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統計判断における学習者の誤りに関する問題 

 

小 口 祐 一＊ 

(2012 年9 月15 日受理) 

 

 

A Survey of Systematic Errors in Statistical Judgment 

 

Yuichi OGUCHI 

 

 

キーワード：統計判断，誤概念，バイアス，ヒューリスティック 

 

本研究の目的は，「近年のわが国の大学生にみられる統計判断の誤りには，どのようなものがあるか。」という問いに答え

ることであった。まず，先行研究をレビューし，「結果の事前確率の無視」（Insensitivity to prior probability of outcomes），「標本

の大きさの無視」（Insensitivity to sample size），「偶然の誤概念」（Misconception of chance），「予測可能性の無視」

（Insensitivity to predictability），「妥当性の幻想」（The illusion of validity），「回帰の誤概念」（Misconception of regression）など，

統計判断における誤りについて概観した。次に，私立大学文学部の学生68 名を対象に，統計判断に関する調査を実施した。

その結果，近年のわが国の大学生にみられる統計判断の誤りには，「分布の形状の誤判断」，「無作為化の対象の誤判断」，

「頻度の誤判断」，および先行研究でみられた「標本の大きさの無視」が存在することを確認した。これらの誤判断は，学習者

が，適切判断に必要な統計の知識を適用せずに，「代表性ヒューリスティック」を発動してしまうことが，一つの要因となって

いると考えられる。これらの誤判断を修正するための教授方略を構築することが，今後の課題として残された。 

 

 

統計判断における誤概念とバイアス 

 

統計の知識を適用した適切判断がなされない背景として，学習者が狭く偏った範囲の経験から誤

った知識を獲得し，そのような誤った知識を優先することにより，正しい知識の適用が阻害されて

しまうことが挙げられる。これらは，「誤概念」や「ル・バー」という用語として概念化されている。

誤概念とは，「現代科学における正しい概念とは，必ずしも一致しない概念」のことであり，ル・バ

ーとは，「現代科学と必ずしも一致しないという意味で誤りであるが，ある程度の一般性を持ったル

ール」のことである（麻柄ほか，2006）。統計判断においては，「偶然の誤概念」や「回帰の誤概念」

など，学習者が保持している誤概念の影響が指摘されている。ここでは，先行研究で指摘された誤

概念，および学習者が保持する偏った判断の傾向（以降，「バイアス」という。）について概観する。 

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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統計判断に関する研究において，一般にバイアスは，誤った判断をもたらす傾向として用いられる。 

Kahneman et al.（1982）は，統計判断に影響を与える誤概念，およびバイアスについて，「結果の

事前確率の無視」（Insensitivity to prior probability of outcomes），「標本の大きさの無視」（Insensitivity to 

sample size），「偶然の誤概念」（Misconception of chance），「予測可能性の無視」（Insensitivity to 

predictability），「妥当性の幻想」（The illusion of validity），「回帰の誤概念」（Misconception of regression）

などの存在を指摘している。 

 

 

タクシーが，夜間のひき逃げ事故に関与していた。市内では，2 つのタクシー会社，緑タクシー

と青タクシーが営業している。あなたには，次のデータが与えられる。 

(a) 市内のタクシーの 85％は緑タクシーであり，15％が青タクシーである。 

(b) 目撃者は，タクシーが青色であったと証言した。裁判所は，夜間に事故が起きた同様の状況

における目撃者の証言の信頼度を検討し，目撃者が2色を正確に見分ける確率は80％であり，

色を見間違う確率は 20％であったと結論を下した。 

事故に関与したタクシーが青色であった確率はいくつか。 

 ア．80％ 

 イ．41％ 

 ウ．15％ 

 

FIGURE 1 タクシー問題 

 

 

 

ある町に 2つの病院がある。大きい病院では毎日約 45人の赤ちゃんが生まれ，小さい病院では毎

日約 15 人の赤ちゃんが生まれる。ご存知のように，赤ちゃんの約 50％は男の子である。しかし，

男の赤ちゃんの正確な割合は日によって異なる。あるときは 50％以上かもしれないし，あるときは

50％以下かもしれない。 

1年間を通して，それぞれの病院は生まれた赤ちゃんの 60％以上が男の子であった日を記録した。

あなたは，どちらの病院の方が，そのような日が多く記録されたと考えるか。 

ア． 大きい方の病院。 

イ． 小さい方の病院。 

ウ． どちらもほぼ同じ。 

 

FIGURE 2 産科病院問題 

 

「結果の事前確率の無視」（Insensitivity to prior probability of outcomes）とは，ある事象が起きた結

果と事後確率が情報として与えられたとき，条件付き確率，あるいはベイズの定理に基づいて確率

を判断しなければならない状況であっても，事後確率だけに基づいて判断してしまう傾向のことで
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ある。たとえば，タクシー問題（FIGURE 1）は，タクシーによる事故が起き，事故に関与したタク

シーが青色であったという目撃者の証言が結果として与えられている。この状況で，多くの学習者

に，「（b）目撃者の証言の信頼度」の情報だけに基づいて，誤って判断してしまう傾向がみられた

（Tversky and Kahneman，1974）。 

「標本の大きさの無視」（Insensitivity to sample size）とは，「標本の大きさが大きくなるに従って，

標本比率は母比率に近づく。」というルール（以降，「大数の法則」という。）に基づいて可能性を判

断しなければならない状況であっても，標本の大きさを考慮せずに，母比率だけに基づいて判断し

てしまう傾向のことである。たとえば，産科病院問題（FIGURE 2）は，2つの産科病院で標本の大

きさが異なっている。この状況で，多くの学習者に，母比率だけに基づいて，誤って判断してしま

う傾向がみられた（Kahneman and Tversky，1972）。 

 

 

ある市において，6人の子どもがいるすべての世帯の調査が行われた。72世帯において，男の子

と女の子の誕生日の正確な順序は GBGBBG（女男女男男女）であった。あなたは，調査が行われ

た世帯のうち，誕生日の正確な順序がBGBBBB（男女男男男男）であった世帯数は何世帯であると

推定するか。 

 ア．72世帯よりかなり少ない。 

 イ．72世帯に近い。 

 ウ．72世帯よりかなり多い。 

 

FIGURE 3 6 人兄弟問題 

 

 

 

ある大学 1年生に関して，カウンセラーによって記述された知性，自信，よく本を読むこと，一

生懸命勉強すること，好奇心の強さなどの印象が伝えられた。この記述にかかわって，次の 2つの

質問に答えなさい。 

(a) 評価：カウンセラーの記述は，この学生の学力にかかわる印象をどのくらい伝えていますか？

大学 1年生のうちで，何％がこの学生よりよい印象が記述されていると思いますか？ 

(b) 予測：この学生が得るだろうGPA（成績評価平均）は，いくつと推定しますか？大学 1年生の

うちで，何％がこの学生よりよい成績を得るだろうと思いますか？ 

 

FIGURE 4 GPA 問題 

 

「偶然の誤概念」（Misconception of chance）とは，大数の法則に基づいて可能性を判断しなければ

ならない状況であっても，母集団から無作為抽出された標本は，母集団と類似した性質を持つと判

断してしまう傾向のことである。ルール命題で表現するならば，「母集団から無作為抽出された標本

は，標本の大きさが小さくても，すべての基本的な性質が母集団と類似している。」（Tversky and 
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Karneman，1971）（以降，「小数の法則」という。）という誤概念に基づいて判断してしまう傾向の

ことである。たとえば，6人兄弟問題（FIGURE 3）は，2つの例で男の子と女の子の誕生日の正確

な順序が異なっている。この状況で，多くの学習者に，母集団の基本的な性質（男女比は 1：1であ

る。）だけに基づいて，誤って判断してしまう傾向がみられた（Kahneman and Tversky，1972）。 

「予測可能性の無視」（Insensitivity to predictability）とは，測定値は目的変数の平均値に近づくと

いう性質に基づいて将来を予測しなければならない状況であっても，情報が与えられた他の変数と

の類似性が高いときには，2 つの変数に相関がみられるはずであると判断してしまう傾向のことで

ある。たとえば，GPA 問題（FIGURE 4）は，ある生徒の学力に関する印象の評価が高ければ，こ

の学生が将来得るだろうGPA の予測も高くなると判断してしまう傾向のことである。この状況で，

多くの学習者に，印象の評価とGPAという 2つの変数の間に相関関係があると解釈して，誤って判

断してしまう傾向がみられた（Kahneman and Tversky，1973）。 

 

 

2 組のペアの傾向テストに基づいて GPA（成績評価平均）を予測することが求められた。対象者

は，1 組のペアの傾向テスト（創造的思考力と表象的能力）には強い相関があり，もう 1 組のペア

の傾向テスト（心的順応性と系統的推論能力）には相関がなかったと告げられた。すべてのテスト

は，大学での目標達成能力を予測するために役立つと告げられた。どちらのテストの方が，大学で

の目標達成能力を予測するためにより役立つだろうか。 

 ア．創造的思考力と表象的能力のテスト。 

 イ．心的順応性と系統的推論能力のテスト。 

 ウ．どちらも同じ。 

 

FIGURE 5 相関の強さ問題 

 

 

 

飛行訓練で，教官は，訓練生が上手に着陸できて褒めたとき，ほとんどの場合次の飛行では上手

に着陸できなかったことに気がついた。一方，訓練生が上手に着陸できなかったので厳しく叱った

とき，ほとんどの場合次の飛行では上手に着陸できたことに気がついた。この教官は，言葉で褒め

ることは学習に有害であり，言葉で厳しく叱ることが学習に有益であると結論づけている。この教

官の結論が妥当であるか，あるいは妥当ではないかを示しなさい。 

ア． 妥当である。 

イ． 妥当ではない。 

ウ． どちらということはできない。 

 

FIGURE 6 飛行訓練問題 
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「妥当性の幻想」（The illusion of validity）とは，類似した説明変数に基づいた将来の予測の方が，

多様な説明変数に基づいた将来の予測よりも妥当性が高いと誤って判断してしまう傾向のことであ

る。たとえば，相関の強さ問題（FIGURE 5）は，創造的思考力と表象的能力という相関が強い 2

つの説明変数に基づくGPA（成績評価平均）の予測の方が，心的順応性と系統的推論能力という相

関がない 2つの説明変数に基づく予測より妥当性が高いと判断してしまう傾向のことである。この

状況で，多くの学習者に，相関が強い 2つの説明変数に基づく目的変数の予測の方が，相関がない

2 つの説明変数に基づく予測より妥当性が高いと解釈して，誤って判断してしまう傾向がみられた

（Kahneman and Tversky，1973）。 

「回帰の誤概念」（Misconception of regression）とは，測定値は目的変数の平均値に近づくという

性質に基づいて将来を予測しなければならない状況であっても，回帰直線上の理想値より測定値が

大きかったときには，測定する直前に遂行した行為によってよい結果が得られたと判断してしまう

傾向のことである。ルール命題で表現するならば，「ある行為の直後によい結果が得られたならば，

その行為はよい結果が得られる原因である。」という誤概念に基づいて判断してしまう傾向のことで

ある。たとえば，飛行訓練問題（FIGURE 6）は，褒めたり叱ったりする行為と，次回の飛行訓練で

成功したり失敗したりした結果との間に相関があったことが述べられている。この状況で，多くの

学習者に，直前の行為と結果という 2つの変数の関係は因果関係であると解釈して，誤って判断し

てしまう傾向がみられた（Kahneman and Tversky，1973）。 

それでは，学校教育で統計の正しい概念を学習すれば，上述した誤概念やバイアスは修正され，

学習者は適切判断をするようになるだろうか。Garfield and delMas（2005）は，統計の入門コースを

受講した大学生の統計的思考力を評価し，改善するための評価テストを提供している。一つは

ARTIST（Assessment Resource Tools for Improving Statistical Thinking）と呼ばれる評価テストであり，

