Ⅳ激励と同様であるが，話し手自らが相手に対して何らかの行為を
しようとする(または，する意思を伝える)点で異なる。なお，これらⅢ.忠告，Ⅳ.激励，Ⅴ.援助を総
称してアドバンスということができる。
「Ⅵ.その他」の言葉かけはこの表には含まれない。
Table13 時間軸と方向性からの発話ストラテジーの整理
時間軸

現在の理解を広げる

未来へと進める

方向

(現在の相手の状況を認める)

(状態を改善させる)

相手に

Ⅰ．共感する(共感される)

Ⅲ．忠告する(忠告される)

(相手から)

Ⅳ．激励する(激励される)

自分が

Ⅱ．異なる視点を提示する

(自分が)

(新しい視点で物事を見る)

Ⅴ．援助する(援助される)

近年注目されているソーシャル・サポート研究において，ソーシャル・サポートの種類は，大ま
かに道具的サポートと情緒的サポートの 2 種類に分類できるとされる（浦,1992）
。道具的サポート
とは，何らかのストレスに苦しむ人にそのストレスを決定するのに必要な資源を提供したり，その
人が自分でその資源を手に入れることが出来るような情報を与えたりするような働きかけのことで
ある。問題解決に介入するという形の直接的なサポートと，解決の手助けになる情報を与えるとい
う間接的なサポートがあるとされている。一方，情緒的サポートとは，ストレスに苦しむ人の傷つ
いた自尊心や情緒に働きかけてその傷を癒し，自ら積極的に問題解決に当たれるような状態に戻す
ような働きかけのことである。
本研究の分類では，Ⅲ.忠告は間接的な道具的サポート，Ⅴ.援助は直接的な道具的サポート，Ⅰ．
共感，Ⅳ.激励，Ⅴ.援助の一部が情緒的サポートに含まれると考えられる。Ⅴ.援助が道具的サポー
トと情緒的サポートのどちらにも分類されたのは，
「一緒に～しよう」
「私が～するね」というよう
な援助の言葉かけは直接的に問題介入を行う発言であるが，
「何かあったら何でも言ってね」という
援助の言葉かけは，いつでもあなたの助けになるようなことをするよという意思表示であり問題介
入というよりは相手の情緒面を支える効果があると考えられるためである。
以上の分類に従って，本研究の中では最も臨床現場の援助の状況と近いであろう，深刻さが高い
(SV 高)場面のストラテジーを，発話群と発話期待群ごとに整理したのが Figure2，3 である。

- 22 -

中野・正保：励ましの言葉の受け取り方に関する一考察

これらの図から，深刻さの高い場面(SV 高)において発話群よりも発話期待群においてクロス表の
右上の忠告・激励を含むセルの値がより少ないことが見て取れる。これは，相手を未来へ進めよう
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とする行為が，発話期待群にはあまり求められていないことを示していると考えられる。一方，共
感，視点提示のセルを含む，
「現在の理解を広げる」という縦の行はどちらも発話群よりも発話期期
待群の値のほうが大きく，特に共感セルはより好まれる傾向があることがうかがえる。 発話群と
の比較ではなく，発話期待群のストラテジーだけを見ても，共感セルの値はどのセルよりも高く，
共感的関わりが深刻な困難な場面では求められていることを示唆している。このような結果が示さ
れたのは，
「相手に関して，あるいは自分自身の，現在の理解を広げる」
（エクステンドする）とい
う働きが，ロジャーズ(1979)の言う＜いま―ここに＞という概念と近い側面があるからではないか
と筆者は考える。カウンセリングを受けるクライエントは，心理的に深刻さが高い場面におかれて
いることが多い。そのため，クライエントの状態を前に進める前に，
「現在」という時間軸の中で聴
き，受容することによって，クライエントの世界が拡がり，その後に自然と前に向かって歩きだせ
るようになるということがあるのかもしれない。
また，本研究において，Figure2,3 の「自分が現在の理解を広げる」
「自分が未来へと進める」と
いう視点提示，援助のセルも発話群より発話期待群の値が高い結果となった。共感セルと比べると
その値は大きいものではないが，援助セルの値は発話期待群の Figure3 の中では二番目に高い。本
研究のように相手との関係が良いという前提があるとき(良い関係が作られているとき)は道具的・
情緒的サポートのどちらの効果も持ち，忠告・激励のようにただ単に言葉の上だけでのサポートで
はなく，実際に手を貸してくれるというような援助的なサポートも困難な場面におかれている相手
に対して有益であることが示唆されている。

今後の課題
本研究において，励ましの言葉かけが社会変数により変化するという結果が認められた。しかし
ながら，本研究を通して，困難な場面が深刻になればなるほど非言語的な励ましを求める者・する
者が増加するという結果が示され，改めて非言語的なアプローチの重要性を感じた。そのため，対
人援助場面における励ましについて研究するためには，非言語的アプローチの重要さも考慮し，非
言語的な援助の方法・質についても一層研究していくことが必要だろう。

注
1）エクステンド・アドバンスに関しては絹川(2002)を参照のこと。
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タデアイの栽培を通した「自然と文化」をつなぐ教材化の試み
―― 社会人として必要な「前に踏み出す力」や「考え抜く力」の養成を目指した ――
佐 藤 典 子＊ ・ 山 本 勝 博＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

The trial for connecting between nature and culture through the cultivation of Indigo Plant
（Persicaria tinctoria） ―Aim at cultivation of “Power to action” and “Power to think” required as a
member of society ―
Noriko SATO

and Katsuhiro YAMAMOTO

キーワード：タデアイ，自然，文化，キャリア教育

学芸員補や図書館司書として地域の自然系科学館、博物館や図書館への就職を目指す学生を対象に、学芸員養成課程
の専門選択科目として開講している「自然と文化」の授業でタデアイの栽培を試みた。
タデアイの栽培は、種子の観察、播種、成長の記録の一連の作業をする過程で生物学の基礎的な知識や技能を教えるの
に適している。また、成長した葉を用いた「藍染め」は、衣服、ハンカチや和装小物など身近な衣生活と関わりが深いため、
学生が、自然の中で育まれた文化の一例として理解しやすく、親しみを持って取り組むことができる。よってタデアイの栽培
は、「自然と文化」をつなぐ好個な教材といえる。
さらに学生が、栽培の途中で計画を変更しなければならないような課題に遭遇したり、成長には時間がかかることを体験し、
粘り強く実行することを学び、社会人として仕事をしていくために必要な基礎的な力として経済産業省が 2006 年に定義づけ
している「社会人基礎力」１）の３つの能力のうち「前に踏み出す力」１）や「考え抜く力」１）を養成するのに役立つ可能性が
あるので本教材を提案する。

はじめに
2011 年３月 11 日午後２時 46 分、三陸沖を震源とする東日本大震災が発生した。この地震は、1994
年の北海道東方沖地震の 8.2、1995 年の阪神淡路大震災の 7.3 を上回るマグニチュード 9.0 の国内
観測史上最大の巨大地震２）であった。この地震に伴って発生した大津波は、北海道から関東の太平
洋沿岸へ押し寄せ、港、街や農地をのみ込み甚大な被害をもたらした。また国際原子力事象評価尺
度（INES)で最高レベルの７に位置付けられた東京電力福島第一原子力発電所の事故は、放射性物質
の放出によりヒトへの健康被害が懸念されると同時に農畜水産物等への影響は計り知れない。
福島県郡山市に所在する郡山女子大学は、この震災で多大な被害を被ったが、速やかに復旧対策
を講じることにより、
５月中旬より授業を開始することができ８月の最終週に前期日程を終了した。
――――――
*郡山女子大学家政学部

**茨城大学教育学部
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佐藤は、郡山女子大学短期大学部文化学科の「自然と文化」
」の授業を構成するにあたって、学園
に隣接する開成山公園や開成館（福島県の重要文化財）等の地域の自然や建造物を教材として活用
することを計画したが、学生、教員の安全・安心を最優先にした結果、授業計画の大幅な変更を余
儀なくされた。
本稿では、学芸員養成課程の専門選択科目「自然と文化」の授業において、タデアイの栽培が「自
然」と「文化」をつなぐ教材になり、なおかつ学芸員補や図書館司書を目指す学生のキャリア教育
にも役立つのではないかと考え、教材化を検討したので報告する。

目

的

図書館司書、学芸員補、社会福祉主事補の養成を目的とする短期大学文化学科「自然と文化」の授業
において、つぎの 3 点を目的として実践した。
１．タデアイの栽培をとおして、生物学の基本的な知識と技能を学ぶ。
２．栽培した生葉を用いて藍染めを体験し、衣文化との関連を知る。
３．学生がタデアイの栽培を体験することで、つぎの５つの力をつけさせる。
表１ タデアイの栽培をとおしてつけさせたい５つの力
① ありのままを受容する力

栽培に主体的に参加し、事実を受け止め、記録する力

② 課題発見能力

栽培の過程でどのような問題点があるかを見出す力

③ 調べる力

問題点を解決するための方策を考える力

④ 企画力

タデアイの葉を用いて藍染め実験を企画する力

⑤ 実践力

企画したことを実行に移す力・目標を達成する力

方

法

１．播種
タデアイの種子は、数年前徳島工業試験場から入手したものを、山本が毎年栽培を続けている３）もの
を使用した。本来は、４月中にまくのがよいが、本年度は震災の影響により、５月中旬以降に授業が開始
された関係で、種子をまいたのが 5 月下旬であった。学生ひとりひとりが、発芽の様子を観察できるように、
プラスチックの容器に脱脂綿をしき 10 粒ずつまいた。
課題１：発芽までの日数を観察するにあたり、条件１と２ではどちらがよいか
《条件１》：プラスチック容器のふたをする
《条件２》：プラスチック容器のふたはしない
課題２：今年は種子をまく時期がずれたが、発芽率はどうか
図１ タデアイの種子
２．移植
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１週間ほどで発芽したので、芽や根毛の様子を観察しスケッチした。その後、発芽した種子を脱脂綿
ごとプランターに移植し、草丈が 10ｃｍになるまで日当たりのよい室内に置き、毎日２回水やりを
した。なお土はホームセンターで園芸用土を購入した。約１か月後草丈が 10ｃｍになったところで、
再度移植をした。
課題３：草丈 10ｃｍになったところでの移植
《条件１》
：学生が準備した容器に、一本ずつ移植した場合
《条件２》
：プランターに５・６本ずつをひとまとめとして移植した場合
問題点１（新たな課題の発生）
：課題３の《条件１》の実験結果を考察したところ、栽培方法の
再考を迫られた。
問題点２（新たな課題の発生）
：小さな虫が湧いたのはなぜか。またその対処法はあるか。
３．栽培方法を見直した後の手入れ
プランターの置き場所を室内から室外に変え、水やりに注意しながら成長を見守った。
９月 10 日現在、草丈は 25cm を超え、順調に育っているのでこのまま継続して栽培を続け、後期の
授業が落ち着いたところで藍染めにチャレンジする予定である。

結果および考察
１．播種について
課題１：発芽までの日数を観察するにあたり、条件１と２ではどちらがよいかについては、プラスチ
ックの容器のふたをした方が２、３日はやく発芽する傾向があった。タデアイの栽培と並行してトロロ
アオイの栽培もおこなっているが、同じ結果が得られた。学生からは、発芽と湿度の関係に着目した
コメント「（ふたをしなかった方の）脱脂綿は常にぬれた状態であった」を得ることができた。
課題２：発芽率はどうかについては、10 粒まいたうち８～10 粒発芽したことから、時期のずれは影
響していないといえた。
２．移植について
課題３：草丈 10ｃｍになったところで、学生が持参した牛乳やペットボトルを再利用して手
作りした容器に 1 本ずつ植え替えをした。ここで学生は、順調に育つと予想したが、新たな課
題が発生した。上述した問題点１である。予想に反して、３日後～１週間ほどで全員のアイが
枯れてしまった。学生には枯れたものを土から取り出し、ありのままをよく観察させ、なぜそ
のような結果になったのか考察させたところ２つの原因があげられた。ひとつめは、根が枯れ
ていたことから、移植した際に根を痛めてしまい水の吸収がうまくいかなかった。もうひとつ
は、葉が黒く変色していたことから、植え替えた日と次の日は気温が高く葉からの蒸散がさか
んに行われ水不足になり枯れたのではないかということであった。これらの考察から今後どの
ような対策をすべきか検討し、移植後は、日当たりが強すぎない日蔭で管理することが大切で
あるということになり、枯れずに成長している条件２のプランターを屋内の日の当たっている
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場所に移した。
ここでまた新たな課題が発生した。問題点２である。アイの周りに小さな虫が湧いたのだ。
アイは防腐作用があると言われているのになぜか。またその対処法はあるかを検討するため、
虫を捕まえて図鑑で調べたり、インターネットで調べたりした。その結果小さな虫の正体はコ
バエであった。園芸用の土に使用されている枯葉などについている卵が孵化する場合があり、
その原因は、プランターを室内に置いていたので、通気性が悪かったためと考えられた。そこ
で、午前中は日光がよく当たり午後は日蔭になる風通しのよい屋外にプランターを移した。そ
の結果、コバエはいつ間にかいなくなった。
３．栽培方法を見直した後の手入れについて
条件２のプランター（５、６本ずつ束にして移植）のアイは、９月に入り少し涼しくなって
きてから、順調に成長している。しかし、浅田・山本が栽培したタデアイの写真（
「注４」の
論文に掲載されている写真）と比較すると、今回栽培したタデアイは、葉の色が薄く、葉の厚
さも薄い。その原因は何か。肥料など土の成分との関連が疑われたので今後検討したい。

図２ 種子をまいた直後

図３ 発芽したタデアイをプランターに
移植したところ

図４ 草丈 10cｍの頃
この後、
課題３にトライした

図５ ９月 10 日を過ぎた頃 25ｃｍほどに成長した

さて、本研究の目的に沿って考察していくと、１．タデアイの栽培をとおして、生物学の基本的な
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知識や技能を学ぶについては、スケッチのしかた、観察記録のつけ方、報告書の書き方を学生に指導し
たが、日ごろの提出物や定期試験の解答からおおむね理解できているといえた。

A と B のちがいは 「根」
～A 根のないほう～
根がないから土から十分な水分や養分をと
ることができなかった
～B 根のあるほう～
こっちは根がついていて枯れているので
天気がよすぎてひからびたのかも・・・

図６ スケッチと気づいたことの記録例

図７ 学生の気づき１

タデアイは、
タデアイは、1 本だけより５
だけより５、６本ずつ同
ずつ同じ場所で
場所で育て、
今後の課題①：偶然なのか。もう一度トライしたい。
虫がわかないように
わかないように風通しを
風通しを良
しを良くし、
くし、
今後の課題②：土の酸性度、アルカリ度は関係あるのか。
そして枯
ことです。
そして枯らさないためには、
らさないためには、水を切らさないことです
らさないことです。
今後の課題③：今年は夏休みがなかったので水やりができた。

しかし、来年の夏休みは水やり装置を考える必要がある。
図８ 学生の気づき２ （斜線部分は、今後の課題）
２．タデアイの葉を用いて藍染めを体験するについては、今後実施予定である。衣文化との関連を知るに
ついては、学生は藍染めについてすでに認知しており、授業が終了した後も本研究に関わることを意志
表示している学生が多数いることから、学生にとってタデアイは興味を持って取り組める身近な教材であ
ると言えた。
３． タデアイの栽培を体験することで、学生につけさせたい５つの力については、その達成状況につい
て、授業での取り組み、提出物および定期試験の記述問題の結果をもとに五角形レーダーチャートを作
成した。学生は、事実をありのまま受け入れ記録する力、課題や問題を発見する力については良好であ
ったが、解決策を見出すための方法を調べる力が不足していた。次年度の授業においては、調べる方法
のひとつに図書館があることを示し、図書館の文献検索サービスなどを活用できる力もつけさせたい。学
生にとっては、取得できる資格「学芸員補」と「図書館司書」に関連性があることに気づくきっかけとなり学
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ぶ意欲も高まるのではないかと期待する。
企画力については、今回はデータがない。アイの成長がゆっくりであったため前期の授業期間内で
藍染めを実施することができなかったからだ。後期の授業期間内での実施を予定している。
実践力についても今回はデータがない。しかし、すでに藍染め実験の企画については、準備を進め
ている。学生からは、絹や木綿のハンカチなど布地を染めるのではなく別のものを染めることはできるか
（たとえば羊毛など）、絞り染めもやってみたい、染めた後に使えるものを製作したいなどの声があるため
学生の感性や視点を取り入れながら引き続き教材化の検討を継続していきたい。
ありのままを受容する
力
5
4
3
2

実践力

課題発見能力

1
0

企画力

調べる力

図６ タデアイの栽培をとおしてつけたい５つの力の達成状況 （５段階評価 ｎ=18）
経済産業省は、2006 年 2 月に産学の有識者による委員会にて、「職場や地域社会で多様な人々と仕事
をしていくために必要な基礎的な力」を下記にあげる３つの能力からなる「社会人基礎力」として定義づけ
た。 2006 年 10 月には厚生労省が「若年者就職基礎能力の習得の目安」を、2009 年 12 月の中央教育審
議会の答申においては「学士力」が提唱されたが、「社会人基礎力」と重なる部分が多い。今回は、タデア
イの栽培でつけさせたい力としてあげた５点が、経済産業省が提唱したどの能力要素にあたるか表２にま
とめた。
表２ 社会人基礎力（経済産業省が定義）
前に踏み出す力（アクション）
アクション）

～一歩前に
一歩前に踏み出し、失敗しても
失敗しても粘
しても粘り強く取り組み力～
・【実行力】
【主体性】
実行力】
主体性】・【働きかけ力】・

考え抜く力（シンキング）
シンキング）

～疑問を持ち、考え抜く力～
【課題発見力】
課題発見力】・【計画力】
計画力】・【創造力】
創造力】

チームで働
チームで働く力（チームワーク）
チームワーク）

～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～
【発信力】・【傾聴力】・【柔軟性】・【状況把握力】・【規律性】・【ストレス
コントロール力】

※下線を引きなおかつ太字にした部分が、関連すると考えられる力
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※チームで働く力については、タデアイではない別の教材を活用した授業を実践し養成を目指した。
今回の授業実践「タデアイの栽培」でつけさせたい５つの力（ありのままを受容する力・課題発見能力・
調べる力・企画力・実践力）は、「社会人基礎力」の前に踏み出す力の主体性、実行力、考え抜く力の課
題発見力、計画力、創造力に相当するのではないかと考えられた。

まとめ
タデアイの栽培は、学生が主体的に、種子をまく⇒発芽⇒根・茎・葉の成長に関わることにより、生物
学の知識や技能の習得だけでなく、社会人として備えておくべき基礎的な力の養成にも役立つと考え
られた。
また、栽培した生葉を使用した藍染め実験を体験することは、衣文化の理解にも役立つので、本実
践を「自然と文化」をつなぐ教材として、引き続き検討していきたい。
今年は、１５回の授業内で藍染め実験まで行うことができなかったが、この経験をとおして、学生は
「成長には時間がかかる」「物事は、計画どおりにすすまない」「失敗もあるけれど、皆でどうしたらよい
か考えれば乗り越えられる」ことを学べたのではないかと推察する。

引用文献
１）経済産業省 「社会人基礎力」育成のススメ（最終取りまとめ）～社会人基礎力育成プログラムの普及
を目指して～（平成 18 年度版） リファレンスブック（2007），はじめに．
２）農林水産省 「特別企画 東日本大震災」 『aff あふ』第 42 巻（2011），ｐ.４．
３）浅田宏子・山本勝博 「蓼藍（タデアイ）の栽培と教材化について」 『大阪と科学教育』 第 20 巻
（2006），p.9．
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小学校音楽科における<自然で無理のない歌い方>に関する研究
―― Ｌｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏの実践を中心に ――
三 次 摂 子＊ ・ 山 口（藤 田）文 子＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Research on Singing Naturally in Elementary School Music Departments
: Mainly Libero Canto Practice
Setsuko MITSUGI and Ayako YAMAGUCHI（FＩUJITA）

キーワード：自然で無理のない歌い方，話し声と歌声，Libero Canto

新学習指導要領では音楽科の歌唱活動について＜自然で無理のない歌い方＞という指導事項を挙げている１）。筆者
はそれについての教育現場での認識や，実際に行われている指導の実践に関する意識調査から，歌唱指導を行う際の
問題点を考察した。それによると歌唱活動は教師の主観に基づく経験的な感覚からの指導言に左右されるところが大
きく，およそ＜自然で無理のない歌い方＞からかけ離れ，むしろ声帯に負担がかかり将来的に発声障害を引き起こす
原因となりかねない発声法を教育現場で行っている教師が尐なからず存在するということ，あるいは，そのような指
導法がむしろ通説的であり主流をなしているということ，また同時に，歌唱指導について問題点を抱えつつも解決法
を見いだせず，日々悩み続けている教師も尐なくないということなどが明らかになった。
では＜自然で無理のない歌い方＞とは，どのような歌い方なのか。現場で指導に当たる教師は，それをどのように
とらえ，指導していったらよいのか。本稿では筆者自らもその指導によって歌唱法の改善に至った Libero Canto とい
う歌唱法の実践を取り上げ，その学校教育における有効性について考察する。

はじめに
小学校音楽科での歌唱活動において児童に求める歌い方，つまり学習指導要領に示されている歌
い方とは実際にどのような声をいうのだろうか。教師は児童にどのような声を出させるべきなのだ
ろうか。
例えば，まるでフルオーケストラをバックにグランド・オペラを歌うがごとく児童に範唱を示す
教師がいたとしよう。それはそれで，素晴らしい技術を持って本物の迫力ある歌唱を示すべく研鑽
――――――
*取手市立永山小学校 ** 茨城大学教育学部音楽教育研究室
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を積んだ教師のあるべき姿の一つともいえる。しかし，そのような歌唱法は学校教育で誤解を生む
ことはないだろうか。
よく，子ども達がオペラ歌手のマネをして大笑いしていたり，かなり，しっかりとした経歴の持
ち主である歌手のステージでの歌唱の様子やその表情を見て吹き出してしまったり，逆にこわがっ
てしまったりする場を目にすることがある。なぜ，世間一般には認められているようなその歌声を
子ども達は素直に受け入れられないのだろうか。
その答えは非常にシンプルなところにあると筆者は考える。つまり，そのような声は子どもにと
って「不自然」なのではないか。その歌唱における声，表情，体，息の流れ方から発せられる緊張
感を，実に微細にわたってそっくりそのまま「不自然」なものであると子ども達は受け取ってしま
うのではないだろうか。そして，そのような歌唱は＜自然で無理のない歌い方＞とは別のもののよ
うに受け取れると言えないだろうか。
そのように考えていくと＜自然で無理のない歌い方＞の姿が具体的に見えてくる。つまり，子ど
も達にとって＜自然で無理のない歌い方＞とは，歌唱時に声，表情，体，息の流れに緊張感がなく
リラックスした状態である時に可能となるものなのではないだろうか。要は見た目にも，聴いても
不自然でないこと，つまり自然な状態であることがまず，子ども達にとって必要なのではないか。
従来の歌唱教育で強調されてきた，
「歌唱時は話しているときとは違って，体や声を特別な状態に
する」
「おなかに力を入れる」
「横隔膜を使う」
「口をはっきりと大きく開ける」
「首の後ろの方から
声を出す」など数限りない不自然な要素を全て取り去り，より歌唱の本質に近づこうとする歌唱法
こそ，学校教育の中で最初に必要とされるものであると筆者は考えるのである。
そこで本稿では,歌唱における不自然な要素を除去し，体のより自然で無作為な状態から発せら
れる声を自然で自由な声であるとするＬｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏの実践から，学校教育における歌
唱活動のあり方を考察していきたい。

アンケート調査からみる教育現場での歌唱指導の実際
音楽の学習に関して，
特に歌唱指導を中心に県内の小中学校 80 校を対象にアンケート調査を行っ
た 2)。なお，お忙しいところご協力いただいた先生方にはこの紙面をもって深く感謝したい。
・調査数

茨城県内の小中学校から 80 校を無作為に抽出し、
郵送にてアンケートを依頼した。

・調査内容 音楽の学習における歌唱指導に関する 12 項目を５件法あるいは自由記述で回答。
・調査時期 2009 年 12 月 24 日～2010 年 1 月 28 日
・回答数

46 件（アンケート回収率 57.5%）

ここで，本稿では調査内容 12 項目のうちの「＜自然で無理のない声＞について具体的なイメー
ジを持って指導していますか。
」
「＜自然で無理のない声＞のイメージについて具体的に記入してく
ださい。
」という２項目を取りあげることとする。５件法による回答を円グラフに，自由記述の回答
をその傾向毎に筆者がカテゴライズして次に示す。
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全くそ
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5%
0% 全くそ
う思う
19%

＜自然で無理のない声＞のイメージについては
どちら
でもな
い
18%

77%が自分なりの考えを持っているということ
である。そして自由記述によるそれぞれのイメ
ージを＜児童がイメージをつかみやすくするた
めの具体的で明示的な身体の使い方＞，＜声自
体の聴こえ方のイメージ＞，＜気持ちの持ち方

そう思
う
58%

等の心理的な側面＞，＜漠然とはしているが歌
唱時の理想的な身体の状態＞という４つのカテ
ゴリーに筆者が分類した。

図１＜自然で無理のない声＞について具体的な
イメージを持って指導していますか。
＜児童がイメージをつかみやすくするための具体的で明示的な身体の使い方＞
・遠くへ飛ばす，アーチをつくる，ぬきのある発声，ぬきのある発語，口の中の広さ，目のつ
かい方
・まず，大きな声で叫ばせる。それと別の方法で「遠くまで聞こえそうな声」をイメージさせ，
次に「空に届く声」をイメージさせる。
・のどの奥をよく開けて，笑顔の（ような）表情で歌う。あごが出ない。苦しそうな表情になら
ない。
・教師の範唱の声やプロの声をイメージしたり，会話を相手に伝えるときの表現をオーバーにイ
メージさせる。
・肩の力を抜いて歌う。
（姿勢）下あごやのどに力を入れすぎないで歌う。
・自らが無理，たいへん，苦しい感じで必死ならば聴いている人も同様。鼻で吸って上あご天井
を高く，あくびの形等・・
・発声時に臭いをかぐように，徐々にのどを開ける声の出し方，低・中・高音の響きのつぼなど
を指導，練習したあとに和音で響きのイメージをつかませる。
（室内上部に広がる感じ→これを
体感すると子どももとびつく）
・疲れて溜め息をつくイメージでのどを楽な状態にし，息を吐く。その息の上に，尐しずつ声を
乗せていくイメージ。
・力を抜いた正しい姿勢で。のどに力を入れず。
・のどを十分開いて頭蓋骨に共鳴させる，息を深く吸い，保つ。
（脱力して行う）
＜声自体の聴こえ方のイメージ＞
・普段話している声でなく，尐し気取った奥様が出すような声。やわらかくて，聴いていて不快
にならない声
・地声でも裏声でもないがきれいにのびる感じ。のどをしめていない。気落ちいい（本人もきく
人も）感じ。
・聴いていて気持ちのよい声，響きが美しい声。いろいろな合唱団の歌声を聴き，イメージに合
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った合唱の CD を児童に聴かせることもある。
・長時間歌っても疲れない，そして自分にとって一番美しいと思われる声を出そう。そのために
身体を有効に使い，周囲の音と溶け合い混ざり合う和声のように音を重ねた時，よくハモるこ
とのできる，まっすぐで素直な声，それを出すことによって響きがあとから出てくる。
（響きを
つけようとせず自然に響きがつく感じ）
・力まずに共鳴している声
・のどをしめつけたり聞いている人が不快さを感じない，のびのびとした声（2 人回答）
・やわらかい声，大きい声やしぼり出す声でなく，
“よく響く声” “広がりのある声”
＜気持ちの持ち方等の心理的な側面＞
・長い時間歌っても疲れない声の出し方，呼吸に音がのったイメージ
・遠くまで風に乗っていくイメージ
・必要以上に力まないこと，
「場面に合った声をつくる」のではなく「自分の声の中で，その場面
に合った出し方を心がける」こと
・どならない声，歌う声，地声でない声，姿勢よく笑顔で頭声を意識した声，やさしい声
＜歌唱時の理想的な身体の状態の漠然としたとらえ方＞
・楽にのびのびと歌える
・腹式呼吸と頭声発声
・のどをしめつけないで歌えるように指導，高音のときは頭声のほうが楽だと思うので頭声発声
を勧めている。
・話し声がそのまま歌声に変わった感じ，柔らかく響く，負荷がかかっていない
・地声でない楽に出した声
のどをあけて，楽に出る声
＜その他＞
・学年の発達段階に忚じた声
・楽曲の音程が楽に出せる発声，ハーモニーが取りやすい発声
・どう指導すれば音色がつくれるのか，なかなか上手に指導できていない。
・響く声，呼吸法や発声法を学んでやわらかく豊かな声にする。
あくまで筆者の判断によるものであるが＜自然で無理のない声＞のイメージに関しては概して，
統一感がなく矛盾しているもの，主観的で誤解を受けやすいものが尐なくないといえるのではない
だろうか。
また指導者の持つイメージが，指導者の範唱に反映され統一感のあるものであったとしても，そ
れが児童にとって「自然である」と感じられるものであるとは限らないし，児童にとって適切なも
のであるとも限らない。
児童は教師の範唱や指導言の通りに発声するのが正しいことであると思い，
ただひたすらにその通り練習することであろう。
つまり具体的に＜自然で無理のない声＞とはどのような声なのか，そしてそのためにはどのよう
な指導法が有効なのかは，それを教える教師の裁量にゆだねられているといってよい。そしてそれ
がそのまま，児童の習得の状況の格差を生み出す原因となっていることが以上のアンケート結果か
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ら明らかになった。

<自然で無理のない歌い方>のとらえ方
虫明眞砂子 3)は＜自然で無理のない声＞とは無理なく自然に歌うことととらえ，基本的には従来
の頭声的発声の延長にあるとしている。しかし，一方で，地声に関する近年の研究にも注目してい
る。地声に関する教師の認識は否定的見解と肯定的見解に分かれているが，加藤友康が口腔内の共
鳴を十分有効に使った「地声」を「自然な声」と表現している 4)ことを学習指導要領にいうところ
の＜自然で無理のない声＞についての示唆を与えるものであるとし，地声をよりよく用いることに
よる児童の歌唱表現の拡大の可能性を提言している。
虫明はここで，
無理なく自然に歌う歌い方とは従来の頭声的発声の延長上にあるとしていながら，
地声をよりよく用いることについての新しい視点を提示した。
そもそも，
頭声＝歌唱に適している，
地声＝歌唱に適さない，あるいは用いてはいけない，という認識が通説的であるのに，
「地声をより
よく用いる」ということに抵抗感を持つ教師は多いであろう。そのくらい「地声」という声種には
音楽的によくないイメージを含んでいる。
「地声」というのは「しゃべり声」であり，硬質で響きに
乏しい，きたない声であるとされることが多い。だからこそ，歌唱指導の際に「地声」を否定する
ことは全く常識的であるようにされてきたのである。
しかし「地声」つまり「しゃべり声」を出している体の状態は，普段通りの，自然で無理のない
状態なのである。では，その状態から発せられる声を＜自然で無理のない声＞ということはできな
いのだろうか。ただそれは，加藤の言うところの悪い意味での「地声」
，つまり①声帯全体での振動
形態，②効率的でない共鳴，③硬起声中心の発声，というのどをしめつけた声の特徴の３つをあわ
せ持つものではない 5)。口腔内の共鳴を十分有効に使った，
「きれいな話し声」あるいは「よい地声」
のことを示す。筆者は，そのような声を自然で無理のない体や精神の状態から発せられる声，つま
り，普段の話し声に使っている声の延長上にある＜自然で無理のない声＞であると考えたいのであ
る。
筆者は＜自然で無理のない歌い方＞への実践的なアプローチとして Libero Canto を考えている。
Libero Canto とは，２０世紀半ばウィーンのラヨシュ・サモシ教授によって開発された歌唱法，教
授法で，かつてローマにて「我々が忘れてしまった正統的ベル・カント唱法」と評価された。
現在はエドウィン・サモシ教授が継承しウィーン，ニューヨークを中心にこの活動を行い発展さ
せている。
Ｌｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏ Ｊａｐａｎの主宰者 長谷川敏氏は 1973 年からウィーンで
ラヨシュ，エドウィン・サモシ両教授に師事，留学後も長年にわたり毎年ウィーンで歌唱法，教授
法の薫陶を受けてきており，両教授の数尐ない継承者としてこの方法の伝播に努めている。
三次は，2011 年６月 25 日に横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校で行われた教育ＵＰセ
ミナー２０１１潤「授業デザイン研究」において楠本勝氏の Libero Canto を取り入れた提案授業
に参加し，Libero Canto が＜自然で無理のない歌い方＞に関して優れた授業効果のあるメソード
であると実感した。この中で得た知見を次に示すこととする。
Ｌｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏでは先ず各人の持つ歌唱時の悪い癖を取り除く。そしてクラシックの
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声楽にありがちな構える，支える，保持する，気張る，響きや声を狙うといったことをしないで，
ごく自然に楽な息のエネルギーで歌っていく。力ずくでなく，軽く明るい喉のメカニズムをトレー
ニングし，身体の働きを自由にすることによってその人の持つ本来の声のクオリティと音楽を正し
く出していくものである 6)。

Libero Canto の歌唱指導について
次に，＜自然で無理のない歌い方＞への実践的なアプローチとして Libero Canto のメソードを紹
介したい。
三次は 2005 年茨城大学における教職員免許認定講習で長谷川敏氏 7)の歌唱指導を受けて以来，自
らの歌唱法や歌唱指導法の改善にこのメソードがたいへん有効に機能していることを実感している
ものである。それまで三次は，グランド・オペラやドラマティックなアリアを歌うための歌唱法で
範唱をすることや，練習を重ねるうちに児童の発声が次第に重く曇ったものになっていってしまい
がちな教育現場での歌唱指導のあり方に，疑問を抱えていた。そのようなときに出会った長谷川氏
による Libero Canto の実践は，このような歌唱法や歌唱指導法の改善のための活路を見い出すたい
へん貴重な機会となったのである。
では，長谷川氏の提唱するよい歌唱の状態やトレーニングの方法，指導にあたってのコンセプト
を先日の横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校での提案授業に長谷川氏が講師として招かれ
た際に作成された資料より抜粋して以下に示すこととする。
１ よい歌唱の状態とは
（１）明るく，軽く，透明な喉頭のメカニズムによって歌われていること
（２）横隔膜の働きによって息が喉を通るときに声となり，共鳴腔を通って身体から放たれる，こ
の一連の動きに渋滞が起きないこと。息が自由に吐かれていること。
（３）身体の諸器官に硬直したところがなくリラックスしていること。美しい声は発声メカニズム
が正しく機能した結果であって，濁ったりゆがんだりしている声は神経と筋肉の間違った技
術の結果であるということを認識するべきである。
２ トレーニングの方法について
（１）練習は大声から入らないこと。
声をつくり出す声帯は成人で長さ 1.5cm ほどの精緻な器官である。息がそこを通るときにショッ
クがあると壊れやすい。ごく軽い歌い方が必要であり，これは弱声（ピアノ）においても強声（フ
ォルテ）においても変わらない。練習は小さい声によって注意深く行われるべきものである。これ
に熟達すると軽いままに大きなエネルギーを出せることになる。このことが自由な歌唱への道であ
る。
（２）Intonation 歌い出し（起声）について。
各フレーズの歌い出しは音が爆ぜて出てきたり，鬱積を伴って出てきたりしないようにする。ど
んな弱声（ピアノ）
，どんな強声（フォルテ）にあっても常に歌い出しは透明な瞬間を持っているこ
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と。
（３）全音域にわたって明るい，軽いメカニズムを指向すべきこと。
暗く，重い歌い方をすると声域は広がらず，喉頭への負担が大きく，声の発展は望めない。
（４）母音のレガートが声の訓練の基本であること。
母音で音をつなげていくことが基本。顎ほぐしのために子音を加えるのは大変有効であるが。
（５）声は息であり，歌うこと息を出すことである。息の道を妨げないことが重要。息の道を妨げ
やすい箇所が主として次の３つである。
ア 上胸部……いわゆるプレッシャーがくるところ。緊張すると息が止まりやすい。ここの鬱
積は概して男性に多くみられる。上胸はいつもやわらかく。
イ 下顎部……手を当ててみれば分かるがここは自分でも意外なほど近くて遠い，
まるで他人
のような感じのする，自覚に乏しい場所であり，しかも最も息が止まりやすい
ところである。
ウ 舌根………緊張すると舌は中に入ったり固まったりする。
Ｌｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏではこれらをほぐして息を通りやすくするトレーニングが主体となる。

図 2 顎や舌をほぐすトレーニングの凡例
（横浜国立大学教育人間科学部附属小学校 楠本勝教諭の作成による）
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３ 指導について
（１）音楽の授業やレッスンはつねに落ち着いた雰囲気の中でやること。
音楽を表現するということは感情的なものがすぐに入ってくる。これをそのままにすると前に
進めない。声の選別ができなくなりよいものを育てるということができなくなる。質的向上を図
るためには努 めて冷静に，落ち着いた雰囲気の中で進められるべきである。
（２）厳しい練習の雰囲気は生徒の身体を硬くさせてしまって前進することができない。
全体にのびのびと，間違っても大丈夫といった感じでトレーニングが続けられると良い。
（３）教師は大声で立派に模範唱しない。
生徒はその大声だけを真似するものだからである。教師はそこで必要とされることの模範唱を
端的に示すべきである。
（４）練習では中声域から高声域へクロマティック（半音ずつ）に上げていく。高声域から中声域
に下げてくる。この時上行はどんどん軽く明るく，下降は高声の軽さ明るさをもったまま。上胸
部に力みが入 る場合は先に低声部からやってもよい。
４ 喉を開けるということの意味
身体を硬直させて歌っていくと高音は常に困難に直面する。そして声楽教師たちは喉を開ける
ように指導することとなる。口を開け，喉を開けようとすると，かえって息が止まり正しい喉頭
の働きから遠ざかってしまうことが多い。逆に口を閉じて喉を開けないようにして，顎や舌の力
を取り除けばうまくいく場合がある。喉が開いた感じとは「器官が緩んでリラックスして息が通
りやすい状態」というように理解した方がよいと思われる。
５ 発音について
明瞭な大きな口開けが，本当によい発声であるかというと実は正反対になることが多い。はっ
きり発音するとそのことで口と喉に引きつった状態が起きてしまう。発音を強調したり，母音を
口の形で変化させたりすると大切な声のレガートを損なってしまう。発音は流れ出るレガートを
邪魔しないで柔らかく行われるべき。口の形は主体的に動くのではなく，二義的に動くのが正し
い。それぞれの母音の発音は口形で変えてはならない。かえって同じ口形で母音を変化させてい
くのが正しい。また「i」や「u」の母音が閉まる母音だからといって高音で喉を開かないこと。
以上が，
横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校での研究授業の際の資料からの抜粋である。
さらに，長谷川敏「Ｌｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏ－ラヨシュ・サモシの歌唱法と教授法」8）から一部，
引用する。便宜上，各項目に番号を付加する。
６ 声を自由にさせるために必要なこと
（１）左右の耳のすぐ下にある顎関節をほぐす。
（２）上体が硬くなっていても同様に軋轢が生じる。
（３）低い声を油断すると高音への移動が困難になる。低声でのリラックスは大切だが，声のメ
カニズムを厚くすると次のフレーズがうまく歌えない。
（４）フレーズの出だしが出にくい時は先に息だけをこぼすように吐いて，息が出て行く途中か
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ら声にしてみる練習が有効である。
（５）出だしをためらって待たないこと。待つと必ず圧力が来る。吸ったらすぐに吐く。何気な
く子どもの遊びのように出す。
（６）痰を出したり，咳をしたりする形での練習によって，固まっている口蓋を柔らかにするこ
とができる。
（７）自分の身体全体が骨などのないゼリー状のものであると想定して発声する。あるいは自分
の身体が溶けているイメージで歌う。そして緊張した筋肉が解かされると，身体の中が繊
細になっていく。
（８）狭い母音だからといって漠然と喉を広げて安全に歌おうとするとよく歌えない。Ｉの母音は
はっきりＩである。
（９）構えないで，声のことを考えないようにして注意して歌うと良い声が来る。声はうまく出た
ときは自分にはよく聞こえないものだ。
（後略）
（１０）無理に歌おうとしたり，オーバーな表現をしたりすると発声にブレーキがかかってしまって
よく歌えなくなる。必要でない筋肉が動いてしまって正しいものを邪魔するからだ。自分で
は歌っている感覚がない，誰かが歌っている，と思われるときが最もよい歌唱ができている。
（１１）舌の位置は前でも奥でも固定しないで暖めておけば息は流れる。
（１２）声を大きくしようとすると神経が緊張し筋肉が緊張する。
（後略）
（１３）声を支えようとしたり，かぶせたり，廻そうとしないでそのまま真っ直ぐ出していくよう
にする。これは『ＢＥＬ ＣＡＮＴＯ Principles and Practices』9）の著者であるアメリ
カの声楽指導者Ｃ．Ｌ．リードも指摘している点である。彼は支えること（Support）とか
ぶせること（Covering）が現代の歌唱が低迷している二大原因であるとしている。
（１４）響かせようとしなくても，息が正しいところを通るとよく共鳴するところへ行ける。それ
で輝きのある声となるのである。

Libero Canto の歌唱指導の実際
前項にてＬｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏの歌唱についての考え方や実践方法について抜粋した。次に
三次が受けた歌唱指導のエスノグラフィーと前項に記述した項目を照合させ，その指導の実際を考
察したい。なお，こういったエスノグラフィーに関しては先に発表された大沢容子氏の「ウィンに
おける研修 特にラヨシュ・サモシ―教授の発声法について」10)を参照されたい。
表中に使用している記号については
・S は生徒の反忚や言葉，
・m は発声の様子を楽譜に起こしたものや発声されている声の様子，
・T は教師の様子や指導言
に，それぞれ順に番号を付加することとする。
表中の行末には，歌唱指導の内容について前項に記述した項目を記入し，歌唱の実態に対する教
師がどのような意図で対忚しているかを関連づけていく。
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２００９年７月１８日に行われた歌唱指導のようす（抜粋） （指導者：長谷川敏
生徒の様子・反忚，言葉

生徒：三次）

指導者の様子，指導言

項目と
の照合

……（前略）……
T1

自分の出している声っていうのは聞
こえないでしょ。

S1

S2

T2

クラゲになっちゃって。

６（７）

一点 G から顎を小刻みに揺らしなが

T3

そうそう。

３（２）

ら

T4

小さく出して。

２（１）

発声する。順次半音ずつ上げていく。 T5

固めて出さない。

６（１）

（２点Ｄ音まで。
）

（ささやくように範唱）Yayayayaya… ６ （１

M1

音が上がるにつれ，声が大きくなっ
てしまう。
S3

…。
M2

２）

Con ｌa lungezza der mio server.

サンプルに従い，ささやくように発

(イタリア歌曲の一節を顎関節をゆる

声。

めたままで範唱，最後の音はのばしな
がら顎を小刻みに揺らして。)
６（１）
T8

フレーズの最後の方がいつも雑にな
っちゃってるね。抱え込みがきちゃっ ６ （１

S4

（イタリア歌曲集１中声用，全
音,1971）

て。
T9

Con ｌa lungezza der mio server.

３）

固くしているとだめですよ。ぐにゃぐ
にゃぐにゃ……。
（自分の身体をゆす

M3

る）

１（３）

Con la …….

６（２）

（１音１音，顎関節を緩めながら範
S5

Con ｌa lungezza

唱。
）
M4

Der mio servir（常に顎を揺らしなが
ら，泣き声のような感じで範唱。
）

S6

６（１）

Der mio servir

６（１）
６（４）

T12 そうそうそう。つっぱらない，つっぱ
らない。ハハハハ……。
３（２）
T13 今のはどういう感じ？
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生徒の様子・反忚，言葉

指導者の様子，指導言

項目と
の照合

S7

いつもよりは強い感じ。

S8

いつもよりは細くという感じをイメー
ジしています。

T13

イメージはあまり固めないで。

６（９）

T14

サンプルを聴いて出し方を真似し

６（14）

て。
S9

M5

Ye-yeyeyeye,yeyeyeye.

６（１）

(１音１音顎をはずすように動かし
ながら範唱。)
この音型を半音ずつ上げていく。
（２点Ｆ音まで。
）

T15

良い姿勢にしない，だらしなく。

T16

今，なぜうまくいった？

T17

ここ，固めないで。
（生徒の上胸部を ６（２）

S10 顎をたくさん動かそうとしました。
とんとんとたたきながら。
）
M6

イェー。
（溜め息をつくように範唱。
） １（２）

T18

あんまり考えちゃって冷静にならな

６（９）

い。

S11 まだ悪いですか。かなり……。

T19

姿勢が良すぎる。

T20

形とかではなく，固まってなければ １（３）
よい。フレキシブル，フレキシブル。

T21

うまく歌わない。

T22

外してごらん，そう，そっちそっち， ６（１）
だらしないところ。

T23

だけど，軽くしてよ。

S12

１（１）
２（３）

M7

Spirate pur,Spirate……
（M2 とは別のイタリア歌曲の出だし
を，顎を外したまま，言葉をはっき ６（１）
りさせないで範唱。
）

（ドナウディ歌曲集，全音，1977）
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生徒の様子・反忚，言葉

指導者の様子，指導言

項目と
の照合

S13 ソファに仰向けになり，そのまま歌う。

T24 ねていても歌える。がんじがらめ

１（３）

になっているものが緩まるから。
M8

Spirate pur, spirate……

６（６）

（喉にガラガラと引っかかる感じ
で範唱。
）
T25 そうやって，通り道をきれいにし
ていく。

６（１
４）

T26 もういっぺんいきますよ。
T27 立って。歩いて。
（腕を肩からぐる
S14 立って歩きながら，腕を肩からぐるぐる

ぐる回す動作をしながら）

１（３）

回す動作を続けながら歌う。
T28 もっと落ち着いて。
３（１）
T29 口の中で発音しちゃだめ。ここは
（口を指して）
，能動的に動いては ５
だめです。
M9

Se ner suo
（１音１音，H 音を入れて区切り

６（６）

ながら，溜め息のように範唱。
）
T30 そういう風に，身体を緩めれば緩
めるほど声は出てきます。

１（３）

T31 いいですよ，落ち着いて。
３（１）
S15

M10 Hahaha,hahaha,……
（咳払いするような感じで範唱。
） ６（６）
この音型で半音ずつ上げていく。

T32 ３つめの音を止めてみて。

（２点Ｇ音まで）

T33 はい，もっとおなかも自由になる
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よ。肩，なくなっちゃって。

１（３）

……（後略）

６（７）

三次・山口（藤田）
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（レッスンについての補足説明）
・レッスンでは，ごく短いワンフレーズを教師が良い発声か良くない発声か一つ一つ選別する。
・発声練習に用いるフレーズは，いわゆる発声練習的な音型に顎関節，上胸部，舌をリラックスし
た状態にし，声を正しい通り道へと導くべくシステマティックに子音を組み合わされたものである。
あるいは，イタリア歌曲の中のごく短いフレーズをくり返し使用する。
・教師は，発声がうまくいった時，あるいはそうでなかった時に，生徒がどんな感覚を得ていたか，
随時言葉で確認する（T13，T16）
。
・レッスンでは生徒はピアノに背を向けていすに座った状態で始められる。生徒のリラックスの状
態によっては，ソファに仰向けに寝たり，いすに座っていても身体を前屈みにしたりねじったり
といろいろな姿勢で行われる。立って歌うときも，歩きながらであったり腕を大きく振りながら
であったり，一方の足に重心をかけて傾いた姿勢のままであったりと，いわゆる良い姿勢を保持
しようとして身体のリラックスが妨げられないようにする（T15，T19）
。
・レッスンの様子は録音し，後で聴き直して自分の歌っているときの様子を客観的にとらえられる
ようにする。レッスン時に自分で認識している声と，録音されたものには驚くほどのズレがある。
悪いと思っていたものが案外よかったり，良いと思っていたものが全く良くなかったりするので
ある。これを続けることで，良い発声時の声の響き方や息の流れと，そのときの自分の身体的精
神的状態を客観的につかみ実践に生かしていけるような耳の力をつけることができる。また，教
師の範唱にどのような意図があったのか，それによって自分がどのように変容したのかを把握す
ることができる（T1）
。

Libero Canto と＜自然で無理のない声＞
筆者は，自然で無理のない体や精神の状態から発せられる声，つまり，普段の話し声に使ってい
る声の延長上にこそ＜自然で無理のない歌い方＞があると考えたいと前述した。しかし，自然で無
理のない体や精神の状態というのは案外，普遍的なものではない。誰もが知らず知らずのうちに，
生活を重ねる中で某かの緊張を身につけてしまっている，不自然な状態なのではないのだろうか。
歌を歌うことにしても，
「うまく歌おう」とか「気持ちを込めよう」とか思った時点で，すでに＜自
然で無理のない＞状態であるとはいえないのだと，三次はＬｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏの歌唱指導を
うける中で，確信するようになった。
「私は日本人の児童発声は日本の子供が教えてくれるものだと思う。
」と品川三郎

11)

も言ってい

るように,従来教育現場で主流であったような歌唱法はそのスタンスから大きく離れてしまったも
のではないのだろうか。
Libero Canto の歌唱では，歌唱時に誰もが当たり前に行っている歌うための準備，良い声を出
すためのおなかの支え，ブレス・コントロール，口形を整えることなどの一切をそぎ落とす。身体
の諸器官が緩み，人間の感情表現に大きく関わるとされる横隔膜が自由に機能し始める。そしてご
く自然に流れ出した息が声となり，作曲者の意図する曲想を実現するに至るのである。
子どもがご機嫌なときに口ずさむ歌のどこに作為があろうか。大人が忘れてしまった無作為の中
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にある真実が，子どもの歌の中には見え隠れしている。長谷川氏はその歌唱指導の中で「Baby のよ
うに」とか「○○先生じゃなくて，○○ちゃん（幼尐時の愛称）が歌う」などという言葉をよく口
にして，筆者の歌唱時の無意味な作為について指摘する。まさに＜自然で無理のない歌い方＞ への
アプローチのヒントがそこにあると筆者は思うのである 12)。

おわりに
筆者は拙論文「 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」
13)

にて伝統的なベル・カント唱法に立ち返った発声原理に目を向け，そこに＜自然で無理のない歌

い方＞をとらえる上で重要な指針が示されていることや音楽科教育の導入への必要性について提言
した。
本稿で紹介したＬｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏの歌唱指導は，
「明るく，軽く，透明な喉頭のメカニズ
ム」を得るためのシステマティック且つ理論的なメソードにより実践されているものである。そし
てその実践は，人為的なものを排除し身体や精神の自由を得ることで，至高の芸術へと対峙しよう
とする妥協を許さない厳しさを併せ持っている。まさに，伝統的なベル・カント唱法の実践といえ
るのではないだろうか。
一般的な歌唱指導では，終わった後は喉が疲れ，しゃべるのさえつらいような状態になることが
あると聞くが，Ｌｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏの歌唱指導では喉の状態は軽快で，合わせて気分もすこ
ぶる爽やか，まだまだ歌っていたい気分でさえある。
「もっと声を出して」
「おなかに力を入れて」
「口をはっきり動かして」
「こんな声で」と歌唱指導
されて，その通りにがんばって歌った後に，
「先生，もう疲れた。
」
「喉が痛い。
」などと多くの児童
が訴えてくる授業。それに対し，
「一生懸命歌った証拠だよ。
」などと受け答えする教師。このよう
にがんじがらめで窮屈な，身体に負担のかかる範唱や歌唱指導は案外，教育現場では多くみられる
のではないだろうか。
教師はのびのびと明るく透明な範唱を静かに響かせ，
児童も心身共にリラックスした中で歌唱に，
本当の芸術に向かい合える，そのような本来あるべき歌唱指導の実践が＜自然で無理のない歌い方
＞へとつながっていくと筆者は考える。Ｌｉｂｅｒｏ Ｃａｎｔｏの実践は，高い専門性を持ちな
がらそのメソードを学校教育の中へ導入できる可能性を十分持っている。また，すでに導入してそ
の有効性を実感している教師も増えている。特に横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校での
楠本勝教諭，桐光学園高等部での上田武史教諭の実践はその有効性を十分検証するものである。
今後は，この歌唱指導研究を教育現場で＜自然で無理のない歌い方＞を指導するための工夫改善
の手がかりとし，さらに多様な実践法を試行錯誤しながら考案していきたい。

注
1)文部科学省『小学校学習指導要領解説音楽編』
，2008,pp38-39,p55.
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2)このアンケートに関しては三次修論（2011）pp31-33.で取り上げたものに加筆した。
3)虫明眞砂子「児童に対する歌唱指導の研究（Ⅰ）－発声について－」
『岡山大学教育学部研究集録』
第 119 号，2002，pp.31-39.
4)加藤友康『声とことばのトレーニング ボイス博士のワンポイントレッスン』
，桐書房，1998，ｐ
146.
5)前掲書,p146.
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美術教育における方法論的前提としての言語
―― 児童生徒と教師、それぞれの位相での言葉 ――
金子一夫＊・小口あや＊＊・鈴木敦子＊＊＊・中川知子＊＊＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Verbalization as a Methodological Premise in Art Education
Kazuo KANEKO , Aya KOGUCHI, Atsuko SUZUKI and Tomoko NAKAGAWA

キーワード：美術教育、言語活動，授業，指導計画

本稿は美術教育における言語活動の方法論的意味を、実践事例を通して明らかにするものである。 小・中・高の教員に
よる４件の実践事例報告を収録する。1.小学校１年生の動物写生、2.同、続き絵制作、3.高校生の鑑賞授業、４.中学生の３年
間の題材批評結果である。緒言において、報告 1.言語化が言語化されない対象把握までを促進したこと、2.言語化が想像
内容を促進・豊富化したこと、3.言語が経験内容の客観化と範例化という機能をはたしたことで、高校生の鑑賞活動を促進し
たこと、4.生徒による中学校３年間の題材批評という試み、題材における「面白かった」と「ためになった」という批評内容の不
一致など、重要な内容を含んでいることを指摘した。美術教育における言語活動も、これら事例報告にあるような重要な事実
を踏まえて理論化されるべきである。

緒言 美術教育における方法論的前提としての言語
本稿は美術教育における言語活動の方法論的意味を、実践事例を通して明らかにしようと
するものである。美術教育における言語活動は、児童生徒の思考と教師の思考という二つの
場面において考えられる。本稿では前者についての報告と考察をする。児童生徒においては、
教師の働きかけの言葉とも関係して、言葉が表現や鑑賞活動を促進することがある。言語も
美術も認識と表現の機能をもつ。言葉の方が意味をより抽象化・一般化し、一列になって順に出現
する。とらえどころのない対象世界は言葉によって区切られ、その区切りの多様な積み重ねが概念
＝意味の精緻な世界像を創る。感覚・感情も言葉によって直観的に伝えられる。一方、美術は言語
では捉え尽くせない、感覚・直観・感情を伴った視覚像の創出である。ただ、言葉のように一列に
ならないで、作品の要素が同時多発的に感受される。
――――――
*茨城大学教育学部 **つくば市立大曽根小学校 *** 茨城県立つくば工科高等学校 **** つくば市立豊郷中学校
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けれども、言語と美術とは相互作用がある。本稿収録の報告１は言葉によって絵画表現で
の対象把握が促進された事例である。しかも、同報告は言語化が言語化されていない内容ま
でも児童に把握させているという重要な指摘をしている。２も同報告者による、言語化が想
像内容を促進させた事例報告である。３は言語化が高校生の鑑賞活動を促進した事例報告で
ある。友達という他人の経験内容を記述言語が客観化したこと、そして記述言語が範例とし
て生徒間に機能していったというのが重要な指摘である。鑑賞や記述になれていない高校生
に、この報告にある言語の客観化と範例化の機能が有効であったことを示している。４は生
徒による中学校３年間の題材批評を考察したものである。教師に明確な３年間の指導計画が
あるので、生徒による３年間の題材批評の考察という発想が出てくる。題材に対する「面白
かった」と「ためになった」という批評が必ずしも一致しないことに注意したい。
一般論的に言えば、児童生徒は教師の言葉(指示)で表現や鑑賞に関する思考や行動を促される。
教師の説明で美術の意味を直観できることもある。移ろいやすい内なる表現主題を言葉で記せば明
確な方向目標となる。鑑賞の際、作品や印象を表す言葉を知っているのと知らないのでは、体験に
大きな差が出る。児童生徒の色彩や形の感覚や概念を精緻にしていくことで、より高度な美術的認
識や表現に導いていける。それが言語の精緻化と並行すれば調和のとれた人格形成が期待できる。
本稿収録の報告にある重要な指摘は、このような一般論を超えてより進んだ美術教育方法論の認識
へと我々を導くものである。
（金子一夫）

１ 言語活動を取り入れた絵画指導 1
―「言葉のスケッチでうさぎを描く」
（小学校第 1 学年）―
小口 あや
1. はじめに
平成20 年告示の新学習指導要領では，
全教科的に言語活動を充実させることが述べられている。
図画工作科では鑑賞に「話す・聞く」などの学習活動を取り入れ，言語活動を充実させることが記
されている。では，表現でも言語活動を取り入れることで，作品の表現内容を充実させることはで
きないのだろうか。ある年の 12 月に、受け持っていた小学校 1 年生対象のうさぎの絵を描く授業
で言語活動を意識的に取り入れた。
2. 研究方法
（1）この題材のねらい
この題材は，国語科の「わたしのはっけん」という，観察したことを文章として表現する単元
と関連させて行った合科的な題材である。図式的表現期である小学校 1 年生の児童は実際に見え
るものではなく知っているものを描くという特徴を持っている。この特徴を考慮しながら児童の
作品の表現内容を充実させるには，児童の「うさぎについて知っていること」を増やすことが必
要であると考えた。言葉でうさぎのスケッチを行うことで，うさぎをよく観察し，児童の「うさ
ぎについて知っていること」を増やし，表現内容を充実させることをねらいとした。
（2） 実際の指導と結果
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① 導入
1 年生の児童はうさぎのような小動物が大好きであった。ほとんどの児童は絵を描くことが好き
であるために「うさぎの絵を描こう」の呼びかけに何の抵抗もなくうさぎを見ないで描くことがで
きた。画材はクレヨンである。その時描かれたもののうちの 2 点が下の作品である。それぞれの児
童が持っている「うさぎについて知っていること」を描いたものである。これらに代表されるよう
に，児童にとってうさぎとは「にんじんの好きな耳の長い動物」程度の認識である。また，うさぎ
の体を桃色で表す児童が多く，キャラクター化されたうさぎの影響も強く受けている。
② 言葉のスケッチ
児童は学校で飼っているうさぎに触れ，感じたことを簡単な文で記した。
「あたたかい」
「もこも
こしている」
「けがふわふわしていて，きもちよかった」
「かみそうだった」
「スルスルしている」
「もさもさ」
「耳をさわるとちぢむ」
「さらさらしている」など，児童それぞれが自分の言葉で感じ
たことを書いた。
次に，小屋で動いているうさぎを外から観察した。児童は長い間観察し，たくさんの文を書くこ
とができた。
「耳と耳がくっついていた」
「口の下のところにまるいのがあった」
「はなのところが
とんがっていた」
「目がぱっちりしている」
「くろいのやちゃいろいのがいた」
「しろとちゃいろが
まざっている」
「たべるとき，ふくらんでいる」
「てがしろい」
「しっぽがまるい」
「くちがちいさい」
「まえあしのけがふわふわしている」
「ひげが，いっぱいある」
「からだがながい」
「耳がとんがっ
ていた」など，うさぎの色や形について分かったことをたくさん書き，なかなか小屋から離れよう
としなかった。
③ うさぎの絵を描く
①の導入と同じように，クレヨンでうさぎの絵を描いた。描く前に，うさぎの色や形を思い出し
ながら色を選びクレヨンを動かすことを指導した。児童それぞれの作品に変化が見られた。導入時
に図１を描いた児童が図２を、図３を描いた児童が図４を描いた。図３の児童は，言葉のスケッチ
で「目がぱっちりしている」と記した。記した後の作品には、実際に目がぱっちりとしているうさ
ぎが描かれている。また，図３に比べ図４は，うさぎの形と線がやわらかくなっている。だが，こ
の作品を描いた児童の言葉のスケッチには，そのような表現は見つからなかった。そのほかの作品
においても，導入時にうさぎの顔だけを描いていた児童が体まで描くようになった（図５，６）
。

図２ 指導後の作品

図１ 導入時の作品
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図３ 導入時の作品

図４ 指導後の作品

図５ 導入時の作品

図６ 指導後の作品

その他にも導入時ピンク一色だったうさぎの体を，クレヨンの色を何色か混ぜてうさぎの毛の色
を表現したり，うさぎの毛並みにそってクレヨンを動かして塗ったりした作品が増えた。特筆すべ
きは、それらは必ずしも言葉のスケッチで書かれていない内容であることである。
3. 考察
児童は言葉のスケッチによって，よりうさぎについて知ることができた。言葉のスケッチで記し
た内容をそのまま絵として表した作品もあった。しかし，言葉では表さなかったことを絵に表した
作品も多かった。形や線のやわらかさや，顔だけから体全体を描くようになったことや，自分が見
たうさぎの色に近づけるように行った混色や毛並みに沿った塗り方というような表現の変化が見ら
れた作品も多く見られた。このことから，児童は言葉に表したことをだけを絵に表すのではないこ
とがわかった。児童は言葉に表せなかったことを絵で表したのだ。言葉では表せなかったことがあ
ったからこそ，それを絵で表現しようとしたことで表現内容が豊かになったのではないだろうか。
自分の思いを言語化するということは，自分の思いを明確にすることでもあり，自分の思いの中
には言語ではまだ表現できない部分があることを知ることではないだろうか。それが絵画の表現内
容として現れてくる。
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２ 言語活動を取り入れた絵画指導 2
―「つづきえどんどん」
（小学校第 1 学年）―
小口 あや
1. はじめに
受け持っていた小学校 1 年生の児童は絵を描くことを好んだ。しかし集中力が続かず、大きな紙
を渡しても何らかの指導を入れなければ，端の方にちらほらと描いて終わりにしてしまうのが常だ
った。この「何らかの指導」というのは，
「真ん中に大きく描きましょう」
「空いている場所がない
ように描きましょう」等の言葉かけであった。これは児童の表現の指導者による操作と紙一重のよ
うな気がしていた。小さいものを描きたい，空間を空けておきたい児童もいるはずであるからであ
る。実際，そういう言葉かけでバランスが崩れてしまった児童の作品もあった。一方，集中力が続
かないために児童自身が「もうこれでいいや」という感じで終わりにしてしまう場合もあり，そこ
に指導の難しさがあった。
児童が飽きることなく描けるようにすることが改善の道であると考えた。
前節の「言語活動を取り入れた絵画指導１」の考察で，自分の思いを言語化するということは，
自分の思いを明確にすることでもあり，また自分の思いの中には言語ではまだ表現できない部分が
あることを知ることでもあるだろうと考えた。この考えが正しいのか確かめたいこと，また正しい
ならば、このことを考慮した絵画製作指導をすれば、児童は飽きずに製作することができるのでは
ないかという仮説を立てた。それを実証すべく「つづきえどんどん」という題材で自分の思いを言
語化する活動を取り入れた指導を行った。
2. 研究方法
（1）題材について
小学校 1 年生の児童は，休み時間などに楽しそうに絵を描く。興に乗ると，その絵の周りに新た
な絵が描き加えられていき，
「お話」ができていく。そのような児童ならではの絵の描き方を生かし
た題材が「つづきえどんどん」である。10ｃｍ四方の小さな 1 枚の紙に描いた絵から次の 1 枚に絵
を描き，描いた絵を好きな場所につなげていくことで，話をどんどんつなげていく。この題材で，
児童自身が自分の「お話」を作り上げる活動を児童が自分の思いを語って言語化することで，児童
が飽きずに描き続けられるかどうかを観察した。
（2）実際の指導と結果
①導入
まずは，児童が題材について理解するとともに，自分なりのお話を作れるように，お話作りのき
っかけとなる指導が必要と考えた。そこで，本実践の一週間前に「つづきえどんどん」の学習予告
をし，自分のお話をじっくり考える時間を設けた。予告した上で，お話の参考として絵本の読み聞
かせを行った。絵本の言語と絵による話の広がりを同時に感じ，自身のお話づくりと絵画表現の助
けとなるようにと考えてである。絵本は，時間的な広がりの他，空間的広がりを感じさせる話を選
んだ。また，様々な表現ができることを伝えたかったこともあり，それぞれ違う傾向の絵のものを
という考えもあった。それらが下記のものである。
a.エロール・ル・カイン絵・矢川澄子訳『おどる 12 人のおひめさま』1）
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b.岩井俊雄『100 かいだてのいえ』2）
c. 荒井良二『たいようオルガン』3）
a.は，主人公が地下に潜り冒険をする話である。空間が下へと広がり，展開していく。絵は細い
線で密に描かれ，淡い色づかいが美しい。b.は，主人公が 100 階建ての家に招待されて様々な部屋
を通り，最上階へと向かう話である。ものの形がきっちりと線と色で分けられ，アニメーション的
な親しみやすい絵である。時間の経過と共に，明るい青空から星の見える夜空へと変わっていく時
間的な広がりも絵において感じさせる。c.は，主人公が様々な場所を通り過ぎていく，横への空間
的広がりを感じさせるものである。
鮮やかな色でダイナミックに塗られ，
繊細な線で描かれている。
こちらも b.と同様，だんだん夜になっていく様子も描かれている。
これらの絵本の読み聞かせをする前に， 10ｃｍ四方の画用紙にそれぞれの話の主人公を描き，
「今からこの主人公はどうなっていくのかな？」という呼びかけをして，題材理解への助けとした。
また，これらの絵本の他にさまざまな本を読み，アイデアを貯めておくように勧めた。
②自分の思いを語りながら描く
実際の製作では，10ｃｍ四方の紙に色ペンとクーピーで，お話の主人公を描くことから始めた。
その後，もう一枚の同じ大きさの紙に続きの絵を描き，任意の場所に糊やセロハンテープで貼り付
けていく。児童の想像力が尽きればおしまいである。1 週間構想をあたためていた児童もいれば，
その場で思いつくままに描く児童もいた。
指導として製作中に行ったのは，児童の話をよく聴くことだけである。だがこれこそが，今回の
言語活動において不可欠の指導である。聞き手がいなければ，自分の思いを語ることはなかなかで
きないからである。もちろん聴くばかりではなく，児童と会話もしたが，
「ここは○○みたいに見え
るね」などの教師の考えを言わないように気をつけた。指導者の考えを押しつけられたりするのを
防ぐためである。よって，児童との会話は相槌や賞賛，
「ここはどうなっているの？」など，会話が
発展するような問いかけが中心となった。児童はよく話し，よく描いた。2 時間の授業であったが
児童は時間が来るまで飽きることなく描き続けた。一方で黙って描きたい児童も数名おり，その児
童に無理に話させることはしなかった。児童の描画の様子を見ていると，話すことで話が生まれ，
描くことで話が生まれ……を繰り返していたことが分かった。
挿図は児童の作品である。図７（題名「きゅうこん」
）は，
「主人公の女の子が」
「家から出てきて」
「種をまき」
「水をやり」
「種は芽を出して」
「花を咲かせた」という話である。最初に女の子を描き，
その子の家を描くことを思いつき描き始めた。しかし紙が足らず，紙を足して書き加えていった。
図８（題名「ありのだいぼうけん」
）は「アリがいました」
「これがアリの巣です。巣の中にはサナ
ギや卵があります。アリの友達に散歩に誘われ出かけると」
「雤が降ってきたので葉の下で 2 匹で
雤宿りをしました」
「雤がやみ，太陽と虹が出てきました」
「トンネルを通って」
「鳥にあいさつをし
て」
「もとの巣にもどってきました」という話である。図９（題名「いもむしのたんけん」
）は，
「い
もむしがいました」
「いもむしは虹の橋を通り」
「りんごの木の下を通り」
「いちごがなっている苗の
下を通り」
「ぶどうがなっている木の下を通り」
「いろいろな動物たちに会い」
「いつのまにかだんだ
ん蝶になって」
「たくさんの仲間たちと一緒に花畑を飛ぶ」という話である。
どの作品も話をすると簡単ではあるが，図７の女の子の楽しげな表情であったり，作品②の巣の
中の様子や何かを見たり話したりしているアリの頭のむきであったり，図９のいもむしの周りの美
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しい風景であったりするところに児童の表現したい内容が詰まっている。児童はこれらの表現の意
味について自分から尐し語り，後はだまって描いていた。これらの作品のどれもが空間的・時間的
広がりをもった内容であり，よく考えて描かれている。

描き始めた所

図７「きゅうこん」

描き始めた所

図８「ありのだいぼうけん」

描き始めた所

図９「いもむしのたんけん」

3. 考察
児童が絵を描くのにすぐに飽きてしまい、まとまった絵を描けないことが，低学年の絵画指導の
悩みの一つであった。しかし，この実践では児童は時間が来るまでずっと描き続けていた。このこ
とから，児童が製作中の表現内容・思いを語ることは，児童が飽きずに描き続けるために有効な手
段であると考えられる。また，児童は語りつつも，言葉にしなかった登場人物の表情やちょっとし
た体の動き，周りの風景の様子などを描いていた。このことから，自分の思いを言語化しながら描
くことは思いを活性化し、言語と絵画が相俟って表現内容が充実すると考えられる。
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３ 語彙力不足と言語表現不安を克服させる鑑賞指導の工夫
鈴木 敦子
１．短時間鑑賞の実践
前任校での実践事例であるが、二つの作品の共通点と相違点の比較鑑賞について検討したい。
この事例は授業開始時にプリント資料を使い短時間に行ったものである。美術の鑑賞に限らず、
何をみても「すごい」
「キレイ」
「かわいい」などという一語文的表現でとどまってしまう生徒につ
いてなんとかしたいという思いがあり、そのために行った題材である。
これは、生徒に二つの作品を比較して共通点と相違点を、短い言葉でよいので、なるべく多く見
つけて記述してもらうものである。ただし、この時プリント資料に記述してもらうだけで、その場
ではあえて解説を行わない。
生徒が提出したプリント資料に書かれた内容を教師がまとめたものを、
次時に配布する。これを年数回、授業開始時に実施した。
この題材の設定の要点について
ア．共通点と相違点というものに焦点を絞った点について
作品を見てわかることのみに限定することで、基本的なことだが、まずは自分で作品をしっ
かり観るという姿勢を尐しでも持たせたいと考えたためである。
イ．生徒が書いて提出した内容をまとめて次時に配布した点ついて
生徒によって語彙力・表現力に差がある。上記のように一語文的表現で終わらせようとす
る（おそらくは知っている言葉があっても面倒がって一言の生徒も多いと思われる）生徒の
ために、書けている他の生徒の文章やいろいろな表現を見せたいというねらいがあった。
また、ある一定数の生徒がいると、ある生徒は「こんなことを書いてもいいのか」という
不安があって表現できなかったとしても、別の生徒はそのことを書いていたりすることもあ
る。次時に再配布するときに、書けなかった生徒は「ああ、こんなことでよかったんだ」
「こ
れくらいでも大丈夫なんだ」という安心感を、尐しは得られるのではないかと考えたからで
ある。
ウ．最初は解説をしないという点について
最初から解説をしてしまうと、教師からの一方的な見方を提示したことになりやすい。生
徒は自分で見て気づくことより、教わることがすべてになりやすいのではないかと考えたか
らである。
「美術の先生」という立場にいる教員は、どうしても生徒からすれば、専門家で、自分た
ちよりも知識があって、上であるという感覚がある。そのため、教員が示した以外の見方や
感じ方は間違っていると、とらえがちになるのではないかと思う。
しかし、次時に生徒の記述内容をまとめて配布するプリント資料には、同級生の言葉が載
っている。ある程度の能力の生徒がある一定数いれば、こちらが意図したことをかなり書い
てくれるはずであると期待したこともある。それをもとに話すことは、教師の言葉というよ
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り、同級生の言葉であるから、同じ立場の人の意見であるため安心して受け入れることがで
きるのではないかと思った。
エ．プリント資料への記述及びまとめで行うことについて
もちろん、友人の見方を知るのは、挙手による発表でも得られると思う。が、発言に対し
て不安や恐れがある生徒は挙手をしづらいし、指名されても、
「分かりません」でその場を
乗り切ってしまうことが多いと思う。プリント資料への記述であれば、尐しは書いてくれる
だろうという思いがあり、プリント資料への記述という形態で行った。
また、
複数の学科を設置している学校であると、
学科ごとにも語彙力や表現力の差もある。
この方法であれば、他学科の生徒の意見も見られるというメリットもある。そのため、クラ
ス毎にまとめるのではなく、全クラス分をまとめることにした。
２．実践事例
事例 1

①ピカソ「素描」4)と②ペンによるクロスハッチングを用いたレジェ「男の背」5)の表現

の比較
まず、この鑑賞実践の結果で着目した
いことは、共通点として「陰影がついて
いる」を挙げている生徒がいる一方で、
相違点として「線の太さ」と上げた生徒
と「①は陰の色の濃さで、②は線を重ね
て表現している。色の塗り方が違う。陰
のつけ方が違う」と詳しく表現している
生徒がいるということである。
陰影一つをとっても、どこまで作品を
よく見ようとするか、読み解こうとする

図 11 ①ピカソ 素描

図 12 ②レジェ「男の背」

かという姿勢の違いもあるとは思う。
が、
まずは、陰影について気づくということが当然手始めにあり、それがあってから違いを読み解くと
いう行為に進むことが出来る。まずは、この当たり前のようなことでも、自分で見るという姿勢が
鑑賞のスタートになると思う。そのようなことでも、気づいて書けたことはすごく大事であるとし
っかりと生徒に伝えておくことが必要である。そうすると、当然だが、次回以降に自分の意見を書
くことへの不安や抵抗感は尐しでも減らせると思う。
また、言語力・表現力に差がある。気づいている、分かっていても、どのように言葉で表現した
らよいのか分からないという生徒がいると思う。そのためにも、この事例のように、陰影について
の意見が段階を踏んで説明できるように各段階の意見が記されていたことに気づくことが、この事
例の重要なポイントであると思う。語彙力・表現力は、蓄積される力である。このような様々な表
現に生徒が触れる機会をまずはつくることが大事であろう。
また、中には「①はうまい、②は下手」と書いた生徒もいた。そこから、
「何をもってうまい・下
手と決めるのだろうか？」という新たな問いを投げかけ、次段階の思考へのきっかけにもできた。
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事例２ ①ミケランジェロの「ピエタ」6)と②作者不詳の「ピエタ」6)の比較
この実践のときにも、
「木の方
は手や足に飾りがある」
、
「②は
体から変な物が出ている（脇腹
や手）
」
という細部にまで目がい
くようになっていたが、それが
何であるかの知識なしで鑑賞し
ているため、このような記述表
現になっている。しかし、
「自分
のわかる言葉でよいので必ず書
いて欲しい」
、
「どんな書き方で
も良い」と伝えてあるため、こ

図 13 ①ミケランジェロ「ピエタ」

図 14 ②作者不詳「ピエタ」

ういう表現でも書いてくれるのかとも思う。
この鑑賞実践でも、
「飾り」や「変な物」という表現でもよいから、まずそこに気づけるというこ
とを評価したい。もちろん、
「飾り」や「変な物」と表現されたものについて、気付いていない生徒
からは、
「うあ！ほんとだ」
、
「なにこれ？キモイ」など声が上がった。
「何だと思う？」と聞くと、
様々に答えを出してくれる。
「②からは血が出ているみたい。
」という意見も出ているので、
「飾り」
や「変な物」だと思ったのは、
「血」であるという話をし、
「なぜ血が出ているのか」を切り口に、
「磔にされたんじゃなかったっけ？」
「刺された？」などという意見が生徒から出てきて、
「ピエタ」
とはどういう作品なのかについて考えていくことができた。
３．まとめ
生徒はほんの些細な気づきでもプリント資料に載ることが嬉しいようである。意外とプリントに
目を通していた姿が印象に残っている。
自分の意見だけを見るだけではなく、
「おまえの載ってる！」
など友達に声をかけていた生徒もいた。単なる説明プリントやワークシートだとすぐに机の上にほ
うり投げる感じであった生徒も、みんなの意見をまとめた鑑賞のプリントであると思いのほか、目
を通していた。このことも教師としては嬉しかった。
この題材のねらいをいくつか書いたが、このねらいに到達できたかというとまだ疑問がある。題
材の選定、フィードバックの方法、発問の工夫（共通点・相違点以外の工夫）など、改善点は多々
あると思う。しかし、当然のことだが、まずは生徒にいろいろな言葉を蓄積させることと、それら
を引き出すということが第一歩であると感じている。その一端を担えれば、まずはよしとしたいと
思うところである。
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４ 中学校生徒の３年間題材批評

中川知子

1. はじめに
現行の学習指導要領では美術科の目標として「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、美術の創
造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情を育てると共に、感性を豊かにし、美術の基礎的な能
力を伸ばし、豊かな情操を養う」と設定している。この目標は新指導要領では「美術文化につい
ての理解を深め」という文言を加えてはいるものの基本的に変わっていない。
この「美術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情」を、筆者は「美術は楽しいと思う
気持ち」と捉え、生徒に充実した活動体験や達成感を味わわせることで「楽しさ」に気づいても
らおうと実践を行ってきた。
2. 年間題材計画
３年間の中学校美術科で実践する題材を「描く・つくる・みる・知る」というそれぞれの領域
を軸に生徒の発達段階にそって題材を構成する。
（図 15）
○ １年→素材と技法を指定し創作体験の基礎をつくる。
○ ２年→素材と技法を複数指定し創作の幅を広げる。
○ ３年→テーマを設定し、素材と技法は生徒の意志で決定する。
３年生ではテーマに合わせて自由に素材や技法を選択できるようにしたい。生涯教育の基礎と
して美的体験をさせる。それによって、卒業後に「何かつくりたいな」と思ったとき、抵抗感無
く制作に入れるだろうと考えるからである。
（図 16）

図 15 ３年間の題材計画

図 16 制作レベルイメージ

3. 題材批評
このように題材を構成し指導を行うが、実際にその題材がねらい通り機能しているかどうかは
リサーチが必要となる。最もよくその題材について理解しているのは、体験している生徒達であ
る。従って生徒による題材批評を実施することで、教師は自分の取り組みを自己評価する手だて
を得る。
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(1) 方法
小さな振り返りから全体を俯瞰した振り返りまで、生徒からフィードバックを受けることで、
一方的な固定観念に陥らない授業実践や題材構成を考える一助とする。生徒による題材批評は４
段階で実施する。

図 17 制作計画表

Step１…制作当初に自分でたてた計画を見
ながら１時間の活動を振り返り記録する。
（表１）
Step２…制作が終了し、まとめの発表を行う
とき、自分の制作・作品について評価すると
同時に友達の作品の良いところを見つけ、授
業者や題材に対しても評価を行う。
Step３…１年間を振り返り題材についての
評価を、アンケート形式で行う。
Step４…３年間を振り返り実践した全ての
題材について総合的な評価を行う。
（表 2）

Step４は、３年間を一人の指導者が関わる
ことのできたときに行える調査である。
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図 18

題材アンケート用紙

図 19 グラフ１ 題材アンケート結果
(2) アンケートの結果から読み取れる生徒のつぶやき
以下は、平成 18 年度に入学して卒業まで一貫して筆者が美術科指導を行い、また、担任として
も携わった生徒男子 69 名女子約 63 名計 132 名に対するアンケート結果の一部である。アンケート
では実践した全題材から「よかった題材」
「ためになった題材」
「自分に合っている題材」
「おもしろ
くない題材」
「やってみたい題材」をそれぞれ選ぶようにさせた。また「先生へ一言」
「美術につい
ての感想」など、題材や指導・環境などに対する感想を記入する欄を設けた。
（図 19 グラフ１）ア
ンケートは卒業間際にとり、成績等には影響のないことを伝えた。
○ 「ためになった題材」
絵画（描画）指導としては、毎授業時間開始３分間を利用し３年間欠かさず実施した「３分ク
ロッキー」が中心であった。生徒からの評価は「ためになった」である。
別の項目で「絵を描くのは上達したか？」という問いに上達したと答えた生徒は全体の 57％い
ることから、３分間を継続することが、生徒にとっては「描き慣れる」という効果を生んだもの
と思われる。
（図 20 グラフ２）
通常、素描・絵画指導は長時間かけての実践されがちである。しかし、その指導の結果、写実
的に描くことが目的となってしまい、自分の思いを的確に再現するための能力としての素描指導
は見過ごされがちである。それゆえ、生徒は「写実的に描けるといいな」と思うが写実的に描け
ない自分に落胆し、描くことそのものから離れていってしまうケースが多い。
美術自体が好きではないと答えた生徒が「３分クロッキー」は「ためになった」と評価し、ま
た、
「自分に合っている」とした人数は女子より男子が多かったことは、3 分クロッキーの特徴的
な成果であるといえる。
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図 20 グラフ 2 「絵を描くのは上達したと思いますか」アンケート結果
○ 「面白かった題材」

題材には工芸的な要素の強いものが多い。石を磨いたり銅版を叩いたりすることは、どの生徒
もほぼ初めての体験であることから技能差があまりないという点で意欲がわきやすいようだ。
「自
分に合っている」という生徒が多いのは、体を動かした分だけ作業が進み、成果が目に見え、そ
れが楽しく自分らしい作品作りができたという満足感に結びついたようだ。
○ 複合的な評価の題材
水墨画や絵巻物は１～２時間での実践で、いずれの選択肢も数値が尐ない。筆者は生徒たちが
「簡単で喜んでいる」と感じていたので意外だった。生徒は簡単にできることよりも手応えがあ
り達成感・充実感が味わえる題材を記憶に残しているようだ。
和綴じは６時間程度制作時間があったが、
「ためになった」が「おもしろくなかった」という評
価となった。四つ綴じという技法が比較的簡単だったことと、和綴じの中身が自由に作れるとい
うことが逆に達成感のなさにつながったものと思われる。
4. おわりに
生徒から題材や指導について評価・批評されることが、教師の振り返りにつながる。授業後の
振り返りやアンケートにかかれた生徒のつぶやき（言葉）が予想や期待と違っていることで授業
者が得ることは多い。純粋に授業だけでなく、生徒と教師の人間的な関係の影響もある。アンケ
ート項目や実施方法など、教師側の都合のいいアンケートにならないよう考慮したい。
５

附記

本稿は茨城大学教育学部附属中学校共同研究協議会美術科部会の平成 20 年度報告を抜粋改
訂したものである。同報告は平成 21 年 5 月の附属中学校公開授業研究会の出席者用に数十部
をパソコンプリンターで印刷した。その後、他誌に改訂掲載された論文等を除き、今回、全体
的に改訂して構成した。共同研究協議会は、茨城大学教育学部の大学法人化中期目標「附属学
校園及び公立学校との共同研究推進」を踏まえて、附属中が大学・公立学校教員との共同研究
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組織として平成 20 年度から設けたもので、平成 21 年度からは「授業づくり研究会」と改称し
た。同美術科部会では議論の軸を新指導要領で言う「言語活動の充実」と「美術文化への関心」
とした。参加者を尐人数に限定して全員の報告と充実した研究協議がなされるようにした。実
際に高度な研究協議になったと思う。以下に平成 20 年度の研究会と報告目次を掲げる。
第１回 2008 年 12 月 23 日
出席者:小口、中川、高橋、小泉、金子
第２回 2009 年２月 11 日
出席者:小口、中川、小倉、久米、有田、鈴木、高橋、小泉、金子
第３回 2009 年３月 20 日
出席者:小口、中川、久米、有田、鈴木、高橋、小泉、金子
平成 20 年度報告書(平成 21 年５月印刷)の目次
緒言―美術教育の方法論的前提としての言語
Ⅰ 茨城大学教育学部附属中学校共同研究協議会美術科部会の活動
Ⅱ 児童生徒の表現と鑑賞活動における言葉
1 言語活動を取り入れた絵画指導１
―「言葉のスケッチでうさぎを描く」(小学校第 1 学年)

小口あや

2 言語活動を取り入れた絵画指導２
―「つづきえどんどん」(小学校第１学年)

小口あや

3 鑑賞活動における言語活動の工夫―中学２年生「仏像カルタ」の授業
4 生徒による作品批評の言葉―「美術科鑑賞テストの試み」―
5 表現活動における言葉―デザインのコンセプト

小倉千絵
高橋文子
久米剛広

6 生徒の年間題材批評

中川知子

7 表現主題を記述させる美術指導

有田洋子

8 記述された表現主題を実現する絵画指導

有田洋子

9 語彙力不足と言語表現不安を克服する鑑賞授業の工夫

鈴木敦子

Ⅲ 美術教師の言語
10 美術科教育の教育目標としての行動と認知そして実践研究目標

金子一夫

11 美術科教育授業批評の要点

中川知子

12 美術作品を批評する言葉

小泉晋弥

注
1) エロール・ル・カイン絵・矢川澄子訳『おどる 12 人のおひめさま』
（ほるぷ出版、1980 年）.
2) 岩井俊雄『100 かいだてのいえ』
（偕成社、2008 年）.
3) 荒井良二『たいようオルガン』
（偕成社、2008 年）.
4) 光村図書出版『美術１』(光村図書出版, 1984 年) .
5) 日本文教出版『高校美術１』(日本文教出版, 1997 年).
6) 光村図書出版『美術Ⅰ』(光村図書出版, 2002 年).
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学習指導要領の改訂に伴う生物育成技術の扱いについて
―― 中学校技術科担当教員に対するアンケート調査――

稲 葉 健 五＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ on Nurturing Living Things in New Curriculum Guidelines : Questionnaire
Surveys for Technology Teacher in Junior High School

Kengo INABA

キーワード：アンケート調査，茨城県，生物育成，中学校技術教員

中学校学習指導要領の改訂に伴い必修化された生物育成の技術を，技術担当教員がどのように考え，取り組もうとしてい
るか知るため，茨城県下の中学校技術・家庭科の技術分野担当教員に対してアンケート調査を行った。
1/3 以上の教員は，ほとんどあるいは全く栽培教育の指導を行ってこなかったと答え，生物育成の教育の準備を充分して
いると答えた割合は 10％以下であった。また，多くの教員が生物育成の教育を難しいと答えた。しかし，生物育成教育のど
の点が難しいと考えているか調査すると，多くの教員が選択肢の多くを難しいと回答しており，経験不足と準備不足が生物育
成の教育の指導を難しいと答えた理由の一つと考えられた。生物育成の教育に配分する予定の時間は，14 時間以内が
90％以上であった。扱いたいと答えた内容は，生物育成の教育を展開する上での基本である，指導内容の豊富さや興味関
心を引くことが多かったが，同時に環境に配慮した教育を選んだ教員も多かった。環境に配慮した教育の内容は, 栽培容器
や用土に産業廃棄物の有効利用した栽培や有機的農法を応用した栽培であった。これらの内容を短時間で行うには十分な
準備が必要であるが，今まで殆ど栽培教育に取り組んでこなかった教員には困難な面があり，適する教材の開発や実践例
の紹介等の協力を行う必要があると考えられた。

はじめに

中学校技術・家庭科の技術分野における栽培教育については，昭和 33 年の学習指導要領の改訂に
伴い職業・家庭科を母体とし技術・家庭科が新設された当初から選択的内容と位置付けられてきた。
それ以来，1980～2000 年代に行われた幾つかの調査(八丈ほか 1986，稲葉 1991，合・管野 1993，
――――――――
＊茨城大学教育学部
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佐々木・西内 2005)でも明らかなように，栽培領域の履修率は低く推移してきた。そのような中で
今回の中学校学習指導要領の改訂(文科省 2008)により，従来の作物の栽培の他に，小動物の飼育や
水産生物の栽培を含む形で生物育成領域が新設され，履修しなければならない教育内容と指定され
た。近年，地域環境の変化に伴い，教員も生徒も農業体験が乏しくなった(土屋・梁川 1994)。また，
中学校技術分野における栽培技術は長い間必修領域でなかったために，教員も他の必修領域のよう
に積極的に取り組むことが少なくなり，教材・教具の開発，実践例の積み上げも十分でなくなった
と推定される。このような状況の中で，学習指導要領の改訂により必修化された生物育成技術は，
来年度(平成 24 年度)から完全実施されることになる。
そこで，茨城県における中学校の技術科担当教員が生物育成の教育をどのように考え，どのよう
に扱いたいのかを知り，今後の充実した生物育成の教育のあり方を考えるための糸口にするため，
アンケート調査を行った。

材料と方法

１ 調査対象
アンケート対象校は，2011 年 7 月時点で確認した茨城県公立中学校全校の 231 校である。調査は
調査用紙を郵送する方式で実施した。調査用紙への回答は，各中学校の技術科担当教員にお願いし
た。2011 年 7 月初旬に調査用紙を発送し，回答期限は 4 週間後の 7 月末日とした。有効回答率は
61.9%(回答校数 143 校)であった。
2 調査内容と集計
調査項目は，技術教育の経験年数，過去における栽培領域の教育の経験，生物育成教育を行う上
で感じる難易度，生物育成教育の準備状況，配当予定時間，予定する教育内容等である。調査結果
は基本的に単純集計した。一部，有効と思われるデータを利用し，統計分析を行った。

結果と考察

第 1 表にはアンケートに回答した教員の中学校技術科を担当した年数を示した。担当年数は 16～
20 年をピークに経験年数に比較的偏りの少ない教員が本アンケートに回答した。

第 1 表 アンケート回答者の中学校技術科担当年数(回答数 143 名)
担当年数

1～5 年

6～10 年

11～15 年

16～20 年

21～25 年

26～30 年

回答数

19

21

25

31

29

16

2

割合 ％

13.3

14.7

17.5

21.7

20.3

11.2

1.4

31 年以上

現在までの中学校技術分野における栽培教育の実施状態を第 2 表・第 3 表に示した。毎年扱って
きた教員の割合は 15%弱であり，数年に一度扱った教員を含めても 60%強であった。残り 1/3 以上の
教員は，殆どあるいは全く扱ってこなかったと答えている。また，扱った場合でも全生徒対象に行
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った割合は 3/4 強であった。1990 年に行った同じ茨城県教員を対象とした著者(1991)の調査では，
70％近くの教員が栽培領域に取り組んでいる。前回の調査と今回の調査を単純に比較できないが，
この 20 年間においても茨城県においては栽培領域の教育の実施率は低くなっていることが窺える。

第 2 表 現在までの栽培教育の実施状況(143 名)
1

2

3

4

5

回答数

20

68

37

16

2

割合%

14.0

47.6

25.9

11.2

1.4

１：毎年扱った教員

第 3 表 栽培教育を実施した時の対象生徒

２：数年に一度程度扱った教員

1

2

3

4

回答数

67

16

2

3

割合%

76.1

18.2

2.3

3.4

１：全員を対象として行った ２：希望者を対象に行

３：殆ど扱ってこなかった教員 ４：全く扱わなかった教員

った 3：教科外として行った ４：その他

５：その他

回答数 88(第 2 表の 1・2 回答者)

今回の学習指導要領の改訂は，平成 24 年度（来年）から完全実施される。従って全ての技術分野
担当教員は，来年度から生物育成の技術を指導することになる。そこで今後の生物育成の教育につ
いて，どのように考えているかを続いて質問した。
まず，教員が感じている生物育成技術の指導の難易度を第 4 表に示した。はっきり「難しい」と
回答した割合は 1 割強であったが，
「難しい」に「比較的難しい」を加えた割合は全体の 3/4 以上と
なり，
「比較的簡単」と「簡単」を加えた割合の 10 倍以上に達した。つまり，生物育成技術の指導
が簡単と考えている教員は非常に少なく，多くの教員は生物育成教育の指導が難しいと考えている
ことが明らかとなった。前回の栽培に関する調査では 20％強の教員がやり易いと答えている。今回
は生物育成に関するものであり，質問の言葉も違い単純に比較できないが，栽培領域の教育の実施
率の漸減に伴い，今回の調査では少し難しいと答えた割合が増えているように感じられる。

第 4 表 生物育成技術指導の難易程度(143 名)
1

2

3

4

5

回答数

18

90

27

7

1

割合%

12.6

62.9

18.9

4.9

0.7

1：難しい

2：比較的難しい

3：普通

4：比較的簡単

5：簡単

どのような点を難しいと考えているか，その内容を調べると(第 1 図)，生徒の「興味関心を得る
こと」と「興味関心を持続させること」の 2 項目を除けば，残り 8 項目全てについて「難しい+比較
的難しい」と回答した教員が半数を超え，得点化した点数も 8 項目全て 3.5 以上となった。特に「同
じ結果を得る(再現性)」と「栽培地の確保と維持」の 2 項目は得点が 4.0 以上となった。
生物育成技術を全体的に評価した難易程度と各項目の相関関係をみると(第 5 表)，
「興味関心を得
る」と「興味関心を持続させる」の 2 項目以外と 1%レベルの強い正の順位相関関係が認められた。
生きものを育てるには，その成長を確認するため長い時間を必要とし，育成地の確保・維持の問題，
環境の影響を受けて成長が変わるなど色々な要素を抱えるため，それぞれが難しいと考える先生が
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多いことも当然と考えられる。ただ，充分な指導経験がない教員が多く，イメージが先行し，生き
物を育てることが難しいと考えている可能性も高いものと思われる。

3.51＊

指導内容
扱う作物の選定

3.70

具体的な栽培法

3.65

授業時間の確保

3.62

時間の組み込み方

3.73

栽培地の確保と維持

4.01

興味関心を得る

3.02

興味関心を維持する

3.32

同じ結果を得る(再現性)

4.09

農具・資材の準備・費用の確保

3.64

0%

20%

40%

60%

80% 100%

第 1 図 生物育成の教育の内容の難易程度
難しい

比較的難しい

普通

比較的簡単

簡単

＊：5段階の評価で最も難しいと回答したものを5点として配点し，簡
単に近づくにつれて段階的に4点，3点と点数化した時の各項目の平
均得点

第 5 表 生物育成領域の全体的な難易度と各項目の関係数(スピアマンの順位相関係数)
項目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

相関係数

0.422

0.473

0.329

0.336

0.372

0.289

0.097

0.129

0.327

0.273

ｐ値

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

0.15

0.00

0.00

判定

[＊＊]

[＊＊]

[＊＊]

[＊＊]

[＊＊]

[＊＊]

[

[＊＊]

[＊＊]

項目 1：指導内容の決定
培地の確保と維持

2：扱う作物の選定
7：興味関心を得る

3：具体的な栽培法

]

4：授業時間の確保

8：興味関心を持続する

[

]

5：時間の組み込み方

9：同じ結果を得る

6：栽

10：農具・資材の準備・確

保
＊＊：1%レベルで相関あり

生物育成技術を指導する上での準備状況について第 6 表に示した。その回答の中で一応の準備を
していると答えた教員が最も多く 2/3 を占め，十分に準備をしていると答えた教員を含めると 3/4
に達した。しかし，まだ 1/4 の教員がこれからと答えている。順位相関等の調査で，栽培経験と準
備状況，生物育成の教育について感じる難易度と準備状況には明確な関係は認められなかった。
生物育成の教育にどの程度の時間を割く予定か尋ねると(第7表)，
10～14時間と答えた教員が50%
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以上，9 時間以内と回答した 36%強を加えると 90%以上が 14 時間以内の短い時間に生物育成の技術
の指導を行いたいと答えた。

第 6 表 生物育成の教育の準備状況(143 名)
充分準備している 一応準備している またこれからだ
回答数

13

95

35

割合％

9.1

66.4

24.5

第 7 表 生物育成の教育に配分する予定の時間数(143 名)
9 時間以内

10～14 時間 15～19 時間 20～24 時間 25 時間以上 その他(未定)

回答数

52

82

8

0

0

1

割合％

36.4

57.3

5.6

0

0

0.7

充分な準備を行えば，
短時間の扱いでも教育的効果を十分に上げることが出来ると考えられるが，
生物育成の教育を難しいと考える教員が，十分な準備をしないまま，短時間で行うには問題も多い
と思われる。
生徒が負担する経費についての結果を第 8 表に示した。400 円から 1000 円以内の回答が 75%以上
を占めた。技術科の他の領域でも個人負担の器具や用具を買うことが必要であり，そのバランスか
らの回答と思われる。市の教育委員会の指導で極力生徒負担を抑えることが求められている地域も
あり，この部分は今後教育内容との関係で十分な調査と検討がなされる必要があろう。
今後，生物育成の技術に関してどのような内容の教育を行いたいか答えてもらった結果を第 9 表
に示した。

第 8 表 生物育成の教育を行う上で生徒が負担する適当な費用(143 名)
１

2

3

4

5

6

7

回答数

6

70

43

9

6

6

3

割合％

4.2

49.0

30.1

6.3

4.2

4.2

2.1

5：299～200

6：199～100

7：その他(未定)

1：1000 円以上

2：999～500 円

3：499～400 円

第9表

回答数
割合％＊

4：399～300

生物育成の教育で扱いたい内容(143 名)

1

2

3

4

5

6

7

8

78

28

92

83

48

2

0

21

54.5

19.6

64.3

58.0

33.6

1.4

0

14.7

1：環境に配慮した栽培

2：他分野･教科との融合教材

5：先端技術の一端を含むような栽培

6：小動物の飼育

3：指導項目を多く含んだ栽培
7:水産生物の栽培

＊：回答者数(143 名)に対する割合
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8：制約が多く目的の栽培が出来ない
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複数回答のため，総回答数は 352 点で，一人平均 2.46 以上の項目に回答した。その中でも 50%以
上の教員が回答した項目は，
多くの指導項目のあるもの(64.3%)，
生徒に興味関心があるもの(58.0%)，
環境に配慮したもの(54.5%)であった。実習を含む授業を展開する時に大切な，指導項目が多くある
栽培や興味関心を持てる素材であること を選んだ教員が多いのは当然であろう。
森山ほか(2000)は，環境教育を技術教育の中に取り込むべきと答えた教員が一定割合存在してい
ると報告している。今回の調査でも今後の生物育成分野の教育に環境配慮した教育を行いたいと考
える教員が多かった。
今回の学習指導要領の改訂によって改編・新設された生物育成技術には，従来の作物の栽培ばか
りでなく，小動物の飼育や水産生物の栽培も含まれる。しかし，作物の栽培以外の内容を扱いたい
と回答した教員は 2 名で，蚕の飼育と小動物の飼育であった。つまり，今まで行われてきた栽培教
育が当面，生物育成技術の教育の中心となって展開することになる。ただ，小動物や水産生物の出
産・孵化と幼期の成長に教育内容を絞れば，比較的短時間での扱いが可能であり，扱う種類によっ
て成育の劇的な変化も捉えられる。近年，Food Mileage の考えが広がりつつあり，地産地消が叫ば
れる中，本県の畜産業が盛んな地域や水産業が盛んな地域においては，小動物や水産生物の飼育・
栽培を行っていくことも大切と思われる。
環境に配慮した栽培において，扱いたい内容について回答してもらった結果を第 10 表に，また，
生物育成の教育を展開する時，融合教材として扱いたいと答えてくれた教員には，その理由を第 11
表にまとめて示した。環境に配慮した栽培を選ぶと回答した教員(78 名)の 50 パーセント以上が回
答した項目は，廃棄物を有効利用した栽培(62.8%)，有機的農法を前面に出した栽培(55.1%)であっ
た。産業廃棄物を栽培容器や用土に活用したいという考え方と食糧生産活動自体の環境への影響や
生産の永続性を考慮した栽培を行いたいという考えが主に選ばれた。

第 10 表 生物育成の教育の中で環境に配慮した教育を展開する時の扱いたい内容(78 名)

回答数
割合％＊

1

２

3

4

5

6

49

16

10

43

13

3

62.8

20.5

12.8

55.1

16.7

3.8

１：産業廃棄物を利用した栽培
的栽培

２：作物の特別な能力を利用した栽培

５：農地の維持管理や用土の再生を重視した栽培

３：改良した品種や苗を利用した栽培

６：その他

＊：回答者数に対する割合

第 11 表 生物育成技術を他教科や領域との融合した教育として扱いたい理由
1

2

3

4

回答数

11

13

9

2

割合％＊

39.3

46.4

32.1

7.1

1：教育内容を深められる
利用出来る

2：生徒の興味関心を高められる

4：その他

＊：回答数 28 名に対する割合
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3：限られた時間を有効に

４：有機
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生物育成技術の教育を融合教材として扱いたい理由は，生徒の興味関心を高められる(46.4%)，教
育内容を深化出来る(39.3%)，時間の有効利用(32.1%)と意見が分かれた。
いずれにしても，現在の段階で栽培教育を展開する上で問題となる内容を改善したいという意味
合いが強いと思われるが，最近重視されている食育教育との関連を考え，生物育成技術と家庭科の
食物の領域を連携させ，生物育成領域の教育で育てた作物を食物の分野で加工し食する一連の過程
をイメージした教員が多かったと思われる。
生物育成教育を展開する上での問題点について自由に記載してもらった部分では，栽培地を確保
できない点から，鉢栽培，ペットボトル栽培，水耕栽培を行う。栽培場所や時間数や費用の問題か
ら，短期の葉菜類の栽培，栽培キットを用いた栽培を行うなどの回答が多かった。一方，将来の食
糧生産の一翼を担うと思われる植物工場の基礎技術としての水耕栽培の意義を十分踏まえた栽培を
行う，トマト等の果菜類や草花の栽培の費用を削減するため，播種からの栽培を行う，校庭の一部
を栽培地に変えるためまずコギア等の草花を栽培し，続いて通常の作物栽培を行う等，回答した教
員の多くが地道な努力をしていることがうかがえた。しかし，従来行ってきた分野の教育に加えて
生物育成の教育を行うことに大きな負担を感じている教員がいることも事実である。短時間で，簡
単にできる内容を探していると受け取れる回答もあった。それぞれの地域や学校の事情に合った実
践事例の積上げや教材開発を早急に進めることが，負担と感じる教員を含めて，生物育成の技術の
教育を，ただ，消化すればいいと考えてしまわないようにする上で大切と思われる。

まとめ

このまとめでは，今後，生物育成の教育を行う場合，98.6％の教員が作物の栽培を行うと答えて
いるため，当面，生物育成=栽培と考えて若干の検討をする。
茨城県においては，他県の場合（石塚・織田 1992，森山ほか 2000）と比べ，栽培を履修する率(教
員から見た履修状態)が前回そして今回の調査で若干高い傾向が見られたが，それでもほぼ毎年，栽
培領域を指導してきた教員の割合が 15％に過ぎない。
来年度から必修となる生物育成領域の指導に予定している時間は，9 時間以内が 40% 近く，10～
14 時間と答えた教員を含めると 90％以上であった。
多くの教員が生物育成技術教育で指導したいと
考えている内容は，授業を展開する上で大切な「指導項目を多く含んだ栽培」と「生徒にとって興
味関心を得やすい栽培」であり，さらに「環境に配慮した栽培」であった。
「環境に配慮した栽培」
の内容については，
「産業廃棄物を栽培容器や用土に利用する栽培」と「環境汚染を回避し永続的生
産を行う上で大切な有機的農法の活用」が多かった。しかし，これらの内容を 9 時間以内や 10～14
時間で初年度から教育的効果を充分に上げる形で展開するためには十分な準備が必要と考えられる。
学校教育の中で盛んに扱われている環境教育は，森山ほか(2000)によれば中学校の 72.3％で実施
されている。技術教育の中での扱いも必要であるが，実習を中心とする教科の技術科では，環境と
の関わりでどのようにして永続的・安定的生産活動を行っていけるかを示すことが重要と考えられ
る。それを生物育成領域で展開する場合，利用できる農地を確保し，それを一つの生態系，生産シ
ステムとして利用するとの視点が大切であり，そのための教材開発等が求められる。環境教育は中
学校の社会科，理科，技術・家庭科，保健体育科，さらに特別活動や道徳教育等で取り組まれるこ
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とが期待されている(文部省 1992)。それらの活動の場として，ただ観察する場でなく，環境と調和
し生活する場(生産活動もする場)として栽培地の確保・維持することは新しい課題に対応するため
にも必要と思われる。
一方で，特別の事情としての放射能問題がある。一部地域の中学校に在籍する教員から，原発事
故の影響で栽培の授業の展開が非常に難しい状態になっているとの意見があった。保護者の懸念を
考えた時，基準値は下回っていても，多少でも汚染されている農地や用土を使い，何も考慮せず栽
培教育を展開するのは困難な面がある。これらの地域では放射能の汚染を気にする保護者の理解を
得るため，多少でも汚染された可能性のある土壌や腐葉を避けて，水耕栽培や容器栽培を積極的に
展開することも必要であろう。
谷田(2010)は，技術担当教員の生物育成(栽培)に関する技術の重要性の認識は，他の領域に比べ
明らかに低いと報告している。本報告に示した茨城県の教員の栽培領域を扱ってきた割合は他の調
査と同様に低かった。また多くの教員は栽培教育が難しいと答えた。そして栽培領域を教育する上
で考えなければならない個々の内容についても難しいと答えており，特定の内容が難しいから栽培
教育は難しいと考えているのではなく，現在まで栽培教育に十分取り組んでこなかったことで漠然
とした苦手感や不安感があり，難しいと考えている場合も多いと考えられた。
これらの点と来年度(半年後)には，教員全員が生物育成の技術の教育を指導しなければならない
ことを考えると，
現場の教員だけでなく栽培教育の関係者の努力が極めて大切であると考えられる。
苦手意識と現場での色々な制約から，アンケートの一部に見られた簡単さ・短時間を考え，ただ時
間を消化する方向に走らないように，出来るだけ早くそれぞれの現場に対応できる実践研究の積上
げと教材・教具の開発への一層の努力が不可欠と判断される。
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中学校技術・家庭（家庭分野）の安全に関する教科書分析
山本紀久子＊ ・ 佐藤麻子＊＊・山田好子＊＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Homemaking Course Textbook Analysis for Consumer Safety at Junior High School

Kikuko YAMAMOTO Asako SATOU and Yoshiko YAMADA

キーワード：安全・安心、中学校技術・家庭(家庭分野)、教科書分析、消費者安全教育

中学校技術・家庭（家庭分野）における消費者安全教育の扱いを目的に、平成 24 年度使用中学校技術・家庭（家庭分野）
教科書３者の消費者安全学習に関する記載分析を行った。 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、7１6 件で、３者ともに、「B 食生活と自立 」が最も多く、次に、「C 衣生
活・住生活と自立」、「A家族、家庭と子どもの成長」、「Ｄ身近な消費生活と環境」の順であった。文意別では、「指示・説明」が
61.2%と最も多く、次に「注意喚起」16.3%、「禁止」8.0％、 「問題提起」6.8%、 「評価」3.3%、 「使用推奨」2.4%、 「目標」2.0%の
順である。 これらの記載状況の結果から、中学校技術・家庭（家庭分野）における消費者安全教育の可能性を指摘した。

はじめに
近年、身近な日常生活で、安全・安心を脅かす事件・事故などが多発している。和歌山県海南市
立中学校では、チキンカレーやマカロニサラダを調理実習時間に食べた 21 人が、下痢、発熱を訴
えた１）。岡山県新見市立中学校では、プレーンオムレツを調理し、会食後から 21 人が腹痛などを
訴え、病院を受診するなどの食中毒がみられた２）。これらの事件から、食材の加熱や手洗い不足、
食器不洗浄など、より一層の食中毒の予防が望まれた。一方、調理実習中、生徒の気分が悪くなり、
教師 1 人を含む 21 人が病院に運ばれた。その原因は、ガスストーブの排気トップがつぶれて不完
全燃焼し、さらに排気管が外れ排ガスが室内に流出したものとみられた３）。また、調理室のガスこ
んろの点火後に爆発した事故は、必要なアダプター不装着によるガス漏れが原因と推察された４）。
調理室の換気扇からの出火では、換気扇と上部の梁を焦がし、その原因がファン不装着でのモータ
ー回転による過熱によるものと考えられた５）。電源コード６）やガス栓７）などの誤使用や不注意に
――――――
*茨城大学教育学部
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- 77 -

***小田原女子短期大学食物栄養学科

茨城大学教育実践研究 30(2011)

よる製品事故、20 年以上使用した扇風機からの出火８）では、事故原因として経年劣化によるとされ
た。
製品経年劣化や消費者の誤使用･不注意による事故などを受けて、平成 18 年 12 月『消費生活用製
品安全法』が改訂され、平成 21 年 4 月『長期使用製品安全点検・表示制度』が施行された。消費者
向けに製品事故の啓発冊子が毎年発行９）されるが、誤使用や不注意による製品事故は絶えない１０）。
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。 義務教育諸学校教科用図書検定基準１１）
第３章 各教科固有の条件の基本的条件として、「家庭分野」においては、①中学校学習指導要領第２章
第８節の第２「各分野の目標及び内容」に示す項目のすべてを取り上げていること、②実験及び実習にお
ける作業の安全について適切な配慮がされていること、の 2 点が明記されている。
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、生徒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とらえることができると考えた。
中学校では、平成 24 年４月から平成 20 年告示中学校学習指導要領に基づく教科書を使用する。 ま
た、これまで２者の技術・家庭の教科書に、 新しく 1 者が加わり、平成 24 年度使用中学校技術・家庭は、
3 者により、出版される。
そこで、本稿では、中学校技術・家庭（家庭分野）における消費者安全教育の扱いを目的に、平成 24 年
度使用中学校技術・家庭（家庭分野）教科書３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。

研究方法
１

調査対象

調査対象は、平成 20 年文部科学省告示中学校学習指導要領（平成 20 年３月 28 日、第 28 号）の第 2
章 第８節 技術・家庭に基づいて編成・検定され、平成 22 年４月 文部科学省発行教科書目録１２）に記載
された平成 24 年使用の中学校技術・家庭（家庭分野）教科書３者３種３点である。
なお、３者とは、T１３）、Y１４）と K１５）で、３者の安全に関する記載数の内訳を示すときは、括弧内に T 者/Y
者/K 者の順にスラッシュを入れ示すこととする。
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、
生徒の行為が、直接的・間接的に危険・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。 また、必要に応じて小学校家庭科教科
書２者１６）１７）と記載内容の比較をした。
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恐れがないこと１８）とし、＜安全マー
ク＞等の記載内容と「安全」の文言の内容に準拠した。 教科書の章タイトルに含まれる「安全」と、課題と
して事故例がイラストである場合などは、課題の記載内容を採用し、事故例は分析対象外とした。
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抽出した記載内容は、原則として句点までを１文と数え、接続詞や読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・説
明、注意喚起、使用推進、問題提起の５種類に設定した。 さらに、消費者安全学習過程で主体的活動を
促すという点で、目標の確認・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。

結果及び考察
１ 中学校技術・家庭（家庭分野）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 内容区分別・発行者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

37

107

99

30

273( 38.1)

Y

37

88

66

9

200( 28.0)

K

32

104

87

20

243( 33.9)

59( 8.2)

716(100.0)

計(％)

106(14.8)

A:家族、家庭と子どもの成長

299(41.8)

B:食生活と自立

252(35.2)

C:衣生活・住生活と自立 D:身近な消費生活と環境

表１に、内容区分別・発行者別にみる安全に関する記載数を示す。 中学校技術・家庭科（家庭分野）
教科書の安全に関する記載数は合計 716 件である。
内容区分別では、安全に関する記載が最も多くみられるのは、コンロなどの加熱器具や包丁などを使
用する「Ｂ食生活と自立」の 41.8%である。 次に、アイロン・ミシン・暖房器具などを扱う「Ｃ衣生活・住生活
と自立」の 35.2%、幼児のおもちゃなどを扱う「A 家族・家庭と子どもの成長」の 14.8%、消費者問題などを扱
う「D 身近な消費生活と環境」の 8.2%の順である。発行者別でも、いずれも「B」「C」「A」「D」の順を示して
いる。
「C 衣生活・住生活と自立」では、Ｔ者99 件（衣生活27・住生活72）、Ｙ者66 件（衣生活25・住生活41）、
Ｋ者 87 件（衣生活 30・住生活 57）で、３者共に衣生活に比べ、住生活に２倍前後の安全に関する記載が
多くみられる。
住生活については、家庭内事故に配慮した住まいの整備、震災、防火、防犯対策が詳細に記載されて
いる。 一方、衣生活については、「振り返り」（T 者）、「復習」（Y 者、K 者）項目を設け、縫い方、ボタンつ
けの安全に関連する記載がみられるものの、すでに小学校での針、はさみやミシンなどの安全に関する
学習を前提とし、少ない記載数になっていると窺われた。
発行者別にみる安全に関する記載は、T 者が 38.1%と、最も多く、次に、K 者33.9%、Y 者28.0%の順であ
る。
Y 者は、 A 内容区分以外の内容区分では、T 者及び K 者の安全に関する記載数との間に、10 から 30
の差が認められた。 特に、 D 身近な消費生活と環境では、他者とに、 2 倍、 ３倍の開きがみられる。
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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に、発行者別及び危険要因等別の安全に関する記載数を示す。 危険要因について、学校にお
ける製品安全や食品安全の視点に立っての消費者安全学習が必要と考え、ここでは危険源であるスチ
ームではなく、「アイロン」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、発行者の数値を T 者、Y 者、K 者の順に記述した。
表２-１ 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

Y

K

計

A 幼児への配慮
遊び場所・環境
おもちゃ
おもちゃマーク
幼児の衣服
階段の段差
交通安全
法律等
小計

20
5
4
2
0
1
0
5
37

13
8
2
2
7
0
2
3
37

13
3
7
1
0
1
0
7
32

46
16
13
5
7
2
2
15
106

B 調理用具・食器
包丁
まな板
ふきん
さいばし
ガスこんろ
冷蔵庫
電子レンジ
調理台
調理実習・方法
身支度・服装
法律･制度
部屋
床
換気扇
食品問題
食品表示
ゴミ
消火器
小計

11
11
7
4
0
16
6
0
1
0
22
1
2
0
1
21
2
2
0
107

3
7
10
8
0
15
1
0
2
2
20
0
0
1
0
15
2
1
1
88

5
11
11
5
1
16
9
2
2
0
9
5
0
0
0
16
11
0
0
103

19
29
28
17
1
47
16
2
5
2
51
6
2
1
1
52
15
3
1
298

発行者別（T/Y/K）の危険源・事故の型

ST マーク 1/1/1 共遊玩具マーク 0/1/1

児童憲章 1/1/1 権利条約 1/1/1

刃先 1/1/1

不完全燃焼 4/2/2 可燃物 2/3/1

手洗い 10/7/3
食品安全基本法 1/0/1
換気 1/0/0
採光 1/0/0

生魚・生肉 8/2/1 揚げ油 0/2/0
トレーサビリティー1/1/1

（１） A 家族、家庭と子どもの成長の内容区分
「幼児への配慮」は、46 件（20/13/13）である。 3 者とも幼児と触れ合うときの注意点を具体的に記載し
ている。 Ｔ者は、＜安全マーク＞で「危険のないように、きちんと身支度をする」と記載している。 Ｙ者
は、 「幼児にけがをさせないように、つめを短く切っておく。幼児に接する前に、手を石けんで洗い、清
潔にする」 「ヘアピンやアクセサリーなど、幼児にとって危険なものは身につけない」と具体的に記載し
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ている。 Ｋ者では、「髪やつめなど清潔面に注意する」と記載され、さらに、男女のイラストで、「髪の毛は
衛生的に整えて、つめが伸びていると危険」とイラストにも記載され、安全面が強調されている。
「遊び場所・環境」は、16 件(5/8/3)で、Ｔ者は、
「屋外では自動車や自転車、段差や溝、屋内で
は家具やコードなど中学生なら注意して防ぐことができても、････幼児の立場になって遊び場所を
見直してみましょう」と、中学生の場合と比較して危険要因を具体的に記載している。Ｙ者は、
「家
の中、公園、道路など、それぞれの場所に合わせた安全を考えていくことが大切です」と詳細に記
載しているが、さらに具体的事例もほしい。Ｋ者においても、
「子どもが安全に遊べる場所や時間を
確保し････」とあり、子どもが安全に遊べる場所が具体的に記載されていない。
「おもちゃ」は、13 件（4/2/7）で、 『おもちゃを選ぶポイント』に、Ｔ者「安全で丈夫なもの」、Ｙ者「安全
への配慮がなされているもの」、Ｋ者 『おもちゃの選び方』として「幼児自身や人を傷付けるなど危険は
ないか」を問題提起している。
「おもちゃマーク」は、5 件（2/2/1）で、３者ともに、「玩具安全マーク（ＳＴマーク）」がある。 「共遊玩具
マーク」については、 Y 者及び K 者が取り上げている。
「幼児の衣服」は、７件(0/7/0)で、Ｙ者は、
『幼児にとって危険な衣服の例』
「長いひも、フード
付きの服、くつ下、 大き過ぎる服」と具体的に衣服を示し、どのような危険があるか記載している。
「交通安全」は、Ｙ者 2 件で、
『幼児の生活習慣』の課題として、
「子どもが次の生活習慣を身に
つけていくためには、おとなはどんな援助をしたらよいのだろうか。交通安全のマナーを身につけ
る」と問題提起し、さらに、社会的生活習慣の例として「交通安全のルールを守る」がある。
（２） B 食生活と自立の内容区分
「調理用具・食器」は、 19 件(11/3/5)である。 ３者ともに指示・説明として「決められた場所に戻す」と
記載されている。 Ｔ者は、 「調理用具は使い終わったらすぐに洗って元の場所に戻す」「使用後はよく
洗い」「煮沸消毒や漂白剤などで殺菌する」とあり、 特に、 洗い方、 元の場所に戻すなどの各４件が重
複してみられる。 Ｋ者は「食器は洗って」としか記載がなく、 どのように洗うかまでは記載されていない。
Ｙ者は、 後片付けの食器については触れていない。 「調理室の調理用具は、 使用前に軽く洗う」と記
載されているが、 学校の状況によって調理用具の保管状況も違うので検討が必要であろう。
「包丁」は、29 件（11/7/11）である。 包丁の取り扱い方では、3 者ともに、「刃先を人に向けない」及び
「材料の押さえ方」をあげている。 T 者は、「指先を丸めて食品を押さえる」、Y 者は、イラストとともに ［○
指を内側に折り込んで材料を押さえる］と［×指を伸ばしたまま切ると危険］、K 者には、イラストに○×を
示し、さらに、＜安全マーク＞を示して二重に注意喚起する記載がみられる。 T 者及び K 者では、包丁
の持ち方、T 者及び Y 者では、材料の切り方、包丁の渡し方の記載がみられる。 特に、T 者は、「包丁の
受け渡しは調理台の上において渡す」、さらに、使い終わったら、「調理台の上に置きっぱなしにせずに、
すぐに所定の場所にかたづける」という記載とともに、＜安全マーク＞で示し、二重に注意喚起する記載
がみられる。 さらに、片付け方として、運ぶときは「バットなどに載せて運ぶ」と具体的に記載されている。
Y者及びK者には、生の肉を扱った後の包丁の取り扱い方の記載がみられる。 さらに、T者には、 包丁
を持つときの姿勢として、「まな板の正面に立ち、右足を少し後ろにして斜めになる」の記載がみられる。
小学校教科書では、包丁の洗い方やまな板への置き方が具体的に示されているが、中学校では記載さ
れていない。 K 者に、包丁を使い終わった後に「きれいに洗ってよくかわかす」の記載はあるが、包丁の
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洗い方については記載がない。 安全を考えた場合、包丁の洗い方と使い終わった後に、まな板のどこ
にどの向きで、包丁を置くか、 イラストだけでもよいので記載が望まれる。
「まな板」は、28 件（7/10/11）の記載がみられる。 まな板の取り扱い方では、まな板の使い分け、まな
板の殺菌、使う前、洗い方、干し方の記載がみられる。 ３者ともに、まな板の使い分けと後片付けとして、
「まな板の殺菌」の記載がみられる。 小学校教科書では、生の肉や魚を扱わないため、まな板の使い分
けの記載はみられないが、中学校では、肉や魚を扱うために、３者ともに、使い分けと使った後の殺菌の
仕方の記載がみられると推察される。 特にまな板の使い分けについては、＜安全マーク＞や安全を促
す頁（Y 者）で二重に注意喚起する記載がみられる。 記載内容としては、Y 者と K 者を合わせ、「まな板
は、生の肉や魚を扱う面、野菜の面を決めておき、 使い分けるようにする。」とした方がよりわかりやすい。
まな板を使う前については、Y 者及び K 者は、「まな板を使う前に水で洗い、ふきんでふいてから使うこ
と」と、具体的な方法まで記載がある。 小学校では、2 者ともに、「まな板を使う前」の記載がみられ、特に
T 者には、方法がみられるが、中学校では、記載がみられないので安全面からの記載が望まれる。
「ふきん」は、17 件（4/8/5）で、洗い方と干し方の記載がみられる。 ３者ともに、「熱湯や漂白剤を使っ
て殺菌する」と、具体的な方法の記載がみられる。 Y 者のみ、「ふきんと台ふきんは区別して使う」と、用
途や場所によってきちんと使い分ける記載があるが、油性マジックで用途をふきんに書いたり、色違いの
ふきんを使用するなどの具体的な方法の記載は認められない。
「さいばし」は、1 件（0/0/1）で、Ｋ者「生の肉を扱ったさいばしは細菌がついていることがあるので調理
済み食品に触れないように注意しましょう」と生の肉を扱った場合の記載がみられ、 食中毒の予防になる
のでこの一文は重要と考える。
「ガスこんろ」は、47 件（16/15/16）の記載がみられる。 3 者ともに「立ち消え」という文言を使用し、Ｔ者
は、「ガスの点火を確認し、立ち消えに注意する」と具体的指示を与えている。 さらに、Ｙ者は「ふきこぼ
れや風などの炎の立ち消えに注意する」と具体的に立ち消えが起こる場面を示している。 一方、Ｋ者は、
「ふきこぼれ、立ち消えによるガスもれに注意する」とあるが、立ち消えがどの場面で起こるか記載されて
いないので、起因の確認などの記載が望まれる。 さらに、Ｋ者は、「やけどなどの事故がないように気を
つける」と注意喚起している。 しかし、どの場面で事故が起こりやすいかの記載はみられないので、具体
例の記載が望まれる。
「冷蔵庫」は、16 件（6/1/9）の記載がある。 Ｙ者が、「鮮度のよい食品を購入し、冷蔵庫に入れるなどし
て、適切に保存する」の 1 件のみに対し、T 者とＫ者は、5 件（「熱い食品を冷やして入れる」「乾燥防止の
ため容器に入れる」「詰めすぎない」「ドアの開閉を少なく」「再冷凍しない」）が共通して記載されている。
さらに、 Ｋ者は、『冷凍保存のポイント』として「野菜はゆでてから冷凍」「乾燥するので包装は二重にす
る」を加えて、５件の記載がみられる。 Ｔ者のみの記載として、「定期的に清掃する」がみられる。
「電子レンジ」は、２件（0/0/2）の記載がみられる。 K 者のみ、「耐熱ガラスや陶磁器は使えるが、プラ
スチック製品は耐熱温度を確かめる」「金属のボウルやホイルはマイクロ波を反射するので使えない」と電
子レンジに使用できない理由と品目例があげられている。
「調理台」は、５件(1/2/2)の記載がみられる。 ３者に、調理台の清掃がみられる一方、Ｙ者は、「チェッ
クしよう □調理台の上には、不要なものを置かない」と、禁止事項を記載している。
「身支度・服装」は、51 件（22/20/9）の記載がみられる。3 者ともに、エプロン・三角巾・マスク（K 者の服
装はイラストのみ）の着用を記載している。Y 者のみ生徒に「三角巾やバンダナなどをかぶるのはどうし
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て？」と、なぜ必要なのかの問いを出し考えさせた後に、理由を記載している。 エプロンなどの調理の
際の服装について、T 者や K 者は、「うでや足が露出しない服装」の記載に対し、Y 者は、エプロンの長さ
にはふれていないが、「エプロンやスモックなどを着用するのはどうして？」の問いから「調理で衣服がよ
ごれるのを防ぐ」ためと、理由を説明している。また、服装の他に、爪、髪の毛、手指の怪我をした人につ
いても触れている。その他、T 者のみが、実習に適した履物についても触れている。一方、手洗いは、20
件(10/7/3)の記載がみられ、Ｔ者は、
「実習の安全」頁の中の「手の洗い方」として 10 項目に分けて
段階を追って洗い方を説明している。手の洗い方は爪や親指まで細かく示しているが、なぜ手を洗
うのか理由の記載はない。Ｙ者は、
「衛生的な調理」の「１ 細菌をつけない」で手の洗い方を「細
菌は水だけでは落ちにくい。必ず石けんを使う」と、なぜ手を洗うのか理由とともに、手の洗い方
を、爪の中は特に雑菌がたまりやすいことなど詳細に述べている。Ｋ者は、
「食中毒に注意しよう」
で、手洗いを取り上げている。しかし、洗い方として「指の間と手首をしっかり洗い、細菌を落と
す」と示しているが、爪や親指など雑菌がたまりやすいというように Y 者のように記載されること
が望まれる。
「食品問題」は、52 件(21/15/16)の記載がみられる。
「食品の洗浄」17 件(14/2/１)では、Ｔ者とＫ者
には、
「野菜はよく洗う」と記載されている。さらに、Ｔ者は、
「レタスやキャベツなどは１枚ずつ
流水で洗う」
「青菜は根本（根元の表記が適していると思われるが）を広げるように洗う」
「泥を落
として使う」など具体的に野菜の種類ごとに洗い方を示している。生魚・生肉の扱いは、 11 件(8/2/1)
で、 T 者「中まで十分に火を通す」
、Y 者「中までしっかり火を通す」に対して、K 者「加熱不足
にならないようにする」の記載がある。
（３） C 衣生活・住生活と自立の内容区分
「針」は、5 件(1/3/１)の記載がみられる。小学校では、11 件(Ｔ者 3 件・Ｋ者 8 件)の記載がみられ、
針の安全な使い方として、
「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」と危
険回避のための具体的な行動がみられる。一方、中学校では、Ｔ者「折れ針は定められた容器に入
れる」を『実習の安全』の頁の実習中の欄に 1 件のみしか記載されていない。Ｙ者は、製作実習の
基礎の一つとして『安全に作るために』の頁にまとめて「針の扱い方」として、
「使い始める前とあ
とに、本数を確かめる」
「縫いながら、針先を上に向けて思いっきり引っ張ると、近くにいる人を刺
してしまうかもしれないので注意が必要である」
「針先は下を向けるようにしよう」と危険回避のた
めの具体的な行動がみられる。Ｋ者は、小学校教科書では 8 件と多いが、中学校では、1 件のみ「そ
れぞれの作業に必要な用具を準備し、安全で正しい使い方を確認しましょう」と、用具全般に注意
喚起しているが、具体的事例はみられない。
「はさみ」は、13 件（3/4/6）の記載がみられ、はさみの受け渡し方では、Ｔ者「刃物（はさみ）の受け渡し
をするときは、刃先を相手に向けない」、Ｙ者「手渡すときは、刃先を人に向けない」、Ｋ者「受け渡し 相
手に刃先を向けない」と 3 者共通している。 Ｔ者とＫ者に 「使ったものは、保管場所に戻すこと」として、
記載がみられる。 さらに、K 者は、「キャップやさやがあるものはかぶせておくこと」も付記している。 安
全を考えると、刃先に気をつける必要があるので、ハサミの受け渡し方に着目させる記載が望まれる。
「アイロン」は、20 件（1/10/9）の記載がみられた。アイロンは高温になるので、Ｔ者は、「実習の安全」の
頁の「実習中」の部分に、アイロンかけをしているイラストの近くに「やけどやけがをしないように気を付け
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る」という表記があるが、危険回避の具体的な記載はない。 Ｙ者とＫ者は、「アイロンの安全な使い方」と
して、かけ面は高温になるのでさわらないこと、スチームアイロンの先に手を近づけないこと、アイロンを
表２-２ 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

Y

K

計

C 針
はさみ
アイロン
ミシン
機械・用具、作業台
洗濯機
住宅用洗剤
暖房器具
ゴミ
照明器具
換気扇
身支度
浴室
トイレ
廊下
階段の段差
床
手すり
電源
家庭内事故
住まい方
火災
防犯
自然災害
法律

1
3
1
6
7
3
0
9
2
1
0
4
3
1
1
4
2
0
2
11
13
4
5
15
1

3
4
10
6
0
0
6
1
1
0
1
2
1
1
2
0
0
0
0
3
3
4
7
11
0

1
6
9
11
0
3
0
5
0
1
0
0
1
2
0
0
2
1
0
15
9
2
3
16
0

5
13
20
23
7
6
6
15
3
2
1
6
5
4
3
4
4
1
2
29
25
10
15
42
1

99

66

87

252

13
8
0
9
30

0
2
0
7
9

8
3
1
8
20

21
13
1
24
59

小計
D 表示・マーク
消費者トラブル
水
法律等
小計

発行者別（T/Y/K）の危険源・事故の型
針先 0/2/0
折れ針 1/0/0
刃先 1/2/1
プラグ 0/0/2 火傷 1/1/1 スチーム 0/1/1
プラグ 0/1/3 よそ見・ふざけ 2/1/0
漏電 2/0/1
ふたを開ける 1/0/1
有毒ガス 0/1/0
換気 6/0/5

着方 1/0/0
転倒 2/1/0
転倒 1/1/0
転倒 1/1/0
転倒 4/0/0
転倒 1/0/2

火災報知器 1/ 0/1 消火器 0/1/1
家具 5/6/7 非常持ち出し 1/3/1
消防法

使うときにはその場を離れないこと、安定した場所に置くことなど具体的に記載している。さらに、Ｋ者は、
＜安全マーク＞で「アイロンの安全な使い方」として、□のチェック項目を示すなどの 6 件の記載がみら
れる。Y 者は、「アイロンの安全で正しい使い方」に、アイロンがけのイラストの吹き出しで 5 件記載してい
る。
「ミシン」については、23 件（6/6/11）の記載がみられ、 その内訳は「ミシン」12 件、「ミシン針」８件、「コ
ントローラ」３件である。 T者は、縫うときに注意することで、他の2者にはない「体が針棒の正面にくるよう
に座る」を記載している。 Ｋ者は、＜安全マーク＞で『ミシンを使うときの注意』として、「コントローラ」2 件
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を除く、3 項目 9 件(置き方・運び方 2、電源 3、縫うとき 4)のチェック項目をあげている。 3 者共通に「縫う
ときは、針先から目を離さない」「針の下に手を置かない」の記載がみられ、特に、Ｙ者と K 者は、 ＜安全
マーク＞で強調している。
「コントローラ」については、3件（1/0/2）記載がみられる。 最近のミシンには、手で操作する「スタート・
ストップボタン」がある。 Ｔ者は、イラストに赤ボタンのイラストはあるものの、名称と説明文はない。 Ｋ者
は、イラストに「スタート・ストップボタン」は明記されているものの、説明文がない。 安全面を配慮すると、
「コントローラ」に足をのせたままでは、大きな事故につながることがあるので、繰り返し安全面への配慮
についての記載が必要である。 なお、K 者では、 「コントローラー」及び「コントローラ」が混在して表記
している。
「洗濯機」は、６件（3/0/3）の記載がみられる。 特に、Ｔ者は、「洗たく機などアース線の接地を必要と
する電気機器は必ず接地して使う（安全マーク）」と記載し、さらに「接地していれば、ろう電しても電流は
接地線を流れ、感電を防ぐことができる」と理由を述べている。 K 者は、「安全 アース確認」として、チェ
ック欄を設けている。 それに対して Y 者は、アース線については触れていない。
「住宅用洗剤」は、T 者のみ６件で、 酸性系と塩素系洗剤を混ぜて使用しないこと以外にも子どもの取
扱い、目、換気などに関する注意表示がみられる。
「暖房器具」は、15 件（9/1/5）中、 Ｔ者は、『室内の換気』で、窓を開けて換気する方法と機械を利用し
た換気方法を記載し、換気の必要性を示している。 Y 者は、「必ず換気」とあるが、換気の必要性の説明
が望まれる。 K 者は、器具の不完全燃焼により発生する一酸化炭素が原因で起こる中毒を防ぐために
換気の必要性を順序立てて説明している。 小学校教科書では、T 者は「1 時間に 1・2 回、1～２分ほど窓
を開けて空気を入れる」と具体的数値で行動化されやすく記載されている。 中学校では、行動が必要な
理由を示すことで実践が積極的になると考える。 可燃物については、 4 件（3/1/0）みられ、 T 者「スト
ーブの周辺で洗濯物を干したり」「燃えやすい物を近くに置いたりしない」、Y 者「非常時に火を消す機能
のついた暖房器具を使用したりするなどの対策」などの記載がみられる。
「床」「浴室」「トイレ」「廊下」「手すり」「階段の段差」などの多くは、高齢者や幼児の身体や行動の特徴と
住まいの安全対策として取り扱われている。
「家庭内事故」は、29 件(11/3/15)の記載がみられる。3 者ともに、 高齢者及び幼児の事例をあげ、 課
題などを取り上げている。 K 者は、 身体や行動の特徴から家庭内事故の起こる理由をあげて考えてい
る。
「住まい方」は、25 件(13/3/9)で、 「安全な住まい方」16 件（11/2/3）と「安全点検と対策」9 件（2/1/6）
の記載が多くみられる。
「火災」は、10 件(4/4/2)の記載がみられ、 K 者では、 「可燃物の有無、 報知器やガスもれ警報器な
どの安全チェック」を設けている。 T 者では、 「調理中には、 こんろから離れない」「燃えやすいものを
置かない・干したりしない」というように具体的な注意事項を記載している。
「防犯」は、15 件(5/7/3)で、 ３者ともに、 防犯対策を資料やチェック形式で具体的に記載している。
「自然災害」は、42 件(15/11/16)の記載がある。 「家具」18 件(5/6/7)では、 ３者ともに地震で家具が倒
れた室内写真を記載し、住まいの震災対策の一つとして、家具の配置から安全対策について問題提起し
ている。 どのような安全対策をとったらよいかを示している。「非常持ち出し袋」５件(1/3/1)では、 「地震
などの災害のときに必要な、住まいに備えておきたい物を考え、表などにまとめましょう」と問題提起をし
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ている。 Ｙ者とＫ者は非常持ち出し袋の中身を示すなどの説明にとどまっている。 ここでは、生徒に考
えさせる問題提起の形が望まれる。 なお、 Y 者は、 「生活の課題の実践」で見開きを使い、 「我が家
の防災対策」として、 B さんの実践例を示している。
（４） D 身近な消費生活と環境の内容区分
「表示・マーク」は、21 件（13/0/8）の記載がみられ、 Ｔ者では、11 種類のマーク（ＳＣマーク２、 ＰＳＥ
マーク２、ＳＧマーク、ＳＴマーク、ＳＦマーク、警告表示４種類）と説明がみられる。 Ｋ者では、７種類あげ
ているが警告表示はない。 Y 者では、 A 内容区分に ST マークがみられたが、 D 内容区分にはない。
「消費者トラブル」は、13 件（8/2/3）の記載がみられる。 Ｔ者のみ『買い物や契約の際の注意点』として、
＜安全マーク＞を示し、「いらないときは『結構です』と言うのではなく、『いりません』とはっきり断る」、「う
かつに買うと言ったり、サインをしたりしない。それだけで契約になる」など具体的に５件を記載している。
「法律等」は、24 件（9/7/8）の記載がみられる。 ３者ともに、消費者関連法以外に、 消費者を支える公
的機関として、「国民生活センター」や「消費生活センター」だけでなく、食品の偽装問題や製品事故が相
次いでいることから、消費者庁も取り上げている。 Ｙ者は、「消費者の権利」と「消費者の役割（責任）」と
いう表現をし、国際的な消費者運動の機関である国際消費者機構（ＣＩ）の文言も取り上げている。
３ 安全に関する文意別・発行者別の記載数
表３ 安全に関する文意別・発行者別の記載数
項目/発行者
禁止

T
16(0/3/13/0)

Y

K

21(0/8/13/0)

20(2/7/11/0)

合計(％)
57( 8.0)

指示･説明

178(18/82/54/24)

125(22/64/32/7)

135(16/60/39/20)

438( 61.2)

注意喚起

41(12/19/4/6)

25(12/5/8/0)

51(10/34/7/0)

117( 16.3)

使用推奨

5(1/0/4/0)

9(1/2/6/0)

3(0/0/3/0)

17( 2.4)

問題提起

21(5/1/15/0)

14(1/8/4/1)

14(4/2/8/0)

49( 6.8)

目標

6(0/1/5/0)

2(0/0/1/1)

6(0/1/5/0)

14( 2.0)

評価

6(1/1/4/0)

4(1/1/2/0)

14(0/0/14/0)

24( 3.3)

合計(A/B/C/D)

273(37/107/99/30)

200(37/88/66/9)

243(32/104/87/20)

716(100.0)

備考 : A 家族、家庭と子どもの成長 / B 食生活と自立 / C 衣生活・住生活と自立 / D 身近な消費生活と環境

表３に、 安全に関する文意別・発行者別の記載数を示す。抽出した記載内容を、文意毎に禁止、指
示・説明、注意喚起、使用推奨、問題提起と、消費者安全学習過程で目標の確認・自己評価の重視から、
目標、評価の計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するものである。
「指示・説明」は、実習用具などの正しい使用方法の説明、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。
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「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ものである。 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」
が動作・行動を促す動機などになり、疑問から行動に移す起点になるので、「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、消費者安全学習に関連した目標を設定して、消費者安全
学習の目標確認を行っているもので、教科書では、「学習の目標」「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ものである。
「評価」は、題材や実習製作などにおいて、消費者安全学習に関連した自己評価、学習者自身が評価、
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。
文意別では、「指示・説明」が最も多く、全体の 61.2%を占め、次に「注意喚起」16.3%、「禁止」8.0%、「問
題提起」6.8%、「評価」3.3%、「使用推奨」2.4%、「目標」2.0%の順である。 「指示・説明」と「注意喚起」で全体
の 77.5%と８割弱を占める。
小学校では、「指示(説明を含む)」46.5%、「禁止」13.8%、「問題提起」11.9%、「評価」10.0%、「目標」7.4%、
「注意喚起」7.0%の順に対し、中学校では、「指示・説明」61.2%、「注意喚起」16.3%、「禁止」8.0%、「問題提
起」6.8%の順である。 校種別では、「注意喚起」及び「禁止」が逆転しており、中学校では、危険因子に対
しては「禁止」よりも、「注意喚起」が多く記載されていることが明らかになった。
「注意喚起」(16.3%)は、 「A 家族・家庭と子どもの成長」では、３者ともに幼児と触れあうときの注意点と
して、Ｔ者は、＜安全マーク＞をつけて、「けがや事故がないように、次の点に気を付けましょう」、Ｙ者は、
「ふれあい実習の事前準備と注意点」、Ｋ者は「幼児の発達の特徴から、安全面についても次の点に留意
しよう」と、より具体的な対処法が記載されている。 Ｔ者は、「こんろに片手なべを置くときは、柄の向きに
注意する」と＜安全マーク＞を入れ、やけどへの注意喚起をしている。
「禁止」（8.0%）は、３者ともに、「はさみ」や「包丁」の「刃先を人に向けない」がみられる。 さらに、Ｙ者の
「こんろの周囲に燃えやすいものを置かない」「けがをしている人は直接食品にさわらない」、K 者の「よそ
みをしたりふざけたりしない」などである。
「使用推奨」（2.4%）では、 T 者「震度によって、自分の住まいにどのような被害が想定されるのか調べ
ておきましょう」、Ｙ者「万が一のときのために、調理する場所の近くには、消火器を用意しておくとよい」な
どの記載がみられる。
「問題提起」（6.8%）では、題材の最初に「Ｑ」や「話し合ってみよう」で問題を示したり、？マーク（考えよ
う）で問題提起をしたりしている。 具体的には、Y 者「Ｑ 手首をよくあらわないといけないのはどうして？」、
T 者「住まいの安全のために何ができるかな」などがみられる。
「目標」(2.0%)は、３者ともに、題材の最初に「目標」に当たるものを記載している。Ｔ者の「目標」は、チェ
ック項目が、Ｋ者の「学習の目標」には、１、２件の項目がみられる。 Ｔ者「目標 安全に住むためにはどう
したらよいだろう」、Ｙ者「ポイント 住まいを安全で安心できる状態に整えることは、快適な生活のために
必要な条件のひとつです」、 Ｋ者「学習の目標 安全な住まい方を考えたり、非常時の備えとして必要な
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ものをあげたりすることができる」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る。
「評価」(3.3%)は、『学習のまとめ』『ふり返ろう』『確認問題』などに記載がみられる。 Ｙ者では、「ふり返
ろう 小学校で学習した、季節に合わせた暑さ・寒さの調節の仕方や整理・整とんの仕方についても思い
出そう」として、『快適な室内環境のための工夫』で 28 件の工夫例をイラストで記載している。K 者は、「ふ
り返り 災害への備えの必要性がわかり、住まいや地域における工夫を考えることができましたか」と示し、
「学習の目標 安全な住まい方を考えたり、非常時の備えとして必要なものをあげたりすることができる」と
対応した記載の仕方で、チェック欄を設け確認できるようになっている。T 者は、「学習のまとめ 学習を振
り返ろう」で、≪C 衣生活・住生活と自立≫のまとめとして、「安全で快適な住まい方の工夫」「家族の安全
を考えて室内環境の整え方」などの自己評価を求めている記載がみられる。
４ ＜安全マーク＞における文意別・内容区分別・発行者別の記載数
表４ ＜安全マーク＞における発行者別・内容区分別・文意別の記載数
内容区分/発行者

T

Y

K

A

５ 14 (0/5/8/0/1)

０

0(0/0/0/0/0)

２

B

３ 14(1/0/13/0/0)

０

0(0/0/0/0/0)

３ 21(4/5/12/0/0)

６ 35(5/5/25/0/0)

C

３

9(4/3/2/0/0)

１

2(2/0/0/0/0)

３ 23(9/8/6/0/0)

７ 34(15/11/8/0/0)

D

１

5(0/0/5/0/0)

０

0(0/0/0/0/0)

０

１

42(5/8/28/0/1)

１

2(2/0/0/0/0)

８ 47(14/14/19/0/0) ２１ 91(21/22/47/0/1)

計

１２

3(1/1/1/0/0)

計

0(0/0/0/0/0)

７ 17（1/6/9/0/１）

5(0/0/5/0/0)

太字：安全マーク数 括弧内の左：安全の記載数(件)、括弧内の右:禁止、指示・説明、注意喚起、使用推奨、問題提起の順に記載数を示す。

表４に、＜安全マーク＞における発行者別・内容区分別・文意別の記載数を示す。 安全に関する記
載には、3 者ともに、一部に＜安全マーク＞が設けられている。 T 者は、「実習を行う際の安全について
の注意事項」の説明文とともに、緑地で安全の文字間に黄十字がみられる。 K 者は、「作業を安全に進
めるために注意することがら」の説明文とともに、緑地に白十字がみられる。 一方、Y 者は、赤手形に白
抜きで安全の文字がみられるものの、白十字や説明文は認められない。
＜安全マーク＞は、 21 点で、 T 者が 12 点と最も多く、 次に K 者８点、 Y 者１点の順である。 記載
内容は、９１件で、安全に関する記載全体(716 件)の 12.7%にみられる。 内訳は、K 者47 件（6.6%）、 次に
Ｔ者42 件(5.9%）、Y 者２件（0.3%）の順で、 K 者は、 T 者より＜安全マーク＞が４点少なく、 件数では、 5
件(0.7%)多い。
T 者＜安全マーク＞12 点中、 本文中にタイトルをつけて、 内容を示しているもの６点は、見開きの
『実習の安全』の一般的な注意事項の中に、 説明として、タイトルと頁を記載している。 しかし、本文中
にタイトルがない６点は、 見開きの『実習の安全』 に記載されていない。 見開きの『実習の安全』には、
「おもちゃの安全マーク」１点 1 件のみで、他の「注意点」と記載レベルが異なる。 どのような記載基準を
設けているのか疑問が残る。 Ｙ者の＜安全マーク＞1 点は、『ミシンの使い方の復習の部分の縫うときの
注意』として、危険が予想される行為２件（「縫うときは、針の下に指を入れない」「縫っている間は、針先か
ら目を離さない」）に対して記載されているものである。 この＜安全マーク＞は、他者より大きく、 説明文
がみられないこと、このマーク1 点のみの記載であること、さらに手を図案化し安全の十字を示していない
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ため、＜安全マーク＞の記載基準としての疑問が残る。 K 者の＜安全マーク＞８点中２点（『アイロンの
安全な使い方』６件、 『ミシンを使うときの注意』10 件 計 16 件 34.0%）にチェック項目形式がみられ、 注
目すべきである。 他に、 『幼児と遊ぶおもちゃづくり』「手が幼児の目に入らないように注意しよう」１点１
件などに＜安全マーク＞の記載があり、注意喚起があるが、作品づくりでの注意喚起に留まっている。
内容区分別では、＜安全マーク＞は、≪A 家族、家庭と子どもの成長≫及び≪C 衣生活・住生活と
自立≫が７点で、 最も多く、 次に≪B 食生活と自立≫6 点、 ≪D 身近な消費生活と環境≫1 点の順
である。記載件数では、≪B 食生活と自立≫35 件が最も多く、 次に、 ≪C 衣生活・住生活と自立≫34
件、 ≪A 家族、家庭と子どもの成長≫17 件、 ≪D 身近な消費生活と環境≫５件の順で、 ≪A≫が後退
し、 ≪B≫及び≪C≫の衣・食・住生活における安全に関する記載が 75.8%と多くを占める。
T 者は、≪A 家族、家庭と子どもの成長≫の７点中５点 14 件にみられる。
「ST マークの説明」及
び「幼児とふれあうときの注意点」を３者共通に記載しているが、T 者のみに＜安全マーク＞がみ
られ、具体的な注意点７件がみられる。他の３点は、
「幼児とのかかわりあい方」３件、
「幼児のお
もちゃ」２件、
「階段の段差」１件であり、子どもの安全に関する記載に多くみられ、注目すべきで
ある。また、T 者は、≪D 身近な消費生活と環境≫の「買い物や契約の際の注意点」に＜安全マーク＞
1 件、 『いらないときは、「結構です」と言うのではなく「いりません」とはっきり断る』など、 迷惑行為の具
体的な対処法の安全に関する記載が５件あり、 消費に関連した安全・安心を脅かす要因の記載がみら
れることは、注目すべきである。
文意別では、「注意喚起」47 件と最も多く、 次に、「指示・説明」22 件、 「禁止」21 件、 「問題提起」1 件
の順で、 「使用推奨」はなかった。
安全に関する記載全体(716 件)では、「指示・説明」（61.2%）、「注意喚起」(16.3%)の順に対し、＜安全マ
ーク＞記載では、「注意喚起」(51.6%)、 「指示・説明」(24.2%)に逆転した順となっている。 「＜安全マーク
＞には、注意事項を示す」の記載があるため、「注意喚起」が半数を占めていることが窺えた。
「問題提起」は、 T 者の≪A 家族、 家庭と子どもの成長≫「自分の作ったおもちゃを幼児がどのよう
に扱うかを想像し、 遊びの安全を考えよう」がみられ、 注目すべきである。

まとめ
中学校技術・家庭（家庭分野）における消費者安全教育の扱いを目的に、平成 24 年度使用中学校技
術・家庭（家庭分野）教科書３者を調査資料として消費者安全学習に関する記載分析を行った結果、以下
の知見を得た。
１） 中学校技術・家庭科（家庭分野）教科書の安全に関する記載数は、合計716 件で、内容区分別では、
「Ｂ食生活と自立」41.8%、「Ｃ衣生活・住生活と自立」35.2%、「A 家族・家庭と子どもの成長」14.8%、「D 身近
な消費生活と環境」8.2%の順である。 発行者別では、T 者 38.1%が最も多く、次に、K 者 33.9%、Y 者
28.0%の順で、３者ともに、内容区分別の順位と同一傾向を示す。
２)

＜安全マーク＞については、T 者と K 者は、説明文とともに、緑地に白十字や黄十字がみられる。

一方、Y者は、赤手形に白抜きの安全の文字があるものの白十字や説明文はなく、1点のみである。 安
全に関する記載（716件）に、＜安全マーク＞が21点91件（12.7%）みられる。 T者は、12点42件（5.9%）
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と最も多く、 次に K 者８点 47 件（6.6%）、 Y 者１点 2 件（0.3%）の順で、Y 者の安全に関する記載が極端
に少ない。K 者は、T 者より＜安全マーク＞が４点少ないが、件数では、5 件(0.7%)多い。 Y 者の＜安全
マーク＞は、1 点のみで、安全の十字を示していないため、＜安全マーク＞の記載基準としての疑問が
残る。T 者のみ「契約」で、５件「買い物や契約の際の注意点」として＜安全マーク＞があり、≪D 身近な
消費生活と環境≫に、安全と安心を脅かす要因の記載があることは注目すべきである。
３） 内容区分別の＜安全マーク＞は、≪A 家族・家庭と子どもの成長≫及び≪C 衣生活・住生活と自
立≫が７点で、最も多く、次に≪B 食生活と自立≫6 点、 ≪D 身近な消費生活と環境≫1 点の順で
ある。記載件数では、≪B 食生活と自立≫35 件が最も多く、次に、≪C 衣生活・住生活≫34 件、≪A 家
族、家庭と子どもの成長≫17 件、≪D 身近な消費生活と環境≫５件の順である。 ≪B≫及び≪C≫の
衣・食・住生活における安全に関する記載が 75.8%と、多くを占める。 文意別では、「注意喚起」が 47 件
と最も多く、次に、「指示・説明」22 件、「禁止」21 件、「問題提起」1 件の順で、「使用推奨」は当然ながら
なかった。 「問題提起」については、 T 者のみ≪A 家族、 家庭と子どもの成長≫「自分の作ったおも
ちゃを幼児がどのように扱うかを想像し、 遊びの安全を考えよう」がみられ、 注目すべき点である。
４） 危険要因別の安全に関する記載数は、 ≪A 家族・家庭と子どもの成長≫では、幼児への配慮、遊
び場所・環境、法律等、おもちゃの順に多い。 ≪B 食生活と自立≫では、食品問題、身支度・服装、ガ
スこんろ、包丁、まな板の順に多い。 ≪C 衣生活・住生活≫では、自然災害、家庭内事故、住まい方、
ミシン、アイロンの順に多い。 ≪D 身近な消費生活と環境≫では、法律、表示・マーク、消費者トラブ
ルの順に多い。
５） 安全に関する記載の危険・危害要因別では、「指示・説明」61.2%が最も多く、次に「注意喚起」16.3%、
「禁止」8.0%、「問題提起」6.8%、「評価」3.3%、「使用推奨」2.4%、「目標」2.0%の順である。 「指示・説明」と
「注意喚起」で全体の 77.5%と８割弱を占める。「目標」と「評価」では、5.3%を占める。
これらのことを踏まえ、教科書発行者には、安全に関する記載について、＜安全マーク＞の説明のもと
に、製品や取扱い説明書などに記載のある絵表示（危険、警告、注意）マーク、 禁止、 指示、 気をつけ
る必要があることを示す絵表示（△の中に！）の積極的な教科書記載への工夫を望みたい。
さらに、これまでの教材に加え、消費者安全教育として、幼児・高齢者とのふれあい学習、自然災害へ
の安全対策、消費者の権利と義務、法律などの教材に、 「安全・安心」の視点をあて、 意思決定や行動
選択場面で消費者トラブルやガスコンロなどの製品安全を意識した学習シート開発などを進めていきた
い。
本研究は、科学研究費助成金基盤研究(C 一般)「消費生活用製品の安全・安心に視点をあてた消
費者安全教育」の一部である。
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消費者安全の視点を取り入れたレシピカードの教材開発
山本紀久子*・山田好子**
(201１年 9 月 15 日受理)

Development of Teaching Materials for Recipe Cards from a Consumer-Safety Point of View
Kikuko YAMAMOTO and Yoshiko YAMADA

キーワード：消費者安全、レシピカード 教材開発、みそ汁

消費者安全教育の一環として、消費者安全に視点をあてたレシピカードの開発を目的に、小学校家庭科教材である
みそ汁を取り上げ、教師免許取得希望受講生 63 人に「地域食材を生かし、消費者安全に視点をあてたレシピ作り」の
課題を設定し、教材評価などを求めるとともに、消費者安全関連の内容がレシピカードのどの欄に多く記述されるか
を分析・検討した。その結果、消費者安全関連の記述は、153 件で、一人平均 2.43 件。その記述箇所は、一口メモ欄
に最も多く、作り方の手順欄の約２倍認められ、用具欄には 1 件のみであった。レシピカード作りの作業時間は、平
均 21.5 分で、５件法による教材化への評価は、平均 4.37 で良い評価を示した。安全・安心に視点をあてた注意事項欄
を新たに設定したレシピカードの作製が考えられた。

はじめに
調理実習は、班ごとに実施し、その作業過程の一部を分担することが多く、作業分担以外では、
手待ちとなり、遊びにつながることもみられる１）。学習者自身で全体の調理作業過程を把握したり、
計画を立てる機会を多く設けたりすることが必要と考え、レシピカードを作製してきた２）。手書き
原稿でクラスカラーでの印刷は子どもたちに喜ばれた３）。ワープロによるレシピカード４） は、B4
判や B5 判などをあらかじめ 500 枚単位で印刷しておいたものを、必要に応じて使用した。レシピ
カードには、料理名、材料・用具、盛りつけ図、作り方の手順、一口メモの各欄を設けた。さらに、
料理名の右側欄には、発行者、発行所・連絡先、右上の N0.(ナンバー)は、学年・組・名簿番号など
の順に記入できるようにした。盛りつけ図は、できあがり作品を想像して描き、調理にかかる調理
時間を予測して、調理時間約○分と記入するものにした。レシピカードは、他の学習構成員が読み
づらければ役立たないことから、読み手・調理作業者を意識したものができる。特に、個人・班ご
――――――
*茨城大学教育学部

**小田原女子短期大学食物栄養学科
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とに違った料理名を実習する場合は、作業過程を点検する意味からも重要となる。学習者は、どこ
が分かりにくいかを考え、班でどの調理を取り上げるか、準備できるかを検討する材料となる。教
師側は、学習者の技能で実習可能か、作り方・手順・用具などがきちんと記載されているか、調理
実習名とともに、その作業手順を検討・評価できる利点がある。作り方の手順については、能率的
に美味しい料理ができるには、詳しく分かりやすいやさしい言葉で記載しなければならない。一口
メモについては、作り方の注意、コツ、他の材料でも可能かなどの代替案やサラダなどの付け合わ
せ例などを加えることで、単にレシピカードにある料理名だけでなく、基礎的・応用発展的内容も
扱えることになる。しかし、調理学習にレシピカードを取り入れていく過程で、消費者安全関連の
内容は認められなかった。
一方、文部科学省は、学校での製品事故の多発を受け、
「学校での製品事故を防ぐための注意喚起
用チラシ（ガス栓とゴム管の接続部からの出火・テーブルが跳ね上がっての顔面強打・古い換気扇
から出火など）
」を示し、取り扱い説明書の使用推奨５）を、また、ジャガイモによる食中毒６）では、
注意喚起７）を促した。
それらを受け、消費者安全教育研究の一環として、レシピカードの教材開発を目的に、消費者安
全関連の内容がレシピカードの、どの欄に多く記載されるかを分析・検討した。具体的には、教師
免許取得希望受講生を対象に、
「地域食材を生かし、消費者安全に視点をあてたみそ汁のレシピカー
ド作り」の課題を設定し、受講生に授業評価を求めた。

研究方法
１ 対象
対象は、小学校教員免許状取得希望の 2010 年度後期の教職関連科目である『初等家庭科教育法研
究』受講生 63 人である。受講生の専攻は、教育基礎、国語科、社会科、音楽科、英語科、特殊教育
選修である。なお、受講生は、他に小学校の各教科などの『教育法研究』や『内容研究』の履修過
程にあり、教員志望であることから教材・指導技法などに対して、教師と学習者の両者の立場を意
識した回答が得られると思われる。
２ 実施期間と場所
授業 10 回目の 2010 年 12 月 9 日(木曜日)１コマ 90 分で、小学校家庭科教科書のみそ汁学習、地
域食材を用いたみそ汁のレシピカードを作成し、
次回の12 月16 日(木曜日)の最初の15 分を用いて、
受講生にアンケートによる教材評価を実施した。場所は、教育学部 B 棟２階の講義室である。
３ 材料・用具
教師側では、2010 年使用小学校家庭科教科書に記載されているみそ汁の資料２頁、レシピ用の
A4 用紙を受講生分用意した。レシピカード用紙としては、枠外右上に、NO.(出席番号)、上部にタ
イトル、発行者・発行場所、材料・用具、もりつけ図の欄、下部に一口メモ欄があるものを用意し
た。受講生は、鉛筆・色鉛筆などの筆記用具を準備した。
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４ アンケートの調査項目
アンケートの調査項目は、作製時間、５ワードによる授業イメージ、レシピカード作りの自己評
価と教材性を 5 件法で求めるとともに、その選択理由と具体的活用例を自由記述法で求めた。
５ 手続き
受講生による地域食材を生かし、消費者安全に視点をあてたみそ汁のレシピカードは、以下のよ
うな授業の流れで作製された。
１）次時予告として、
「来週は、地域食材を生かしたみそ汁のレシピ作りをしますので、鉛筆、色鉛
筆を用意してください。地域食材を１つ以上使ったみそ汁で、自分以外の人がレシピをみて、安
全に、安心して間違えなく作れるように書いてください。そのために、地域食材やみそ汁の作り
方を調べておきましょう。これからレシピ用紙を前もって、配りますので、来週、持ってきてく
ださい。
」と告げ、レシピ用紙を配布する。
２）最初に、小学校家庭科教科書の「みそ汁とごはん」資料を配布。教科書記載内容を受講生が音
読しながら学習内容を確認していく。その後、教科書に記載されている野菜の名称と地域食材を
発表しながら確認後、
「小学校では、生の魚や肉は扱わないことになっています。
」と告げる。
３）レシピカードの作り方を説明する。
「まず、NO.に、学籍番号を書いてください。小学生は出席
番号になります。タイトルは相手が作ってみたくなるように設定し、文字もきれいにレタリング
しましょう。右側には、発行者と電話・住所など、連絡先を書きます。個人情報ですので、学校
の電話と住所でもいいです。発行者は、(株)ヤマキ食品など、誰が書いたかわかるといいですね。
盛りつけ図は、真上や斜めからでもいいです。調理時間はおおよその時間を＜分＞で書きます。
右の欄は、横線を入れて、上部には材料と何人分かを書き、g・ml・個数などを、下部には、用具
と個数・数え方を書きます。作り方の手順欄は、他人がみて、安全に安心して作れるように、イ
ラストを入れてもいいです。一口メモには、材料を違うものにするとか、ゴマをかけるといいな
ど、他の材料で可能なものや付け足すことを書くことができます。
」と説明する。さらに、
「安全・
安心の注意点・留意点なども、どこかに強調できるといいですね。
」と、書く箇所をあえて指定し
ないで付け加える。
４）次回の授業の最初の 15 分を用いて、アンケート調査による教材評価を実施する。

結果及び
結果及び考察
１ みそ汁のレシピカード
レシピカードは、もりつけ図を色鉛筆で着色した１人を除き、62 人が黒鉛筆で書かれていた。
図１に、新たに注意欄を設けたレシピカードを示す。タイトルは、
「きのこたっぷりあったかおみ
そしる」(4 人分)で、材料は豆腐、ねぎ、しめじを用いて、調理時間８分の記載がみられた。作り方
の手順では、９の調理過程で、豆腐、ねぎ、しめじの切り方をイラストで示していた。さらに、ポ
イントとして、＜にぼしの頭とはらわたを取ること＞、＜取り出しても大丈夫であること＞、＜み
そを入れたらあまりにないこと＞を、吹き出しで示していた。下部さらにおいしさが UP します。
」
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図１ 一口メモに注意欄を設けたレシピカード

図２ 新たに注意欄を設けたレシピカード

と積極的に地域食材を挙げていた。また、一口メモ欄の中央部に縦線を引き、注意欄を設け、包丁
の扱い方、点火時の火傷、終了後のガス元栓閉めの確認を挙げていた。包丁の扱い方と点火時の火
傷の対処法はみられたが、注意マークや身支度に関する記載は認められなかった。なお、自由記述
による感想には、
「一口メモのみでは、
注意点が書ききれなかったので、
＜注意すること＞欄を設け、
そこに書いたが、文章量が多くなり、イラストが入らなかったのが残念。
」と記述されていた。には、
新たに注意欄を設け、包丁を使用しない時の置き方と三角巾、エプロン、マスクについてイラスト
入りで、理由などの説明をしていた。一口メモ欄には、調理前の手洗い、包丁・まな板と用具の扱
い方、調理後のガス元栓の閉め、教室退出時の再確認と、注意事項以外の記載は認められなかった。
自由記述による感想では、
「いつもはあまり気にかけていない細かな部分にも注意を向けることがで
きた。注意については、レシピ作りのうえでとても重要だと思った。
」と記述していた。図２に、一
口メモに注意欄を設けたレシピカードを示す。タイトルは、
「ぽかぽか☆みそしる」
（一人分）で、
材料は、大根、豆腐を用いて、調理時間 15 分の記入がみられた。作り方の手順では、６つの調理過
程に分け、にぼし、大根、豆腐、鍋のイラスト入りで手順を説明していた。ポイントと
して、＜だしが取れたらにぼしを取り出す＞、＜煮えにくい大根を先に入れよう＞、＜お好みで七
味を入れるとさらにおいしい＞の記載がみられた。一口メモには、
「茨城県産の“ねぎ”を入れると
２ みそ汁の調理時間
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表１ みそ汁の調理時間
調理時間 (分)

8

人

1( 1.6)

数

10

15

15(24.2)

25(40.3)

N=62

20
10(16.1)

単位：人(%)

25

30

5( 8.1)

6( 9.7)

表１に、みそ汁の調理時間を示す。無記入１人を除くみそ汁の調理時間は、平均 16.7 分(最大値
30、最小値８、最頻値 15、不偏分散 38.29、標準編差 6.19)であった。図１のレシピカード作製者は、
調理時間８分と記入している。みそ汁は、小学校の単位時間である 45 分以内に十分実施可能なこと
がわかった。また、ごはんとみそ汁を２時間続きで調理実習する場合でも可能と判断できた。
３ みそ汁のレシピカードにおける消費者安全関連の記載
表２ みそ汁のレシピカードにおける消費者安全関連の記載
件数
人数

０

１

２

３

４

5( 7.9) 7(11.1) 20(31.7) 25(39.7) 3( 4.8)

５

６

1( 1.6)

0( 0.0)

N=153 単位：人(%)

７

計

2( 3.2) 63(100.0)

表２に、
みそ汁のレシピカードにおける消費者安全関連の記載を示す。
消費者安全関連の記載は、
153 件、平均 2.43 件(最小値 0、最大値 7、最頻値 3、不偏分散 1.79、標準偏差 1.34)で、5 人には、
記載が認められなかった。記載箇所をみると、一口メモ欄 101 件(66.0%)が、最も多く、次に作り
方の手順欄 51 件(33.3%)、用具欄 1 件(0.7%)の順であった。一口メモ欄には、作り方の手順欄の約
2 倍認められた。なかでも箇条書き形式 68 件(42 人)が多く、そのうち、31 件(10 人)は、消費者安
全関連の記載のみで、作り方のコツ、代替案や付け合わせ例などは認められなかった。具体的には、
注 の印 17 件(５人)、下部に＜安全＞のタイトルなどを挙げ、まとめたもの 16 件(４人)が
<注意>・○
安・
みられた。一方、作り方の手順欄では、吹き出し形式 25 件(21 人)によるものが多く、<安全>・○