11個のトピックごとに 7～15問の選択式問題を提示している。もう一つは，CAOS（Comprehensive 

Assessment of Outcomes in a first Statistics Course）と呼ばれる総合テストであり，40分程度で回答でき

る 40問の選択式問題を提示している。これらの評価テストにおいて，統計的思考力とは，「統計的

探究をすすめる目的と方法を理解している能力」のことであり，統計的探究プロセス（問題設定，

データ収集，分析手法の選択，仮説検定などのプロセス）を理解していること，統計的推論をいつ，

どのように行ったらよいかを認識していること，問題場面の文脈を理解していることなどを含んで

いる。2005年の秋から 2006年の春にかけて，アメリカ合衆国の大学生 1470名を対象にCAOSが実

施され，正答率や平均値など基本統計量の情報が提供されている。 

たとえば，キャンディー工場問題（FIGURE 7）は，標本の大きさが異なる大きなサイズのバッグ

と小さなサイズのバッグから，標本比率の散らばりが大きいバッグの方を選択することが求められ

た。この状況で，多くの学習者に，標本の大きさを考慮せずに，母比率だけに基づいて，誤って判

断してしまう傾向がみられた（Garfield and delMas，2005）。 

キャンディー工場問題の正答率（正答はウ）は，33.0％であり，最も多かった誤答はオで，その

反応率は，49.0％であった。この結果から，統計の正しい概念を学習した後でも，多くの学習者は，

「標本の大きさの無視」というバイアスを修正せずに，誤判断すると考えられる。 

また， 標準偏差の大小判断問題（FIGURE 8）は，分布の形状が異なる 5つのヒストグラムから，

標準偏差が最も小さいものを選択すること（問 14）と，最も大きいものを選択すること（問 15）が
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求められた。この状況で，多くの学習者に，ヒストグラムを誤読して，頻度の大小に基づいて，誤

って判断してしまう傾向がみられた（Garfield and delMas，2005）。 

標準偏差の大小判断問題について，問 14の正答率（正答はア）は，52.8％であり，最も多かった

誤答はウで，その反応率は，25.0％であった。問 15 の正答率（正答はイ）は，50.7％であり，最も

多かった誤答はウで，その反応率は，29.8％であった。この結果から，統計の正しい概念を学習し

た後でも，多くの学習者は，ヒストグラムを誤読し，標準偏差の大小判断を誤ると考えられる。 

これらのことから，上述した多くの誤概念やバイアスは，学校教育で統計の正しい概念を学習し

た後でも容易には修正されず，多くの学習者に，継続して統計判断の誤りがみられると推測される。

次項以降では，先行研究において誤判断を修正させる様々な教授方略が検討されてきた「標本の大

きさの無視」というバイアスと，グラフを読み取るという統計の基本的な能力にかかわる「標準偏

差の大小判断」に焦点をあて，数学的な視点から適切判断に必要な数学の概念を明らかかにすると

ともに，心理学的な視点から誤判断の要因に関する検討をすすめる。 

 

 

あるキャンディー工場では，茶色のキャンディーを 50％，他の色のキャンディーを 50％生産して

いる。サムはキャンディーがたくさん入っている大きなサイズのバッグを買おうと計画している。

ケリーはキャンディーが少しだけ入っている小さなサイズのバッグを買おうと計画している。茶色

のキャンディーが 70％以上入っている可能性は，どちらのバッグの方が高いでしょうか。 

ア． サム。なぜなら，大きなサイズのバックには，より多くの茶色のキャンディーを入れるこ

とができるから。 

イ． サム。なぜなら，大きなサイズのバックに入っている茶色のキャンディーの比率は散らば

りが大きいから。 

ウ． ケリー。なぜなら，小さなサイズのバックに入っている茶色のキャンディーの比率は散ら

ばりが大きいから。 

エ． ケリー。なぜなら，小さなサイズのバッグには，大抵50％以上の茶色のキャンディーが入

るだろうから。 

オ． どちらにも同じ可能性。なぜなら，それらはどちらも無作為標本だから。 

 

FIGURE 7 キャンディー工場問題 

 

 

大数の法則の無視に関する数学的検討 

 

大数の法則は，無作為抽出という条件のもとで，「標本の大きさが大きくなるに従って，標本比率

は母比率に近づく。」というルールである。たとえば，産科病院問題に正答するためには，「標本の

大きさが小さければ，標本比率の散らばりは大きい。」という大数の法則の裏命題を適用する必要が

ある。大数の法則とその裏命題は，次に述べる標本比率の性質を利用して，数学的に説明すること

ができる。 
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次の 5つのヒストグラムは，統計の講義を受講している 5つのクラスに対して 10点満点で実施し

たテストについて，各クラスの得点分布を表示したものである。 

 

 
問 14. どのクラスが，標準偏差が最も小さいと推測しますか。 

問 15. どのクラスが，標準偏差が最も大きいと推測しますか。 

 

 

FIGURE 8 標準偏差の大小判断問題 
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標本比率の性質 

「母比率P，母分散 )1( PP  の母集団から大きさnの標本を無作為抽出するならば，標本比率の 
 
期待値はP，分散は  になる。」 
 
（解説） 

事象 A の母比率が P の母集団において，事象 A の要素を 1，事象 A でない要素を 0 で表す確率

変数をXとすると，この母集団の母比率と母分散は， 

PPPXE  1)1(0)(  

)1()1()1()0()( 222 PPPPPPPPX   

この母集団から，大きさ n の標本 ),,,( 21 nxxx  を無作為抽出するとき，事象 A の標本比率 R

は， 

 

 

 

よって，標本比率Rは標本平均 X と同じになる。大きさnの標本 ),,,( 21 nxxx  は，それぞれ

が母集団分布に従う互いに独立な確率変数となるから， 

pxExExE n  )()()( 21 
 

)1()()()( 21 ppxxx n     

 

したがって， 

 

たとえば，産科病院問題は，この標本比率の性質を利用して，次のように説明することができる。 

大きい病院で生まれる男の子の赤ちゃんの標本比率R1について，その期待値はE(R1)＝0.5，分散

はV(R1)＝0.5×0.5÷45≒0.0056である。同様に，小さい病院で生まれる男の子の赤ちゃんの標本比率

R2について，その期待値はE(R2)＝0.5，分散はV(R2)＝0.5×0.5÷15≒0.0167である。したがって，男

の子の赤ちゃんが生まれる比率の散らばりは，小さい病院の方が大きいことになる。 
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大数の法則の無視に関する心理学的検討 

 

上述した統計判断における誤概念やバイアスについて，Kahneman et al.（1982）は，人間が用いる

方略の一つである「代表性ヒューリスティック」（ある集団の典型的な性質との類似度に基づく判断

を促す方略）によって説明している。わが国でも，彼らが指摘する代表性ヒューリスティックによ

る統計判断への影響が検討されてきた（市川，1996）。 

産科病院問題（FIGURE 2）に関していえば，それぞれの病院で 1 日ごとに生まれる赤ちゃんが

標本であり，それぞれの病院で生まれるすべての赤ちゃんが母集団である。問題に，何年間にもわ

たって生まれる赤ちゃんの男の子の比率は約 50％であるという条件が含まれている。多くの対象者

に，母集団における男の子の比率という性質は，標本における男の子の比率という性質と類似度が

高いと判断したことにより，大数の法則の無視の傾向がみられるという説明である。 

しかしながら，代表性ヒューリスティックのみで，統計判断における学習者の誤りを説明するこ

とは困難である。Kahneman et al.（1982）は，当初「大数の法則を理解していないために，標本の

大きさが無視される。」という見解を示していた。しかし，その後の研究において，標本の大きさの

みを変動させ，他の要因は統制された状況において，学習者は標本の大きさを考慮して判断するこ

とが示された。たとえば，400人の標本調査と 1000人の標本調査では，どちらの結果の方が信頼で

きるかという判断で，80％以上の対象者は標本の大きさが大きい方を選択したという研究結果があ

る（Bar-Hillel，1982）。Kahneman らも後になって，学習者は大数の法則を理解しているが，判断が

求められる状況への適用に失敗しているという見解を示している（Kahneman and Tversky，1982）。

そこで考えられるのが，どのような状況において，学習者は標本の大きさを考慮し，大数の法則を

適用して適切判断をすることができるか，逆にどのような状況において，学習者は標本の大きさを

無視し，代表性ヒューリスティックを発動させて誤判断するのかという問題である。 

Evans & Dusoir（1977）は，コイン投げで試行回数という変数を 10回，100回，1000回に変動さ

せた条件のもと，様々な状況において対象者に判断を求めた。この問題では，2 つの実験結果に関

して，表が出た回数と裏が出た回数の比が提示され，どちらの結果の方がコインに表が出やすい偏

りがあることを示す強い証拠になるかを判断することが求められた。たとえば，「60:40＝7:3」が提

示され，強い証拠になると考えた方に丸を付ける。もし，どちらも等しい程度の証拠になると考え

たならば，等号に丸を付けるというものである。 

（ⅰ）「比が一定・標本の大きさは変動」（たとえば「7:3＝700:300」）の状況 

48 人中 22 人（45.8％）に等号に丸を付ける傾向がみられ，48 人中 15 人（31.3％）に標本の大き

さが大きい方に丸を付ける傾向がみられた。 

（ⅱ）「比が変動・標本の大きさは一定」（たとえば「60:40＝80:20」）の状況 

48人中 47人（97.9％）に表が出た比率が高い方に丸を付ける傾向がみられた。 

（ⅲ）「比が変動・標本の大きさも変動」（たとえば「700:300＝80:20」）の状況 

48 人中 34 人（70.8％）に表が出た比率が高い方に丸を付ける傾向がみられた。また，（ⅰ）で標

本の大きさが大きい方に丸を付ける傾向がみられた 15 人のうち 11 人（73.3％）に標本の大きさが

大きい方に丸を付ける傾向がみられた。 
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「比が一定・標本の大きさは変動」の状況において，半数近い対象者（45.8%）に，標本の大き

さを無視する傾向がみられた。この結果から，比が一定である情報が提示されると，多くの学習者

は，標本の大きさを無視し，代表性ヒューリスティックを発動して，誤って判断すると考えられる。

また，「比が変動・標本の大きさも変動」の状況において，7 割の対象者（70.8%）に，比の値の大

小に基づいて，誤って判断する傾向がみられた。この結果から，比と標本の大きさに関して相反す

る情報が提示されると，多くの学習者は，標本の大きさよりも比の情報を優先して適用し，誤って

判断すると考えられる。 

以上から，今後の研究において，統計判断における誤りの要因を詳細に検討することとともに，

教育的な視点から学習者の誤判断を修正する教授方略の構築が必要になるだろう。 

 