注 などのマーク 17 件(10 人)、下部や右側に欄を設定９件（3 人）の順であった。
△・<注意点>・□
！

今後、
一口メモ欄を活用するためにも、
新たに消費者安全関連欄の設定などの工夫が必要となろう。
用具欄１件(1 人)は、
「包丁の使い方には十分注意しましょう。
」であった。

順位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

表３ 上位 10 位の消費者安全関連のワード
ワード
点数(%)
累計数(%)
注意
56(21.5)
56(21.5)
包丁
41(15.7)
97(37.2)
21( 8.0)
118(45.2)
やけど
まな板
18( 6.9)
136(52.1)
元栓(ガス栓 3)
17( 6.5)
153(58.6)
火
16( 6.1)
169(64.8)
使い方(扱い 6)
14( 5.4)
183(70.1)
気を付ける
11( 4.2)
194(74.3)
安全
8( 3.1)
202(77.4)
手を切る
7( 2.7)
209(80.1)
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表３に、上位 10 位の消費者安全関連のワードを示す。みそ汁のレシピカードにおける消費者安全
関連の記載をワードでカウントしてみると、261 ワード認められた。注意 21.5%が最も多く、次に、
包丁、やけど、まな板、元栓の順に多く、ベスト５では、各 17 点以上、153 ワード(58.6%)で、6
割弱になった。ベスト 10 では、各７点以上、209 ワード(80.1％)で、全体の８割を占めた。以下、
６点３ワード(なべ、手洗い、ふきん)、５点３ワード(熱い、刃・ピューラー、コンロ）
、４点１ワ
ード(ぬらし)、３点３ワード(じゃがいも、エプロン、マスク)、2 点３ワード(三角巾、洗う、湯気)
であった。上位では、包丁・火に関連し、手を切る・やけどをするがみられ、加熱への注意、用具
の取り扱い方への注意に対し、下位では、ふきん、洗う、調理前の手洗いなどの用具・調理者の衛
生とエプロン、マスク、三角巾などの身支度が認められた。
４ みそ汁のレシピカードの作業時間
表４ みそ汁のレシピカードの作業時間
作業時間（分）
人

数

10

15

11(17.5) 19(30.2)

20
12(19.1)

25

N=63 単位：人(%)

30

4( 6.3)

8(12.7)

35

40

0 ( 0.0)

45

5( 7.9)

4( 6.3)

表４に、みそ汁のレシピカードの作業時間を示す。みそ汁のレシピカードの作業時間は、平均 21.5
分(最高値 45、最小値 10、最頻値 15、不偏分散 110.18、標準偏差 10.49)で、20 分以内では、42 人(66.7%)
と７割弱を占めた。作業時間 45 分の 4 人(○盛りつけ図に色鉛筆で色をつけ、切り方をイラストで
示し、安全・安心についても入れ、きれいにできたと思う。○作り方の手順を６区分してイラスト
で示し、中火、弱火など、誰が見ても作れるように説明をしっかりとつけた。○作り方の手順の字
を濃く書いて見やすく表現を工夫した。思っていたよりも多くの作業をしなければならないことが
分かった。○イラストをたくさん入れ、ていねいに分かりやすく書いたので楽しかった。)は、いず
れも工夫点を強調したことを感想で記述していた。
５ みそ汁のレシピの自己評価
表５ ５件法によるみそ汁のレシピの自己評価
自己評価
人

数

N=63 単位：人(%)

５

４

３

２

１

3( 4.8)

40(63.5)

19(30.1)

1( 1.6)

0 (0.0)

表５に、５件法によるみそ汁のレシピの自己評価を示す。みそ汁のレシピの自己評価は、平均
3.71(最大値５、最小値２、最頻値４、不偏分散 0.34、標準偏差 0.58)であった。５点では、
「他人に
も分かりやすく、イラストも入れられたから。
」
「工程に絵を入れながら分かりやすく書いたと思っ
たから。
」
「適切に絵を挿入できた。
」と、分かりやすい・適切な絵・イラストの挿入を挙げている一
方、２点では、
「ちょうどよい分量や材料の切り方がとても曖昧なものになってしまった。
」と、分
量や切り方の記述を挙げていた。

- 98 -

山本・山田：消費者安全の視点を取り入れたレシピカードの開発

６ みそ汁のレシピ作りの評価
表６ 上位 20 位までのみそ汁のレシピ作りのキーワード
順位
１
２
３
４
５
６
６
８
９
１０
１１
１２
１２
１４
１５
１６
１６
１６
１９
２０

項目
材料
絵・イラスト
注意事項
手順
用具
分かりやすく
工夫
安全・安心
作り方
楽しい
もりつけ図
りつけ図
分量
オリジナル
書き方
アイデア
見やすく
詳細
調べる
切り方
調理時間

度数（％）
27 ( 8.9)
23 ( 7.5)
22 ( 7.2)
21 ( 6.9)
20 ( 6.6)
18 ( 5.9)
18 ( 5.9)
17 ( 5.6)
14 ( 4.6)
11 ( 3.6)
10 ( 3.3)
９( 2.9)
９( 2.9)
８( 2.6)
７( 2.3)
６( 2.0)
６( 2.0)
６( 2.0)
５( 1.6)
４( 1.3)

累積度数（％）
27 ( 8.9)
50 ( 16.4)
72 ( 23.6)
93 ( 30.5)
113 ( 37.0)
131 ( 43.0)
149 ( 48.9)
166 ( 54.4)
180 ( 59.0)
191 ( 62.6)
201 ( 65.9)
210 ( 68.9)
219 ( 71.8)
227 ( 74.4)
234 ( 76.7)
240 ( 78.7)
246 ( 80.7)
252 ( 82.6)
257 ( 84.3)
261 ( 85.6)

太字：レシピカードにタイトルなどであらかじめ記載があるもの。

表６に、上位 20 位までのみそ汁のレシピ作りのキーワードを示す。みそ汁のレシピ作りのキー
ワードを５個以内であげてもらった。１人があるキーワードを挙げた場合、それを１点とし、複数
の言葉が１つとしてある場合は、基本的に２分割までとし、各 0.5 点とした。記入なし、３ワード
が各１人あったため、合計点数は 305 点になった。多くの人が同一キーワードを挙げたために、キ
ーワード数は、54 ワードに集約できた。点数の最も多いキーワードは、材料で 27 点、合計点数に
占める割合は、8.9%であった。上位 2 位から 10 位までは、絵・イラスト、注意事項、手順、用具、
分かりやすく、工夫、安全・安心、作り方、楽しいで、5 位までの累積点数は、113 点( 37.0%)、
10 位までの累積点数は、191 点 ( 62.6%)であった。11 位から 20 位のキーワードは、もりつけ図 、
分量、オリジナル、書き方、アイデア、見やすく、詳細、調べる、切り方、調理時間で、15 位まで
の累積点数は、234 点( 76.7%)、20 位までの累積点数は、261 点( 85.6%) であった。21 位以下の
点数ごとのワード数は、3 点５ワード(みそ、表現、簡単、大変、難しい)の小計点数 15 点(4.9%）
、
累積点数 276 点(90.5%)、２点４ワード(だし、一口メモ、色付け、事前準備)の小計点数８点（2.6%）
、
累積点数 284 点(93.1%）
、1 点は 21 ワード 21 点(6.9%)で、栄養、応用、何人前、応用などであっ
た。上位 20 位のキーワードには、一口メモを除き、レシピカードにすでにあるタイトル(材料・分
量、用具、作り方の手順、もりつけ図、調理時間)の記載項目が認められた。それに加え、レシピ作
りでは、安全・安心の注意事項や切り方などを調べ、絵・イラストを加え、詳細に分かりやすく・
見やすく工夫し、オリジナルの楽しいレシピカードの書き方をしたと捉えることができた。
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７ みそ汁のレシピカード作りの教材化への評価と具体的活用例

表７ ５件法によるみそ汁のレシピカード作りの教材化への評価
評価点
人数(%)

５
30(47.6)

４

３

27(42.9)

5( 7.9)

N=63 単位：人(%)

２
1( 1.6)

１
0( 0.0)

表７に、５件法によるみそ汁のレシピカード作りの教材化への評価を示す。５件法によるみそ汁
のレシピカード作りの教材化への評価は、平均 4.37(最大値５、最小値２、最頻値４、不偏分散 0.49､
標準偏差 0.70)と良い評価を示した。５点は、30 人で 50％弱と多くを占めた。理由 42 件中２件以
上が 34 件（調理前に確認ができる６、見通しがもてる５、家庭でもでき実生活に結び付く５、家庭
で作る時に見られる３、注意点を書くことで身に付く３、安全面・衛生面に対する配慮・注意力が
付く２、手順が頭の中に入りやすい２、知識や意欲を高められる２、材料や調理方法、工夫点や注
意点に気付く２、みそ汁作りに活用できる２、調理手順や材料の切り方、安全について調べること
でよくできる２）と、好意的な内容がみられた。２点は、
「共同でみそ汁を食べてほしいので、班で
の作業の確認でよいと思う。
」と、レシピカード作りに否定的な意見であった。
表８ レシピカード作りに関する具体的活用例
項 目
料理名等 36

レシピカード作りに関した具体的活用例
みそ汁 7 一食分 5(朝食 3 夕食 1) ご飯の炊き方 4
卵のゆで方 4
おにぎり 3 ほうれん草のおひたし 2 サラダ 2 肉じゃが 2 炊き込みご 2
カレーライス 1 シチュー1 豚汁 1 卵料理 1 おやつ 1
大きさ 37
B5 11 A4 9 B4 9(縮小 1) A3 3 ノートの大きさ 2 使い分ける 3
形式 24
レシピ集 17（家庭で挑戦 2 共有する 1 学期末の振り返りに使用 1） 班で 1 枚 5
レシピカード 2(ファイルに入れ実習でみる 1）
実施場所 発表 12 模造紙に拡大し発表 8
発表会後,一番人気メニューを全員で実習 2 発表 2
20 家庭 6 家庭で活用 3 2 年間でレシピ集完成 2 休暇中に作製・実践後,レポート作成 1
自習 2 自習時間教材に活用 2
掲示場所 5
家庭科室に掲示 3
教室に掲示 2
内容の工夫 3
注意事項欄を大きく設定 1 評価欄を設定 1 完成写真も貼る 1

表８に、レシピカード作りに関する具体的活用例を示す。レシピカード作りに関する具体的な活
用例について、63 人中 58 人に 125 件、平均 2.16 件の記述がみられた。具体的活用例として、料
理名等 36 件(28.8%)が最も多く、次に用紙の大きさ 37 件(22.4%)、形式 24 件(19.2%)、実施場所 20
件(16.0%)、掲示場所５件(4.0%)、内容の工夫３件(2.4%)の順であった。料理名等では、具体的な料
理名とともに、朝食や夕食など一食分の献立作り、調理計画の立案など、学習者自身や班で異なっ
た材料や料理名を選択できるものの他に、米飯やゆで卵の作り方といった基本的な調理を示してい
た。基本的な調理に関してのレシピカードの活用では、古米・新米の比較、ゆで時間の違いを想定
したゆで卵の確認などに用いられる可能性があろう。レシピカードの大きさでは、B5 判が 最も多
く、次に A4 判、B4 判、A3 判の順であった。小さな用紙の使用を想定していることが窺えたが、
中には、ノートの大きさやノートの大きさに合わせて用紙の大きさを変えることを前提にしたもの
もみられた。レシピカードの形式については、レシピ集が最も多く、その活用法も家庭での挑戦、
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学期末の振り返りに使用、共有して使用などがみられた。次に、班で１枚を作製後や各自がレシピ
カードを作製後、調理実習や家庭での実践を想定したものであった。実施場所としては、教室や家
庭科室での拡大レシピカードで発表後、人気メニューでの調理実習などがみられた。家庭学習とし
ては、レシピカードを家庭で活用したり、レシピ集の作製を目指したり、実践後のレポート作成を
課題にしたものや学校での自習時間での調理計画学習としてのレシピカードの活用も少数ではある
が認められた。掲示場所では、家庭科室や教室がみられた。内容の工夫としては、大きい注意事項
欄や評価欄の設定の他に、完成した作品を貼るが各１件みられ、学習環境や子どもを想定したレシ
ピカードの開発の視点が窺えた。

まとめ

消費者安全教育の一環として、消費者安全に視点をあてたレシピカードの教材開発を目的に、小
学校家庭科教材であるみそ汁を取り上げ、教師免許取得希望受講生を対象に「地域食材を生かし、
消費者安全に視点をあてたレシピ作り」の課題を設定し、教材評価などを求めるとともに、消費者
安全関連の内容がレシピカードの、どの欄に多く記載されるかを分析・検討した。その結果、以下
のような若干の知見を得た。
１）レシピカードに記載されたみそ汁の調理時間は平均 16.7 分であった。
２) レシピカードにおける消費者安全に関連する記載は、153 件で、平均 2.43 件であった。一口メモ

欄(66.0%)が、最も多く、作り方の手順欄(33.3%)、用具欄(0.7%)の順であった。一口メモ欄では、
文章の前後に、<安全>・△・<注意点>などの印があるのに対し、作り方の手順欄には、吹き出し
！

注 の印がみられた。一口メモ欄の箇条書き形式の 45.6%は、消費者安全関連の記
形式に<注意>・○

載のみで、作り方のコツ、代替案や付け合わせ例などは認められなかった。作り方の手順欄と一
口メモ欄の下部や右側に＜安全＞欄などを設け、まとめたもの 25 件(7 人)がみられた。今後、一
口メモ欄を活用するためにも、新たに消費者安全関連欄の設定などの工夫が必要となろう。
３) みそ汁のレシピカードにおける消費者安全に関連する記載をワードでカウントしてみると、261

ワード認められた。注意 21.5%が最も多く、次に、包丁、やけど、まな板、元栓の順に多く、上
位では、包丁・火に関連したもの、下位では、ふきん、洗う、調理前の手洗いなど衛生面とエプ
ロン、マスク、三角巾などの身支度が認められた。
４）みそ汁のレシピカードの作業時間は、平均 21.5 分で、20 分以内では、７割弱を占めた。
５）みそ汁のレシピの自己評価は、平均 3.71 であった。
６）レシピ作りの授業のキーワードを５個以内で挙げてもらった結果、305 点で、キーワード数 54 ワー
ドに集約できた。点数の最も多いキーワードは、材料 27 点、上位 2 位から 10 位までは、絵・イラス
ト、注意事項、手順、調理用具、わかりやすさ、工夫、安全・安心、作り方、楽しいであった。
７）５件法によるみそ汁のレシピカード作りの教材化への評価は、平均 4.37 と良い評価を示した。

レシピカード作りに関する具体的な活用例について、63 人中 58 人に 125 件、平均 2.16 件の
記述がみられた。料理名等 28.8%が最も多く、次に用紙の大きさ 22.4%、形式 19.2%、実施場所
16.0%、掲示場所 4.0%、内容の工夫 2.4%の順であった。
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これらのことから、レシピカードの教材開発にあたっては、一口メモ欄とは別に、安全・安心
に視点をあてた注意事項が記載できる欄の新設とともに、安全・安心チェック枠をつけたレシピ
カードが考えられた。安全・安心に視点をあてた注意事項が記載できる欄の位置・大きさなどの
体裁を検討し、さらなる実践研究をしていきたい。
本研究は、平成 23 年度科学研究費助成金基盤研究(C 一般)「消費生活用製品の安全・安心に視
点をあてた消費者安全教育」の一部である。

注
１） 武藤八恵子「調理におけるグループ学習の『手待ち』
」
『日本家庭科教育学会誌』第 21 号(1977), 35-40.
２） レシピカードは、1977 年東京教育大学附属小学校教諭となったときから作製し、これまでにおにぎ
り作り、みそ汁作り、卵料理作り、お弁当作り、お好み焼き作り、おやつ作り、すし作りなど、学
習者一人で調理実習したり、各自がレシピカードを作製し、その中から班で調理実習したりするも
のを選択する時に使用してきた。筑波大学附属小学校初等教育研究会提案授業（1991 年２月）では、
「卵を用いた朝食を作る」で、キャベツと卵を用いて一人で作る卵料理の公開授業を行っている。
３） 山本紀久子『授業がおもしろくなる授業のネタ 家庭科』
（日本書籍株式会社, 1993),118.
４） 山本紀久子『授業がおもしろくなる 21 授業のネタ 家庭科』
（日本書籍株式会社, 2001),109.
５） 文部科学省「学校で発生した製品事故に関する情報提供について」(平成 22 年８月 23 日, 2010).
６） 読売新聞「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).
７） 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課「ジャガイモの喫食によるソラニン類食中毒につい
て」(事務連絡 平成 21 年８月 17 日,2009). 小学校内で栽培されたジャガイモを喫食したことが原
因と断定された。発生要因として、ジャガイモの緑化した部分を十分に取り除かなかったことが推
察され、食中毒予防の３観点（①小学校内や家庭菜園等で栽培された未成熟で小さいジャガイモは、
全体にソラニン類が多く含まれていることもあるため喫食しないこと。②ジャガイモの芽や日光に
当たって緑化した部分は、ソラニン類が多く含まれるため、これらの部分を十分に取り除き、調理
を行うこと。③ジャガイモは、日光が当たる場所を避け、冷暗所に保管すること。
）の周知徹底を厚
生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長から依頼（食安監発 0810 第３号）された。
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小学校で実践する草木染めの教材化に関する研究
木 村 美 智 子＊ ・ 元 越 朝 香＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Application of Natural Dyes Found in Regional Environments as Teaching Materials in Elementary Schools
Michiko KIMURA and Asaka Motokoshi

キーワード：草木染め，自然素材，総合的な学習の時間，小学校

児童が自ら採集することが可能な地域の自然素材として「落ち葉」を取り上げ，小学校において草木染め体験学習
を実践した。実践のプロセスと児童および大学生サポーターを対象とした意識調査の結果を分析し，総合的な学習の
時間を核とした教科横断型教材としての草木染めの可能性について検討を行った。その結果，草木染め体験学習は自
然素材のもつ色への興味を喚起させ，色の変化を「自ら考え予測する」ことを楽しむ授業として展開できることが示
された。

はじめに
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
に受け継がれている日本の伝統染織の一つである。身近な植物を用いた染色は，合成染料による染
織品が身の回りにあふれている現代において，子どもたちが「自然の色や風合い」に目を向け関心
をもつ機会になると考えられる。
学習指導要領の範囲において，染色を取り上げる教科として可能性があるのは高校家庭科である
が，小学校で行う場合には，総合的な学習の時間への適用が考えられる。先行研究においても，総
合的な学習の時間で行うことを想定した教材開発が報告されており，山口ほか(2004)や後藤・橘高
(2005)らは，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。木村・君塚(2010)
は，小学校低学年・中学年の児童が参加し，公民館活動の一環として行われた「草木染め体験プロ
グラム」を取り上げ，環境学習教材としての可能性を検討した結果，草木染めは「地域とのつなが
り」や「体感をとおして感性を養う」ことができる教材として，環境学習を進める上で有効である
ことを報告している。
――――――
*茨城大学教育学部

**水戸市立酒門小学校
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そこで本研究では，木村・君塚(2010)の研究結果を踏まえ，児童が自ら採集することが可能な地
域の自然素材として「落ち葉」を取り上げ，小学校における草木染め体験学習の実践を試みる。実
践のプロセスと児童および大学生サポーターを対象とした意識調査の結果を分析し，総合的な学習
の時間を核とし，生活科・理科・家庭科と連携した教科横断型教材としての可能性について検討す
ることを目的とする。

研究方法
１．研究の枠組み
本研究では，まず，
「落ち葉」を使った草木染めの染色条件について検討を行う。次いで，小学校
高学年を対象とした草木染め体験学習の内容について吟味した後，実践を試みる。さらに，参加し
た児童および大学生サポーターへの意識調査をとおして，
教材化のための課題を明らかにしていく。
最後に，草木染め体験学習を教科横断型教材として具体化するための視点を提案する。
２．
「落ち葉」を使った染色方法
本研究では，草木染めに使用する植物の条件を次のように規定した。
・地域の中で，児童が自ら採集することができる
・季節を感じることができる
・植物を傷つけることなく簡単に大量に入手できる
・どの学校でも入手できる
・保存ができる
上記の観点を満たす材料として，｢落ち葉｣が最適であると判断した。そこで次に，染色条件・手
順を検討するために，茨城大学構内で採集したイチョウ，プラタナス，ケヤキ，ソメイヨシノ，モ
ミジ，の 5 種類の落ち葉を用いて実際に染色を行った。染色する布は実用性を鑑み，木綿布（20cm
×20cm）を取り上げることとした。染着性を高めるために，木綿布を豆乳で処理した後に染色を行
った。その結果，落ち葉から抽出した染色液や染色布の色は，予想していた以上にバリエーション
に富んでいることがわかった（図１）
。
表１ 染色の手順
1 布の前処理（豆乳に３０分浸漬後、陰干し）
2 染液の抽出（落ち葉の重量の15倍の水を使用）
3 沸騰後、15分間煮沸⇒ざるで濾し取る
4 布に絞りなどを施す

図１ 落ち葉の抽出液と染色布
（左からイチョウ，プラタナス，ケヤキ，

5 上記3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
6 水洗の後、絞りで使った輪ゴムなどをはずす
7 陰干し

ソメイヨシノ，モミジ）
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以上の点を踏まえ，小学校で行う草木染めは表１に示す手順で実践することとした。
３．小学校における草木染め体験学習の実践と評価
１）草木染め体験学習の概要
＜着眼点＞
木村・君塚(2010)は，
草木染めは環境学習の有効な教材の一つであることを明らかにする一方で，
地域の中に生息する植物が染色材料になるという子どもたちの気付きや，染色材料となる自然素材
を子どもたち自らが探し出す，などの学習展開が必要であることを指摘している。そこで本研究で
は，小学校敷地内の「落ち葉」を自ら採集して染色を行うグループ（Ａ）と，あらかじめ用意して
おいた「落ち葉」を使って染色を行うグループ（Ｂ）に分け，
「落ち葉採集の有無」によって草木染
めに興味を示す視点に違いがみられるかどうかを分析した。
草木染め体験学習は，水戸市立笠原小学校の協力を得て，6 年生 29 名（希望者のみ）を対象とし
2010 年 12 月に行われた。グループ分けの結果，Ａグループ 15 名（女子 10 名，男子 5 名）
，Ｂグル
ープ 14 名（女子 10 名，男子 4 名）となった。また，体験
6 年 生 29 名

学習実践者（元越）のほかに，茨城大学の学生サポーター
11 名が参加した。体験学習の流れを図２に示す。
＜意識調査＞
参加した児童 29 名を対象として，
体験学習の前後で意識

Ａグループ

Ｂグループ

15 名

14 名

調査を行った（表２）
。事前（意識調査①）に，主として植
物を使った遊びの経験を調べ，事後（意識調査②）では，

落ち葉集め

草木染めを行う中で最も印象に残った作業とその理由に着
目して分析を行った。

しぼり

＜体験学習に対する評価＞
染色液作り

大学生サポーターには体験学習の内容に関して，①子ど
もたちの興味・関心を引き出すことができたか，②手順は
安全で作業のしやすいものだったか，③子どもたちは草木

染色

図２ 草木染め体験学習の流れ

染めを楽しめたか，④五感を刺激する内容だったか，⑤小
学校の授業で実践が可能か，の５つの観点から評価をして
もらった。

表２ 児童を対象とした意識調査

意識調査①（事前）
・外遊びの経験
・植物を使った遊びの経験

結果および考察

・学校敷地内の植物の認知度
・草木染めの知識や経験

１．植物遊びの経験
子どもの自然体験の低下の一因に外遊びの低下が挙げら

意識調査②（事後）

れると考え，外遊びの経験について質問したところ，29 名

・草木染めは楽しかったか

中 26 名が「外遊びをする」と回答した。遊びの内容は，

・最も印象に残った作業／その理由

かくれんぼや鬼ごっこ，遊具を使った遊び，ボール遊びな

・また草木染めをしてみたいか
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どが多く，
「家や学校の周りの探検」や「生き物を捕まえる・観察する」子どもは尐人数であった。
一方，植物遊びの経験については，19 人が「ある」と回答しており，これをＡ，Ｂグループで比
較したところ，Ａは 9 人，Ｂは 10 人と同程度であった。また，植物遊びの種類についても，図３
に示されたように，遊びの総数で 13 種類以上が挙げられており，グループ間でほとんど差異は認
められない。
草木染めを知っていたのは，Ａは 8 人，Ｂは 7 人であるのに対して，経験があるのは，Ａは 2 人，
Ｂは 4 人，とわずかであった。
以上の調査結果から，植物遊びの経験があるのは 7 割，草木染めを知っているのは 5 割，経験者
は 2 割であり，この傾向はＡグループ，Ｂグループで差は認められなかった。
２．体験学習の様子
１）落ち葉の採集活動
Ａグループは採集する落ち葉によって，様々な落ち葉を無作為に集めたグループ＜ミックス＞，
＜モミジ＞，＜シラカバ＞，の３班に分かれ，以降の作業を進めることとした。それぞれの班では，
採集した落ち葉から染まる色を次のように予想したが，児童らは，落ち葉の色がそのまま布に染ま
ることを強くイメージしているようである。
＜ミックス＞ 赤，茶，紫，黒，黄，オレンジ
＜モミジ＞ 赤，黄，ピンク
＜シラカバ＞ オレンジ，黄，茶，赤
児童は落ち葉をとおして，普段「木」としてしか認識していない木に様々な種類があること，落

人

図３ 植物遊びの経験
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ち葉の種類も多種多様であることに気づいたようである。じっくり観察することによって，想像と
は異なる木々や落ち葉に興味をひかれた様子であった。
なお，落ち葉採集を行わなかったＢグループでは，用意された落ち葉の種類によって，＜ソメイ
ヨシノ＞，＜モミジ＞，＜ケヤキ＞の３班に分かれて作業を進めた。
２）染色作業
染色液を作る工程では，お湯に葉を入れる際に匂いを嗅ぎながら投入していた。
「いいにおい」
「こ
の匂い好き」などの発言が聞かれ，嗅覚を刺激されたようである。出来上がった染色液を見て，
「紅
茶の色みたい」という感想や，他の班の染色液と比較して，
「同じ茶色でも色が違う」
「こっちの茶
色は黄色っぽい」などど，色の違いや濃さなどをよく観察していた。
染色後，絞りをはずして水洗いを行うと，染色が薄く，模様が鮮明に出ない班もみられた。濃く
染まった班と比較して，
「もっと濃く染めたかった」という感想も出されたが，皆自分のオリジナル
の作品に満足した様子だった。自分の手で模様を作り出したことが嬉しかったようである。
図４に，Ａ，Ｂグループの作品の一部を紹介する。
３．Ａ，Ｂグループ間の比較
草木染めに対する児童の評価は，
「とても楽しかった」26 名(Ａ13 名，Ｂ13 名)，
「楽しかった」3
名（Ａ2 名，Ｂ1 名）であり，全員が「楽しい」という評価を示した。一方，その理由については，
図５に示すように，全体では「模様をつけること」が最も多い。グループ間で比較してみると，Ａ
グループでは「模様をつけること」の他に「イメージしていた色と違った」
，
「色が簡単についた」
，
を挙げているのに対して，Ｂグループでは「模様をつけること」に回答が集中している。

Ａグループ

ミックス

モミジ

シラカバ

Ｂグループ

サクラ

ケヤキ

図４ 児童の作品
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図６に示すように，体験学習の中で最
も印象に残った作業について，Ａグルー
プでは「布を染める」が最も多く 10 名の
回答があったことに比べ，Ｂグループで
最も多いのは「模様をつける」7 名，と
いう結果であった。Ａグループの児童が
「布を染める」を選んだ理由で最も多か
ったのは「落ち葉からイメージしていた

人

色と違う色に染まったから」であった。
Ｂグル―プの児童が「模様をつける」を

図５ 草木染めが「楽しい」理由（複数回答）

選んだ理由は，
「どんな模様になるのか楽
しみ」
，
「自分でデザインを作るのが楽しい」という回答であった。
以上の結果から，
草木染めに対する興味の視点がグループ間で違っていることが明らかとなった。
Ａ，Ｂグループ間では，図３で示したように，植物遊びの経験や草木染めの知識・経験に差異はな
いことから，
図６で示されたグループ間の意識の違いは，
「落ち葉採集の有無」
によると考えられる。
すなわち，落ち葉採集を行ったＡグループは「色に対する関心が強いこと」
，一方，落ち葉採集をし
ていないＢグループは「模様づくり（絞り）への関心が強いこと」が示唆された。Ａグループでは，
採集した落ち葉の色から布に染まる色をイメージして染色を行った結果，必ずしも落ち葉の色と同
じ色に染まるわけではないことに気づき，そのことが「色への関心を強めた」と推測される。
４．草木染めを取り入れた授業の構築と課題
１）大学生サポーターによる評価
児童の染色作業をサポートした大学生 11 名によって行われた評価結果は以下のとおりである（5
段階評価）
。
①児童の興味・関心を引き出すことができたか・・・4.6
②手順は安全で作業のしやすいものだったか・・・・4.3
③児童は草木染めを楽しめたか・・・・・・・・・・4.8
④五感を刺激する内容だったか・・・・・・・・・・4.0
⑤小学校の授業で実践が可能か・・・・・・・・・・4.8
⑤については，適していると思われる教科を挙げてもらったところ，家庭科 1 名，生活科 2 名，
理科 1 名，総合的な学習の時間 6 名，美術 1 名であった。また，授業で行ってみたいかどうかに

ついて，「積極的に行いたい」「使う可能性はある」「可能性はある」の３つで尋ねると，11
名中 1 名が「積極的に行いたい」，10 名が「使う可能性はある」と答えた。その理由について
質問したところ，「児童は草木染めに興味を持って活動していた」8 名，「手順が安全で作業
しやすいものであった」に 6 名が回答しており，草木染めに対して肯定的な意見が得られた。
その一方で，「児童が草木染めを楽しんで行っていた」，「五感を使った活動だった」はそれ
ぞれ 3 名，「児童が校内の植物に興味を持てた」，「学年に適した活動内容だった」はそれぞ
れ 2 名だった。草木染めを教材として取り上げる可能性があることを示唆しているが、五感を
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Ａ
布を染める

＜理由＞
・落ち葉からのイメージとは違って
いたから（6人）
・きれいな模様だったから（3人）
・染まる様子に感動した（1人）

10

模様をつける

0

染色液作り

0

落ち葉集め

＜理由＞
・いろんな色の葉を集めたから（2人）
・どんな色に染めるか楽しみ（2人）

4
0

2

4

6

8

10

12

＜理由＞
・だんだん染まる様子に感動（3人）
・きれいな模様がついたから（1人）
・染液に布を浸すのが楽しい（1人）

Ｂ
布を染める

人

5

模様をつける

＜理由＞
・どんな模様か楽しみ（5人)
・自分でデザインするのが楽し
い(2人)

7

染色液作り

＜理由＞
・水で煮ただけで染液ができた(1人)
・落ち葉から色がでるのが面白い(1人)

2

0

2

4

6

8

人

図６ 最も印象に残った作業とその理由―ＡグループとＢグループの比較―
（Ａ：15 名中 14 名が回答，1 名は無回答

Ｂ： 14 名回答 ）

刺激し，校内の植物に興味を持つことに関してはあまり期待していないと考えられる。
図７ 大学生サ
図７に，低学年・中学年を対象に草木染め体験学習を実施した評価（木村・君塚，2010）と
高学年対象の評価（今回）とを比較した結果を示す。その結果，低学年・中学年では「五感を
刺激する」活動としての評価が高く，高学年では「実践の可能性が高い」活動として評価され
ていることがわかった。本研究で試みた「児童が自ら落ち葉を採集する」ことは，「自然の色」
への興味・関心を高める活動であり，「草木染め」は色や模様を工夫することを楽しめる要素
を内包しており，総合的な学習の時間に適した題材といえるだろう。
２）授業の構築と課題
草木染め体験学習は，実習に使う材料を身近な環境の中で，子どもたちが自ら探す行為を取り入
れることにより，季節によって変化する自然素材への関心を高めるだけでなく，自然素材のもつ色
への興味を喚起させ，色の変化を「自ら考え予測する」ことを楽しむ授業へと展開させることが可
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興味・関心
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1
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実践化

五感

安全性

楽しい

低学年・中学年(2010年実施)

高学年(2011年実施）

図７ 大学生サポーターによる体験学習の評価

能だと思われる。そのためには、小学校 6 年間をとおし，学年に応じたカリキュラムを構築してい
くことが有効だと考えられる。以下に，１学年から６学年までのカリキュラムの中で，
「草木染め体
験学習」を取り入れていく観点について述べる。
第１・２学年の「生活科」では，
「具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自
然とのかかわりに関心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程にお
いて生活上必要な習慣や技能を身につけさせ，自立への基礎を養う。
」を目標としており，その要素
の中には「主に自分と自然とのかかわりに関すること」について学ぶ項目がある。この項目は，
「児
童が自分と身近な自然とのかかわりに関心をもって，それらと主体的に関わり合い，自然のすばら
しさに気づき，自然を大切にしたり，自分たちの遊びや生活を豊かにしたりすることが出来るよう
にすること」を目標としており，その内容として，
・身近な自然を観察する
・四季の変化や季節によっての生活の変化に気づく
・身近な自然を利用する
・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，
それらは生命を持っていることや成長していることに気づき，生き物への親しみを持ち，たいせつ
にすることが出来るようにする
などが挙げられる。これは，子どもたちの身の回りの自然環境への興味・関心を高める基礎を育て
るとともに，
「生活をより良くする」という，家庭科の考えの基礎を養うことにもつながる。児童が
その場に行き，その場の環境に身を置き，そこでの事実や実物に触れる活動を積極的に取り入れる
ことによって，児童の興味・関心が高まっていくと考えられる（文部科学省，2008a）
。
理科では，
「自然に親しみ，見通しをもって観察，実験などを行い，問題解決の能力と自然を愛す
る心情を育てるとともに，自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り，科学的な見方や
考え方を養う」ことを目標としており，
「理科の学習は自然に親しむ」事から始まるというほど，自
然に親しむことを重視している。しかし，理科的な視点での「自然に親しむ」ということは，ただ
単に，自然に触れたり，慣れ親しんだりすることではなく，
「児童が意欲を持って対象と関わること
により，自ら問題を見いだし，以降の学習活動の基盤を構築すること」である。ここで見出した「問
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題」に対する予測や仮説を持ち，それらを元に観察や実験を行う。特に第 3 学年の内容には，
「身
近な自然の観察」すなわち，
・生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこと
・生物は，その周辺の環境と関わって生きていること
などを中心として，身の回りの生物の様子を調べ，生物とその周辺の環境との関係についての考え
を持つことが出来るように学習を進めていく項目がある。身の回りの生物の様子やその周辺の環境
について興味関心を持って追求する活動を通して，身の回りの生物の様子やその周辺の環境とのか
かわりを比較する能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，生物を愛護する態度を育
て，それらについて見方考えたかをもつことが出来るようにする（文部科学省，2008b）
。
低学年段階では，生活科や理科の時間を中心に，身近な自然環境に親しむことや，観察をするこ
との基礎的な能力を養っていくことが必要となる。
「草木染め体験」は，
「総合的な学習の時間」の中で第 4・5・6 学年を対象として行うことが適
切であると考える。その理由として，
「総合的な学習の時間」は，体験活動を積極的に取り入れ，五
感を働かせて，実感を持ちながら学んでいく学習であるという特徴を備えているからである。
「草木
染め体験」は，まさに五感（特に視覚，嗅覚，触覚）を使い行うことの出来る体験活動であり，染
色の材料となる植物を集める際に
は，観察を含めた自然との関わり
合いが生まれると考えられる（文

第１・２学年

部科学省，2008c）
。したがって，

生活科

生活科や理科で培ってきた，自然
を大切にする気持ちや，問題意識

第３学年

を持つ能力を関連させていけば，

理科
「自然に親しむ」

より深い学習が可能である。
最後に，第 5・6 学年の「家庭
科」で染色布を利用した「ものづ

第 ４ ･５ ･６ 学 年 ＜ 総 合 的 な 学 習 の 時 間 ＞

くり」を行う。家庭科は，
「衣食住
などに関する実践的・体験的な活

染色の材料となるものを探す・集める

動を通して，日常生活に必要な基
礎的・基本的な知識及び技能を身

集めた植物について調べる・発表する

につけるとともに，家庭生活を大
切にする心情をはぐくみ，家族の

草木染め体験

一員として生活をよりよくしよう
とする実践的な態度を育てる。
」
こ

第５・６学年

家庭科

とを目標としており，身近な自然

ものづくり

素材を「生活に活かす」には適し

C 快 適 な 衣 服 と 住 ま い（ ３ ）生 活 に 役 立 つ 物 の 製 作

た教科であるといえる。その中で
も特に，C 快適な衣服と住まい(3)
生活に役立つ物の製作で取り上げ

図８ 教科横断型で展開する「草木染め体験学習」構想
- 111 -

茨城大学教育実践研究 30(2011)

るのが適切であると考える。ここでは，形などを工夫し，布を用いて物を製作することを通して，
布や生活に役立つものの製作に関心を持ち，制作に関する基礎的・基本的な知識及び技能を身につ
けるとともに，作る楽しさを実感し，日常生活で活用する能力を育てることを狙いとしている。製
作の中で，工夫して製作計画を立て，手縫いやミシンを用いた直線縫いの正しい技法，用具の安全
な取り扱いなどを学ぶ中で，製作への自信を育てるとともに，日常生活に活用する意欲や態度を育
成する（文部科学省，2008d）
。

以上の点を考慮し，図８に総合的な学習の時間をコア科目として教科横断型で展開する「草
木染め体験学習」の構想を示した。今後は，具体的な指導案を作成して実践するとともに，よ
り洗練された学習内容に発展させていきたいと考えている。

まとめ
低学年・中学年を対象に草木染めを実践した結果を踏まえ，本研究では，高学年を対象として，
身近な環境の中で染料となる植物を集めることから草木染めに取り組んだ。その結果，自分たちで
染める材料を採集する工程を加えることによって，
「染める材料から，染めた後の色を予想し，染め
ることへの関心が高まる」こと，
「模様を考えること以上に，色への関心が高まる」ことを確認でき
た。草木染め体験学習は，染色に使う材料を身近な環境の中で自ら探す行為を取り入れることによ
り，季節によって変化する自然素材への関心を高めるだけでなく，自然素材のもつ色への興味を喚
起させ，色の変化を「自ら考え予測する」ことを楽しむ授業へと展開することが可能である。その
ためには、小学校 6 年間をとおし，学年に応じたカリキュラムを構築していくことが有効だと考え
られる。
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家庭のしごとへの参加をうながす家庭科の指導法の検討
―― 生活時間調査の活用をとおして ――
佐 藤 裕 紀 子＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

An Examination of Family Education Teaching Methods to Encourage Participation in Housework

Yukiko SATO

キーワード：家庭科，家庭のしごと，生活時間，指導法

本研究の目的は、家庭のしごとへの主体的な参加をうながすための家庭科の指導において、生活時間調査を活用するこ
との有効性と効果的な活用方法について示唆を得ることである。研究方法としては、茨城大学教育学部の学生 217 名を対象
に、家族の生活時間調査を実施し、調査後に記入した感想を内容分析することにより、生活時間調査から学生のどのような
認識がうながされるのか、どのような認識が家庭のしごとへの主体的な参加につながるのかを明らかにし、家族・家庭生活領
域の指導における生活時間調査の効果的な活用方法を検討する。分析の結果、生活時間調査の活用は、家庭生活を客観
的にみつめなおしたり、自分の生活を振り返ったりするのに有効であることが確認された。また、家庭のしごとへの積極的な
関与認識を導くのは、親への感謝や尊敬といった意識よりもむしろ、家族や自分の生活実態の客観的な把握であるというこ
とも確認された。課題としては、家族の生活を自分と関連づけてとらえる視点や、社会的な視点をいかに提供していくかであ
る。

Ⅰ はじめに
平成 20 年の学習指導要領のもとでは、家庭科における家族・家庭生活領域の学習は重要な位置を
与えられている。本稿の課題は、従来、指導の難しさが指摘されてきた家族・家庭生活領域におけ
る効果的な指導方法を提案することにある。
家庭科の指導上の問題点のひとつとして、家族・家庭生活領域の指導は、家庭のしごとを扱いな
がらも、生徒が家族・家庭生活について客観的にみつめ、問題をみつけ、解決の方向を見出してい
くという教科教育としてではなく、家族の協力や家族に対する感謝の重要性を強調する道徳教育と
――――――
*茨城大学教育学部
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しての側面が強く、心情主義的教育になりがちであったことが指摘されてきた１）。とくに、平成 18
年に約 60 年ぶりに「改正」された教育基本法は、
「態度養成主義」２）、
「国家が個人の内面を統制す
る法律」３）などと指摘される色彩を鮮明にもつものとなっており、その趣旨をふまえて平成 20 年
に出された学習指導要領の家庭科では、とくに義務教育段階において家族・家庭生活を大切にする
心情が強調され、道徳教育との関連をはかることも一層重視されている。こうした傾向は、従来の
家庭科の指導上の問題点をさらに深刻化させる可能性をもつものとして危惧されており４）、今後は
家庭科本来のねらいをふまえた指導が展開できるよう、今まで以上に意識的に工夫していくことが
必要である。
家族・家庭生活領域の指導が心情主義的教育に陥りやすい理由のひとつとして、この領域の指導
においては、家庭のしごとだけを取り出して生徒にそれを調査させるという方法がとられることが
多いため、生徒はなぜ現実の生活がそのようになっているのかという文脈がわからず、その背景に
思いをめぐらしたり、解決方向を考えたりするのが難しいという点が指摘されてきた５）。そこで本
稿では、心情主義的教育から脱却した家族・家庭生活領域の指導を展開するための教材として生活
時間調査に注目する。
生活時間調査は誰にでも平等に与えられている1日24時間という生活資源を、
どのような行動に、いつ、どのくらい消費しているのかを明らかにするものであり、家族の生活構
造を客観的に把握したり、あるいは各人の生活構造を相互に比較したりして、家庭生活の文脈を理
解するのに役立つという特長がある。生活時間調査を活用することにより、生徒が自分との関わり
において家族や家庭生活を客観的にみつめ、そのなかから自分にできることを見出し、積極的に関
わっていくことができるようになるための指導方法を検討したい。
Ⅱ 研究目的
本研究の目的は、家庭生のしごとへの中高生の主体的な参加をうながすための家庭科の家族・家
庭生活領域の指導において、生活時間調査を活用することの有効性と効果的な活用方法について示
唆を得ることである。具体的には、大学生を対象として家族に対する生活時間調査を実施し、その
結果から学生のどのような認識がうながされるのか、どのような認識が主体的な家庭のしごとへの
参加につながるかを明らかにし、家族・家庭生活領域の指導における生活時間調査の効果的な活用
方法を検討する。
本研究の趣旨をふまえるならば、中高生とは発達段階の異なる大学生を対象とした調査の実施は
必ずしも適切とはいえない。しかし、従来、生活時間調査の教材としての効果を検証する試みはほ
とんどなされておらず、本研究の知見からは、生活時間調査の効果的な活用方法を考えるうえで一
定の示唆を得られるものと考える。
Ⅲ 研究方法
１．調査対象者と調査の方法・時期
2010 年 7 月、茨城大学教育学部の学生 217 名(男子 94 名・女子 123 名、いずれも 2 年生)を対象
に質問紙調査を実施する。
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２．調査項目
調査項目は夏期の 4 項目である。このうち、本稿では「d」の自由記述の内容分析を中心に行なう。
a.居住形態（実家・一人暮らし・その他）
b.家庭生活への参画の程度（食事の用意・食事の片付け・洗濯・掃除・ごみ出し）
c.「親」の生活時間６）（全日生活時間測定）― 面接法・前日想起法・時刻追跡法
d.生活時間調査の結果から気づいたこと・考えたこと（自由記述）
３．分析の視点と方法
本研究では、生活時間調査の結果は家族各人の生活構造を浮き彫りにし、家庭生活の文脈を明示
するため、その活用により、学生は、家族や家庭生活を客観的にみつめることができ、問題点を見
出すなかから、家庭のしごとに主体的に参加しようとする態度をもつようになるのではないかとい
う仮説を前提としている。
そこで分析にあたっては、まず記述内容から、
「理性的認識」
（家族の生活実態に対する客観的な
認識）
、
「感性的認識」
（家族の生活実態から喚起された情意や意識）
、
「生活課題認識」
（今後の家庭
生活の課題に対する認識）に関わる記述箇所を抽出し、傾向を明らかにする。そして、
「理性的認識」
および「感性的認識」と、
「生活課題認識」のうちの「積極的関与認識」
（家庭のしごとに対する自
らの積極的な参加に対する認識）について 2 変量解析（χ2 乗検定）を行ない、いかなる認識が家
庭のしごとへの積極的な参加に対する認識と関連がみられるかを明らかにする。なお、本研究にお
ける統計的仮説検定は、すべて有意水準を 0.05 として行なうこととする。
Ⅳ 結果
１．居住形態
家庭のしごとへの積極的な参加に対する認識は、
居住形態による影響も尐なくないと考えられる。
そこで、まず対象者の居住形態を確認しておく（表１）
。
表 1 対象者の居住形態

単位
人数

％

性別

一人暮らし

実家

その他

男子

30

57

7

女子

59

57

7

計

89

114

14

男子

31.9

60.6

7.4

女子

48.0

46.3

5.7

計

41.0

52.5

6.5

全体としては実家で同居の学生がもっとも多く過半数を占めるが、一人暮らしをしている学生も
4 割強にのぼっていた。注目すべきは性別による相違で、男子では実家で同居の学生が約 6 割で、
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実家で同居している学生のほぼ倍であるのに対し、女子では一人暮らしと実家が 5 割弱でほぼ拮抗
していた。結果を解釈する際は、この結果をふまえる必要がある。
２．記述内容の傾向
記述内容を整理した結果を示した（表２）
。
全体的な傾向としては、
「理性的認識」に関わる記述の方が、
「感性的認識」に関わる記述よりも、
記述した者の割合が圧倒的に多く、生活時間調査が現実の生活を客観的にみつめる契機となってい
ることが確認された。性別でみると、とくに女子にその傾向が強くみられた。調査を実施したこと
により、今まで顧みることのなかった親の生活実態を知って驚いたようすがうかがわれる記述も多
く、具体的に「驚いた」
、
「知らなかった」
、
「思った以上に」などの表現をともなった記述だけでも、
居住形態に関わらず（p=0.997）
、約 1 割みられた。
最初に「理性的認識」に関わる内容をみていく。
「仕事時間・家事時間が長い」ことを指摘した者
がもっとも多く、そのほか、
「自由時間が短い」
、
「家族のために使う時間が長い」
、
「多忙・やること
が多い・負担が大きい」
、
「起床時刻が早い」など、親の生活の多忙性や勤勉性を指摘した項目が上
位を占めた。
結果表では父母のどちらを対象とした内容であるかを示していないが、父母の違いについての内
容も多かった。それらのほとんどは、父親と比較して母親の負担が大きいことを指摘するもので、
具体的には「母は仕事に加え家事などをするので、自分のために使う時間がとても尐ない。それに
比べると父は自由時間が多くとれている」
、
「両親とも働いており、ほぼ同じ時間に帰宅するが、帰
宅後、父は休息やテレビばかりだが、母は帰宅してからも忙しい」などの記述がみられた。
記述割合の多かった下位項目について内容をみていくと、もっとも多かった「仕事時間・家事時
間が長い」では、とくに母親が仕事と家事の両方をこなしていることへの負担の重さについての記
述が多く、当該項目に言及したうちの 43.2％にみられた。男女別では女子のほうが多く、男子にお
いては 33.9％であるのに対し、女子においては 49.0％であった。それ以外でも母親の負担の重さに
ついての記述が多く、それぞれ当該項目に言及した者のうち、
「自由時間が短い」では 52.7％（男
子 51.6％、女子 53.3％）
、
「家族のための使う時間が長い」では 62.7％（男子 90.2％、女子 4.2％）
にみられた。反対に、
「自由時間が長い」では、家庭における父親の生活についての記述が多く、当
該項目に言及したうちの 83.3％（男子 42.9％、女子 100.0％）にみられた。
「その他」の内容としては、
「家族の共有時間が尐ない」
、
「母親の方が父親よりも行動の切り替え
の回数が多い」
、
「仕事中心で家庭のことが疎かになっている」などであった。
次に、
「感性的認識」に関わる内容をみていく。
「感謝」
、
「反省」
、
「尊敬」といった項目が比較的
多かったが、いずれも 2 割に満たない尐数であった。しかし、尐数ながらこれらのなかには、
「家で
何もしない父をずっと嫌だと思っていたが、私たちのためにこんなに働いていてくれたことがわか
り、尐し尊敬した」
、
「休日の母はかなり遅くに起きてだらしないと不満ばかりぶつけていました。
しかし、平日の母は仕事に行くまで家事をして、終わってからも夕飯作りのための買い物をして、
帰ってからも家事ばかり。休日こそ休まなければいけないのだと思いました。母の偉大さがわかり
ました」など、生活時間調査が自分と家族との関係を見直す契機となっていることをうかがわせる
内容もみられた。
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表２ 記述内容
上位項目

下位項目

全体

男子

女子

（N=217)

(N=94)

(N=123)

人数
仕事時間・家事時間が長い

31 33.0

60 48.8

75 34.6

24 25.5

51 41.5

多忙・やることが多い・負担が大きい

64 29.5

26 27.7

38 30.9

起床時刻が早い

62 28.6

26 27.7

36 29.3

自由時間が長い

24 11.1

7 33.0

17 48.8

性別役割分業により生活が営まれている

15

6.9

9

9.6

6

4.9

行動が他律的

9

4.1

3

3.2

6

4.9

時間の使い方がうまい

6

2.8

3

3.2

3

1.6

分担・協力により生活が営まれている

5

2.3

3

3.2

2

1.6

その他

4

1.8

3

3.2

1

0.8

※３

感謝

32 14.7

16 17.0

16 13.0

反省

32 14.7

14 14.9

18 14.6

尊敬

22 10.1

8.5

14 11.4

5

2.3

2

2.1

3

2.4

親・家族の大切さ

4

1.8

1

1.1

3

2.4

協力・支え合いの大切さ

3

1.4

1

1.1

2

1.6

親の苦労

2

0.9

2

2.1

0

-

6

2.8

4

4.3

2

1.6

※４

認識

8

恐縮・謝罪

その他
生活課題

％

91 41.9
※２

認識

人数

96 78.0

家族のために使う時間が長い

感性的

％

59 62.8

自由時間が短い

認識

人数

155 71.4

※１

理性的

％

積極的関与認識

52 24.0

消極的関与認識※５

12

5.5

3

3.2

9

7.3

9

3.7

5

4.1

4

3.3

その他

23 24.5

29 23.6

※１ 「自由時間」には、
「テレビ視聴」
・
「読書」
・
「交際」
・
「趣味」
・
「休息」の時間を含む。
※２ 具体的な生活行動が示されず、漠然と「多忙」
、
「やることが多い」
、
「負担」などと記述されたもの
を含む。
※３ 家族の生活に合わせて行動していることを指摘した記述を含む。
※４ 家庭のしごとに積極的に関わっていく意思を示した記述を含む。
※５ 自分以外の家族が家庭のしごとにもっと関わるべきことや、自分以外の家族の家庭のしごとへの参
加をうながそうとする意思を示した記述を含む。

- 117 -

茨城大学教育実践研究 30(2011)

「その他」の内容としては、
「親に対する同情」
、
「将来、親になったときの不安」
、
「大人になるこ
との意味」
、
「家庭を作ることの意味」
、
「夫婦の協力関係のあり方」などの内容であった。
次に、
「生活課題認識」に関わる内容をみていく。
「積極的関与認識」は全体では 24.0％みられ、
男女別にみると、男子では 24.5％、女子では 23.6％であった。
「消極的関与認識」については、全体では 5.5％みられた。具体的な記述例をあげると、
「父は早
く起きるのだから、家事を尐し手伝ってあげたらいいのにと感じた」
、
「共働きなのに母だけが家事
をするのは負担が大きい。父に協力をよびかけようと思った」
、
「中 2 の弟がいるので、家の手伝い
をするように言っておこうと思った」
、
などである。
男女別にみると、
男子では 3.2％、
女子では 7.3％
で女子の割合のほうが多かったが、これは女子のほうが実家をはなれて一人暮らしをしている者の
割合が多いことの影響が強い。
「その他」では、
「いつか親のような生活スタイルになるのであれば、今をめいっぱい楽しんでお
きたい」など現在の生活を楽しむことを強調した内容(3 名)、
「親にもっと優しくしてあげようと思
った」など親への情緒的な関与を強調した内容（2 名）
、
「早く就職して落ちついた生活を送れるよ
うにしてあげたい」など経済的自立への意欲を強調した内容（2 名）のほか、
「自分にとって両親は
反面教師。将来、家庭をもったら、今不満に思っていることをわきまえ、幸せな暮らしを作りたい」
、
「自分は今までとおり、自分の生活を頑張っていきたい」などの記述がみられた。
３．積極的関与認識との関連
「理性的認識」と「感性的認識」の下位項目と「積極的関与認識」について、度数の多い項目に
限定し、
「理性的認識」については上位 5 項目、
「感性的認識」について上位 3 項目について関連を
みた(表３)。なお、ここでは標本サイズの都合上、性別による違いについては扱わなかった。

表３ 「理性的認識」・「感性的認識」と「積極的関与認識」との関連
上位項目

理性的
認識

感性的
認識

下位項目

有意確率

仕事・家事の時間が長い

0.004

自由時間が短い

0.034

家族のために使う時間が長い

0.006

多忙・やることが多い・負担が大きい

0.048

起床時刻が早い

0.281

感謝

0.084

反省

0.000

尊敬

0.001

「理性的認識」で関連がみられた項目は、
「仕事時間・家事時間が長い」
、
「家族のために使う時間
が長い」
、
「自由時間が短い」
、
「多忙・やることが多い・負担が大きい」であり、
「起床時刻が早い」
以外はすべての項目で関連がみられた。
「感性的認識」で関連がみられたのは、
「反省」
、
「尊敬」であり、
「感謝」では関連がみられなか
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った。ただし、
「尊敬」については、相関がみられたとはいうものの負の相関であり、正の相関がみ
られたのは「反省」のみであった。
「反省」は、いずれも親の生活を知ったことを契機に自分の生活
を省みた内容で、自分の生活を見つめなおすなかから、自分にできることを見つけようとする態度
が生まれていることが確認された。
Ⅴ 考察
１． 家庭のしごとへの関与をうながす要因
本調査の結果から、生活時間調査の活用は、家庭生活を客観的にみつめなおしたり、自分の生活
を振り返ったりするのに有効であることが確認された。また、家庭のしごとへの積極的な関与認識
を導くのは、親への感謝や尊敬といった意識よりもむしろ、家族や自分の生活実態の客観的な把握
であるということも確認された。家族や自分の生活実態の把握が、家庭のしごとへの積極的な関与
認識にかかわっていたのは、生活時間調査が提供する情報が、次の役割を果たしたためであると考
えられる。
第一に、学生が、それまでほとんど顧みることのなかった親の生活や家庭生活のありように目を
向ける契機としての役割である。
今日の家庭科教育においては、家庭生活に関する知識や技術を身につけることとならんで、生徒
の家庭生活への関心を高めることが重視されている。この背景には、現代の子どもたちは家庭での
しごとに関わる経験が尐なく、日々の生活を無自覚的に過ごしがちであるという現実がある。そこ
で、とくに小中学校の家庭科では、家族・家庭生活領域の学習を家庭科の学びのガイダンスとして
位置づけ、児童・生徒の家庭生活への関心を高めるなかから、家庭生活は多様な要素が関わり合っ
て構成されていることや、家族・地域・社会の協力に支えられて成り立っていることに気づき、そ
れらの一員としての自覚を高め、生活におけるさまざまな課題を自ら見出し、その課題に向かって
獲得した知識や技術を使って生活をよりよいものにしようとする意欲や態度を育成しようとしてい
る。本研究の結果からは、生活時間調査を契機に、学生たちが家族や自分の生活について、多様な
角度から見つめなおしていることが確認され、これが家庭のしごとへの積極的な関与認識につなが
ったと考えられる。
第二に、家庭生活が家族のどのような関わりによって成り立っているかを可視化するという役割
である。
本稿の冒頭で指摘したとおり、従来の家族・家庭生活領域の指導は、家庭のしごとだけを取り出
して生徒にそれを調査させるという方法がとられることが多く、生徒には現実の生活の文脈が理解
しづらいという点が指摘されてきた。だが、今回の分析資料においては、親の生活がどのように営
まれているのかという全体を知り、そのなかで家庭生活を支えるためにどのような行動が行なわれ
ているのかについて、改めて理解したことを指摘した内容が数多くみられた。具体的な記述例を示
すと、
「自分にとって当たり前のように感じていた、食事や洗濯は、実は限られた時間のなか、カツ
カツななかで用意されていたということを知りました」
、
「母は仕事のほか、炊事・掃除・洗濯や子
どもの世話に多くの時間をさいている。仕事の前後でこんなに家事をやるというのはとても疲れる
と思う」などである。
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これらに共通しているのは、家庭のしごとがどのような文脈のなかでなされているのかというこ
とへの理解である。こうした理解が、学生の家庭のしごとへの積極的な関与認識をうながしたもの
と考えられる。
２．生活時間調査活用の利点
家庭のしごとへの積極的な関与認識をうながすといった点以外にも、家族・家庭生活領域の指導
に生活時間調査を活用するいくつかの利点が確認された。
第一に、
「見えない父親」および「見えすぎる母親」問題の克服である。家族・家庭生活領域の指
導においては、家事の主担当者であることが多い母親の存在ばかりが浮上しすぎる傾向があり、こ
の克服は大きな課題となってきた。本研究の分析資料においては、母親について言及した記述が多
かったものの、父親の果たしている役割や夫婦の分業のあり方について検討した記述も尐なくなか
った。家庭科の指導では、現実の生活に視点をおいたところから始まるが、それにとどまらず、男
女共同参画のあり方、ワーク・ライフ・バランスの問題など、これからの家族・家庭生活のあり方
を考え、社会のしくみについても考えられるよう視野を広げていくことが求められる。生活時間調
査は、そうした指導を展開していくうえでも効果的な教材としての可能性をもつ。
第二に、家族関係の再構築である。家族・家庭生活領域の指導においては、よりよい家族関係を
気づくための方法を考え実践できるようにするというねらいが含まれる。しかし、思春期になると、
自立への意欲も高まる一方、親への反発を感じたり、小学生の時期とは異なる親との新たな関係の構築
を模索したりするようになる。こうした発達段階にある生徒が、自分の家族や親と対峙し、自分との関わり
においてその存在意義を考えたり、よりよい家族関係の構築に向けて主体的に行動したりすることは容易
ではない。従来、親との新たな関係を再構築するためには、別居という物理的な距離をとることが重要な
はたらきをしていることが指摘されてきた７）。だが、本研究の分析資料においては、居住形態に関わらず、
生活時間調査を契機に、学生が自分と家族との関係を客観的に見つめ直し、自分にとっての家族の
存在意義について考えるようになっていることを示す記述がみられ、生活時間調査の活用は、家族
関係の再構築をうながすうえでも効果を期待できるものであることが示唆された。
この点について、
本研究は大学生を対象としたが、中高生を対象とした場合には、いっそう顕著にその効果が期待で
きると考えられる。とくに家庭科の指導における「よりよい家族関係の構築」では、親・家族を心象上の
存在としてとらえるのではなく、日々の家庭生活の営みのなかで関わり合う存在としてとらえ、よりよい関
係を築くための方法を見出し、実践することが求められる。そうした意味において、生活時間調査は有効
な教材となりうる。
３．生活時間調査活用上の課題
本研究の結果からは、生活時間調査を活用する際の課題も見出された。
その第一は、家族の生活を自分と関連づけてとらえる視点の強化である。本研究では、家族や自
分の生活実態の客観的な把握は、家庭のしごとへの自らの積極的な関与認識と関わっていることが
確認された。とはいうものの、積極的関与認識を示した者の割合自体は全体で 24％にしかすぎなか
った。これは、多くの学生は、家族の生活実態把握がそれだけで終始してしまっており、自分に関
わる問題としてはとらえられていないことを示している。とくに、男子においては、実家で親と同

- 120 -

佐藤：家庭のしごとへの参加をうながす家庭科の指導法の検討

居の学生が約 6 割を占めているにもかかわらず、親と同居する者が 5 割に満たない女子よりも積極
的関与認識を示した者の割合が尐なかった。生活時間調査を教材として活用する際は、家庭生活の
問題を、生徒が自身の問題としてとらえていけるよう指導の工夫が必要である。
第二には、社会的な視点の提供である。本研究の分析資料では、現実の家族の生活実態について、
社会的視点から検討した記述はほとんどみられなかった。これは、自分の家族をとりあげて授業を
展開する場合によく指摘される問題である。家庭科では、小中高と段階をふむなかで、家族のなか
の自分、家族と地域との関わり、家族と社会との関わり、といったように視野を広げていくことが
求められる。現実の家族の生活を手掛かりに、その背景や要因について、社会的視点から検討して
いくことができるよう工夫が必要である。
Ⅵ まとめと課題
現在と同様、家庭科教育において家族・家庭生活領域が重要な位置をしめた時期がある。戦後、
占領下の CIE の指導のもと、民主国家の担い手を育てる民主的な家庭建設のための教科としての使
命を託され、新たなスタートを切ったときのことである。新しい家庭科には、戦前のたんなる家事
裁縫と決別すべく、家族関係や家庭生活についての内容が導入された。ところが戦後の復興期を終
え、高度経済復興期に入ると、家庭科は一転して技能教科としての色彩を強め、中学校技術・家庭
科などでは家族・家庭生活領域の学習は必修ではなくなった。それがふたたび必修として復活した
のは、1989 年告示の学習指導要領のもとにおいてである。翌年、この年の合計特殊出生率が発表に
なり、
「1.57 ショック」として大々的に取り上げられ、以後、わが国では出生率の低下が社会問題
化していくこととなる。政府がこの問題の解決のために掲げた目標は男女共同参画社会の実現であ
り、家庭科もそれに歩調を合わせる形で家族・家庭生活領域を重視するものへと変わっていった。
国策遂行の手段として常に利用されつづけてきた家庭科のこうした歴史から学ぶべきは、時代・社
会に翻弄されることなく、家庭科の教科理念に照らし、何を教えるべきか、育むべき力とは何かに
ついて、指導する側が常に自らに問い続ける姿勢の重要性であろう。家族・家庭生活領域の指導に
おいては、ことのほかその認識が必要である。
本稿で扱った生活時間調査は、これまでの家庭科の指導においてもしばしば活用されてきた。だ
が、それを活用することよって、子どもたちにどのような気づきをうながし、どのような主体を育
てようとしているのかを検証しようとする意識は薄かった。わが国の教育においては、感謝や尊敬
などの情意面での意識の変化がうながされると、それで一定の教育的成果がみられたものと勘違い
する傾向がある。だが、本研究の結果は、そうした情意面の変化が、自立した生活者の育成という
家庭科本来のねらいを必ずしも達成するものではないことを示した。教材のもつ効果やその効果の
意味について、丁寧に検証していくことが今こそ必要である。
本稿では大学生を対象に調査を試みた。
実際に中高生を対象とした場合の効果の検証については、
今後の課題としたい。
注
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１）福留公子「諸実践の特徴とこれからの課題」鶴田敦子・朴木佳緒留編著『現代家族学習論』
（朝
倉書店,1996）,138.
２）鈴木敏子「
「改正」教育基本法下における 2008 年改訂学習指導要領と家庭科」
『生活経営学研究』
44 号（2009）
，50．
３）佐藤学「開会挨拶」教育学関連 15 学会共同公開シンポジウム準備委員会編『新・教育基本法を
問う』
（学文社，2007）
，10.
４）たとえば、以下の文献などがある。
鈴木（2009）前掲書，55.
鶴田敦子「家庭科」松田義松編著『教科の本質と授業 民間教育研究運動のあゆみと実践』
（日本
標準社，2009）
，160．
５）たとえば以下の文献がある。福留公子（1996）前掲書，132．
６）
「親」の生活時間調査については、家族の多様性に配慮し、
「これまでのあなたの生活を支えて
きた家族や人たち」を対象に、2 名以内で調査を実施した。結果としては、両親を調査した者がほ
とんどで、それ以外では、両親の一方を調査した者が 12 名、両親の一方と祖父母のどちらかを調査
した者が 3 名、両親の一方と姉を調査した者が 1 名であった。調査対象となった祖父母や姉は、い
ずれもその者が親がわりとなっており、本稿では「親」として扱った。
７）徳田仁子・柴田美文「家族関係の再構築における居住形態の意義について－家族イメージ法と
肯定的家族観尺度を用いて－」
『札幌学院大学人文学会紀要』78 号（2005）
，62．
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茨城大学教員免許状更新講習における
小学校外国語活動講座の実践報告 1)
猪井 新一＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

A Report of In-Service Teacher Training on Elementary School Foreign Language Activities
in the Teaching Certificate Renewal Program at Ibaraki University
Shin’ichi INOI

キーワード：小学校外国語活動、教員免許状更新講習、教員研修

本稿は、平成 21 年度～平成 23 年度茨城大学教員免許状更新講習で実施された小学校外国語活動に関する講座の概
要を報告し、受講生のアンケート回答を分析することである。講座内容には外国語活動に関する講義、英語活動、日本語活
動が含まれる。アンケート回答の分析によると、受講生の満足度の高いものは、主として、外国語活動に関する講義、コミュ
ニケーション活動を伴ったりゲーム性のある英語活動であった。講座の中に、講義形式と演習形式の両方を取り入れたこと
は有効であった。母語への気づきを促すことをねらった日本語活動は、総じて、英語活動ほどは高い評価を得られなかった。
日本語活動は、受講生に無意識なルールを気づかせるような工夫や、英語や他の外国語と結びつけるような工夫が必要と
思われる。

はじめに
茨城大学における教員免許状更新講習は、試行期間を経て、平成 21 年度より年 2 回（Ⅰ期・Ⅱ
期）と本格的に実施され、平成 23 年度で 3 年目を迎える。小学校外国語活動に関する講座も、毎
年Ⅰ期・Ⅱ期と開講されてきており、研修講座内容に関する受講生からの評価アンケートもかなり
蓄積されてきた。本稿の目的は、平成 21 年度～平成 22 年度のⅠ期・Ⅱ期および平成 23 年度Ⅰ期、
合計 5 回実施された小学校外国語活動講座の概要を報告し、受講生のアンケートへの回答を分析す
ることである。分析結果は、今後の小学校外国語活動に関する教員研修に生かしてゆきたい。
教員免許状更新講習に小学校外国語活動に関する講座が開設された理由は、平成 23 年度から
――――――――
*茨城大学教育学部
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の小学校外国語活動の完全実施に対応しようとするものであった。平成 20 年 12 月に『小学校学習
指導要領解説外国語編』の刊行により学習指導要領が改訂され、正式に小学校 5、6 年生に年間当
たり 35 時間単位の外国語活動が新設された。新設の理由は、
「総合的な学習の時間」を活用して国
際理解教育の一環として外国語（英語）会話などに慣れ親しんできたが、各学校における取組に相
当のばらつきがあり、教育の機会均等の確保や中学校との円滑な接続等の観点から国として各学校
において共通に指導する内容を示すことが必要であるためであった（文部科学省, 2008, p.4）
。本学
における教員免許状更新講習において、この新設された外国語活動に対応する講座への受講生の要
望が高いことが予想され、平成 21 年度と平成 22 年度は「小学校英語」と「小学校英語活動」とい
う名称の異なる講座が 2 コマ開設された。講師として、茨城大学教育学部英語教室所属の筆者と齋
藤英敏准教授が 2 講座とも TT（=Team teaching）の形式で担当することとなった。両名とも英語
教育学を専門とし、本学では英語科教育法を担当している。TT を採用した理由は、講座開講当初
の平成 21 年度は 2 人とも小学校外国語活動の研修講師は初めての経験であること、さらに英語活
動の見本を示す際に TT の方が好都合であったためである。しかし、平成 23 年度からは当初 2 コ
マあった講座が「小学校英語」のみの 1 講座へ減少し、担当者も筆者のみとなっている。

小学校外国語活動講座概要
1. 受講生数及びシラバス
「小学校英語」と「小学校英語活動」はそれぞれ 3 時間講座であり、実施日と受講生数は表 1、
表 2 の通りである。なお、
「小学校英語活動」講座は平成 22 年度Ⅱ期および平成 23 年度Ⅰ期は開
表 1「小学校英語」講座の実施日と受講生数
実施日
受講生数
内訳
小学校
平成 21 年度Ⅰ期
8 月 19
32
中学校
高校
小学校
中学校
Ⅱ期
12 月 25 日
9
高校
その他 *
小学校
中学校
平成 22 年度Ⅰ期
8 月 23 日
20
高校
その他 *
小学校
Ⅱ期
12 月 25 日
12
中学校
高校
小学校
中学校
平成 23 年度Ⅰ期
8 月 20 日
40
高校
その他 *
合計
113
*「その他」には養護学校、塾などが分類されている。
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19
10
3
3
3
2
1
15
2
2
1
6
4
2
20
10
9
1
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表 2「小学校英語活動」講座の実施日と受講生数
実施日
受講生数
内訳
小学校
中学校
平成 21 年度Ⅰ期
8 月 20 日
26
高校
不明
小学校
中学校
Ⅱ期
12 月 26 日
9
高校
その他
小学校
中学校
平成 22 年度Ⅰ期
8 月 24 日
15
高校
不明
合計
50

11
12
1
2
3
3
2
1
5
6
3
1

講されていない。表 1、2 に示されているように、2 つの講座にこれまで延べ 163 名（113＋50）も
の方が受講したことがわかる。さらに、小学校教員ばかりでなく、中学校教員、高校教員も受講し
ており、小学校外国語活動への関心は小学校教員のみに限定的には留まっているのではなく、その
関心の高さがわかる。
「小学校英語」および「小学校英語活動」の講習内容・到達目標は表 3、4 の通りであり、受講生
用に講習シラバスとして本学の WEB 上に掲載された。表 3、4 は平成 22 年度分のものであるが、
平成 21 年度および平成 23 年度の講習内容および到達目標とほぼ同じである。
「小学校英語」講座
の講習内容は、表 3 の通り、前半は講義形式、後半は演習形式である。前半は小学校外国語活動の
導入の経緯・目的等についてであり、後半は様々な外国語活動を実際に受講生に体験していただく
内容である。一方、
「小学校英語活動」講座の内容は、最初に 15 分程度の講義を入れ、その後は実
際に外国語活動を体験していただくものであった。ただ、後半の部分に、グループに分かれて受講
生自身が外国語活動の指導案を話し合って作成し、10 分程度の模擬授業をする機会を設けた（表 4
表 3「小学校英語」講座シラバス（平成 22 年度分）
1) 小学校外国語（英語）活動導入の経緯について説明します。
2) 外国語活動の目指すもの（新学習指導要領）について説明します。
3) 言語習得の観点から小学校英語活動を考えます。
講習内容

4) アジア諸国の小学校英語教育の現状について説明します。
5) クラスルーム・イングリッシュを練習します。
6) 英語活動（チャンツ、ゲーム、コミュニケーション活動等）を実際に体験します。
7) 日本語を利用した活動を体験します。
8) 認定試験：上記１)から７)の内容を確認します。
1) 小学校外国語活動導入の経緯、目的、諸課題等を理解します。

到達目標

2) 実際に英語活動を体験することを通して、小学校外国語活動の意義を考え、現場
で外国語活動に取り組もうとする意欲を培います。
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表 4「小学校英語活動」講座シラバス（平成 22 年度分）
1) 外国語活動の 2 面性（外国語習得と国際理解）について講義します。
2) 発音指導を体験します。
3) 歌・チャンツを体験します。
講習内容

4) ゲームを体験します。
5)「英語ノート」を活用した活動を体験します。
6) 日本語を利用した活動を体験します。
7) グループに分かれて、外国語（英語）活動案を作成し、実演します。
8) 認定試験：種々の言語活動を確認いたします。
外国語指導の留意点に触れ、種々の外国語（英語）活動を実際に体験することによ

到達目標

り、外国語活動に興味・関心が高まり、現場で外国語活動を実践してみようとする
意欲を培います。

の 7) を参照）
。
2 つの講座のそれぞれの終了時に、アンケートを実施し、講義や体験したいろいろな活動例を受講生
に 5 段階で評価していただいた（5. とても役立つ 4. まあまあ役立つ 3. なんとも言えない 2.
あまり役立たない 1. 全く役立たない）
。アンケート項目の最後に自由記述欄を設け、当該講座に
ついて思ったこと、感じたことなどを自由に記述していただいた。
2. 講座内容
以下に、「小学校英語」および「小学校英語活動」の 2 つの講座で実施した講義や活動例の概要を記述
する。実施した講義内容や活動例は、前回の講習会で受講生から得られたアンケート結果に基づいて修
正したり、新しいものを加えているために、年度によってその内容が多少異なる。本稿は、実施したすべ
ての活動例を網羅的には取り上げてはいない。ここで記述するものは、 小学校外国語活動に関する講
義、6 つの英語活動例、5 つの日本語活動例である。講座の内容に日本語活動を取り入れた理由は、外
国語活動は英語の学習だけをすることではなく、日本語も含めて広く言葉の学習をするという観点を含む
ということ（文部科学省, 2008, p. 7）を、明確にしたかった意図があった。
1) 「小学校外国語活動」の講義内容
外国語活動に関する講義は、表 3 の講習内容の 1)～4) に相当する。小学校に外国語活動が導入さ
れた経緯やその目的、小学校英語教育に対する賛否両論、言語習得と小学校英語教育、アジア諸国の
英語教育（特に韓国の小学校英語教育の現状と課題）、学級担任の役割等について、新学習指導要領に
もふれながら講義をした。何よりも、小学校外国語活動の目的は英語のスピーキング・リスニングのスキル
の養成が第一義ではなく、英語活動を通して人と言葉を用いて関わること、つまりコミュニケーションの楽
しさや大切さを子供たちに体験させることがより重要であること（直山, 2008; 文部科学省, 2008）を、特に
強調した。そして、そのような外国語活動の目的を達成するためには、ALT や地域のボランティアよりも、
児童１人１人のことをよく理解している学級担任がより適任であり、学級担任が「英語を使おうとするモデ
ル」（直山, 2008, p. 27）を児童に示すことの重要性を説いた。さらに、「他教科等の学習成果を、外国語
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活動の中に適切に生かすために、相互の関連について検討し、指導計画に位置付けることが必要であ
る」（文部科学省, 2008, p. 15）ためにも、全教科を担当する学級担任の方がよりふさわしいことも述べた。
最後に、外国語活動の授業を実施したり参観したりする場合、そのような視点を持つことが極めて大切で
あるとも述べた。
2) キーボードタッチング 2)
コンピュータのキーボードが描かれている用紙を配布し、児童はアルファベット、数字、句読点（コンマ、
ピリオド、クエスチョンマーク）及びその他のキー（Shift キー、Tab キー等）が英語で言われるのを聞
いて、キーボードを人差し指 1 本で指し示すという活動である。教師が英語を言う場合もあるし、
CD 等の市販の英語の音声を使用する場合もある。実際に教師が児童相手にこの活動を実施する場
合は、児童の実態に応じて、英語を言うスピードを変えることが必要である。この活動は英語を聞いて指を
使って反応するものであり、英語を言う必要がないため負担感はさほど大きくはないと思われる。
3) 恐怖の 13
数字を使ったペア活動である。二人で互いに数字を 1 から順に英語で言い始め、13 を言った方が
負けるというゲームである。一度に言えるのは、 3 つまでの数字とする。この活動のねらいは、相
手の言う英語をよく聞く必要があるということである。
4) 数字ピラミッド 3)
図１のようなピラミッドのマスの中に、1 から 20 の数字から 15 個を選んで入れる。できるだけ多くのクラ
スメートとじゃんけんをし、勝った方がピラミッドから好きな数字を選び、数字を英語で言ってマスに印を
つける。負けた方も、その数字があればマスに印をつける。すべてのマスに印をつけたら終了とする。
英語でのやり取りの例は次の通りである。
A: Hi!
B: Hi!
AB: Rock, scissors, paper. 1,2,3, shoot.
A(じゃんけんに勝った方とする): My number is (

).

AB: (ともに、その数字に印をつける。) See you.
図１数字ピラミッド

B: See you.

この活動のねらいは、上記のようなやり取りを通して、できるだけ多くの人と言葉を使ってコミュニケーショ
ンをするというものである。
5) 外来語や動物の名前の導入
絵カードを利用して、 “What’s this?” の表現を用いながら外来語や動物の名前(banana,
hamburger, tomato, strawberry, glove, guitar, milk, camera, hippo, ant, elephant 等) を導入する
方法である。
果物や動物等が描かれている絵を事前に別な紙等で隠しておき、
徐々に提示する方法、
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シルエットを提示する方法、裏返しにして素早く上下を一回転させる方法の 3 種類を提示した。こ
のような提示方法のねらいは、絵カードに一体何が描かれているのだろうと児童に興味を抱かせ英
語学習にわくわく感をもたせることである。
6) キーワード 4)
ペア活動である。2 人の机をくっつけ、その間に消しゴム等を置く。児童は教師が言う英語（数
字、外来語、動物の名前等）を聞いて繰り返し、その後 2 回拍手をする。前もって決めておいたキ
ーワードを聞いた時は、拍手をせず素早く消しゴムを取る。この活動のねらいは、教師の英語をよ
く聞くことである。
7) What am I?
まず、動物の名前（ant, bee, goldfish, hippo, dolphin, grasshopper, etc.） を「キーワード」等
の活動を通して学習する。次に、色の名前、大きさ、長さの表現（yellow, green, black, gray, blue,
white, big, small, long, short, tall, etc.）を学習する。そして、動詞（swim, fly, run, jump）を学習
する。英語の表現として “Am I～?” “Can I ～?” を導入する。
絵カードを１枚ずつ配布し、パートナーの背中にセロテープで張るように指示をする。この時点
では、パートナーは自分が何の動物であるかは不明である。教室内を歩き回り、できるだけ多くの
人と、そして、普段あまり話をしたことがない人と、以下のようなやり取りをするように指示をす
る。自分が何の動物であるかを分かったら、教師のところに来て “Am I an ant?” のように言って
確認をする。できるだけ多くの人と話をすることがねらいであるため、1 人の人に質問するのは 1
回と制限をする。
A: Hello. My name is (

).

B: Hello. My name is (

). Nice to meet you, (

A: Nice to meet you, (

).

). Am I black?