 

標準偏差の大小判断に関する数学的検討 

 

標準偏差の意味は，測定値と平均値との標準的な差を示す指標であるということである。測定値

と平均値との標準的な差として，自然に考え出される指標は，偏差（Deviation）の平均値である。

偏差の平均値とは，n 個の値からなるデータで，測定値と平均値との差を表す量の総和を n で割っ

た値である。しかし，この値はどのようなデータにおいても必ず 0になってしまうため，データの

散らばりの指標としての機能を持たない。そこで，分散（Variance）という指標を用いるのである。

分散とは，n 個の値からなるデータで，測定値と平均値との差を表す量の 2 乗の総和を n で割った

値である。分散という指標も，測定値と平均値との差の 2乗和の平均値であるため，設定する単位

によっては大きな値になったり小さい値になったりしてしまい，直観的に測定値と平均値との差を

とらえにくい。そこで，分散の平方根をとった値が標準偏差（Standard Deviation）である。標準偏

差とは，n 個の値からなるデータで，測定値と平均値との差を表す量の 2 乗の総和を n で割った値

の平方根である。標準偏差の大小を適切判断させるためには，標準偏差の求め方を指導するだけで

は不十分であり，何が目的であり，どのような方法でつくられた指標なのかという標準偏差の意味

を，学習者に理解させる必要があるだろう。 

標準偏差σを計算で求めるときは，一般に次の公式を用いる。 

 

 

 

 

 

 

標準偏差の大小判断に関する心理学的検討 

 

標準偏差の大小判断問題に対して，多くの学習者に，ヒストグラムを誤読し，頻度の大小に基づ

いて判断してしまう傾向がみられた（Garfield and delMas，2005）。これは，ヒストグラムという視

覚的な表現の特性が影響を与えていると考えられる。ヒストグラムは，一方の軸に変数の区間であ

n
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る階級を割り当て，もう一方の軸に各階級の頻度をとるグラフである。それとともに，柱の面積が

確率密度を表す面積グラフの 1種である。近年の我が国の大学生が学習してきた学校教育において，

ヒストグラムは数学の内容として扱われていなかった。そのため，標準偏差の大小判断における誤

りは，ヒストグラムに関する知識の不十分さから生じるものなのか，あるいは正しい知識を持って

いても生じさせる要因があるのかについて，調査を通して慎重に検討する必要があるだろう。  

学習者がヒストグラムに関する知識を保持していることを確認した上で，分布の形状と標準偏差

の意味を関連付けることは，学習者の適切判断を促進させるために重要な教授内容であるといえる。 

 

 

統計判断の誤りに関する調査 

 

近年のわが国の大学生が保持している統計判断の誤りは，Kahneman らが指摘するものより多様

に存在することが推測される。それは，次の理由による。近年のわが国の大学生が学習してきた学

校数学において，統計の内容は希薄であった。中学校数学の内容から統計が削除され，高校数学で

は選択科目の一領域として扱われているに過ぎなかった（小口，2005）。そのため，近年のわが国の

大学生にみられる統計判断の誤りは，アメリカ合衆国の大学生より多いと予想される。 

本調査の目的は，「近年のわが国の大学生にみられる統計判断の誤りには，どのようなものがある

か。」という問いに答えることである。 

 

 

調査の方法 

 

１．調査の概要 

 学習セクションと事後調査からなる。学習セクションでは， 5コマ（7.5時間）の講義時間内に，

高校数学B「統計とコンピュータ」の内容を含んだ統計の基本的な概念を指導した。事後調査では，

統計の基本的な概念に関する問題計 28 問を提示し，統計の概念と正答率の違いにより，問題を 3

段階に分類した。 

２．対象者 

 私立大学文学部の「数学Ⅱ（統計学入門）」を受講した学生 68名を調査対象にした。 

３．手続き 

(1) 学習セッション 

 次に挙げる統計の基本的な概念を指導した．高校数学 B「統計とコンピュータ」の内容と箱ひげ

図，および相関と回帰の概念である。 

① 分布の形状が対称か，歪みがあるか。 

② 分布の中心傾向を測る代表値。 

③ 分布の散らばりを測る範囲と標準偏差。 

④ 箱ひげ図による表現と 5数要約。 

⑤ 2変量の相関と回帰直線。 
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(2) 事後調査 

 

 

問 7：最近の研究で，調査対象者を，毎日摂取するビタミン E の量が違うレベルにしたグループに

無作為に分けた。1 つのグループは，偽薬を受け取った。この研究は，ある期間内に特定のタイプ

のがんにどれくらいの人が発症するのかを調べるため，8 年間にわたって調査対象者を追跡した。

次の記述の中で，この研究における無作為化の目的について，最もよく説明しているのはどの記述

だろうか。 

ア． 調査結果の精度を上げるため。 

イ． すべての潜在的ながん患者が，この研究で等しく選ばれることを保証するため。 

ウ． 標本抽出の偏りを減少させるため。 

エ． 似た特性をもつ実験群をつくるため。 

オ． 結果の歪みを防ぐため。 

 

FIGURE 9 調査問題 7 

 

 

次の 2つの箱ひげ図は，同じ講義を受講している 2つのクラスにおいて，期末試験の得点を表示

している。 

 

問 9：どちらのデータの方が，30点以下の学生の比率が高いですか。 

ア． クラスA。 

イ． クラスB。 

ウ． 両方のクラスがほぼ等しい。 

エ． どちらということはできない。 

問 10：どちらのクラスの方が，80点以上の学生の比率が高いですか。 

ア． クラスA。 

イ． クラスB。 

ウ． 両方のクラスがほぼ等しい。 

エ． どちらということはできない。 

 

FIGURE 10 調査問題 9・10 
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Garfield and delMas（2005）が提供しているCAOS を利用し，学習者の誤判断を抽出していく。本

調査では，CAOSの問題から，学習セクションで指導した内容で回答が可能な同一問題計 28問を利

用した。回答形式は選択式とし，標本抽出に関する問題 8問，分布の形状に関する問題 8問，分布

の中心に関する問題 1問，分布の散らばりに関する問題 4問，箱ひげ図に関する問題 3問，相関と

回帰に関する問題 4問をランダムに提示した。  

 

 

調査の結果と考察 

 

全 28問の正答率の平均は47.6%であり，範囲は 7.4%～92.6%であった。統計の概念と正答率によ

り，問題を 3段階に分類した結果をTABLE 1に示す。 

 

TABLE 1 正答率による問題の分類（数字は問題番号） 

  

 

（本稿は，下線の問題を分析対象とした。） 

 

問 7（FIGURE 9）について，選択肢アは標本の大きさ，選択肢ウとオは標本の偏り，選択肢イと

エは無作為化の目的に関する記述である。最も多かった誤反応は選択肢イで，その反応率は 32.4%

であった。この結果から，無作為化の目的は，「母集団の傾向をとらえるために，母集団のすべての

要素について，選ばれる確率が等しくなるように標本を抽出すること。」ととらえてはいるが，どの

母集団の要素について，選ばれる確率が等しくなるようにするのかという無作為化の対象に関する

誤判断があると考えられる。 

問 9と問 10（FIGURE 10）は，箱ひげ図の読み取りに関する問題であり，問 9の正答は選択肢エ

である。問 9 では，多くの対象者に，箱ひげ図のひげの長さが長いグラスB（選択肢イ）の反応が

みられた。問10の正答は選択肢ウである。問 10では，多くの対象者に，箱ひげ図の箱の大きさ（箱

 正答率 

概念 

30%未満 30%以上 60%未満 60%以上 

標本抽出 7,16,26 13,24,27 23,25 

分布の形状 6 2,22 1,3,4,5,11 

分布の中心   12 

分布の散らばり 17 14,15 18 

箱ひげ図 9,10 8  

相関と回帰 28 20,21 19 
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の右半分の大きさ）が大きく，データの上位 50％の範囲も広いクラスA（選択肢ア）の反応がみら

れた。これらの結果から，多くの対象者には，箱ひげ図の箱の面積やひげの長さは，データの頻度

を表しているという誤読による誤判断があると考えられる。 

また，問 16（キャンディー工場問題：FIGURE 7）は，Kahneman らが指摘する「標本の大きさ

の無視」に対応した問題であり，正答は選択肢ウである。Karneman ら（1972）の産科病院問題に対

する結果より，本調査のキャンディー問題に対する結果の方が正答率は低かった。 

 

 

結論と今後の課題 

 

本調査の目的は，「近年のわが国の大学生にみられる統計判断の誤りには，どのようなものがある

か。」という問いに答えることであった。その結果，次に挙げる誤判断が存在することがわかった。 

分布の形状の誤判断 

 問 7（FIGURE 9）に対して，無作為化の対象として選ぶ母集団を間違えることによる誤判断があ

ると考えられた。 

頻度の誤判断 

 問 9と問 10（FIGURE 10）に対して，箱ひげ図の箱の面積やひげの長さについて，面積の大きさ

やひげの長さがデータの頻度を表しているという誤読による誤判断があると考えられた。 

標本の大きさの無視 

問 16（FIGURE 7）に対して，Kahneman らが指摘した標本の大きさの無視というバイアスによ

る誤判断があると考えられた。 

今後の課題として，相互に関連する 2つの課題を考えている。 

第 1に，「代表性ヒューリスティック」を発動したためにみられる学習者の誤判断を修正するため

の教授方略を構築することである。「代表性ヒューリスティック」による誤判断の修正に関しては，

先行研究において様々な教授方略が構築され，その効果を実証するための実験が行われてきた。し

かしながら，事後調査において，産科病院問題に対する正答率は 50％前後の結果となった実験など，

十分な効果が得られていない実態がある。それほど，「代表性ヒューリスティック」による誤判断を

修正させることは困難であるといえる。今後，さらなる工夫を加えた教授方略を構築し，学習者の

適切判断を促進させることが第 1の課題である。 

第 2に，「代表性ヒューリスティック」以外の要因を調査し，あるとすればその要因を特定するこ

とである。先行研究で構築された教授方略は，「代表性ヒューリスティック」による誤判断の修正に

十分な効果が得られていない実態がある。その理由として，修正が必要な要因が「代表性ヒューリ

スティック」ではない可能性も考えられる。今後，記述式問題などを利用して，誤判断の要因を詳

細に検討することが第 2の課題である。 
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本研究の目的は，「変数操作シミュレーションによる教授方略の枠組みを構築すること。」であった。変数操作とは，ルール

命題に含まれる変数の変動方向を逆転させたり，変動幅を変化させたりする操作のことである。また，シミュレーションとは，

現実の装置を用いた実験が困難な場合に，その実験をモデルによって模擬的に行うことである。本稿では，まず，先行研究

をレビューし，統計判断における学習者の誤りを修正するために，変数操作が用いられていることを明らかにした。次に，変

数操作の意義について，ルール命題の操作水準が低いために適切判断ができない学習者に対して，変数操作を通してル

ール命題の変換操作を促進する必要性を述べた。シミュレーションで用いられるモデルについて，大きく物理モデルと数学

モデルに大別されること，さらに数学的モデルは「確定的・確率的」，「動的・静的」の観点で区別することができ，統計判断で

用いるモデルは，確率的な数学モデルであることを述べた。以上の知見を検討して，変数操作シミュレーションの枠組みを

構築し，その枠組みに基づいた変数操作シミュレーションの事例と評価問題を提案した。 

 