B: Yes / No / I don’t know. （どれか 1 つの返答をする。
）
A: Thank you.
B: Am I yellow?
A: Yes / No / I don’t know. （どれか 1 つの返答をする。
）
B: Thank you. See you.
A: See you.
上記のやり取りは自己紹介を兼ねてのやり取りであるが、すでによく知っているクラスメートの場
合は、自己紹介の代わりにじゃんけんをし、勝った方が質問をするというようなやり方に変更もで
きる。また、児童の実態に応じて、使用する英語表現の難易度を調整する必要がある。この活動の
ねらいは、できるたけ多くの人と言葉を使ってコミュニケーションを図るというものである。
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8) 「海」という漢字に、以下の１文字を加えて、海の生物を表わす漢字をつくる活動である 5)。
月

老

苔

豹

豚

星

栗

象

狸

（例

海月）
（くらげ）

（解答例）海老（えび） 海苔（のり） 海豹（あざらし） 海豚（イルカ） 海星（ひとで） 海栗（うに）
海象（せいうち） 海狸（ビーバー）
次に、これらの動物の絵が描かれている用紙を班ごとに配布し、教師が言う英語を聞いて（例え
ば、starfish）
、漢字カードを動物の絵のところへ置いていく。この活動のねらいは、漢字はアルファベッ
トとは異なり、意味を表すものであることを理解させ、母語への気づきを促すものである。
9) 日本語の複合語活動 6)
以下の日本語の表現を組み合わせて、できるだけ多くの複合語をつくる班活動である。
放送

衛星

蜜

蜂

通学

学校

バス

バナナ

複合語の例
放送学校 学校放送 衛星放送 放送衛星 蜜蜂 蜂蜜 通学バス バス通学
この活動のねらいは、日本語の複合語の全体の意味は 2 つめの単語の意味が決定するという複合語の
ルールを理解させ、母語への気づきを促すことである。
10) 日本語表現を長くする活動 7) 8)
例題にならって、単語を追加しながら、どれだけ長い表現を作ることができるかを指示をする。
追加する単語は、前後あるいは途中に追加してよいとする。3～4 人の班ごとに活動させる。
例 自動車→自動車工場→電気自動車工場→電気自動車工場見学→電気自動車工場見学プログラ
ム→電気自動車工場見学プログラム印刷→電気自動車工場見学プログラム印刷局
（下線部が追加された単語）
学校→
この活動のねらいは、単語を重ねると長い表現を作ることができることを通して、言葉（表現）の
長さの無限性に気づかせることである。
11) 日本語の数の数え方 9)
英語では、one, two, three, four, … と数えて行くが、日本語では、
「1 本、2 本、3 本、4 本」の
ように数える。日本語の数え方の読み方をどのように分類するかを班内で話し合う。ねらいは、母
語への気づきを促すことである。
読み方の分類
1 本 6 本 8 本 10 本 (「本」を「ぽん」と読む)
2 本 4 本 5 本 7 本 9 本 (「本」を「ほん」と読む)
3 本 (「本」を「ぼん」と読む)
解説10)
「いっぽん」のように「ぽん」と読む場合は、その前の読み方が促音であり、
「っ」で表わされる。
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「にほん」のように「ほん」と読む場合は、その前の読み方が [ni] のように直前が母音（この場
合 [i] ）となっている場合である。
「ぼん」と読む場合は、その前の読み方が｢ん｣となっている場合
である。4 本はもともと｢しほん｣と読んでいたが、
「し」は｢死｣を連想させるために、
「よん」と読
むようになったと言われる。
12) 創作漢字 11)
アルファベットと異なり、漢字は意味を表わすことに気づかせるために、新しく漢字を作ってみ
ようという活動である。例えば、
「苦豆」と書いて「コーヒー」と読ませるような活動である。

講座に対するアンケート結果及び考察
1. アンケート結果
表 5 は平成 21 年度～平成 23 年度において、講座の中で行われたいろいろな活動に対する受講生
からの 5 段階によるアンケート評価の平均値である。平均値が 5 に近づけば近づくほど、受講生の
その活動に対する評価、言い換えれば、満足度が高いということになる。
表 5 講座内容の評価の平均値
H21 年度
Ⅰ期

H21 年度
Ⅱ期

H22 年度
Ⅰ期

H22 年度
Ⅱ期

H23 年度
Ⅰ期

1) 外国語活動講義

4.53

4.67

4.75

4.92

4.74

2) キーボード

4.44

4.78

4.55

4.33

4.50

3) 恐怖の 13

4.44

4.78

4.65

4.50

4.63

4) 数字ピラミッド

4.56

4.78

4.75

4.69

4.89

4.60

4.58

4.75

4.65

4.58

4.65

4.67 / 4.67**

4.92

4.93

5) 外来語・動物の名前
導入
6) キーワード*
7) What am I?**

4.50 / 4.58
4.81

5.00

8) 海の生物漢字
9) 複合語作成

4.27

4.35

3.92

10) 長い表現作成

4.25

11) 数の数え方

4.60

12) 創作漢字

3.75

*「キーワード」は、平成 21 年度Ⅰ期は「小学校英語」と「小学校英語活動」の両方で実施され、
「小学校英語」の平均値は 4.50 であり、
「小学校英語活動」の平均値は 4.58 である。
**「What am I?」は、平成 22 年度Ⅰ期は「小学校英語」と「小学校英語活動」の両方の講座で実
施され、ともに平均値は 4.67 である。
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表 5 の平均値が示す通り、年度あるいは時期によって受講生の講義や活動例に対する評価の平均
値が異なるのがわかる。これは、毎年受講生が異なることや、同一名称の講義や活動であってもそ
の内容が多少異なるためであると思われる。受講生の満足度が 9 割に達していることを示す値 4.5
（5 点 × 0.9）を一つの基準値とすると、その基準値以上の平均値が得られたものは表 5 の網掛け
の部分である。その中でも、常に平均値が 4.5 以上となっていたものは、
「外国語活動講義」および
「数字ピラミッド」
、
「外来語・動物の名前導入」
、
「キーワード」
、
「What am I?」の 4 つの英語活動
である。日本語活動の「数の数え方」は一回だけ実施されたが、平均値が 4.5 を超えている。一方、
この基準値を下回っていたのは、
「海の生物漢字」
、
「複合語作成」
、
「長い表現作成」
、
「創作漢字」で
あり、いずれも日本語を利用した活動 4 例である。それ以外の活動（
「キーボード」と「恐怖の 13」
）
は平均値が 4.5 に達しない場合と、達した場合の両方があった。
「キーボード」は 5 回実施したうち
3 回が、
「恐怖の 13」は 5 回のうち 4 回が、平均値が基準値 4.5 以上であった。
2. 考察
なぜ、表 5 のようなアンケート結果となったのかについて、受講生からのアンケートの自由記述
への回答にも言及しながら考察を加えたい。
1) 外国語活動講義について
講義を通して、一体何のために小学校で外国語活動をするのかという目的を受講生が納得したこ
とが高い平均値になっていると考えられる。受講生からは以下のような自由記述がアンケートにみ
られた。
・外国語活動の経緯・学級担任の役割がよく理解できました。
（平成 23 年度Ⅰ期受講生）
・小学校英語に求められているものがわかりました。
（平成 23 年度Ⅰ期受講生）
・外国語活動導入の経緯をしっかりと聞かせていただいたうえでの演習だったので、とても役
立ちました。
（平成 23 年度Ⅰ期受講生）
・小学校での外国語活動について、今まであいまいな理解だったのが、少しはっきりできたこ
とが、一番の収穫だった。
（平成 22 年度Ⅱ期受講生）
小学校の現場で、当然外国語活動の様々な教員研修がなされていると思われるが、いわゆる目的
論についての研修があらためて必要であるように思われる。どうしても、一般的に外国語活動研修
会というと、明日の授業ですぐに使える外国語活動の実践例やクラスルーム・イングリッシュの紹
介が重宝されがちである。平成 21 年度、講習会事前に実施した小学校外国語活動に関するアンケ
ート調査（猪井, 2009）によると、小学校教員が望む研修内容として、外国語活動の目的はさほど
要望は高くはない。要望の高いものは、はやり英語の発音、クラスルーム・イングリッシュ、実践
例等、すぐに教室で役立つものであった。教員研修に言及した泉（2007, p. 139）
、川上（2008, p. 155）
、
高橋・青木（2006, p. 223）も、授業にすぐ役立つ指導方法を現職教員は研修内容として望んでい
ると、同様のことを述べている。しかし、上記の自由記述からわかるように外国語活動導入の目的
や背景を理解した上で活動例を体験することが重要である。そうでないと、外国語活動が英語のリ
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スニング・スピーキングのスキルの養成にすり替わってしまう場合がある。結果、ALT や英語を得
意とする地域のボラティアに授業をお任せし、学級担任の授業への関わりが見えなくなってしまう
恐れがある。そうならないためにも、外国語活動における学級担任の役割も含め、導入の目的を学
習指導要領に沿って理解することは必須である。西崎（2009, p. 36）は、小学校における外国語活
動導入により、児童英語や英会話を中心に進めてきた場合は、特に方針転換が必要であると述べて
おり、外国語活動導入の目的をよく理解することの重要性を支持している。
2)英語活動について
評価の平均値がいずれも 4.5 以上であった「数字ピラミッド」
、
「外来語・動物の名前導入」
、
「キ
ーワード」
、
「What am I?」はいずれも英語活動である。とりわけ、
「What am I?」は、H22 年度
Ⅰ期を除くと、毎回の活動例の中で一番受講生の評価が高い活動である。この活動は、受講生が自
分が何の動物であるかを当てるために、教室を歩き回り、多くの人とコミュニケーションを取る必
然性のある活動である。類似の活動が「数字ピラミッド」である。どちらも、英語を使って多くの
人と関わるという活動である。受講生はこのような活動を実際に体験することを通して、英語を使
ってコミュニケーションをすることの楽しさを味わったため、満足度が高いと思われる。自由記述
の中には以下のような感想があり、コミュニケーション活動を体験することの楽しさに言及してい
ている。
・実際にやってみることで、自分も楽しかったので、子供たちも楽しくできるだろうなと思え
ました。
（平成 23 年度Ⅰ期受講生）
・“What am I?”のゲームでは、私も楽しくクラスの他の方と英語でコミュニケーションする体
験ができました。やはり体験することで初めて、“スキルの養成が目的ではない”と実感しまし
た。
（平成 23 年度Ⅰ期受講生）
これらの受講生の自由記述は、講義の中で外国語活動導入の目的は人と言葉で関わること、つま
りコミュニケーションの態度の育成であると言われたとしても、受講生が本当にそれを理解するに
は、実際に英語活動を通して、自らがそのことを体験して納得することが必要であることを示して
いる。教員研修講座には、講義と演習（とりわけ英語コミュニケーション活動）の両方が必要であ
る。高橋・青木（2006, p. 223）も、教員研修では、理論的枠組みついての講義および、受講生参
加型のいわゆる体験型のワークショップの両方が必要であると述べている。その意味では、本学で
実施してきた外国語活動に関する教員研修講座はその内容が妥当であると言える。
「外来語・動物の名前導入」は 「What am I?」のような英語を使ってのコミュケーション活動
ではない。絵カードを提示しながら、それが何であるかを当てさせる活動である。最初は少ししか
絵が見えないので何の絵であるかわからないから、もっと絵を見たいというような「わくわく感」
があるために、受講生の満足度が高いと考えられる。さらに、そのような絵の提示の仕方は、小学
校の学級担任にとって容易に実施可能と思われ、教室ですぐ使える教材提示方法であるとも考えら
れる。
「キーワード」は英語を用いたゲームである。この活動はペアで行うものであり、多くの人とは
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関わることはないという点で、上記 2 つの活動「数字ピラミッド」
「What am I?」とは性質が異な
る。ただし、英語を使ったゲームということで、満足度が高いと考えられる。ペアで行う活動は他
に「恐怖の 13」がある。表 5 にある通り、平成 21 年度Ⅰ期を除くと平均値が 4.5 以上であり、多
くの人と関わらなくても、英語を用いてゲームをすることは楽しいと思われる。
「キーボード」は、前述した通り、英語聞いてそれを指で反応する活動である。他の人と関わる
活動ではないために、さほど評価の平均値は高くなっていないと思われる。
3)日本語活動について
講座の内容に少なくとも 1 つの日本語活動を入れることで、外国語活動は英語だけを扱うのでは
ないということを受講生に意識させようとした。表 5 にあるように、
「数の数え方」活動は唯一日
本語活動で平均値が 4.5 を超えた活動である。英語の場合と比較をしながら、日本語の数の数え方
のルールを発見しながら、母語への気づきを促す活動である。この活動は、普段意識していない日
本語の数え方ついて、そのルールをあれこれ話し合い意識化するという視点があったために、高い
満足度になったのではないかと推察される。ただし、この活動は平成 22 年度Ⅰ期にだけ実施をし、
他の年度、時期には実施していないので、受講生の評価について断定的なことを述べることはでき
ない。
それ以外の日本語活動「海の生物漢字」
、
「複合語作成」
、
「長い表現作成」
、
「創作漢字」はいずれ
も満足度の基準値 4.5 に達してはいない。あまり高くない平均値の理由がいくつか考えられる。ま
ず、これらの活動は、そもそもそのねらいが母語へ気づきを促すことにあり、いずれも母語を利用
してコミュニケーション活動やゲーム活動をするわけではない。この点が英語活動と大きく異なっ
ている。
2 つ目に、これらの日本語活動は当初母語への気づきを促すことをねらったものであるが、実際
はそのねらいを達成するような活動ではなかった可能性がある。例えば、
「海の生物漢字」の活動に
おいては、
「海」に 1 文字を追加して海の生き物を表わす表現を作成したのだが、これが果たして、
漢字は意味を表わすという母語への気づきを促す活動であったかどうかは疑わしい。受講生にとっ
て、漢字は意味を表わすというのは当然なことであり、あらためてこの活動を通してそのことに気
づくまでもなかったと思われる。同様なことが「創作漢字」の活動に言える。さらに、
「複合語作成」
の活動は複合語のルールについて、そして「長い表現作成」の活動は母語を含めた言葉の無限性に
ついての気づきを促すことをねらったのであるが、そのような母語への気づきをあらためてこのよ
うな日本語活動を通して体験する必要はなかったのではないかと推測される。日本語の「数の数え
方」活動のように、普段あまり意識していない側面をより意識化するような視点（この場合、
「本」
の発音の仕方）があれば、母語への気づきを促すことになり、結果としてもう少し受講生からの反
応が良かったのかもしれない。しかし、受講生からのアンケートの中には、日本語活動に関して以
下のような肯定的な感想が見受けられた。
・日本語活動がとても新鮮に感じました。
（平成 23 年度Ⅰ期受講生）
・英語だけでなく、日本語活動も入っていたことが良かった。
（平成 22 年度Ⅰ期受講生）
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外国語活動は、外国語を通して国語を含めて広く言葉への関心や興味を持たせることや国語教育
に資することもその導入目的の一つであるから（文部科学省、2008, p.7）
、今後とも教員研修会の
中に、日本語と英語を関連付けながら、母語への気づきを促すような日本語活動を取り入れること
は有意義と思われる。

まとめ
本稿は、平成 21 年度～平成 23 年度の茨城大学教員免許状更新講習において実施された小学校外
国語活動講座に関する概要を報告し、
受講生から得られたアンケートへの回答を分析した。
延べ 163
名が当該講座を受講し、その中には小学校教員のみならず、中学校、高校の教員も数多くみられた。
小学校外国語活動への関心の高さを示していると言えよう。講座の内容に関しては、受講生から総
じて高い評価を得られた。とりわけ、外国語活動に関する講義、英語によるコミュニケーションを
伴う活動、ゲーム性のある活動である。講義の中で外国語活動の目的や理論的背景にふれ、その後
実際に英語活動を体験することで、受講生の外国語活動の理解が深まったと思われる。講義だけ、
あるいは英語活動だけでは不十分であり、やはり講義と演習の両方を組み合わせることが教員研修
では重要と思われる。
今後の課題としては、いかに日本語活動をより満足度の高いものにしていくかである。母語への
気づきを促すためには、日本語活動はどうしても必要である。日本語活動は英語活動だけでは達成
することができない部分を補う役割をもっている。日本語活動をより満足度の高いものにする方法
として、カタカナ英語、和製英語、外来語等を通して、日本語と英語を結びつけることが考えられ
る。さらには、日本語の中でも、普段無意識となっている側面に焦点を当て、それを意識化するよ
うな活動である。その意味では、もっと国語教育と外国語活動の連携が必要と思われる。

注
1) 本研究は、平成 21～23 年度科学研究費補助金(基盤研究(c))課題番号[21530974]の研究成果の
一部である。
2) 小川 (2007, pp. 40 -41) から引用した活動例である。
3) 『英語ノート１』
、 p. 19 から引用でした活動例ある。
4) 『英語ノート１指導資料』
、 p. 89 から引用した活動例である。
5) 『英語ノート１』
、 p. 46 でも扱っている活動であるが、講座で実施したものは「海」に追加する
漢字を大幅に増加している。
6) 大津・窪薗 (2008, p. 92) も複合語の語順に言及している。
7) 猪井、 他 (2011, p. 102) から引用した活動例である。
8) 文部科学省検定済教科書『国語五（下）大地』
（光村図書）
、 pp. 28 – 29 においても日本語の複
合語作成に言及している。
9) 大津・窪薗 (2008, pp. 150 -151) から引用した活動例である。
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10) 大津・窪薗 (2008, pp. 150 -151) から引用した解説例である。
11) 工藤 (2007, p. 14) からの引用した活動例である。
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――高等学校英語教育における国際理解教育 ――
赤 澤 美 佳＊ ・ 君 塚 淳 一＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Education for International Understanding in Japanese high school English
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キーワード：国際理解教育，英語教育，主体性の育成

はじめに
国際理解教育は「自己と他者の人権を尊重しながら、異なる文化を認め合い、世界の人々と共に生きていこうとす
る人間を育てる教育」と一般的に理解されている。今日、国際理解教育の持つ教育的意義から、日本の教育現場にお
いても数多くの実践研究が行われており、その取り組みのあり方について関心が高まっている。茨城県も例外ではな
く、県の教育方針を定めた「いばらき教育プラン」の４点の重点目標のうち、３点目の「国際社会に生きる豊かな人
間性の育成」の中で、国際理解教育が重要な取り組みのひとつとして明記されている。
しかし、国際理解教育関係の刊行物や現場の実態を見ていくうちに、小学校・中学校・高等学校それぞれの国際理
解教育の取り組みに大きく温度差があるのではないかという疑問を感じるようになった。大津（2010）が述べている
ように、国際理解教育にはそれぞれの発達段階において到達目標があり、その学習がもっとも相乗効果を生む段階が
存在する。ゆえに、小学校段階から高等学校段階までの系統的な教育が必要とされると考えられる。また、仮に取り
組みへの意識の差が見られるとすれば、改善策を講じる必要がある。よって本論文では、その実践研究が他の学校段
階と比較して多くはないと考えられる高等学校に焦点を当て、その取り組みの現状を明らかにするとともに、高等学
校における国際理解教育のあり方について具体的提案を行う。

第１章 国際理解教育の概要
現在日本は国レベルで国際理解教育に取り組んでおり、教育現場においても様々な実践的な試
―――――
*茨城大学教育学部研究科修士課程 **茨城大学教育学部英語教育教室（〒310-8512 水戸市文京 2-1-1; English
Education, Faculty of Education, Ibaraki University, Mito, Ibaraki, 310-8512, Japan）
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みが行われている。学校における取り組みは大きく分けて、
「学校教育全体での取り組み」
、
「教科・
領域での取り組み」
、
「総合的な取り組み」の３領域で行われている（佐藤、2001）
。その具体的な取
り組みは各領域によって異なるが、
「主体性の育成」を目標としているという点で共通している。国
際理解教育において「主体性」が重要視されたのは、平成 17 年の「初等中等教育における国際教育
推進検討会報告」からであった。それまでの日本の国際理解教育は「異文化理解」に主眼が置かれ
ていたが、この年から「理解」したことを「発信」すること、つまり「主体性」の育成に目標が移
った。よって今日では教育現場におけるあらゆる国際理解教育の取り組みが「主体性」の育成を主
眼として行われている。
教育現場における国際理解教育では、教師が学習目標を明確にしたうえで指導を行うことが必要
とされる。大津(2010)は、このような必要性に応えるために機能的目標を定めた。具体的には、体
験目標、知識・理解目標、技能（思考・判断・表現）目標、態度（関心・意欲）目標の４点である。
各目標をより細分化したキーワードとして、体験目標では「
（人と）出会う・交流する、
（何かを）
やってみる・挑戦する、
（社会に）参加する・行動する」の３点、知識・理解目標では「文化多様性」
、
「相互依存」
、
「安全・平和・共生」の３点、技能目標では「コミュニケーション能力」
、
「メディア
リテラシー」
、
「問題解決能力」の３点、態度目標では「人間としての尊厳」
、
「寛容・共感」
、
「参加・
協力」
の２点が設定されている。
これらはいずれも国際理解教育における重要なキーワードであり、
教師はこれらの点を意識的に指導していく必要がある。
それでは国際理解教育のカリキュラム構成においては何が求められているだろうか。カリキュラ
ム構成において共通して重要視されているのは、
「グローカリゼーション」の視点を持った上でカリ
キュラムが構成されているかという点である（佐藤、2001）
。
「グローカリゼーション」とは、グロ
ーバル・イシューを生徒自身との関連性の中で考えさせることを指す。
「グローカリゼーション」の
視点を持ったカリキュラム構成が重要視される理由として、かつて石森(2010)が高校生を対象に行
った調査で、多くの高校生が世界の諸問題を自分の現実世界とは別な次元で捉えており、自分の身
近にある世界に気が付いていないという結果が出たことなどが考えられる。このような問題点を改
善するために、国際理解教育のカリキュラムは、生徒が世界レベルのテーマを自分の問題として考
えられるように構成される必要がある。

第２章 総合的な学習の時間における国際理解教育の取り組み
今日刊行されている出版物や実践研究の多くが、
「総合的な学習の時間」に行われている取り組み
について書かれたものである。事実、国際理解教育は内容的にも方法的にも総合的な教育活動であ
るため、教科の枠組みを越えた総合的な取り組みにおいて最もその独自性を発揮できることは明ら
かである。また、小学校および中学校学習指導要領においても「国際理解」は総合的な学習の時間
の課題の一例として挙げられている。このような理由から、これまで総合的な学習の時間における
「国際理解」を取り扱ったすぐれた教育が多く実践されてきた（文部科学省、2008）
。しかし、小学
校・中学校・高等学校と各教育段階において、内容および方法は同様に意識が保たれたより充実す
る形で、取り組みが行われているのだろうか。
各教育段階における国際理解教育の内容の取扱いの違いについて興味深い調査結果がある。文部
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科学省は 2008 年に、総合的な学習の時間を使って国際理解教育に取り組んだ全国の小学校・中学
校・高等学校を対象に調査を行った。その調査結果によると、小学校段階では、
「国際理解」
、
「情報」
、
「外国語会話」などを行う「横断的・総合的な課題」で国際理解教育に取り組んだ学校の割合が 85.9%
と高い比率であることが分かる。一方、高等学校段階では、小学校で高い比率で行われていた「横
断的・総合的な課題」は 55.2%と下がり、代わりに「自己の在り方生き方や進路について考察する
学習活動」で国際理解教育に取り組んだ学校の割合が 76.7%に上がっていることが分かる。つまり、
小学校段階では国際理解教育は「異文化理解」に主眼が置かれるが、高等学校段階では「自己のあ
り方や生き方を考える活動」に重点が置かれているという特徴がみられる。
また方法については、ベネッセ教育センターが大学生を対象に行った「高校での「総合的な学習
の時間」などへの取り組み」の調査結果が、総合的な学習の時間を使った高等学校の国際理解教育
の問題点を浮き彫りにしている。この調査結果によると、高校時代の総合的な学習の時間に、
「イン
ターネット」を利用したと答えた学生は「よくあった」
、
「時々あった」を合計して 72.1%と高い比
率であるのに対し、
「調べたことを人前で発表した」学生は 45.6%と低い比率であることが分かって
いる。これは何かのテーマに関して「調査」を行った学生は多いが、それらの調査結果を人前で発
表するなどといった「発信」を行った学生は少なく、インプットとアウトプットがバランスよく行
われていないということを示している。
第１章で述べたように、今日の日本の国際理解教育は、
「主体性」を持った人材の育成に主眼に置
かれている。しかし、高等学校における総合的な学習の時間を使った国際理解教育は、元来の高等
学校における「総合的な学習の時間」全体の傾向として、
「発信する機会が少ない」ことに加え、取
り扱われる内容も「自己のあり方や生き方を考える活動」が主であり、
「主体性の育成」に繋がる教
育活動の実践が難しいと考えられる。

第３章 高等学校英語教育における国際理解教育
本章では、国際理解教育の目標である「主体性」の育成を高等学校で実現するために焦点を教科
教育に移し、その指導の在り方について考察する。特に全教科の中でも「外国語（以下英語）
」に着
目したのは、寺島（2009）などを初めとする研究者が、英語教育における国際理解教育は特に意識
して行う必要があると主張しているからである。寺島は、その理由として、今日でも「英語教育」
を「国際理解教育」と同一視し、英語教育を行うことで国際理解教育を実践していると勘違いし、
本来の国際理解教育を実践してこなかったという学校が多く存在するという例を挙げている。この
ような現状を踏まえ、発信力・主体性の育成を重視した国際理解教育が高等学校の英語教育におい
てどのように展開されるべきか今一度考える必要があると考えられる。
では具体的に、英語教育において国際理解教育を行い、英語教育の本来の目的である「コミュニ
ケーション能力」および「外国語運用能力」に加えて「発信力・主体性」を育成するためには、ど
のような指導を行っていく必要があるのだろうか。その指導のあり方を調査するために、宮城県仙
台東高等学校に協力を依頼し、授業内容を実際に観察した。学校設置科目である「グローバルシテ
ィズンシップ」は、2010 年度から新しく設置された科目であり、国家の枠組みを越えたグローバル
なアイデンティティを育成することを主たる目標としている。具体的には、様々な活動を通して生
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徒一人一人が、思考力、ディスカッション力、コミュニケーション力、問題解決能力、チームワー
ク、多角的視野を身につけることが求められる。教材は、基本的に全て教諭が作成したもので、海
外のテキスト、JICA や NGO が刊行している資料等も加えられる。活動内容は、主に①講義 ②ゼミ
形式 ③参加型学習 ④プレゼンテーション が行われる。全体として、教諭が一方的に解説をする
のではなく、生徒が授業を通して「気づく」ことを大事に考えカリキュラムが構成されている。授
業を担当する石森広美教諭は、学会等でも多くの実践研究を発表し、実績を残している国際理解教
育の研究者であり、現役の英語教諭でもある。また、高校としても国際理解に意欲的な風土があり、
国際理解教育に協力的な教員が多いという特徴がある。
調査は、2010 年 11 月 18 日の 5 校時に行った。対象は英語科宮城県仙台東高校 第２学年 英語科
18 名（本来は 20 名在籍・2 名留学中）
、内容は、宮城県仙台東高等学校の石森広美教諭による「グ
ローバルシティズンシップ」の授業観察である。授業はⅠ. 導入（アイスブレーキング、約 3 分）
、
Ⅱ. 活動①（前回の復習、約 15 分）
、Ⅲ. 活動②（GC Review、約 20 分）
、Ⅳ. 活動③（グループワ
ーク、約 15 分）
、Ⅴ. 次時の予告（約 1 分）の流れで行われた。その授業分析から、
「主体性」の育
成に繋がると考えられる重要なポイントとして、①題材が常に生徒の身近な物事と結び付けられて
いるため、生徒はグローバル・イシュー等の問題を身近に感じ、興味関心を持つことができる ②
生徒の「気づき」を重視し、グループワークをはじめとする活動が豊富に盛り込まれている ③知
識だけを学ぶのではなく、学んだ知識を使ってどのように考えるか、という３点に重点が置かれて
いた。
これらのポイントから、授業を通して生徒に求められるのは、誰かに指示されるのではなく、自
分の生活に関係する問題の所在に気づき、それらを解決するためにはどうすれば良いかを考える力
を身につけることであると分かる。このような「考える力・ものの見方」は一朝一夕でつくもので
はないため、教科教育の中で日々継続的に指導し、身につけさせる必要があると石森教諭は強調す
る。事実、継続することで「グローバルシティズンスップ」の授業を受講している生徒たちにも変
化が起こったと述べている。授業開始時の４月当初では授業の感想に「かわいそうだと思った。
」
「悲
しかった。
」といった端的なものが目立ったが、授業を通して深く考える訓練を積んだことで、半年
以上経った今日では物事を論理的に考え、表現できるようになったという。
調査の対象であった「グローバルシティズンシップ」の授業は、国際理解教育に協力的な風土の
ある宮城県仙台東高等学校独自のものである。高等学校の置かれている状況は様々であり、全ての
学校がこのような授業を実践することは難しいとも考えられる。しかし石森教諭は、教科書を使用
した通常の英語授業においても、
「主体性」の育成を念頭に置いた指導を展開することは可能だと述
べる。
「教科書で取り扱われている内容をより深く考えるために有効の副教材を準備する」
、
「問題に
ついて意見を交換し合うグループワークに時間を設ける」等、日々の授業にスパイスのように取り
入れ、それを継続していくことで、生徒のその後の人生において必要となる「考え方、ものの見方」
をしっかりと身につけることができるという。

おわりに
本研究では、国際理解教育の内容および方法の現状を小学校と高等学校で比較することで、
「主体
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性」の育成に繋がる高等学校における国際理解教育のあり方について考えてきた。その結果、高等
学校では、総合的な学習の時間における国際理解教育よりも、教科教育における国際理解教育の方
がその目標達成のためにより有意義な活動が実践できる可能性があり、実際に成功している学校も
存在していることから、その可能性は未知数であるように思える。宮城県立仙台東高等学校の調査
結果は、教育現場における国際理解教育は、各学校段階に合った方法で取り組まれる必要があると
いうことを示す良い例だと考えられる。教科における国際理解教育の手法は、高等学校の発達段階
だからこそより深まりを見せ、充実するものである。学校現場には多くの制約が存在し、今回事例
として取り上げた実践的授業をすべての学校で展開することは容易ではない。だが、それぞれの教
育段階ならではの「強み」を生かし、今ある現状の中で取り組むことのできる指導を日々の教育活
動に取り入れていくことで、これからの世界を生きていくために必要な「主体性」を兼ね備えた生
徒を育成していくことができると考える。
（＊この研究論文は、人文学部所属していた際に人文学部准教授三輪徳子先生のご指導の下、執
筆したものを教育学部研究科で大幅に加筆・訂正したものである。
）
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Abstract
In order to explore the usefulness of English varieties than American or British English for such Japanese students, Japanese
international students who studied at a University in England were selected as participants of this study. A research was performed to
investigate how Japanese international students used and perceived English language as an international communication and
understanding. This was a survey-based research in which data were collected by questionnaires and interviews. The findings from
this study showed that the knowledge of English varieties might be useful for communicating with different mother tongues and
international understanding. The cause of their communication failure was that minimal opportunities to speak English in Japan and
being unfamiliar with different communication styles. Weather Students prefer to learn varieties of English or American or British
English were shown individually. The notion of international understanding was also considered differently at different contexts. In
order to achieve such understanding, students required to learn other languages or increase high English proficiency, as well as
English varieties. Hence, this study suggests that improving international communications and understanding requires several
elements, such as awareness of English varieties, and abilities of high English proficiency and other languages.

1.

Introduction

English is a necessary language for higher education in many countries and often holds key information in a
variety of academic areas at a global level (McKay, 2002). According to Ingulsrud, Kadowaki, Kurobane, and
Shiobara (2002), studying abroad is likely to attract university students’ attention for academic and professional
objectives, which gives students further educational opportunities. Ayano (2006) states that a number of
Japanese university students have opportunities to study abroad where especially the United States and the
United Kingdom are preferred.
In Japan’s educational context, however, Toyama (2003), who was the Minister of the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology, states that international understanding and cooperation are essential as
a member of the international society where English is a key language as a common international language.
*
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Hence, from this concern, acquiring English communication abilities is important for Japanese children, which
connect them with wide varieties of different nationalities, so that Japan develop further (Toyama, 2003).
Honna (2008) points out that as a common international language, teaching English as an international language,
not as an American or a British language in a language class is important. Although the notion of international
understanding is often considered as learning about other cultures in Japan, it requires both explaining our own
culture, and understanding other cultures (Honna, 2008).
In language classes, however, students are likely to learn primarily white middle-class North American or
British varieties of English and culture (Kubota, 2002; Matsuda, 2002, 2003a; Marrow, 2004; Fraser, 2006;
Honna, 2008), in which English varieties of Asia and other nations are paid little attention (Morrow, 2004; Zhao,
Lin and Hoge, 2007). Matsuda (2002) (2003b) emphasises exposing varieties of English for language students,
which is under the World Englishes perspectives, in order to prepare them for international communication
worldwide and international understanding (kokusai rikai). Matsuda (2002) (2003a) and Morizumi (2009) state
that a lack of English varieties may lead students to be surprised and confused when they encounter unfamiliar
English varieties outside the language classes. Morrow (2004) also maintains that with the awareness of English
varieties, students might feel their own English accent and non-native English varieties as acceptable.
Furthermore, Kubota (2002) points out that American or British English centred English teaching encourages
students to take a narrow view of different cultures, such as particularly between the United States or the United
Kingdom and Japan. Besides, Matsuda (2003b) points out that such understanding requires a number of
different languages precisely alongside of English language and its varieties.
On the contrary, Morrow (2004) points out that Japanese students may not prefer different English varieties to
be taught, even though those varieties are not inferior. Quirk (1995) also argues that students may feel confusion
or surprise when they encounter varieties of English. Hence, in order to explore the usefulness of developing
students’ familiarities with other English varieties through English education for international communication
and international understanding, this research was based on international Japanese students with academic
objectives. There is one research question that will be examined:
How awareness of English varieties is important to students who desire to study abroad for academic
purposes?: whether it is for international communication or for international understanding.
A research was conducted to investigate the above at a University in the North of England. The participants of
the research comprised 16 Japanese students at this University. The research data were collected through the
questionnaires and interviews, of which the methodology and the results will be discussed later.
2. The Use of English and English Education
The Different Use of English Language worldwide
A great number of people use English as an international language for communicating with different
nationalities in both local and global settings (McKay, 2002). This results in wide varieties of English so that the
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term English is likely to change Englishes (Jenkins, 2006). Kachru (1992) points out that the English has
become a key language among non-native speakers. What is noteworthy is that at present, the number of
non-native English speakers has surpassed the number of native speakers (Graddol, 1997, 2006; Crystal, 2003;
Jenkins, 2003). The usage of English, however, is diversity depends on countries and contexts (McKay, 2002).
Kachru (1992) (1998) categorises the trend of English varieties into three different circles. The first category is
the Inner Circle, which includes the United Kingdom, the United States and Australia. In this Circle, English is
widely spoken in almost all function as a first language (L1) (Schnitzer, 1995; McKay and Bokhorst-Heng,
2008). The second category is the Outer Circle, which includes multilingual countries, such as Nigeria,
Singapore and India, where English is used as an institutionalized non-native varieties (ESL) (Kachru, 1992).
English frequently holds an official status and plays important roles in several aspects, such as education,
administration, and the press (Schnitzer, 1995; McKay, 2002). Here, however, many people use English as the
speakers of the Inner Circle countries, therefore, there is grey area between the Inner and Outer circles (McKay,
2002; Jenkins, 2006). Lastly, the other countries, such as Japan, Brazil, Egypt, and other European countries,
are classified in the Expanding Circle (Kachru, 1992, 1998). English is not generally used on a daily basis
(McKay and Bokhorst-Heng, 2008) but the result of learning English as a foreign language (EFL) within the
country contributes to the spread of English (McKay, 2002). However, in several countries, such as Norway
and Denmark, people have native like English fluency (Graddol, 1997). Hence, there is also grey area between
the Outer and Expanding circles (Jenkins, 2006). In addition, students in this circle are likely to study English to
communicate with other non-native English speakers in global settings, especially in the Expanding Circles
(Jenkins, 2009). This causes a question of teaching Standard English of the Inner Circle countries to language
students. Hence, the use of ESL and FFL is likely to change to English as an international language or English
as a lingua franca (ELF) communication (McKay, 2002; Murata and Jenkins, 2009).
English learning contexts in Japan will be demonstrated in the next section.
Japan’s English Learning Contexts
Japan is categorised in the Expanding Circle where English is taught as a foreign language, according to
Kachru (1992) (1998), where there is no local model of English as in the Outer Circle countries (McKay, 2002).
Hence, native speakers’ English is situated as a standard model in language classes (Jenkins, 2003). Whereas a
command of English skills seems unnecessary in Japanese daily life (Hashimoto, 2007; Yashima,
Zenuk-Nishide and Shimizu, 2004; Okuno, 2007), English language is often required for senior secondary and
university entrance examination or job applications (Stanlow, 1992; Butler and Iino, 2005; Yamshima,
Zenuk-Nishida and Shimizu, 2004; Okuno, 2007). In the classes, particularly American or British English and
cultures are selected to be taught to students (Kubota, 2002; Matsuda, 2002, 2003a; Morrow, 2004; Fraser,
2006; Honna, 2008). Furthermore, there is a tendency to focus on English grammar and vocabulary in the
classes and in entrance examinations preparation, in which communication skills are often not required
(Yamshima, Zenuk-Nishida and Shimizu, 2004; Butler and Iino, 2005; Okuno, 2007). Nevertheless, the fact
that English is widely spoken in international settings leads to emphasis on teaching English for international
communication (Kubota, 2002; Matsuda, 2003b; Toyama, 2003; Yano, 2003; Fraser, 2006).
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According to Toyama (2003), developing international understanding for students is important in global
society to enhance Japanese economics and to help other countries, in which English is a key language for
linking with Japan and different nations in communicating. Such nations are likely to involve countries around
the world (Toyama, 2003). The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
(2003b) enhanced exchange programs with high schools between Japan and abroad for five years from 2003 in
a plan. The significant fact is that English communicating in global settings is likely to take place between
people from three different circles in Kuchru’s (1992) (1998) term, in which non-native speakers are surpass
(Graddol, 1997, 2006; Crystal, 2003; Jenkins, 2003). Yano (2009) claims that non-native English speakers
speak English for accessing information worldwide and as means of expression towards themselves which
includes their societies, cultures, identities. MEXT (2003a) focuses on teaching the fact that varieties of English
are used as a means of communication worldwide. These are results in emphasizing on exposing students to
teach not only native English varieties, but also other English varieties in language classes (Matsuda, 2003b;
Fraser, 2006).
In addition, according to Kubota (2002), learning English relates to international understanding in Japan’s
language classes, which means kokusai rikai in Japanese. Horibe (1998) points out that English language is
concerned as bridges of multiple cultures, therefore, it is possible that English learning includes understanding
different cultures (as cited in Kubota, 2002, p.22). Matsuda (2002) concerns that students learn cultural
differences worldwide from their own culture that is the starting point of international understanding. Such
understanding includes fostering students’ understanding and appreciation toward diverse countries worldwide
(Matsuda, 2003b). In order to achieve these, exposing other language varieties and also non-native and native
English varieties are required (Matsuda, 2003b). Honna (2008), however, states that although Japanese people
often believe that international understanding means learning different cultures, such understanding also
includes explaining Japanese ways of life clearly. Teaching various cultures, however, needs to be carefully
considered since the use of English in international setting no longer belongs to the Inner Circle countries
(McKay, 2002).
The following section will explore how such situations influences Japanese students’ attitudes toward English
language.
Students’ attitudes toward English language in Japan
According to Lafaye and Tsuda’s (2002), Matsuda’s (2003b) studies, a large number of Japanese students
believed that English was an important language as an international language for international communication
and to gain wide range of information, in which English was strongly connected with a single country, the
United States. Lafaye and Tsuda (2002) indicated that 71 percent of the university students wish to
communicate in English with native speakers of the language, whereas several students (26 percent) responded
they would communicate in English with people who spoke ESL or EFL. According to Matsuda’s (2003b)
study, 70 percent of students said they would use English to communicate with Americans rather than other
Asians. Nevertheless, most students were likely to believe that ‘a good command of English was important in
understanding people from other countries and their cultures’ (87 percent) (Matsuda, 2003b, p. 487). Hence,
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Matsuda (2003b) points out students have a lack of awareness of different English varieties except American
and British English. This is because textbooks are likely to be presented in the language of the Inner Circle
countries and cultures (Matsuda, 2003a). Fraser’s (2006) study, however, showed students’ awareness of
several varieties of English of the Inner and Outer Circle countries. From this fact, familiarity of English reflects
their awareness of English varieties (Fraser, 2006). Furthermore, students’ preference of English varieties is that
“may depend on variables such as personal experience, familiarity, gender, cultural conceptions or status, or
could simply result from aesthetic appreciation of someone’s voice” (Fraser, 2006, P. 86). A trend for
preference of English pronunciation indicated that they chose American English rather than other English
varieties in Matsuda’s (2003b) and Fraser’s (2006) studies. 84 percent of Matsuda’s (2003b) participants
desired to pronounce English like Americans or British. Fraser (2006) also found that a number of students
believed the importance of having native speakers’ pronunciation (89.4 percent). Hence, as a standard model of
English, students are likely to strongly select American English in both Matsuda’s (2003b) and Fraser’s (2006)
studies. Lafaye and Tsuda (2002), however, demonstrated that only 26 percent selected native English as a
model of English. Non-native English speakers were chosen as a model by 26 percent and 46 percent was in
favour of ELF. However, 75 percent were likely to be envied or admired good speakers of English and 85
percent were overwhelmingly not satisfied their English proficiency (Lafaye and Tsuda, 2002).
A study by Matsuura, Fujita and Mahoney (2004) revealed that only 23.8 percent have positive attitudes
toward acceptance of Japanese English. Matsuda (2003b) also found that Japanese English pronunciation, was
often seen negatively, as well as incorrect form though her study. The reason of negative attitudes toward
Japanese English pronunciation was that 45 percent perceived their English as unintelligible (Matsuda, 2003b).
In addition, Japanese English pronunciation was considered as incorrect form, not cool or less fashionable
(Matsuda, 2003b). Fraser (2006), however, reported that students did not seem negative toward Japanese
English. Rather, they strongly showed the importance of pronunciation as native English speakers (Fraser,
2006).
Unlike students in the previous studies, Japanese international students in England have more opportunities to
communicate with different nationalities that may include both native and non-native English speakers. In these
cases, students might perceive the role of English differently. In order to explore the necessity of presenting
varieties of English to Japanese students, other than American or British English, Japanese international
students’ attitudes toward English varieties were investigated.
3. Methodology
Participants
This research was carried out at a University in the North of the United Kingdom in the summer term of 2009.
Since there was limited numbers of Japanese international students at the University, merely 16 students were
found to participate in this study. 13 of them were postgraduate students of the University, one was graduate
student and the rest were visiting students. In order to find those research participants, e-mails were sent to
Japanese students. The e-mails sent to the students included details of this research, such as the length of time,
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the aim, and a brief explanation of the questionnaire and interview. The participants included 7 female and 9
male students, whose ages were between 22 to 35, and were all born in Japan. They had studied English in
secondary schools in Japan. 2 PhD students had studied for 5 or 6 years at the University. 11 MA students had
studied for 9 months to about a year. One graduated student studied at the University for 3 years and 2 visiting
students for 11 months. They majored in subjects including Environment, Economics, Education History,
Music, Politics, Sociology and Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL).
Instrument
This research was a survey-based research in which data were collected by questionnaires and interviews.
Questionnaires are useful to find patterns of occurrence and to investigate phenomena that are not easy to
observe (MacKey and Gass, 2005). Interviews were used to investigate the background to the answers, with
which data from questionnaire are identified more precisely. Since Japanese language often uses more
ambiguous words than English, the questionnaire was written in English for clarify questions. There were 49
questions with a 5-point Likert scale, Yes/No questions and four open-ended questions. The questionnaire
consisted of three sections: students’ attitudes toward EIL, opportunities to communicate in English with other
nationalities and suggestions of how to improve Japanese language education. The questionnaire was handed to
participants individually and it was filled out by the participants before they were interviewed.
Right after participants completed the questionnaire, a face-to-face interview was conducted, which was
recorded as research data by IC recorder. All except 5 participants, who were back in Japan at the time, took
part in interviews. Therefore, a questionnaire was sent to those who were back in Japan by e-mail, and after
evaluating the questionnaires, further questions were sent by e-mail, instead of the interviews. The interviews
were conducted in Japanese, as well as the document of questions, because using their native language would
allow participants to express their opinion easily or structure their thoughts more appropriately than using
English. Interview questions were based on answers given on the completed questionnaire by each student. The
interview was divided into three sections, including attitudes toward the English language, English varieties,
and English language education in Japan.
Analysis
The data ware analysed with a research question. How awareness of English varieties is important to students
who desire to study abroad for academic purposes?: whether it is for international communication or for
international understanding. Questionnaire data and interview results were presented in sections; the
opportunities to communicate with different nationalities, positive attitudes toward English varieties, neutral and
negative attitudes toward English varieties, English varieties and international understanding, the experiences of
international communication and students’ attitudes, understanding English for international communication. In
order to present the trend of each section, the number of participants was calculated. In order to analyse the
interview data, transcripts of the recorded interviews of all participants were made. Since the interviews were
conducted in Japanese, the transcripts were written in Japanese which were subsequently translated into English.
These data were compared with the results of the questionnaires and categorised, identified and analysed.
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Similarities and differences between the present research data and previous studies were discussed.
4. Findings
The opportunities to communicate with different nationalities
During their time at the University, all participants had a large number of opportunities to speak English with
people from different countries (See Table 1). 15 students had opportunities to communicate with people from
East and Southeast Asian countries, such as China, South Korea, Thailand or Malaysia. However, there also
were many opportunities to communicate with people from the United Kingdom (12 students) and other
European countries (13 students). The number of experiences to communicate with people from countries in
the Inner Circle, except the United Kingdom, however, was lower. For example, the United States was 7
students and Canada, Austria and New Zealand were only 2 students. Therefore, they rather had more
opportunities to speak English with people from South America (8 students) and Africa (6 students).
Table 1
Q9. I have many opportunities to speak English with students
SA

A

Neutral

D

SD

from Japan

0

0

5

8

3

from East and Southeast Asian

11

4

1

0

0

from other Asian countries

4

8

2

2

0

from South America

1

7

4

3

1

from Africa

0

6

4

4

2

from the United Kingdom

8

4

3

1

0

from Europe except the United Kingdom

6

7

1

2

0

from the United States

1

6

1

5

3

from Canada, Australia or New Zealand

1

1

3

4

7

[Number=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
How such experiences influence on students’ attitude towards English varieties will be seen in the next section.
Positive attitudes toward English varieties
In the questionnaires, 11 students considered knowledge of English varieties was important, while 2 of them
believed it was unnecessary (See Table 2). According to the interviews, students provided detailed opinions: ‘It
is very hard to listen to British English with strong dialect, is it not? What are they talking about? I could not
understand several lecturers at all’ (Student A); ‘One may need as knowledge. If students learn Japanese
English as a Japanese style of English and not as a mistake, Japanese students may have more confidence in
speaking English’ (Student B). Student C also considered awareness of the varieties was important when she
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communicated with others. However, Student C mentioned that it was unnecessary to learn English before
studying abroad; rather, Student C thought that learning Basic English, which is taught at school, was more
useful because at least you could fundamentally communicate in English. There were also a few students who
considered that learning English of the Inner Circle countries provides students with opportunities to
communicate with people worldwide.
Table 2

Q13. knowledge of a wide variety of

SA

A

Neutral

D

SD

3

7

4

2

0

Englishes in the world is important
[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
Neutral and Negative attitudes toward English varieties
The students who showed neutrality or negativity in open-ended questions had different views. With regard to
the neutral position (4 students), several reasons were pointed out: ‘If we know American or British English, we
can communicate with everybody around the world’; ‘my interest is their own language, not so much can
English varieties’. The interviews also demonstrated students’ opinions: ‘At first I could not understand what
lecturers were saying about with the strong features of mother tongue in English accent they had. However,
after several lectures, I got used to the accent and it rather became easier to listen to. Hence, as knowledge, it
may be useful but I think gaining Basic English first is more practical to achieve further English skills’ (Student
J).
Several other students considered the knowledge was not important in questionnaires: ‘As an English learner,
a variety of English confuses me’; ‘English is a tool for communication. So, the knowledge of a variety of
English is not important for communication.’ Through the interviews, more detailed reasons were revealed:
‘Even though you learn English varieties, they are diverse and it depends on the people you are communicating
with. So I always manage those differences during communication. I have two Thai friends but one has a very
strong accent, though the other’s accent has less L1 features’ (Student D); ‘It is English proficiency rather than
English varieties. This means that good speakers of English can speak English well regardless of the countries
they are from. So, there is no need to separate it into varieties of English’ (Student E). Furthermore, Student E
mentioned that ‘When I use English, there is no need to speak with people from all over the world. I just need
necessary information and to communicate with people from a particular country.’
The relationship between English varieties and international understanding will be examined in the following
section.
English Varieties and International Understanding
The interesting finding in this research was that 15 students considered that English was important in
international understanding, and 11 believed that the language was not enough to understand other nationalities
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and cultures (See Table 3). Furthermore, in order to communicate with other nationalities around the world, 10
students pointed out that English was not enough (See Table 2).
The interviews demonstrated that the notion of international understanding, however, was different in each
individual. The majority of students often stated that knowing speakers’ mother tongue was also important to
understand them, especially when communicating with people who could not speak English. They sometimes
found through their travel in other countries that not everyone could speak English at where English was not the
native language. Student G pointed out that there were limitations to communicating with Filipinos in English,
especially with people from rural areas, even though his experiences in the Philippines showed him that English
was learnt as an ESL in the country. Student H, however, claimed that even when he communicated in English
with people who have high English proficiency, it was different from communicating in their mother tongue.
Hence, Student H considered that the possibility of understanding other cultures or people through English
would depend on the conception of such understanding. Student C had a different view: ‘I understand native
English speakers can speak English very well but even non-native speakers, particularly those from European
countries, acquire English skills more readily than Asians. As an international language, I think, it is important
for everyone to be able to communicate at the same level. This means using English as an international
language is very disadvantageous for the Japanese. I wonder whether I can understand the meaning at the same
level of native-speakers or not. Even if I talk about my feelings, people may not understand.’
Table 3
Q6a. English is essential:

in international and intercultural

SA

A

Neutral

D

SD

8

7

1

0

0

8

7

1

0

0

understanding
to

communicate

with

other

nationalities all over the world
[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
Q7. English is not enough:

in international and intercultural

SA

A

Neutral

D

SD

4

7

2

2

1

3

7

2

3

1

understanding
to

communicate

with

other

nationalities all over the world
[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
The experiences of international communication and students’ attitudes
The results of questionnaires showed that even though students often encountered with varieties of English, 14
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of them got confused by unfamiliar British English accent as well as 15 students by unfamiliar other types of
English (See Table 4). In addition, they were likely to feel more inferior of their English proficiency in
communicating with British students rather than with other international students. 12 students felt their English
proficiency was inferior when they communicated with British students and 8 were for other international
students (See Table 5). However, each 10 students preferred to pronounce and speak English as British students
do (See Table 6). Furthermore, they often had interests in English varieties in the Inner Circle countries rather
than varieties of English in other two circles. 14 of them had interest in the Inner Circle English varieties,
however, only each 9 showed their interests towards two other English varieties (See Table 7). Furthermore,
although students were likely to wish to communicate in English with people from the three different circles
except the Japanese, British people were mostly preferred to communicate with by all participants, in which 11
agreed strongly (See Table 8). Japanese English pronunciation, however, was not seen negatively as the
previous studies. 11 students agreed the unnecessarity for Japanese students to pronounce as British students
and 9 mentioned the unnecessarity towards speaking like home students (See Table 6).
Table 4
Q15. I get confused when I encounter unfamiliar English accents in:
SA

A

Neutral

D

SD

NA

British English

7

7

1

1

0

0

Other Englishes

6

9

0

0

0

1

[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree; NA=Not Answer
Table 5
Q18. I feel that my English proficiency is inferior when I talk to:
SA

A

Neutral

D

SD

British Students

8

4

3

1

0

International students

1

7

5

3

0

[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
Table 6

Q19. I would like to pronounce English as

SA

A

Neutral

D

SD

2

8

5

1

0

2

8

4

2

0

0

0

5

7

4

British Students do
Q20. I would like to speak English as British
Students do
Q21. Japanese students should pronounce
English as British students do
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Q22. Japanese students should speak English

0

0

7

5

4

as British students do
[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
Table 7
Q12. I am interested in the Englishes which are used
SA

A

Neutral

D

SD

as a first language

8

6

2

0

0

as a second language

6

3

6

1

0

as a foreign language

4

5

4

1

2

[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
Table 8
Q10. I am interested in communicating in English with students:
SA

A

Neutral

D

SD

from Japan

2

2

1

4

7

from East and Southeast Asian

7

7

2

0

0

from other Asian countries

7

7

2

0

0

from South America

6

7

3

0

0

from Africa

6

8

2

0

0

from the United Kingdom

11

5

0

0

0

from Europe except the United Kingdom

7

8

1

0

0

from the United States

8

6

2

0

0

from Canada, Australia or New Zealand

7

7

2

0

0

[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
Understanding English for international communication
The role of English in international situations may be difficult, for a few students to accept, without
encountering with non-native English speakers. The results of the questionnaires showed that all Japanese
students used English as an international language, while half of them also used American or British English as
a fundamental English variety (See Table 9). According to the interviews, most students accepted the role of
English in global settings, in their lives, or language classes: ‘students frequently consider that English is
definitely the most used language in the world, and therefore is an international language. It might actually be so.
In the extreme views, there is a major assumption that people think the only foreign language is English’
(Students A); ‘I have been taught English not as an American English per se, but as a tool to communicate with
people from worldwide’ (Student I). However, 3 other students understood it through experiences of
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communicating with people from the Outer and Expanding Circle countries: ‘When I entered university in
Japan, there were many international students from the Middle East who used English for communication. That
is when I noticed English was not only spoken by American or British people’ (Student C). Student F found
that English was not limited to native speakers through communication with non-native English speakers in
Singapore. Until then, she believed that English belonged to only native speakers of English. Students K had
this realization in England through encountering a wide variety of nationalities, since she did not have
opportunities to use English in Japan.
Difficulties in English communication, however, may not always relate to a lack of English varieties. 3
students pointed out that the most important factor in communication was transmitting the meaning to listeners.
However, they had fewer opportunities to speak and listen to English in the language classes. Hence, they often
expected to improve communication skills rather than acquire knowledge of English varieties. For example,
Student C considered that her lack of confidence in speaking English led to difficulties in communicating,
writing and reading in English.
Table 9
SA

A

Neutral

D

SD

Q2. I use English as an international language

9

7

0

0

0

Q4. I use American or British English because

6

2

7

1

0

these are basic example of English
[N=16] SA=Strongly Agree; A=Agree; D=Disagree; SD=Strongly Disagree
5. Discussion
In this section the results from the questionnaires and interviews will be discussed, in order to answer the
research question: How awareness of English varieties is important to students who desire to study abroad for
academic purposes?: whether it is for international communication or for international understanding
English varieties for effective communication
As Matsuda (2003b) and Fraser (2006) stated, students consider that awareness about English varieties
promotes their international communication skills in English in this study. Japanese students were more likely
to communicate with non-native English speakers than native speakers, even in the Inner Circle countries. They
encountered unfamiliar native English accents during their study in England. This is due to the international
settings, which in turn means that some lecturers and students may have unfamiliar English accents without
regard to native or non-native. Furthermore, being familiar with English varieties, Japanese students might
become more confident in speaking English, as formerly mentioned by Matsuda (2002) (2003), Morrow (2004)
and Morizumi (2009). In addition, unlike previous studies, students did not show negative attitudes toward
Japanese English in previous study. Hence, English varieties which students are likely to encounter in the future
should be taught (Fraser, 2006).
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However, teachers should consider the fact that the type of non-native English varieties does not always reflect
features of their native language. Hence, unfamiliar native and non-native English varieties still lead to
confusion, which is shown by the results on Table 1. Furthermore, even if students have experiences of English
communication worldwide, they may prefer to learn native norm of English. It is an interesting fact that
whereas students believed that Japanese students do not need to pronounce (11 students) and speak (9 students)
English as its native speakers, 10 students were willing to learn native English in present study. Students were
likely to feel that their English is inferior compared to people from the Inner Circle (12 students) rather than
other foreigners (8 students). Unlike the Outer Circle countries, English is not used in their daily life in Japan.
Therefore, it can be sad that the students understand that English has two roles: one is Basic English being used
as the mother tongue in the Inner Circle countries, and one as an international language. Hence, native English
may also be Basic English for some students. In such contexts, Fraser (2006) indicates that “students should not
be denied access to native speakers models and techniques for approximating to native speakers speech should
they desire it” (p. 90). Here, however, importantly, the preference of native English does not always relate that
students are intolerant of other English varieties.
In addition, in order to be more confident and to accept the international role of English, several students may
need to experience communicating with non-native speakers of English as Matsuda (2003b) stated: “students
should have more personal contact with people from other cultures, especially non-US/European” (p. 494).
Fraser (2006) points out that “students should be encouraged to participate interactions in English without
embarrassment about their own Japanese pronunciation and to recognise that effective communication can
occur regardless of the varieties” (p. 90).
For these reasons, although awareness of English varieties help Japanese students to English communication
in international settings, they should be taught how to manage and communicate when they encounter such
situations, which may be more practical.
English varieties for International Understanding
In present study, students were likely to concern that international understanding meant to understanding
different countries and cultures. English varieties helped students to understand other nationalities and cultures,
however, the understanding was considered individually at different contexts in the present research. Therefore,
this study carefully presents the relationship between English varieties to international understanding in the
language classes. Japanese students often found that even in the Outer Circle countries, where English often had
official status, not every person could speak English fluently in this study. Such experiences lead students to
different views of international understanding. This indicates that international understanding requires learning
and speaking other languages besides learning English varieties. A high level of English proficiency may also
be required when students interact with native speakers of English. Hence, although individuals may be at
different proficiency level, addressing to study English varieties as well as other languages, on top of achieving
high English skills seems important for international understanding.
6. Conclusion
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This study suggests that teaching English varieties should consider the different uses of English in different
contexts for Japanese students who desire to study abroad for academic objective in Japan. In present study,
awareness of English varieties helps facilitating English communication and international understanding. For
example, with such awareness, international students are able to communicate more easily with people who
have different L1 and understand them. The difficulties in English communication, however, are likely to take
place because of a lack of opportunities to speak English with other nationalities and a lack of familiarity. Hence,
students should be provided with opportunities as many as possible to communicate with different nationalities
worldwide and learn how to communicate with them. It is important fact that even if students communicate
with different nationalities worldwide, they become confuse to unfamiliar English varieties regard less of native
and non-native speakers. When they prefer to be taught in merely Standard English which is taught in the
classes rather than to be taught varieties of English as well, teachers should consider it.
The relationship between English varieties to international understanding is important to teach carefully,
since students might perceive it individually at different contexts. It is possible understand other cultures and
nationalities through varieties of English. However, such relationship may lead to ignorance of other language
varieties and improving high English proficiency. Students strongly concern that such understanding requires
understanding of home languages rather than English varieties, when they desire to truly understand them in
this study.
This, however, is a small case study in which merely 16 participants, who are mostly at postgraduate level,
were involved. Hence, there are limitations to this research. Undergraduate students may have more
opportunities to communicate with British students than postgraduate students; however, this may vary
individually. Furthermore, a higher level of English abilities will be required for postgraduate students, which
level may differ depending on their fields of studies. Hence, examining undergraduate and postgraduate
students separately with a larger-scale study will provide more practical results from questionnaires and
interviews.
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大学における薬物乱用防止教育の一試案
――大学生を対象とした意識調査結果から――
中 野 智 美＊ ・ 竹 下 誠 一 郎＊＊ ・ 宮 川 八 平＊＊＊ ・ 斉 藤 ふ く み＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

A Tentative Plan for Drug Abuse Prevention Education in University
――From the Results of a Survey on the Attitude of University Students――
Tomomi NAKANO, Seiitirou TAKESHITA, Happei MIYAKAWA and Fukumi SAITO

キーワード：大学生，薬物乱用防止教育，試案

JASSO（日本学生支援機構）の調査では，2006 年以降，7.8％の大学で薬物乱用事件が生じていたと報告した１）．
また，先行研究２）から 53.6％の大学生は薬物の入手が可能であり，9.9％の大学生は周囲で薬物乱用を見聞したこと
がわかった．大学における薬物乱用防止教育は，指導内容の充実化や効果的な指導方法が期待されている．そこで本
研究は、茨城大学生を対象に薬物に対する意識を調査し，大学生の実態や課題を明らかにしたうえで，その結果をも
とに大学入学時のガイダンスにおける薬物乱用防止教育の一試案を検討した．参考資料となることを期待したい．

はじめに
薬物はその薬理作用をもって，一般的に医薬品として利用されることが多い３）．しかし薬物のな
かには，人の病を癒すという薬本来の目的と離れ，心身に害を及ぼし，依存状態に陥れる薬物があ
る．社会的問題となる薬物の中核は，覚せい剤，有機溶剤，大麻，麻薬，向精神薬などであり，こ
れらの薬物は，各法律（覚せい剤取締法，毒物及び劇毒取締法，大麻取締法，麻薬及び向精神薬取
締法）で定められているが，しばしば法律の規制に反する使用がされるため，
「薬物」のなかでも，
「違法薬物」と区別される．薬物乱用とは，社会規範から逸脱した目的や方法で，薬物を接種する
こと３）である．財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは，薬物乱用は「医薬品を本来の医療
目的から逸脱した用法や用量あるいは目的のもとに使用すること，医療目的にない薬物を不正に使
――――――
*青森市立沖館小学校

**茨城大学教育学部

***茨城大学保健管理センター
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用すること」４）であるとしている．言いかえれば，遊びや快感を求めるために覚せい剤，有機溶剤，
大麻，麻薬，向精神薬などの薬物を使用することだけではなく，医療品の不適切な使用も薬物乱用
である．たとえ一回だけでも目的から外れた使用は乱用であり，犯罪である．
我が国における薬物事犯検挙者は増減を繰り返しており，2009 年の薬物事犯検挙者は 14947 人
であった．最も乱用されている薬物は覚せい剤であり，全薬物事犯の約 80％を占めているが，過去
10 年間の推移をみると減少傾向にある．大麻事犯の検挙者は，覚せい剤事犯の検挙者に比べ少ない
ものの，年々増加している５）．
「2009 年中の大麻事犯の特徴は，大麻事犯検挙人員の 61.3％が少年
及び 20 歳代の若年層である」５）ことから，若年層の乱用が，大麻事犯の増加に影響したといえる．
昨今では，若年層のなかでも，大学生の大麻乱用，薬物の売買事件が相次いで報道され，大学生の
大麻乱用が社会的問題となっている．
2007 年に発表された警察庁，厚生労働省及び海上保安庁の調査によると，過去 20 年間（1987
年～2007 年）
，大麻取締法違反容疑で摘発された大学生の数は増減を繰り返しており，最も少なか
ったのは 1997 年の 21 人，最も多かったのは 2004 年の 115 人であった６）７）８）．大学生の占める大
麻検挙者人員の割合は 3～5％で，2008 年は 2004 年に比べ減少した．2007 年に大学生の大麻乱用
問題が相次いで報道されたが，実際には大きな増加はみられなかった．
ここ数年の大学生の検挙者の推移をみると大きな変化はみられないものの，大学生の大麻乱用に
ついては，大学構内で売買を行う，大学の仲間同士で吸引するなど，乱用の拡大が危惧される状況
にあり，実際に検挙されている大学生は氷山の一角に過ぎない９）と考えられている．先行研究２）
で，53.6％の大学生が，薬物の入手が可能であると報告していること．また，小学校，中学校，高
等学校と系統的に実施されている薬物乱用防止教育が，大学では実施されていない大学があり１），
また指導内容や方法は十分であるとはいえないことが課題として挙げられる．
これらの実態や問題を抱え，内閣に設置された薬物乱用対策推進本部は第三次薬物乱用防止五か
年戦略（2008 年）を決定した．そのなかで，
「大学等の学生に対する薬物乱用防止のため，大学等
に対し入学時のガイダンスの活用を促し，その際に活用できる啓発資料を作成するなどの啓発の強
化を図る．
」としている

10）
．これを受け，文部科学省は「大学等においては，入学時のガイダンス

など様々な機会を通じ大学等の学生に対して薬物乱用防止に係る啓発及び指導の徹底に努めるこ
と．
」と通知した 11）．
以上のことから，今後小学校，中学校，高等学校に加えて，大学における薬物乱用防止教育の徹
底が必要であることがわかる．
そこで本研究は、茨城大学生を対象に薬物に対する意識を調査し，茨城大学生の実態や課題を明
らかにし，大学における薬物乱用防止教育に関する意見を踏まえたうえで，大学入学時のガイダン
スにおける薬物乱用防止教育の一試案を検討した．

対象及び方法
学生定期健康診断時（2009 年 4 月 6 日～22 日）
，茨城大学全学生 8305 人（2009 年 5 月時点）
のうち，学生定期健康診断を受けた学生 6993 人を対象に質問紙調査を行った．有効回答者は 5121
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人，回収率は茨城大学全学生の 61.7％，健康診断を受けた学生の 73.2％であった．
質問紙は，2006 年 2 月，文部科学省が全国の小学校（第 5，6 学年生）
，中学生（全学年）
，高等
学校（全学年）を対象に実施した「児童生徒の薬物に関する意識等調査」12）を参考に全 14 問を作
成した．本稿では，
「これまでの薬物乱用防止教育の有無」
「期待する学びの場」
「大学における講義
の必要性」の 3 質問について取り扱う．量的結果については SPSS16.0 J for windows を用いて分
析した。また，自由記述については，谷津

13）による質的看護研究手法を用いた．それらの結果を

もとに大学における薬物乱用防止教育の講義内容・方法について検討し，試案の作成を試みた．な
お，その他の 11 質問に関する結果は，別に報告した 14）．倫理的配慮については，調査対象者のプ
ライバシー保護の観点から，茨城大学保健管理センターの個人情報保護規定に準じて実施した．

結果
１．薬物乱用防止教育の有無
「あなたは，これまで大麻などの薬物につ
いて学校や講演会で学んだり聞いたりしたこ
とがありましたか．
」の質問に対する回答は，
4393 人（85.8％）の大学生は薬物乱用防止教
育を受けてきた一方，440 人（8.6％）の大学
生が薬物乱用防止教育を受けたことがないと
回答した（図 1）
．
図 1 薬物乱用防止教育の有無
２．期待する学びの場
「あなたは，大麻などの
薬物を使った場合の心や体
への害について学ぶとした
ら，どこがよいと思います
か．
」の質問に対しては，期
待する学び場は，小中高校
4249 人（83.0％），大学
1117 人（21.8％）
，家族 787
人（15.4％）
，警察 744 人
（14.5％），病院 649 人
（12.7％）
，地域 569 人（11.1％）
，

図 2 期待する学びの場

ネット 494 人（9.6％）
，保健所 459 人
（9.0％）
，図書館 300 人（5.9％）
，特にない 86 人（1.7％）
，その他 28 人（0.5％）であった（図 2）
．
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３．大学における講義の必要性
「大学で，薬物に関する講義が必要と
思いますか．どんな内容の講義が必要と
思いますか．
」の質問に対しては，大学に
おける講義は必要 1975 人（38.6％）
，必
要ない 2669 人
（52.1％）
であった
（図 3）
．
講義内容などを問う自由記述は 593 人
（11.6％）が回答した．自由記述のうち
531 人は必要に関する記述，62 人は

必要ないに関する記述であった．

図 3 大学における講義の必要性

４．大学における講義について
大学における講義の自由記述 593 人分をコード化「

」し（719）
，大学での講義を必要とする

コード 657 と必要ないとするコード 62 を抽出した．そして，サブカテゴリー〈
【

〉
，カテゴリー

】に分類した．

１）必要とする自由記述
必要とする自由記述より，
【講義内容】
，
【講義方法】
，
【講義時期】のカテゴリーが抽出された．
【講義内容】
は，薬物の〈危険性〉
，
〈害〉
，
〈法的知識〉
，
〈使用後どう
なるか〉
，
〈症状〉
，
〈影響〉
，
〈断り方〉
，
〈入手経路〉
，
〈副
作用〉
，
〈その他〉から成る．
〈その他〉は，薬物を科学的
に学びたいとする内容や，薬物の末端価格，薬物乱用防
止教育の実施方法，薬物乱用者に対する偏見について，
薬物乱用対策の関係機関についてなどが挙げられた．
【講義方法】は，薬物依存症の社会復帰施設職員や薬
物依存回復者による〈経験談〉
，映像や写真などの〈視覚
的教材〉
，警察，保健所及び自助グループなど関係機関者
による〈講演会〉
，
〈事例紹介〉
，
〈その他〉から成る．
〈そ
の他〉は，現物を見学する，討論形式で行う，発表形式，
単位が取得できる，大学の実態調査を踏まえて行うなど
が挙げられた．
【講義時期】は，
〈入学時のガイダンス〉
，
〈その他〉か
ら成る．
〈その他〉は，健康スポーツ，主ゼミナールなど
が挙げられた（表 1）
．
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表 1 必要記述の分析結果
カテゴリー サブカテゴリー
コード 数
危険性
77
害
57
法的知識
47
使用後どうなるか
45
講義内容
症状
20
（400）
影響
19
断り方
11
入手経路
9
副作用
5
その他
110
経験談
69
視覚的教材
29
講義方法
講演会
22
（161）
事例紹介
16
その他
25
講義時期 入学時のガイダンス
13
（16）
その他
3
「必要」の理由
24
その他
思いつかない
7
（80）
その他
49
合計
657
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２）必要ないとする自由記述

表 2 必要ない記述の分析結果

必要ないとするコードは，
〈小中高で学んだ〉
，大学
生は〈判断できる年齢〉
，講義の〈必要性を感じない〉
，
〈常識〉
，講義を開講しても〈受講しない〉
，学ぶことで
薬物の〈興味を増強させる〉
，薬物乱用に対して〈悪いこ
とはわかっている〉
，
〈自己責任〉
，
〈時間がもったいない〉
．
に分類された（表 2）

サブカテゴリー
小中高で学んだ
判断できる年齢
必要性を感じない
常識
受講しない
興味を増強させる
悪いことはわかっている
自己責任
時間がもったいない
合計

コード 数
22
12
10
5
4
3
3
2
1
62

５．大学における薬物乱用防止教育の一試案
以上より大学における指導の充実化と必要性が確認されたため，本意識調査を踏まえた薬物乱用
防止教育の一試案を検討した（表 3）
．指導内容や方法は，本調査で得られた大学生が期待する講義
内容と講義方法を取り入れ，薬物の危険性を視覚的教材や経験談によって学ぶ形式にした．内容及
び方法は、以下の通りである．
１）導入
まず薬物の危険性を再確認する必要がある．高等学校までの薬物乱用防止教育によって，薬物の
名前や影響，依存に至るメカニズムなど基本的知識を学んでいるため，大学では薬物の使用前と乱
用後の心身に現れる変化を写真等によって示すことで，薬物の危険性を一目で再確認できるように
した．
２）展開
薬物の危険性を踏まえ，量的研究からわかった茨城大学生を取り巻く薬物環境の実態を示す．
0.9％の大学生は薬物乱用を誘われたことがあり，5.3％の大学生は周囲で薬物乱用を見聞したこと

を知り，一人一人がいつどこで薬物乱用に関わるかわからないことを自覚し，危機感をもてるよう
にした．また，実際に薬物乱用を誘われた場合や友人が薬物を乱用した場合，適切な行動をとるこ
とができるように，事前に想定する指導とした．さらに，薬物依存回復者の経験談によって，なぜ
薬物を使用してはならないのか、改めて考える。そして、大学生は一社会人として教育を受ける立
場から次世代に伝える立場へ移行時期であることに気付くことを期待した．
３）まとめ
まとめでは，簡単なアンケートで目標が達成されたか確認し，指導内容をまとめたパンフレット
を配布することで評価とした．

考察
１．薬物乱用防止教育の変遷と効果
１）薬物乱用防止教育の始まり
薬物乱用防止教育は，1969 年中学校学習指導要領第 4 次改訂時に初めて行われた．単元は「薬品・
嗜好品と健康」で，対象は中学生第 2 学年であった 15）．しかし，1977 年中学校学習指導要領第 5
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表 3 大学における薬物乱用防止教育一試案

大学における
大学 における薬物乱用防止教育一試案
における 薬物乱用防止教育一試案
時期 入学時ガイダンス
対象 新入生
目標 ①薬物乱用を誘われた時や友人が薬物を乱用した場合の対応を考える．
②社会人として，薬物の危険性を次世代に伝える役割を担っている意識をもつ．

時間配分
導入
（5分）

内容

備考

１．薬物乱用の危険性
使用前と乱用後の比較写真をみせる

・写真

２．大学での薬物乱用の実態
誘われたことがある茨城大学生は0.9％，周囲で見
聞きしたことがある茨城大学生は5.3％いた．いつど ・統計的資料
こで薬物乱用に関わるか分からないことを自覚し，
危機感をもつ．
展開
（15分）

３．誘われた時と友人が乱用した時の対応
自分自身がを誘われ場合や友人の乱用を知った場 ・映像
合，どのように対応するか考える．
４．なぜを考え，説明できる
経験談からなぜ使用してはならないか改めて考え ・薬物依存回復者の経験談
る．そして伝え広める役割を担っていることに気づく．

まとめ
（5分）

５．評価
・目標が達成されたか確認する
・指導内容をまとめたパンフレットを配布する

・アンケート
・パンフレット

次改訂時，基本的事項を精選する理由のもと削除された 16）．1989 年，中学生第 3 学年，高校
生を対象に再び始まり，その内容は「喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，心身に様々な影響を与
え，疾病の要因ともなること（中学校）
．
」
，
「喫煙や飲酒，薬物乱用と健康との関係，―省略―つい
て理解させる（高等学校）
．
」であった 17）．
２）薬物乱用の若年化
1995 年（平成７年）
，二度の薬物乱用期を経て，第三次乱用期が始まった．
「かつての薬物乱用期

と比較し，第三次乱用期の特徴は，第一に薬物乱用が高校生から中学生にまで及ぶという若年化傾
向である」18）と述べられるように，1976 年（昭和 52 年）以降，覚せい剤等の乱用により補導され
た高校生は，1996 年（平成 8 年）と 1997 年（平成 9 年）時に特に多く，深刻な状況であった．
３）学習指導要領の改訂
1996 年（平成 8 年）と 1997 年（平成 9 年）の中学生と高校生の薬物乱用状況を受け，1997 年

（平成 9 年）10 月 31 日，文部科学省は，各国立大学長，国立久里浜養護学校長，各都道府県知事，
各都道府県教育委員会教育長あてに「児童生徒の覚せい剤等の薬物乱用防止に関する指導の徹底に
，第 7 次改訂の学習指導要領において，新た
ついて」を通知した 17）．そして 1998 年（平成 10 年）
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に小学校の教科「体育」
（保健領域）においても薬物乱用防止に関する指導を行うことを明記すると
ともに，中学校及び高等学校においてもその指導内容（中学校「保健体育」の保健分野，高等学校
「保健体育」の「科目保健」
）の充実を図った 17）19）20）．
2008 年（平成 20 年）9 月，文部科学省は各都道府県知事，各都道府県教育委員会教育長，各指

定都市教育委員会教育長，各国公私立大学長，各国立私立高等専門学校長あてに「薬物乱用防止教
育の充実について」を通知し，2008 年の第 8 次改訂の学習指導要領において，高等学校における
指導内容に「対策には，個人や社会環境への対策が必要であること．
」が追加された．
このように，学習指導要領における薬物乱用防止教育の内容は，社会的背景や中学生や高校生の
実態と共に変化を遂げ，充実した指導内容や方法は現在に至るまで求められている．
４）薬物乱用防止教育の効果
1997 年（平成 9 年）
，2000 年（平成 12 年）
，2006 年（平成 18 年）計３回にわたり，文部科学

省は「児童生徒の覚せい剤等の薬物に対する意識等調査」を実施した．過去３回の意識調査結果の
うち，性別ごとの薬物の印象と薬物乱用の考えの推移から，薬物乱用防止教育の効果を検討する．
本研究においては，2006 年（平成 18 年）の調査結果を中心に，基本的には過去２回（1997 年，
2000 年）の調査結果と比較を行ったところ，男女ともに楽観的な印象を有している生徒児童が減少

し，危険である印象を有している生徒児童が増加した．また，男女ともに薬物は絶対に使うべきで
はないと考える生徒児童が増加し，個人の自由であると考える生徒児童が減少した．
２．大学における薬物乱用防止教育の実態
JASSO（日本学生支援機構）の調査１）から，大学における薬物乱用防止教育の中心は，ポスタ

ー等の掲示 92.6％，入学時等におけるガイダンス 74.7％であることがわかった．一方，学外の機関
（警察，保健所等）と連携した指導会の実施 39.1％，一般学生に対する研修 27.4％，学生意識調査
4.4％であり，1.5％の大学では薬物乱用防止教育を実施していなかった．

３．大学における薬物乱用防止教育の必要性
2006 年以降，大学生における薬物乱用問題が相次いで報道され，2008 年，薬物乱用対策推進本

部は第三次薬物乱用防止五カ年戦略において，大学等の学生に対する薬物乱用防止に係る啓発及び
指導の徹底に努めることが明記された．これを受けて，1998 年（平成 10 年）の中学校学習指導要
領改訂と 1999 年（平成 11 年）高等学校学習指導要領改訂による薬物乱用防止教育の充実化によっ
て，学習効果や早期教育の重要性が確認された．
本調査から茨城大学生は，大学における講義は必要（38.6％）とした割合は，必要ない（52.1％）
を下回った．しかし，本調査から 0.9％の大学生はマリファナ，大麻及びシンナーなどの使用を誘
われたことがあること，5.3％の大学生は周囲で薬物乱用を見聞したことがあることが明らかになっ
た 14）ことから，本学においても楽観視することはできない．本学の 85.8％の学生がこれまで薬物
乱用防止教育を受けたと回答しているため，学生が小中高の繰り返しと感じないように大学生にと
って関心の高い内容を精選すべきである．また，期待する講義内容は，薬物の〈危険性〉
，
〈害〉
，
〈法
的知識〉
，
〈使用後どうなるか〉などであることが明らかになった．講義方法は写真や映像などの〈視
覚的教材〉
，
薬物依存症の社会復帰施設職員による
〈経験談〉
を希望していることが明らかになった．
回答した大学生のうち，11.8％が「具体的」や「実際に」などの言葉で表現しており，より現実味
のある学びを期待していることからも，
〈視覚的教材〉や〈経験談〉から薬物の〈危険性〉
，
〈害〉
，
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〈法的知識〉
，
〈使用後どうなるか〉などを知ることは，強い印象を与え効果的であるといえる．な
お，外部講師を委託する場合は，十分な打ち合わせや配慮の検討が必要である．
今後は高等学校までの教育に加えて，大学生においては，次世代へ教え広める役割へ移行する世
代であることを踏まえて，実践的・継続的な薬物乱用防止教育を充実することが必要であるといえ
る．
４．大学における薬物乱用防止教育の進展に向けて
大学における薬物乱用防止教育は，各大学の特徴や調査を基に，大学生の実態や意識に即した内
容を取り扱うことが効果的であると考える．意識調査の量的研究結果

14）から，薬物使用を誘われ

た経験と周囲の薬物乱用状況は他大学に比べ少ないが，茨城大学生を取り巻く薬物の環境は安全と
はいえず，薬物乱用の危険性が示唆された．そして質的研究結果

14）から，友人が薬物を乱用した

時の対応記述が全体的に抽象的で，他人事として捉えているなどの問題点が挙げられた．そのため，
「薬物乱用を誘われたときの対応や友人が薬物を乱用した場合の対応を考える」ことを目標に掲げ
た．そして大学生の特徴を生かし，
「大学生は一社会人として，薬物の危険性を次世代に伝える役割
を担っている意識をもつ」必要性があり，この２点を重点に置いた指導目標を設定した．本研究で
提案した試案は 25 分間の指導案であるが，25 分間の教材ができれば，ガイダンス，授業などで使
用し，有用性を進展させられればと考える。本研究では教育試案を試行するまでには至らなかった
が，参考資料となることを期待したい．
最後に，調査にご協力いただいた本学学生，院生の皆様に，心より感謝申し上げます。

文献
１）独立行政法人 日本学生支援機構：薬物乱用防止に関する各学校における啓発・指導の実態状
況調査について，
〈htto://www.jasso.go.jp/〉
，2011/01/17．
２）早稲田大学学生部：大麻等の違法薬物についての意識調査，早稲田ウィークリー号外，6，2009．
３）和田清：薬物の種類・健康への影響についての基礎知識－薬物の乱用，依存，中毒の違いを理
解することの重要さ（特集 薬物汚染を地域で防ぐ）
，月刊地域保健，40，24，2009．
４）財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター：
〈http://www.dapc.or.jp/index.htm〉
，2011/01/28．
５）警察庁：平成 22 年度版 警察白書―特集：犯罪のグローバル化と警察の取組み－，118-119，
ぎょうせい，東京，2010．
６）小野田博通：大学生薬物事犯の現状（特集 事件・犯罪防止―消費者・IT・薬物問題について）
，
大学と学生，43-44，2009．
７）警察庁組織犯罪対策部薬物銃器対策課：平成 20 年中の薬物・銃器情勢 確定値，
〈http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/yakubutujyuki/yakujyuu/yakujyuu1/h20_jyousei_yak-ujyu
u.pdf〉
，2010/12/16．

８）警察庁組織犯罪対策部薬物銃器対策課：平成 17 年中の薬物・銃器情勢 確定値，
〈http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/yakubutujyuki/yakubutu/yakutai13/20060515.pdf〉
，
2010/12/16．

- 166 -

中野・竹下・宮川・斉藤：大学における薬物乱用防止教育の一試案

９）小野田博通：わが国の薬物事犯の現状－大学生薬物事犯を中心に（特集 大学生を薬物乱用か
ら守れ）
，大学時報，58，49-51，2009．
10）学校保健・安全実務研究会：新訂版 学校保健実務必携（第 2 次改訂版）
，1028-1033，第一法

規，東京，2010．
11）前掲書 10）
，1034-1036．
12）スポーツ・青少年局学校健康教育課：薬物等に対する意識調査，

〈http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/03/07042500.htm〉
，2010/11/03．
13）谷津裕子：Start Up 質的看護研究，学研，2010．
14）中野智美・竹下誠一郎・斉藤ふくみ・宮川八平：大学生の違法薬物に対する意識に関する研究，

学校保健研究（投稿中）
．
15）前川峯雄：中学校学習指導要領の展開 保健体育科編，252-257，明治図書，東京，1970．
16）佐々木吉蔵・山川岩之助：改訂 高等学校学習指導要領の展開 保健体育科編，298-299，明

治図書，東京，1983．
17）文部科学省ホームページ：
〈http://www.mext.go.jp〉
，2011/01/12．
18）藤井基之：新・亡国のドラック，56-169，医薬経済社，東京，2010．
19）文部省：小学校学習指導要領解説 体育編，83-91，東山書房，京都，1999．
20）文部省：中学校学習指導要領解説－保健体育編－，88-105，東山書房，京都，1999．

Abstract
The survey by JASSO(Japan Student Services Organization) reported that drug abuse
incidents occurred at the university of 7.8% since 2006. In addition, from the preceding
studies, 53.6% of university students are generally available for the drug and 9.9 % of them see
and hear the drug abuse around them. About drug abuse prevention education in university,
teaching methods are expected to enrich the contents and effective teaching.
This study is to investigate the attitude of university students for drug abuse and make their
actual condition and issues clear. And we conducted a study of a tentative plan of drug abuse
prevention education in the guidance for new students in reference to the survey results. We
expect this study will have a good effect on drug abuse prevention education in Japan.
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保健室における香りによるリラックス効果の研究
蛭 田 麻 衣＊ ・ 川 崎 尚 子＊＊ ・ 斉 藤 ふくみ＊＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

A Study on the Relaxing Effect of Aroma in a School Health Room
Mai HIRUTA, Naoko KAWASAKI and Fukumi SAITO

キーワード：保健室、香り、リラックス

嗅覚は五感の中でも子どもの精神安定や人格形成、危機管理・自己管理能力育成などに非常に効果的な感覚である１）。
しかし、教育現場での嗅覚からのアプローチは未だ広まっていない。本研究は、香りを活用することで児童生徒のリ
ラックス効果に変動があるかを明らかにすることを目的として、小学校でのフィールドワークと質問紙調査を行った。
その結果、香りによる心身への効果について「心身への心地良い感覚」
、「心身への良くない影響」
、「身体からの不
快な感覚の消失」の 3 因子が明らかになった。児童に対する精神的緊張の緩和を与えられる香りは、
「レッドカラント
&ラズベリー」であった。学校生活を送る上で児童が不快だと感じる臭いは「特別教室」や「音楽室」
「給食室」
「下
駄箱」
、さらに多くの場所や教師の身なりを含んだ環境が嫌な臭いを感じさせるという結果であった。学校現場では、
校舎を清潔にすること、清掃に対する意識を向上させることが子どもたちの学習面にも影響すると考える。

はじめに
香りとは自己防衛や食欲亢進、精神安定など私たちが生きていく上で非常に重要な存在である。
特に日本人は、生活の中のにおいに対して敏感であると言われている２)。また、近年「香り」はた
だ「香る」だけではなく、芳香剤やアロマテラピーなどその香りによって身体面・心理面に大きく
プラスに影響することが注目されている。そして、教育現場でも香りが脚光を浴び始めている。大
同大学では、香りやにおいを集中的に学ぶかおりデザイン専攻が昨年開講された３)。また、初等教
育での命を守り、感性を育む「嗅覚教育」の実践が期待されている４)。
現代の子どもたちは、学習指導要領改訂による授業数の増加や家庭・友人など人間関係の問題な
ど緊張をしいられる集団生活をしている。そのため、ストレスを感じやすい環境にあると考える。
学校は、教育活動を進める上で子どもたちの安全安心を確実に確保しなければならない。とりわけ
――――――
*茨城大学教育学部養護教諭養成課程卒業生

**水戸市立常磐小学校
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保健室はリラックスを提供し、
子どもたちの心身の健康を保持増進するための養護活動の場となる。
日本学校保健会の保健室利用状況に関する調査によると、保健室における主な相談の背景・要因は
身体症状、友人関係、学校生活、家族・家庭、精神症状など多岐に亘っている５)。このような状況
の中、
よりよく子どもたちの健康状態の回復を図るために養護教諭が出来る直接的支援(健康相談活
動)や間接的支援(環境整備)を工夫して行う必要がある。本研究では後者に焦点を当て進めていく。
保健室に来室する児童生徒は、保健室や養護教諭に安心や癒しを求める傾向にある。保健室は教
室とは異なった空間である。そのため、香りを効果的に活用することが可能であり、それによって
児童生徒に対する精神的緊張の緩和を大いに期待できる。
そこで本研究では、香りを活用することで児童生徒のリラックス効果に変動があるのか、児童生
徒に対する精神的緊張の緩和を与えられる香りはどのようなものか、そして学校生活を送る上で児
童生徒が不快だと感じる臭いを明らかにすることを目的とする。そのために、実際にアロマテラピ
ーなど香りを保健室で使用するフィールドワークを通して、香りによる効果的なアプローチ方法を
検討していく。

対象及び方法
１．対象および方法
対象は I 県内の公立小学校Ｔ校の 6 年生（保健委員を含む）
、5 年生の保健委員の児童 84 名であ
る。調査期間は 2010 年 11 月 2 日～12 月 2 日の 7 日間である。調査を協力校に依頼し、同意を得た
後に実施した。質問紙調査は集合調査法を用いた。実験は、保健室入り口のテーブルを使用した。
実験の手順は、生徒が来る直前の保健室の気温・湿度の測定を行う。昼休みに児童 10～14 名に保健
室に来てもらい、まずは収縮期・拡張期血圧、脈拍を測定、その後コットンにアロマエッセンスを
1～2 滴染み込ませ、香りを吸入してもらう。その間、香りについて説明し 2～3 分ほど安静にして
もらう。その後アンケートを行い、再び血圧、脈拍を測定した。質問紙は無記名、選択式・自由記
述質問紙である。実験に用いた香りは、SUNHERB アロマエッセンスのグレープフルーツ、ラベンダ
ー、ローズ、レッドカラント＆ラズベリー、アップルブロッサム、メドーであり、1 日 1 つの香り
を使用した（図１）
。また、最終日はエッセンシャ
ルオイル専門店で作ったオリジナルブレンドオイ
ルを活用した。オリジナルブレンドオイルは、最
初に香りを放つ揮発性の強いトップノートにベル
ガモット 6 滴、ユーカリグロブルス 6 滴、スイー
トオレンジ 17 滴、
香りの全体像となるミドルノー
トにナツメグ 11 滴、ベイ 26 滴、トップノートを
安定させ、保留性に富むベースノートにベンゾイ
ン 15 滴で作成した。オリジナルブレンドオイル

図１ 実験に用いた香り

は量の関係により、マグカップにお湯を入れ、そ
こにオイルを 1～2 滴垂らし、香りを飛散させる方法を活用した。
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２．質問紙調査
１）香りによる心身への効果尺度
アロマテラピー協会の精油の効能６) を参考にそれぞれの香りを吸入したことによってどのよう
な変化が生じたか、精神面で 15 項目、身体面で 12 項目の質問を作成した。なお、回答について「と
てもそう思う」4 点、
「そう思う」3 点、
「そう思わない」2 点、
「全くそう思わない」1 点とし、4 件
法を行った。
２）保健室にあることでリラックスする香り、不快に感じる臭いについて
野田の「やさしくわかるかおりのしくみ７) 」等を参考にリラックスする香り、不快に感じる臭い
に関して多重選択回答式にした。また、自由記述により、質問用紙には無かった自身が感じるリラ
ックスする香り、不快に感じる臭いを回答してもらった。
３．血圧・脈拍測定結果について
エー・アンド・デイデジタル血圧計 UA-772B を活用し、児童が香りを嗅ぐ前後の収縮期・拡張期
血圧、脈拍を測定した。
４．分析方法
SPSS For Windows Ver.11.0J を用いた。
香りによる心身への効果尺度について因子分析を行った。
５．倫理的配慮
学校長、教職員に対して事前に研究の内容や目的、学校や個人が特定できないようにするととも
に研究以外の目的では使用しないことを説明し、同意を得た。質問紙は無記名で、実験開始前に成
績とは無関係であることや友達の回答を見ず、自分の感覚を記入すること、内容の守秘を約束する
ことを説明し、教職員だけでなく児童にもプライバシーの配慮についてわかるようにした。また、
今回の対象は健康な児童とし、体調不良を訴える児童には行わないこととした。
６．用語の定義
アロマテラピー８）は、植物のもつ芳香物質である精油（エッセンシャルオイル）の力をかりて、
心や身体のトラブルを穏やかに癒し、健康増進や美容に役立てていこうとする自然療法である。臭
覚を通して大脳辺縁系や脳幹に働きかけることで、ストレスを軽減したり、リラックスしたり、元
気になったりという心理効果が期待できる。また、精油を希釈した植物油を皮膚に塗布したり、呼
吸によって肺に吸い込むことで、精油成分が血液中に取り込まれ体内をめぐることで、さまざまな
組織の自己治癒力を高める助けをする。このような働きにより体と精神の不調を改善してバランス
をとることで、健康増進や美容などにも役立てることができる。

結果
１． 実験の概要
天気、気温、湿度、時間、対象、香りなどの実験の基本データ及び対象者の内訳は表１、２に示
す通りである。
天気は、晴れの日が多かった。気温範囲は 17℃～22℃、湿度範囲は 40％～56％と大きな差は見ら
れなかった。時間は最終日以外は昼休みに行った。人数は一日約 12 名であった。
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表１．実験の基本データ
11 月 2 日

11 月 4 日

11 月 9 日

天気

くもり

くもり

晴れ

晴れ

晴れ

晴れ

くもり

気温

17℃

22℃

18℃

21℃

19℃

18℃

19℃

湿度

40%

48%

56%

52%

47%

51%

54%

13：05～

13：03～

13：05～

13：05～

13：10～

13：10～

15：00～

13：50

13：55

13：50

14：00

13：50

14：00

16：00

時間

11 月 10 日 11 月 11 日 11 月 12 日

12 月 2 日

対象

6-1:

6-1:

6-1:

6-2:

6-2:

6-2:

保健委員:

（人）

男 8,女 4

男 3,女 9

男 5,女 8

男 7,女 5

男 5,女 5

男 4,女 10

男 4,女 7

香り

グレープ

ラベンダ

フルーツ

ー

レッドカ

アップル
ブロッサ

メドー

ム

ラント＆

ピュアロ

ラズベリ

ーズ

ー

オリジナ
ルブレン
ドオイル

表２．対象者の内訳
男
5 年生

6 年生

１組

女

全体

1

1

1

2組

1

1

2

3組

1

1

2

１組

16

23

39

2組

17

22

39

6
84
78

２．香りによる心身への効果尺度
１）香りによる心身への効果尺度の分析
香りによる心身への効果尺度 27 項目の平均値、標準偏差を算出した。そして、フロア効果の見
られた 5 項目を以降の分析から除外した。次に残りの 22 項目に対して主因子法による因子分析を
行った。固有地の変化は、8.10、4.68、2.10、1.37.1.31･･･というものであり、3 因子構造が妥当で
あると考えられた。そこで再度 3 因子を仮定して主因子法・プロマックス回転による因子分析を行
った（表３）
。なお、回転前の 3 因子で 22 項目の全分散を説明する割合は 62.00 であった。
第 1 因子は 10 項目で構成されており、
「気持ちが良くなった」
「元気になった」
「幸せになった」
などの内容項目が高い負荷量を示していた。そこで「心身への心地良い感覚」因子と命名した。
第 2 因子は 8 項目で構成されており、
「パニックになった」
「悲しくなった」
「不安･心配になった」
などの内容項目が高い負荷量を示していた。そこで「心身への良くない影響」因子と命名した。
第 3 因子は 4 項目で構成されており、
「かゆみがなくなった」
「体の痛みがなくなった」
「目の疲
れが取れた」などの内容項目が高い負荷量を示していた。そこで「身体からの不快な感覚の消失」
因子と命名した。
第 1 因子「心身への心地良い感覚」と第 3 因子「身体からの不快な感覚の消失」
、第 2 因子「心
身への良くない影響」と第３因子「身体からの不快な感覚の消失」それぞれに弱い正の相関が見ら
れた。
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表３．香りによる心身への効果尺度因子分析結果 （プロマックス回転後の因子パターン）

項目内容

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

共通性

第 1 因子：心身への心地良い感覚
気持ちが良くなった

0.885

-0.424

0.111

0.818

元気になった

0.884

-0.331

0.207

0.786

幸せになった

0.857

-0.267

0.214

0.741

スッキリした

0.795

-0.485

0.156

0.681

落ち着いた

0.783

-0.383

0.195

0.626

やる気が出た

0.741

-0.208

0.403

0.582

集中できた

0.73

-0.252

0.235

0.532

疲れがなくなった

0.699

-0.234

0.477

0.566

体があたたかくなった

0.589

-0.111

0.19

0.358

感動した

0.48

0.063

0.173

0.295

パニックになった

-0.264

0.827

0.163

0.688

悲しくなった

-0.161

0.815

0.066

0.692

不安･心配になった

-0.16

0.788

0.158

0.639

イライラした

-0.339

0.77

0.097

0.598

だるくなった

-0.163

0.697

0.175

0.498

いやな気分になった

-0.44

0.655

-0.061

0.482

気分が悪くなった

-0.473

0.575

-0.021

0.414

頭が痛くなった

-0.179

0.54

0.018

0.295

0.188

0.119

0.881

0.785

第 2 因子：心身への良くない影響

第 3 因子：身体からの不快な感覚
の消失
かゆみがなくなった
体の痛みがなくなった

0.34

0.051

0.709

0.519

目の疲れが取れた

0.543

-0.006

0.574

0.485

トイレに行きたくなった

0.087

0.082

0.57

0.334

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

―

-.36

.31

―

.12

因子間相関
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

―
n=84

２）下位尺度間の関連
香りによる心身への効果尺度の 3 つの下位尺度に相当する項目の平均値を算出し、第 1 因子「心
身への心地良い感覚」下位尺度得点（平均 2.38、 SD 0.79）
、第 2 因子「心身への良くない影響」
下位尺度得点（平均 1.30、SD0.46）
、第 3 因子「身体からの不快な感覚の消失」下位尺度得点（平
均 1.43、SD0.62）とした。内的整合性を検討するために各下位尺度の α 係数を算出したところ、
第 1 因子「心身への心地良い感覚」で α=.92、第 2 因子「心身への良くない影響」で α=.87、第 3
因子「身体からの不快な感覚の消失」で α=.74 と十分な値が得られた（表４）
。
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第 1 因子「心身への心地良い感覚」下位尺度と第 3 因子「身体からの不快な感覚の消失」下位尺
度は有意な正の相関を示した。また、第 1 因子「心身への心地良い感覚」下位尺度と第 2 因子「心
身への良くない影響」下位尺度は有意な負の相関を示した。
表４．香りによる心身への効果尺度間相関と平均、SD、α
第 1 因子

第 2 因子

第 3 因子

平均

SD

α

－

－.38**

.36**

2.38

0.79

.92

－

.04

1.30

0.45

.87

－

1.43

0.61

.74

第 1 因子
第 2 因子
第 3 因子

**P＜.01

３）男女差の検討
男女差の検討を行うために、香りによる心身への効果尺度の各下位尺度得点について t 検定を行
った。その結果、第 3 因子「身体からの不快な感覚の消失下位尺度（t(59.4)= 2.60 、 P＜.05）
」に
ついて、女子よりも男子のほうが有意に高い得点を示していた。第 1 因子「心身への心地良い感覚
下位尺度（t(77)= -1.45、n.s）
」と第 2 因子「心身への良くない影響下位尺度（t(74)= 1.34、n.s）
」
については男女の得点差は有意ではなかった（表５）
。
表５．男女別の平均値とＳＤおよびｔ検定の結果
男性

女性

Ｎ

平均

SD

Ｎ

平均

SD

t値

第 1 因子

33

2.23

0.851

46

2.49

0.733

－1.45

第 2 因子

30

1.39

0.596

46

1.24

0.336

1.34

第 3 因子

36

1.64

0.706

48

1.28

0.494

2.60*

*P＜.05

４）香りによる心身への効果尺度得点
香りによる心身への効果を問う質問 27 項目について、4 件法での回答を得た（表６）
。最も平均
得点が高かったものは「落ち着いた」3.00 点で、最も平均得点が低かったものは「悲しくなった」
1.17 点である。標準偏差が最も大きかったものは「気持ちが良くなった」1.159 で、標準偏差が最
も小さかったものは「悲しくなった」0.461 である。「落ち着いた」「スッキリした」「気持ちが
良くなった」と第 1 因子である「心身への心地良い感覚」が上位に名を連ねている。そして、
「目
の疲れが取れた」など第 3 因子である「身体からの不快な感覚の消失」
、
「気分が悪くなった」など
第 2 因子である「心身への良くない影響」の順に多くなっている。
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表６. 香りによる心身への効果の内訳
質問項目

人数

合計

平均値

標準偏差

2.落ち着いた

84

252

3.00

1.006

5.スッキリした

84

244

2.90

1.071

10.気持ちが良くなった

84

241

2.87

1.159

1.元気になった

84

217

2.58

0.960

7.幸せになった

84

204

2.43

0.973

16.疲れがなくなった

84

198

2.36

1.147

9.やる気が出た

84

192

2.29

1.048

14.集中できた

81

178

2.20

1.005

19.眠くなった

84

168

2.00

1.119

22.体があたたかくなった

83

157

1.89

1.012

26.目の疲れが取れた

84

136

1.62

0.930

20.おなかが減った

83

134

1.61

1.034

12.感動した

83

130

1.57

0.784

18.肩こりがなくなった

84

125

1.49

0.768

23.気分が悪くなった

84

123

1.46

0.813

3.緊張した

83

121

1.46

0.738

25.トイレに行きたくなった

84

120

1.43

0.896

13.いやな気分になった

83

116

1.40

0.780

15.何も感じなかった

84

117

1.39

0.822

27.体の痛みがなくなった

84

115

1.37

0.741

17.だるくなった

83

111

1.34

0.649

24.かゆみがなくなった

84

111

1.32

0.714

21.頭が痛くなった

82

107

1.30

0.661

4.パニックになった

80

102

1.27

0.595

8.不安･心配になった

84

105

1.25

0.535

6.イライラした

84

101

1.20

0.533

11.悲しくなった

84

98

1.17

0.461

５）香りによる心身への効果と香りごとの回答率
香りによる心身への効果の質問項目と 7 種類の香りごとの回答率についてクロス集計を行った。
第 1 因子「心身への心地良い

落 ち 着 いた

感覚」に関して、最も効果的であ
る香りはレッドカラント&ラズベリ
ーであると分かった。レッドカラン

オリジナルブレンドオイル
ピュアローズ
レッドカラント＆ラズベリー

ト&ラズベリーは「落ち着いた」
「ス
ッキリした」
「気持ちが良くなった」
「元気になった」など 10 項目中 8

メドー
アップルブロッサム
ラベンダー
グレープフルーツ

項目において最も
「とてもそう思う」
「そう思う」の回答率が高かった。

0%
とてもそう思う

そう思う

20%

40%
そう思わない

60%

80%

100%

全くそう思わない

ここでは「落ち着いた」の結果を示
す（図２）
。残り 2 項目については

図２ 落ち着いた（n=84）

「体があたたかくなった」はメドー、
「感動した」はラベンダーがそれに該当している。全体の割合
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から「とてもそう思う」の回答が多かった質問は「落ち着いた」「スッキリした」「気持ちが良く
なった」の 3 項目であった。また、「そう思う」の回答が全体的に多かった質問は「元気になった」
「幸せになった」
「やる気が出た」の 3 項目である。残り 4 項目「集中できた」
「疲れがなくなった」
「体があたたかくなった」
「感動した」は「全くそう思わない」が最も多かった。しかし、
「集中で
きた」に関しては「そう思わない」
「そう思う」と僅差であった。
第 2 因子「心身への良くない影響」に関して、最も示唆している香りはピュアローズであると分
かった。ピュアローズは「パニックになった」
「だるくなった」
「いやな気分になった」
「気分が悪く
なった」
「頭が痛くなった」など 8 項目中 5 項目において最も「とてもそう思う」
「そう思う」の回
答率が高かった。残り 3 項目については「
「悲しくなった」
「不安・心配になった」
「イライラした」
はオリジナルブレンドオイルがそれに該当している。第 2 因子に対して、
「全くそう思わない」の
回答が最も多かった。
第 3 因子「身体からの不快な感覚の消失」に関して、最も効果的である香りはグレープフルーツ
であると分かった。グレープフルーツは「体の痛みがなくなった」
「目の疲れが取れた」など 4 項
目中 2 項目において最も「とてもそう思う」
「そう思う」の回答率が高かった。さらに「体の痛み
がなくなった」に関しては、メドーも同率であった。残り 2 項目については「かゆみがなくなった」
はレッドカラント&ラズベリー、
「トイレに行きたくなった」はオリジナルブレンドオイルがそれに
該当している。第 3 因子に対して、
「全くそう思わない」の回答が最も多かった。
６）保健室にあることでリラックスする香り尺度得点
保健室にあることでリラックスする香りについて問

表７．保健室にあることでリラックス

う選択 21 項目について、複数選択回答式での回答を

する香りの内訳
選択項目

得た（表７）
。児童に最も多く選ばれたものは「果物の

人数

合計

％

果物

84

76

90.5%

花

84

61

72.6%

の香り」8.3%であった。また、保健室にあることでリ

緑

84

57

68.6%

ラックスする香りについての自由記述の回答は、
「食

レモン

84

53

63.1%

ラベンダー

品」
「果物」が多く、
「果物」の中でも「ラズベリー」

84

49

58.3%

グレープフルーツ

84

48

57.1%

「ブルーベリー」などの「ベリー類」が 71.4%と大き

せっけん

84

41

48.8%

みかん

84

40

47.6%

もも

84

36

42.9%

りんご

84

35

41.7%

ミント

84

33

39.3%

ぶどう

84

30

35.7%

ばら

84

29

34.5%

いちご

84

25

29.8%

さくら

花や緑の香りの中では、
「ラベンダー」のみ男子が、そ

84

25

29.8%

お茶

84

23

27.4%

れ以外は女子が「そう思う」に多く回答していた。果

木

84

21

25.0%

コスモス

84

20

23.8%

キンモクセイ

84

19

22.6%

消毒液

84

7

8.3%

香り」90.5%で、最も選ばれなかったものは「消毒液

く割合を占めていた。
７）保健室にあることでリラックスする香りの男女別
選択比重
全体的に女子児童が「そう思う」に多く回答してお
り、良い香りにより関心を寄せていることが分かる。

物の香りの部類では、
柑橘系は女子が好む傾向にあり、
それ以外の果物の香りは男子が「そう思う」多く回答
していた。男女でより回答率幅が大きかった項目は「
せっけんの香り」
「グレープフルーツの香り」であった。
８）保健室にあることで不快に感じる臭い尺度得点
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保健室にあることで不快に感じる臭いについて問

表８．保健室にあることで不快

う選択 13 項目について、複数選択回答式での回答

に感じる臭いの内訳

を得た（表８）
。児童に最も多く選ばれたものは「ゴ
ミのにおい」89.3%で、最も選ばれなかったものは

人数

合計

％

ゴミ

84

75

89.3%

「コーヒーのにおい」22.6%である。ゴミやトイレ、

トイレ

84

74

88.1%

かびのにおいなどは平均 86.7%と良くない生活環境

かび

84

70

83.0%

口臭

84

69

82.1%

下水道

84

68

81.0%

になっていた。また、オシャレとして使用する香水

汗くさいにおい

84

67

80.0%

やオーデコロン、化粧のにおいなども半数以上の児

タバコ

84

66

78.6%

下において発生する不快に感じられるにおいが上位

オーデコロン

84

65

77.4%

童に好まれていないことが分かった。また、保健室

化粧

84

46

54.8%

にあることで不快に感じる臭いの自由記述の回答は、

香水

84

42

50.0%

古い本

84

40

47.6%

消毒液

84

26

31.0%

コーヒー

84

19

22.6%

「特別教室」や「音楽室」
「給食室」
、
「体育倉庫」
「下
駄箱」
などの空間の臭いを苦手とする傾向があった。

９）保健室にあることで不快に感じる臭いの男女別選択比重
全体的に女子児童が「そう思う」に多く回答しており、嫌な臭いにより敏感であることが分かる。
男女でより回答率幅が大きかった項目は「トイレのにおい」
「汗臭いにおい」であった。
10）血圧・脈拍測定値の変化
児童が香りを吸入する前後で血圧・脈拍測定を行った。その結果を表９、図３、図４に示す。収
縮期血圧の 1 回目の測定での平均は 112.5mmHg であり、2 回目の測定での平均は 105.1mmHg で
あった。1 回目の測定と比べ、7.4 mmHg 減少した。有意差はみられなかった。拡張期血圧の１回
目の測定での平均は 72.8mmHg であり、2 回目の測定での平均は 68.3mmHg であった。1 回目の
測定と比べ、平均 4.5 mmHg 減少した。有意差はみられなかった。この結果から、香りを吸入した
ことによって精神状態が落ち着き、それに伴って血圧も正常に近い状態に戻す効果があると考えら
れる。
脈拍の１回目の測定で

表９．血圧・脈拍測定の内訳

の平均は 91.1 回/分であ
り、2 回目の測定での平

最高値

最低値

平均値

第 1 回収縮期血圧

151

83

112.5

均は88.1回/分であった。

第 2 回収縮期血圧

149

78

105.1

1 回目の測定と比べ、平

第 1 回拡張期血圧

110

46

72.8

均値 3 回/分減少し、有意

第 2 回拡張期血圧

92

49

68.3

差 が み ら れ た 。（ p ＜

第 1 回脈拍

143

60

91.1

0.05）この結果から、香

第 2 回脈拍

128

66

88.1

値：血圧 mmHg、脈拍 回/分

りを吸入したことによっ

て精神状態が落ち着き、それに伴って脈拍も減少する効果があると考えられる。5～15 歳の正常血
圧値は収縮期血圧については 100～120 mmHg、拡張期血圧については 50～70 mmHg９）であるた
め、問題は見られない。また、学童の安静時の正常な脈拍数は 70～90 回/分 10）であるため、同様
に問題は見られない。
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図３．血圧の変化（ｎ=84）

値：mmHg

図４．脈拍の変化（ｎ=84）

値：回/分
＊

5％水準

考察
１．香りによる心身への効果
香りによる心身への効果について「心身への心地良い感覚」
、「心身への良くない影響」
、「身体
からの不快な感覚の消失」に関する 3 つの因子が明らかになった。また、これらの因子ごとの平均
得点を算出したところ、
得点が高い順に
「心身への心地良い感覚」
「身体からの不快な感覚の消失」
、
、
「心身への良くない影響」であった。したがって、香りには心身へ心地よい感覚や不快な感覚の消
失を提供でき、大いにリラックスさせる効果があると分かった。しかし、必ずしも心地よい感覚の
みが得られるわけではなく、個人によっては良くない影響が出たりと個人差が現れてしまう。その
ため、子ども一人ひとりの感性や嗅ぎ方に注意が必要であることが分かる。子どもたちの香りへの
反応の中で見られた、嗅ぎすぎて気持ちが悪くなってしまう現象についても言えるように、香りは
「ほのかに香る」という感覚が大切なのである。いくら良い香りであっても香りが強すぎるとリラ
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ックス効果は減ってしまう 11)。量が多いと「不快」のもとになり、逆効果になることがある 12)。ま
た、男女差の検討を行ったところ「身体からの不快な感覚の消失」について、女子よりも男子のほ
うが有意に高い得点を示していた。
7 種類の香りによる心身への効果と香りごとの回答率内で、第 1 因子「心身への心地良い感覚」
に関して、最も効果的である香りはレッドカラント&ラズベリーであった。この香りは圧倒的に児
童に好評であった。第 1 因子全体で見ると、香りによって心身への心地良い、プラスの感覚が 6 割
以上効果的に表れていることが分かった。また、第 2 因子「心身への良くない影響」に関して、最
も多く該当された香りはピュアローズであった。バラの香りは近年、ボディーソープや整髪料など
様々な商品で活用されているが子どもは苦手な傾向にあるようである。また、オリジナルブレンド
オイルについてはピュアローズに続き、少々児童に好まれる香りではなかった。原因としては、バ
ニラビーンズのような甘い香りもさせたもののナツメグの香りが強すぎたことにあると考える。
第 2 因子に対して、
「全くそう思わない」の回答が最も多く、香りによっての心身への良くない
影響は多少は見られるものの大きく不快な効果は与えないと考えられる。
第 3 因子「身体からの不快な感覚の消失」に関して、最も効果的である香りはグレープフルーツ
であった。第 3 因子に対して、
「全くそう思わない」の回答が最も多かった。香りによっての身体
からの不快な感覚の消失は多少は見られるものの、香りのみで大きくその効果を発揮する訳ではな
いと考えられる。
リラックス効果のあるとされる香りはラベンダー、青リンゴなどが挙げられる 13)。しかし、今回
の実験ではあまり強い効果は得られなかった。トイレの芳香剤と感じてしまう児童が多かったため
と考える。また、今回の香りの中で一番眠気を引き起こしていた。
２．保健室にあることでリラックスする香り、不快に感じる臭い
保健室にあることでリラックスする香りの中で最も多く選択された「果物の香り」の中でも柑橘
系は女子が、それ以外の果物の香りは男子が好む傾向にあった。女子はサッパリした爽やかな香り
を、男子は少し甘い香りに関心を寄せると考える。
保健室にあることで不快に感じる臭いの中で児童の 8 割以上が嫌だと意見したゴミやトイレ、か
びのにおいなどは学校環境下においても発生する可能性のある不快に感じられるにおいである。ト
イレの芳香剤が普及している現代であっても、やはり児童にとって「トイレ＝良いにおい」ではな
いことが考えられる。また、オシャレとして使用される香水やオーデコロン、化粧のにおいなども
半数以上の児童に好まれていないことが分かった。この項目は、教師が日々注意を払うべきもので
ある。また、全体的に女子が「そう思う」に回答しており、不快な臭いにより敏感であることが分
かる。ここから女子が自身のにおいを気にすることと関係していることが分かった。香水を付ける
のも女子が多く男女で回答率幅が大きかった。
「トイレのにおい」
「汗臭いにおい」がそれを示唆し
ている。さらに、男女で比較した時に、男子では「化粧」
「香水」を、女子では「タバコ」を不快と
する傾向にあった。これは、成人を迎えた際のそれぞれが行う確率が低い傾向にあるものが苦手で
あると考える。
３．血圧・脈拍測定
児童の血圧、脈拍共に前後の測定値に平均値が減少傾向にあった。さらに 1 回目と 2 回目の測定
値の血圧差は平均－6.3、脈拍差が平均－2.8 となっており、こちらも減少傾向にあった。以上より、
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精神的に落ち着いたと判断する。
４．臭いに関する教育的配慮
「トイレ」
「口臭」
「汗くさい」などの臭いが児童から連続的に発せられる場合、ネグレクト、虐
待の可能性が疑われる。また、そうでなくとも不快な臭いからいじめにつながるため、養護教諭や
教員はにおいの面からも日々子どもたちへ配慮が必要である。嫌なにおいの存在はストレッサーと
なり、
「危機感」や「不快感」として感じ、精神的なストレス状態を招くばかりではなく、何らかの
身体症状として現れる場合もある

14)。人はあるにおいに長時間曝されていると、
「嗅覚順応」によ

りにおいを次第に感じなくなってくる 15)。これは、においが好ましいものであっても不快なもので
あっても見られる現象である。小長井らは「日常的に特定のにおいに曝されていれば、最初は不快
と感じていたにおいも、次第に無臭であるかのように感じるようになる。しかし、これはあくまで
も「感覚的な」無臭状態にあるのであり、実際にはそこにそのにおいが存在し続けているのである
から、何らかの生理学的影響が生じる可能性もあると推測される 16)。
」と述べている。
臭いの種類・濃度はもちろん、嗅覚順応によって、知らない間に児童の心身に悪影響を与えてし
まうのである。したがって、良い香りを提供することと同様に長時間児童が過ごす学校の中で不快
に感じる足の臭いや特別教室特有の臭いなどの排除も検討する必要があると考える。
そのためには、
教員全体で学校に適した香り環境に対する理解を深め、校舎を清潔にすること、清掃に対する意識
を向上させることが子どもたちの学習面にも良い影響を与えるうえで重要である。
最後に調査にご協力くださいました T 小学校の 5 年生と 6 年生の皆様に心よりお礼申し上げます。
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小児アレルギーの症状とその対応
―― 小児喘息を中心に ――
益	
  子	
  千	
  佳＊ ・ 石	
  原	
  研	
  治＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Understanding of Children Suffering from Bronchial Asthma in Schools
Chika MASHIKO and Kenji ISHIHARA

キーワード：アレルギー，小児喘息，養護教諭

	
  近年、花粉症、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎あるいは喘息などのアレルギー疾患の患者数が増加し、アレル
ギー疾患は今や国民の 3 人に 1 人が罹患している国民病である。アレルギー疾患の一つである小児喘息は、｢発作性
の呼吸困難、喘鳴、咳などの気道閉塞による症状の繰り返す病気であり、その背景として多くは、気道の過敏性を伴
う環境アレルゲンによる慢性のアレルギー性炎症が存在する｣と定義されている。2004 年度の調査によると、全国の
公立の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校において、喘息を患う児童生徒は全体の 5.7% と報告されている。
従って、養護教諭は小児喘息を正しく理解し、周囲の教諭とともに児童生徒と保護者への健康相談および指導をする
ことが必要である。そこで、本研究では、小児喘息の症状やその治療方法を理解するとともに、養護教諭としての対
応について考察することを目的とした。

はじめに
	
  近年、花粉症、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎あるいは喘息などのアレルギー疾患の患者数
が増加している。アレルギー疾患は免疫反応により引き起こされる全身性ないし局所性の炎症反応
で、今や国民の 3 人に 1 人が罹患している国民病である 1)。しかし、アレルギーを引き起こす原
因物質や症状は人により様々であり、しかも年齢とともにその症状は変化していくため、原因の診
断やその症状に合った治療、予防を長期的に行わなければならない 2)。
――――――――
*栃木県立宇都宮工業高等学校	
  	
  **茨城大学教育学部教育保健教室
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アレルギー疾患は、特定のアレルゲンが皮膚や眼に付着したり、吸いこまれたり、食べものとして
摂取されたり、注射されたりすると反応が起こり、ある 1 つの物質のみに反応を起こす人、いくつ
もの物質に対して発症する人と様々である。また、アレルギー反応が起こる部位によっても症状は
異なり、蕁麻疹のように皮膚の一部に起こる場合や、手、足、まぶた、唇、生殖器などの皮下の一
部あるいは全部に現れ、かゆみや炎症などが起こる場合がある。口やのど、鼻や気道の粘膜に反応
を起こした場合、くしゃみや鼻水、喘息発作が現れる。
	
  喘息は、呼吸困難、喘鳴、慢性咳嗽などの症状を引き起こす気道の慢性炎症性疾患である 2)。小
児喘息の 9 割はアレルギー反応によって起こり、
気管支が狭いことから発作の進行も早い。
しかし、
乳幼児期に発病した小児喘息の 7 割程度は成長と共に軽快していくことから、
重症度を見極めて治
療や管理を行うことが重要になる 3)。喘息の治療には長い年月をかけての取り組みが必要であり、
発作を予防する薬物療法と環境整備を継続するためには周囲の援助が不可欠である。喘息を持つ子
どもは 5.7% と報告され

3,4)

、具体的に示すと 40 人在籍するクラスの中に喘息を持つ者が 2 ~ 3

人いるという計算になり決して少なくはない。学校ではホコリや動物の毛の吸入によって発作を起
こす児童生徒が多く、場合によって生命に関わる側面をもつため、細心の注意を要する。また、季
節や天候によって症状が悪化したり、運動によって発作が引き起こされたりする場合もあるため、
個々の発作の特徴や傾向をとらえ、予防や対応を行っていかなければならない疾患でもある。
	
  学校では実態把握に関する取り組みはなされているものの、疾患に対する理解や配慮事項、発作
時または緊急時の対応などの周知が不十分であることが多い。
養護教諭は小児喘息を正しく理解し、
周囲の教諭とともに児童生徒と保護者への健康相談および指導をすることが必要である。そこで、
本研究では、小児喘息の症状やその治療方法を理解するとともに、養護教諭としての対応について
考察することを目的とした。

方法
養護教諭が小児喘息を理解するための授業例を作成した。作成した授業例を用いて、茨城大学教
育学部養護教諭養成課程の学生 (１〜3 年次) を対象に講義を行い、内容に関するアンケートを実施
した。わかりづらいところや詳しく知りたいところなどを明確化してスライドを改善・修正した。

結果
[1]	
  小児喘息について	
 
	
  小児喘息は、｢発作性の呼吸困難、喘鳴、咳などの気道閉塞による症状の繰り返す病気であり、そ
の背景として多くは、気道の過敏性を伴う環境アレルゲンによる慢性のアレルギー性炎症が存在す
る｣2) と定義されている。2004 年の全国の公立の小学校・中学校・高等学校・中等教育学校の児童
生徒を対象にした調査 3, 4) では、喘息 5.7%、アトピー性皮膚炎 5.5%、アレルギー性鼻炎 9.2%、
アレルギー性結膜炎 3.5%、食物アレルギー 2.6%、アナフィラキシー 0.14% であると報告されて
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おり、喘息はアレルギー性鼻炎に次いで多い。校種・性別にみると、有病率は小学生 6.8% (男子 8.2%、
女子 5.3%)、中学生 5.1% (男子 6.0%、女子 4.1%)、高校生 3.6% (男子 4.1%、女子 3.1%)、中等教
育学校生 5.5% (男子 7.6%、女子 4.0%)、児童生徒全体では 5.7% (男子 6.8%、女子 4.6%) と報告
されている。また、その性比 (男：女) は、小学生 1.53：1、中学生 1.49：1、高校生 1.32：1、中
等教育学校生 1.91：1、全体では 1.50：1 である。
	
  喘息は、空気の通り道である気道 (気管支など) に炎症が起き、空気の流れ (気流) が制限される
病気である 2)。気道はいろいろな吸入刺激に過敏に反応して、発作的に咳、“ぜーぜー”と気管支が
鳴る喘鳴、呼吸困難が起きる。気流制限は軽いものから死に至るほどの高度のものまであり、自然
に、また治療により回復し可逆的である。一般的に喘息の発作には 2 種類ある 5) 。一つ目は即時
型反応である。これは体内に侵入したアレルゲンが肥満細胞上の IgE 抗体を架橋することによっ
て肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が放出されるために起こる反応で
あるが、これらの化学伝達物質の放出は 10 分〜20 分くらいで終わるため発作も 1 時間以内に自
然におさまる。二つ目は遅発型反応であり、アレルゲン吸入後 6〜24 時間後に起こる。アレルゲン
の吸入後 6 時間くらい経つと、肥満細胞は好酸球や好塩基球を活性化する様々な種類の細胞間情
報伝達物質を合成し放出する。これらの物質は最終的に平滑筋を収縮させたり、粘液分泌を増加さ
せたりして喘息発作が起こる。このような喘息発作を長年繰り返すと、気道壁の構造が変化し元の
ようには戻らなくなってしまうことがあり、これを気道のリモデリングという。気導リモデリング
は発作により気道上皮細胞が剥離して気道のバリア機能を低下させてしまう。その結果、気道は少
しの刺激にも敏感に反応しやすくなってしまい発作を繰り返すという悪循環に陥りやすい。また、
肥満細胞や好酸球の顆粒に含まれる物質には気道皮下の線維化や気道平滑筋の増殖を刺激する物質
も含まれているため、気道壁がケロイドのような状態になり、気道が狭まる。喘息が重症化しリモ
デリングが進行してしまうと、アレルゲンが侵入し易く、発作が起きれば元から狭い気道がさらに
狭窄するため、窒息死の危険性も高まる。気道のリモデリングの進行を防ぐには発作の繰り返しを
起こさないことであり、軽い反応であっても抑えるように維持する治療を行わなければならない。
	
 
[2]	
  小児喘息を理解するための授業例	
 
スライド ①

にはいくつか特徴的なものがあります。咳や痰が出た
り、喘鳴が聞こえます。喘鳴はヒューヒュー、ゼーゼ
ーといった呼吸音です。症状が進行すると、呼吸困
難・息切れが起こり、起坐呼吸になります。起坐とは
座った状態のことで、喘息の発作が起こると寝た状態
では呼吸が苦しいので、このような姿勢になります。
さらに症状がひどくなると、チアノーゼがみられたり、
手足が冷たくなります。そして、最悪の場合死に至る
事もあります。

皆さんは喘息の症状を知っていますか？喘息の発作
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スライド ②

喘息の発作はアレルゲンの吸入によって起こります。
アレルゲンが肥満細胞 (マスト細胞) 上の IgE に結
合すると、肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエン
などの化学伝達物質が出ます。これらの化学伝達物質
は平滑筋を収縮させたり粘液の分泌を増加させたり
して、その結果気道が閉塞し、咳や喘鳴、呼吸困難な
どの症状、発作が起こります。

スライド ④

では、喘息の患者さんはどれくらいいるのかみてみま
しょう。2007 年の報告によると、乳幼児 5.1%、小児
6.4%、成人 3.0% です。これは、現在症状がある現
症と、すでに治った既往を合わせた数値です。小児の
6.4% というのは、具体的に言うと 40 人在籍するク
ラスの中に喘息をもつ児童生徒が 2〜3 人いるとい
うことです。ぜんそくの有症率は全世代にわたって増
加しています。特に小児の気管支喘は 30 年前は約
1% でしたが、現在はこのように 6.4% に増加してい

喘息の発作には 2 つのタイプがあります。一つ目は

ます。また、若年齢の有症率は男性が高く、思春期以

即時型反応で、二つ目は遅発型反応です。即時型反応

降では女性が高いと報告されています。

とはアレルゲン吸入後数分で起こる反応のことで、だ
いたい 1 時間以内には発作もおさまります。これに

スライド ③

対し、遅発型反応は、アレルゲン吸入後 6〜24 時間
後に起こります。この反応は主に好酸球・好塩基球に
よるアレルギー反応です。これらの 細胞に含まれる
組織損傷性の強い酵素を放出することにより気管支
粘膜のバリア機能が壊れ、アレルゲンが侵入しやすく
なります。このような 2 つのタイプの喘息発作を長
い年月をかけて何度も繰り返すと気道リモデリング
につながり、ぜんそくが悪化していきます。
では、次に気道リモデリングの説明をします。

それでは、喘息の発作について細かくみていきましょ

スライド ⑤

う。喘息発作の最大の特徴は、気道の閉塞、つまり気
道平滑筋が縮んで、普段よりも息が通りにくくなり、
苦しくなることです。気道の図を示しますが、喘息発
作は、鼻から細気管支までの気道全域にみられます。
とくに細気管支は軟骨が無いため閉塞しやすいです。
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喘息の治療は年単位の長い取り組みが必要で、根気良
く続けていくことが発作を未然に防ぐ重要なポイン
トとなります。

スライド ⑦

気道リモデリングは喘息発作を長年繰り返すことに
よって、気道壁の構造が変化し、元のようには戻らな
くなってしまうことをいいます。健康な人の気道は空
気の通り道が充分あり、粘膜組織のバリアが働いてい
ます。これに対し、リモデリングにより変化した気道
では平滑筋が太くなり、粘膜のバリア機能も低下して

喘息の治療を進めていくうえで欠かせないものは薬

います。これらの変化は元に戻りません。このように

物治療です。治療薬は使用する目的によって、発作止

気道リモデリングが進行して重症化した患者さんで

めのリリーバーと長期管理のコントローラーに分け

は、気道のバリア機能が壊れ、空気の通り道も狭いた

られます。養護教諭としてどんな時に、どのような目

め、アレルゲンが侵入しやすく、発作が起きるともと

的で使う薬なのかを知っておくことは大切です。まず

もと狭い気道がさらに狭くなるので症状は重く、窒息

はリリーバーについて説明していきます。枠内の黒字

死の可能性も高まります。

で書かれているものは主な薬の商品名です。発作を止
めるために一時的に使う薬をリリーバーには、平滑筋

スライド ⑥

をゆるませ、気管支を拡張するはたらきをもつベータ
刺激薬とテオフィリン薬、炎症をやわらげる注射用・
経口ステロイド薬があります。急な発作が起きた時に
良く使われる薬は、写真にあるような定量噴霧式吸入
器やネブライザーを使って吸入します。

スライド ⑧

喘息の治療の目的は、児童・生徒が症状なく日常生活
が送れるようにすることで、薬で発作を抑え、生活環
境を整えるコントロール療法を中心に行います。薬物
治療では、発作止めを目的とするリリーバーと発作を
予防するコントローラーを使用します。また、生活改
善では、身の回りの環境改善や食事療法を行います。
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続いてコントローラーについて説明します。効き目が

スライド ⑩

ゆるやかで、作用が持続するコントローラーには、炎
症を抑えたり気管支を広げ続けたりするはたらきを
もち、発作を未然に防ぎます。吸入ステロイド薬、抗
アレルギー薬、テオフィリン徐放製剤、長時間作用性
ベータ刺激薬があり、喘息の重症度に応じて治療に使
う薬の種類や使い方を段階的に変えていきます。発作
止めの薬と同じく定量噴霧式吸入器を使用して服用
したり、フルタイドのようなドライパウダー (粉末状
の薬) を自分で吸いこむ方法もあります。また、体に
直接張り付けて使うものもあります。

喘息の発作が起こったら、まずは本人の楽な姿勢で安
静にさせ、バイタルチェック等を行いながら様子をみ

スライド ⑨

ます。また、発作止めの薬を持ってきているのであれ
ば、様子をみて使用させます。そしてもうひとつの重
要な点は、喘息に対しての不安を取り除いてあげるこ
とです。対応を具体的に説明しますが、寝ている状態
は苦しいので、上体を起こして座らせたり、水分を取
って痰を出させることも発作をおさめるのに有効で
す。また外気を吸わせたり、背中をさすりながら声を
かけてあげることでリラックスができ、不安を取り除
くことができます。腹式呼吸については喘息が起こっ
たときだけでなく、普段から大きく息を吸い、長く息

症状を和らげるためには、喘息の原因を減らすことも

を吐き出す練習を指導しておくことも大切です。

重要です。発病の原因としてアレルゲンであるダニや
カビ、ペットのフケがあります。特にダニは、どのア

スライド ⑪

レルギー症状においても一番の問題となっています。
その他にタバコの煙や排気ガス、薬などがあります。
これらは気管支を刺激し、ぜんそくの発作を引き起こ
します。また、気管支の状態を悪化させ、発作を誘発
する原因もいくつかあります。気候や天候、家族の喫
煙によっても症状は悪化します。また、疲れやストレ
ス、運動がきっかけとなって発作が起こることもあり
ます。喘息を悪化させないためには、発作を繰り返さ
ないことが重要です。薬の治療だけに頼らず、掃除な
どで周りの環境を清潔にし、体調を整えることも必要

ぜんそくには”これをしてはならない”という特別な

です。さらに、自分はどのような時に発作が起きるか

ものはあまり ありません。学校では、普通の学校生

を知っておくということも生活改善につながります。

活、日常生活を送らせる姿勢を持つことが基本です。
それは、特別な状況を作って保護することが子どもに
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とってマイナスとなることもあるからです。もちろん、
重症度によってその扱いは異なります。養護教諭はそ
れぞれの症状を良く理解し、喘息と上手く付き合って
いけるようにサポートしていく必要があります。また、
｢できるだけ特別な扱いはして欲しくない｣ という思
いと共に ｢発作が起きたら無理をさせないで欲しい｣
という思いをもつ児童・生徒やその保護者がいるとい
うことを忘れてはいけません。喘息をもっているとい
えども、発作が起きていない時は積極的に運動や学校
行事に参加することが、治療を進めていく上でも必要

最後に、喘息をもつ児童・生徒とどう関わっていけば

です。一方、学校生活の中での様々な刺激によって起

よいのでしょうか。学校生活において大切な関わりは、

こる喘息発作の対応にも注意が必要です。これらの問

該当する児童・生徒と学級担任・養護教諭だけではあ

題に対応していくために、｢喘息｣ という病気への理

りません。医療関係者やそのほか学校関係者、保護者、

解や、該当する児童・生徒の特徴や治療方針について、

そして学友たちの協力は不可欠です。前のスライドで

養護教諭だけでなく学校全体で理解していかなけれ

も言ったとおり、｢喘息｣ という病気を理解してもら

ばなりません。

うことは喘息をもつ子どもにとって大きな助けとな
ります。養護教諭は主治医や専門医と密に連絡を取り

スライド ⑫

合い、学校関係者や子どもたちに喘息を理解してもら
えるよう働きかける必要があります。病気のよき理解
者、治療の協力者として、子どもをサポートするチー
ムをコーディネートしていくことも養護教諭の大事
な役割であるといえるでしょう。

考察
	
  アレルギーは今や国民病ともいわれ、小児においても 3〜4 割は何らかのアレルギー症状をもつ
と報告されている 1)。特に、義務教育が行われる小中学校の児童生徒のアレルギー有症率は高い値
を示しており、学校における対応の必然性が窺い知れる。現在、ほとんどの学校では学校保健調査
表や健康診断、保護者からの問診によって、アレルギーの有無等の実態把握が行われている。しか
し、医薬品の使用に関する情報や、体育の授業等で留意すべき事項に関する情報など実際の配慮や
対応に活かせるようなさらに詳細な情報についてもアレルギー疾患に対応する機会の多い養護教諭
は知る必要がある。そして、養護教諭は、疾患や医薬品に関する詳細な知識や個々の配慮事項を学
校関係者に確実に伝達し、学校全体で活かされるようにしなければならない。緊急時の対応に関し
ても、重症のアレルギー症状が起きた場合を念頭においた児童生徒への応急処置の方法、救急車要
請の手順の確認等を事前に共通理解しておく必要がある。また、アレルギー疾患をもつ児童生徒は
学校生活を送る上で様々な刺激を受けやすく、アレルゲンのみならず、身体に影響を与える様々な
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非アレルギー物質に関しても理解しておかなければならない。しかし、アレルギー疾患のタイプや
個人によって違いがあるため、疾患についての理解をした上で、児童生徒個人の状態をきちんと見
極める必要がある。学校での緊急時の対応や、医療品の持参および使用を管理する際は、児童生徒
のかかりつけ医や専門医の助言に従い、関与していくことが重要である。
	
  そこで、本研究では、養護教諭が学校におけるアレルギー疾患への理解を深めることを目的とし
て、特にアレルギー疾患の中で小児喘息に着目して授業例のスライドを作成した。作成したスライ
ドは、養護教諭養成課程に在籍する学生の意見をもとに、小児喘息に関してどのような点の内容を
充実させ詳しくわかりやすく解説すべきかを明確にして改良し、最終的に養護教諭向けの小児喘息
に関するものにした。
	
  文献研究の結果、養護教諭が身につけておくべきいくつかのポイントが見えた。第一点は、小児
喘息の有病率についてである。すなわち、児童生徒の喘息について学校別に有病率をみると小学校
が 6.8％ ともっとも高く、次いで中等教育学校、中学校と報告されている

2,3)

。また、年齢別の有

病者の割合では 6 歳から 12 歳までが高い値を示し小学生の全学年に注意が必要となる。
小児喘息
の特徴として、成長とともに症状が軽快していき、乳幼児期に発病した喘息の 7 割程度は 12〜13
歳くらいまでには治るともいわれている

2)

ことから、小学校生活での対応が重要であると考える。

第二点は、喘息の重症度とそれに基づく事前の準備である。喘息の発作は咳嗽や喘鳴、息切れなど
があり、これらのサインから重症度を見極め、対応していかなければならない。特に症状が重症化
すると呼吸不全となり死に至ることもあるので、学校ではどの程度の症状で病院への搬送や救急車
要請の必要があるかの基準を設け、全教職員で把握しておく必要がある。ただし、軽い症状であっ
ても急速に症状が悪化することもあるので、症状の観察を怠らず、救急対応や学校内での連絡が速
やかに行えるようにしておかなければならない。
喘息発作の原因となるものはダニやハウスダスト、
カビ、動物のフケなどのアレルゲンや煙、運動など様々である。学校生活では、これらの発作を引
き起こす刺激に触れやすい環境にあるため、環境整備や配慮が不可欠である。学校における配慮事
項について、
① 環境に関すること
・ 掃除や換気をしっかりと行う。
・ カーテンをこまめに洗濯する。最低でも学期毎に行う。
・ 毛の生えている小動物の飼育を避ける。または、管理を徹底する。
・ ぬいぐるみ等、ホコリのたまりやすい物を置かない。
② 児童生徒本人への配慮について
・ 体調が優れない時や軽い発作が起きている時は掃除や運動を控える。このとき、例えば計時係と
して参加する等、他の児童生徒から理解が得られるような配慮や保健室で休ませたりする。活動
をさせる場合は状態の変化を見逃さないよう観察を行い、症状の悪化が見られるようであれば速
やかに対応を行う。
・ 飼育係など、アレルゲンの刺激を受けやすい活動はなるべく控えさせる。
・ 修学旅行等の宿泊行事への参加の際、宿泊先の環境、発作時の対応等を職員間で共通理解し、緊
急時の連絡体制を整えておく。
・ 学校内での治療薬の誤使用による事故の防止や児童生徒の健康状態の把握の観点から、児童生徒
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の学校への医薬品の持参及び使用についての情報を学校と保護者とで共有する。
以上のように、発作予防や発作時の対応について配慮を行うことは重要であり、学校では喘息に
対応するためのマニュアルを作成するなどして学校全体での取り組みを進める必要がある。
	
  今回、文献研究で学んだ知識を元に授業例を作成し、養護教諭養成課程 1〜3 年次を対象に講義
を行い事後評価アンケートを実施した。その結果、図 1 および 2 に示すような 2 点について修正
を加えた。

↓

	
 
図 1.	
  薬物治療に関するスライドの修正点
アンケートの結果、｢良く使われる薬を写真で示して欲しい｣ という意見が多く、また、｢1 枚のス
ライドに対して情報が多すぎる｣ という意見が多かったため、講義で使用した上段のスライドを下
段に示すような 2 つのスライドに分割して薬品の写真も付け加え修正した。

- 191 -

茨城大学教育実践研究 30(2011)

	
  →	
 

図 2.	
  生活改善に関するスライドの修正点
修正前の左のスライドでは喘息の原因となる物質を提示しているだけであった。
アンケートの結果、
「生活改善はどのようなことをすべきか、具体的に示して欲しい。
」という意見があったため、生活
改善として実際にするべきことを具体的に示し、副題も｢ 発作の原因となるものを除去することが
大切｣と改めた。
	
  アンケートの感想から、特に 1 年次は養護や医療に関する授業をスタートさせたばかりのため、
生理学的な部分について特に用語の説明を細かく行った方が良いと感じた。一方、 3 年次の学生は
養護実習や病院実習などの実習の行っているため、基礎的なことではなく喘息をもつ子どもに対し
ての養護教諭のあり方について目が向けられておりそのような点を詳しく知りたいという意見が多
かった。喘息の特徴のひとつである気道のリモデリングについては、講義を受けて初めて知ったと
いう学生がどの学年においても多数であった。気道のリモデリングは喘息の発作を繰り返すことに
より、気道が閉塞したまま元に戻らなくなる状態である。致命的な気道リモデリングが生じるまで
には数十年かかるが、養護教諭として、気道リモデリングは小児期から始まり進行していくことを
知っておく必要がある。従って、軽い発作だからといって対応を怠ることは禁物であり、学校にお
いては発作が起こらないような環境をつくり、気道リモデリングの進行を防ぐための無発作の状態
を維持できるように支援していかなければならない。学校での様々な配慮によって発作を抑えられ
れば、気道リモデリングの進行や症状の悪化を防ぐことができることを理解してもらうよう努める
必要があると感じた。また喘息の治療薬については、実際に見たことがない、どのように使用する
のか想像がつかないという意見が多く、実際に養護教諭として学校に赴任してはじめて実物を見る
ということが多いのではないかと考えられる。薬剤についての理解は、喘息の重症度を測る目安に
もなり、
また、
発作止めや長期管理の薬の区別も対応するにあたっては知っておくべきことである。
このことは、学校現場おいても周知させるべきことであるので、薬物治療に関するスライドの工夫
が必要であると感じた。学校での連携体制についても、医療関係者と学校の関係、学校と保護者と
の関係など 1 つ 1 つの詳細な連携について具体的に示すことを今後の課題としたい。
今回作成した授業例のスライドおよび原稿は、養護教諭課程の学生、または養護教諭を対象にし
たものである。用語についての説明を加えたり、簡単な言葉に置き換えることで教職員向け、保護
者向け、または児童生徒への保健教育にも利用できると思われる。しかし、より理解しやすくする
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ためには実際の学校現場で起こった事例などを取り上げて解説したり、
対応等を実演して示すなど、
具体的な部分を示すことも必要だと考える。対象者の理解度を高め、いかに興味を示し取り組みの
必要性を感じさせてもらえるか、今後検討していく必要がある。
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難聴児に対する配慮のあり方
――難聴児をとりまく学校環境について ――
岸	
  上	
  葉	
  子＊ ・ 石	
  原	
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  治＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Careful Attention for Children with Hearing Loss
- Focusing on the School Environment Yoko KISHIGAMI and Kenji ISHIHARA

キーワード：難聴，学校環境，養護教諭, 支援

	
  難聴とは、聴覚障がいの中で“きこえ”に問題があるもののことを指し、そのような障がいを持った児童生徒に対
する医療の発達から、近年、補聴器の性能が向上したり、人工内耳の埋め込み手術が幼少期に行われるようになった
りし、聴力のレベルや本人の希望および保護者の希望等によって通常学級に在籍する難聴児が増加していると言われ
ている。難聴児が過ごしやすく、一人ひとりの可能性を十分に発揮することの出来る学級や学校を作るためには受け
入れる学校環境の整備が必要だと考えられる。そこで、本研究では、通常学級で生活する難聴児がどのようなことに
困っているのかを明らかにすることによって、難聴児の過ごしやすい環境とはどのようなものであるか、また、通常
学級において教員が難聴児の過ごしやすい環境作りにどのように関わっていけばよいかを考えることを目的とした。	
 

はじめに
	
  近年、補聴器の性能の向上や人工内耳の埋め込み手術が幼少期に行われるようになったり、新生
児聴覚スクリーニング検査がよく行われるようになったりしてきたため、乳児期からの難聴児に対
する早期発見・早期教育の効果が出てきている。また、特別支援教育が始まったことから、障がい
のある児童生徒も一緒に通常学級で学ぶという考え方がよくされるようになってきており、メディ
アでも通常学級で学んだ難聴者が取り上げられて話題になっている。それらに伴い、通常学級に在
――――――――
*宮崎県立延岡わかあゆ支援学校	
  	
  **茨城大学教育学部教育保健教室
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籍する難聴児が増加していると言われている。現在、補聴器を装用している児童生徒の 63％ が、
人工内耳を装用している児童生徒の 70.6％ が通常学級に在籍している 1)。
難聴とは、聴覚障がいの中で “きこえ” に問題があるもののことを指す。難聴以外の聴覚障がい
には、聴覚鈍麻、聴覚過敏、聴野障がい、音方向感障がい、錯覚、複聴および耳鳴などがある

1, 2)

が、

本研究では難聴を主に扱うものとする。耳の構造において、外耳と中耳は空気の振動である音を内
耳の蝸牛に伝える役割を果たすため伝音系といい、蝸牛とその先の聴神経はこれを音として感じ取
る役割をはたすので感音系という。これらの系のどこかに障がいが起こるときこえが障がいされ難
聴になる。伝音系の障がいで起こるきこえの障がいを伝音性難聴 (伝音難聴ともいう)、感音系の障
がいで起こるきこえの障がいを感音性難聴 (感音難聴ともいう) という。また、伝音性難聴と感音
性難聴が同時に起こる難聴を混合性難聴という。また、発症時期による区別から、生まれつきの難
聴を先天性難聴、出生後に生じた難聴を後天性難聴という。先天性あるいは生後早期の両側高度難
聴の頻度は 0.1% (1000 人に 1 人) とされている 3)。このように難聴は一人一人個のなった症状を
示し聞き取れる音域が異なる。
一方、近年、難聴児は、聴力のレベルや本人の希望および保護者の希望等によっていくつかの学
びの場を選択することが出来るようになった 4)。聴覚特別支援学校 (旧 聾学校) だけではなく、健
聴者が通う通常学校において、通常学級のみで過ごす、通常学級に籍を置き必要に応じて難聴学級
で過ごす、難聴学級に籍を置き必要に応じて通常学級で過ごす、難聴学級のみで過ごす、あるいは
通常学校に籍を置き通級指導教室で指導を受けるなど多様化してきている。
難聴児が通常学級でよりよい学校生活を送れるようにするためには、ともに生活する教職員や児
童生徒が、難聴やその児童生徒に対して理解を深めることはもちろん必要である。ただ、難聴児は
教室の雑音が大きい場合に会話の 10％ をきき逃してしまう

2)

と言われており周囲の理解だけで

は難聴児にとって過ごしやすい環境を作ることが出来るとは言えない部分もある。そこで難聴児が
過ごしやすく、一人ひとりの可能性を十分に発揮することの出来る学級や学校を作るためにはいく
つかの学校環境の整備が必要だと考えられる。また、特別支援教育に関わる教員がいなかったり少
なかったりする通常学校において、養護教諭が学校環境について考えコーディネーターとしての機
能を果たすことが大切であると思われる。
	
  そこで、本研究では、通常学級で生活する難聴児がどのようなことに困っているのかを明らかに
することによって、難聴児の過ごしやすい学校環境とはどのようなものであるか、また、通常学級
において養護教諭を含む教員が難聴児の過ごしやすい学校環境づくりにどのように関わっていけば
よいかを考察することを目的とする。

方法
	
 
[1] A 大学の学生を対象に難聴に対するイメージや難聴者との関わりの有無等について質問紙調査
を行った。この質問紙調査は、
「健聴者が難聴者と一緒に通常学校で過ごすことについて、どう
考えているのか、どのような不安があるのか」を明らかにすることを目的として実施した。
[2] B 聴覚特別支援学校に勤務している養護教諭に対し、聴覚特別支援学校での学校環境に関する
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配慮や工夫についての質問紙調査を行った。聴覚特別支援学校で行っていることを通常学校で
生かすことを目的とした。
[3] 難聴者である方 2 名 (C さん：22 歳, 女性: D さん：19 歳, 男性) にインタビュー調査した。
インタビュー内容は学校生活を送る上で苦労したことや、現在の生活について、また健聴者に
知ってほしいことなどである。

結果
[1]	
  A 大学に在籍する学生を対象とした質問紙調査	
 
	
  A 大学に在籍する学生を対象として質問紙調査行った。質問と結果は以下の通りである。合計人
数は回収数から、難聴者と無回答のものを引いたものである。
[設問 1 ]	
  健聴者と難聴者が同じ学校 (通常学校) で学ぶことについてお聞きします。
健聴者および
難聴者の両方の立場になったつもりで選択してください。
また、
その理由について回答して下さい。
(1) 健聴者として

賛成	
 

反対

わからない

(2) 難聴者として

賛成	
 

反対

わからない

[回答]
健聴者として
賛成

反対

わからない

合計人数

142	
  (60.4%)

19	
  (8.1%)

74	
  (31.5%)

235	
  (100.0%)

賛成

反対

わからない

合計人数

72	
  (31.6%)

48	
  (21.1%)

108	
  (47.4%)

228	
  (100.0%)

難聴者として	
 

健聴者と難聴者が同じ学校 (通常学校) で学ぶことについて、健聴者という立場では、60.4% の
人が「難聴児が通常学級で学ぶこと」に賛成しており、反対は 8.1% であった。一方、難聴者とい
う立場では、賛成と答えた人が 31.6%、反対と答えた人が 21.1%、わからないと答えた人が 47.4%
であった。健聴者と難聴者のどちらの立場でも賛成と答えた人の理由として「設備さえあれば賛成」
という意見や、どちらの立場でも反対と答えた人の理由として「難聴者を健聴者と同様に対応でき
る背景が構築されていないと感じられる」や「設備が整っていないから授業以外で大変そう」とい
う意見があった。
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[設問 2 ]	
  補聴器の効果はどのようなものであると思いますか。あてはまるものを一つ選び ○ を
つけて下さい。
①	
 音を大きくする効果	
  	
  ② 音を鮮明にする効果	
  	
  ③ 音を鮮明にし大きくする効果
[回答]
音を大きくする効果

音を鮮明にする効果

音を鮮明にし大きくす 合計人数
る効果

93	
  (39.4%)

48	
  (20.3%)

95	
  (40.3%)

236	
  (100.0%)

	
  補聴器は拡声器のように「音を大きくする効果」のある機器である。しかし、
「音を鮮明にする効
果」や「音を鮮明にし大きくする効果」と回答し誤った知識を持つ人が約 6 割いた。
[2]	
  聴覚特別支援学校の養護教諭への質問紙調査
	
  聴覚特別支援学校の養護教諭に対して質問紙調査を行った。まず、補聴器や人工内耳を装用して
いる子どもたちがききたい音以外の音によって過ごしにくくなっている場面を目にしたことがある
かどうか質問した結果、在校生の聴力レベルはそれぞれ異なるためどれ位の大きさの音を出すのが
いいのかの判断がつかずに大きな声を出してしまう児童生徒がいる。そのような友達の騒ぐ声や叫
び声などを不愉快そうにしていている児童生徒がいる。また、人工内耳を装用している児童が高く
て大きな声をうるさく感じて耳を塞いで嫌な顔をするという場面があったという回答が得られた。
これらのことから、補償機器の使用状況や児童生徒同士のきこえの程度の違いが関係していること
が想像できた。
	
  次に、緊急時 (地震や火事など) にも連絡がより正確に伝わるような配慮について質問した結果、
緊急時は、最初に音声放送が入り、幼・小学部は文字や絵を書いたカードを使用たり手話も用いた
りして子どもたちを誘導する。また、保健室では、救急箱と救護の旗を持ち、非難場所に救護にあ
たるという回答が得られた。以上の内容より、視覚に訴えることで連絡や情報の伝達を早く正確に
行うように努めていることがわかった。また、連絡の始めは音声放送であることから、教員一人ひ
とりの子どもたちへの伝達や誘導が安全を大きく作用することも明らかになった。
[3]	
  インタビュー調査
C さん
C さんは先天性難聴であり、高度難聴 (聴力レベル：右・95 dB, 左・100 dB)、高校まで全て通常
学級で生活してきた。口話と読話で生活している。現在は大学に通っており、ノートテイクの制度
を利用している。C さんに今までの学校生活において困ったことや満足していたことについて尋ね
たところ、校内放送がきき取れないことが困ったということであった。音が鳴っていることはわか
るが、内容がわからなかった。
「音がきこえる＝話を理解することが出来る」ということではない。
また、そのような自身のきこえを例えて、水の中で話しかけられた時、外国人に話しかけられた時
のようだと話していた。このように聴覚に頼った伝達の仕組みだけでは困ることが学校外でもある
ようだ。それは電車が急に動かなくなった時など、なにか指示が出ているのはわかるが、内容が聞
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き取れないためにどうして電車が動かないのか、どうすればいいのかがわからずに困ることがある
ようである。C さんのように、授業中など話し手が見える時には読話を用いることが出来ても、音
声放送など読話の出来ない状況では話の内容を理解するのに苦労することが明らかになった。
D さん
D さんは先天性難聴であり、高校までを通常学級で生活してきた。骨伝導を利用した補聴器を使
用しており、これまで授業中にききたい音以外の音 (以下「雑音」とする) のない環境においては
特に不自由を感じずに生活することが出来た。主に口話を用いて生活しており、聞き取りづらい環
境では読話も用いている。D さんが学校生活において困ったことは、補聴器は雑音もきき取りたい
音と同様に集音するため、きき取りたい音を上手くきき取ることが出来ずに苦労したようである。
D さんのきこえにとって雑音がどれほど影響していたかという質問をしたところ、話し合いなどを
している時に、机をガタガタと動かす音などがすると、話の流れがわからなくなり内容をきき返す
ことがあったようである。単なる“うるさい場所”に行く時 (きき取りたい音は特にない時) には、
補聴器のボリュームを下げればよいので大きな問題はないようであった。日常において D さんが
困ることとして、会話をしている時に、きき返しが多くなってしまうことで相手をイライラさせて
しまうこと、きこえなかった部分が重要な内容かどうかの判断がつかないことであるという。その
ような場面は雑音の大きい時ほど多くなつようだ。以前、D さんは健聴の友人に「健聴者もきこえ
づらいことはあるし、そういう時はきき流すこともある」と言われ、健聴者が話をきき流すことも
あるということを初めて知ったが、D さんにはその部分の話の重要性度がわからないため、きき返
しも多くなってしまいそのことを今も悩んでいるそうである。D さんは雑音についての悩みは口に
しなかったものの雑音が少なくなればきき返しも少なくなり過ごしやすくなると思われる。学校生
活においては、机や椅子を移動させる音のような大きな音だけでなく、一斉にプリントを裏返す音
や空調の音のような一見気にならないような音でも難聴児のきこえの妨げることがあるという。難
聴児もこのような雑音は意識していない場合も多いそうで、無意識の内に気づかぬ雑音によってき
こえの低下が見られるということである。

考察
	
  本研究は、難聴の子どもたちが通常学級で生活する時に、教員や周囲の子どもたちの理解はもち
ろんだが、他にも何か物的な環境整備が必要なのではないか、もし必要なのであればそれはどのよ
うなものなのであろうかという疑問から始まった。聴覚特別支援学校では、集団補聴システム (FM
補聴システム) を活用したり、授業の開始と終了や非常時を知らせるパトライトが設置されていた
りする 5)。本研究において、聴覚特別支援学校の養護教諭に対して行った質問紙調査からも、緊急
時は音声放送だけではなく、ライト、サイレン、絵や文字の書かれた表や旗を利用して視覚に訴え
ることで連絡や情報の伝達を早く正確に行うように努めていることが明らかになった。一方、健聴
者と難聴者が同じ学校 (通常学校) で学ぶことについてのアンケート結果から、健聴者として考え
ると賛成だが、難聴者として考えるとわからないと答えた人が最も多かった。その理由として、通
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常学校での設備を挙げる意見が多かった。すなわち、健聴者として受け入れようという意識はある
ものの、自分が過ごしてきた学校に受け入れ設備が十分なのかと考えた場合、疑問が残るため難聴
者としてはわからないという答えになるのではないだろうか。また、補聴器の効果を誤って理解し
ている人が約 6 割もおり、
補聴器をつけていればきこえていると思う人が多いことが明らかになっ
た。従って、今後、通常学級で生活する難聴児の増加が予想されるものの、その受け入れには人的
および物的な環境の整備が必要と思われる。難聴児が過ごしやすい物的環境を作るにあたっては、
聴覚特別支援学校でみられるような集団補聴システムやライトなどの少し大掛かりなものだけでは
なく、騒音を軽減させるために机と椅子の脚に中古のテニスボール (硬式) をキャップとして取り
付けて雑音を軽減させる工夫などといった取り組みやすいものもある。このような工夫は健聴児に
対する騒音も軽減するため、快適に過ごせるようになることによって難聴児にとってのメリットが
健聴児にとってのメリットにもなりうることを健聴児と難聴児の両方が学ぶチャンスになると考え
られる。
	
  難聴児にとって過ごしやすい環境を構築するためには、教員や友人といった周囲の人々の理解や
配慮を抜きにしては不可能である。物的な環境と周囲の人々の理解や配慮には繋がりがあり、その
周囲の理解と過ごしやすい環境の両方の配慮や工夫が高まったときに初めて難聴児が通常学級で学
ぶメリットが発揮される。現在、通常学校での受け入れが始まった場会であることや健聴者の難聴
者に対する理解が不十分であることを考慮すると、通常学校においてそこに在籍する児童生徒、教
員、あるいは父兄のコンセンサスを得ながら、一歩ずつ進めることも重要であり、何かしらの問題
に直面してから、難聴児、健聴児、教員がともにどうすればよいのかを考えていくことも悪いこと
ではないのではないだろうか。
	
  以下に筆者の考える通常学級で難聴児が過ごすにあたり必要な事柄を図に示す。

物的な環境の整備が土台となり、そこに周囲の人の理解や配慮が深まることで、難聴児は通常学級
においてより過ごしやすい環境を作り出すことが出来ると思われる。しかしながら、現在、学校健
診でも見つかるようになってきている心因性難聴のように、あからさまな環境への配慮を行うこと
が難聴児本人への負担となり、配慮がよい方向へと向かわないこともあると思われる。例えば、本
人に話もせずに「この子は難聴だから席を前の方にしよう」という配慮は、本人が難聴を意識しす
ぎたりクラスメイトの反応を気にしてしまったりすることもある。心因性難聴児を含め様々な要因
を持つ難聴児に接する際には、本人の意見や気持ちを十分にくみ取り、一人ひとりに応じた配慮を
行っていく必要がある。特に、周囲に難聴について話していない場合には特に周囲に気がつかれな
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いような配慮をする必要がある。
難聴児はきこえにくいということでコンプレックスをもっていて、
配慮や工夫に対して敏感になることも容易に想像できる。難聴児が困るであろうことを予測して配
慮や工夫をすることも時には大切であるが、難聴児だから ○○ に困るというのではなく、ひとり
の子が ○○ に困っているという見方も大切にする必要があると考えられる。難聴児のきこえの程
度、どのような教育を受けてきてどのようなコミュニケーション手段を身につけているのか、そし
て何より本人が自分の障がいをどのようにとらえ、周囲にどのように理解し受け入れてもらいたい
と思っているかを大切にし、一人ひとりに合った配慮や工夫をしていく必要がある。また、そのよ
うな学校環境への配慮や工夫を通して、難聴児が自信を持ったり、自己肯定感を高めていけるきっ
かけ作りにも繋げていったりすることが可能だと思われる。
	
  今後、ますます通常学級で生活する難聴児の増加が予想され、その中で難聴児を含むすべての子
どもたちにとって過ごしやすい学校環境となるような配慮や工夫が実践されることが求められる。
難聴についてよく“耳がきこえない”という表現をされることがあるが、きこえないのは耳ではな
く“音”である。バリア (障がい) は音であることを理解して人と物、両方を含んだ意味でのバリ
アフリーな環境が作られていく必要が増してくる。そして、難聴児について教育という括りだけで
考えるのではなく医療や福祉、社会にも目を向けて考え、難聴児を含むすべての子どもたちの可能
性を十分に発揮出来るような環境を作っていくように努めることが大切である。
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Understanding Deafness Based on the Physiological Auditory System
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先天性難聴は先天性疾患のうちでも最も頻度の高い疾患の一つである。先天性難聴の中で高度難聴児は 1000 人に
1 人の割合で生まれ、特別支援学校に在籍することがほとんどである。一方、軽度難聴や中度難聴の場合は日常生活
に大きな支障がないため、通常学校に通うことが多い。難聴児が安心して生活できるためには、健聴児が難聴児を理
解することは不可欠であり、通常学校の教職員も難聴に関する知識をもって指導にあたる必要があると考えられる。
そこで、本研究では、難聴者に対する健聴者の意識と課題を把握すること、そして、健聴児・教職員に対する新規教
育実践方法を考案することを目的とした。本研究から、健聴者の難聴者に対する知識には不足する部分が多くあるこ
とが明らかになった。難聴児が安心して学校生活を送ることができるようにするためには健聴者がもつ誤った認識を
改める必要があり、養護教諭は学校内でコーディネートする役割を担っているため、難聴児と健聴児・教職員に対し
て、その間にあるギャップを埋めるために必要な知識や認識を伝え、難聴児の学校生活を保障していく必要がある。

はじめに
先天性難聴は先天性疾患のうちでも最も頻度の高い疾患の一つである。先天性難聴の中で高度難
聴児は 1000 人に 1 人の割合で生まれ 1)、特別支援学校に在籍することがほとんどである。一方、
軽度難聴や中度難聴の場合は日常生活に大きな支障がないため、通常学校に通うことが多い。難聴
児が通う教育機関として、
通常学校の他に特別支援学校、
特別支援学級および通級指導教室がある。
特別支援学校は、聴覚障がい者だけでなく、視覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者または病
弱者 (身体虚弱者を含む) に対して、幼稚園、小学校、中学校および高等学校に準ずる教育
――――――――
*下妻市立総上小学校	
  	
  **茨城大学教育学部教育保健教室
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を施すとともに、障がいによる学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技
能を授けることを目的としている (学校教育法第 72 条)。特別支援学級は、障がいの比較的軽い子
どものために通常の小・中学校に障がいの種別ごとに置かれる少人数の学級 (8 人を上限) であり、
知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障がい、情緒障がいの学級がある 2)。
特別支援学級は学校教育法第 81 条に規定されている。通級指導教室は、小・中学校の通常の学校
に在籍している障がいの軽い子どもが、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障がいの状態
等に応じた特別の指導を受ける特別な場である 3)。文部科学省の「学校基本調査」 (平成 21 年度
速報) 4) によると、全国における難聴をもつ特別支援学校の在籍者数は、幼稚部では 1,279 人、小学
部では 3,044 人、中学部では 1,798 人、高等部では 2,292 人である。また、全国の小・中学校に
おける難聴を対象とした特別支援学級がある学校は、小学校は 901 校、中学校が 328 校である。
全国の小・中学校における難聴を対象とした通級指導教室がある学校は、小学校で 1,616 校、中学
校で 299 校である。
全国の通常学級と特別支援学級を合わせた学級数は減少しているのにも関わら
ず、特別支援学級の学級数は小学校では前年度より 1,358 学級、中学校では 683 学級増加してい
る 4)。このように全国には難聴やその他の障がいに対して特別な支援を行う学校や学級があり、同
じ障がいをもつ者同士で生活する難聴児がいる。その反面、通常学級に在籍し、健聴児と同じ生活
を送る難聴児もいる。このような状況のなかで難聴児が安心して生活できるためには、健聴児が難
聴児を理解することは不可欠である。また、特別支援学校の教職員に限らず通常学校の教職員も難
聴に関する知識をもって指導にあたる必要があると考えられる。
一方、社会的に見ると難聴者に対する健聴者の理解はあまり深まっていないのではないかと思わ
れる。ある軽度難聴者は常に難聴であることを知られたくないと気にしているという。これは母親
からの遺伝によるものであることを負い目に感じているからだという。彼の母親が気にしないよう
にと本人も難聴であることを感じさせないよう振る舞おうとしているようである。また、会話をし
ているときに会話の内容を聴き取れないことがあり友人に馬鹿にされたことがあるそうである。難
聴であることで辛い思いをするから、人と関わるのが怖いと感じることもあったようである。
財団法人全日本聾唖連盟は「特別支援教育に係る教育課程の改善に関する意見について」という
文書を文部科学省に提出しており、そこでは「(1) 聴覚障がいのある児童・生徒の教育に十分対応
できるようにするため、教員免許取得に際しては聴覚障がい教育の専門性を十分身に付けられる条
件を考慮することを求めます。(2) 教員採用にあたり、聴覚障がいのある児童・生徒との日常的な
コミュニケーションを図る技術レベルの判断基準の導入が必要です。(3) 以上のように聴覚障がい
教育の専門性を十分身に付けるため、教員が手話を習得し聴覚障がいへの理解を深められるような
制度を確立して下さい。」5) と述べているように実際に難聴をもっている人たちの意見のなかには、
学校教育に対して改善を求めるものがある。
	
  難聴者と健聴者の間に問題が生じるのは、
人格形成に大きな影響を与える学校生活が要因であり、
この問題を解決できるのは学校教育なのではないかと考えられる。特に、特別支援に関する専門家
が少なく健聴者がほとんどである通常学校には、難聴児、健聴児、教職員が相互に理解を深めるこ
とができる教育が必要なのではないか、また、養護教諭として難聴児、健聴児、教職員に対する働
きかけができるのではないかと考えられる。そこで、本研究では、難聴者に対する健聴者の意識と
課題を把握すること、そして、健聴児・教職員に対する新規教育実践方法を考案することを目的と
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した。

方法
当大学の教育学部養護教諭養成課程に在籍する学生に対して、
「音を聞くということ」という題目
でミニ講義を行った。この目的は、大学生が耳の仕組みについてどこまで理解しているかを知り、
講義を通してさらに理解が深まるかどうかをみることであった。難聴者の理解を深めるためには、
まず聴覚について理解することが必要ではないかと考えたからである。スライドを利用した講義の
内容は、耳の構造、聴覚の仕組み、難聴についてである。特に中耳や内耳の音を伝える動きの仕組
みについてはイメージしにくいと考え、シミュレーションや動画を用意することで視覚的に理解で
きるように工夫した。講義後に 15 人から感想をもらった。
	
  また、当大学の教育学部養護教諭養成課程に在籍する学生を対象に、
「基礎を知り、臨床を知り、
患者さんの心を知る」と題した特別講義 I を実施した。この講義の目的は、
「疾患の原因となる基
礎医学」
、
「治療の最前線となる臨床医学」
、および「患者さんと親御さんの心」を養護教諭という立
場から総合的に学び、深く理解することである。はじめに、財団法人 全日本ろうあ連盟 創立 60
周年記念映画「ゆずり葉」の上映を行った。この映画は難聴を抱えた 2 組の恋人達を中心に、難聴
者のこれまでの歴史が描かれており、難聴者と健聴者が協力して作成されたものである。その後、 2
つの講演を実施した。1 つ目は、仙台医療センター 耳鼻咽喉科の医学博士 織田 潔 先生による「聴
覚のお話」で、聴覚とは何か、難聴の種類、難聴者の心理、ワクチン接種の重要性についてなどの
お話をいただいた。2 つ目は、東北大学 大学院薬学研究科の准教授 薬学博士 平塚 真弘 先生によ
る「薬剤性難聴と遺伝子」で、薬の基本と副作用、遺伝子の仕組み、薬剤と難聴の関係、薬剤性難
聴と遺伝子の関係などについてお話をいただいた。健聴者の難聴者に対する意識を知ることと、特
別講義によってその意識に変化が起きるかを知るために行った。講義後に 47 人に対してアンケー
トを実施した。

結果
[1]	
  ミニ講義「音を聞くということ」	
 
	
  当課程に在籍する学生に対して、
「音を聞くということ」という題目でミニ講義を行った。その内
容を示す。
イントロダクション

業論文で、養護教諭になったとき学校現場の先生方や

みなさんの中で SPEED の今井絵理子さんの息子さ

児童生徒たちにどのように伝えれば患者さんの気持

んが難聴だということを知っている人は多いと思う

ちが理解してもらえるかについて考えています。今日

のですが、このような難聴患者さんや難聴患者さんが

は皆さんに「音を聞くということ」についてお話しし

家族にいるという方の気持ちを理解することは、養護

たいと思います。

教諭としても大切なことだと思います。そこで私は卒
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スライド ①

内耳について説明します。内耳は、この渦巻き状にな
まず、耳の構造について説明します。耳は外耳、中耳、

っている蝸牛のことをいいます。この蝸牛の中にはコ

内耳から成り立っています。外耳は、耳介、外耳道の

ルチ器というものが並んでいます。コルチ器は基底版、

ことをいいます。中耳は鼓膜から耳小骨までのことを

外有毛細胞、聴毛、蓋膜、内有毛細胞から成り立って

いいます。そして内耳は蝸牛の部分のことを指します。

います。

スライド ②

スライド ④

次に中耳について詳しく説明します。中耳は、この図

では、実際にコルチ器がどのような動きをしているか、

のように、鼓膜、耳小骨、鼓室、耳管から成り立ちま

コンピューターのシミュレーションで見てみましょ

す。

う。

(「正常な中耳の振動」のシミュレーションの該当部

(「コルチ器の運動シミュレーション」の該当部分を

分を指しながら)

指しながら)

音が発生すると、音の振動が外耳道を通って鼓膜に伝

中耳から音が伝わってくると、まず基底版が上下に動

わります。すると鼓膜が振動します。その振動が耳小

きます。するとそれに反応して外有毛細胞が伸び縮み

骨であるツチ骨、アブミ骨、キヌタ骨に順番に伝わり

します。そうすることで、この聴毛が動き、蓋膜も動

動きます。その動きが、さらに内耳である蝸牛に伝わ

きます。さらに内有毛細胞に接している聴毛に、先ほ

っていきます。

ど動いた蓋膜が触れることで、聴毛から内有毛細胞に
動きが伝わります。内有毛細胞では、ここまで伝わっ

スライド ③

てきた音を電気信号に変えて、聴神経に伝えます。聴
神経からは脳に電気信号が伝わり、音として認識され
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る、という仕組みになっています。

6 kHz の音が入ると 2 kHz のときとは違って、この部

(「外有毛細胞」を指しながら)