 

問題と目的 

 

平成 20年 3月に告示された中学校学習指導要領において，数学に新領域「資料の活用」が設置さ

れた。この領域の第 3学年の内容には，「簡単な場合について標本調査を行い，母集団の傾向をとら

え説明すること。」が取り上げられている。この内容について，生徒は母集団から標本を抽出し，標

本の傾向から母集団の傾向を推定することを学習する。そして，生徒は標本には散らばりがあり，

推定した結果に基づいた予測や判断には誤りが生じる可能性があることを経験的に理解できるよう

になることが期待されている（文部科学省，2008）。標本比率から母集団の傾向を推定するときは，

無作為抽出ならば，「標本の大きさが大きくなるに従って，標本比率は母比率に近づく。」という大

数の法則を正しく適用する必要がある。 

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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たとえば，プロ野球の打率上位 10 名の成績は，4 月時点では打率 4 割を超える選手が多いのに，

6月頃になると打率は全体的に下がってくる。その根拠として，大数の法則を正しく適用し，「開幕

から 4月時点まででは選手の打数が少ないため，打率の散らばりは大きいから。」といった説明をす

ることができる（Nisbett et al.，1993）。このような標本比率の散らばりに関する問題に対して，大数

の法則を適用した判断は困難であることが，先行研究により示されている。 

 

 

ある町に 2つの病院がある。大きい病院では毎日約 45人の赤ちゃんが生まれ，小さい病院では毎

日約 15 人の赤ちゃんが生まれる。ご存知のように，赤ちゃんの約 50％は男の子である。しかし，

男の子の正確な割合は日によって異なる。あるときは50％以上かもしれないし，あるときは 50％以

下かもしれない。 

1年間を通して，それぞれの病院は生まれた赤ちゃんの 60％以上が男の子であった日を記録した。

あなたは，どちらの病院の方が，そのような日が多く記録されたと考えるか。 

ア． 大きい病院。 

イ． 小さい病院。 

ウ． どちらもほぼ同じ。 

 

FIGURE 1 産科病院問題 

 

TABLE 1 産科病院問題に対する反応者数の分布 

 

問題提示 60％以上 

大きい病院。 12（24％） 

小さい病院。 10（20％） 

どちらもほぼ同じ。 28（56％） 

 

Kahneman and Tversky（1972）は，産科病院問題（FIGURE 1）を利用して，学習者が大数の法則

を適用して適切判断ができるかどうかを調査した。この産科病院問題に対して，1 年間を通して，

男の子が生まれる割合が 60％以上の日は小さい病院の方が多いという正答率は 20％であり，どちら

の病院も同じであるという反応率が 56％で最も高かったのである（TABLE 1）。このように，学習

者には，標本の大きさを考慮せずに，大数の法則を適用しない傾向（以降，「標本の大きさの無視」

という。）があることを指摘した。この見解に対して，問題の形式を変更することにより，学習者は，

標本の大きさを考慮するようになり，大数の法則を適用した適切判断は促進されることを示した研

究がある。 

Evans and Dusoir（1977）は，産科病院問題（FIGURE 1）について，生まれた赤ちゃんが男の子で

ある人数を記録する日数と，生まれた赤ちゃんが男の子である割合という 2 つの変数を操作し，4

つの群を設定して調査した。第 1群は，ある日に，生まれた赤ちゃんのすべてが男の子である可能
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性が高い病院の方を選択する群，第 2群は，ある日に，生まれた赤ちゃんの 60％以上が男の子であ

る可能性が高い病院の方を選択する群，第 3 群は，1 年間を通して，生まれた赤ちゃんのすべてが

男の子である日が多い病院の方を選択する群，第 4 群（統制群）は，1 年間を通して，生まれた赤

ちゃんの 60％以上が男の子である日が多い病院の方を選択する群である。ただし，「どちらもほぼ

同じ。」という選択肢は除外され，どちらかの病院を強制的に選択させる問題形式に変更されていた。

その結果，「ある日に」という問題提示をした第 1群と第 2群を合わせたときの正答率（85％）と，

「1年間を通して」という問題提示をした第 3群と第4群を合わせたときの正答率（62.5％）には有

意差がみられた（p＜.05，χ2検定）（TABLE 2）。 

  

TABLE 2 試行回数の変数操作 

 

問題提示 100％ 60％以上 

ある日に 17（85％） 17（85％） 

1年間を通して 14（70％） 11（55％） 

（数字は反応数。対象者数は各群 20名であった。） 

 

Bar-Hillel（1982）は，産科病院問題（FIGURE 1）について，生まれた赤ちゃんが男の子である割

合という変数を操作し，4つの群を設定して調査した。1年間を通して，生まれた赤ちゃんが男の子

である割合について，60％以上とした第1群（統制群），70％以上とした第 2群，80％以上とした第

3群，100％とした第 4群である。ただし，男の子である割合が 100％とした第 4群では，大きい病

院で 1日 15人，小さい病院で 1日 5人の赤ちゃんが生まれるという問題提示に変更されていた。各

群の正答率は，それぞれ順に 20％，43％，42％，54％であった（TABLE 3）。60％以上が男の子で

ある日が多い病院の方を求めるという第1群（統制群）の結果は，Kahneman and Tversky（1972）の

結果と一致した。第 1群（統制群）の結果と他の群の結果を比較すると，60％以上という元の形式

で提示するよりも，標本比率の範囲を 100％に変更して問題提示をした方が，正答率は有意に高か

った（χ2＝9.8362，p＜.01）。また，70％以上に変更して問題提示をしたときの正答率も有意に高く

（χ2＝4.1448，p＜.05），80％以上に変更して問題提示をしたときの正答率の高さには有意傾向があ

った（χ2＝3.4.131，p＜.10）。 

 

TABLE 3 標本比率の変数操作 

 

問題提示 60％以上 70％以上 80％以上 100％ 

大きい病院。 8（20％） 7（25％） 7（26％） 8（19％） 

小さい病院。 8（20％） 12（43％） 11（42％） 22（54％） 

どちらもほぼ同じ。 24（60％） 9（32％） 9（32％） 11（27％） 

（数字は反応数。） 
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以上から，標本比率の散らばりに関して，学習者の判断には次のような傾向があると推測される。

まず，標本比率が 60％以上になる可能性を問う問題を提示するよりも，70％以上かそれより大きい

割合以上になる可能性を問う問題を提示する方が，大数の法則を適用して適切判断する学習者が多

いと考えられる。また，標本抽出の回数（あるいは実験の試行回数）を多くするよりも，1 回だけ

の方が，大数の法則を適用して適切判断する学習者が多いと考えられる。このことから，適切な変

数操作は，大数の法則を適用した適切判断の促進に効果があると期待される。 

 

 

変数操作の意義 

 

適切な変数操作は，大数の法則を適用した適切判断の促進に効果があると期待された。ここでは，

知識表象の操作水準にかかわる先行研究を省察し，変数操作の意義について検討をすすめる。 

 

TABLE 4 ルール命題に対する操作的思考（工藤，2010） 

 

 

工藤（2005）は，学習者の「平行四辺形の求積公式」に関する知識表象の操作水準を測定した上

で，等周長問題（正方形の底辺を固定して，4 辺の長さを等しく保ったまま高さを変えて平行四辺

形に変形したとき，変形前後における面積変化の大小判断を求める問題）を解決するように求めた。

等周長問題を解決するためには，「平行四辺形の面積は底辺と高さをかけ合わせたものに等しい」と

いう知識表象を，「底辺が固定されている場合，面積は高さのみで決まる」，「底辺が固定されている

場合，高さが縮めば面積は小さくなる」というように，問題解決に適用できる形に知識表象を操作

する必要がある（工藤，2003）。この研究では，操作水準を測定する問題として，「平行四辺形の求

積公式」を意味している 8項目が提示され，対象者には，それら 8項目のうち平行四辺形の求積公

操作的思考 操作の分類 内 容 

 

変数操作的思考 

裏操作 

変動値操作 

 

固定値操作 

 

特異値操作 

変数値ないし値の変動方向の逆転 

変動方向を維持した変数値の変動幅の変化 

変動方向を仮定した命題化 

変数値の固定 

変数値の固定による命題化 

変数値の極端な変動 

 

関係操作的思考 

逆操作 

手続き化操作 

手がかり化操作 

因果操作 

関係項の方向の逆転 

目的―手段関係の表現 

判断の証拠や手がかりの表現 

因果関係の表現 

抽象度操作的思考 代入操作 

上位ルール化操作 

変数項への具体例の代入 

複数のルールの組み合わせによる上位ルールの生成 
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式を意味していると考えた項目に○を付けることが求められた。○を付けた数が多いほど，求積公式

の操作水準が高いと定義された。○を付けた数が 8項目であった対象者を高操作群とし，○を付けた

数が 5項目以下の対象者を低操作群とした。そして，等周長問題に対して，「平行四辺形の求積公式

が利用できる」というヒントを与えなかった条件で回答させた後，ヒントを与えた条件で回答させ

た。その結果，高操作群は，低操作群と比較してヒントなしの条件で正答者が多かったが，低操作

群はヒントありの条件でも正答者がほとんど増えなかった。この研究は，知識を問題解決に適用で

きるかどうかには，学習者の操作水準が影響を与えていることを示唆している。 

工藤（2010）は，さらにカテゴリールールの操作的思考を量的ルールにも拡張し，変数操作的思

考，関係操作的思考，抽象度操作的思考という 3つの操作的思考に分類している（TABLE 4）。標本

比率の散らばりを比較する問題に関していえば，「標本の大きさが大きくなるに従って，標本比率は

母比率に近づく。」という大数の法則のルール命題には，「標本の大きさ」と「標本比率」という変

数項が含まれる。このルール命題を標本比率の散らばりに関する判断の手がかりを表す命題に変換

すると，「標本の大きさが大きいほど，標本比率の散らばりは小さい。」という命題（手がかり化命

題）が導かれる。このような操作は，手がかり化操作と呼ばれる。そして，変数値の変動方向を逆

転させると，「標本の大きさが小さいほど，標本比率の散らばりは大きい。」という命題（裏命題）

が導かれる。このような操作は，裏操作と呼ばれる。産科病院問題など，標本比率の散らばりを比

較する問題に対しては，上述した裏命題を適用することによって適切判断がなされると考えられる

（TABLE 5）。 

 

TABLE 5 大数の法則の変換操作 

 

原命題 

（手がかり化命題） 

標本の大きさが大きくなるに従って，標本比率は母比率に近づく。 

標本の大きさが大きいほど，標本比率の散らばりは小さい。 

逆命題 標本比率の散らばりが小さいほど，標本の大きさは大きい。 

裏命題 標本の大きさが小さいほど，標本比率の散らばりは大きい。 

対偶命題 標本比率の散らばりが大きいほど，標本の大きさは小さい。 

  