分だけが動きます。このように動く部分が違うことで、

外有毛細胞は実際にはこのように伸び縮みしていま

音の高さが違うことが認識できます。

す。内有毛細胞は、聴毛が触れると反応し、イオンを
取り込みます。そして黄色くぴかっと光っているとこ

スライド ⑥

ろで電気信号に変えて聴神経に伝わるという仕組み
になっています。

スライド ⑤

では、音を聞き取る場所が違うということが理解しや
すいように動画を用意したので見ていただきたいと
思います。
(動画を再生し、その途中で説明を挟む。例えば、外
次は、耳がどれくらいの高さの音で聞き取れるか、音

耳道を通るところでは「ここが外耳道ですね」
、鼓膜

を聞いたときの蝸牛の反応について説明します。蝸牛

が見えてきたら「鼓膜です」などと説明する。蝸牛が

は、音の高さによって反応する場所が違います。モル

伸びて、音が流れはじめたら「これは蝸牛を伸ばした

モットの蝸牛を例に説明すると

状態です。高い音はこのあたり、低い音はこのあたり

(「蝸牛 (モルモットの例) 」の該当部分を指しながら)

が動きますね。
」などと説明。音楽が流れているとき

60 kHz の音、これはとっても高い音なのですが、こ

には「いくつかの音を蝸牛のそれぞれの場所で認識す

の音は蝸牛のこの部分が聞き取ります。10 kHz の音

ることで和音として伝わります。
」などと説明する。)

はここ、5 kHz の音はここ、2 kHz の音はここ、1 kHz
の音はここ、150 Hz の音はここ、というように、音

スライド ⑦

の高さによって異なります。ではヒトではどれくらい
の音を聞き取れるのかというと 20 Hz ~20 kHz とい
われています。こう言われてもぴんとこないと思いま
すが、だいたいピアノの鍵盤と同じくらいだと思って
下さい。では、先ほど音の高さによって蝸牛の反応す
る部分が異なるという話をしましたが、これをシミュ
レーションで見てみましょう。
(「2 kHz の音が入ったとき」の該当部分を指して)
例えば 2 kHz の音が入ると、蝸牛のなかでも、この部
分だけが動きます。

今度は少し難聴について説明したいと思います。難聴

(「6 kHz の音が入ったとき」の該当部分を指して)

には伝音性難聴と感音性難聴があります。伝音性難聴
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とは外耳、中耳の障がいで生じる難聴のことをいいま

性難聴になるという話をしました。外有毛細胞は 3 個

す。耳垢の詰まりや中耳炎、音響難聴などによるもの

ありますが、

があります。この音響難聴はヘッドホン難聴ともよば

(「外有毛細胞の喪失」のシミュレーションを動かし

れ、ヘッドホンなどで大きな音を聞き続けることでな

て)

る難聴です。では、いくつかの難聴について少しだけ

これがなくなると、どれくらい聴力が落ちるのかを見

お話します。まず老人性難聴ですが、老化により蝸牛

てみましょう。

内部の有毛細胞が減少したときに生じる難聴です。先

(「聴力の低下」のグラフの該当部分を指しながら)

天性難聴は、遺伝子の異常や内耳の奇形、妊娠中のウ

このオレンジ色の部分は外有毛細胞があることを表

イルス感染などにより生じるもので、生まれつき難聴

しています。なので、これは 3 個ある、これは 2 個あ

であることを指します。突発性難聴は原因不明の難聴

る、1 個ある、全部なくなった、ということになりま

です。突然片方の耳がほとんどあるいは全く聞こえな

す。
3 個ある外有毛細胞のうち、
1 個なくなると 82%、

くなります。

2 個なくなると 99%、全てなくなると 100% 聴力が低
下します。このように、外有毛細胞は 1 個でも欠ける

スライド ⑧

と聴力が一気に低下してしまいます。外有毛細胞はと
ても大きな音を聞くことでも喪失します。老化による
外有毛細胞の喪失は防ぐことはできませんが、大きな
音を聞くことをやめて、外有毛細胞の喪失を防ぐこと
はできます。少しでもできることは努力して、耳を大
切にしましょう。

先ほど難聴の説明で、有毛細胞が減少することで老人

ミニ講義終了後に 15 人の学生から感想をもらい、
「知識」
、
「視覚効果」
、
「疑問」の 3 つにカテゴ
リーに分けた。
カテゴリー
知識

内	
  容

人数

より深い知識をもつことができた

1

一段と耳の構造について知ることができた

1

耳の仕組みについて初めて知ることが多くて驚いた

1

外有毛細胞が聴力と深く関係したり、音の高低差によって蝸牛の反応する部位が違うこと

1

がわかった
視覚効果

視覚効果を用いていたので、とても分かりやすかった

2

文だけで理解するよりも映像や動画を見せていただいて、視覚的に理解することも大切な

1

のだと感じた
最後のスライドで頭の中を整理することができた
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疑問

プールやお風呂で耳に水が入ったら何が悪いのか

5

耳なりの仕組みについて

1

なぜお風呂を避けるとよいのか

1

鼓膜が炎症になったら中耳炎なのか

1

養護教諭養成課程の学生を対象としていたため、少し難しい内耳の仕組みについても講義内容に
盛り込んだが、
「視覚効果を用いていたので、とても分かりやすかった」という感想が得られた。ま
た、
「より深い知識をもつことができた」という感想も得られた。
「疑問」の記述は講義内容と関係
ない内容だが、発表をした後に質疑応答を行った際に耳鳴りや中耳炎などの質問があり、講義内容
から発展して出てきた疑問であった。興味が広がったのではないかと思われる。
[2]	
  特別講義 I

	
  内容については方法の項に記した通りである。映画および講義の終了後に 47 人に対して以下の
4 点について質問し回答を得た。
設問 1	
  初めて知ったことを書いてください。	
 
	
 

カテゴリー	
 

内	
  容	
 

(映画を観て)

難聴者について	
 

6

	
 

補聴効果

4

	
 

乗り越えようとしている人もいる

1

	
 

音のない世界がどのような世界かということ

1

難聴者の権利について	
 

38

	
 

難聴者の免許取得・職業選択について

	
 

難聴者に関する法律について

難聴者の活動について	
 

35
3
6

	
 

ろうあ活動 (難聴者の活動) について

4

	
 

難聴者を支える団体について

2

手話について	
 

3

	
 

拍手の代わりに手をひらひらさせる

2

	
 

手話を使うなという時代があったこと

1

コミュニケーションについて	
 

(講演を聴いて)

人数	
 

2

	
 

電話に困るということ

1

	
 

身体の接触の機会が多くなり、そのため感情が鮮明に伝わること

1

聴覚について	
 

4

	
 

聴覚に関する知識

2

	
 

音と大脳のつながり

2

難聴について	
 

55
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薬剤性難聴について

21

	
 

心因性難聴について

11

	
 

ウイルス性難聴について

8

	
 

先天性難聴になる確率の高さ

7

	
 

難聴の原因について

4

難聴の種類について

4

難聴者について	
 

7

	
 

難聴者の普通自動車の運転について

4

	
 

難聴者の人口

1

	
 

難聴の方が自分の子どもも難聴であってほしいと望むことがあるこ

1

と
	
 

ろう文化について

1

難聴を補助すること	
 (コミュニケーション、ツール、教育)	
 について	
 

11

	
 

人工内耳について

7

	
 

聴覚の教育について

2

	
 

読話について

1

	
 

補聴器について

1

遺伝子について	
 

11

	
 

DNA に関する知識

7

	
 

遺伝子診断について

4

医療	
 (予防接種、検査)	
 について	
 

5

	
 

予防接種について (有効であること等)

2

	
 

日本はワクチン後進国

2

	
 

聴覚検査について

1

その他	
 

2
あぶみ骨が最小の骨であること

1

言葉の臨界期について

1

設問	
 2	
  今までの自分の想像と違っていたことや考え方が変わったことを書いてください。	
 
	
 

カテゴリー	
 

内	
  容	
 

(映画を観て)

難聴者	
 (障がい者)	
 について	
 

人数	
 
17

	
 

難聴者の生活のしづらさ (制限が多くある)

7

	
 

難聴者の生き方

3

	
 

障がい者への差別について

2

	
 

健聴者とあまり変わらないこと

2

	
 

健常者の支援が必要

2
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読話ができること

難聴者の活動について	
 

1
6

	
 

法律改正運動について

5

	
 

署名運動を重要視して協力したい

1

補聴器について	
 
	
 

2

補聴効果について

コミュニケーションの方法	
 (手話、筆談など)について	
 

2
10

	
 

手話について

7

	
 

気持ちを伝える方法はいくつもあること

1

	
 

筆談はあまり使っていないこと

1

	
 

難聴者は空気や雰囲気を読み取れないことにも困るのではないかと

1

いうこと
その他	
 

(講演を聴いて)

3

	
 

あまり変わらなかった

1

	
 

映画を作るのにも旗を振るなどの様々な工夫がなされていたこと

1

	
 

健常者と同じように振る舞うようにさせる人がいること

1

難聴について

25

	
 

先天性難聴になる確率の高さ

7

	
 

難聴に関する知識

7

	
 

ワクチンの大切さ

5

	
 

薬剤性難聴について

3

	
 

心因性難聴について

2

	
 

親の意識の高揚が重要であるということ

1

難聴者について	
 

	
 

20

	
 

ろう文化について	
 

	
 

読話について	
 

3

	
 

補聴器や人工内耳の装用について	
 

2

	
 

難聴者に対する支援について	
 

1

	
 

勝手な思いこみや差別、偏見はよくない	
 

1

	
 

補聴効果について	
 

1

	
 

難聴と学習意欲・学力の低下の関係	
 

1

薬剤について	
 

11

6

	
 

薬の服用時の注意について

5

	
 

漢方薬でも副作用があること

1

その他	
 
	
 

10
遺伝子配列について
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おたふくかぜが危険な病気であること

2

	
 

難聴の子を望む親がいること

1

	
 

言語習得には臨界期があること

1

	
 

人工内耳は 1 歳半から入れられて、できるだけ早く行う方がよいこと

1

設問 3	
  疑問に思ったことやもっと知りたいと思ったことを書いてください。	
 
	
 

カテゴリー	
 

内	
  容	
 

(映画を観て)

難聴者	
 (障がい者)	
 について	
 

28

難聴者への差別について (なぜ差別されるのか、法律)

5

難聴者 (障がい者) の活動について

5

難聴者 (障がい者) の困難について

4

難聴者の仕事について

4

難聴者の人口

2

健聴者に対する思い

2

難聴者の家族が抱える問題

1

ろう者が生活する上で改正してほしいと考える法律

1

言葉の意味がわからないのに、どうしたら会話が出来るのか

1

読話について

1

ろう文化 (Deaf culture) について

1

電話をするときの方法

1

難聴者への支援について	
 

10

難聴者のための支援について

7

手話や点字を学びたい

3

その他	
 

(講演を聴いて)

人数	
 

3
読話の教え方について (方法、習得にかかる時間)

1

ゆずり葉の意味

1

補聴器の仕組みと役割について

1

難聴について	
 

12
心因性難聴について

6

難聴の仕組みについて

3

薬剤性難聴について

2

ウイルス性難聴について

1

難聴者について	
 

7

対応・支援について

4

難聴者の悩み

1

難聴児の早期療育について

1
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ろう文化 (Deaf culture) について
遺伝子について

1
11

遺伝子診断について

4

自分の遺伝子について

2

遺伝子で決まる体質について

3

遺伝子配列について

2

医療、薬について	
 

6

アミノグリコシド系抗生物質について

2

医師の診断について

2

ジェネリック医薬品について

1

日本がワクチン後進国なのはなぜか

1

検査について	
 

3
なぜ小学校では聴力検査が難しいのか

1

オージオメーター以外の聴力の検査方法について

1

新生児のスクリーニング検査の内容について

1

その他	
 

2
耳鳴りについて

1

なぜ自分の子どもも難聴者であってほしいと思うのか

1

設問 4	
  今回の講義を踏まえて、養護教諭を目指すうえで活かすことができると感じたことを具体
的に書いてください。	
 
カテゴリー	
 

内	
  容	
 

難聴者への支援、対応について	
 

人数	
 
22

	
 

コミュニケーションの方法について (話し方、手話)

7

	
 

難聴者への対応・支援

6

	
 

養護教諭は「学童の全てを大人の目で見ないで、子どもの知的、情緒的レベルで無条件

4

に受け入れるくらいの心の大きな配慮が必要」
	
 

難聴児の症状改善のため、難聴児の保護者によりよい説明をすることの大切さ

1

	
 

難聴者に対する理解

1

	
 

授業の支援の方法を学ぶ

1

	
 

難聴児を理解する知識の必要性

1

	
 

保健師や医療機関との連携

1

聴覚、難聴について	
 

11

	
 

難聴についての知識

5

	
 

薬剤性難聴についての知識

3

	
 

心因性難聴について

1
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ウイルス性難聴について

1

	
 

聴覚の知識

1

検査、診断について	
 

5

	
 

学校での聴力検査時の配慮

2

	
 

子どものときの健康診断の大切さ

1

	
 

オージオメーターの検査について

1

聴覚診断を扱うことの難しさ

1

医療関係	
 (薬、予防接種、遺伝子)	
 について	
 

7

	
 

アミノグリコシド系抗生物質について

2

	
 

薬の用法・用量を守ることの重要性

1

	
 

再診の医学的情報を知る機会を得ることができたこと

1

	
 

予防接種の重要性

1

	
 

薬剤の副作用

1

	
 

遺伝子配列について

1

難聴者について	
 

5

	
 

ろう文化 (Deaf culture) について

2

	
 

補聴効果について

1

	
 

難聴者は耳が聞こえないこと以外は健常者と全く変わらないということ

1

	
 

学校現場で補聴器を必要としている子は少なくないこと

1

その他	
 

2

	
 

難聴者の周りにいる人の気持ち	
 

1

	
 

補聴器のフィッティングの不具合と学力低下の関係	
 

1

	
  設問 1 は、健聴者が知らないことを明らかにするために行った。
「映画を観て」初めて知ったこ
とは、
「難聴者の権利」について法的に制限があったことが 38 名と最も多かった。一方、
「講演を
聴いて」初めて知ったことは、薬剤性難聴や心因性難聴などの「難聴について」が 55 名と最も多
かった。設問 2 は、健聴者の誤った知識や認識を明らかにするために行ったが、
「映画を観て」お
よび「講演を聴いて」ともに、難聴や難聴者、コミュニケーションの方法について誤った知識や認
識を持っているものが多くみられた。設問 3 は、健聴者が何を知りたいと感じているのかを明らか
にするために行った。その結果、
「映画を観て」もっと知りたいと思ったことは、
「難聴者 (障がい
者) について」が 28 名であった。また、
「講演を聴いて」もっと知りたいと思ったことは、
「難聴
について」が多かった。設問 4 は、講義の内容の中で養護教諭が必要な知識や認識は何なのかを明
らかにするために行った。
「難聴者への支援・対応について」や「聴覚・難聴について」が多かった。
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考察
	
  本研究は健聴者と難聴者の間にある課題を明らかにすることによって、健聴児・教職員に対する
新規教育実践方法を考案することを目的とした。当大学の教育学部養護教諭養成課程に在籍する学
生に対して、ミニ講義「音を聞くということ」を実施し、大学生が耳の仕組み、聴覚、難聴につい
てどこまで理解しているかを知り、講義を通してどのように理解が深まるかどうかをみた結果、二
点が明らかになった。一点目は、理解のためのプレゼンテーションにおける視覚効果の活用の大き
さである。少し難しい内耳の仕組みについても講義内容に盛り込んだが、
「視覚効果を用いていたの
で、とても分かりやすかった」という感想が得られ、特に難しい内容については映像や動画など視
覚によって理解できるよう工夫することが必要であることがわかった。二点目は、対象者の講義受
講前後の理解度についてである。感想の中には「より深い知識をもつことができた」や「一段と耳
の構造について知ることができた」という記述があることから、養護教諭養成課程の学生として耳
の構造などある程度の知識はもっていたが、ミニ講義を受けてさらに詳しい知識を身につけられた
と思われる。より深く理解することが難聴者を理解するためには必要である。以上のことから、難
聴や難聴者について健聴児・教職員に伝える場合には、対象者がもつ知識がどの程度なのかを明ら
かにし、伝える方法の工夫が必要であると考えられる。特に、今回は養護教諭を目指す学生の知識
の程度を把握することができたが、このことを教職員を対象として講義を行う場合に活かす必要が
あると思われる。また、特別講義 I を実施して、健聴者の難聴・難聴者に関する理解度が明らかに
なった。
「設問 1	
  初めて知ったことを書いてください。
」という質問に対して「音のない世界がど
のような世界かということ」や「電話に困るということ」という回答があり、健聴者は難聴者がど
のような生活を送っているのか、どのような場面で苦労をするのかを想像していなかったことが考
えられる。また、
「設問 2	
  今までの自分の想像と違っていたことや、考え方が変わったことを書い
てください。
」という質問に対しては、
「難聴者の生活のしづらさ (制限が多くある)」という回答が
得られた。これらのことから、難聴者と接する機会のない健聴者は難聴者の困難を理解できていな
いと考えられる。補聴効果については、
「補聴器をつけると全ての音がきこえるようになるわけでは
ないこと」ということを初めて知ったと回答する学生もおり、補聴効果に関する理解は不十分であ
ることが考えられる。
「初めて知ったことを書いてください。
」および「今までの自分の想像と違っ
ていたことや考え方が変わったことを書いてください。
」という質問に対しては、どちらもカテゴリ
ー「難聴について」における回答が他のカテゴリーよりも多かったため、健聴者は難聴や難聴者に
ついて知識がなかったり、誤った認識をもっていたりすることがあると考えられる。また、難聴者
への対応・支援に関する健聴者の意識について、
「設問 3	
  疑問に思ったことや、もっと知りたいと
思ったことを書いてください。
」という質問に対して「難聴者のための支援について」という回答が
多く、難聴者とどのように関われば良いのかが分からない健聴者が多いと思われる。以上のことか
ら、難聴に関する知識や補聴器の効果、難聴者の困難、難聴者との関わり方について、知識が少な
い健聴者が多いと考えられるため、今後、これらの知識や認識を健聴者に伝えていく必要がある。
	
  本研究から、健聴者の難聴者に対する知識には不足する部分が多くあることが明らかになった。
難聴児が安心して学校生活を送ることができるようにするためには健聴者がもつ誤った認識を改め
る必要がある。これらを踏まえて、養護教諭が難聴児にできること、健聴児や教職員に伝えていく
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べきことについて考察する。養護教諭が難聴児にできることとして、特に三点挙げる。一点目は情
報収集である。養護教諭は、対象となる難聴児の難聴に関する知識のみならず、学校で必要な配慮、
難聴児の性格および家庭環境などについて、学級担任、学年主任、教科担任、部活動顧問、保護者
などから情報を収集し、さらに養護教諭自身が難聴児の観察をよくすることである。難聴児が健聴
児とどのように関わっているのか、保健室来室時の様子から考えられることはないかなど、観察の
ポイントを明確にしておく必要がある。二点目は声かけである。保健室以外でも難聴児に対してこ
まめに声をかけていつでも保健室に来ていいことを伝える必要がある。このことは難聴児の心の居
場所づくりにもつながる。難聴児が困ったときに頼ることのできる場所を確保しておくことによっ
て、難聴児が安心して生活できるようにすることができると考えられる。三点目は組織で対応する
ことである。難聴児への対応は養護教諭だけがすれば良いわけではない。難聴児は健聴児と同じよ
うにクラスでの学習や休み時間での遊び、
登下校など学校生活を送る。
その中で関わる教職員も様々
である。そのため、管理職、学年主任、学級担任、部活動顧問などとの連携により共通理解を図っ
た上で難聴児のサポートにあたる必要がある。また、難聴児だけでなく難聴児の保護者のサポート
も大切であり、保護者が安心できるよう、難聴児の学校生活について連絡したり、学校への要望を
聞いたりしていくことも組織で取り組んでいくことが必要である。
	
  養護教諭が、健聴児や教職員に対して難聴児の理解を促進させるためにいくつか注意する点を挙
げたい。第一に、難聴には様々な種類があるということである。音のきこえ方は一人ひとり異なり、
音が小さくきこえる人もいれば、とぎれとぎれに音がきこえる人もいるということであり、
「大きい
声で話せば良い」などのように固定観念をもつことは危険である。また、難聴児の中には補聴器を
装用する児童生徒もいるが、補聴器をつければ健聴者の言っている言葉が全てききとれるわけでは
ないことも伝えなければならない。第二に、コミュニケーションをとる場合である。手話、筆談、
話し方、ジェスチャーなどの工夫をすることが必要であるが、そのようなコミュニケーション時は
健聴者 (児) 同士の会話とは異なり根気強く話をきき、理解しようとする意識をもつことなどの思
いやりが大切である。健聴者の気持ちのもちようによって、難聴児の話しやすさも変わる。また、
難聴児は聴こえに困難があること以外は健聴児と変わらないため、
「障がい児」としてみるのではな
く「普通の人」として接することも重要である。
「普通」に接するということを説明することは難し
いが、例として、初対面の人との関係を深めるときのことを思い浮かべるとよいのではないだろう
か。初対面の人と話すときは、お互いにどのような人物か分からないため、相手を理解しようと様々
な話をしていくうちに相手の情報を得て、それを繰り返していくうちに関係が深まっていくもので
ある。難聴児とのコミュニケーションでも同じことがいえる。難聴という障がいがあるから工夫す
るというよりも、相手を理解しようとする人と人とのコミュニケーションで必要なことをすれば良
いことを伝え、積極的な関係づくりを呼びかけるとよいと思われる。一方、集団での活動時には、
誰が話しているのかがわかるようにする、一度に複数の人が話さない、雑音をだしてきこえを妨げ
るようなことはしないなどの配慮事項を具体的に伝えていく必要がある。第三に、難聴児の自由を
守るのは健聴者 (児) であるということである。音のきこえ方やきこえる音の範囲は難聴児一人ひ
とり異なる。そのため、難聴児によって運動や遊びに困難が生じることもある。きこえに困難があ
ること以外は健聴者 (児) と変わらないからといって、全てのことを健聴者と同じようにできるわ
けではない。例えば、体育の授業では一度に多くの人数が動いているために雑音も多くなる。この
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ような状況下でも健聴者は聴覚によって身の回りの危険を察することができるが、難聴児はそれが
困難である。運動をすることはできても、周りの配慮がないと難聴児の安全が保障することができ
ない。対象難聴児の特性を知り、周囲の健聴者が難聴児を守ろうとする意識をもつことで、難聴児
の生活の幅が広がっていくと考える。このような内容は、単なる話しだけではなく、視覚的教材を
用意することによって効果的に伝わることが本研究から明らかになった。
	
  難聴児が安心して学校生活を送るためには、
難聴児に対する健聴児、
教職員の理解が必要である。
養護教諭は、難聴児、健聴児、教職員の相互理解を深めるためにコーディネートする役割を担って
おり、難聴児に対して観察を怠らず受け入れる姿勢を常にもつことが大切である。また、健聴児・
教職員に対しては、難聴児との間にあるギャップを埋めるために必要な知識や認識を伝えていくこ
とが大切である。これらを続けていくことが難聴児の学校生活を保障していくことになると考えら
れる。医学や薬学、社会情勢など難聴児の身の回りの環境は変わっていくため、養護教諭は常にア
ンテナをはって様々な情報を得ることが求められ、その都度、教育を見直していこうとする意識を
もつことも大切である。そして、コーディネーターとしての養護教諭がいなくても難聴児、健聴児、
教職員がお互いに理解しようとする意識がもてるように、養護教諭一人ひとりがコーディネーター
としての役割を認識して活動することが今後の課題である。
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聴覚障害理解のための新規教育方法の考案
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Promotion of the Understanding of Deafness Using "HearLoss"
Asami SHIMADA and Kenji ISHIHARA

キーワード：聴覚，聴覚障害，HearLoss

	
  聴覚障害には、
生まれつき障害がある先天性聴覚障害と、
生後何らかの原因で障害が生じる後天性聴覚障害がある。
先天性聴覚障害は新生児の 1000 人に 1 人の割合で誕生している。また、近年、後天性聴覚障害の一種である騒音性
難聴や突発性難聴などが注目されている。しかし、健聴者は、
「音が聞こえづらい」という状態がどのようなものであ
るか想像しづらいために、その症状と派生して生じる聴覚障害者の悩みや不便に感じることを状況に応じて判断しに
くいようである。健聴者が聴覚障害を理解し、より身近に感じられるようになるためには、難聴を疑似体験すること
が一番の近道になるのではないかと考えた。そこで、本研究では、難聴を疑似体験できるソフト HearLoss を利用し、
聴覚障害者の QOL 向上のために授業例を考案することを目的とした。作成した授業例を用いて模擬授業を行ったと
ころ、
「聴覚障害者の聞こえを知ることができた」や「興味が持てた」などのアンケート結果が得られた。
「聞こえな
い・聞こえにくい」という障がいは、身体的な障がい、つまり聴覚障がい者自身の障がいだが、そこから生じるコミ
ュニケーションの障がいは、健聴者の誤った認識や誤解が生み出しており、社会が作った障がいである。聴覚障がい
という障がいそのものの治療には限界があったとしても、コミュニケーション障がいは周囲の人々によって改善でき
るのではないかと考えられる。

はじめに
	
  聴覚障がいには、生まれつき障がいがある先天性聴覚障がいと、生後何らかの原因で障がいが生
じる後天性聴覚障がいがある 1)。先天性聴覚障がいは様々な先天性疾患の中でも最も頻度の高い疾
患に属し、実に新生児の 1000 人に 1 人の割合で誕生している 2)。また、近年、後天性聴覚障が
――――――――
*株式会社シティーヒル (茨城大学教育学部養護教諭養成課程 卒業生)	
  	
  **茨城大学教育学部教育保健教室
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いの一種である騒音性難聴や突発性難聴などが注目されている。しかし、聴覚障がい者の「聞こえ
ない・聞こえにくい」という症状は健聴者にとって具体的にイメージしづらいものであり、聴覚障
がいに対する正しい知識や認識が、未だ得られていない。また、聴覚障がい者は一見してその障が
いが分からず、
そのため周囲の人々に気づいてもらえないばかりか、
「話しかけたのに無視をされた」
と誤解されてしまうことや、自分の伝えたいことを周囲に正確に伝えられないという経験をしてい
ることが多い。
	
  聴覚障がいには、聞こえにくい声や音があったり、状況によって聞き取りづらいことがあったり
と、人によって様々な聞こえ方がある。聞こえの程度も軽度から重度まで様々である。当教室で行
った調査では、
「聴覚障がいを持つ人は音がどのように聞こえていると思いますか。
」という質問に
対して、
「音が小さく聞こえる」と回答した者は 65.3%、
「ぼやけて聞こえる」と回答した者は 59.8%
と過半数に達したのに対し、
「途切れて聞こえる」や「雑音が入って聞こえる」と回答した者はとも
に 20% 前後であり認知度が低いということが明らかになった 3)。補聴器の効果についても正しく
回答した者は少なく認識が低かった。補聴器は音を大きくする機械であるため、難聴の症状や、状
況によっては効果を十分に発揮できないことがある。聴覚障がい者は補聴器をつけていれば音が明
確に聞こえていると誤解されることが多いが、健聴者は「補聴器は難聴者の支援として万能ではな
い」ということを理解する必要がある。
	
  このように、健聴者は「音が聞こえづらい」という状態がどのようなものであるか想像しづらい
ために、その症状と派生して生じる聴覚障がい者の悩みや不便に感じることを状況に応じて判断し
にくいようである。このような点を改善していくことによって、健聴者と聴覚障がい者はもっと歩
み寄り、お互いを理解しあうことができるのではないだろうか。こうした現状を踏まえ、健聴者が
聴覚障がいという症状や聴覚障がい者の心に対して理解を深められるようにするためには、学校と
いう場を活用して聴覚障がいを知る機会を持つことが一つの手段となり得ると考えられる。
	
  健聴者が聴覚障がいを理解し、より身近に感じられるようになるためには、難聴を疑似体験する
ことが一番の近道になるのではないかと考えた。その体験から、健聴者が聴覚障がい者のニーズや
自分自身にできる支援について考えることが重要である。そこで、本研究では、難聴を疑似体験で
きるソフトを有効に利用し、聴覚障がい者の QOL 向上のために学校教育でどのような働きかけが
できるかを考案することを目的とした。

方法
難聴体験ソフト「HearLoss」を改良し、それを用いた授業例を考案した。
[1]	
  HearLoss
HearLoss とは
	
  HearLoss は、Department of Speech, Hearing and Phonetic Sciences, Division of Psychology and Language
Sciences, University College London で開発された Windows PC 用のパソコンプログラムであり、健聴
者に対して聴力損失の影響を示すためのものである。つまり、HearLoss を用いて、健聴者が難聴を
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疑似体験することができるのである。小さい音が聞こえないとどのように聞こえるのか、高音が聞
こえないとどのように聞こえるのか、音が明瞭に聞こえないとはどのような感じなのかということ
を体験できる。

図 1.	
  HearLoss

HearLoss の使用方法
	
  HearLoss は、Department of Speech, Hearing and Phonetic Sciences, Division of Psychology and Language
Sciences, University College London のホームページ (http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/hearloss/) 内か
らダウンロードした。プログラムには以下の 2 種類がある。
	
  音声サンプルデータの入ったプログラム
	
  	
  	
  ftp://ftp.phon.ucl.ac.uk/pub/sfs/hearloss/hearloss100.exe
	
  音声サンプルデータの入っていないプログラム
	
  	
  	
  ftp://ftp.phon.ucl.ac.uk/pub/sfs/hearloss/hearloss.exe
	
  音声サンプルデータの入ったプログラムをダウンロードすると、そのプログラムには Speech、
Music、Noise の音声サンプルがすでに入っているためそのまま再生することができる。ただし、こ
れらの音声は日本語ではない。一方、音声サンプルデータの入っていないプログラムをダウンロー
ドした場合、利用者が音声データを入れることができるため目的に応じたオリジナルのデータを作
ることができる。
オリジナルのデータを設定するには、
サウンドファイルの保存形式を WAV ファイルにする必要
がある。変換方法の一例は以下の通りである。
① パソコンに CD 等から音源を取り込む。この時、CD から取り込んだファイルの形式は Open
MG Audio となっている。
② Rip!AudiCO (ver 4.03 フリーウェア版) を http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se202196.html
からダウンロードし、音源を WAV ファイルに変換する。Rip!AudiCO は、MP3 や WMA
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ファイル形式から WAV ファイルへの変換も可能である。

図 2.	
  Rip!AudiCO
③ ファイル名を「speech」
「music」
「noise」のいずれかに設定する。
④ 変換したオーディオファイルは、HearLoss が保存されているフォルダ内に保存する。
⑤ Zoom 社製録音機器「Handy VideoRecorder Q3」で音声等を録音した。この場合、パソコン
にデータを取り込むと、WAV ファイル形式になるため、そのまま HearLoss に用いること
ができる。
	
  本研究では、上述した方法で音声サンプルデータの入っていない HearLoss プログラムファイル
をダウンロードして以下の音声ファイルを使用した。
	
  	
  Speech：女子学生二人による朗読
	
  	
  Music：ドラマ「ライアーゲーム」より	
  サウンドトラック
	
  	
  Noise：休み時間中の教室の雑音
	
  これらの設定したオーディオファイルを再生し、以下の項目をコントロールすることで、聴力障
がいの影響を擬似的に再現した。

表 1.	
  HearLoss において変化させることのできる項目
Amplitude Sensitivity

音の大きさへの感度
これを下げていくと小さい音から聞こえなくなっていく。

Frequency Range

周波数帯
これを下げていくと大きい音から聞こえなくなっていく。

Spectral Detail

スペクトル情報
これを下げていくと音の明瞭度が下がっていく。
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図 3.	
  HearLoss による聞こえの範囲の変化
	
 
	
 
[2]	
  作成した授業例を用いた模擬授業
	
  HearLoss を活用した授業例を考案し、当学部養護教諭養成課程に在籍する学生に対して模擬授業
を行った。授業後にアンケートを行い集計した。内容は理解度と感想である。

結果
[1]	
  HearLoss での音声ファイルの作成
	
  HearLoss をダウンロードする際、音声サンプルデータの入ったプログラムをダウンロードすると、
その音声サンプルデータの Speech は英語となる。そこで、日本人がより分かりやすいものとなる
ように日本語での朗読を録音して Speech に用いた。Music には、低音から高音まで音域が幅広い
ものを選曲し、聴力障がいの影響が顕著に感じられるものにした。また、Noise には、聴覚障がい
児・生徒が普段どのような音の中で学校生活を送っているのかを少しでも想像できるように教室の
休み時間の様子を録音した音源を作成した。
[2]	
  授業例の作成
	
  健聴者が聴覚障がい者に対しての支援のあり方を考えるきっかけとして、HearLoss を有効に利用
するために一つの授業例を作成した。
	
  今回の授業例は、小学校高学年を対象としており、複雑な聴覚器の構造や音の伝わり方を簡単な
言葉に置き換えて説明している。当教室で行った調査において、これまでの生活の中で聴覚障がい
を「知る機会があった者」と「知る機会がなかった者」では、
「知る機会があった者」の方が聴覚障
がい者や聴覚障がいに関する認識が高いということ明らかになった。そこで、できるだけ早期から
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教育することによって健聴者の中で聴覚障がいというものが身近に感じられ、受け入れやすいもの
になるのではないかと考えて小学校高学年を対象とした。スライドを作成するにあたり、聴覚障が
いを子どもにも分かりやすく説明している絵本「ふしぎだね!?聴覚障がいのおともだち」4) を参考
にした。聴覚器の構造や難聴の種類については、言葉だけでなくイラスト等を用いて説明するなど
の工夫をし、難しい内容にも興味を持てるようにした。十分に授業時間が取れるのならば、聴覚障
がい者のコミュニケーション方法についての説明の中で、実際に子どもたちが手話や読話を行って
みると、それぞれの難しさなども実感でき有効であると思われる。
本研究での一番の目的は HearLoss による難聴の疑似体験であり、聴覚障がい者がどのような聞
こえの中で生活しているのか、どのようなことに不便さや困難を感じているのか、ということを想
像できるような体験にしたいと考えた。そこから、子どもたち自身が自分にできることを考えてい
けるよう、聴覚障がい者と会話をする際に心がけることなど、関わり方についての説明を中心に取
り入れた。最終的には、聴覚障がいは決して特別なものではなく、共に生活していくために自分に
できることがまだまだあるという意識を子どもたちが持つようになることが目的である。説明をよ
り詳しくし、
言葉遣いを変えることで、
中高生や教職員にも応用できるのではないかと考えられる。
	
  スライドは全部で 10 枚作成した。次項から順にスライドを提示し、口頭で説明する内容を記述し
ていく。
	
 
[3]	
  授業例スライド
スライド ①

スライド ②

	
  皆さんは、聴覚障がいと聞いて、どのようなことを

	
  聴覚障がい者のコミュニケーションの方法はいく

イメージしますか？

つかあります。

	
  聴覚障がいは、音が聞こえない、あるいは聞こえに

	
  補聴器は、耳につけると音を大きくしてくれる機械

くいという障がいです。聞くことが難しいという意味

です。音が大きくなるからといって、すべての音が聞

で、難聴とも言います。どれくらい聞こえにくいかと

こえるようになるわけではありません。また、雑音な

いうのは人によって様々ですが、聞こえないことでコ

ども大きくなってしまうため、うるさい場所では聞き

ミュニケーションや日常生活に困ったことがあると

取ることが難しいです。右の写真を見て下さい。上が

きに障がいと捉えます。

耳かけ型補聴器で、下が耳穴型補聴器といいます。
	
  読話は、口元の動きを見て、相手が何を話している
か読み取ります。正面を向いてゆっくり話していると、
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読話は理解の助けになります。

スライド ④

	
  筆談は、お互いに文字を書いて言いたいことを伝え
合うことです。時間はかかりますが、言いたいことを
正確に伝えることができます。
	
  手話は、手や指や腕を動かしたり、顔の動きを使っ
たりして、意味や思いを伝えます。例えば「ありがと
う」はこう表現します。
（実際に手話を行う。
）聴覚障
がいのある人みんなが手話を使うわけではありませ
ん。

スライド ③

	
  外耳から中耳までの間の働きが上手くいかない聴
覚障がいを「伝音難聴」といいます。音を伝えるのが
難しくなるからです。伝音難聴の人は、耳鼻科で治療
し、補聴器をつけて音が大きく聞こえるようにすると、
聞こえやすくなります。
	
  内耳や聴神経の働きが上手くいかない聴覚障がい
のことを「感音難聴」といいます。音を感じ取るのが
難しくなるからです。感音難聴の程度が重くなると、
補聴器で音を大きくするだけでは、すぐによく聞こえ
るようにはなりません。図のように音が歪んで聞こえ

	
  ここで、音が聞こえる仕組みを理解しましょう。

てしまうからです。

	
  私たちが耳と言っている、外から見えている部分は

	
  「あ」という言葉を補聴器で大きく聞こえるように

耳介といいます。音はこの耳介から入ってきて、外耳

すると、難聴が軽い場合には「あ」と分かりますが、

道、つまり耳の穴を通って鼓膜にぶつかります。耳介

難聴が少し重くなると「あ」という形が崩れてしまっ

と外耳道の部分を外耳といいます。音というのは、空

ていますね。難聴がもっと重くなるともう「あ」だと

気の振動です。鼓膜を震わせた振動は次に、その奥の

分からなくなってしまいます。補聴器は言葉をはっき

中耳へと伝わります。中耳には、ツチ骨・キヌタ骨・

りと聞こえるようにすることはできないのです。

アブミ骨という３つの小さな骨があり、まとめて耳小

	
  伝音難聴と感音難聴が合わさった「混合難聴」もあ

骨といいます。耳小骨は、音がよく聞こえるように振

ります。

動を大きくする働きがあります。振動はさらに奥の内
耳へと伝わります。内耳は音を感じる場所で、カタツ
ムリのような形をした蝸牛があります。中にはリンパ
液が入っていて、振動はここで液体の揺れとなり、さ
らに電気信号となって聴神経に伝わります。聴神経か
ら脳に信号が届くと、音が聞こえたと感じるのです。
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スライド ⑤

高音が聞こえなくなるというのは、感音難聴の症状で
す。そして、音が歪んで聞こえるというのは、このよ
うな感じになります。
（Spectral Detail を下げていく）
これも感音難聴の症状です。音がぼやけて雑音のよう
なものが混ざって聞こえます。
（Frequency Range と Spectral Detail を下げ、音楽を流
したままスライド④を開く）
この図のように、音が歪み、はっきりと聞こえなくな
っているのが分かりますか？音が歪んで聞こえると

	
  私たちの身の回りにはたくさんの音が溢れていま

いうのはこのような状態なのです。

す。その音が聞こえなかったり、聞こえにくかったり

	
  それでは、難聴の人はどのような世界で生活してい

したらどうでしょうか。

るのか、少しだけ体験してみましょう。

	
  これから、みなさんには難聴を疑似体験してもらい

（Speech を再生し Frequency Range を下げる）

ます。聞こえにくいということがどのようなことなの

例え大きな声で話しても、高音が聞こえないという状

か、どのようなときに不便さを感じるのか、考えてみ

態では聞き取るということがとても難しいというこ

ましょう。そして、私たちにできることは何か、それ

とが分かりますか？これが、聞き間違いや聞き漏らし

ぞれ考えてみてください。

に繋がります。きちんと内容が伝わるまで、根気強く
話し、伝わったことを確認することが大切です。では、

(ここで一度スライドを閉じ、HearLoss を起動する)

話し声などがうるさい場所を想像してみて下さい。
（Speech と Noise を同時に再生する）
みなさんなら Speech を聞き取ることが出来ますね。
難聴の人はどうでしょうか。
（Frequency Range と Spectral Detail を下げる）
難聴者にとって雑音の中で話し声を聞き取ることは
とても大変です。
（この状態で Noise を消す）
静かになると少しだけ声が聞き取りやすくなったの
が分かりますか？先生が大事な話をしているときに、
みなさんがざわざわしていたら、聴覚障がいのある人

	
  これは HearLoss といいます。まずは、普通に音楽

は大事な話を聞きそびれてしまうかもしれません。

を流してみます。

「静かな環境を作る」ということは、私たちにすぐで

（Music を再生する）

きる支援の一つです。

この音楽が、伝音難聴の人にはこう聞こえています。

	
  今、みなさんが体験したものは、聞こえ方の一つの

（Amplitude Sensitivity を下げていく）

例です。聞こえ方や聞こえにくさは一人一人違うとい

音楽がどんどん聞こえなくなっていきますね。また、

うことを忘れないで下さい。

高音が聞こえなくなると、このように聞こえます。
（Frequency Range を下げていく）

（HearLoss を閉じ、スライドを再開する。
）
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スライド ⑥

いに話しやすくなります。
「相手の注意を向けてから」
まずは相手がこちらに気付いてから話しましょう。
「何について話すか示してから」
例えば、消しゴムを借りたいときには、その消しゴム
をかかげて、目の前に見せてから「かして」と言えば
伝わりやすくなります。

スライド ⑧

	
  聞こえない・聞こえにくいということが少しはイメ
ージできましたか？
	
  聴覚障がいがあると、次のようなことが苦手だと感
じます。まず、聴覚障がいがある人は、聞く準備がで
きていないと、なかなか人の話を正しく聞き取ること
ができません。そのため、後ろや横から話しかけられ
たり、何かをしながら同時に聞いたりするということ
が苦手です。また、聞く準備ができていても、音がは
っきりと聞こえないため、よく似た言葉を聞き分ける

「相手にわかるように話す」

ことが難しいです。特に「さしすせそ」などの子音は

話が複雑にならないよう、短い文に区切りながら話し

聞き取りにくく、自分の声も聞こえにくいことから、

ましょう。口を大きく開けてゆっくりめに話すと、読

子音を正しく発音することが苦手です。次に、補聴器

話がしやすくなります。

をつけていると、みんなの声が全部同じように聞こえ

「伝わったかどうか確認する」

てしまいます。そのため、二人以上の声を聞き分ける

言ったことがちゃんと伝わったかどうか、きちんと確

ことが苦手です。グループで話し合うときなどは、誰

認するようにしましょう。

が話しているのかきちんと示すようにしましょう。
スライド ⑨
スライド ⑦

	
  分かりやすく伝えることも大切ですが、相手の言っ
	
  聴覚障がいの人と話すときは次のようすると、お互

ていることをきちんと聞くことも大切です。お互いに
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話をよく聞こうとすることで、会話ができるのです。

	
  聴覚障がいのある人も、聞こえにくいということ以

聴覚障がいのある人の中には、ときどき言葉の発音が

外は、他の人と変わりません。もちろん、聞こえにく

違っている人がいます。また、難しい言葉の意味を十

くて困っている場合に、手助けすることは大切です。

分に理解できていない人もいます。そのような人と話

しかし、それがいきすぎて特別扱いにならないように

す場合でも、相手の言いたいことを分かろうとする姿

しましょう。
「聞こえないから、私がなんでも代わり

勢がとても大切です。決してさえぎったりからかった

にやってあげるよ」というのではなく、一緒に参加で

りしないようにして下さい。こちらがきちんときこう

きる方法を考えましょう。

としていれば、相手も気持ちよく話すことができます。

スライド ⑩

[4]	
  アンケート結果
	
  上記授業例を作成し、当大学養護教諭養成課程に在籍する学生に対して約 20 分程度の模擬授業
を行った。授業後にアンケートを行い集計した。その結果、理解度に示す 5 項目について約 9 割
の学生が「よくわかった」と回答した。また、HearLoss を用いた難聴の疑似体験や授業についての
感想を自由記述で求めた結果、
「聴覚障がい者の聞こえを知ることができた」や「興味が持てた」と
回答する学生が多くみられた。
1.	
  理解度 (n=47)
よくわかった

まあまあわかった

わからなかった

耳の構造と聞こえの仕組みについて

42 人

3人

2人

伝音難聴と感音難聴の違いについて

42 人

4人

1人

聴覚障がい者のコミュニケーション

42 人

4人

1人

聴覚障がい者の苦手なことについて

41 人

5人

1人

聴覚障がい者と会話をするときの注

43 人

3人

1人

手段について

意点について
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2.	
  HearLoss による難聴の疑似体験について良かった点や疑問点・改善点等あれば具体的に書いて
下さい。
○ 良かった点
・疑似体験によって聴覚障がい者の聞こえを知ることができた。

18 人

・初めての体験だったので興味が持てた。

8人

・口での説明より分かりやすかった。

7人

・聞こえにくさだけではなく、聴覚障がい者の気持ちが分かった。

6人

・聴覚障がい者と話す際に気をつけるべきことに気付けた。

3人

・雑音がある、なしでの聞こえやすさの違いに驚いた。

3人

・耳栓等での体験より、聴覚障がいをリアルに感じることができた。

2人

○ 疑問点・改善点
・よく知っている曲やボーカル入りの曲、日常生活の音なども聞いてみたい。

8人

・
「音が歪む」ということが少し分かりづらかった。

3人

・何度か聞き比べられたらもっと分かりやすかった。

3人

・スピーチの声の種類をもっと増やしてほしい。

2人

・もう少しゆっくり操作して欲しかった。

1人

・音が流れているときに説明されると聞こえづらい。

1人

・HearLoss の表示を日本語にした方が良い。

1人

・どのようにソフトは手に入れるのか。

1人

3.	
  今日の授業全体の感想や疑問に思ったこと等あれば、自由に書いて下さい。
・説明が分かりやすかった。

11 人

・HearLoss の体験が初めてで、興味が持てた。

10 人

・話し方がゆっくりで聞きやすかった。

6人

・実際に聴覚障がい者との交流があったのか？

2人

・養護教諭として精神的ケアの必要性を感じた。

1人

・多くの人に聞いてもらいたい授業だと思った。

1人

・補聴器についてもっと知りたい。

1人

・もっと視覚的な説明も入れたら分かりやすい。

1人

・これから自分の勉強に活かしたい。

1人

	
 
考察
	
  先天性難聴は新生児の 1000 人に 1 人の割合で誕生し、
先天性疾患の中でも最も頻度の多い疾患
に属する 2)。また、近年では、騒音性難聴や突発性難聴などの後天的な疾患としても注目されてい
る。その一方で、
「聞こえない・聞こえにくい」という症状は健聴者にとって具体的にイメージしづ
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らいものであり、
聴覚障がいに対する正しい知識や認識が十分に得られていないという現状がある。
そのため、健聴者は聴覚障がい者をどう支援したらよいのか、どのように関わればよいのかが分か
らないようである。そうした事実が、健聴者が聴覚障がい者との関わりを積極的に持てない要因と
なり、
聴覚障がい者にとって決して生活しやすいとは言えない社会環境を作り出している。
しかし、
反対に言えば、健聴者と聴覚障がい者はまだまだ歩み寄ることができるということでもある。健聴
者が聴覚障がい者の気持ちや疾病に関する理解を深めることが出来れば、お互いが生活しやすい調
和のとれた環境を実現させることができ、そのための 1 つの手段として、学校教育という場は非常
に有効に活用できると考えられる。
	
  そこで、本研究では、聴覚障がい者の QOL 向上のために学校現場でどのような働きかけができ
るか考察することを目的とし、聴覚障がいに関する文献研究を行い、難聴を疑似体験できる
HearLoss というパソコンソフトを用いた授業例を考案した。
	
  聴覚障がい者の聞こえ方やコミュニケーション方法は一人一人異なる。しかしながら、健聴者に
は「聴覚障がい者のコミュニケーション方法＝手話」という認識や「補聴器を装用している＝何で
も聞き取ることが出来る」などの誤った知識を持っている人も多く 5)、第一に聴覚障がい者にはそ
れぞれの聞こえ方とコミュニケーションの手段があるということを伝えていく必要があると思われ
る。特に、補聴器は単に音を大きくするものであるため、騒音下や距離がある場合など、状況によ
っては十分に機能しないという正しい知識を健聴者は持つべきである。また、筆談は伝えたいこと
を正確に伝えることができるもののやりとりに時間がかかるという点があり、一方、読話は視覚的
に聞こえを補うものの相手の口元が見えづらかったり早口だったりするとあまり理解の助けになら
ないという点がある。このように、コミュニケーションの手段それぞれのメリット・デメリットを
知り、聞き取りにくい単語や会話のキーワードのみ筆談で伝えるなど、健聴者も状況に応じて対応
していくことが必要になってくると思われる。
「聞こえない・聞こえにくい」という障がいは、身体
的な障がい、つまり聴覚障がい者自身の障がいだが、そこから生じるコミュニケーションの障がい
は、健聴者の誤った認識や誤解が生み出しており、社会が作った障がいである。
	
  健聴者が聴覚障がい者の聞こえについて理解するためには、聴覚器の構造と音の伝わり方および
音の構造と人間の聞こえについての正しい知識を持つ必要がある。複雑な聴覚器の構造や障がい部
位によって異なる難聴の特徴を健聴者にいかに分かりやすく伝えるかが重要であり、視覚的な資料
を用いるなどの工夫をすることにより、健聴者の興味・関心をひくことができる。例えば、病態別
のオージオグラムを見ると、伝音難聴と感音難聴の聞こえ方の違いが視覚的に分かる。また、様々
な聴力型の種類を見ることによって、
「聴覚障がい者の聞こえ方は 1 つではない」ということが健
聴者にも認識できるのではないだろうか。次に、音の構造という視点から考えると、聴覚障がい者
がなぜ聞き間違えを起こしやすいのかということや、聞こえないからといって大きな声で話せばい
いというわけではないということが分かり、健聴者が気をつけるべきことが見えてくる。聴覚障が
い者は音の情報の一部が欠落してしまうため、聞こえないのではなく聞き間違いが多くなる。その
ことを考慮し、健聴者は分かりやすく話すことと同時に、正確に伝わるまで根気強く話すというこ
とを心がける必要がある。そうした心がけ 1 つで聴覚障がい者は会話しやすくなるのである。他に
も、
相手がこちらに気付いたことを確認してから話す、
何について話すか視覚的に示してから話す、
出来る限り簡潔な文で話す、きちんと伝わったことを確認する、というようなことを行うだけで、
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聴覚障がい者と健聴者のコミュニケーションはスムーズになり、誤解も少なくなるだろう。また、
聴覚障がい者には言語障がいのある人も多く、発音が不明瞭なことがある。そのような場合でも、
健聴者は言語障がいばかりを意識するのではなく、自然体で聴覚障がい者に接して話しやすい雰囲
気をつくることを心がけ、苦手な発音の言葉は別の言い方で聞き直して確認したり、筆談やジェス
チャーを用いたりするのも有効である。何より、発音や話し方ではなく、内容を汲み取ろうという
気持ちで相手の話をよく聞くということが重要である。聴覚障がいという障がいそのものの治療に
は限界があったとしても、コミュニケーション障がいは周囲の人々によっていくらでも改善できる
のである。
	
  しかし、前述したように、健聴者にとって「聞こえない・聞こえにくい」という症状は具体的に
イメージしづらいものであり、聴覚障がいの症状と派生して生じる聴覚障がい者の悩みや不便さに
なかなか気付くことができない。そこで、健聴者が難聴を疑似体験できるものとして「HearLoss」
というパソコンソフトを利用することにした。
HearLoss は、会話 (Speech)、音楽 (Music)、雑音 (Noise) を再生し、聴覚障がいが与える聞こえ
方への影響を再現することができる。例えば、小さい音が聞こえないとどのように聞こえるか、高
音が聞こえないとどのように聞こえるか、音が明瞭に聞こえないとはどのような感じなのか、ある
いはそのような症状を持った人が雑音の中で会話を聞くとどれくらい聞き取りづらいのか、という
ことをこのソフトを用いて説明することによって、健聴者は伝音難聴や感音難聴などの聴覚障がい
の聞こえについてイメージしやすくなる。ただし、気をつけなければならないのは、このソフトは
「難聴の人の聞こえを完全に再現したものではない」ということである。聴力の様相、聞こえにく
さというものは一人一人が異なる。そして、疑似体験の目的は「聞こえにくいことそのものを知る」
ことにより、
「聞こえない・聞こえにくい」ことによる不安感や困り感を健聴者が実感し、どのよう
な支援を行うことが適切なのかを工夫したり、補聴器や人工内耳の装用をはじめとした「よりよい
聞き取りへの環境整備」を目指したりすることが重要である。ただ単に音が聞こえていればいいの
ではなく、相手が何を言っているのかが分かって初めて「聞こえている」といえるのだということ
を、健聴者は理解しなくてはいけない。
	
  以上のことを踏まえて、HearLoss を用いて健聴者が聴覚障がい者のニーズ、そして自分にできる
ことについて考えるきっかけとなる授業例を提案した。授業のメインは HearLoss による難聴の疑
似体験を通して聴覚障がいに関する知識、特に聴覚障がい者の聞こえや日常生活の中の困難等を説
明することで、健聴者の聴覚障がい理解に繋げたいと考えた。その上で、聴覚障がい者も聞こえに
くいこと以外は健聴者と何も変わらないということを伝えていくことが重要である。聴覚障がい者
の障がいにばかり目がいき、
特別扱いになってしまうことのないように支援の方法には注意がいる。
すなわち、
「聞こえないからできない」
、
「聞こえないから代わりにやってあげる」のではなく、聴覚
障がい者をどのように支援すれば健聴者と共に活動することができるのか考え適切な支援を行える
ようにする必要がある。教育の現場においては、教師はもちろん、周囲の子どもたちの理解と支援
があれば、聴覚障がい児・生徒の負担は減り、活動の制限もなくなるはずである。支援方法は聴覚
障がいの程度やその子ども自身の希望も踏まえて考えていくことが望ましいため、学級や学年に聴
覚障がい児・生徒がいるならば、その子どもに合ったものを考え、学校全体で共有していくべきで
ある。例えば、座席は先生や他の児童・生徒の声が聞こえやすい前列にすることや、話し合いのと
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きには机をコの字型に並べて全員の顔が見えるようにすること、そして屋外で教師等と距離が生じ
る体育の授業では目で見て分かる合図を用いるなど、すぐに実践できることも多い。何よりも、静
かで聞き取りやすい環境と、聴覚障がい者が話しやすい環境を作ることが必要であり、子どもたち
自身が常にそうした意識を持つような指導が必要である。そのような環境は聴覚障がい者だけでな
く、
健聴者にとっても生活しやすい環境でもある。
健聴者と聴覚障がい者が共に生活していく中で、
健聴者と聴覚障がい者という垣根を越えて、自然とお互いを思いやり、尊重し合う心が育まれてい
くことが望ましい。聴覚障がいが二次的なコミュニケーション障がいを生み出しているという問題
は、一刻も早く解決しなくてはいけない。
今回の授業例に用いた方法以外にも HearLoss は様々な使い方があり、どのような話し方が聞き
やすいか聞き比べてみたり、一度に複数の人が話すと聞き分けにくいことや、作業をしながら聞き
取ることの難しさを体験したりするなど、いくらでも応用できる。実際に HearLoss で難聴を疑似
体験することで、健聴者の聴覚障がいに対する認識はどれほど変化するのか調査し、より興味・関
心をひく授業を考案していくことが今後の課題である。
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日常の生活・学習素材から学ぶ情報モラル指導の在り方
内 倉 高 志＊ ・村 野 井 均＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

A Curriculum Development and Educational Practice on
Information moral training using Web educational materials
Takashi UCHIKURA and Hitoshi MURANOI

キーワード：情報モラル教育， web 教材， 情報モラルカリキュラム, web にリンクしたカリキュラム

情報化の進展により、携帯電話、インターネットが急速に普及している。茨城県牛久市立ひたち野うしく小学校は、新興住
宅地にあり、児童のネット利用率が高い。実態調査から、児童はすでにネットショッピング、オンラインゲーム、ネットオークシ
ョンも行っているが、家庭では利用に関する約束事がないことがわかった。学校が情報モラル教育を行う必要があるのであ
る。従来は、「～を守ろう」、「～をしないためには」という禁止指導の情報モラル学習であったが、情報化の進展が早いため、
子ども達には「なぜ」、「どうして」と考えさせることを中心とした、より実生活に近い学習ができるように試みる必要がある。
ＪＡＰＥＴの「情報モラル指導モデルカリキュラム」（2007）と総務省の「インターネットトラブル事例集」（2010）を参考にして、ひ
たち野うしく小学校用のカリキュラムを開発した。また、ウェブ上には、児童がネット上で出会いそうな誤情報や勧誘について
教える安全で良質な教材がアップされている。情報モラル教育を系統的に、かつ簡単に行えるようにウェブ上の教材にリン
クしたカリキュラムを開発した。開発したカリキュラムは、ひたち野うしく小学校「情報モラルのページ」としてアップした。

はじめに
情報化社会の進展により、携帯電話、インターネットの普及が急速に進んでいる。その中で、イ
ンターネット上の掲示板・メールなどを利用して特定の児童に誹謗中傷を行うなど「ネット上のい
じめ」が生じている。「平成 19 年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文
部科学省、2009）の中でも、「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる」の認知件
数は 5,899 件に昇り、ネット上のいじめが増加している。子ども達は、インターネットや携帯電話
から世界中につながっていることを理解しないまま利用している。何気なく書き込んだ個人情報、
悪気のない掲示板への書き込みが世界中に発信されていても、その影響の大きさを理解していない
*牛久市立ひたち野うしく小学校

**茨城大学教育学部
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のである。このような状況を受け、2009 年３月に告示された学習指導要領では、小学校段階から情
報モラル教育が必須となり、学校における情報モラル教育の充実は必要不可欠になってきている。
情報社会では、一人一人が情報化の進展が生活に与える影響を理解し、情報に関する問題に適切
に対処し、積極的に情報社会に参加しようとする態度が大切である。また、情報化社会の陰の部分
に対応し、適切な活動ができる考え方や態度が必要となってきている。そこで、学習指導要領では、
「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」を「情報モラル」と定め、各教科の
指導の中で身につけさせることとしている。
しかし、今まで多く行われてきた情報モラル教育は、「～を守ろう」、「～をしないためには」
というものが多く、禁止指導の情報モラル教育が多かった。これでは、児童生徒の学習がその場限
りで終わってしまい、この後の生活の中で起こりうる様々な状況に対処できなくなる。そこで、日
常生活や普段行われている授業から学習素材を選び、
できるだけ様々な状況に合わせた環境の中で、
「なぜ」、「どうして」と考えさせることを中心とし、より実生活に近い学習を取り入れることが
必要だと考える。これらの教材をまとめたウェブ上のサイトを利用した学習により、情報環境が変
化しても主体的に対応でき、情報モラルに関する考え方が身についていくといえる。
そこで、小学校において、日常生活や普段行われている授業から学習素材を選び、児童の発達段
階や地域性、児童の実態に合わせた情報モラル指導計画の作成し、計画を行うための授業計画の作
成を行う研究を通して、日常生活に活かせる判断力を高めていくことで情報モラルの育成に役立て
ようと考えた。

目 的
小学校における情報モラル指導の在り方について、日常生活や普段の授業の中から学習素材を選
び、地域や児童の実態に合わせた指導計画を作成する。さらに誰にでも実行できる授業計画の作成
を行い、簡易に授業ができるようにウェブ上の教材とリンクを張り、児童が問題場面に遭遇した時
の判断力を向上させ、情報モラルの育成に役立てたい。

研究の内容
１ 地域の
地域の現状と
現状と児童の
児童のネット使用
ネット使用実態
使用実態
牛久市立ひたち野うしく小学校は、開校２年目の新しい学校である。学校周辺は、ＪＲひたち野
うしく駅を中心にマンションや一戸建て住宅などが大幅に増加し、数年前は農村地帯だった地区が
開発され、新興住宅地として人口も急増している。それに伴い商業施設も増加し発展している地区
である。また、新しく建てた住宅が多く、それぞれの家庭の建物や設備も新しい。
情報モラルの指導を効果的に行うために、2011 年４月に５、６年生全児童にアンケート調査を行
い実態の把握を行った。以下では「子どもの携帯電話等の利用等に関する調査」（文部科学省，2009
年）の６年生の結果を全国平均として使い、比較する。
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家庭でのパソコン所有率は、５年 93.9%、６年 96.2%と全国平均 84.9%と比較してもかなり高い。
同様に携帯電話の所持率は、６年生が 28.8%と全国平均の 24.7%と比較しても多く、情報機器に触
れる機会が多いことがわかった。また、その利用形態は、６年生では 54％の児童が、自由にコンピ
ュータを使っている。その上、利用の約束を保護者と行わない家庭が５，６年生とも 40％を超え、
児童が自由にコンピュータ、携帯電話を利用することができる環境となっており、情報モラルの系
統的な指導が必要であることがわかった。
インターネットの利用実態
インターネットを利用する目的を図１にまとめた。趣味に関するもの、興味のあるもの等の調べ
物が中心となっている。音楽や動画の利用率やオンラインゲームの利用も全国平均より多い。ネッ
トオークションはまだ多くはないが、インターネットを利用して買い物をしている児童が多くいる
ことがわかる。勉強のための調べ物が全国平均を下回っていることを考えると、趣味的な活用が多
く、様々な方面での活用が考えられる。反面、パソコンを利用してのメールの送信は平均よりも少
なかったり、ブログ、プロフ、掲示板の利用も少なかったりすることから、文字の書き込みの経験
はあまり多くはないことがわかる。
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図１ インターネットの利用目的
携帯電話の利用実態
携帯電話の所持率は、６年 28.8％、５年 22.0％である。６年生は全国平均の 24.7％を超えてい
る。利用目的は、図２を見ると通話、メール利用が主である。その他、音楽、動画の利用が全国平
均を超え、多いことも特徴といえる。ダウンロードの注意点に関する学習が必要であるといえる。
インターネットの場合と同様、ブログの閲覧、書き込みは誰も経験しておらず、利用の割合は低い。
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図２ 携帯電話の利用目的
メールの使用実態
メールを利用している児童数を調査したところ、６年 50%、５年 40.7%と多く利用した経験があ
ることがわかった。これは、図２にある携帯電話所持者の利用目的と比較すると、６年 26.9％、５
年 18.3％よりかなり多くなっている。これは保護者より携帯電話を借りるなどして利用する児童も
多く、所持していないがメールを使ったことがある児童も多いためである。
このような実態から、次のような教育が必要だと考えられる。
①高学年で様々な活用の経験があるので、効果的な学習のため、高学年から情報モラルの学習を
始めるのではなく、低学年からの系統的な指導が必要である。
②ネットオークション、掲示板などの経験はまだ少ないが、児童のインターネット活用範囲が広
いため、疑似体験を取り入れながら学習する必要がある。
③音楽、動画のダウンロードをしている児童が多いため著作権教育が必要など、学校の実態に合
わせた学習内容、教材を選択する必要がある。
④自由に利用する機会が多いため、問題場面に遭遇した時にどうするかという思考・判断をする
場面を学習に取り入れる必要がある。
２ 日常の
日常の生活・
生活・学習素材から
学習素材から学
から学ぶ情報モラル
情報モラル指導
モラル指導の
指導の考え方
従来の情報モラルの指導は、『メールを正しく使うためにどうしたらよいか』、『著作権を守ろ
う』など禁止指導が多かった。それでは、日常生活の中で遭遇する問題に対処できる力を身につけ
たとはいえない。児童が「なぜ、だから、どうしたらよいだろう」と自ら考えることにより、情報
環境が変化しても主体的に対応できる力を向上させるボトムアップ的な方法が必要といえる。図３
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に、従来の情報モラル教育と、ひたち野うしく小学校が目指す情報モラル教育の違いを示す。

図３ 従来の情報モラル教育と「日常生活」をもとに学ぶ情報モラル学習の流れ
３ 日常の
日常の生活・
生活・学習素材から
学習素材から情報
から情報モラル
情報モラル指導
モラル指導を
指導を行うメリット
日常生活で起きる情報に関する問題や現象から素材を見つけ、教科の学習内容に情報モラルの内
容を追加し、教材化していく授業方法には、次のようなメリットがあると考える。
① どの児童にとっても親しみやすい学習になる
インターネットを使わないので自分には関係がないと考える児童にも、日常生活や教科の学習内容
と関連させることで、自分自身にも起こる身近な問題と考えさせることができる。
② コンピュータが不得手な教師でも指導することができる
コンピュータの指導に苦手意識を持ち、情報モラル教育を敬遠しがちな教師にとって、日常の生活
や授業内容と関わって学習していくので、誰もが指導しやすくなる。またウェブ上の教材を用意す
ることで授業に取り組みやすくする。
③ 情報環境が変化しても通用する学力を養うことができる
現在問題となっている「架空請求、なりすまし、迷惑メール」などは、常に変化し、それらの一つ
一つの問題の対処法を学習しても、
別の場面では学習したことが使えないということも考えられる。
インターネットや携帯電話の特質を押さえながら学習することで、問題が変化しても通用する情報
モラルを獲得させることができると考えられる。
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４ 「情報モラル
情報モラル指導
モラル指導モデルカリキュラム
指導モデルカリキュラム」
モデルカリキュラム」の活用
カリキュラムの作成に当たり、
「すべての先生のための情報モラルキックオフガイド」
（平成 18・
19 年度文部科学省委託事業「情報モラル等サポート事業」
，社団法人日本教育工学振興会；ＪＡＰ
ＥＴ）の「情報モラル指導モデルカリキュラム」
（以下、モデルカリキュラムと略）を参考にした。
モデルカリキュラムは、小学校１～２年、小学校３～４年、小学校５～６年、中学校、高等学校
の５つの発達段階に分け、さらに指導内容を５つの項目に分類し、発達段階に応じた学習内容を具
体的に示している。
系統的に情報モラルの指導が行えることからこのモデルカリキュラムをもとに、
指導計画を作成することとした。
しかし、モデルカリキュラムは全部を使うことを前提に作成されているので、指導項目が多い。
実態に合った部分を選択して、指導計画を立てることとした。
５ 日常生活を
日常生活を意識した
意識した６
した６年間を
年間を見通したカリキュラム
見通したカリキュラム作成
したカリキュラム作成
①日常生活を扱う授業場面
情報モラルは、道徳などで扱われる「日常生活におけるモラル」と重複するところが多い。情報
モラルと道徳の違いは、道徳で指導する「他者」や「集団や社会」がネットワークを介して関わる
ことである。そのために、授業で、
「写真への落書き」など現実社会で起こりうる行為を題材にすれ
ば、問題を身近に感じ、情報モラルの必要性がより明確に感じられる。そのような場面を想定して
判断力を高めていくためには、指導要領にもあるとおり、各教科、領域で広く取り扱うことが重要
である。その際には、各授業場面で授業のねらいを考えた組み込み方が必要になる。
また前述のモデルカリキュラムでは、情報モラルの指導内容を２つに分けている。その１つは、
情報社会における正しい判断や望ましい態度を育てること、つまり「心を磨く領域」である。もう
１つは情報社会で安全に生活するための危険回避の方法の理解やセキュリティの知識・技術、健康
への意識、つまり「知恵を磨く領域」である。その「心」と「知恵」の育成は切り離すことができ
ず、情報モラルの指導に当たっては、
「心」も「知恵」も共に意識しながら、日常的に一体的に指導
することが求められる。
「心」の領域は日常モラルの延長上にあり、
「知恵」の領域は多様な問題か
ら知恵を磨く必要があり、このことを意識しながら日常モラルを教材化していく必要がある。
②発達段階を考慮したカリキュラム
実態調査より、高学年になると多くの児童がインターネットを自由に利用していることを考慮す
れば、低学年から系統的に学習することが必要である。モデルカリキュラムの項目を実態と合わせ
て、系統的に指導できるように指導項目を学年ごとに分け、学習ができるようにまとめた。その際、
各教科、領域で取り扱う内容を分類する目安とするために、総務省の「インターネットトラブル事
例集」
（総務省，2010）に述べられている、インターネットトラブルの要素である①知識、スキル
の観点（セキュリティ面）
、②コミュニケーション不足（コミュニケ－ション面）に分けてまとめた。
日常的なモラルや学習素材を活かすために、コミュニケーション面は、主に話し合い活動を中心
とし、心の面の向上を図ることを目的に学習する。セキュリティ面は、話し合い活動に加え、実際
の教科での活動場面やコンピュータ操作等で疑似体験を取り入れ、具体的な場面や操作から判断力
を高める学習を行っていく。ひたち野うしく小学校の実態に合わせた指導項目を表１に示す。
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表１「モデルカリキュラム」をもとにひたち野うしく小の実態に合わせた指導項目
指導カリキュラムの
目標

情報モラルの指導項目
コミュニケーション

関連教科

a1コンピュータを使う場合に決められた
ルールを守る。（１年生活）
b1みんなが作った物を大切にする（2年図工）

道徳・生活・
図工

ｄ１こどもだけでインターネットを利用しない
（1年生活・家庭への啓蒙）
ｅ１知らない人に連絡先を教えない(１年学活)
ｆ２決められた利用時間や約束を守る
テレビの見方（２年学活）

学活・生活

a2ネットワークで誹謗中傷を行わない
（４年学活）
b2他人との関わり方を大切にする
(3年総合)
ｂ2自分の情報や他人の情報を大切にする
(4年総合)

道徳・学活

法の理解と遵守

c2情報発信のルールやエチケットを知り，
守る
(３年社会，総合，４年社会，道徳，総合)

道徳・学活

安全への知恵

d2見知らぬ人からのメールや，変なメッ
セージを受け取ったら大人の人に知ら
せる。(３年総合)
d2情報の中には，モラルに反するものや
誤ったものがあることを知る(３年総合)
e2情報を鵜呑みにしない (３年総合)
f1健康のために利用時間を守る
（３年ゲームの時間）

総合・学活

情報セキュリティ

g2パスワードは誰にも教えない（３年総合）

総合

公共的なネットワーク
社会の構築

i2ネットワークは共有されているものだと知
る。（４年図工鑑賞）

図工

情報社会の倫理

a3ネット上の迷惑行為にはどのようなもの
があるかを知る。チェーンメールが社会
に与える影響を知り，行わない
(5 年総合,6年学活)
a3携帯のマナーを知る(6年学活)
b3人の著作物には，著作権があることを
知り，尊重する(5年道徳，6年総合)

総合・道徳・
学活

情報社会の倫理

a1うそをついたりごまかしたりしない
（１年道徳）
a1みんなで決めたルールを守る（道徳２年）

セキュリティ

法の理解と遵守

低
学
年 安全への知恵

情報セキュリティ
公共的なネットワーク
社会の構築

情報社会の倫理

a2受け手の気持ちを考えて情報発信する
（3年道徳・４年道徳）

中
学
年

b3自分と異なる意見や立場を尊重する
（５年道徳）

法の理解と遵守

c3ルールやエチケットを守らない事例を
知り，何が良くないのか考える
(6年学活)
c3ルールがなくなったらどうなるかを考
える(6年道徳)

c3インターネットのサイトの中で，「はい」や
同意するをむやみに押さない。(5年家庭)
c3子どもだけで物を売ったり買ったりしな
い（５年家庭）

家庭・学活・
道徳

安全への知恵

d3迷惑メールに対する知識を身につける
（5年総合）
e3受け取った情報だけを信じて判断せず，
f3人の安全を脅かす行為を考えたり，行わな
別の方法で確かめる（5年総合）
い（６年道徳）
e3掲示板・ブログやチャットなどで個人情
報を漏らさないようにする(6年総合)
f3健康を害するような行動を自制する
(ネット中毒)
(5年学活)

総合・保健・
学活

高
学
年

g3パスワードは自分で管理しなければなら
ないことに気づく（5年学活）
h3ウィルスに対する簡単な知識を得る。ダ
ウンロードには危険が伴うものがある こ
とを知る（6年総合）

情報セキュリティ

公共的なネットワーク i3ネットワークは共用のものであるという意
社会の構築
識を持って使う(5年社会,6年道徳)
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① ６年間を見通したカリキュラム
学習内容が、日常の授業で自然に学ぶことができること、また、日常の生活を振り返る内容にな
るように考えて、各教科、領域の学習に取り入れられるよう計画した。表２のように、ひたち野う
しく小の情報教育年間計画に合うように、年間計画を見直しながら情報モラルの欄を追加した。
今回の指導計画では、総合的な学習、学級活動の時間を学習の中心においた。調べ学習でインタ
ーネットを学習する場合にはそのルールを考える時間を、調査のためにメールを利用する時にはメ
ールの使い方を学習するというように、日常の学習と結びついて学習できるように計画した。その
際、実態調査で児童の経験が少なかった「インターネット上でのメールの送信」、「掲示板への書
き込み」など、児童の話し合いにくい内容はウェブ教材を使った疑似体験を取り入れ、考えさせる
ようにした。
表２ ひたち野うしく小情報教育年間指導計画(情報モラルと技能目標) ＜高学年の例＞
ひたち野うしく小学校情報教育年間計画（年間の育成目標）
高学年
５年生

６年生

導入ソフト及び情報機
コンピュータを使って，自分の考え方をまとめたり，情報交換をすることができる
器環境の活用
文字入力が自由にできる

ｽﾀﾃﾞｨﾉｰﾄ
Word

プロジェクターを利用できる

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

基本技能

スタディノート

写真を加工することができる

ｽﾀﾃﾞｨﾉｰﾄ

ノートを自由に操り操作すること
ノート
ができる

作成したノートで発表をすること
ノート
ができる

ジャンプ機能などを付けたり，修
ｼﾞｬﾝﾌﾟ
飾したりすることができる

電子掲示板で他校と情報交換
ができる

データベースを利用できる

データベー メールの善し悪しを理解し利用
ス
できる

掲示板
メール

メールのやりとりを自由にできる
メール
ようになる
Wordの基本操作ができるように
Word
なる

キッズPowerPointテンプレートを PowerPoi
利用できる
nt

インターネットの活用

Yahoo/Googleで情報を求める
ことができる

得た情報を正しく活用できる

情報社会に参画する
態度

発 信 する 情 報 に 責 任 を持 ち ， 情 報 モラル や エチケ ット を守
を守 る

Microsoft

Office

情報モラルの育成

チェーンメール，迷惑メールにつ
学活
いて知る。

掲示板の活用法について知る

学活

自分の異なる意見や立場を尊
重する

道徳

携帯電話でのマナーを知る

学活

ネットオークションについて考え
る

家庭

著作権を守りながら情報を加工
することを知る

総合

有害情報について考える

総合

ルールについて考える

道徳

ネット中毒について知る

学活

ウイルス，音楽のダウンロード
について知る

学活

パスワードについて知る

総合

社会の一員として公共的な意識
道徳
をもつ

放送の公共性について考える

社会

教科の授業では、
直接情報モラルを取り扱うことは少ないが、
コミュニケーションに関わるもの、
調べたことを表現する内容に関連させた。組み込み可能な内容を学習ユニット(短時間の学習計画)
として取り入れた。
次に実際に作成した低学年（表３）、中学年（表４）、高学年（表５）の指導計画を示す。
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④カリキュラムを有効に実践できる授業案の作成
指導計画が完成後、すべての授業において指導略案、ワークシート等の資料の作成をした。これ
により「すべての先生」が授業に抵抗なく取り組めるようにした。
略案は、見やすくするために表６のように、同じ形式で作成した。その際、授業計画、ワークシ
ートだけでなく、教材として利用できる Web サイトも書き入れ、クリックすればすぐ使えるように
した。また、最初に「情報モラルモデルカリキュラム」の中目標、小目標等を書き入れることで、
「モデルカリキュラム」のどの内容を学習させているのかをはっきりさせた。
表６ カリキュラムにあわせた授業略案の例（3 年生 インターネットのルールを考えよう）
例 インターネットを使うときのルールやマナーを考えよう
モデルカリキュラム d2-1,2 e2-1,2
中目標：d2-1,2：危険や不適切な情報に出合ったときは、大人に意見を求め、適切に対応する
e2-1：情報には誤ったものもあるものに気づく
e2-2：個人情報は絶対に漏らさない
利用教材

ベネッセスクールオンライン 「はむはむのおんらいん教室」
ホームページの情報モラル講座
http://www.teacher.ne.jp/students/onlineroom/homepage/index.html

資料 ： ワークシート
【指導場面】初めてインターネットを使う授業
【展開例】 展開例参考 Web ページ
１．インターネットについての説明 （世界中につながっていること等）
２．はむはむのオンライン教室のページを見る
３．危ないホームページの例を見て、どこが危険なのか考える

・何でも信用しない。
・他人に自分の個人情報を教えない
・人に迷惑をかけない
（チェーンメールに参加しない、友だちの情報を勝手に教えないなど）
４．ホームページ閲覧の感想やあぶないと感じた点を発表する。
５．ホームページを見るルールをみんなで考える
（できれば、自分たちでルールを考えてつくる）
作成するルール 参考 Yahoo きっず！インターネットのマナーABC

『内容』① 知らない人に自分の名前や住所などを教えないこと
② 知らないサイトには注意すること
③ 相手を思いやること
④ 情報の発信には責任をもつこと
⑤ 使いすぎに注意すること
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６ 実践事例
作成した情報モラルのカリキュラム、授業略案を元に、第３学年で総合的な学習の時間を中心に
情報モラルに関する授業実践を行った。３年生は、本格的にコンピュータを授業の中で取り入れて
初めての学年なので、コンピュータを利用していく約束事を中心に学習した。また、総合的な学習
は３年生で初めて学習する内容である。自分で追求する課題を設定し、課題追求の方法を自ら選択
し、友達と交流しながら深め、自分なりにまとめていく教科である。その初めて学ぶ教科の中で、
どのようにモラルを高めていくかを実践した。
実践例：インターネットを活用するルールを考える授業の実践
総合的な学習で調べ学習を始める段階で、インターネットの使い方について学習した。児童がこ
れから活用していく段階で、ルールについて学び、そのルールを守っていくことを意識づけようと
した。まだ、インターネットに触れる機会が少ない児童も多くいたので、インターネット上にある、
Web 教材「はむはむのオンライン教室」を活用しながら疑似体験を行い、インターネットの功罪につ
いて考えさせた。授業を行った内容を、表７の指導案で示す。

表７ 「インターネットを使うときのルールやマナーを考えよう」の指導案
学 習 活 動

留 意 点

１．本時の課題を確認し、何について考えるか見通 ○インターネットは、世界中で閲覧でき、い
つでも見られるとても便利なものであるこ

しを持つ

とを意識づける。
インターネットを使うときのルールやマナーを

○本時は、そのインターネットをどのように

考えよう

使っていけば良いかを実際に利用しながら
考えていくことを伝える。

(１)インターネットについての説明
(２)インターネットの使い方について確認する
２．はむはむのオンライン教室のページを見る

○はむはむのオンライン教室のページを見

(１)はむはむのオンライン教室の中で、正しい情報

て、インターネットの利用にはどのような危

を載せているページを探し、誤っているホーム 険が含まれているか疑似体験する。
ページは、どこが危険なのか考える
・オゾン層の破壊とスズムシ観察日記が正しい

○ただ体験するだけでなく、誤ったページは

・北極の氷は間違った情報を流している

何が問題になるのか考えさせながらホーム

・酸性雨から身を守るページはへんな商品を買わ ページを閲覧させる。
す
・木を育てるページに名前や住所を書くと困った
ことが起きる
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３．ホームページ閲覧の感想やあぶないと感じた点 ○実際にみた、はむはむのオンライン教室の
を発表する。

ページの中で問題になっているところを話

・何でも信用しない

し合わせインターネットの中に含まれてい

・他人に自分の個人情報を教えない

る危険を理解させる。

・人に迷惑をかけない
（チェーンメールに参加しない、友だちの情報 ○危険をどのように回避していけばよいの
を勝手に教えないなど）

かを話し合うことによって、インターネット
の正しい使い方について考える。

４．ホームページを見るルールをみんなで考える
(１)どんなルールやマナーが必要か考える

○クラスのルールを決めていくことにより、

・情報の中身をすぐ信用しない

インターネットの使用のルールやマナーに

・住所や電話番号は書かない

ついて意識を高め、これからも守っていこう

・不思議なページは開かない

とする態度を養う。

(２)インターネットを使うクラスのルールを考える
「はむはむのおんらいん教室」は、ホームページ上の情報が必ずしも正しくないことや、作者の
意図にのせられた行動をとってしまう場合に起こるトラブルを学習し、ホームページの閲覧のルー
ルを理解することを目的としたサイトである。あらかじめスクールオンラインに用意された疑似ホ
ームページであり、害のない一般的なページだけでなく、悪意のある情報が書かれたページも閲覧
することで、児童が陥りがちなトラブルを疑似体験することができた。
話し合いの中で、基本的なホームページ閲覧ルールである、「内容のすべてを信用しない」、「書
かれていることが本当かどうか、価値があるかどうかを確かめる習慣をつける」「人に迷惑をかけ
ない」などのことについて十分話し合いができた。最後にクラスのルールとして、①内容のすべて
を信用しない、②個人情報は書き込まない、③内容をよく考えながら見るということを決めること
ができた。
これから利用していく上で、守っていかねばらならいことを、話し合いながら決めていったこと
でルールやマナーの意識が高まっていった。この活動を通して、個人情報の保護、チェーンメール
などについて意識できた。また、自分達でルールを考えることで、これから守っていこうという気
持ちが高まった。
紹介した実践以外にも、道徳の時間において、コミュニケーションを取る際には相手がいて、そ
のことをよく考える必要があること、話し言葉とメールなどの意識の違いがあり、気をつけて使い
分けしなければならないこと、学級活動の時間には、ゲームの時間が体に及ぼす影響、総合の時間
において写真の使い方と修正などについて学習した。
コンピュータを本格的に利用する初期段階である３年生にルールの必要性、またコンピュータの
陰の部分を考えていくことが達成できた。また、それ以上に情報機器によるコミュニケーションを
意識し、相手の気持ちを考える、問題点を知った上で有効に活用していきたいという前向きな考え
を持つことができたのは、成果だといえる。
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７ 研究のまとめと
研究のまとめと今後
のまとめと今後の
今後の課題
情報モラルの指導は、学習指導要領で学習内容を明確に示されているものではないため、各学校
の実態に併せて計画しなければならない。しかし、どの内容をどのように指導していけばよいのか
指針が少なく、問題が起こってから解決する、起こりそうなことを予想して学習していくなど、系
統的な指導が行いづらい現状にある。その点においては、本研究で作成した指導カリキュラムは情
報モラル指導の目安を提供できたと考える。また、日常の生活で起こりうる素材を意識して授業計
画を立てられたことは、教師が児童の様々な状況に遭遇した時どのように判断していけば良いか、
事前の対策を考えることなった。また、日常の学習素材を利用した指導計画を作成することにより、
あえて情報モラル指導の時間をとる必要がなく、
どの学年においても取り組みやすい学習になった。
情報教育が苦手な教師にも取り組みやすくなったと考える。
今後は、作成したカリキュラムを用いて更に教育実践を行い、児童の反応や学習結果を分析しな
がら、カリキュラムの改善を行ってみたい。カリキュラムやリンク集は、「情報モラルのページ」
として Web 上にアップしてある。茨城県牛久市立ひたち野うしく小学校「情報モラルのページ」の
アドレスは、http://members3.jcom.home.ne.jp/3128982401/ である。情報モラル教育を手軽に行うための
Web 教材のリンクが充実している。
このWeb にアップしたカリキュラムを広報し、
活用を進めたい。
また、牛久市の教育研究会などで、多くの先生と意見交流をし、カリキュラムをよりよいものにし
ていきたい。系統的な学習指導計画に基づいた指導を継続的に行うことにより、指導効果の検証も
必要と考える。
今回は、児童のカリキュラムが中心となったため、家庭でのモラルについては、あまり触れられ
なかった。児童の変容を考えながら、家庭への啓発の方法の開発をしていきたい。
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授業における集団的思考の場の意義に関する一考察
―― 子どもの記述と話し合いの授業場面の考察を通して ――
杉 本 憲 子∗
(2011 年 9 月 15 日受理)