大数の法則の変換操作を促進させるためには，どのような教授方略を構築すればよいだろうか。

まず，手がかり化命題を導くためには，「標本比率」という変数について，測定値の集中度から測定

値の散布度へ，対象とする変数を操作させる必要がある。産科病院問題（FUGURE 1）に関してい

えば，男の子の割合が母比率の近くに集まる確率から母比率から離れた区間になる確率へ，対象と

する変数を操作させる必要がある。次に，手がかり化命題から裏命題を導くためには，「標本の大き

さ」という変数について，変数値を変化させる必要がある。産科病院問題（FUGURE 1）に関して

いえば，病院で生まれる赤ちゃんの数が多い 45人から少ない 15人へ，すなわち，標本の大きさが

大きい方から小さい方へ，変数値を変化させる必要がある。さらに，母比率から離れた区間につい

て，100％から 60％まで，および 0％から 40％まで，変数値の変動幅を操作させることが重要にな

る。そうすることで，裏命題の一般性が保証されるからである。 
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以上から，ルール命題に含まれる変数の操作は，大数の法則の変換操作と強い関連があるといえ

る。言い換えれば，ルール命題に含まれる変数を操作させ，その操作と大数の法則の変換操作を関

連付けることは，学習者の誤判断を修正させる教授方略の構築において，重要な条件になると考え

られる。 

 

 

シミュレーションの機能 

 

 ルール命題の変数操作をさせ，その操作と大数の法則の変換操作を関連付けることは，学習者の

誤判断を修正させるための教授方略の構築において，重要な条件になると考えられた。ここでは，

そのような関連付けに効果があると予想されるシミュレーションについて検討をすすめる。シミュ

レーション（Simulation）は，ラテン語のSimulo（まねる）を語源として生まれた言葉である。本研

究で，シミュレーションとは，「現実の装置を用いた実験が困難な場合に，その実験をモデルによっ

て模擬的に行うこと。」（岡本ほか，2002）という定義に基づいて議論をすすめる。シミュレーショ

ンは一般に模擬実験と和訳され，その意義は，「現実の現象を模擬することによって，その現象の解

析や予測を行う実験的・補助的な手法であり，時間，費用，危険などを軽減する目的で行われるこ

と。」といわれている（伊藤・草薙，2006）。 

シミュレーションで用いられるモデルは，次の 2つに大別される。 

 第 1の類型は，「物理モデル」である。たとえば， フライトシミュレーション（飛行機操縦訓練

装置）は，現実の飛行機を用いた訓練は困難であり，このような訓練による時間，費用，危険など

を回避して，緊急事態における操縦方法などをシミュレーションできる物理モデルである。 

 第 2の類型は，「数学モデル」である。たとえば，天気予報は，気象の変化を模擬したモデルに観

測データを入力することによって，その後の天気を予測する気象シミュレーションに基づく結果で

ある。このような数学モデルは，現実の現象に関する何かしらの問題背景があって，その現象を数

学モデルに置き換え，変数値を操作して計算することができる。 

 数学モデルの特性に着目すると，「確定的・確率的」，「動的・静的」の観点で数学的モデルを区分

することができる。確定的モデルとは，数式を用いて計算で 1つの解答を得ることができるモデル

であり，確率的モデルとは，ランダムな現象など，実験で確率を推定できるモデルである。また，

動的モデルとは，時間経過に伴って状態が変化するモデルであり，静的モデルとは，時間という変

数が含まれないモデルである。 

確定的で動的な特性を持つ数学的モデルの例として，運動方程式が挙げられる。たとえば，「ウサ

ギを追うキツネ」（FIGURE 2）は，運動方程式を用いて，現実のウサギとキツネの運動をモデル化

し，グラフ表現などを用いてシミュレーションすることができる（文部科学省，2002）。 

また，確率的で動的な特性を持つ数学的モデルの例として，確率過程が挙げられる。たとえば，

「クラス会の釣銭」（FIGURE 3）は，コイン投げなどを用いて，釣銭として用意する 500円硬貨の

枚数をシミュレーションすることができる（文部科学省，2002）。 

 

 



小口：変数操作シミュレーションによる教授方略の枠組み 

 - 23 - 

 

 

 キツネは，50m離れたところをウサギが一直線に走っていくのを見つけた。キツネは，ウサギを

追いかけて走り出した。どんなことになるだろうか。時刻 0に，ウサギは原点（0，0），キツネは（0，

50）にいることにする。ウサギは，X軸上を正の方向に u＝6（m／秒）で走る。キツネは，ウサギ

の方向に向かって v＝10（m／秒）で追いかける。この運動の数式によるモデルを作って，シミュ

レーションを実行してみよう。 

 

FIGURE 2 ウサギを追うキツネ 

 

解答 

 時刻 tにおけるウサギの位置を（xi，yi）とすると， 

 uhxx ihi  ， ihi yy   

  

時刻 tにおけるキツネの位置を（Xi，Yi）とすると， 

 vh
YyXx

Xx
XX

iiii

ii
ihi 22 )()( 


 ， vh

YyXx

Yy
YY

iiii

ii
ihi 22 )()( 


  

 

 t＝0のとき，ウサギの位置は（0，0），キツネの位置は（0，50）であることから，上述した数式

による確定的モデルを用いて，時刻 t＋hのときの位置を計算で求めることができる。 

 

 

クラス会の会費は 1500円である。出席者は 25人であったが，クラス会の幹事は，おそらく千円

札を 2 枚出しておつりを 500 円もらう人が半数程度いると考えた。クラス会の幹事は，釣銭の 500

円硬貨を何枚用意しておくとよいだろうか。 

 

FIGURE 3 クラス会の釣銭 

 

解答 

 コイン投げを 25 回行う。コインのオモテが出たら 1500 円ちょうどで支払う人（結果として 500

円硬貨が 1枚増えるケース），コインのウラが出たら2000円で支払って 500円のおつりをもらう人

（結果として500円硬貨が1枚減るケース）と置き換えれば，釣銭が不足するかどうかを実験して，

用意しておく500円硬貨の枚数を推定することができる。 

 

 上述した 2問はどちらも動的モデルであるが，「ウサギを追うキツネ」のように，時間経過に伴っ

て状態が連続的に変化するモデルは，連続変化モデル（Continuous-Change Model）と呼ばれる。一
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方，「クラス会の釣銭」のように，ある時間帯では状態の変化はなく，ある時間に状態が離散的に変

化するモデルは，離散変化モデル（Discrete-Change Model）と呼ばれる。 

確定的で静的な特性を持つ数学的モデルの例として，在庫管理が挙げられる。たとえば，「最適在

庫問題」（FIGURE 4）は，一次関数を用いて，1 日あたりの製造個数に基づく支出，収入，利益を

シミュレーションすることができる（文部科学省，2002）。 

また，確率的で静的な特性を持つ数学的モデルの例として，モンテカルロ法が挙げられる。たと

えば，「円周率実験」（FIGURE 6）は，正方形の内部に豆をまいたとき，総個数に対する４分円の内

部に入った豆の数の割合を用いて，円周率をシミュレーションすることができる（文部科学省，2002）。 

 

 

A さんはケーキ店のオーナーである。ケーキは生菓子なので，1 日経つと売ることができない。

毎日どれだけ作っておいたら，最も利益が大きくなるかを調べたい。過去 60日の需要を調べると，

10 個から 24 個までの範囲に分布していた。1 日あたりの平均需要は 16.4 個であった。ケーキの原

価は 160円／個であり，販売単価は 350円／個である。 

 

FIGURE 4 最適在庫問題 

 

 

FIGURE 5 需要の分布 

 

 

解答 

 支出の計算は，次のことばの式によるモデルで表される。 

全製造個数＝1日あたりの製造個数×営業日数 

総支出＝1個あたりの原価×全製造個数 

収入の計算は，次のことばの式によるモデルで表される。 

ケーキの1日あたりの需要

0

2

4

6

8

10

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

需要（個）

日数（日）
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総収入＝販売単価×販売個数 

利益の計算は，次のことばの式によるモデルで表される。 

総利益＝総収入―総支出 

1日あたりの製造個数を変化させて，そのときの総利益をシミュレーションすることができる。 

 

 

１辺の長さが１である正方形の内部に，半径１の４分円がある。半径１の円の面積は πであるか

ら，面積がわかれば πの値を計算することができる。この正方形の内部に小さな豆N個をランダム

にまく。いくつの豆が４分円の内部に入るだろうか。 

 

FIGURE 6 円周率実験 

 

解答 

 豆が４分円の内部に入る確率 pは，正方形の面積 1に対する４分円の面積Sの割合で表されるか

ら，p＝S／1＝S である。実験の結果，４分円の内部に入った豆の数がM個であったとき， 

pの推定値＝M／N 

コンピュータを使って豆まきのシミュレーションを行えば，「Nが大きくなるに従って，pの推定

値の精度は高くなる。」という大数の法則の手がかり化命題を，体験を通して学習することができる。 

 

以上のように，シミュレーションは，現実の装置を用いた実験が困難な場合に，その実験をモデ

ルによって模擬的に行うことにより，結果の見通しを立てたり，よりよい対策は何かと判断したり

できるようにする機能を持っている。本研究は，統計的な現象に対する学習者の判断を対象にして

いる。そのため，本研究では，確率的な特性を持つ数学モデルを利用する。 

 

 

変数操作シミュレーションによる教授方略の枠組み 

 

ここでは，変数操作シミュレーションによる教授方略の枠組みについて検討をすすめる。この教

授方略を構築する目的は，学習者に，大数の法則の変換操作を促進させ，結果として統計判断にお

ける学習者の誤りを修正させることである。まず，先行研究を振り返り，操作する変数と変数値の

変動幅などの扱いについて検討する。 

岡田（2011）は，コイン投げ問題（FIGURE7）を利用して，オモテが出る割合という変数を操作

し，変数値の変動幅を変化させた 4 つの群を設定して調査した。C 群（統制群）は，標本の大きさ

の比が 18：42でオモテが出る割合が 60％以上，E60群は，標本の大きさの比が5：100で，オモテ

が出る割合が60％以上，E80群は，標本の大きさの比が 5：100で，オモテが出る割合が 80％以上，

E100 群は，標本の大きさの比が 5：100 で，オモテが出る割合が 100％という状況で，人数が少な

いグループの方を選択することが求められた。C 群（統制群）と E60 群の正答率はどちらも 29％，

E80群の正答率は 31％，E100群の正答率は 55％であり，E100群の正答率が有意に高かった。この
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結果は，標本の大きさの比が 15：45で，オモテが出る割合という変数を操作したBar-Hillel（1982）

の結果とほぼ一致した。また，コイン投げ問題に回答させた後に，産科病院問題を提示したところ，

この問題の正答率は，4つの群でそれぞれ順に 43％，29％，29％，18％であった。 

 

 

C 群（統制群） 

 A 組には 18 人，B 組には 42 人の人がいます．全員に 1 回ずつコインを投げてもらいます．表が

出た人がクラス全体の 60％以上になる確率が多いのはどちらの組でしょうか． 

① A組， ② B組， ③ どちらも同じ 

E60 群（実験 60 群） 

 A 組には 5 人，B 組には 100 人の人がいます．全員に 1 回ずつコインを投げてもらいます．表が

出た人がクラス全体の 60％以上になる確率が多いのはどちらの組でしょうか． 

① A組， ② B組， ③ どちらも同じ 

E80 群（実験 80 群） 

 A 組には 5 人，B 組には 100 人の人がいます．全員に 1 回ずつコインを投げてもらいます．表が

出た人がクラス全体の 80％以上になる確率が多いのはどちらの組でしょうか． 

① A組， ② B組， ③ どちらも同じ 

E100 群（実験100 群） 

 A 組には 5 人，B 組には 100 人の人がいます．全員に 1 回ずつコインを投げてもらいます．表が

出た人がクラス全体の 100％になる確率が多いのはどちらの組でしょうか． 

① A組， ② B組， ③ どちらも同じ 

 

FIGURE 7 コイン投げ問題 

 

TABLE 6 コイン投げ問題の正答者数 

 

（対象者数は，各群 52名であった。） 

 

この結果から，「標本比率」を 100％という変数値にした状況で，多くの学習者は，大数の法則を

適用して適切判断すると考えられる。一方，この状況で適切判断できるにもかかわらず，「標本比率」

を 60％以上という変動幅にした状況に，このような判断は転移しないといえる。 

そこで，シミュレーションによる教授方略の枠組みにおいて，「標本比率」を 100％から 60％まで，

 コイン投げ問題 産科病院問題 

C群 15（29％） 22（43％） 

E60群 15（29％） 15（29％） 

E80群 16（31％） 15（29％） 

E100群 28（54％） 9（18％） 
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および 0％から 40％まで連続的に変化させる状況を取り入れる必要があることが示唆された。そう

することによって，学習者が，「標本比率」が 100％という変数値にした状況で適用した大数の法則

（および変換操作された命題）を，60％以上という変動幅にした状況でも適用するようになること

が期待される。 

 

TABLE 7 変数操作と変換操作 

 

変数 操作範囲 変換操作 

標本比率 50％→100％，50％→0％ 手がかり化命題 

標本の大きさ 100→5，45→15 裏命題 

標本抽出の回数（試行回数） 1→100  

 

変数操作シミュレーションの目的は，ルール命題の変換操作を促進し，学習者の誤判断を修正さ

せることである。ここでは，ルール命題の変換操作を促進する変数操作シミュレーションによる教

授方略の枠組みを検討する。事例として，産科病院問題で男の子が生まれる事象をコイン投げ問題

でオモテが出る事象に対応させた変数操作シミュレーションを用いる。まず，標本の大きさに差が

ある 2つのグループをつくる。そして，コイン投げシミュレーションを行わせて，標本の大きさの

差に伴う標本比率の散らばりの違いについて，2 つのグループの分布をグラフに表示させ，比較さ

せる。標本の大きさの差に伴う標本比率の散らばりの違いについて，グラフ表現で視覚的にとらえ

やすくすることにより，大数の法則の「標本の大きさが大きいほど，標本比率の散らばりは小さい。」

という手がかり化命題と，「標本の大きさが小さいほど，標本比率の散らばりは大きい。」という裏

命題の妥当性を直観的に理解させる。具体的には，「標本の大きさ」という変数の変数値を操作して，

オモテが出た割合（標本比率）を求める実験を行わせる。そして，シミュレーションの結果を用い

て，「X％以上になる確率」という変数Xに 60，70，80 の値を代入操作して，標本比率の散らばり

に関する分析を行わせることにする。最後に，数式による計算を利用して，大数の法則の妥当性を

論理的に理解させる。 

 

仮説  

コイン投げシミュレーションによって，学習者は，標本の大きさの差に伴う標本比率の散らばり

の違いを視覚的にとらえ，大数の法則の手がかり化命題と裏命題の妥当性を直観的に理解できる。

その結果，標本比率の散らばりに関する問題に対して，適切判断するようになるだろう。 

 

 

変数操作シミュレーションによる教授方略の事例 

 

 標本の大きさに差があると，ある事象の起こる割合が散らばる様子は違ってくることを教授する。

すなわち，「標本の大きさが小さいほど，標本比率の散らばりは大きい．」というルールを教授する。
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ここで取り上げる事例は，大きさに差がある 2つの標本について，標本比率の散らばりを比較する

コイン投げシミュレーションである。変数操作シミュレーションによる教授方略を具体化するため，

次に述べる教授プラン，学習プリントと評価問題を作成した。 

 

教授プラン 

方針①：「大きさに差がある2つの標本について，標本比率の散らばりを比較するシミュレーション

を行わせ，大数の法則の妥当性を直観的に理解させる。」 

T：この授業を受講している人は，全部で 50人です。50人を 2つのグループに分けたいと思います。

こちらの 10人がAグループ，それ以外の人がBグループにします。全員がコインを 1回投げて，

オモテが出る割合を求める実験をします。たとえば，Aグループで 6 人にオモテが出れば，その

割合は 60％（0.6）になります。オモテが出る割合が 60％以上になる可能性は，どちらのグルー

プの方が高いでしょうか。この実験を 1回やってみましょう（学習プリント①を配布）。 

C：（Aグループ）0.6。 

C：（Bグループ）0.55。 

T：どんな結果でしたか。 

C：Aグループの方は，オモテが出た割合が 60％になりました。 

C：実験を 1回行っただけだから偶然だと思う。 

T：それでは，この実験を20回ずつ実施して，オモテが出る割合が60％以上，70％以上，80％以上

になる回数を比較してみましょう（結果の集計表とグラフ用紙を配布）。 

 

方針②：「標本比率の期待値と分散の公式を利用して，大数の法則の妥当性を計算で確かめさせる。」 

T：コイン投げでオモテが出る事象の母比率を p ，散らばりを表わす指標である母分散を 2 としま

す。このとき，コイン投げでオモテが出る事象の標本比率の期待値と分散は，次のような計算で

求めることができます（学習プリント②配布）。 

 

学習プリント①：コイン投げシミュレーション 

この授業を受講している人は，全部で 50人です。50人を 2つのグループに分けたいと思います。

A グループが 10 人，それ以外の人が B グループにします。全員がコインを 1 回ずつ投げて，オモ

テが出る割合を求める実験をします。たとえば，Aグループで 6人にオモテが出れば，その割合は

60％（0.60）になります。オモテが出る割合が 60％以上になる可能性は，どちらのグループの方が

高いでしょうか。 

(1) この実験を 1回やってみましょう。 

どんな結果でしたか。 

  Aグループ（    ）％，Bグループ（    ）％ 

 

この結果から，気づいたことや疑問に思ったことなどを書きなさい。 
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(2) この実験を 20 回ずつ行って，オモテが出る割合が 60％以上，70％以上，80％以上になる回数

を比較してみましょう。 

オモテが出た割合の分布をヒストグラムに表しなさい。 

 

2つのグループの結果を比較して，気づいたことや疑問に思ったことなどを書きなさい。 

 

 

学習プリント②：標本比率の性質 

 

「標本の大きさが大きいほど，標本比率の散らばりは（    ）。」 

「標本の大きさが小さいほど，標本比率の散らばりは（    ）。」 

  

事象 A の要素を 1，事象 A でない要素を 0 で表す変量をxとおく。事象 A の母比率が p ，母分

散が 2 である母集団から大きさ n の標本を無作為抽出し，この標本の要素 x の値を

nXXX ,,, 21  とする。この標本における事象Aの要素の個数を nXXXS  21 とする。

事象Aの標本比率をR とすると，標本比率R の期待値と分散は次のようになる。 
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したがって，標本比率の標準偏差は  
n

R
   

 コイン投げの場合，オモテが出る事象の要素を 1，ウラが出る事象の要素を 0 で表すと，オモテ

が出る事象の母比率が 0.5，母分散が 25.0)5.01(5.0  である。 

したがって，母標準偏差は 5.025.0 
 

  

この母集団から大きさnの標本を無作為抽出したとき，オモテが出る事象の標本比率をR とする

と，標本比率R の期待値と分散は次のようになる。 

 

 標本の大きさ 標本抽出の回数 

Aグループ 10 20 

Bグループ 40 20 
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したがって，標本比率の標準偏差は  
n

R
5.0

  

 

評価問題 

 ある高校の 170 人の生徒を 4 つの講座に分けました。A 講座に 10 人，B 講座に 20 人，C 講座に

40人，D講座に 100人の生徒がいます。全員が 1回ずつコインを投げて，オモテが出る割合を求め

る実験をします。たとえば，A 講座で 4 人にオモテが出れば，その割合は 0.4 になります。各講座

でこの実験を 100回ずつ行って，オモテが出た割合の分布をヒストグラムに表したところ，次の 4

つになりました。 

 

 

(1) A 講座でオモテが出た割合の分布を表しているのは，どのヒストグラムですか。そう判断した

理由も述べなさい。 

(2) B 講座でオモテが出た割合の分布を表しているのは，どのヒストグラムですか。そう判断した

理由も述べなさい。 
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(3) C 講座でオモテが出た割合の分布を表しているのは，どのヒストグラムですか。そう判断した

理由も述べなさい。 

(4) D 講座でオモテが出た割合の分布を表しているのは，どのヒストグラムですか。そう判断した

理由も述べなさい。 
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ヒストグラムの読み取りにおける学習者の誤判断とその修正 

 

小 口 祐 一＊ 

(2012 年9 月15 日受理) 

 

 

Misjudging the Relationship between Shape and Standard Deviation When Reading a Histogram 

 

Yuichi OGUCHI 

 

 

キーワード：統計判断，ヒストグラム，分布の形状，標準偏差 

 

本研究の目的は，「提示事例の違いが，ヒストグラムの読み取りにおける学習者の判断に影響を及ぼすか。」という問いに

答えることであった。本研究では，実験の対象者を 2 つの群に分け，一方の群には，「分布の形状が極端に異なり，それに

伴って標準偏差も異なる3つの事例」を用いた読み物を提示した。もう一方の群には，「分布の形状が徐々に変化し，それに

伴って標準偏差も段階的に変化する 3 つの事例」を用いた読み物を提示した。このような提示事例の違いが対象者の判断

に及ぼす影響について検討した。実験の結果，3 つの釣鐘型分布を標準偏差が段階的に大きくなるように変化させる事例を

提示しても，対象者の適切判断は促進されなかった。誤判断の理由として，多くの対象者に，縦軸の頻度の平均値と他の階

級の頻度との差を偏差として誤判断する傾向がみられた。また，縦軸の頻度の平均値を基準とし，その値と他の階級の頻度

との差をばらつきとして誤判断する傾向もみられた。分布の形状と標準偏差との関係にかかわる学習者の適切判断を促進

するためには，分布の形状の変化に伴う標準偏差の変化を連続的にとらえさせる教授方略が必要であることが示唆された。 

 

 

問題と目的 

 

本研究では，ヒストグラムの読み取りにおける学習者の誤判断とその修正について検討する。ヒ

ストグラムからデータの傾向を読み取るためには，分布の形状（Shape），分布の中心（Center），分

布の広がり（Spread）を正しくとらえる必要がある。分布の形状は，単峰型（最頻階級が 1 つ）な

らば，大きく次の 3つに分類される。最頻階級に関して，対称な分布，正の歪みを持つ分布（右側

に裾が伸びている分布），負の歪みを持つ分布（左側に裾が伸びている分布）の3つである。最頻階

級とは，ヒストグラムによる表現において最も高い柱の階級のことである。分布の中心は，次の 3

つの代表値が指標になる。第 1 に最頻値（ここでは「最頻階級の階級値」を最頻値とする。），第 2

に平均値，第3に中央値である。分布の形状が最頻階級に関して対称ならば，上述した 3つの代表 

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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値はほぼ一致することになる。分布の広がりは，最大値から最小値を引いた値である範囲と，測定