A Study on the Meaning of Group-Thinking in Classroom Learning: Through an Analysis of
Children’s Descriptions and Classroom Discourse
Noriko SUGIMOTO

キーワード：個の学習過程、集団的思考、理解の深化、授業分析

本稿は、相互に考えを出し合う集団的な思考の場が、授業においてどのような意義を持ちうるかを、実践事例の分析を通し
て考察することを目的としている。具体的には、子どもが個々人で読み取りの活動をおこなった上で、それをもとに相互の考
えの交流をおこなった小学校の国語の授業を分析の対象として取り上げ、個々の子どもが書き込んだ読み取りの内容と、学
級全体で読み取りをおこなった場面での子どもたちの発言内容とを検討しながら、集団的な思考の場において個々の読み
取りがどのように交流され、発展しているかという観点から分析をおこなった。
分析を通して、集団的な思考の場面においては、子ども考えを出し合うことで、より具体的に登場人物の気持ちや場面の
状況をとらえたり、他の場面の内容を踏まえて場面を連続的な視点から理解していくなど、読みの深まりが考察された。また
こうした学習の深化を促したと考えられる要因を本授業に即して検討し、整理した。

はじめに
子どもたちの学力や学習意欲のあり方が課題とされて久しいが、今日の子どもの学力の質や学習への
意識の点に目を向けてみるとき、個々の子どもの学力の向上のみならず、子ども相互の関係を重視
し協同的に学習を進めていく、集団としての学習の意義とそうした学習の場の構築が見直されてい
ると考えられる。
学級を基本的な単位とした集団的な思考の場に関する研究や実践は、時代の中での変容を含みな
がらも、従来から重視されてきたものである 1)ことは言うまでもない。だが今日そうした学習のあ

∗
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り方が改めて求められる背景としては、学習観、すなわち学ぶという行為に関する問い直し 2)や、
その背景にあるこれからの社会で求められる力の変化 3)等があるとともに、一方で今日の学校・学
級において自他を認め合える関係の構築が課題となっていること等も考えられよう。
日比裕は、「子どもたちは、自己の関心を根底に持ちつつ自分の考えたこと、感じたことを表現
し合いながら、互いの論理をひびかせ合って、論理の関連を動的に発展させながら、発達して」ゆ
く 4)と述べている。日比は、学習におけるこうした集団的な過程を重視し、個々の子どもの考えが
相互に働き合いながら論理の関連が深められていく過程を「論理のひびき合い」と呼び、そこに教
育の課題の中核をとらえるとともに、教師の指導性の根本も子ども同士の論理のひびき合いを助け
ることにあると述べている 5)。このように集団での思考の場は、個々の子どもの思考とその表現に
支えられ、それらが相互に関わり合う中で発展的に展開される。
本稿では、国語の実践事例を取り上げ、子どもが各自で読み取りをおこなう段階と、それをもと
に相互に考えを交流する集団的な思考の場とに着目し、そこでの書き込みや発言内容を検討するこ
とを通して、集団的な思考の場の持つ意義を考察するとともに、そうした学習の深まりを促す要因
について検討する。

１. 分析の対象とする授業の概要と研究方法
（1）授業の概要
本稿で分析の対象とするのは、小学校１年生国語「花いっぱいになあれ」
（A 県 B 小学校 1 年 1 組、
2010 年 2 月実施）の授業である。授業者は、本単元の目標として「・書込みをしたり、音読したり
することを通して、想像しながら読むことを楽しむ。
・書き込むことを通して、様子を表す言葉や登
場人物の台詞に着目し、想像を広げながら読むことができる。
」という点をあげており、物語の表現
にもとづきながら想像を広げて読むことを大事にして授業を構想している。
本単元の学習活動の中心となる、物語の各場面にもとづいて読み取りをおこなう際には、まずそ
れぞれの子どもが本文に書込みをしながら読む活動をおこなった上で、個々が書き込みをした箇所
を学級全体の場で交流する。そして読み取ったことをもとに音読をする。最後に個々人がノートに
振り返りを書く、という基本的な流れで授業がおこなわれた。子どもたちは、このお話を場面ごと
にプリントして綴じられたものを教材として用いており、各場面の読み取りの際にも、それに書き
込みをおこなっている。書き込みの内容については、それぞれの子どもたちが線を引いたり吹き出
しをつけたりして、比較的自由に記入していた。本稿では、物語の第 3 場面について子どもたちが
読み取りをおこなった授業（2010 年 2 月 6 日（土）1 校時に実施）を分析の対象とする。
（2）教材の概要
本授業の教材
「花いっぱいになあれ」
（松谷みよ子作）
のあらすじについて簡単に述べておきたい。
本作品は、子ぎつねコンが主人公の物語である。学校の子どもたちが「花いっぱいになあれ。
」とい
って風船にひまわりの種をつけて飛ばし、その一つがコンの住む山の中に下りてくる。コンはその
真っ赤な風船をお花だと思い、根っこを土にうめたり水をやったりして一生懸命に世話をするが、
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翌日見に行ってみると風船はしぼんでしまっている。しかし、雨が降った後のある日コンが見に行
くと、風船の花が咲いていたあとに芽が出ている。この芽が伸びて、やがて大きな金色の花（ひま
わりの花）がいくつも咲いた。翌年には、その花からこぼれた種が芽を出し、野原中に金色の花が
咲いた。
本稿で取り上げるのは、物語の第 3 場面について学習された授業である。第 3 場面とは、
「ところ
が、つぎのあさ、目をさましたコンが、ぴょんぴょんはねながらいってみると、赤い花は小さく小
さくしぼんで、草の上にくたんとたおれていました。コンは、わあわあなきました。
」という比較的
短い箇所であり、
楽しみにして花を見に行ったコンが、
小さくしぼんでしまった赤い花を目にして、
泣き出してしまう場面である。
（3）研究方法
本稿では、子どもたちが授業の中で互いの考えを出し学び合う集団的な思考の場がどのような意
味を持つかという観点から授業の事例を検討する。そのために具体的には、最初に子どもたちが各
自で物語の第 3 場面を読み、書き込みをした内容を整理する。次に各自の読み取りをもとに相互に
考えを交流する場面の考察をおこない、各自の読み取りが全体の場でどのように展開されるか、ど
のような点が着目されたか等を、個々の読み取りの段階で子どもたちが考えたこと、気づいたこと
と照らしながら考えたい。考察は、個々の子どもの書き込みと、筆者が作成した授業逐語記録（子
どもの名前は仮名である）にもとづいておこなうものとする。

２. 各自の読み取りについての考察
（1）書き込みについて
先に述べたように、物語の場面ごとの読み取りをおこなう授業では、まず各自で取り上げる場面
の読み取りの時間を取り、その後学級全体での考えの交流をおこなっていた。本稿で取り上げる授
業においても、全体での読み取りに先立って、個人で読み取り、書き込みをする時間を 10 分程度取
り、それを発表し考えを交流し合うという方法で授業が進められた。ここでは、まずこの書き込み
の内容を考察することを通して、個々人の読み取りの段階での子どもたちの着眼点や考えについて
整理したい。
書き込みは、自分が着目した語句や文に線を引いたり、その箇所を線で囲んだりして印をし、そ
れについて自分が考えたことを記入するかたちで進められた。書き込みの形式や内容については自
由におこなわれていたが、子どもたちの書き込みの内容を整理すると、おおむね以下のような観点
と内容が記述されている。
（2）各自の読み取りの内容①：登場人物の気持ちに関する記述
１つ目は、登場人物の気持ちに関するものである。登場人物とはここでは主としてコンであり、
叙述には直接的には書かれていないコンの気持ちを想像して書き込んだものが多く見られる。
語句に線が引かれているもの、文全体に引かれているものなど着目した箇所への印の仕方は個々
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に異なるが、ここでは子どもたちが文から想像したり考えたりした内容に着目して、大まかに整理
するものとする。第 3 場面の文章の順に子どもの書き込みの内容をまとめると、下記ⅰ）~ⅲ）の
ようなものが挙げられる。
ⅰ）
「ところが、つぎのあさ、目をさましたコンが、ぴょんぴょんはねながらいってみると」の箇所
に関する書き込み
この部分に着目した児童の書き込みには、
「どうなってるかなあ」
（孝治）
、
「このまえはさいたか
らもっと大きくなってる」
（美帆）
、
「花が大きくなってるかなぁってたのしみにしていたのかなぁ？」
（真理）のように、赤い花がどうなっているかな、あるいは大きくなっているかなと楽しみにして
いるコンの気持ちを想像したものが多く見られる。とくに「ぴょんぴょんはねながら」という表現
に着目して記述している児童が見られた。
一方数名の児童は、冒頭の「ところが」という言葉に着目し、
「おもってないようなことがおころ
うとしている。
」
（竜二）や、
「ところが」は「びっくり」だとし、
「ところがっていうところは、び
っくりしてるからそうだとおもう。
」
（香織）などと述べている子どももあった。
ⅱ）上記①に続く部分、
「赤い花は、小さく小さくしぼんで、草の上にくたんとたおれていました。
」
の箇所に関する書き込み
これは、コンが目にした花の様子が書かれている箇所であるが、それを見たコンの気持ちを想像
して子どもたちが書き込んでいる。楽しみに見に行ったコンが花のしぼんでいるのを見て「びっく
り」したと書いている子どもが多く見られ、例えば「びっくり１6) きのうたおれていなくてきょ
うたおれているからっびっくりした！！」
（綾子）
、
「びっくり１ せっかくみずとかおせわをしてい
たのにかれちゃったー おみずをあげただけなのにかれちゃったからびっくりした」
（奈々）などが
ある。
また、
「たのしみにしてたのにちいさくしぼんでかなしいな。きげんがよくてぴょんぴょんはねて
いってたのにしぼんでかなしいな。またさくかな？」
（茜）のようにコンの悲しい気持ちや、
「なん
でかれちゃうの」
（将司）
、
「なんでだろう。花がしぼんでる。かれちゃったのかなぁー。ぼくがよる
ほっといたからだなぁー。
」
（香織）のように、しぼんでしまった様子を見てなぜ枯れてしまったの
かと問いかけるコンの気持ちを想像している子どもも見られた。
その他には、
「ふうせんのきもち ごめんね。
」
（玲奈）と、枯れてしまった風船の花の立場から書
いている子どももあった。
ⅲ）
「コンは、わあわあなきました。
」の箇所に関する書き込み
ここは、小さくしぼんでしまった花を見たコンの行動が表されている箇所であり、その時のコン
の気持ちに関する記述がなされている。
「かわいそう」や「かなしい」といった表現が複数の子ども
から出されているが、
「しぼんじゃったな。しぼんじゃったよお」
（菜緒）
「うわー、いやだよー。ね
っこちゃーん」
（香織）のように、嘆くような気持ちや、枯れてしまった花に気持ちを投げかけるコ
ンを想像し、コンの言葉として表現している子どもも見られる。
また、
「もっとそだてたかったのにー」
（奈々）
、
「コンの気もち なんでさいてなかったの？さい
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ているよりしぼんでいるよ。もうちょっといっしょにいたかったよ。
」
（玲奈）のように、もっと花
の世話をして、一緒にいたかったという気持ちを表現した書き込みもあった。
（3）各自の読み取りの内容②：音読の方法に関する記述
２つ目は、音読をする際にどのように読んだら良いかという観点についての書き込みである。毎
回、授業の冒頭では、その時間に取り上げる場面だけでなく、教材の全文を音読する時間を設ける
とともに、読み取りの後ではその学習の成果を生かして音読をおこなっており、子どもたちの音読
に対する意識も高いことがうかがえた。個々人での書き込みの際にも、こうした音読の方法に関す
るものが見られた。子どもの書き込みの主な内容を以下のⅰ）~ⅱ）に整理して述べる。
ⅰ）使われている言葉の意味に即した音読の仕方に関する記述
まず、使われている言葉やその言葉が物語に与える意味合いに即した声の大きさや速さで読むと
いう観点からの書き込みがあげられる。例えば、言葉の持つ直接的な意味に関わるものとして、
「小
さく小さくしぼんで、草の上にくたんとたおれていました。
」という箇所（とくに「小さく小さく
くたんと」の表現）に関して、
「小さい声でよむ まえの草の上に もじゅんびしてちょっと小さい
声」
（剛志）
、
「さいしょの小さくを大きく つぎ二かいめの小さくが小さめのこえ わけ そのほう
がちいさくなっていくようにきこえるから」
（恵利）や、
「ぴょんぴょんはねながら」の箇所を「か
るくよむ」
（菜緒）
、
「わあわあなきました」の箇所を「大きいこえ」
（謙一）で読む、などがあげら
れる。
また、用いられている言葉がその場面に与える意味合いを考えた書き込みもあり、
「ところが、つ
ぎのあさ」の箇所に関して、
「ところが」に着目し、
「くらいかんじ」
（茜）
、
「つよく わけはところ
がわおもっていないことだから」
（敬介）などの記述が挙げられる。
ⅱ）コンの気持ちを表現する読み方に関する記述
また本場面、
ここではとくにコンの気持ちを表わすような読み方で読むという観点があげられる。
例えば、物語中の「ぴょんぴょんはねながら」という箇所に関する、
「うれしいように」
（綾子）
、
「う
れしいこえで りゆう いまはごきげんだとおもうし はねてるから」
（謙一）や、
「小さく小さく
しぼんで、草の上にくたんとたおれていました。
」の箇所についての、
「かなしいこえで りゆう し
ぼんじゃったから」
（謙一）という書き込み、あるいは「コンは、わあわあなきました。
」という箇
所に関する、
「さみしそうによむといいよ」
（梨花）
、
「やさしくやさしく かなしくかわいそうによ
む。
」
（拓也）などが挙げられる。
先に①で登場人物の気持ちに関する書き込みについて述べたが、ここでの子どもたちの記述はそ
こでのコンの気持ちに関する子どもの読み取りと重なるところも大きい。文中の表現にもとづきな
がらコンの気持ちを想像し、それを音読で表現するという観点からの書き込みであると言える。
（4）書き込みの段階における子どもの読み取りについて
上記のように、子どもたちは書き込みの学習活動を通して、物語の表現に着目しながら各自で読
み取りをおこなっている。その観点としては主に、①登場人物（主としてコン）の気持ちを想像す
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る、②音読の仕方を考えるという点が挙げられた。
読み取りの内容としては、
「ぴょんぴょんはねながら」花を見に行ったり、しぼんだ花を見て「わ
あわあなきました。
」というコンの行動や、
「ぴょんぴょん」や「小さく小さく」
、
「くたん」
、
「わあ
わあ」などの様子を示す表現、あるいは「ところが」という言葉がこの場面に持つ意味などに着目
されていることがわかる。こうした、とくに第 3 場面の文章に記述されている登場人物の行動やそ
れにかかわって用いられている表現に着目しながら、直接には本場面の様子や文中に記述されてい
ないコンの気持ちを読み取るとともに、それを表現するような音読の仕方について考えていること
が考察された。

３. 各自の読み取りにもとづく全体での話し合いの場面の考察
（1）考察の対象とする授業の展開の概要
ここでは２．で述べたような子どもたちの各自の読み取りが、集団的な思考の場においてどのよ
うに生かされるか、また発展が見られるかについて、授業記録をもとに考察していきたい。そのた
めにまず、
個々の読み取りがおこなわれた後で相互の考えの交流がおこなわれた授業展開の概要を、
大まかな分節にわけて以下に示す。
［分節わけ（全体での音読と各自の読み取りの学習活動以後の授業場面の分節わけ）
］
分節①：T62~T149 「ところが、つぎのあさ、目をさましたコンが、ぴょんぴょんはねながらいっ
てみると」の箇所の「ところが」の読み方や、花を見に行く前と見に行った後のコンの気持ちにつ
いて考え、発表し合う。
-ⅰ）T62~玲奈 84 「ところが」の読み方とその言葉の持つ意味について考え、発表し合う。
「と
ころが」は「ちょっと暗めに読んだ方がいい」
（友和 63）という発言から、そのわけを考える。
「思
ってないようなことが起こる印」
（友和 67）
、
「逆のことが起こってる」
（敬介 76）など「ところが」
の持つ意味が出され、この場面での「逆のこと」とは具体的にどのようなことかについての発言
が出される。
-ⅱ）T85~T149 「ぴょんぴょんはねながら」花を見に行ったコンの気持ちと、花が小さくしぼ
んでしまっているのを見た時のコンの気持ちについて考え、発表し合う。①で「ところが」とい
う言葉から「思ってないようなこと」
「逆のこと」が起こるという考えが出されたため、
「思って
ないこと」が起こる前のコンの気持ちについて授業者が問いかける。子どもたちは花を見に出か
けた時のコンの気持ち、またそのような気持ちで行ったコンがしぼんでしまった花を目にした時
の気持ちを考え、発表する。
分節②：浩之 150~Ca193 「小さく小さくしぼんで、草の上にくたんとたおれていました。
」の箇
所の読み方について、意見を出し合う。
-ⅰ）浩之 150~玲奈 177 「小さく小さく」の読み方について考えを発表し合う。
-ⅱ）T178~Cm191 「くたん」の読み方について考えを発表し合う。
-ⅲ）T192~Ca193 「小さく小さく」と「くたん」の読み方について考えたことを生かして、こ
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の一文の音読をみんなでおこなう。
分節③：T194~T208 「コンは、わあわあなきました。
」の箇所のコンの気持ちについて考え、発表
し合う。
分節④：T209~T224 これまでの学習をもとに、第 3 場面の音読をおこなう。それぞれペアで練習
をした後、一組のペアが全体の前で発表する。発表を聞いた後、数名の子どもが感想を発表する。
分節⑤：T225~T245 各自の振り返りをノートに記入し、授業を終了する。
上記の授業場面は、各自で書き込みをおこなった内容をもとに、それを発表し合うという方法で
おこなわれている。基本的には、本文の順に沿って、分節①では、
「ところが、つぎのあさ、目をさ
ましたコンが、ぴょんぴょんはねながらいってみると」の箇所、分節②では「赤い花は小さく小さ
くしぼんで、草の上にくたんとたおれていました。
」の箇所、分節③では「コンは、わあわあなきま
した。
」の箇所を中心的な対象としながら、コンの気持ちや音読の仕方について、考えを出し合って
進められている。その後の分節④・⑤では分節①~③での読み取りを踏まえた音読や、振り返りが
おこなわれた。
上記の分節わけを見ると、分節①~③において、基本的には第 3 場面の文章の順に沿って、各自
で読み取った内容を発表し、交流していることがうかがえる。各自の書き込みの段階においても、
表現や言葉の意味に着目しながらそれぞれ読み取りをおこなっていることがうかがえたが、それら
を学級の全体の場において発表したり、検討し合ったりすることを通してどのような意味や学習の
深まりが成立し得るであろうか。相互の考えを交流する場面（とくに以下では分節①の授業場面を
取り上げる）を授業記録にもとづいて検討し、個別の書き込みと対照してみた際に着目される、全
体での意見の交流の場面の特徴について以下に述べたい。
（2）他の場面と関連づけ、考えとその根拠を具体化していく集団的思考の過程
以下では分節①-ⅱ）の場面を取り上げて、全体での話し合いの際に出てくる視点について述べた
い。個々の書き込みにはほぼ見受けられなかったが、学級全体で読み取りを交流し合う過程で子ど
もたちの発言の中に登場するのが、本授業で直接的に取り上げている物語の第 3 場面以外の他の場
面（具体的には第 2 場面）への言及である。以下は、
「ぴょんぴょんはねながら」赤い花を見に行っ
た時のコンの気持ちを考える場面の授業記録の一部である（下線は筆者が付した）
。
T85 逆のこと。コンは、じゃあどう思ってたの？真理さん。
真理 86 花が大きくなってるかと思って楽しみにしていた。
T87 真理さんに付け足しある人いますか。剛志さん。
（中略）
剛志 90 ここにさ、前のページに、
T91 前のページ。前のページだそうです。
剛志 92 「いいなあ。いまに、こういう花が、もっともっといっぱいさくよ。
」って書いてあるから（前
時の板書：第 2 場面の模造紙を指して）
、コンは、もっと花が広がると思ってた。
T93 秀治さん。
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秀治 94 僕も剛志くんと同じで、なんか花が、もっともっと増えると思った。
（中略）
恵利 100 で、花がいっぱいになってると思ったけど、行ってみたら、１つしかまだなくて、しかも枯
れてたから、枯れてたし （資料を自分の席から持ってくる）
。前の勉強で言ったんだけど、
T101 みんなに大きな声で言って。
恵利 102 前の勉強で言ったんだけど、コンは、花が枯れないように、お水をやらなくっちゃとか言っ
てて、だけど、しぼんでて、前にコンは花がしぼむのが嫌だから 。
T103 大きな声で大きな声で頑張って。
恵利 104 いろんなことしてできて、 だからそれと一緒でコンは泣いてるなーと思う。
T105 へぇー。最後までつなげたね。拓也さん。
拓也 106 えっと僕は、こっちのさ、
「きれいな花の根っこちゃん」って書いてあるじゃん（前時の板
書：第 2 場面の模造紙を指して）
。だからさ、きれいな花って言ったらさ、こっちにもさ、
「花が、
もっともっといっぱいさくよ」っていうのと同じだから、なんかいっぱい咲くと思った。

ここで話題となっているのは、物語の第 3 場面で花を見に行ったコンの気持ちについてなのであ
るが、それについての考えを発表するにあたり、
「前のページに」
（剛志 90）や、
「前の勉強で言っ
たんだけど」
（恵利 100・102）
、
「こっちのさ、
『きれいな花の根っこちゃん』って書いてあるじゃん
（前時の板書：第 2 場面の模造紙を指して）
」
（拓也 106）にもあるように、第 2 場面（第 3 場面の
前日のコンの様子が描かれている）の叙述に言及されていることが注目される。風船を見つけたコ
ンが赤いお花だと思い、
「きれいな花の根っこちゃん」と語りかけ、
「いまに、こういう花が、もっ
ともっといっぱいさくよ。
」と話していること、また「お水もやらなくっちゃ」といって花が枯れな
いように水やりをしたことなど、第 2 場面のコンの行動や台詞と関連させながら、第 3 場面のコン
の気持ちを想像していると言える。つまり、第 3 場面でのコンの気持ちを他の場面と関連づけて連
続的、立体的に物語をとらえようとしていると言える。
また、上記の場面に続く以下の発言にも第 2 場面と第 3 場面を関わらせた発言がでてきているの
で、以下に抜粋したい。
茜 124 えっと、明日はもっといっぱい咲くから、ぴょんぴょん跳ねてるんで楽しみだったのが、枯れ
ちゃった。
T125 ごめん、もう１回。
「明日は」ってどういうこと？
茜 126 つぎのあさだから、こっちの場面の時（第 2 場面の模造紙を指して）は、明日が楽しみだなぁ
って。
T127 ああ、ここかぁ。ここは、明日楽しみだなって思ってたんだ。
（中略）
茜 132 いっぱい咲くから、明日楽しみ。

上記の茜の発言は、第 3 場面が第 2 場面の「つぎのあさ」
、つまり翌日であることを受けて、第 2
場面の時にコンは「明日は（お花が）もっといっぱい咲くから」
「明日が楽しみだなぁ」と思ってい
たと考えたことを意味している。
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第 2 場面のコンの台詞には、直接的に「つぎのあさ」への期待が述べられている訳ではないが、
茜は本時で第 3 場面のコンの様子を学習することを通して、既に学習した第 2 場面のコンの気持ち
をとらえ直し、
「明日楽しみだなぁ」と思っていたのではないかと考えたのである。先に挙げた記録
からは、第 2 場面の内容と関連づけることで子どもたちが第 3 場面のコンの気持ちをとらえようと
する授業場面が考察されたが、ここではそうした関連づけによって、今度は逆に第 2 場面の理解を
再構築することにもつながっていることがわかる。
既に考察したように、個人の書き込みの段階でも、目をさましたコンが花を見に行った時の気持
ちについては「どうなってるかなあ」や「もっと大きくなってる」のように、複数の児童が記述を
おこなっていたが、主として第 3 場面の叙述やそこでの表現に着目した書き込みであり、第 2 場面
の叙述と関連づけながら考え、その根拠を示したものは見受けられなかった。しかし子どもたちが
相互に読み取りを交流し合うこの場面では、剛志 90 の発言を契機として、物語の第 2 場面でのコン
の行動や台詞を踏まえながら考えようとする発言が連続的に出されている。そうした経緯を踏まえ
ることで、第 3 場面でのコンの花に対する思いや期待、またしぼんでしまった花を見た時の悲しみ
をより深く理解することができたと考えられよう。
（3）本授業における集団的な思考の場が読みの深まりを促した要因
個人の書き込みにおいては見られなかったこうした視点が、学級全体で考えを交流する学習活動
の場面において展開されている要因として、以下のようなことが考えられる。
第一には、全体での考えの交流において、各自の考えを具体化したり、考えの根拠を問い、それ
を共有し合う過程が重視されていることが挙げられる。例えば授業者は、T67「今、友和くんが、と
ころが、は思ってないようなことが起こってるって言ったけど、それどういうことか分かる？」の
ように、書き込みをもとに発表したことが、他の子どもたちにも十分理解されるよう働きかける問
いかけ、あるいは T97「どこでそう思ったの？」や T119「どこでみんな楽しみって思ったの？」の
ように、どの叙述をもとに考えたかという考えの根拠を求める発問をおこなっている。そうした授
業者の働きかけを含め、学級全体で互いの考えを理解できるように進めようとする本授業の基本的
な姿勢によって、個別の書き込みの段階では、想像したコンの気持ちあるいは音読の仕方自体の記
述が中心であったものが、本授業場面においてはその考えの根拠となる部分を踏まえた発表がなさ
れるようになっていると考えられる。
第二には、子どもたちは友達の発言を聞き、その考え方や発表の内容を学びながら発言をしてい
るという点である。子どもたちは各自の書き込みをもとに発表をしているわけだが、その場面の自
分の書き込みをそのまま発表していくのではなく、他者の発言を聞きながら付け加えたり、修正し
たり、新しく出てきた視点について考えながら発表が進められる。第 2 場面に書いてあるコンの台
詞をもとに第 3 場面でのコンの気持ちを想像した剛志 90 の発言を契機として、
自分の考えの根拠や
とりわけ第 2 場面の叙述との関連に言及しながら発言する子どもが複数出てきていることは、先に
述べた授業者の働きかけのみならず、子どもたちが他者の発表を聞きながら自身の考えの根拠を改
めて問い、形成していくという側面もあるからではないかと考えられる。
第三には、個々の読み取りの段階においては、各自が第 3 場面の本文のみが書かれたプリント面
を読みながら書き込みがおこなわれているのに対し、全体で発表し合う場面においては、子どもた
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ちの目が教室空間に向けられ、視野が広がりやすいということが挙げられる。教室には、この時間
に取り上げる第 3 場面の文章を拡大したものが正面の黒板に貼られているのみならず、これまでの
学習経過がわかるようにという配慮から、前時で学習した第 2 場面の板書を移動式黒板に貼って教
室前面の側に掲示されていた。書き込みの段階ではややもすると各自の机上にある第 3 場面の文章
に視点が限定されがちになるのに対して、考えの交流の場面では教室内の全体に目が向き、学習の
経過が目に入りやすいことが前に学習した内容と関連づけて、物語の場面を連続的、立体的にとら
えることを促したとも考えられる。

研究のまとめと今後の課題
本稿では、近年改めて重視されている子どもが相互に学び合う学習活動の意味を検討することを
目的として、小学校の国語の授業の分析をおこなった。集団的思考の授業場面のみを考察するので
はなく、それに先立っておこなわれた個別の読み取りの学習との対照をおこなうことで、学級全体
での学習の場面に特徴的な点を明らかにすることを試みた。個々の読み取りにおいても、子どもた
ちはそれぞれに本文の叙述に着目しながら書き込みをおこなっていた。しかし子どもが相互に考え
を交流する場面では、直接的に読み取りの対象となる第 3 場面の叙述のみでなく、前時で学習した
場面の内容と関連づけるなどして、物語を連続的に理解し、登場人物の気持ちを具体的に想像して
いく様子がうかがえた。考えを相互に交流する場面においてこのような理解の深まりが促された要
因を、授業者の働きかけを含む本授業の基本的なあり方や、個別の学習と全体での交流の場面での
子どもの視野の広さの違い等の観点から検討した。
本稿では、個別の学習から集団的な学習の場へという過程を中心に授業の考察をおこなったが、
そうした過程を経て個々の子どもの理解がどのように深まっているかという観点からさらに詳細な
検討が必要となるであろう。授業記録に加えて振り返りや授業後の作文などの資料ももとに、集団
での学習が個々の理解の変容・発展にどのようにつながっているかという点を含めて、集団的な思
考の場の持つ意味をさらに検討していくことを今後の課題としたい。

注

1)

藤原幸男「戦後日本の授業研究史における集団思考概念の検討」
（
『琉球大学教育学部紀要』第 51
集、1997 年）等に詳しい。
2) 佐藤学は、授業を学習の対象との、他者との、自己との「対話的実践」としてとらえている（佐
伯胖・佐藤学他編『学びへの誘い』東京大学出版会、1995 年）
3) OECD（経済協力開発機構）の研究プログラム DeSeCo が定義づけた現代社会において必要とされる
能力（キー・コンピテンシー）においても、グローバル化の進む今日の社会において社会的・文
化的・技術的ツールを相互作用的に用いる力、他者との関係を調整しその中で自立的に行動でき
る力が求められている（ドミニク・S・ライチェン他編著・立田慶裕監訳『キー・コンピテンシー』
明石書店、2006 年）
。
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4)

5)
6)

日比 裕『教育の全体構造とその展開（上）
』名古屋大学教育学部教育方法研究室、1999 年、10
頁.
同上、23 頁.
「びっくり１」とは本場面で見つけた一つ目の「びっくり」であることを示している。子どもた
ちは、登場人物が驚いたであろう箇所を「びっくり」と呼んで、書き込みの際にもその言葉を使
って書いていた。登場人物にとっての「びっくり」が複数あると思われる場合は、
「びっくり２」
、
「びっくり３」などのように記述していた。
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地域とのつながりを考える住教育の教材検討
―― テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」を利用して――
乾

康 代*

(2011 年 9 月 15 日受理)

An Examination of Teaching Material in Community Life
Using the Animated TV Program ”Chibi Maruko-chan”
Yasuyo INUI

キーワード：住教育，住環境，遊び，テレビアニメ

地域とのつながりを考える住教育の視覚教材としてテレビアニメを検討した。「ちびまる子ちゃん」の「宝物探しゲームの
巻」は，主人公まる子らが宝物探しゲームで，地域をめぐり地域の大人たちと交流する話である。水戸市内の学童保育所に
通う小学１年から３年生の児童を対象に，本作品を視聴させ，アンケート調査を実施した。児童たちの宝探しゲームをやって
みたいという興味は 1/3 程度にとどまったが，ゲームを通していろいろな所で遊べる，人の役に立てるという評価もできた。
宝探しゲームのユニークな点は，地域の大人たちがゲームに参加しその進行を支えるという点であり，地域の人々とのつな
がりが確認できる点にある。アニメ視聴から引き出された児童の宝探しゲームへの関心から，住む地域をめぐり人々と出会う
ゲームを実践する授業を考えてみた。

1. はじめに
子どもの住まいや住環境への興味・関心を育むことの重要性が取り上げられて久しい。資源を大
切にするストック社会の構築，低炭素社会の構築は今日の重要課題であるが，これらの課題に対し
ていくためには，
家づくりや住み方に対する見識を育み具体的に取り組むことが大切になっている。
学校教育で，住宅から地域へと対象を広げつつ「住む」ことを核にして住教育を取り扱っている
のが家庭科であるが，住教育実践についての教員の苦手意識は高い。教員の苦手意識を弁護するよ
うな議論に，日本の住宅・住環境を取り巻く問題は深く広く，子どもが学習をとおして解決できる
ことは限られている，住生活で実践できることが少なく，できても住生活改善の根本的な解決には
ならない，子どもが住む住宅や住環境は多様であり，学校で一律に教えられることは少ないなどが
ある。しかし，たとえば小学校で学ぶ室内の温熱光環境のコントロールは住環境のもっとも重要な

*

茨城大学教育学部住居学研究室
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部分で，理論と方法を学べば実践でき，住生活の質を向上させることができる。地域生活について
の学習では，清潔に安全に暮らすためにはマナーやルールがあり，人々がそれらを守り実践してい
ることを理解することで，実践の意欲がわき，実践をとおして地域社会の一員としての自覚を高め
ることができる。住まいや住生活に関する子どもたちの関心は概して低いという議論もあるが，子
どもたちは家族とともに，あるいはその他周りの大人たちのなかで日々生活し，身近な空間を使っ
て遊んでいる。その過程で，空間や物への働きかけや工夫について学び，実践している。関心が低
いということはないだろう。住教育は苦手という理由で教育実践から遠ざかっているなら，住まい
と住環境の問題を自身の問題に引きつけて考える態度をもつ，自立した地域居住者を育てるという
住教育の目的実現はむずかしい。
筆者は教育学部で住居学，都市計画学関連の授業を担当している。受講生はそれぞれに住宅や住
環境に興味・関心をもっているが，彼らの興味・関心の向かう方向は住宅のインテリアや間取りが
多い。学校で系統的総合的な住教育がほとんどなされない現状に対し，住宅産業，とくにハウスメ
ーカーがテレビなどを使い圧倒的な量でもって企業の住宅イメージを植えつけてきた結果である。
住まいや住環境について自ら考えようとする生活者としての自覚が形成される前に，商品化住宅の
消費者となるようにしくまれているのである。
住教育に対する教員の苦手意識克服と住教育推進のためには，住教育の方法や実践研究がより強
力にすすめられる必要がある。最近では，授業実践の手引きがみられるようになった。そのひとつ，
インターネットで公開されている「学校で住教育をしませんか」１）では，住教育の魅力として次の
３点を掲げている。①社会に参画し，身近な人とよりよい人間関係を築くためのコミュニケーショ
ン力がつく，②学んだことを活用する力や社会で自立的に生きる力が養われる，③資源や環境に配
慮するライフスタイルが身につく，である。
「住む」ことを考えることは，ともに住む家族との生活や，地域のなかでの自身の生活を考える
ことである。よりよい住生活を考えることは，ともに住む家族と話し合い理解し合い，ともに生活
する人と協働しようとすることである。この過程への取り組みが地域と地域の課題への理解につな
がる。
地域環境のあり方や地域の人々とのつながりに関する学習は，小学校では「わたしたちの生活と
住まい（東京書籍）
」
，
「地域とのつながりを広げよう（開隆堂）
」
，中学校では「地域に参加（同左）
」
などのタイトルでとりあげられている。中学校教科書（開隆堂）では，上記の章のもとに「１ 地域
の人と交流を広めよう」
「２ 環境や資源を考えて生活しよう」というテーマが設定されている。し
かし，これらのテーマに関する教材はいまだ決して充分ではない。地域の住み手と地域施設や住環
境とのかかわり具合，地域の人々とのつながり具合など，客観視しにくい内容であるだけに教材に
は工夫が必要である。
小・中学校での取り扱いを考えるとき，子どもたちにとくに人気が高いテレビアニメは課題への
導入として検討の余地がある。たとえば「サザエさん」など家族と住まいだけでなく，サザエさん
家族は地域の人々との密なつきあいがあり，子どもたちもよく外遊びをしている状況が描かれてい
る。これらの素材は，児童・生徒に共感と理解が得られやすく，実際に「サザエさん」は小・中・
高校をとおし住教育教材としてきわめてよく利用されている。親子間で作品をめぐって話し合いし
やすい素材でもある。
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本研究では，これら子どもによく認知され家族や地域を素材にしてストーリーが組み立てられて
いるテレビアニメを取り上げ，どのような要素が取り上げられてどのように描かれているのか，教
材とした時どう評価できるかを検討したうえで，子どもたちの読み取り方を確認し，教材としてど
のように活用が可能かについて検討する。
	
  教育の現場へアニメやその他視覚教材を取り入れようとする取り組みは様々あり，たとえば，芳
賀は，アニメーションの視覚的な影響力を認め，中学校美術科でアニメーションを制作するという
課題を試みている２）。石川は，大学教育ではあるが，住居学科で構造力学という目に見えない対象
を学ぶ際にビジュアル教材で動機付ける効果を検証し，導入教育として適していることを示した３）。
本研究は，後者の研究と同様の関心をもつもので，アニメというストーリーのある視覚教材を活用
して，児童・生徒にとって地域空間や地域とのつながりという捉えにくい課題に応えようと考えて
おり，実際に放映された作品を選び出し検討した。

2.テレビアニメと子ども	
 
2-1.テレビアニメの人気と教材活用	
 
	
  幼児や小学低学年の子どもにとって人気の高いテレビアニメはどのようなものかについて，NHK
放送文化研究所の調査がある。これによれば，幼児に人気のある番組上位５位は，
「サザエさん」
（33.6％）
，
「おかあさんといっしょ」(32.4％)，
「ちびまる子ちゃん」
（32.3％）
，
「いないいないばあ
っ！」(28.6％)，
「ドラえもん」
（26.9％）である（2010 年実施）４）。アニメの人気が高く，
「サザエ
さん」を１位に，５番組中３番組を占める。
	
  小学生と中学生に人気のある上位３ジャンルは，
「お笑いやコントなどのバラエティー」
（77％）
，
「アニメ・マンガ」
（74％）
，
「ドラマ」(70％)である（2009 年実施）５）。
「アニメ・マンガ」につい
てみると，男子では，小学４，５年 92％，６年 88％，中学１年 78％と学年が上がるごとに少なく
なる。女子も同様である。少なくなるというものの，中学３年でも，男子 67％，女子 47％と相当割
合の子どもたちが「アニメ・マンガ」を視聴している。
	
  幼児や低学年の児童によく見られている上記３アニメはその人気に支えられて，
「サザエさん」41
年，
「ちびまる子ちゃん」20 年，
「ドラえもん」31 年と，いずれも長寿番組である。
	
  このうち「サザエさん」は先に述べたように，住教育教材としてよく活用されている。実際にど
のように活用されているのかについて大学生に尋ねてみると，サザエさんの父母が高齢になった時
の住空間の使い方やバリアフリーのあり方を考えるという授業があげられた。インターネット上で
公開されている資料をみると，サザエさんの住宅の間取りを調べ特徴を読み取る宿題（中学）
，サザ
エさんの家族の 20 年後を想定し，自身の家族をみつめあり方を考える授業（中学）
，サザエさんの
家族をモチーフにした住宅を CAD で作図し提案する課題（中学）
，家族に合った住宅を選択する授
業の導入としてサザエさんの家族と住まい方を考えさせる授業（高校）などがある。
「サザエさん」
は実に多彩に活用されている。ただし，取り上げられるテーマは，住宅が中心となっており，地域
空間や地域とのつながりに関した取り上げ方は見当たらなかった。
2-2.テレビアニメが描く生活空間	
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  以下では，
「ちびまる子ちゃん」を取り上げる。
「ちびまる子ちゃん」は，さくらももこによるマ
ンガをアニメ化した作品で，昭和 40〜50 年代の静岡県清水市を舞台に，作者の子ども時代の生活を
ベースにし，主人公は小学校３年生の女の子まる子である。まる子の家族は祖父と両親，姉の合計
５人家族，近隣とのつながりや商店街のにぎわい，地域空間をつかって多数の友達と一緒になって
遊ぶ子どもの姿が描かれている。	
 
	
  その分かりやすい例のひとつ，
「宝探しゲームの巻」
（1997 年８月 17 日放送）は，縁側やまちの
はずれの神社などが，子どもの居場所や「宝探しゲーム」という遊びの舞台として描かれ，地域の
人々も子どもの遊びを手伝う役割をになって登場している。宝探しゲームの話をとおして，子ども
たちと地域施設とのつながり，地域の人々とのつながり具合がわかり，その意味を考えさせてくれ
る話である。
	
  以下では「宝探しゲームの巻」を取り上げ，これを視聴した子どもたちが，
「ちびまる子ちゃん」
が描く世界にどう共感するか，そして，自分たちの生活や遊び環境を振り返るとき，どんな感想や
意見が出されるかを確認する。

3.	
 「ちびまる子ちゃん」の生活空間と地域の人々	
 
	
 
3-1.	
 「宝探しゲームの巻」の登場人物とあらすじ
登場人物	
 
	
  まる子：物語の主人公。小学校３年生	
  ／	
  永沢：まる子のクラスメート（男子）
。
「宝探しゲー
ム」の宝を隠す役割を買って出た	
  ／	
  藤木，山根，小杉：まる子のクラスメート（男子）
。まる子
とともに「宝探しゲーム」をする	
  ／	
  友蔵：まる子の祖父	
  ／	
  みまつ屋の主人：雑貨屋「みま
つ屋」を営んでいる	
  ／	
  大野，杉山：まる子のクラスメート（男子）
。
「宝探しゲーム」の協力者。
学校の校庭でサッカーをしている	
  ／	
  佐々木のじいさん：商店街でよく植木の世話をしているお
じいさん。呉服屋を営んでいる。庭仕事の手伝いをしてもらう	
  ／	
  野口：まる子のクラスメート
（女子）
。宝探しゲームの協力者で，まる子たちに電話でなぞなぞを出す。
あらすじ	
 
夏休み，とくにすることもなく，神社の境内に集まった永沢，藤木，山根，小杉は，何か楽しい
ことはないかと考え，宝探しゲームをすることになり，永沢が宝物を隠す係を買って出た。たまた
ま通りがかったまる子もゲームに参加することにした。
翌日，まる子を含む４人が神社に集まりゲームは始まった。永沢の最初の指示は，みまつ屋へ行
ってジュースを２本買うことであった。まつ子たちがみまつ屋でジュースを購入すると，店主が学
校の校庭へ行けという命令を教えてくれた。指定された学校の校庭に行くと，大野と杉山がサッカ
ーの練習をしていた。ジュースは永沢が２人への差し入れを意図して購入させたものであった。
「う
めえ！」２人はおいしそうにジュースを飲んだ。まる子たちは，２人から，自分たちを相手にシュ
ートを１本決めたら次どこへ行けばいいか教えてやると言われ，サッカー対決を始めシュートを決
めた。
次に指定されたのは，３丁目の商店街のどこかで木の世話をしている佐々木のじいさんを探すこ
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とであった。佐々木のじいさんは自宅で庭仕事をしていた。まる子たちはじいさんから庭仕事を手
伝うことも永沢の命令と言われため息をつくが，手伝いを始める。庭仕事が終わると，４人はご褒
美に縁側でせんべいをいただいた。佐々木のじいさんから聞いた次の指示は，クラスメート・野口
の家に電話をかけることであった。
野口は電話口でなぞなぞを出し，まる子たちはそれに答える。答えを出したまる子が野口からも
らった命令は，ゲームのゴール・永沢の家に行くことだった。
まる子たちは，永沢が家でなにかいい宝物を用意してくれていると期待しながら，彼の家に向か
ったが，まる子たちを迎えた彼は宝物などないと言う。彼は一日中うちの中でのんきに過ごしてい
た。宝物がないことに驚くまる子たちに，永沢は，
「今日はいろいろなことを体験できたすばらしい
日だった，それが宝物さ」と言う。がっかりするまる子たちに，永沢のお母さんがご褒美にとせん
べいをくれる。それは，佐々木のじいさん宅で食べたせんべいと同じだった。帰宅したまる子は，
その同じせんべいが，さくら家にも届いていることを知る。まる子は，野口にもせんべいをすそ分
けすることにした。
	
  「宝探しゲームの巻」の中から，地域空間と地域生活にかかわる要素を取り出し，本作品におけ
る位置づけや意味を確認する。神社，住宅の縁側，みまつ屋，みまつ屋の店主，佐々木のじいさん
を取り出した。
3-2.	
 神社	
 
	
  神社はかつて，地域コミュニティのシンボルであり，神社の祭りは地域の人々が集い交流する場
所であった。神社の境内は，まちの公園や空き地とともに，子どもたちの遊び場でもあった。
	
  本作品では，子どもたちが手持ちぶさたに神社に集まっている（図１）
。周辺の詳細は不明だが，
昭和 40 年から 50 年代，静岡県清水市という地方性も合わせて考えると，神社は子どもたちの居場
所になるような，広さや緑の木立に囲まれた境内にあっただろう。ユニークな「宝探しゲーム」は，
子どもたちの居場所となっている神社で，彼らの発案によってスタートした。
	
 

	
 
図１	
  手持ち無沙汰に神社に集まった子どもたち	
 
	
 
3-3.	
 縁側
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縁側は，住まいの中の空間だが外部に開けている。外とも内ともいえる中間的な空間であり，わ
が国の住宅における独特の空間である。おやつを食べたり，遊んだり，昼寝をしたりといった多様
な生活行為ができる空間であり，
近所の人たちとの気さくなおしゃべりや簡易の接客にも使われる。
「宝探しゲームの巻」では，さくら家の縁側と佐々木家の縁側が描かれている。さくら家では，
まる子は祖父・友蔵と縁側に並んで腰をかけ，アイスキャンデーをなめながらおしゃべりをし，佐々
木家では，子どもたちは佐々木の爺さんと並んで座り，お手伝いのお礼のせんべいをいただいてい
る（図２，３）
。縁側は，子どもを気軽に迎え，家の人とおしゃべりができる空間として機能してい
る。

図２	
  縁側でアイスを食べるまる子と祖父・友蔵	
 
	
 

	
 
図３	
  庭仕事の手伝いの後，縁側でせんべいをいただくまる子たちと佐々木のじいさん	
 
	
 
3-4.	
 みまつ屋	
 
みまつ屋は，子どもたちがお小遣いで買い物ができる雑貨屋であり，店主も子どもたちとはなじ
みである。子どもたちが立ち寄った際には，店主と子どもたちの間で何気ない会話が交わされ，店
主は会話をしながら子どもたちの様子をうかがう。
本作品では，まる子たちは，みまつ屋へジュースを買いに行き，店主は「ジュースを買った後は，
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学校の校庭へ行けって命令だったよ」と，永沢の指示を伝えてくれる（図４）
。子どもたちと店主と
のなじみの関係によって「宝探しゲーム」が始まっている。

図４	
  みまつ屋でジュースを買うまる子たち	
 
3-5.	
 佐々木のじいさん	
 
「
（佐々木のじいさんは）いつもこの辺にいるんだけどなあ」
，
「
（商店街で）毎日のように見かけ
るのにな」と言いながら，子どもたちは佐々木のじいさんを探している。佐々木のじいさんは，商
店街でいつも見かけるなじみのおじいさんである（図５）
。
佐々木のじいさんを見つけたまる子たちは，じいさんから庭仕事の手伝いも永沢の指示と聞きた
め息をつくが，それでも素直に手伝いを始める。お手伝いの後には，じいさんと縁側に並んで座り，
お礼のせんべいをいただいいた。
みまつ屋の店主と佐々木のじいさんは，子どもたちと日頃から交流をもち，子どもたちを見守り
支えている大人たちである。宝探しゲームは，こうした大人の参加と支えによってできるゲームで
あることがわかる。

図５	
  まる子たちを迎える佐々木のじいさん	
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4.	
 アンケートおよびインタビュー調査結果
4-1.	
 	
 調査の方法
	
  本調査では，30 分間弱の「宝探しゲームの巻」を児童に視聴させた後，アンケート調査を行った。
調査に際しては，当該質問に関するアニメ場面の拡大写真と，画用紙に大きく書いた質問内容と選
択肢を示した。これら内容を読み上げたうえで自分の考えに当てはまる選択肢に挙手をさせる方法
を取った。肯定か否定か二者択一の質問以外では複数回の挙手を認めた。当てはまる選択肢がない
場合や，他に意見がある場合は，その都度自由に意見を述べてもらうようにした。実施は 2011 年
１月である。
今回は，
「ちびまる子ちゃん」をよく視聴している子どもたちの感想や意見を聴取するために，水
戸市内の２学童保育所，こばと学童育成クラブ（以下，こばと）とひまわり学童クラブ（以下，ひ
まわり）に通う小学校１〜３年生の児童を調査対象とした。こばとは新荘に所在し，新荘小学区に
ある。ひまわりは東野町に所在し，吉田小学区に立地している。こばとは，三の丸小，緑岡小，石
川小，見川小，千波小，水戸聾学校の児童を対象にしており，児童の居住地は中心市街地から郊外
を含んでいる。他方，ひまわりは，緑岡小，笠原小，吉沢小，吉田小，寿小を対象に送迎を行って
おり，児童の居住地は郊外から農村地域を含んでいる。都心から農村地域までを含む様々な住環境
で生活する児童が対象である。調査対象の児童は，こばと 12 人，ひまわり 16 人，性別では男子
17 人，女子 11 人，合計 28 人である。
4-2.	
 調査結果
「ちびまる子ちゃん」を今までに見たことがあるかどうか尋ねたところ，28 人全員が「見たこと
がある」と回答した。
「ほとんど毎週見ている」と答えた児童も多かった。対象の児童全員が知って
おり人気も高い。
「宝探しゲームの巻」は面白かったかどうか尋ねたところ，
「面白かった」が 19
人，
「面白くなかった」９人であった。
「面白くなかった」と回答した児童には，まる子たちが永沢
に騙されたともいえるストーリーの終着点に納得がいかなかったという思いとつよくつながってい
る。以下では，先にみてきたキーワードごとに児童の感想や意見をみていく。
4-2-1.	
 神社	
 
こばとは中心市街地にほど近いスプロール地域にあり，寺社町にも隣接している。こうした立地
を生かして，指導員は，近くの桂岸寺のほか，足を伸ばして３km 先の吉田神社にも遊びに連れて
いる。神社やお寺で遊んだことがあるか尋ねたところ，遊んだことがある児童が 15 人，遊んだこと
がない児童が 13 人とおよそ半々に分かれた。
こばとの指導員が引率して神社に遊びに連れていって
いることがこの数値に現れているとみられる。
では，神社に遊びに行ってみたいと思うか質問すると，22 人が「行きたくない」
，６人が「行き
たい」であった。圧倒的多数が，神社を行きたくない所と捉え，人気はない。行きたくない理由は，
「面白くなさそう」16 人，
「公園で遊ぶ方が好き」12 人，
「人気（ひとけ）がない」３人，
「暑そう」
２人の順であった（表１）
。この他，
「お参りに行ったことはあるけれど，遊びに行ったことはない」
「神社は遊ぶ場所だというイメージがない」という自由意見が出された。神社は児童にとってもは
や身近な空間ではなくなっており，遊びにいく所という発想もない。神社を遊び場と考えることに
対する否定的な意見には，
「狭い」
，
「トイレがない」
，
「トイレが汚い」
，
「夜暗くなる」
，
「雰囲気が怖
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い」
，
「嫌な予感がしそう」などが出された。否定的な考えをもつ児童には，神社には遊び場として
の設備的な条件が整っていないことを問題にしていた。
他方，遊びに行きたい理由を「友だちと会える」
，
「いろいろな遊びができそう」
，
「涼しそう」の
３つの選択肢で尋ねてみると，
「涼しそう」８人，
「いろいろな遊びができそう」は２人であった。
「友だちと会える」は０人で，居場所として捉えた児童はだれもいなかった。
選択肢「人気がない」は，遊びに行きたくない理由の一つに取り上げたもので，３人がこれに該
当すると答えたが，遊びに行きたい理由として挙げる児童が数名いた。
「怖そうだから肝試しなどを
して遊びたい」
，
「人が少ないので邪魔されない。自分だけの場所にできそう」という理由だった。
数は少ないが，人気がない空間は秘密の場所にできる空間としての魅力を認める児童がいた。

表１ 神社について

遊びに行きたく
ない

遊びに行きたく
ない

22

面白くなさそうだから

16

公園で遊ぶ方が好きだから

12

人気（ひとけ）がないから

3

暑そうだから

2

涼しそうだから

8

6 いろいろな遊びができるから
友達と会えるから

1
0

	
 
4-2-2.	
 縁側	
 
縁側を知っている児童は 13 人，
知らない児童が 15 人で，
半数以上の児童は縁側を知らなかった。
自分の家に縁側がある児童はわずか２人で，
残る 11 人は祖父母などの家にあって知っているという
ことであった。
「知らない」と回答した児童の多くはまったく縁側を知らなかったが，振り返ればテ
レビなどで見たことはあるという児童や，今回の質問で初めて認識したという児童もいた。

図６	
  縁側から子どもたちは佐々木のじいさんに挨拶する
	
  自分の家にも縁側があったらいいと思ったか聞いてみたところ，20 人の児童が「あったらいい
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と思う」と回答し，縁側に興味をもった児童が多いことがわかる。
「あったらいいと思う」と答えた児童らに，もし自分の家に縁側があったらどのようなことをし
てみたいと思うか質問した（表２）
。
「おやつを食べる」と「家族や友達と遊ぶ」に多くの回答が集
まった。
「おやつを食べる」を選択した児童らからは，
「まる子たちがうらやましい」
，
「アニメのよ
うにおやつを食べたい」などの意見が出，縁側でのまる子たちの行為に強い関心が集まった。
表２ 縁側があったらどんなことをしてみたいか
家族や友達と遊ぶ

16

おやつを食べる

14

昼寝をする

11

出入りをする

0

「友達や家族と遊ぶ」と答えた児童らからは，
「ゲームを縁側に持ってきてやりたい」
，
「暖かそう
だから縁側で遊びたい」
，
「雑巾がけ競走をしてみたい」など，縁側の特性に合った遊びの想像を膨
らませていた。他方で，
「サッカーとか，ボール遊びをしたい」
，
「ビニールプールを広げて遊びたい」
という意外な発想も生まれた。佐々木家の縁側は，濡れ縁つきで大変幅広く描かれている。ここか
ら生まれた発想と思われる。
以上のように，縁側は，実物を知らない児童が多かったにもかかわらず，興味をもって受け止め
られた。縁側は，児童に遊びの想像力をおおいに刺激したことも確認できた。このように児童の想
像力を刺激する室内空間は，縁側のほかにはないだろう。
他方で，縁側を知らないか，知っていると言っても実際に縁側を見たことがない子どもが多数派
になっている今日，空間を正しく伝えるということからすると，アニメが提供する縁側のイメージ
は十分ではない。縁側について正しい理解が得られるように，写真や絵などによる補足的な説明が
必要である。
4-2-3.	
 みまつ屋	
 
自分の家の近所に「みまつ屋」のような店があるか尋ねると，
「ある」と答えた児童が 16 人，
「な
い」と答えた児童が 12 人であった。この回答をするにあたって，数名の児童から，
「セブンイレブ
ンみたいなお店のこと？」などの質問があった。
「みまつ屋」のような商店に買い物に行ったことが
ない児童には，
「みまつ屋」がそもそもどのような店なのか分かりにくい。調査者は，みまつ屋は，
子どものおやつの他，日常品がそろえられている小さなお店であることを説明したあと，みまつ屋
のような店に行ってみたいかという質問をしたところ，
「行ってみたい」と回答した児童が 20 人で
多数を占め，
「行きたくない」は８人であった（表３）
。
行ってみたいと考えた理由を，
「お店の人が優しそう」
，
「自分のほしいものが売っていそう」
，
「ど
んなお店なのか見てみたい」の３つの選択肢で聞いてみると，
「自分のほしいものが売っていそう」
と考えている児童が 17 人で最も多い結果となった。
「家の近くの駄菓子屋のおばさんが親切だから
よく行く」
，
「ほしいカードゲームを売っているからよく行く店がみまつ屋と似ている」など，自身
の知っている店の情報と重ね合わせて意見を述べていた。自分の家の近所に「みまつ屋」のような
店がないと答えた児童のうち３人が「どんなお店なのか見てみたい」と発言しており，みまつ屋に
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対する興味を示した。
行きたくないと答えた児童８人に対して，その理由を，
「スーパーやコンビニの方が好き」
，
「どん
なものを売っているお店なのか分からない」を選択肢にして質問したところ，
「スーパーやコンビニ
の方が好き」と答えた児童は５人であった。その理由を尋ねてみると，
「
（スーパーやコンビニは)24
時間営業しているから」
，
「品揃えがいいから」
，
「品物を安く売っていそう」があげられた。一方で，
「みまつ屋」に対しては，
「安物を売っていそう」
「汚そう」
，
「狭そう」などの感想が述べられた。
この質問では，規模や利便性の面で優位にあるスーパーやコンビニと，小規模な個人商店のみまつ
屋を比較する選択肢を設けて上記のような結果を得たが，みまつ屋の適切な評価を確認するために
は必ずしも適切な選択肢ではなかったことが反省された。

表３ みまつ屋について
欲しい物が売っていそうだから
行ってみたい

行ってみたくな
い

17

20 お店の人が優しそうだから

8

4

どんな店なのか見てみたいから

3

スーパーやコンビニの方が好きだから

5

どんな店なのか分からないから

2

4-2-4.	
 佐々木のじいさん	
 
まる子たちが佐々木のじいさんの家で植木の手入れを手伝い，
おやつをいただいた場面を受けて，
自分でも手伝いをしてみたいと思ったかどうか質問したところ，してみたいと回答した児童が 13
人，したくないと回答した児童が 15 人と，ほぼ半分に分かれた（表４）
。
手伝いをしてみたいと答えた児童 13 人に，その理由を尋ねた。
「喜んでもらえるから」が８人，
「おやつをもらえるから」２人であった。手伝いの意義を，おやつがもらえることよりも近所の人
に喜んでもらえることにおいている児童が多かった。
手伝いをしてみたくない理由を聞くと，
「遊んでいたい」
「面倒だから」に意見が集まった。数名
から「家の人に怒られそう」という意見が出た。詳しく聞いてみると，
「汚れて帰ったら怒られる」
，
「知らない人の家に勝手に行ったら怒られる」といった理由だった。かつては子どもたちを見守っ
てくれていた地域の人だが，現在では保護者にとって不安な「知らない人」となり，子どもが地域
の人と親しく接することに対し，強い規制を働かせるようになっている。
表４ 佐々木のじいさんのお手伝いについて
してみたい

13

喜んでもらえるから

8

おやつをもらえるから

2

遊んでいたい
したくない

11

15 面倒だから

11

疲れるから

7
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佐々木のじいさんのようなおじいさんが近所に住んでいたらいいと思うかと尋ねたところ，いた
らいいと思うと答えた児童が８人だったのに対し，
そう思わない児童が 20 人と多数を占めた
（表５）
。
現在の地域のつながりの希薄化を反映した結果といえる。
佐々木のじいさんのようなおじいさんがいたらいいと思うと答えた児童には，その理由を「優し
そう」
，
「仲良くできそう」
，
「家に遊びに行きたい」
，
「話をしてみたい」の４選択肢で質問すると，
「優しそうだから」に意見が集まった。
「隣に似たようなおじいさんが住んでいて，優しいから」
，
「自分のおじいちゃんみたい」
，
「一緒にお菓子を食べたりしたい」などの意見がだされた。他方，
いたらいいとは思わないと回答した児童らからは，
「近くに住んでいたとしても，あまり近所の人と
関わらないから」などの意見が挙げられた。

表５ 佐々木のじいさんのようなおじいさんが近所にいたらいいと思うか

思う

思わない

8

優しそうだから

5

仲良くできそうだから

3

家に遊びに行きたいから

3

話をしてみたいから

2

20

現在，子どもたちの家族は核家族が中心になり，祖父母とのつながりが薄れている。地域の中で
も世代を超えた交流はなくなっている。先の児童たちの意見はこうした状況をよく表している。こ
れに対し，本作品では子どもたちは祖父母世代とよく会話をしている。たとえば，まる子と祖父・
友蔵の間ではこのような会話が交わされている。
友蔵「へえ，宝探しゲームか」
まる子「うん，どんなことをするんだか全くわかんないけど，ちょっと面白そうでしょ？」
友蔵「面白そうじゃのう」
まる子「まあ，永沢や藤木たちが考える遊びだからあんまり期待はできないけどね」
友蔵「宝物はなんじゃろうな」
まる子「さあね。花輪君が隠す宝物なら何かいいものだろうけど，永沢が隠すとか言ってたから
どうせ大したものじゃないと思うよ。でもやるんだよ」
友蔵は，孫・まる子の話に相づちを打ちながら，まる子の次の発話を促している。
佐々木のじいさんとまる子たちの会話は，以下のようなものである。
小杉「このおせんべいはうまいなあ」
まる子「ねえ，このおせんべいおいしいでしょう。これ，佐々木のじいさんの新潟の親戚の人が
送ってくれるせんべいなんだよ。ねっ，佐々木のおじいさん？」
佐々木のじいさん「そうそう。新潟の親戚のうちがおせんべい屋をやっておるんじゃ。それでよ
く送ってくれるんじゃ」
まる子「うちもよくこれ，もらうんだよ。この前，うちのおじいちゃんがお礼の手紙と追分羊羹
を送ったんだ」
佐々木のじいさん「おお，そうそう。新潟の親戚の人たちがすごく喜んでおったよ。友蔵さんに
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よくお礼を言っておいておくれ」
まる子「うん」
会話から，佐々木のじいさん宅でいただいているせんべいが，まる子宅にすそ分けされているこ
と，友蔵は佐々木のじいさんの新潟の親戚にお礼を送ったことというつながりがあることが示され
る。これを受けて，佐々木のじいさんが友蔵にお礼を伝えてほしいとまる子に言付けている。せん
べいをとおした人のつながりの中で，まる子は，佐々木のじいさんから友蔵への言付けを伝える役
割を担う。地域の人びとのつながりの中に子どもも加わりなんらかの役割を担っている様子が描か
れている。
4-2-5.	
 宝探しゲームの評価	
 
まる子たちの過ごした１日はどのようなものであったと感じたかを，
「いろいろなところで遊べた
楽しい１日」
，
「人の役にたてた良い１日」
，
「騙されてかわいそうな１日」の３選択肢で尋ねた（表
６）
。
「騙されてかわいそうな１日」18 人，
「いろいろなところで遊べた楽しい１日」６人，
「人の役
に立てた１日」６人であった。結果的にはだまされたという事実にこだわる捉え方が多かったが，
「いろいろなところで遊べた楽しい１日」
「人の役に立てた１日」を足すと 14 人おり，物語全体を
通してゲームを評価できた児童が半数いた。学年別の集計はしていないが，上級の学年になるほど
後者の捉え方をする児童が多かったものと推測される。

表６ 宝探しゲームの評価
だまされてかわいそうな１日

18

いろいろなところで遊べた楽しい１日

6

人の役に立てたよい１日

6

宝探しゲームをやってみたいと思うかを聞いてみたところ，
「やりたくない」と回答した児童が
18 人と多数を占め，
「やってみたい」と回答した児童は 10 人にとどまった（表７）
。やりたくない
理由は，
「他の遊びの方が楽しいから」10 人，
「手伝いをしたくないから」９人，
「いろいろな場所
に行くのが面倒だから」が６人であった。
宝探しゲームをやってみたい理由は，
「自然と人の役に立てて楽しそう」が６人でもっとも多く，
ついで「ご褒美がもらえるから」
「いろいろな人と関われて楽しそうだから」がそれぞれ４人であっ
た。これらの選択肢に触発されて，
「行く場所を変えたい」
，
「行く場所を増やしたい」といった意見
が次々にあげられ，自分たちの「宝探しゲーム」をつくろうとする意欲がみられた。
表７ 宝探しゲームをやってみたいと思うか

やってみたい

10

自然と人の役に立てて面白そうだから

6

ご褒美がもらえるから

4

いろいろな人と関われて楽しそうだから

4

まちのいろいろな場所に行けて楽しそうだから

2

他の遊びの方が楽しいから
やりたくない

18 手伝いをしたくないから
いろいろな場所に行くのが面倒だから
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5.	
 まとめ	
 
「ちびまる子ちゃん」の「宝物探しゲームの巻」を取り上げ，子どもたちが地域空間を使って宝
物探しゲームをし，地域の大人たちとかかわる状況をみてきた。本作品では，縁側が子どもと地域
の大人との交流の場に使われ，神社が子どもたちの居場所になり，商店街が，子どもたちがよく行
く所として描かれている。子どもたちは，知り合いのおじいさんの家や友達の家を訪問し，家の人
たちも子どもたちをよく知っていて家に招き入れてくれる。ゲームとはいえお手伝いもする。子ど
もたちと地域の人との密接なつながりがゲームをとおして示される。
30 年以上前という時代設定の「ちびまる子ちゃん」の生活世界は，現在とは質的に大きく異なっ
ている。現在の子どもたちには，近所や地域でのつながりを含め学校以外の実社会で人びととふれ
あったり，実社会を学ぶ機会が大幅に減っている。このような閉塞的な関係の中で生活する児童ら
から，地域空間を自在に使って遊び，地域の大人と交流しながら遊ぶ楽しさへの共感を引き出すこ
とは当然とはいえむずかしい。本作品を視聴した児童たちは，話は面白いと思ったが，神社は遊び
に行きたい所とは思わず，佐々木のじいさんのような人が近所にいてほしいも思わなかった。宝探
しゲームをやってみたいと思う児童も 1/3 程度と少なく，他に楽しい遊びがあるという理由からこ
のゲームへの関心は高まらなかった。
	
  他方で，住宅の縁側にほとんどの児童が興味をもち，縁側で遊んでみたいという意見や，まる子
たちのように縁側でおやつを食べたいというあこがれも示した。また，少なからぬ児童が，宝探し
ゲームは，いろいろなところで遊べた１日，あるいは人の役に立てた１日という評価をすることが
できた。宝探しゲームをしてみたいと考えた児童からは，行く場所を変えたい，行く場所を増やし
たいなど，自分たちの宝探しゲームをつくろうとする意欲もみられた。
	
  宝探しゲームへの児童の関心の低さは，他にもっと面白い遊びがあるという理由によるところが
大きいが，知らない人の家に行ってはいけない，汚れるようなことをしてはいけないなどの規制や
制約が子どもの行動選択に影響をもたらしている側面もある。縁側に強い関心が集まったのは，地
域空間ほどの規制や制約が働かないからだともいえる。
	
  以上のような児童の意見や反応を踏まえながら，アニメ視聴から引き出された宝探しゲームへの
関心を自分たちが住む地域へ関心へとつなげる学習を考えてみたい。アニメ視聴につづき，まる子
の時代と同じころに子ども時代を過ごしたであろう児童の親から話を聞くことで，子どもの遊びや
遊び空間が変化していることに気づくことができる。これを踏まえて，宝探しゲームを自分たちで
計画をたててみるという課題を与え，どこに出かけ，地域のだれにゲームに参加協力してもらうか
を検討する。ゲームの計画と実施をとおして，地域の現状を知り地域の人々とのつながりに気づく
ことができる。
	
  地域環境や地域とのつながりを考える課題については，児童・生徒の住む環境はそれぞれに異な
るだけに，共通した認識のもとで学習することはむずかしい点もあろう。宝探しゲームはこの点，
学校や神社など地域のシンボル的な施設を起点として地域を目的的に巡り，目的的に環境や人とか
かわろうとするゲームであり，地域の探索と発見の学習ともなりうる。
	
  今回はアニメ作品の検討にとどまった。今後は，児童・生徒の関心，地域の状況に合わせた授業
実践の課題を検討したい。
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学校余裕教室を活用した子育て支援事業の事例研究
―― 水戸市立五軒小学校における「子育てぽかぽか広場」――
土 屋 早 織* ・ 乾

康 代**

(2011 年 9 月 15 日受理)

A Case Study on a Nursery Support Project Utilizing a Spare Classroom of a School
Pokapoka Nursery Square at Goken Elementary School in Mito
Saori TSUCHIYA and Yasuyo INUI

キーワード：小学校，学校余裕教室，子育て支援事業，ストック活用

少子化が急激に進行し，学校の余裕教室が増加するなか，余裕教室を活用して地域の子育て支援事業が国の事業として
その展開が期待されている。余裕教室の活用事例は全国的にもまだ少ないなか，水戸市立五軒小学校で実践されている
「子育てぽかぽか広場」を取り上げ，インタビューと観察をとおして，事業運営の実態，事業者および利用者の事業評価を明
らかにした。事業が実現した要因として，①地域の子育ての実情と課題を理解し，子育て支援事業を具体化する構想力と行
動力のある地域居住者がいたこと，②地域居住者の運営ニーズを受け止め，実現へ向けた行政の横断的な取り組みがあげ
られる。事業運営主体は，広場における出会いと交流，学校施設利用による事業の安全性と利用者の安心感を与えている
点を評価している。事業者のこうした評価の背景には，余裕教室提供者の小学校との厚い信頼関係，学校による環境整備と
安全・防犯対策がある。利用者の評価は，スタッフ態勢，学校にあるという安心感，教室の環境，学校給食による昼食会をあ
げている。課題として，乳児の親子対応の床座室と，幼児の遊びや行事に対応できる床座室の２室分離の検討，トイレや洗
面などの設備改善などをあげた。余裕教室の活用促進を図るためには，事例を整理し，余裕教室の利便性と快適性を向上
させるための課題と方策を検討するとともに，設備や内装の改善がすすめられやすい事業制度が検討されることが求められ
る。

1. 研究の目的
少子化による児童・生徒数の減少にともない，余裕教室が全国的に増加している。政令指定都市

*千葉県匝瑳市立八日市場第二中学校
**茨城大学教育学部住居学研究室
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における余裕教室の発生状況調査（1993 年）によれば，札幌市で保有普通教室数の 12.3％，川崎市
19.6％，名古屋市，大阪市，神戸市，福岡市では 20％を超え，北九州市は 25.3％となっている１）。
今日の少子化のペースを勘案すると，余裕教室比率はさらに増大していると推測される。この増加
しつつある余裕教室をどう活用するかという課題は，
学校の中だけではもはや有効な解決策はなく，
広く地域に目を向けて検討していく必要がある。文部科学省は，余裕教室の増加が課題となり始め
た 1993 年，児童・生徒や地域住民のための学習スペース，管理諸室等，引き続き学校施設として活
用する「余裕教室の活用指針」を示したが，1998 年には，学校施設以外の用途転用を認めるに至っ
た。	
 
学校施設は，その歴史的な形成過程から地域コミュニティのシンボル的施設であり，コミュニテ
ィの活動が少なくなった今日でも地域居住者にとってもっとも身近な施設である。学校施設の遊休
化が進行しつつある今日，地域住民のニーズに即した施設として利用されることは，学校施設の今
後の方向性を示すものといえる。保育所等の児童福祉施設やデイサービスといった高齢者福祉施設
利用に，その例をみることができるが，最近ではごくわずかながら，子育て支援を学校に拠点をお
いて事業を展開している事例もみられるようになった。	
 
地域における子育て支援は，母親の子育てを支援し親同士のつながりをつくるものとして，今日
つよく求められているが，その場を学校の余裕教室におき活用することは，学校の地域拠点性，ア
クセスのよさから，他の地域施設に比べても意味が大きいといえる。	
 
本研究は，こうした理解にそって余裕教室を活用して子育て支援を促進するという立場から事例
研究を行う。調査には，全国的にこうした事例が限られている中，水戸市立小学校の余裕教室で，
元 PTA 役員らのグループが運営する子育て支援事業があり，これを取り上げる。運営の実態を把握
し，課題を検討する。	
 
関連する既往研究では，酒川は，余裕教室の発生は教育の幅を広げる絶好の機会であるととらえ
るが，一時転用による特別教室や多目的室は有効に使用されている一方で，社会教育施設やクラブ
ハウスといった地域住民の利用に供する転用は少ない（5.1％）ことを指摘している。そして，今後，
施設の有効利用を図るには，大規模改造事業や学校施設複合化推進事業等，国庫補助事業による抜
本的な学校建設が必要と述べている２）。松浦らは，学校機能が子育て支援にはたす役割は大きいと
とらえ，学校の余裕教室を活用した子育て支援事業の調査を踏まえた実践マニュアルを作成してい
る３）。	
 
本研究は，これらの既往研究に学びつつ，水戸市の事例研究をとおして，地域的な課題について
検討したいと考え，以下のような構成で論をすすめる。地域子育て支援事業と学校余裕教室の活用
（２章）
，水戸市の支援事業「子育てぽかぽか広場」の運営と施設環境（３章）
，ぽかぽか広場の利
用実態（４章）
，余裕教室活用の意義と利用者の評価（５章）
，まとめ（６章）である。	
 
	
 
	
 
2.	
 地域子育て支援事業と学校余裕教室の活用	
 
	
 
2-1.学校余裕教室の発生実態と用途転換政策	
 
近年の余裕教室の増加は著しい。2003 年 5 月の 3,438 に対し，2009 年５月には 61,102 に増加し
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ている（公立小中学校対象，文科省資料）
。最近の６年間の増加率は実に 17.8 倍である。余裕教室
の増加の背景には出生率の急激な低下がある。	
 
図１に出生率の推移を示した。出生率は，1970 年をピークに以後急速な低下がすすみ，1990 年代
にその減少率は縮小したものの，出生率は低い水準のままとどまり現在にいたっている。14 歳以下
の人口推移をみると，1960 年以降の人口は一旦，1980 年にひとつのピークを迎えたあと急激に減少
し，最近は減少傾向は止まったが，きわめて低い水準でとどまったままである（図２）
。	
 

	
 
出生率の低下とこれに起因する急激な少子化の進行は，
大量の余裕教室を生み出すこととなった。
余裕教室について文部科学省は以下のように定義している。
「児童生徒数の減少等により，既存の教
室数と比較して学級数が減少し，将来とも恒久的に余裕となると見込まれる教室」
。増加の一途をた
どる余裕教室の活用策として文部省（当時）は 1993 年 4 月，
「余裕教室活用指針」を策定し，学校
施設のほか学校教育以外にも積極的な活用を図ること，そのための財産処分手続の簡素化に関する
指針を通知した。さらに 1997 年 11 月には，地域の実情等に応じた用途転用の促進を図って，財産
処分手続きの全面改正を行った。
全国の活用事例も紹介し，
余裕教室の積極的な活用を図っている。	
 
では実際に，余裕教室 61,102 が，どの程度活用され，どのような活用がされているのか（図３）
。
利用率は 99.1%で，ほとんどが何らか活用されており，未活用教室はほぼないという結果になって
いる。用途別には，学校施設 57,111（93.5％）
，学校施設以外が 3,436（5.6％）で，学校施設利用
がほとんどで，学校施設以外の利用はごくわずかしかない。	
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学校施設以外の用途は，具体的には，放課後子ども教室 2,080（3.4％）
，社会教育施設など 349
（0.6％）
，備蓄倉庫 343（0.6％）
，社会福祉施設 157（0.3％）
，児童福祉施設等 133（0.2％）
，その
他（廃校含む）374（0.6％）である。	
 
以上をまとめると，近年，余裕教室の急増が著しく，他用途利用促進のための条件整備がすすめ
られているものの，余裕教室の地域施設利用はほとんど実現していない。	
 
2-2.	
 国の地域子育て支援事業の展開	
 
出生率が低下し，地域から子どもが減るなかで，孤立した子育て家族の支援が問題となってきて
いる。現在，３歳未満児の約７~８割は家庭内で子育てされているが，そのほとんどは核家族世帯
で，子育て中の母親は，孤独感や子育てに関する不安に悩んでいるという状況がある。	
 
こうした状況を背景に，子育て家族を支援する事業が，地域の身近な場所で子育て中の親子の交
流や育児相談，情報提供ができる場を提供することを目的にして開始された。その最初の事業が
1993 年の，保育所において地域の子育て家庭に対する育児不安についての相談指導や子育てサーク
ルの支援を行う「地域子育て支援センター事業」である。2002 年には，おおむね３歳未満の乳幼児
とその親が気軽に集まり，相談や情報交換，交流ができる「つどいの広場事業」が始まった。2007
年には，上記「地域子育て支援センター事業」と「つどいの広場事業」が統合され，児童館のスペ
ースも活用しながら，
「地域子育て支援拠点事業」
（以下，支援事業）として出発することになった。	
 	
  	
 
支援事業の内容は，①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進，②子育て等に関する相談・援助
の実施，③地域の子育て関連情報の提供，④子育て及び子育てに関する講習等の実施，の４項目で
ある。	
 
	
  支援事業は，ひろば型，センター型，児童館型，の３タイプの事業で構成されている。これは，
既存の施設と機能を，子育て家族の支援に活用しようとしたものである。具体的には，ひろば型は，
既存の公共施設や商店街の空き店舗，民家等を活用し，気軽に集うことのできる常設のひろばを開
設して取り組むこととし，センター型は，保育所や医療施設，公共施設等がもつ子育て機能を利用
して，育児相談など地域へ向けた活動を目指す。児童館型は，民営の児童館を基盤に，学齢期の子
どもが来館する前の時間などを利用して実施することとしている。	
 
2008 年 11 月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」によって，支援事業は児童福祉
法上の事業として位置付けられ，市町村にはその実施に向けた努力義務が課されることになった。
2009 年現在，支援事業は全国 5,199 か所で実施されている。その内訳は，ひろば型 1,527 か所，セ
ンター型 3,477 か所，児童館型 195 か所である。そもそも子育て機能をもつセンター的既存施設で
すすめるセンター型が多い。ひろば型が，センター型に比べて半分以下にとどまるのは，地域施設
ストックの活用を具体化することの困難さを示しているものと推測される。	
 
2-3．支援事業と地域施設のストック活用	
 
実際に，ひろば型ではどのような施設が活用されているかについて，厚生労働省の「地域子育て
支援拠点事業『ひろば型』実施場所別調査」がある。この調査結果によれば，公共施設や保育所が
圧倒的に多く，これらは増加傾向にある。他方，余裕教室は，2007 年には 15 か所であったが（表
１）４），2009 年には余裕教室の凡例そのものがなくなってしまった５）。他方，松浦らの調査によれ
ば，1998 年 3 月現在で，小中高等学校の余裕教室を活用したひろば型事業の実施例は全国で，10
か所確認されている６）。	
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表１ 地域子育て支援拠点事業ひろば型の実施施設
公共
施設

空き
店舗

商業
施設等

民家

ビル・マ
ンション
等

余裕
教室

1997年

337

71

21

36

48

15

1999年

405

74

53

59

37

0

幼稚園 保育所

団地
児童館 その他
集会所

12

144

6

65

121

22

384

0

113

341

厚生労働省：地域子育て支援拠点事業「ひろば型」実施状況

	
 

	
 
厚生労働省と松浦らの調査結果には事例数に違いがあるが，いずれにしても，支援事業の余裕教
室活用は，全国的にごく限られているのが現状である。	
 
以上のように，余裕教室の活用はなかなか進展していない。こうした現状に対し，2010 年の『子
ども・子育てビジョン』では，子育て支援の拠点づくりやネットワークの充実が図られる策として，
商店街の空き店舗や学校の余裕教室，幼稚園，の活用を推進することが目された。	
 
学校の余裕教室は，廃校施設とは異なって，教師と学童が学校生活をおくっており，そこで展開
される教育活動は地域とも有機的に連携していること，施設もこうした活動のつながりの中で利用
できることなどに大きな特徴がある。子育て支援拠点事業における余裕教室の活用にはどのような
長所があり，どのような課題があるか，次章に，事例研究をとおして検討する。	
 
	
 
	
 
3.	
 水戸市の支援事業「子育てぽかぽか広場」の運営と施設環境	
 
	
 
水戸市が市民 5,000 人を対象に行った「水戸市次世代育成支援に関するニーズ調査」では，
「他の
子でも叱ってくれるような地域づくり」
「子ども会活動，地域の人と触れ合う機会を増やす」等，地
域のつながりの中で子育てをしたいという要望があることが確認できる。その水戸市では，小学校
の余裕教室を活用して支援事業を推進している数少ない事例として，水戸市立五軒小学校における
「子育てぽかぽか広場」
（以下，ぽかぽか広場）がある。水戸市子ども課と教育委員会との連携によ
り実現したものである。本章では，ぽかぽか広場の開設過程，運営，施設環境を概観する。	
 
3-1.「子育てぽかぽか広場」の開設過程	
 	
  	
 
水戸市立五軒小学校が立地する五軒町は，江戸時代，５軒の武家屋敷があったことから名付けら
れた元武家町である。小学校は，JR 水戸駅より西方２km，中心市街地中心部裏手の住宅地の中にあ
る。	
 
ぽかぽか広場開設の出発点となったのは，広場運営主体の代表となる S 氏が，近年の子育て環境
の変化に対して抱いた問題意識であった。かねてから，S 氏は｢転勤族が多いこの地域は頼れる実家
もなく，子育て中のお母さんたちの居場所がない」という思いがあった。育児不安をかかえ虐待を
してしまうという身近な人の話や新聞記事に触れ，｢私たちは子育ての経験者であるし，話しを聞く
ことくらいは出来る｣，母親たちのためのそんな居場所が必要だと考えた。	
 