値と平均値との標準的な差を示す標準偏差の 2つが一般的な指標になる。分布の形状が最頻階級に

関して対称ならば，平均値との差が大きい測定値が多いほど，標準偏差は大きくなる。標準偏差

は，測定値 ix と平均値x との差の 2乗和（偏差平方和）をデータの個数n で割った値（分散）の平

方根として求められる値であり，具体的な計算においては次の公式を用いることができる。 

 
n

xx
n

i
i




 1

2)(
  

 しかしながら，標準偏差の意味とその求め方を学習した後の学習者でも，分布の広がりに関する

問題に対して標準偏差を適用した解決は困難であることが先行研究により示されている（Garfield 

and delMas，2005; 小口，2008a）。 

Garfield and delMas（2005）は，統計の入門コースを受講したアメリカ合衆国の大学生 1470名を

対象に，データに基づく判断（以降，「統計判断」という。）に関する能力を調査した。調査問題は

全 40問で構成され，ヒストグラムによる表現における分布の形状と標準偏差との関係を問う問題は

2問であった（標準偏差の大小判断問題：FIGURE 1）。それらの問題では，5つのヒストグラムが選

択肢として与えられた。ヒストグラムAは最頻階級の頻度が極端に大きいほぼ対称な分布，ヒスト

グラムBは最小値が含まれる階級と最大値が含まれる階級の頻度が大きいU字型の分布，ヒストグ

ラムCはほぼ一様な分布，ヒストグラムDは頻度の大きさがでこぼこしている分布，ヒストグラム

E は釣鐘型のほぼ対称な分布であった。分布の形状と標準偏差との関係を問う 2 問は，それらの選

択肢から，標準偏差が最も小さいものを選択する問 14と，標準偏差が最も大きいものを選択する問

15 であった。問 14では，最頻階級の頻度が極端に大きいほぼ対称な分布であるヒストグラムA を

選択した正答率が 52.8％であり，ほぼ一様な分布であるヒストグラムCを選択した反応率は 25.0％

であった。この結果には，約 4分の 1の対象者に，「各階級の頻度の差が小さいほぼ一様な分布なら

ば，標準偏差は小さい。」という誤判断がみられた。その要因として，多くの学習者には，分布の広

がりを横軸の変数でとらえることができず，縦軸の頻度でとらえる傾向があると推測される。また，

問 15 では，最小値の階級と最大値の階級の頻度が大きいU 字型の分布であるヒストグラムB を選

択した正答率が 50.7％であり，ほぼ一様な分布であるヒストグラムCを選択した反応率は 29.8％で

あった。この結果には，約3割の対象者に，「範囲が大きい分布ならば，標準偏差は大きい。」とい

う誤判断がみられた。その要因として，多くの学習者には，標準偏差を求める際に，分布の中心の

指標として用いる平均値を考慮せずに，最大値と最小値の差である範囲を過大評価してとらえる傾

向があると推測される。 

小口（2008a）は，統計学入門の講義を受講したわが国の大学生 68 名を対象に，統計判断に関す

る調査を実施した。調査問題はGarfield and delMas（2005）と同一問題であった。わが国の学校数学

は，アメリカ合衆国と比べて扱われる統計の内容が少なく，上述したGarfield and delMas（2005）の

調査よりも正答率が低いと予想された。問 14 では，ヒストグラム A を選択した正答率が 42.6％で

あり，ほぼ一様な分布であるヒストグラムCを選択した反応率は 26.5％であった。 
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次の 5つのヒストグラムは，統計の講義を受講している 5つのクラスに対して 10点満点で実施し

たテストについて，各クラスの得点分布を表示したものである。 

 

 

問 14. どのクラスが，標準偏差が最も小さいと推測しますか。 

問 15. どのクラスが，標準偏差が最も大きいと推測しますか。 

 

 

FIGURE 1 標準偏差の大小判断問題 
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この結果には，約 4分の 1の対象者に，「各階級の頻度の差が小さい一様分布ならば，標準偏差は小

さい。」という誤判断がみられた。また，問 15では，ヒストグラムBを選択した正答率が 32.4％で

あり，ほぼ一様な分布であるヒストグラム C を選択した反応率は 30.9％であった。この結果には，

約 3割の対象者に，「範囲が大きい分布ならば，標準偏差は大きい。」という誤判断がみられた。以

上から，アメリカ合衆国と同様に，わが国の学校数学において，一様分布を正しく読み取る方法を

意図的に指導する必要があることが示唆された（小口，2008b）。 

しかしながら，上述したような誤判断は，正しいルールを教示するだけでは修正されにくいとい

われている（麻柄ほか，2006）。それは，学習者が保持している誤ったルール（以降，「ル・バー」

という。）と，教示された正しいルールとの間に矛盾があり，そのような葛藤状況に直面したとき，

学習者が既有のル・バーを優先することから生じる傾向であると考えられる。このような傾向を持

つ学習者に正しいルールを獲得させるためには，ル・バー懐柔型ストラテジーの効果があることが

先行研究で示されている。 

伏見・麻柄（1986）は，幼児を対象に，「三角形と四角形のルール」を獲得させるためには，ル・

バー懐柔型ストラテジーの効果があることを示した。図形の概念には，「一直線上にない 3つの頂点

を結ぶ線分で囲まれた図形は，三角形である。」と，「一直線上にない 4つの頂点を結ぶ線分で囲ま

れた図形は，四角形である。」という正しいルールが存在する。しかし，幼児には，正三角形や正方

形のように等辺や等角で構成されている図形には正しいルールを適用できるが，不等辺や不等角で

構成されている図形には正しいルールを適用できない傾向がみられた。伏見・麻柄（1986）の実験

では，3 セットの図形を事例として用意し，これらを正三角形と正方形が徐々に不等辺，不等角で

構成されている図形に変形されていくような順序で提示することにより，学習者のル・バー（「正三

角形とそれに類似した図形は，三角形である。」や，「正方形とそれに類似した図形は，四角形であ

る。」）を顕在化させることなく，学習者に三角形と四角形の正しいルールを獲得させることができ

た。この研究は，ル・バーを顕在化させることなく，学習者のルールへの同意を生成するル・バー

懐柔型ストラテジーは，他のル・バーの修正にとっても効果がある可能性を示唆していた。 

本研究は，統計の基本的なグラフ表現であるヒストグラムについて，その読み取りにおける学習

者の判断に焦点をあてる。実験では，対象者を 2つの群に分け，一方の群には，「分布の形状が極端

に異なり，それに伴って標準偏差も異なる 3つの事例」を用いた読み物を提示した。もう一方の群

には，「分布の形状が徐々に変化し，それに伴って標準偏差も段階的に変化する 3つの事例」を用い

た読み物を提示した。後者が，ル・バー懐柔型ストラテジーを用いた提示事例になる。このような

提示事例の違いが対象者の判断に及ぼす影響について検討する。本研究の目的は，「提示事例の違い

が，ヒストグラムの読み取りにおける学習者の判断に影響を及ぼすか。」という問いに答えることで

ある。 

 

仮説 

ヒストグラムの読み取りにおいて，「分布の形状が最頻階級に関して対称ならば，平均値との差が

大きい測定値が多いほど，標準偏差は大きくなる。」という正しいルール（判断基準）が存在する。

ル・バー懐柔型ストラテジーを用いた提示事例により，学習者に分布の形状と標準偏差との関係に

かかわる正しいルールを獲得させることができるだろう。その結果，ヒストグラムの読み取りにお
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いて，学習者の適切判断は促進されるだろう。 

 

 

方法 

 

１． 対象者 

 私立大学文学部の学生 93名が本研究の対象者となった。 

２． 手続き 

(1) 実験の概要 

実験は，学習セクションとそれに連続する事後調査からなる。ランダムに配布された読み物によ

って，2 つの群を構成した。期日は 2009 年 12 月であり，「数学Ⅱ（統計学入門）」の講義時間内に

集団で実施した。 

(2) 学習セクション 

 学習セクションにおいて，まず，10 問のクイズの正答数に関する 5 人のデータを与え，平均値，

偏差の平均値，分散，標準偏差の求め方を教授した（例題 5：FIGURE 2）。次に，2つのブランドに

関する 30個ずつの電池の寿命のデータを与えてヒストグラムで表現させ，それらの分布の形状と標

準偏差を比較させた（探究 5：FIGURE 3）。探究 5 のデータをヒストグラムで表現させた結果を

FIGURE 4に示す。この探究 5を用いて，「標準偏差は，測定値と平均値との標準的な差を示す指標

である。」という標準偏差の意味を確認した（小口，2010）。 

(3) 事後調査 

 事後調査において，ランダムに配布された読み物によって対象者を 2つの群に分け，一方の群に

は，「分布の形状が極端に異なり，それに伴って標準偏差も異なる 3 つの事例」を用いた読み物

（FIGURE 5）を与えた（以降，「対照群」という。）。もう一方の群には，「分布の形状が徐々に変化

し，それに伴って標準偏差も段階的に変化する 3つの事例」を用いた読み物（FIGURE 6）を与えた

（以降，「懐柔群」という。）。対象者は，自分に与えられた読み物を読み終えた後，問題 1と問題 2

に回答するように指示された。問題 1は，少数のデータを提示して正しい標準偏差を選択させる問

題であり，問題 2 は，2 つのヒストグラムを比較して標準偏差が大きい方を選択させる問題であっ

た（FIGURE 7）。問題 1のねらいは，対象者が標準偏差の意味を理解しているかを調べることであ

り，問題 2のねらいは， 2つのヒストグラムについて，対象者に分布の形状の違いに基づいて標準

偏差の大小判断をさせることであった。 
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例題 5：10問のクイズの正答数について，無作為に抽出した 5人のデータがあります。このデータ

の散らばりを調べるために，次の計算をしてみましょう。 

データ：1，2，5，5，7 

平均値：n個の値からなるデータで，測定値の総和をnで割った値。 

       



5

75521
X  

偏差（Deviation）の平均値：n 個の値からなるデータで，測定値と平均値との差を表す量の総和

を nで割った値。 

       


5

)47()45()45()42()41(
 

分散（Variance）：n 個の値からなるデータで，測定値と平均値との差を表す量の 2 乗の総和を n

で割った値。 

       



5

)47()45()45()42()41( 22222
2s  

標準偏差（Standard Deviation）：n個の値からなるデータで，測定値と平均値との差を表す量の2

乗の総和を nで割った値の平方根。 

     



5

)47()45()45()42()41( 22222

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 標準偏差の求め方 
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探究 5：ブランド A とブランド B の 30 個ずつの電池の寿命が，下の表で与えられています。どち

らのブランドの電池の方が，信頼性が高いでしょうか。 

 