	
 S 氏は，公民館または学校を子育て支援の活動の場と思い定め，2003 年，五軒小学校の PTA 役員
を務めた経験から縁のある同校の教頭に
「余裕教室で子育て支援ができないか」
と直談判を図った。
S 氏の構想に共感した教頭は水戸市へ積極的な交渉を行う一方で，当時，水戸市子ども課でも国の
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事業推進策に沿って，公共施設を活用した子育て支援事業が検討されていた。ここに，子ども課の
事業推進担当者と S 氏とが知り合いであったこと，さらに，当時，五軒小学校校長が校長会会長で
あったことなどから，S 氏の構想は実現へ向けて動き，2004 年 10 月，子育てぽかぽか広場が開設し
た	
 。	
 
3-2.	
 運営主体と事業内容	
 
広場の運営主体は，
「地域プランニンググループ(以下，APG)」である。APG は	
 2004 年 10 月に活
動を開始した。総勢 25 名，元水戸市立五軒小学校の PTA 役員で構成され，組織は，代表，副代表，
会計，書記によって運営されている。APG は，当該広場運営ほか，地域子どもの教室事業，水戸芸
術館でのフリーマーケットの運営，依頼によっては公開講座を行う等，地域を基盤とした活動を展
開してきている。いずれの活動もボランティアであるが，ぽかぽか広場は，水戸市から委託を受け
た事業として，市から「教授料」が給付されている。	
 
ぽかぽか広場の基本方針は，
「親子で遊びながら，情報交換や子育ての相談ができる場所です。子
育ての先ぱいたちが優しくサポート」することである。APG の構成員の中には，保育士や介護士と
いった，子育てと関連する専門資格を持つ人がいる。しかし，ぽかぽか広場は，専門家の立場から
の支援ではなく，親子のための場の提供をとおし，子育ての経験者として親子を見守ることを大切
にしている。ぽかぽか広場の原則は，主体は利用者にあり，スタッフは利用者の遊びや情報交換を
サポートする立場であるということである。	
 
	
  ぽかぽか広場は，週１回火曜日の午前９時 30 分から正午までの２時間 30 分開かれる。広場開催
日の運営にはスタッフのシフトが組まれてはいるが，構成員の中には職をもつ人や他方面で忙しい
人も多く，仕事の合間や休暇を取って支援に参加する人もいる。広場参加のスタッフは定着しつつ
あるが，構成員のそれぞれの事情を配慮して，｢来れる人は来る｣といったごく柔軟な姿勢で運営さ
れている。	
 
小学校との関係は，
運営主体が五軒小学校の元 PTA 役員で構成されるグループであることもあり，
よい信頼関係が築かれ，学校の広場運営への理解と支援は厚い。ぽかぽか広場の事業内容にも，こ
のことがよく反映されている。親子の遊び，子育ての情報交換，保健師による育児相談や指導など
の基本的な活動のほか，児童と乳幼児との交流・遊び，学校給食による昼食会，ぽかぽか広場を取
り上げた総合学習や特別活動がある。このほか，教員から，ストーブの入れ替えや壊れた備品の取
り替えなど，日常的な管理作業援助も受けている。広場ではこの他にも，双子や三つ子の子どもと
その保護者を対象に親子同士の交流を促す「ふたごちゃん，みつごちゃん講座」を開講している。	
 
3-3.	
 余裕教室の活用状況と対策	
 
松浦らの調査には，子育て支援事業に活用されている余裕教室の整備例が紹介されている７）。２
教室間の壁の一部を抜いて通り抜けができるようにした例，教室内の一角にカーテンで授乳のため
の仕切りをつくった例，廊下を仕切って食事・授乳スペースや事務スペースをつくった例のほか，
床にカーペットや畳を敷いたり，
クーラーや電気ポットを使うために電気工事をした例などである。
いずれも簡易の整備策である。原状復帰ができるようにということであろうが，廊下の居室化など
温熱・光環境はきわめて低いとみられる。	
 
ぽかぽか広場が活用している余裕教室も上記の例と同様，特段の改修は行っていない。室は，南
向きの普通教室で，
南側には全面窓と外との出入りができる出入り口が設けられ，
北側外には廊下，
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西側壁には黒板，東側壁には，ランドセルや道具箱などが収納されていた備え付け棚，絵本棚があ
る（写真１）
。	
 

	
 
水戸市によって事前に用意されたものは，絵本や積み木，おままごとセット，子どもたちに人気
のボールプール，いるかの乗り物等の玩具類，ストーブと扇風機，布団類である。運営開始後，APG
の要望に沿って，カーペットや電気カーペットが備えられた。スタッフの手作り品として，玩具や
ぬいぐるみも用意された。教室の北側廊下にある手洗い場とトイレは乳幼児用の改修はされておら
ずそのまま利用されておらず，乳幼児用のおまるが備えられた。	
 
４章で示すように，ぽかぽか広場に乳幼児は，０歳から６歳まで幅が広く，かつ０歳児と１歳児
が多いという特徴がある。親子の遊びや児童と乳幼児の遊び，母親同士の会話，乳児のオムツ替え・
授乳・睡眠，昼食会，子育て講座や育児相談などきわめて多彩な行為・行事が，余裕教室１室で展
開されている。	
 
こうした多様な利用形態に対応するために，約 60 ㎡の教室は全面床座形式をとり，広い床面が確
保されている。
おもちゃ箱や利用者のバッグ類は棚に収納して床面を広く空け，
カーペットの上で，
積み木遊びや絵本読みをしたり，乳児を抱きながら母親が車座になって雑談などが展開される。し
かし，この同一空間で，幼児が走り回ったりボール投げをしたりといった動的な活動も加わる。と
きには幼児同士のぶつかり合いが起こったり，錯綜する利用状況のなか座る場所を決めかねて立ち
往生する母親の姿もあった。多彩な利用事情のあることを踏まえ，APG では，以下のような安全，
防犯，衛生対策を実施している。	
 
事故・ケガ防止策：	
 	
  教室には死角はなく危険な設備もないが，時に子どもは大人の予測を超え
る事故やケガを引き起こしてしまうこともある。スタッフは子どもの目線に立って危険なものがな
いか，事故に繋がるものはないか観察し，必要に応じて防止策をとっている。子どもが頭を打たな
いよう，黒板のチョークサッシをエアキャップ（気泡性緩衝材）でカバーする，使わないロッカー
の扉は指を挟んだりする恐れがあるので開閉できないようにガムテームで固定する，電気コードは
まとめコンセントは隠すなどの工夫をしている。	
 
防犯対策：	
  大阪教育大学附属池田小事件（2001 年）をきっかけに，小学校では｢警察官立寄所｣
の看板や防犯カメラの設置，部外者の立ち入りを規制したり，警備体制を強化する等の安全対策を
とるようになった。APG スタッフも学校のこうした取り組みを深く受け止め，防犯スプレーを設置
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し広場の出入り口・窓 2 か所に「防犯スプレー設置」の警告シールを貼っている。幸いにもいまま
で事故はなく，スタッフの間には学校は他の公共施設に比べ安全であるという意識が一方にある。
緩みがちな防犯意識に対し，
スタッフは，
絶えず室内から外の人の動きを観察することにしている。	
 
衛生管理：	
  積み木やままごとセット等の細かい玩具は子どもが口にし，舐めたりすることがあ
るので，広場終了後には必ずスタッフ総出で玩具ひとつひとつを丁寧にアルコール・除菌シートで
拭いている。同時に玩具が壊れていないか等の点検を行っている。	
 
3-4.	
 関連機関との連携	
 
小学校とのつながりは，先に述べてきたように，児童との遊び・交流，総合学習など授業への取
り込み，など多面にわたる。教頭は，毎週広場を訪問し，備品チェックや利用の様子を見に来てい
る。調査時も，教頭の手助けでぽかぽか広場のストーブの用意や，壊れた時計の取り替えがなされ
た。	
 
	
  児童とのつながりもある。中休み（10:20〜10:40）になると広場に児童が訪れる。児童が広場に
きたときのマナーとして，上履きや靴を揃えることを教え，｢児童の良いところを発見したときは，
本人に直接言葉でほめるとともに教員にも伝えるようにしている｣と，
教育的な配慮がなされている。
	
 
ぽかぽか広場は，子どもを中心とした多世代交流の市施設「わんぱーく・みと」を窓口としてつ
ながっており，こうしたつながりを利用して市の保健師を迎え子育てに関する相談を受け指導をし
ている。	
 
	
 
	
 
4.	
 利用実態	
 
	
 
	
  本章では，利用者のぽかぽか広場の利用状況をみ，および広場の評価を確認する。広場が開かれ
た 2010 年 11 月 30 日，12 月７日，14 日，21 日に，利用者へのアンケートおよびインタビュー調査
を行った。この４回のぽかぽか広場開催日の運営スタッフ，利用者，訪問者数は表２のとおりであ
る。12 月 21 日に利用者が多かったのは，学校給食による昼食会が開かれたからである。インタビ
ューした利用者は，11 月 30 日３組，12 月７日５組，12 月 14 日３組，12 月 21 日 14 組，	
 合計 25	
 
	
 
表２ 調査日の運営スタッフと利用者，訪問者
スタッフ 利用者
（人） （組）

調査日

天候

調査時間

11月30日

晴れ

10:00~12:00

5

6

0

12月7日

曇り

9:45~12:20

4

8

児童２
水戸ファミリーサポー
トセンター職員１

12月14日

曇り

9:50~12:20

4

7

教頭

25

教頭
児童10
市広報取材班２
森永乳業職員２

12月21日

晴れ

9:45~12:30
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表３ インタビュー対象者の子の年齢

人

0歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

11

10

5

7

2

0

1

	
 
組である。インタビュー対象者の子の年齢は表３のようであった。０歳と１歳がもっとも多く，４
歳以上は少なかった。	
 
4-1.	
 アクセスと利用頻度	
 
交通手段は，自家用車が圧倒的に多く（22 組）
，自転車あるいは徒歩が１組，徒歩２組であった。
公共交通機関を利用して来る人はいなかった。自家用車で来るという子ども 2 人連れの母親は「子
どもが 2 人いて，電車とかバスに乗るのはきつい」と言う。子ども連れの外出には負担がともない，
とくに複数の子ども連れとなると負担はさらに増大するために，自家用車の利用が中心となる。そ
こで，駐車場の有無が施設の選択や利用回数に大きく反映する。	
 
	
  五軒小学校では，広場の利用者とスタッフ用として，教職員の駐車場で空いているスペース・体
育館側の駐車場・校門前・校門に面する通りに駐車場が提供されている。自転車や徒歩で来る利用
者も少数いるが，いずれも子ども１人連れで，五軒町やその周辺に住んでいる人である。	
 
ぽかぽか広場までの所要時間は，＜５分＞が６組，＜5〜10 分＞が２組，＜10 分＞が６組，＜15
分以上＞が３組であった。利用者の多くは水戸市内に在住であるが，中には車で 30 分かかるといっ
た市外居住者の利用もみられた。	
 
利用頻度について，＜初めて＞が 10 組，＜月１回＞が１組，＜月１，２回＞が２組，＜月３回＞
が４組，＜毎回＞が１組，＜これまでに 5 回以内＞が４組，＜その他＞１組は，｢暖かい日は比較的
来るが，寒くなってきて子どもが風邪をひいていたりすると来れないので，利用頻度はまちまちで
ある｣と答えた。月３回以上の常連利用者が一定割合を占める一方で，初めての親子も多い。スタッ
フによると，
「晴れの日は洗濯等に追われて利用者が減る。雨の日は外で遊べないから利用者が増え
る」という。乳幼児をもつ親にとって，天候は，外出と広場利用を規定する重要な要素となってい
る。	
 
滞在時間は，＜１時間＞が５組，＜１時間半＞が４組，＜２時間＞が 12 組，＜２時間半＞が３組，
＜その他＞が１組であった。
滞在 1 時間の利用者は
「来始めの頃は張り切って早く来ていたけれど，
最近は（来るのが）のんびりになってしまった」と言う。利用者にとっては，わずか１時間でも，
ぽかぽか広場には参加する魅力や価値がある。	
 
4-2.	
 ぽかぽか広場を知ったきっかけ	
 
ぽかぽか広場は，市報をはじめ，
『水戸市子育て総合ガイドブック』や水戸市ホームページに掲載
されている。このほか，茨城新聞や讀賣新聞・よみうりタウンに，ぽかぽか広場の紹介と広場の様
子が紹介されている。	
 
利用者がぽかぽか広場を知ったきっかけは，＜友人から当広場の話を聞く，紹介された，誘われ
るた＞が 13 名，＜市報やパンフレット等を見たり，読んだりした＞が 10 名，＜その他＞２名であ
る。クチコミが大きな役割を果たしていることがうかがえる。インタビューからも「以前，五軒小
地区に住んでいた友人がいて，誘われて来ました」
「私は○○さんから（ぽかぽか広場のことを）聞
いて来ました」という声が聞かれた。＜その他＞２例は，母親が運営スタッフ，子が五軒小学校に
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通っているという例であった。	
 
4-3.	
 ぽかぽか広場での過ごし方	
 
	
  積み木やおままごとセット等の玩具で遊んだりする親子もいれば，絵本の読み聞かせをする人と
様々である。０歳児の子どもを持つ母親たちは，手の届く範囲に子どもを居させたり，抱っこしな
がら育児相談や世間話をしている（写真１）
。１歳児は，よちよちと広場内を歩き回る子が多く，母
親たちは子どもに付いて回ったり，離れていても子どもに目を配っている。２歳児以上の子どもは
子ども同士で遊んでいるのが目立つが，ボール投げをしていて他の子に当たらないかと母親たちは
心配し，常に周囲に気を配りながら子どもを見守っている。	
 
子ども同士の遊びの中で起こる小さないさかいに，親たちの対処をみた。２人がいるかの浮輪に
乗って遊んでいたところ，どっちが前に乗るかで争いし始めるとすぐさま母親が子どものところへ
行き，｢○○（子どもの名前）は今まで前に乗っていたよね。次は○○ちゃん（他の子どもの名前）
に交換タッチしよう｣と言い聞かせ，
自分の子どもだけではなく他の子どもも同時に気にかけている。
また，初対面の親子でも子どものほうから｢○○ちゃんママ，今からピクニックに行こう｣とごっこ
遊びに誘い，何組かの親子が一緒に遊び，意気投合している様子も見られた。	
 
	
 親同士の交流が広がる点もぽかぽか広場の特徴である。
「○○（他の子育て支援施設名）では，
お母さん同士が子どもそっちのけで話に夢中になっている」
「もうすでにママさんグループが出来て
いる」と，親同士の輪に不安の声を挙げる人もいる。当広場にも，ご近所同士・友人といった広場
外で既に交友があり，広場へ一緒に訪れる母親もいるが，
「毎週広場に来れば，会える」
「その場に
いるお母さんたちと話す」と広場での出会いを大切にしている母親も多い。
「先輩ママたちのアドバ
イスを聞きたい」と他の母親たちに話かける積極的な母親もいる。広場に馴染めていなかったり，
孤立している親子は見当たらなかった。	
 
育児の悩みについて，
「こんなことを聞いていいのか」と，	
 保育士などの専門家に相談すること
をためらう母親は少なくない。その点，子育て中という同じ境遇の母親のほうが，気軽に話し合え
る。育児に関することは，
「主に，スタッフよりはお母さんたちにする」と答えた人が多かった。話
をして，心配していたことが｢あぁ，大丈夫だ｣と安心できたり，
「次はこうしてみるか」とヒントが
得られると言う。ぽかぽか広場は，親同士の交流をとおして，子育ての悩みを打ち明け孤独感を解
き放てる場となっている。	
 
スタッフももちろん，子育ての先輩として親たちにとって頼りになる存在となっている。
「子ども
が病気にかかってしまって，こんな時はどうしたらいいのか」と，相談する様子もみられた。	
 
スタッフは，また，子どもたちにとっても良き遊び相手である（写真２）
。スタッフが「ボールプ
ールやりますよ」と言うと子どもたちははしゃいで駆け付ける。	
 
利用者の中には，子どもが五軒小学校に通っている，夫の母校など，五軒小学校と縁がある親子
もいるが，多くの利用者は五軒小学校と縁はない。	
 
「休み時間になると，児童がぽかぽか広場に遊びに来てくれる」と，児童との交流を取り上げる
母親は多い。乳幼児も児童との触れ合いを楽しみにしている。３歳・５歳の幼児は力いっぱい児童
にボール投げをしているが（写真３）
，途中児童の間で｢手加減しなよ｣｢これでも手加減しているよ｣
と幼児を気遣う声も聞こえてくる。０歳〜２歳の乳幼児は母親と一緒，あるいは周辺にいることか
ら，児童は親子に積極的に近付いていっておままごとセットを優しく手渡したり，時に抱っこした
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りして遊んでいる（写真４）
。	
 
	
 

	
 
	
  	
  	
  	
  	
  写真２	
  ブロックで遊ぶ幼児とスタッフ	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  写真３	
  ボール投げをする幼児と児童

ぽかぽか広場では月に 1 度，学校給食による昼食会がある（写真５）
。始まりは利用者からの要望
で，スタッフが校長や栄養士に掛け合って実現した。当初は学期末１回であったのが，今では月１
回一食 240 円（予約制，約 30 食限定）で給食を食べることができる。かつては，栄養士がぽかぽか
広場を訪れ，子どものごはん作りを教えに来てくれていたとのことで，利用者から好評を仰いでい
る。しかし，学校給食が食べられるということがひとり歩きしてしまい，給食の時間にだけぽかぽ
か広場に訪れる人もいる。	
 
	
 

	
 	
 	
  	
  	
  	
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
写真４	
  乳児と遊ぶ児童

	
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
4-4.	
 親子の変化	
 
広場にかかわってからの親子の変化について，５つの選択肢で尋ねた（表４）
。＜子育てが楽にな
った＞が３組あった。
「広場がなければ子どもと２人きりで引きこもってしまうから，
（広場があっ
て）助かる」と記載している。＜子どもが成長した＞３組，これと関連して，＜子どもが生き生き
してきた＞１組あった。子ども同士で遊び，新しい遊びを覚えたり，刺激を受けるなかで，子ども
の変化をみてとった親が合計４組あった。＜子育てへの自信がついた＞は１組である。
「２人目を妊
娠中で心配もあるが，広場にいる子ども 2 人連れのお母さんたちを見て大丈夫そう」と記述してい
る。＜特に変わらない＞は４組であった。うち３組は広場利用が｢これまでに数回｣，1 組が｢月１回｣
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と少ない親子であった。	
 
	
 
表４ 広場に参加してからの親子の変化
子どもが生
子どもが成 子育てが楽
子育ての知 子育てに自 特にかわら
き生きして
長した
になった
識が増えた 信がついた
ない
きた
組

3

3

1

1

1

5

	
 

	
 
	
 
5.	
 余裕教室活用の意義と利用者の評価	
 
	
 
子育て支援事業を，学校の余裕教室で実施することの意義を S 氏に尋ねた。氏の話より，次の２
点が抽出できた。①多世代との出会い・交流，②学校の安全対策で得られる安心感，である。第一
の点は，ぽかぽか広場では，親子同士の出会い，子ども同士の出会いに加え，親子と運営スタッフ，
乳幼児と児童の出会いと交流がある。
これらの出会いと交流が子育て支援を豊かなものにしている。
運営スタッフにとっては，
さらに，
子どもたちとの出会いが事業の喜びや充実感をもたらしている。
S 氏は言う。
「乳幼児と遊んだり触れあったりすることはどんな仕事よりも楽しいし，子どもからパ
ワーをもらえて日々充実できる。広場はこうした取り組みであることをみんなに知ってほしいし伝
えていきたい」
。まちで小学校の児童に会った時，
「先生，こんにちは」と挨拶してくれると嬉しい
気持ちになるという。第二の点については，教頭が広場を毎回見回りにくるなど，学校の広場に対
する細やかな配慮がある。これが，運営者にとっての広場運営の安心感を支えている。	
 
他方，利用者にとって，ぽかぽか広場のよいところはどこか，自由記述方式で尋ねた。回答は大
きく５項目に分類できた。＜スタッフの態勢＞＜学校にあるという安心感＞＜教室の環境＞＜学校
環境というよさ＞＜学校給食による昼食会＞である（表５）
。	
 
	
 
表５ ぽかぽか広場の良い点

組

スタッフの
態勢

学校にある
という
安心感

児童との
交流

教室の環境

5

4

4

3

学校環境の 学校給食に
よさ
よる昼食会
2

1

その他
3

	
 
第一に多かったのは，＜スタッフの態勢＞である（５名）
。利用者は，｢スタッフさんが母みたい
で良い｣｢スタッフさんが多い｣と答えている。＜学校にあるという安心感＞	
 については（４名）
，
「他
の子育て支援施設と比べて学校のほうが安心感がある」と述べられ，安心感という点で，学校の余
裕教室を活用することの優位性が示されている。＜児童との交流＞については（４名）
，｢児童と関
わると子どもが甘えたりする｣とちょっとした子どもの変化に気づくことができ，
「子どもがお姉さ
んたち（児童）と遊んだりすると刺激になる」と述べている。	
 
＜教室の環境＞については（３名）
，
「この教室の広さが（子どもの行動・様子を）見切れる範囲

- 288 -

土屋・乾：学校余裕教室を活用した子育て支援事業の事例研究

で，凹凸もなく安心」
「この広さだから誰が何をしているのかもわかるし，お母さん同士も近くで話
せる」
。空間が広いと子どもへ目が届きにくくなり，保護者はついて回らないといけない。教室の広
さは，子どもを安心して見守れるとともに，親同士のコミュニケーションもとりやすいという２つ
の長所があることを指摘している。＜学校環境のよさ＞については（２名）
，室内の環境のほか，学
校の施設・環境も評価の対象となっている。うさぎ小屋はとくに人気があり，多くの親子は退出時
にはうさぎ小屋を覗いてから帰っている。最後に，＜学校給食＞がある（１名）
。｢子どもが学校給
食を食べることができるのか見てみたい｣と述べている。	
 
要望として，感染症予防対策，ふたごちゃん・みつごちゃん講座の宣伝，各講座の増加，外遊び
を可能にして欲しい，駐車場不足の心配，があった。	
 
	
 
	
  	
 
6.	
 まとめ	
 
	
 
	
  本研究は，小学校の余裕教室を活用した地域子育て支援拠点事業「子育てぽかぽか広場」を例に
して，運営と利用状況を把握し，運営者・利用者の評価について検討した。	
 
	
  全国的にも事例の少ない，余裕教室活用の地域子育て支援事業であるが，水戸市立五軒小学校で
この事業が実現した要因として以下の２点があげられる。第一に，運営主体代表の S 氏のように地
域の実情を熟知し子育て支援のニーズに応えたいとする地域居住者のつよい働きかけがあったこと，
第二に，地域居住者の運営ニーズを受け止め，実現へ向けた行政の横断的な取り組みがなされたこ
とがである。S 氏のような地域の人材が決して少なくないことにかんがみれば，こうした運営ニー
ズと人材を掘り起こすことも事業成立の重要な要素となるといえる。	
 
余裕教室を活用した子育て支援事業の評価は高い。運営主体は，親同士の出会いと交流，乳幼児
と児童の出会いと交流，親とスタッフとの出会いにこの事業価値があると評価する。学校という場
が，子育て事業の安全性確保と利用者の安心感を与えていることも付け加えている。こうした評価
の背景には，余裕教室提供者の小学校との厚い信頼関係，学校と事業運営主体による環境整備と安
全・防犯対策がある。運営にかかわる個人としても子どもらとの出会いが事業運営の充実感と喜び
をもたらしていると評価する。	
 
他方，利用者のぽかぽか広場に対する評価も高く，スタッフ態勢，学校にあるという安心感，教
室の環境，学校環境というよさ，学校給食による昼食会を評価している。	
 
運営主体と利用者双方のこれらの評価を踏まえつつ，余裕教室利用の課題について検討してみた
い。先に，利用者からは，利用室について広さは適切であるとの評価のあることを確認したが，そ
れは見守りのしやすさと安心感の確保という視点からであった。しかし，安全性からすれば，乳児
の床面での遊び空間と幼児のボール遊び空間は分離するのが望ましいし，衛生面からも，乳児の授
乳やおむつ替えなどのために空間分けされるのが望ましい。松浦らが事例として紹介した，２教室
の壁を穿って行き来できるようにしたり，廊下を居室化するなどの工夫は，こうした要望に応えよ
うとしたものと推察される。このほか一時的ではあるが，給食による昼食会では，多数の親子が広
場を訪れ身動きがとれない事態が発生している。	
 
以上のように考えると，乳児の親子対応の床座室と，幼児の遊びや行事に対応できる椅子座兼用
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の床座室の２室に分離する方法が検討されてよいだろう。こうすれば昼食会のような行事にも対応
できる。また，トイレや洗面などの設備利用についても，教室から遠く暗い，便器のサイズが合わ
ず利用しにくいなど，アクセスやサイズ上の問題も検討されてよいだろう。	
 
今後，各学校で増加している余裕教室の活用促進を図るためには，事例を整理し，余裕教室の利
便性と快適性を向上させるための課題と方策を検討するととともに，設備や内装の改善がすすめら
れやすい事業制度が検討されることが求められよう。	
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教育困難校における卒業者と中途退学者の比較研究
―― Q-U から見えた傾向 ――
深 谷 佳 子＊ ・ 丸 山 広 人＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

A Comparative Study of Graduates and Dropouts－Students in High Schools Facing Educational
Difficulties：The Tendency Shown by Q-U
Keiko FUKAYA and Hiroto MARUYAMA

キーワード：中途退学、学校不適応、Q-U、教育困難校、学習動機づけ

「ひきこもり」や「フリーター」等、若者のあり方は大きな社会問題になっている。これらの予備軍と目されるのが、高等学校
の中途退学者であり、平成21年度は、全国に５万６９４８人の中退者がいた。全体的に見れば1.7％だが、学校別に見ていけ
ば、教育困難校における中退率の問題はより深刻である。そこで本研究では、中退者の傾向を明らかにし教育困難校にお
ける中退問題に対する支援のあり方を検討することを目的として、教育困難校の新入生を対象に Q-U を年間５回調査した。
そして中退した生徒が、在学中に学校生活をどのようにとらえていたのかを検証した。まず、卒業群と中退群の学級生活満
足度の群別出現率に有意差はなく、中退者に学級生活不満足群が多いとはいえないことがわかった。次に学校生活意欲合
計得点群別の出現率からは、中退者と卒業者の学校生活意欲に差はないことが明らかになったので、学校生活意欲の変動
に注目をした。すると中退者は「学習意欲」だけが大きく変動していたことがわかった。このことにより中退者は学習動機づけ
が影響を受けやすく揺らぎやすい傾向にあることがわかった。そこで、中退者を予防するために、教師は生徒にとっての学
習資源であることに自覚的になり、生徒の状況に応じた学習動機づけを刺激し続けることが必要となる。

研究の背景
15～34 歳の子ども・若者におけるいわゆる「ひきこもり」の推計数は 69.6 万人（内閣府政策統
括官，2010）である。いわゆる「フリーター（若年層のパート・アルバイト及びその希望者）
」は、
平成 22 年度で全国に 183 万人いるとされ、前年に比べ５万人増加し２年連続の増加となった（総務
省，2011）
。
「ひきこもり」や「フリーター」等、若者のあり方は、大きな社会問題になっている。
――――――
*茨城大学教育学部附属教育実践総合センター心理教育相談室
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そしてこれらの予備軍と目されるのが、高等学校の中途退学者（以下中退者と表記）である。平成
21 年度の国・公・私立の高等学校における在籍者数に占める中退者の割合は 1.7％、全国に５万６
９４８人の中退者がいた（文部科学省，2010）
。高校中退率の算出は、２年生、３年生における退学
がその下の学年で退学した者を除いて計算されるため低く算定されており、実際には 7～8%が高校
を卒業できていないという指摘もある（青砥，2009）
。また全体的に見れば、1.7％であるが、学校
別に見ていけば、教育困難校における中退率の問題はより深刻な状況にある。

問題と目的
高等学校における中退や不登校といった「不適応」をめぐる先行研究の切り口は多様である。北
村・加藤（2007）は、高等学校において、不登校・保健室登校・中退生徒のうちでひきこもり傾向
の強い事例について養護教諭に調査し分析している。そして高校時代に中退や不登校などの状態に
なっている生徒の多くが将来ひきこもり生活に陥る可能性を示唆している。田中（2008）は、学校
での不適応傾向（非社会的傾向・反社会的傾向・身体化傾向）とパーソナリティ特性との関連の背
後にある遺伝要因と環境要因の相対的な影響について検討し、子どものパーソナリティ特性によっ
て学校での不適応問題の内容が異なること、またその背後にある遺伝要因と環境要因の効果を明ら
かにした。そして、子どものパーソナリティ特性を十分に考慮した上で友人や教師との温かい交流
を持てるような家庭・学校での働きかけが重要だとしている。また、永作・新井（2005）は、高校
生への質問紙調査から、中学校から高等学校への学校移行期において、適応的な移行を導く要因を
検討し、
自律的に高校進学を行うことがその後の学校適応につながることを示唆している。
しかし、
古賀（2004）は、教育困難校でのエスノグラフィーで、
「自律的に高校進学を行うこと」が難しい現
状を報告し、
「学校不適応の事例という枠組みからではない中退理解の必要性」があると指摘してい
る。市原・森田（2011）も、47%の中退者が出る学校の事例を報告し、
「高校中退の問題を社会的な
構造としてとらえていく必要がある」としている。苅谷（2008）が指摘するような階層化された社
会の下流では、
「学力の階層差といった問題を超えて、学習意欲や学習に向けての構えの格差」があ
ることが歴然である。
「教育問題としての高校中退」だけで解釈するには限界があり、社会の構造上
の問題として捉えなければならないと考えられる。しかし、学校現場では、社会の構造が改善され
ることを黙って待つだけというわけにはいかない。そこで、不適応生徒のスクリーニングに関する
研究に目を向けると、肥田・鈴木（2009）は、高校生に対するメンタルヘルス調査を通して学校不
適応になる可能性のある群を拾い上げる質問紙を作成している。そして、有益な二次予防の介入に
は、単に質問紙調査でアセスメントを行うだけではなく、バウムテストなどとの組み合わせも検討
する必要があるとしている。河村（1999）は、中退した生徒が学校生活全体に不適応であった割合
が高いことから、生徒の援助ニーズを把握するための尺度として Q-U アンケート（学校生活意欲尺
度と学級満足度尺度）を開発し、これによって教師が二次的教育援助レベル以上を必要とする生徒
を発見できるとしている。承認得点と被侵害得点からなる「学級生活満足度尺度」は、生徒一人一
人が学級生活満足群、非承認群、侵害行為認知群、学級生活不満足群、要支援群にプロットされる。
そして、
「学校生活意欲尺度」は、5 領域（友人との関係・学習意欲・教師との関係・学級との関係・
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進路意識）からなる合計得点で、学校生活に対する帰属度・満足度・依存度や友達関係・学習の問
題・学級活動の問題・進路に対する意識など、学校生活のどの領域に援助を必要としているかを測
る。1 万人以上の生徒を対象に標準化された心理検査で、全国の平均的な分布や群ごとの出現率等
が示されており、比較が容易にできるという利点を持っている。この尺度を使った苅間澤・入駒・
河村（2000）は、
「進学校には学校生活満足群の生徒が多く、非進学校では、学校生活不満足群の生
徒が多いことが認められた」としている。河村（2006）は、
「学級生活不満足群の中でも、要支援群
となると、不登校になる可能性、いじめを受けている可能性が高く、早急に個別対応が必要」とし
ている。しかし、高等学校、特に教育困難校においては、不本意入学者の割合は高く、もともと不
満を抱えながらの入学者も多数存在している。深谷・丸山（2010）は、教育困難校におけるグルー
プ・ワークの実践において、生徒の状態を把握する手段として Q-U を用いた。この時、14 名の中
退者のうち４名は要支援群経験者であったが、残りの 10 名は要支援群には入ったことはなかった。
また、満足群・非承認群・侵害行為認知群・不満足群のいずれにも中退者が存在していた。このこ
とから、学級生活不満足群（要支援群を含む）の生徒の中退率が、本当に高いのか否かを検証して
みる価値があるのではないかと考えた。更に、全日制高等学校の学年別中途退学率が、1 年生 2.3％、
2 年生 1.4％、3 年生 0.4％（文部科学省，2010）と中退者の半数以上は 1 年生であったことから、特
に１年生に注目する必要がある。そして、毎年中退者が数多く出る教育困難校において、中退者が
学校生活をどのようにとらえていたのかについて具体的に把握する意義は大きく、要支援群にとら
われずに、中退者に関する何らかの傾向を見出すことができるのではないだろうかと考えた。そこ
で、本研究においては、例年全国平均の約 10 倍、20％以上の中退率を記録するいわゆる教育困難校
の新入生を対象に、中退した生徒が、在学中に学校生活をどのようにとらえていたのかを検証し，
その傾向を明らかにし教育困難校における中退問題に対する支援のあり方を検討することを目的と
した。

方法
１ 調査対象
全日制普通科の公立高等学校 3 校 10 クラスの 1 年生。合計 330 名（男子 133 名 女子 197 名）
２ 調査内容
学級満足度尺度・学校生活意欲尺度
３ 調査時期
第 1 回：200Ｘ年 5 月中旬、第 2 回：200Ｘ年 7 月中旬、第 3 回：200Ｘ年 9 月上旬、第 4 回：
200Ｘ年 11 月下旬、第 5 回：200Ｘ+1 年 2 月下旬
４ 実施手続き
調査は、学級担任が学級単位で実施した。調査結果は、学級経営に生かせるよう概ね 2 週間以内
に各学級担任にフィードバックした。
５ 分析対象
200X＋3 年 3 月、各校の卒業者と中退者を把握した。内訳は卒業者 245 名（男子 100 名、女子 145
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名）中退者 85 名（男子 33 名、女子 52 名）であった。卒業者のうち、欠損回のあった 10 名と中退
者の内１度も調査に参加できなかった 9 名を除き、卒業者 235 名（男子 98 名 女子 137 名）を卒業
群、中退者 76 名（男子 28 名 女子 48 名）を中退群として、分析対象とした。5 回調査を行う中で、
順次中退者が出たため、回を追う毎に中退群の数は減っている。

結果
１ 卒業者と中退者の学級生活満足度には差があるのか
中退群と卒業群において、学級生活満足度には差があるのだろうか。学級生活満足度尺度は、満
足群、非承認群、侵害行為認知群、不満足群、要支援群に分類される。この５つの分類において、
たとえば、卒業群は満足群に位置づく者が多く、中退群のそれは不満足群に位置づくものが多くな
るといったことがあるのだろうか。このことを調査するために、卒業群と中退群の学級生活満足群
別の出現率をもちいて、第 1 回目から第 5 回目までそれぞれχ２検定を行い両群の学級生活満足度
には差があるのかを検討した。その結果、第 1 回はχ２(4）=0.64,n.s.、第 2 回はχ２(4）=0.85,n.s.、
第 4 回はχ２(4）=0.30,n.s.、第 5 回はχ２(4）=0.63,n.s.と、卒業群と中退群の学級生活満足群別の
出現率に有意な差は認められなかった。第 3 回のみχ２(４)=0.04，p＜.05 と 5％水準で有意な差が
見られたが、要支援群を不満足群に加えた出現率で見れば有意な差は認められず、中退者は卒業者
よりも不満足群が多いとはいえない。各回の進退別・学級生活満足度の群別人数と出現率（%）及
び検定結果を Table１に示す。
Table1
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

各回の進退別・学級生活満足度の群別人数と出現率（％）及び検定結果

進退
卒業

男子
n =98

女子
全体
n =137 n =235

中退

n =28

n =48

卒業

n =98

n =137 n =235

中退

n =21

n =41

卒業

n =98

n =137 n =235

n =76

n =62

中退

n =21

n =40

卒業

n =98

n =137 n =235

中退

n =17

n =33

卒業

n =98

n =137 n =235

中退

n =14

n =27

全国平均

n =61

n =50

n =41

満足群
72
(30.6)
21
(27.6)
71
(30.2)
15
(24.2)
69
(29.4)
9
(14.8)
66
(28.1)
7
(14.0)
68
(28.9)
9
(22.0)
（25.0）

非承認群 侵害行為認知群
86
29
(36.6)
(12.3)
31
13
(40.8)
(17.1)
88
39
(37.4)
(16.6)
22
12
(35.5)
(19.4)
86
36
(36.6)
(15.3)
23
15
(37.7)
(24.6)
83
42
(35.3)
(17.9)
18
12
(36.0)
(24.0)
75
39
(31.9)
(16.6)
12
8
(29.3)
(19.5)
（31.0）

（13.0）

不満足群
38
(16.2)
9
(11.8)
27
(11.5)
7
(11.3)
37
(15.7)
8
(13.1)
32
(13.6)
8
(16.0)
40
(17.0)
10
(24.4)

要支援群
10
(4.3)
2
(2.6)
10
(4.3)
4
(6.5)
7
(3.0)
5
(8.2)
12
(5.1)
4
(8.0)
13
(5.5)
1
(2.4)

χ ２（4）
0.64，n.s.

0.85，n.s.

0.04 ＊.

0.30，n.s.

0.63，n.s.

（31.0）
＊

ｐ ＜．05
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２ 卒業者と中退者の学校生活意欲には差があるのか
中退者と卒業者の学校生活意欲には差があるのかを上記と同様に、出現率で検討した。学校生活
意欲尺度は、下位尺度である「友人との関係」
「学習意欲」
「教師との関係」
「学級との関係」
「進路
意識」の 5 つの得点の合計点の、100 点満点中 46.5 点未満を低群、46.5 点以上 58.5 点未満を中低
群、
58.5 点以上 70.5 点未満を中群、
70.5 点以上 82.5 点未満を中高群、
82.5 点以上を高群に分類し、
グラフ化して活用される。全国平均的には、中群を中心に、山型の正規分布を示す。本来はクラス
単位で活用するものであるが、全体をまとめ、卒業群と中退群に分けてそれぞれをグラフ化した。
学校生活意欲合計得点の分布を、Figure１～Figure5 に示す。そして、卒業群と中退群のそれぞれ
の学校生活意欲合計得点群別の出現率について、第 1 回目から第 5 回目までそれぞれχ２検定を行
い両群の学校生活意欲の群別出現率に差があるのかを検討した（Table2）
。その結果、第 1 回はχ２
(4）=0.17,n.s.、第 2 回はχ２(4）=0.16,n.s.、第 3 回はχ２(4）=0.18,n.s.と、第 1 回から第 3 回まで
は、
卒業群と中退群の学校生活意欲の群別出現率に有意な差は認められず、
グラフに示したように、
どちらの群も全国平均的な正規分布であった。第 4 回はχ２(4）=0.02，p＜.05 と 5％水準で有意な
差が見られ、第 5 回は、χ２(4）=0.00，p＜.01 と 1％水準で有意な差がみられた。グラフからも中
退群は意欲得点中群の割合が尐なく正規分布にならなかったが、学校生活意欲の高低にかかわらず
中退者が存在した。これらのことから、中退者と卒業者の学校生活意欲に差はなく、中退者の学校
生活意欲は卒業者よりも低いとはいえない。

１：低群
２：中低群
３：中群
４：中高群
５：高群

Figure1 学校生活意欲合計得点の分布（第 1 回）
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１：低群
２：中低群
３：中群
４：中高群
５：高群

Figure2 学校生活意欲合計得点の分布（第 2 回）

１：低群
２：中低群
３：中群
４：中高群
５：高群

Figure3 学校生活意欲合計得点の分布（第 3 回）

１：低群
２：中低群
３：中群
４：中高群
５：高群

Figure4 学校生活意欲合計得点の分布（第 4 回）
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１：低群
２：中低群
３：中群
４：中高群
５：高群

Figure5 学校生活意欲合計得点の分布（第 5 回）

Table２
第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

各回の進退別・学校生活意欲合計点の群別人数と出現率（％）及び検定結果
進退

男子

女子

全体

卒業

n =98

n =137

n =235

中退

n =28

n =48

n =76

卒業

n =98

n =137

n =235

中退

n =21

n =41

n =62

卒業

n =98

n =137

n =235

中退

n =21

n =40

n =61

卒業

n =98

n =137

n =235

中退

n =17

n =33

n =50

卒業

n =98

n =137

n =235

中退

n =14

n =27

n =41

意欲低群
15
(6.4)
8
(10.5)
12
(5.1)
5
(8.3)
20
(8.5)
8
(13.3)
16
(6.8)
9
(18.4)
14
(6.0)
10
(25.0)

意欲中低群 意欲中群
40
(17.0)
21
(27.6)
45
(19.1)
18
(30.0)
43
(18.3)
13
(21.7)
54
(23.0)
16
(32.7)
60
(25.5)
9
(22.5)

86
(36.6)
22
(28.9)
82
(34.9)
20
(33.3)
87
(37.0)
25
(41.7)
86
(36.6)
16
(32.7)
80
(34.0)
12
(30.0)

意欲中高群 意欲高群
71
(30.2)
18
(23.7)
65
(27.7)
9
(15.0)
46
(19.6)
11
(18.3)
57
(24.3)
6
(12.2)
57
(24.3)
3
(7.5)

23
(9.8)
7
(9.2)
31
(13.2)
8
(13.3)
39
(16.6)
3
(5.0)
22
(9.4)
2
(4.1)
24
(10.2)
6
(15.0)

χ ２（4）
0.17，n.s.

0.16，n.s.

0.18，n.s.

0.02 ＊

0.00 ＊＊

全国平均
＊

ｐ ＜．05

＊＊

ｐ ＜．01

３ 学校生活意欲の変動
学校生活意欲合計得点群別の出現率からは、学校生活意欲の高低にかかわらず中退者が存在し、
中退者と卒業者の学校生活意欲に差はないことが明らかとなった。そこで次に、学校生活意欲の変
動に注目をした。生徒個別の下位尺度の得点ごとのちらばりをみることで、変動をつかむことがで
きる。学校生活意欲の下位尺度である「友人との関係」
「学習意欲」
「教師との関係」
「学級との関係」
「進路意識」の 5 つの得点について、卒業群は 5 回の調査結果が全てある生徒について、中退群は
2 回以上の調査結果がある生徒について、各々の尺度ごとの分散を算出した。そして、卒業群と中
退群別に学校生活意欲下位尺度別の分散の平均を算出した。これに対して、t 検定を行い両群の各
学校生活意欲下位尺度の変動には差があるかどうかを検討した（Table3）
。
検定の結果「友人との関係」は、t（299）＝.590，n.s.「学習意欲」は、t（299）＝4.325，ｐ＜．
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「学級との関係」は、t（299）＝1.794，n.s.、
「進
01、
「教師との関係」は、t（299）＝1.379，n.s.、
路意識」は、t（299）＝1.176，n.s.と、
「学習意欲」のみ、中退群と卒業群に有意な差が見られた。
分散の標準偏差では、両群を通して、卒業群の「学習意欲」が、6.63 で最も低い値であり、変動が
小さいことがわかる。また、中退群の「学習意欲」が、16.46 と最も高い値で、中退者は卒業者よ
りも「学習意欲」の変動が大きいことがわかった。更に、中退群の「友人との関係」は 9.42、
「教
師との関係」は、9.26、
「学級との関係」は、8.89、
「進路意識」は、9.65 であったことから、中退
者の学校生活意欲はみな大きな値を示すわけではなく、
「学習意欲」だけが、他の４尺度と比較して
も大きな値であることがわかる。
これらのことから、
学校生活意欲の高低だけではわからなかった、
中退群と卒業群の差が、
「学習意欲」の変動にあり、中退者は「学習意欲」だけが大きく変動してい
たことがわかった。

Table3 進退群別・学校生活意欲下位尺度得点の分散の平均値及び検定結果
友人との関係
学習意欲
教師との関係
学級との関係
進路意識

進退
卒業
中退
卒業
中退
卒業
中退
卒業
中退
卒業
中退

n =235
n =66
n =235
n =66
n =235
n =66
n =235
n =66
n =235
n =66

分散の平均値
7.00
7.85
5.15
10.97
6.66
8.71
6.51
8.51
7.09
8.57

分散のSD
(10.48)
(9.42)
(6.63)
(16.46)
(11.00)
(9.26)
(7.75)
(8.89)
(8.80)
(9.65)

ｐ値
.555
.000

***

.169
.074
.240
*** ｐ ＜．001

考察
１ 教育困難校における学校不適応とは
義務教育ではない高等学校では、高校卒業の資格を得ることが第 1 目標となる。そこで、本研究
では、学校生活のルーティンに乗れず、中退することを「学校不適応」と考えてきたので、その点
から考察を進める。
卒業者と中退者の学級満足度の群別出現率に有意な差はなく、中退群の中に特に学校生活不満足
群（要支援群を含む）が多いわけではないことがわかった。卒業群全体の 5%前後は要支援群にあ
りながら卒業することができた。教育困難校においては、不本意入学者の割合は高く、もともと不
満を抱えながらの入学者も多数存在している。学校生活不満足群の生徒は、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、自己表現の仕方がわからない生徒であり、いじめ被害の状態や不登校や中退に至る可能性
が高く、特に要支援群にプロットされた生徒は三次教育援助を必要とする生徒である。また、非承
認群は、誰からも排斥されていないが、誰からも選択されていない存在で、何らかのきっかけ要因
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が加わると不登校から中退に至る可能性が考えられ二次的教育援助が必要な生徒である（河村，
1999）
。渡部（2002）は、
「社会的スキルや認知された対人的コンピテンスが低く他者との関係を回
避する人は、社会的スキルや認知された対人コンピテンスが高く対人関係が積極的な人に比べて、
自尊感情は低いものの、彼らはそのような自己を受け入れ、ある程度内的に適応している可能性が
考えられる」としている。学校生活のルーティンに乗り、高校を卒業したということは、学校生活
にある程度適応できたという証明ともいえよう。卒業群の中に存在した学校生活不満足群（要支援
群を含む）の生徒や非承認群の生徒は、学校生活に満足はしていないものの、そのような自己をあ
る程度受け入れ学校生活を送り、高校卒業の資格を手にしたととらえれば、必ずしも「学校不適応」
とはいいきれないのではないかと考える。それでは中退者は、学校生活への意欲が低いのであろう
か。
２ 中退者の学校生活意欲
学校生活意欲合計得点の高低にかかわらず、中退者は存在し、5 回の調査の内、第 1 回～第 3 回
までは、卒業群も中退群も同様の正規分布が見られた。第 4 回と第 5 回で、卒業群が正規分布を示
しているのに対して、中退群は中群の割合が減ったものの各群に存在した。卒業群の 5%～10%弱
は低群であり、中退群の 4％～15％は高群に属していたことから、必ずしも学校生活意欲が低いと
中退する可能性が高くなるわけではないことがわかった。侵害行為認知群は、意欲的に学校生活に
取り組んでいるが、例えば行動や態度が自己中心的であったり、欲求不満耐性が低い傾向にあった
り、被侵害感を強く感じる傾向があり、二次的教育援助の必要性がある生徒である（河村，1999）
。
すなわち、中退者と卒業者を学校生活意欲の高低という観点からスクリーニングすることはできな
い。では、中退者にはどんな特徴が見られるのであろうか。
３ 中退者は学校生活をどのようにとらえていたか
本研究においては、
「友人との関係」
「学習意欲」
「教師との関係」
「学級との関係」
「進路意識」の
変動を示す分散値を見た。
「友人との関係」
「教師との関係」
「学級との関係」
「進路意識」の変動は、
卒業者も中退者も差はなかった。竹綱ら（2009）が、
「重要な他者との関係と認知された学校雰囲
気が生徒の学校適応に及ぼす効果を検討し、親との関係は中退をある程度予測するという点で有効
な要因であるが、学校における重要な他者である友人関係と教師関係は、中退にも学校適応にもほ
とんど寄与しなかった」としているが、本研究の結果もこのことを支持する結果となった。文部科
学省（2010）が中途退学の原因としては、
「学校生活・学業不適応」が 39.3％で最も多いとしてい
ることも納得できる。そして、特に卒業者の「学習意欲」は、変動が尐ないのに対して、中退者の
「学習意欲」は、変動が大きかったことについて考察したい。
筆者は、学校のルーティンに乗れない「学校不適応」傾向には 2 通りあると考える。1 つ目は、
社交的で友人もいるが、規則には従えず、教師の指導を受け入れることができずに、教師とのトラ
ブルを抱える反社会的タイプであり侵害行為認知群がこれにあたる。2 つ目は、社交的でなく人間
関係がうまくいかず、友人間のトラブルが絶えないまたは、友人ができない非社会的タイプである
不満足群や非承認群がこれにあたる。どちらのタイプも共通して、学校生活の中で些細なできごと
がトラブルに発展しやすくや家庭内葛藤を抱えていることも多い。そして、中退群はそのことが「学
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習意欲」に反映しやすいことを示唆している。反社会的タイプであろうと非社会的タイプであろう
とも、学校は学習コミュニティであり、卒業の資格を得るためには、最低限の学習動機づけを維持
していなければならない。卒業群は、
「学習意欲」があまり変動しない。高い者は高い学習の意欲を、
低い者は低いなりの学習意欲を持ち続け、学習動機づけが安定している。一方、中退群は、何らか
のできごとで、
「学習意欲」が高くなったり低くなったりと変動する、つまり学校は学習コミュニテ
ィであるという前提が、何らかの影響を受けやすく、揺らぎやすいといえよう。Royal・Rossi（1996）
は、学校に対するコミュニティ感覚（学習コミュニティの共同体という意識）の高さと学校活動へ
の取り組み意欲とが関連していると示唆している。すなわち、コミュニティ感覚の高い学生は、ク
ラスが分裂したり、授業をさぼったり、中退を考えたりしそうになく、クラスが授業の準備ができ
ていないと不快に感じ、
教師が生徒のためによく働いてくれると感じている傾向が強いとしている。
Brophy.J（2004）は、興味のわかない、疎外された生徒を社会化する方略として、大多数の生徒は、
学校に行くこと、学習目標を成しとげようと努力することは、彼ら自身の一番の興味と一致してい
ると指摘している。一方、アパシーの生徒たちは、こうした認識をしないようにしてきた生徒であ
るため、教師は彼らにそのことを再発見させ、その意味することに向き合うよう支援せねばならな
いと述べている。そこで、中退予防を考えるならば、教師と生徒の関係が親和的で、話のできる関
係であるか否かといったレベルにとどまらず、まず、教師が生徒にとっての学習資源であることに
自覚的である必要がある。そして、教師は生徒ひとりひとりの状況に応じた学習動機づけを適切に
刺激し続けていくことが不可欠といえるだろう。

まとめと今後の課題
河村（1999）は、学級生活満足群以外の 3 群は二次的教育援助が必要な状態としている。しかし、
教育困難校に入学してくる生徒たちは、それまでの人生で何らかの事情（家庭内葛藤、経済的困窮、
発達に関する課題など）を抱え、学習に集中できず、基礎学力の獲得が困難な状況にあった可能性
が高い（古賀，2004；青砥，2009）
。すなわち、入学した時点で、すべての生徒がすでに、二次的
援助サービス（石隈，1999）の対象となると考えなければならない。そして教師が、生徒個別の背
景、
とりわけ発達課題や家庭環境について理解を深め配慮することは重要であると考える。
しかし、
特に家庭内葛藤などの問題については、困難な状況をただ傾聴し、一緒に漂い続けることが、教師
として賢明な方略とは言い難い。家族等の資源からの支援が非常に限定的であり、ことに経済的問
題に関しては、自らの手で切り開いていかざるをえない状況にある生徒にとっては、高校卒業の資
格取得は、その後の人生を左右する重大な問題になってくる。そこで教師は、生徒が高校を卒業す
ることに焦点を当てた心理的枠づけをしたうえで、個別の問題を一旦棚上げし、学習意欲の揺らい
だ生徒への学習動機づけやクラス全体の適切な学習環境の構築を担っていくことが必須といえよう。
ところが、教育困難校の教師の仕事は、次々におこる生徒の問題行動への対応や３次援助サービス
に追われ、個別の問題を棚上げするどころか、一人の教師が複数の問題を抱え込んでしまっている
現状がある。それでは、教師が学習動機づけや学習環境の構築に専念するためには、どのような体
制が必要なのだろうか。それは、棚上げされたままでは治まらないレベルの問題については、３次
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援助サービスとして心理援助職に委ねられるような体制であろう。
現在、高等学校へのスクール・カウンセラーの配置は進み、スクール・カウンセラーの配属され
ている学校数は増えている。しかし、その勤務形態は、週に 1 日 4 時間程度のパートタイム勤務で
あり、コーディネーター役の教員の働き次第でスクール・カウンセラーの業務内容が変わってくる
現状がある。教育困難校における中退問題の現実からは、高塚（2002）が言うように、学校が「ス
クール・カウンセラーの拡充であるとかカリキュラムの削減といった対処療法的な対策を実行した
としても、あるいは指導技術を多尐磨いたとしても追いついてはいけない現状が進行している」こ
とは明らかである。では、特に教育困難校において、学校現場が求めている心理援助職とはどのよ
うなものであろうか。それは、単に生徒の話を傾聴できるパートタイムのカウンセラーではない。
まず、学校の文脈の中で生徒個別の心理的な病理や発達課題についてしっかり査定したうえで、そ
の対処方法を教師や保護者、あるいは教育行政機関にも助言する「スクール・サイコロジスト」的
な存在である。次に、たとえば施設での生活など社会的養護を必要とする生徒の問題にも直接介入
できる「スクール・ソーシャルワーカー」的な存在である。そして、もちろんしっかりとカウンセ
．．．
リングを行うことのできる経験豊かな「学校の臨床心理士」であろう。そのような業務を担うため
には、従来型のスクール・カウンセラーの勤務形態では限界がある。まず、学校組織の一員として
正規採用され、学校に常駐し職員会議にも参加することが大前提であると考える。そのような環境
が構築されれば、教師の心理的負担が軽減され、教師と生徒それぞれにとっても「学習資源として
の教師」像が明確になろう。また、各地域に 1 校でもそのような学校ができれば、近隣の学校にと
っての心理援助サービスのセンター機能を果たすことができ、より広く多くの生徒への支援につな
がるのではないかと考える。
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児童養護施設で暮らす小学生のコラージュ表現
高 畑 和 子＊ ・ 金 丸 隆 太＊＊
(2011 年 9 月 15 日受理)

Collage Presentations of Elementary School Students in Children’s Home
Kazuko TAKAHATA and Ryuta KANEMARU

キーワード：児童養護施設，コラージュ，被虐待児

本研究の目的は，児童養護施設で暮らす子どもたちを援助する方法としてのコラージュ技法の可能性を探ることであった。
施設養育児童 15 名と家庭養育児童 15 名のコラージュ制作 30 作品と施設養育児童の継続制作 32 作品，計 62 作品につい
て，（1）施設養育児童と家庭養育児童のコラージュ表現の比較，（2）問題行動，生育歴と作品との関連の検討，を調べた。ま
た心理療法としてのコラージュ療法の可能性を見るために，（3）継続的にコラージュを作ることによる作品の変化，を調べる
ことを目的とした。
施設養育児童と家庭養育児童の間で「はみ出しなし＋重ね貼りあり」の貼り方，人間の切片の出現頻度において，差があ
る傾向が見られた。被虐待経験の違いにより，切片数に差がある傾向が見られた。困り行動の違いにより，継続制作におけ
る切片数の変化に違いがある傾向が見られた。
施設内での心理療法において，コラージュ療法を導入することが有効である可能性を示す結果が得られた。

はじめに
子どもたちの表す問題行動を見ていく時，その背景に虐待（abuse）の意味するところである，不
適切な養育という視点に行き着いていくことが多くある。虐待を受けた子どもたちの多くが児童福
祉施設に入所することになるが，一般家庭養育児童の中にも被虐待体験のある児童が小学生で
15.2％（森田，2004）見られるという報告は児童養護施設の子どもたちだけではなく，広く現代社
会における不適切な養育を受けている子どもたちの問題としても捉える事ができる。しかし，山脇
（2003）は虐待されてきた子どもの治療は現実にはスムーズにはいかないとし，治療の困難性を述
べている。特に 1999 年に厚生労働省が児童養護施設への心理療法担当職員配置に乗り出して以降，
この治療の難しい子ども達への施設における心理療法については，様々な理論や技法を用いて，数
――――――――
*茨城大学教育学部附属教育実践総合センター

**茨城大学大学院教育学研究科
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多くの研究が発表されてきた。そういった理論・技法の一つに芸術療法としてのコラージュ療法が
ある。
心理援助場面におけるコラージュの活用は，西丸（1949）
，山中（1986）などの報告に端を発し，
森谷による 1987 年の発表（森谷，1988）
，杉浦・入江による 1989 年の発表（杉浦・入江，1989）な
どによって「コラージュ療法」として確立された。以降，この応用範囲の広い芸術療法はありとあ
らゆる場面での実践が報告されてきたが，近年，被虐待児への心理療法としての報告が相次いでい
る。牧田（2001）は「被虐待児に対するコラージュ療法の試み」において，短期間に攻撃衝動が消
失した事例を報告している。渡辺（2002）は「コラージュ療法による養護施設児の行動変化の研究」
において，
「問題行動が多い子どもにも，また抑うつ的で自分の気持ちを外に出せない子どもにも，
どちらにもコラージュ療法は有効であるということになるのではないか」と報告している。
コラージュ療法が持つ，浸襲性の低さ，安全性の高さについては上述の各研究を始め，中井（1993）
，
中村（1999）
，岡田・河野（1997）などによっても報告済みであり，児童養護施設に入所する子ども
達，特に虐待によるストレスからの回復といった繊細な介入において有効であろうことは十分に仮
定できる。本研究では，児童養護施設においてコラージュ療法を実践する際の基礎資料を報告する
ために，特に小学生に焦点を当ててコラージュ表現の特徴を探る。

目的
児童養護施設で生活する小学生のコラージュ表現の特徴を見いだす事を目的とした。先行研究に
おいてなされてきたコラージュ作品の形式的分析，内容的分析方法を用いて，心理アセスメントと
してのコラージュ技法の可能性を探ることを目的に，
（1）施設養育児童と家庭養育児童のコラージ
ュ表現の比較，
（2）問題行動，生育歴と作品との関連の検討，を調べた。また心理療法としてのコ
ラージュ療法の可能性を見るために，
（3）継続的にコラージュを作ることによる作品の変化，を調
べた。

方法
1．対象
【施設養育児童群（以下，施設群）
】児童養護施設Ｘ園の小学生希望者 15 名（男子 6 名，女子 9
名，平均年齢 9 歳 10 ヶ月）
。この 15 名はさらに施設職員へのインタビューによって，
「困り行動（あ
り 6 名（男子 4 名，女子 2 名）
，なし 9 名（男子 2 名，女子 7 名）
）
」
「被虐待体験（あり 7 名（男子
2 名，女子 5 名）
，なし 8 名（男子 4 名，女子 4 名）
）
」という分類もおこなった。
【家庭養育児童群（以下，家庭群）
】施設群と性・年齢をマッチングさせた小学生 15 名（男子 9
名，女子 6 名，平均年齢 9 歳 3 ヶ月）
。
なお両群とも倫理的な配慮として子どもの自由意思による参加とし，辞退も自由とした。

- 304 -

高畑・金丸：児童養護施設で暮らす小学生のコラージュ表現

2．実施時期と場所
2006 年 6 月～11 月。施設群は児童養護施設Ｘ園セラピー室，家庭群は各家庭内や学童保育施設内
で実施した。
3．材料
統一材料（切片シート A3 版 6 枚と切片の入ったボックスをワンセット）を用意した。切片の内容
は「動物，キャラクター，人，乗り物，物体，植物，食べ物，風景」とした。他に台紙として八つ
切り画用紙，糊，はさみ，色鉛筆，クレヨンを用意した。
4．手順 1
筆者と子どもが一対一となり，筆者から「〇君（さん）の好きな絵や写真を切って画用紙の好き
な場所に自由に貼って作品を作ってみてください」と自由制作を促した。色鉛筆とクレヨンによる
描画や彩色は自由とした。50 分を目安に制作を終了してもらい，できあがったコラージュ作品を一
緒に鑑賞しながら，制作者の今の気分，作品についてのお話，題名，自己イメージ，欲しかった切
り抜きなどを聞いていった。
5．手順 2
施設群の中で希望者を対象に，手順 1 と同様の手続きで週 1 回程度のペースで，継続的にコラー
ジュを作成してもらった。4 回以上継続して作成した 8 名（男子 4 名，女子 4 名）を，継続作成群
とした。この 8 名のうち困り行動ありは 4 名（男子 3 名，女子 1 名）
，なしは 4 名（男子 1 名，女子
3 名）であった。また被虐待体験ありは 5 名（男子 2 名，女子 3 名）
，なしは 3 名（男子 2 名，女子
1 名）であった。

結果
（1）施設養育児童と家庭養育児童のコラージュ表現の比較
1．分析項目
杉浦（1994）
，佐藤（1998）
，今村（2006）を参考に以下の項目を設定し，手順 1 で収集されたコラ
ージュについて家庭群 15 作品と施設群 15 作品の間に，
各項目について違いがあるかどうか分析した。
【形式分析項目】
「切片数」
「はみ出し」
「重ね貼り」
。
【内容分析項目】
「制作タイプ」
「テーマ性」
「作品における『動物』
『人間』
『植物』
『物体』
『乗り物』
『食べ物』
『自然風景』
」
。
2．分析結果
分析結果を Table1 に示す。
「切片数」
「はみ出しの有無」
「重ね貼りの有無」については，施設群
と家庭群の間で有意差はなかった。
「はみ出し＋重ね貼り」については，これらの有無を組み合わせ
た 4 パターンのうち，
「はみ出しあり＋重ね貼りあり」
「はみ出しあり＋重ね貼りなし」
「はみ出しな

- 305 -

茨城大学教育実践研究 30(2011)

Table1 施設養育児童と家庭養育児童のコラージュ表現の比較
施設群（n=15）

家庭群（n=15）

p

10.5（8.0）

11.3（8.5）

n.s.

はみ出しのある作品数（%）

4（27%）

2（13%）

はみ出しのない作品数（%）

11（73%）

13（87%）

重ね貼りのある作品数（%）

4（27%）

11（73%）

重ね貼りのない作品数（%）

8（53%）

7（47%）

「はみ出し+重ね貼り」パターンの作品数（%）

1（93%）

6（40%）

その他のパターンの作品数（%）

14（60%）

9（60%）

テーマ性のある作品数（%）

12（80%）

11（73%）

テーマ性のない作品数（%）

3（20%）

4（27%）

動物のある作品数（%）

15（100%）

14（93%）

動物のない作品数（%）

0（0%）

1（7%）

人間のある作品数（%）

10（67%）

4（27%）

人間のない作品数（%）

5（33%）

11（73%）

植物のある作品数（%）

9（50%）

7（47%）

植物のない作品数（%）

6（40%）

8（53%）

物体のある作品数（%）

8（53%）

3（20%）

物体のない作品数（%）

7（47%）

12（80%）

乗り物のある作品数（%）

5（33%）

6（40%）

乗り物のない作品数（%）

10（67%）

9（60%）

食べ物のある作品数（%）

3（20%）

2（13%）

食べ物のない作品数（%）

12（80%）

13（87%）

自然風景のある作品数（%）

2（13%）

5（36%）

自然風景のない作品数（%）

13（87%）

10（64%）

平均切片数（S.D.）

n.s.

n.s.

p < .10

n.s.

n.s.

p < .10

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

し＋重ね貼りなし」については施設群と家庭群の間で有意差は見られなかったが，
「はみ出しなし＋
重ね貼りあり」においてフィッシャーの直接法により有意傾向（p < .10）が見られた。このパター
ンは杉浦（1994）の研究から年齢とともに増加する事が認められ発達の指標と考えられている。施
設群は家庭群と比べて「はみ出しなし＋重ね貼りあり」の作品が尐ない傾向にあると言えた。
「制作タイプ」は佐藤(1998)をもとに，コラージュ制作過程のタイプを「テーマを見つけてそれ
に合わせて切片を構成するタイプ」と「好きなものを思いつくままに貼るタイプ」としたが，施設
群と家庭群の間で両タイプの数に有意差はなかった。
「テーマ性」は作品の題の有無と作品にテーマ性があるかどうかについて検討し，その作品にテ
ーマ性があるかどうかを総合的に判定した。施設群と家庭群の間に，テーマ性の有無について有意
差はなかった。
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「作品における『動物』
『人間』
『植物』
『物体』
『乗り物』
『食べ物』
『自然風景』
」については，こ
れらの内容に関する切片が貼られたか否かを比較したが，
『人間』のみ施設群と家庭群の間でフィッ
シャーの直接法により有意傾向（p < .10）が見られた。施設群は家庭群と比べて人間が貼られる作
品が多い傾向にあると言えた。さらに施設群 15 名を困り行動あり群となし群で分けて『人間』の出
現頻度を比較したところ，困り行動あり群は 6 名中 6 名が人間を貼り，なし群は 9 名中 4 名が人間
を貼っており，フィッシャーの直接確率法の結果困り行動あり群が有意に多く人間を貼る傾向が見
られた（p < .10）
。
（2）問題行動，生育歴と作品との関連の検討
1．分析項目
杉浦（1994）を参考に以下の項目を設定し，手順 1 で収集されたコラージュについて困り行動あり
群 6 作品となし群 9 作品の間に，これらの項目について違いがあるかどうか分析した。同様に被虐待
体験あり群 7 作品となし群 8 作品の間の違いについても分析した。
【形式分析項目】
「切片数」
「はみ出し」
「重ね貼り」
。
2．分析結果
分析結果を Table2，Table3 に示す。
「はみ出しの有無」
「重ね貼りの有無」については，困り行動
あり群となし群の間においても，被虐待体験あり群となし群の間においても，有意差はなかった。
「切片数」のついては，困り行動あり群となし群の間では有意差がなかったが，被虐待体験あり
群となし群の間では t 検定により有意傾向（p < .10）が見られた。被虐待体験あり群はなし群に比
Table2 困り行動とコラージュ表現の比較
困り行動あり群（n=6）

困り行動なし群（n=9）

p

12.3（10.1）

9.3（6.7）

n.s.

はみ出しのある作品数（%）

3（60%）

1（11%）

はみ出しのない作品数（%）

3（50%）

8（89%）

重ね貼りのある作品数（%）

3（50%）

1（11%）

重ね貼りのない作品数（%）

3（50%）

8（89%）

平均切片数（S.D.）

n.s.

n.s.

Table3 被虐待経験とコラージュ表現の比較
被虐待経験あり群（n=7）

被虐待経験なし群（n=8）

p

15.0（9.5）

6.6（3.6）

p < .10

はみ出しのある作品数（%）

2（29%）

2（25%）

はみ出しのない作品数（%）

5（71%）

5（75%）

重ね貼りのある作品数（%）

2（29%）

2（25%）

重ね貼りのない作品数（%）

5（71%）

6（75%）

平均切片数（S.D.）

n.s.

n.s.
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べて切片数が多い傾向にあると言えた。
（3）継続的にコラージュを作ることによる作品の変化
1．分析項目
杉浦（1994）を参考に切片数について，手順 2 で収集されたコラージュ（8 名，4 回分，計 32 枚）
を対象に継続作成により変化が見られるかどうか分析した。
2．分析結果
分析結果を Table4，Figure1，Table5，Figure2 に示す。困り行動あり群となし群の間において，
平均切片数の変化の仕方に差が見られた（2 要因の分散分析により交互作用が有意傾向（F（3，18）
＝2.534，p < .10）
）
。単純主効果検定を行ったところ，群間の主効果が見られ，回数の主効果はな
かった。

Table4 困り行動と継続制作による切片数の変化
困り行動あり群（n=4）

困り行動なし群（n=4）

1 回目の平均切片数（S.D.）

12.7（10.9）

13.8（8.0）

2 回目の平均切片数（S.D.）

10.5（11.1）

7.8（4.3）

3 回目の平均切片数（S.D.）

10.8（7.6）

13.0（9.6）

4 回目の平均切片数（S.D.）

4.3（5.0）

17.8（14.0）

Figure1 困り行動と継続制作による切片数の変化
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Table5 被虐待経験と継続制作による切片数の変化
被虐待経験あり群（n=5）

被虐待経験なし群（n=3）

1 回目の平均切片数（S.D.）

15.4（10.9）

9.7（3.2）

2 回目の平均切片数（S.D.）

10.2（9.8）

7.3（4.6）

3 回目の平均切片数（S.D.）

13.2（9.5）

9.7（6.1）

4 回目の平均切片数（S.D.）

9.4（12.7）

13.6（13.2）

Figure2 被虐待経験と継続制作による切片数の変化

考察
1．切片数
杉浦（1994）の 1989 年から 1992 年にわたって実施した発達的基礎研究結果において,切片数は発
達とともに増え高齢者群で極端に減尐する傾向が見られた。ほぼ同様の結果が滝口（1999）らの研
究においても認められている。これらの事から切片数は作成者の心的エネルギーと関係していると
考えられている。本研究結果では，家庭群平均枚数 11.3 枚（SD＝8.5）
，施設群 10.5 枚（SD＝8.0）
と両群には有意差は見られず，また杉浦（1994）に報告された小学生の平均枚数 11.6 枚（SD＝5.8）
と近い数値であった。したがって，本研究において切片数に表された心的エネルギーは家庭群，施
設群には違いがなく平均的な小学生の数値であったと言えるであろう。しかし，施設の中の被虐待
体験のある児童とない児童を分けて比較すると，被虐待体験のある児童の方が 15.0 枚（SD＝9.5）
に対し，被虐待体験のない児童は 6.6 枚（SD＝3.6）と平均切片数の違いに有意傾向が見られ，被虐
待体験なし群に比べて，被虐待体験あり群の方に心的エネルギーが高い傾向がうかがえた。
被虐待体験のある児童がなぜ切片数が多く，心的エネルギーが高い傾向にあるのか，児童達がコ
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ラージュ制作後に語ってくれた感想をあわせながら考えてみると，筆者という新しく出会った大人
に対して，一生懸命制作活動をすることで自分を認めてもらいたいという表現であったのかもしれ
ないとも思われる。Figure3（切片数 28 枚）を作った児童Ａは「うれしい。疲れたけど楽しかった」
と感想を述べている。他方，彼らの満たされてこなかった想いが空間を埋め尽くすという強迫的な
表現行動として切片数に現れたという見方もできる。初回 15 人のコラージュ制作者のうち，被虐待
体験児は 7 人で，そのうちの 5 人が継続 4 回のコラージュ制作をしていることを考え合わせると，
かなり高い割合で（71%）被虐待体験児がコラージュ制作に興味を持ち続けたことになる。彼らは制
作後の感想にて，
「貼るのが楽しかった」
「楽しかった」
「きれいに作れてうれしいです」
「かわいく
できてよかった」
「もう 1 回やりたい，貼りたいものがある」
「うれしい」
「細かいとこよくできた」
などと述べている。これらの感想からもコラージュ制作そのものが持つ遊びのおもしろさや制作の
達成感が継続の動因になっていることは十分うかがえる。一方で施設での心理臨床経験を豊富に持
つ森田（2006）は，
「新参者に対する極端な人懐っこさは施設入所した（被虐待の）子どもたちの行
動特性」であり，その行動は「大人の都合によって決定されたわけのわからない環境の中で抱いて
きた恐怖と不安からくる反応」であり，
「自分の存在，自分の生活環境を維持するための行動であっ
て，精神的な安定感からくる愛着行為ではない」と述べている。こういった各要因を総合的に考え
ると，被虐待児はいわゆる無差別愛着的な反応として，目の前の初対面の人の注意を引くこともね
らいながら，コラージュ制作にエネルギーを注いでたくさんの切片を貼っていくと仮定できる。

Figure3 被虐待体験あり群のコラージュ作品

継続制作による平均切片数の変化については困り行動あり，なし群で交互作用の有意傾向が見ら
れたが，数値の変化からは困り行動あり群は切片が減っていき，困り行動なし群は切片が増えてい
く傾向が推測できる。両群はコラージュ制作を続けることで異なる内的変化が起きている事が想像
される。杉浦（1994）も「事例では初期の作品に切り抜き数が多く，問題が整理されてくると切り
抜き数が減尐するものが見られた。
」と言及している。また渡辺（2002）は「コラージュ療法はふだ
ん問題行動が多い子どもには問題行動が減尐する効果をもたらし，反対にふだん問題行動が尐ない
子どもには問題行動の増加が起こるという 2 つの効果をもたらす可能性が示唆された。
」
と報告して
いる。これらのことから本研究の結果について，コラージュ制作を継続することで，困り行動あり
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群は問題の整理により切片の減尐が起き，困り行動なし群は抑えていたものが表現されたことによ
り切片の増加が起きたと解釈することも出来る。ただ困り行動なし群へのコラージュ導入が単純に
表現の増加につながるとは言い切れず，慎重な考察が求められる。
2．はみ出しと重ね貼り
杉浦（1994）によると，
「はみ出しは発達とともに減尐し，枠の中にきちんと収めることができる
かどうかは手先の器用さ，つまり運動系の発達との関連が一つある。
」としている。重ね貼りについ
ての杉浦（1994）の発達的研究結果は幼児，小学生が 60％台，中学生でいったん減尐し 47.3％とな
り，高校生（60.3％）
，成人（84.2％）でまた増加し，高齢者（34.6％）で減尐するという変化曲線
を示している。滝口ら（1999）の研究結果も概ね同様の変化曲線を描いている。しかし重ね貼りの
もつ意味内容は幼児，小学生と高校生，成人では質が異なっているように思われる。そのことにつ
いて滝口らは「小学生の作品の中には技術の未発達や見通しの甘さから来るものも多く見られた。
しかし，
『重ね貼り』の効果をねらった作品数は小学 2 年，4 年，6 年と学年が上がるにしたがい，
著しく増加する」と報告している。そこで，本研究結果を杉浦（1994）の研究結果に照らし合わせ
てみると，はみ出しは杉浦のデータが 39％に対し，本研究の家庭群 13％，施設群 27％はやや尐な
く，重ね貼りは杉浦の 62.2％に対し，家庭群の 53％はほぼ近い数値だが，施設群の 27％はかなり
尐ないことがわかる。今回は対象者数が非常に尐ないので単純に比較はできないが，発達統計的に
は施設群，家庭群ともに，はみ出しは低めの比率でほぼ年齢相応とみられ，重ね貼りについては家
庭群は年齢相応だが，施設群はやや低めと見ることができる。
本研究の対象児童では 4 名の施設児童，2 名の家庭児童の作品にはみ出しが見られたが，その多く
が意図的にはみ出しを使ったとは捉えられず，無造作に貼って，たまたま出てしまった，あるいは，
その切片をそこにどうしても貼りたくて，結果として出てしまったという印象がある。その考察と
して，貼りたい切片を取り込みたいというエネルギーの強さが上回っていて，背後の台紙空間の枠
が曖昧になっている事が想像され，切片の図と画用紙の地との関係として捉える事もできる。つま
り，はみ出すということは図と地のバランスを取りながら作品を構成するという力が弱く，主観性
の強さだけが前面に出てしまった結果として起きたと考えられる。構成力や統合力の弱さが，自己
コントロール力の弱さにつながっていくとも考えられる。はみ出しをした 4 名の施設児童のうち 2
名は施設で困った行動が見られる児童であったが，そのうちの児童Ｂは 5 回のコラージュ制作全て
にはみ出しが見られ（一例として Figure4）
，もう 1 人の児童Ｃは 5 回の制作のうち 1 回だけはみだ
しがみられた（Figure5）
。児童Ｂは微細運動能力の発達的問題，すわなち器用さの問題としてはみ
出しが起きていると解釈できるし，児童Ｃは心理的な問題としてはみ出しが起きていると解釈でき
る。例えば Figure5 では本人はおそらく無意識的にこの位置に「イルカ」の切片を貼ったと思われ
るが，出来上がった作品を箱庭の空間図式（秋山，1982）にあてはめると，
「精神，神」と考えられ
ている上部から滑り込むように「イルカ」が入り込んでいる姿ははみ出している事に意味をもち，
非常にメッセージ性の高いものをそこに筆者は感じ取る事ができる。はみ出しの解釈はこの様に個
別に見ていくと，逆に一般化は難しくなる。
重ね貼りをした作品は家庭群で 15 作品中 8 作品，施設群で継続制作も含めて 47 作品中 15 作品で
あったが，これも無造作に貼って，たまたま重なってしまったという作品と，意識的に切片同士を
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重ねることでストーリー性を持たせる目的で重ねたという作品に分けることができる。前者は技術
の未熟さによるものとして，重ね貼りを発達的アセスメントとして捉える事ができる。後者は切片
を構成する力や想像力などが要求されるので，発達的には進化した力としてみることができる。具
体的には Figure5 のように「乗る」
「触る」
「持つ」
「戦う」
「食べる」などがあり，こういったこと
を 2 つの切片の関係により表現する方法として重ね貼りが使われている。

Figure4 毎回はみ出しが見られた児童の作品

Figure5 1 回だけはみ出しが見られた児童の作品

3.「はみ出しなし＋重ね貼りあり」パターン
杉浦（1994）の研究によると，
「はみ出しなし＋重ね貼りあり」パターンは幼児では 25%，小学生
29％，中学生 37％，高校生 57％，成人 79％と年齢とともに割合が高くなり，高齢者で 24％と下が
ることを示している。このことは，
「はみ出しなし＋重ね貼りあり」パターンが健常発達ラインにお
ける，発達の指標として考えられる事を示している。
本研究においては前述の結果で述べたように，施設群の 7%は家庭群の 40％，杉浦（1994）の 29％
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のいずれと比較しても低い事がわかる。コラージュ制作における「はみ出しなし＋重ね貼りあり」
を発達の指標とするならば，家庭群に比べて施設群のほうに人数が尐ない傾向があり，施設群の発
達が遅れている可能性を示唆できる。このことははさみや糊の使用，創作体験，自由遊びの体験，
および受容体験の尐なさが背景にあるのではないかとも考えられる。なおコラージュ継続制作にお
ける施設群の継続者 8 人の「はみ出しなし＋重ね貼りあり」パターンの出現頻度は，1 回目と 2 回
目が 12.5%で，3 回目と 4 回目は 37.5%にあがっていた。この数値を杉浦（1994）と比較すると，1，
2 回目はやや尐ないが，3，4 回目になると中学生相当の割合になっている。コラージュ制作体験を
重ねることで制作活動に創意工夫がみられるようになり，構成能力や微細運動の発達が促進される
可能性がある。
4．テーマ性
作品にテーマ性が見られた児童の割合は家庭群 73％，施設群 80％と両群に差は見られなかった。
約 8 割前後の児童がテーマ性が見出される作品を作った。杉浦（1994）の研究結果ではテーマ性あ
りの小学生は 57％となっているが，この数値と比較すると，今回の結果はやや高いといえよう。し
かし，杉浦は「カウントは判定者（筆者）が行い，作成者には作品のコメントをもらっていないも
のがほとんどである。そのため，本人に直接聞けば判定者が見逃した作品も出てくると予想され，
実際はもう尐し高い数値が出ると思われる。
」と考察している。それに比べて本研究では①6 人の評
定者による作品のテーマ性の有無，②制作者がつけた作品の題の有無，③製作過程における 2 つの
タイプ，という 3 方向の組合せによって作品にテーマ性が見られるかどうかを判定したことには留
意しなくてはならない。テーマの例としては動物を使った戦い，調和，共存，仲良しといった心理
的なテーマ。広い世界，自然，海，旅行など視野が外に向かっているテーマ。衣，食，養育といっ
た生活のテーマ。自分が大切に思っている物のテーマなどがあった。
5．作品の内容
施設群，家庭群ともに最も選ばれた切片の種類は動物であった。杉浦（1994）
，滝口ら（1999）で
は最も選ばれた切片の種類は人間で，それぞれ 70.7％，80％の出現率となっており，次が動物とな
っている。動物が児童に好まれて選ばれる事は杉浦（1994）の研究結果（63.4％）
，滝口らの研究結
果（70%）からも示されているが，本研究の結果は人間類選択よりも有意に高い比率で動物が選択さ
れていることに注目したい。これはなぜだろうか。先ず本研究のコラージュ作品の材料は研究者側
が選び用意したものであるので，制作者の気に入った人間類が尐なかったのかもしれないというこ
とがあげられる。雑誌から自分で切り抜くか否かの違いである。しかし施設群の人間類選択はどう
説明できるだろうか。本研究の結果から施設群は家庭群に比べてより多く人間類を選んで貼る傾向
が見られ，施設のなかでも困り行動あり群はなし群と比べて人間類の選択，貼り付けが多い傾向が
見られた。
Lerner & Loss（1977）は動物の切抜きを選択する理由として「要求や関わりが尐ない関係を好み，
人間よりも安全である。
」という考えを述べ，彼らの研究結果から「臨床群（統合失調症者）の方が
有意に動物が好まれるという傾向が示された。
」と報告している。そして杉浦（1994）はコラージュ
技法とロールシャッハテストとの共通点として，内容分析における人間反応や動物反応の発達曲線
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はロールシャッハの各々の反応の発達曲線と類似していることを明らかにしている。子どものロー
ルシャッハ研究者である松本（2003）の報告を援用すると，現代の子どもの M 反応（人間運動反応）
の産出は減尐しているとのことである。これらの考え方や指摘を参考にして考察をすると，17 年前
（杉浦は 1989 年の作品）や 7 年前（滝口は 1999 年の作品）の児童と比べると，2006 年の今回の児
童たちには人間類より動物類を好んで選ぶような時代背景，社会状況としての共通の育ちの環境が
あるのかもしれない。そのような中でも施設群の児童たちは家庭群の児童たちよりは人間類の選択
が多く，施設群の中でも困り行動あり群に人間類の選択が多い傾向があることが見いだされた。本
研究のコラージュ材料がある程度限定的だったことは考慮に入れながらも，時代と作品内容の関係
は常に研究対象となるテーマだと提言したい。

限界と今後の課題
本研究は対象者の数が尐なく，群間の有意差は出にくかった。本研究で示された各指標の偏りの
傾向を足がかりに，今後対象者数を増やした実証研究をしていくことが必要だろう。
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