30個のブランドAの電池の寿命 30個のブランドBの電池の寿命 

5.1 7.3  6.9  4.7  4.6 

6.2  6.4  5.5  4.9  6.9 

6.0  4.8  4.1  5.3  8.1 

6.3  7.5  5.0  5.7  9.3 

3.3  3.1  4.3  5.9  6.6 

5.8  5.0  6.1  4.6  5.7 

5.4  6.3  5.0  5.9  5.6 

4.7  6.0  3.3  6.6  6.0 

5.0  6.5  5.8  5.4  4.9 

5.7  6.8  5.6  4.9  6.0 

4.9  5.7  6.2  7.5  5.8 

6.8  5.9  5.3  5.6  5.9 

（単位：年）  

 

(1) ブランドAとBの電池の寿命の分布を，ヒストグラムに表示しましょう。 

(2) ブランドAとBの電池の寿命の分布は，どのような形状ですか。 

(3) ブランドAとBの電池の寿命の平均値を比較しましょう。 

(4) ブランドAとBの電池の寿命の標準偏差を比較しましょう。 

(5) ブランドBの会社が「B社の電池の方が，信頼性が高い」と広告を出しました。そういえ

る理由は何ですか。 

(6) 標準偏差は，何を調べるための値ですか。 

 

FIGURE 3 標準偏差の意味 

 

 

【ブランドA】 

平均値：5.7 

標準偏差：1.33 

 

【ブランドB】 

平均値：5.7 

標準偏差：0.78 

 

 

 

 

FIGURE 4 探究 5 のヒストグラム 
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【標準偏差の意味】 

次の 3つのグラフは，すべて平均値は 5でありデータの総数も同じです。標準偏差とは，測定値

と平均値との差の 2乗の総和をデータの個数で割った値の平方根のことでした。したがって，次の

3つのグラフを比べると，平均値から離れた測定値が多いほど，標準偏差は大きくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5 対照群に与えた読み物 
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【標準偏差の意味】 

次の 3つのグラフは，すべて平均値は 5でありデータの総数も同じです。標準偏差とは，測定値

と平均値との差の 2乗の総和をデータの個数で割った値の平方根のことでした。したがって，次の

3 つのグラフを比べると，平均値から離れた測定値が多くなるに従って，標準偏差は大きくなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6 懐柔群に与えた読み物 
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問 5-1：次のデータは A 組のテストの得点です。このデータの標準偏差はどれでしょうか。そう判

断した理由も簡潔に述べてください。 

A組：49，51，49，51，49，51，49，51，49，51 

 

①  1    ② 2    ③ 50 

 

問 5-2：次の2つのグラフについて，左右でどちらのグラフの方が，標準偏差は大きいでしょうか。

そう判断した理由も簡潔に述べてください。 

 

① 左のグラフの方が，右のグラフよりも標準偏差は大きい。 

② 右のグラフの方が，左のグラフよりも標準偏差は大きい。 

③ どちらのグラフも標準偏差はほぼ同じ。 

 

 
FIGURE 7 事後調査問題 

 

 

結果と考察 

 

 分析の対象者は，大学生93名である。ランダムに配布された読み物によって2つの群に分けられ，

懐柔群は 51名，対照群は42名となった。 

１． 標準偏差の意味 

 問題 1に対する正答者数（正答率）は，対象者全体で 42名（45.2％）であった。そのうち，懐柔

群の正答者数（正答率）は17名（33.3％）であり，対照群の正答者数（正答率）は 25名（59.5％）

であった。問題 1に対する反応者数の分布をTABLE 1に示す。 
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TABLE 1 問題 1 に対する反応者数 

 

反応 ① ② ③ 無答 計 

懐柔群 17 12 21 1 51 

対照群 25 6 11 0 42 

計 42 18 32 1 93 

（正答は①） 

 

 問題 1に対して，群条件による正答率の差について χ2検定を行った結果，群条件に有意差が認め

られ，対照群の正答率が懐柔群の正答率を上回った（χ2＝6.3793，p＜.05）。懐柔群では，3つの釣鐘

型分布を標準偏差が段階的に大きくなるように配列した事例を提示しており，対照群では，釣鐘型

分布以外に複峰型分布とU字型分布の事例を提示していた。この結果から，対照群では複峰型分布

とU字型分布の事例を提示したことにより，分布の中心に対する注意が喚起され，そのことが，対

象者の正答率に影響を与えたと推測される。 

２． 標準偏差の大小判断 

問題 2に対する正答者数（正答率）は，対象者全体で16名（17.2％）であった。そのうち，懐柔

群の正答者数（正答率）は9名（17.6％）であり，対照群の正答者数（正答率）は 7名（16.7％）で

あった。問題2に対する反応者数の分布をTABLE2に示す。 

 

TABLE 2 問題 2 に対する反応者数 

 

反応 ① ② ③ 無答 計 

懐柔群 9 27 15 0 51 

対照群 7 23 12 0 42 

計 16 50 27 0 93 

（正答は①） 

 

問題 2に対して，群条件による正答率の差について χ2検定を行った結果，群条件に有意差は認め

られなかった（χ2＝0.0155，n.s.）。この結果から，3つの釣鐘型分布を標準偏差が段階的に大きくな

るように配列した事例を提示しても，対象者の適切判断は促進されなかったといえる。以上から，

本研究の仮説である「ル・バー懐柔型ストラテジーを用いた提示事例の効果」を確認することはで

きなかった。 

３． 誤判断の要因の推定 

問題 2に対して②を選択した反応者数（反応率）は，対象者全体で50名（53.8％）であった。②

を選択した反応者は，次のような判断理由を記述していた（FIGURE 8）。 
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ア． 左より右の方が平均値からの差は大きいから。 

イ． 左のグラフには偏差がないから。 

ウ． 右の方がばらつき具合は大きいから。 

エ． グラフの数字（頻度）に差があり，でこぼこしているから。 

オ． グラフが右に偏っているから。 

カ． 全体の数は右のグラフの方が多いから。 

キ． 最大値と最小値の差があるから。 

 

FIGURE 8 ②を選択した反応者の判断理由の例 

 

判断理由アとイは，縦軸の頻度の平均値と他の階級の頻度との差を偏差として誤って読み取り，

誤判断したものと考えられる（以降，「平均値の誤読」という。）。判断理由ウとエは，縦軸の頻度の

平均値を基準とし，その値と他の階級の頻度との差をばらつきとして誤って読み取り，誤判断した

ものと考えられる（以降，「ばらつきの誤読」という。）。判断理由オは，分布の形状に着目し，判断

理由カは，データの個数に着目し，判断理由キは，データの範囲に着目して誤判断したものと考え

られる。オからキまでのような判断理由を記述した対象者は，それぞれ 1～3 名であった。問題 2

に対して②を選択した反応者の判断理由について，「平均値の誤読」，「ばらつきの誤読」と「その他」

で類型化し，②を選択した反応者の分布をTABLE 3に示す。 

 

TABLE 3 ②を選択した反応者の分布 

 

判断理由 平均値の誤読 ばらつきの誤読 その他 無答 計 

② 14 23 10 3 50 

 

 この結果から，多くの学習者に，「標準偏差は，測定値と平均値との標準的な差を示す指標である。」

という標準偏差の意味を，「標準偏差は，各階級の頻度と頻度の平均値との差を示す指標である。」

と誤って読み取る傾向があると考えられる。それには，次の 2つの要因が影響していると推測され

る。第 1に，「平均値の誤読」の記述にみられるように，データの広がりを示す一つの指標である標

準偏差をとらえる際に，その基準となる平均値を考慮しなかったことである。この要因に対して，

標準偏差の意味を教授する際に，偏差の基準としての平均値の役割を意識させる必要があることが

示唆された。第 2に，「ばらつきの誤読」の記述にみられるように，グラフがでこぼこしている形状

に学習者が固執してしまうことである。縦軸に頻度をとるヒストグラムによる表現では，横軸の目

盛りに平均値が存在する。この要因に対して，グラフがでこぼこしている形状は，測定値の差では

なく，頻度の差を示していることを意識させる必要があることが示唆された。 
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討論 

 

 本研究は，一方の群に「分布の形状が極端に異なり，それに伴って標準偏差も異なる 3つの事例」

を用いた読み物を提示し，もう一方の群に「分布の形状が徐々に変化し，それに伴って標準偏差も

段階的に変化する 3つの事例」を用いた読み物を提示して，このような提示事例の違いが対象者の

判断に及ぼす影響について検討したものである。後者が，ル・バー懐柔型ストラテジーを用いた提

示事例になる。その結果，後者の提示事例の方が，学習者の適切判断を促進するという仮説は支持

されなかった。  

それではなぜ，ル・バー懐柔型ストラテジーを用いた提示事例に，学習者の適切判断を促進する

効果がみられなかったのだろうか。ここで，問 5.2に対する対象者の判断理由から検討する。 

第 1に，「平均値の誤読」の記述がみられた。この記述は，データの広がりを示す一つの指標であ

る標準偏差をとらえる際に，偏差の基準となる平均値を考慮しなかったことを示している。本研究

で用いた提示事例には，平均値を視覚的にとらえさせる工夫がなされていなかった。そのため，横

軸の目盛りに存在する平均値を，縦軸の目盛りでとらえようとした対象者が多くみられたと考えら

れる。この要因に対して，偏差の基準としての平均値をヒストグラムに明示する教授方略が必要で

あることが示唆された。 

第 2に，「ばらつきの誤読」の記述がみられた。この記述は，グラフがでこぼこしている形状に学

習者が固執してしまったことを示している。本研究で用いた提示事例には，分布の形状の変化に伴

う標準偏差の変化を連続的に示していなかった。そのため，3 つの提示事例を別々の事例としてと

らえ，分布の形状の変化に伴う標準偏差の変化を示す事例であるという認識はなかった対象者が多

くみられたと考えられる。この要因に対して，分布の形状と標準偏差を対応させ，それらが関係を

保って連続的に変化していることを示す教授方略が必要であることが示唆された。 

また，統計の基本的な知識の不十分な理解による要因も挙げられる。それは，ケース値棒グラフ

とヒストグラムとの混同である。ケース値棒グラフとは，一方の軸に名義尺度として個々のケース

を割り当て，もう一方の軸に変数の値をとるグラフである。たとえば，例題 5（FIGURE 2）のクイ

ズの正答数に関するデータであれば，一方の軸に 5人の名前を割り当て，もう一方の軸に正答数の

値をとるグラフのことである。この要因で誤判断をする学習者には，軸のラベルと単位を明確にし

てから，ヒストグラムの読み取りをさせなければならないだろう。すなわち，標準偏差の意味とそ

の求め方を教授する前に，グラフを読みとるための必須項目である「ラベル」，「目盛り」，「単位」

といった統計の基本的な知識を指導しておく必要があるといえる。 

本研究の結果は，ル・バー懐柔型ストラテジーの限界を示しているとは考えにくい。なぜなら，

誤判断をした対象者の「平均値の誤読」と「ばらつきの誤読」という判断理由は，2 つの群に共通

して同程度にみられた。提示事例における平均値の明示，および分布の形状と標準偏差を対応させ，

それらが関係を保って連続的に変化していることを示す工夫を取り入れ，今回の教授方略を修正し

た上で実験を行うことが今後の課題である。 
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知識の高次化を促進する数学的モデリングに関する研究 
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A Study of Mathematical Modeling to Facilitate Higher Education 

 

Satoshi KIMURA and Yuichi OGUCHI 

 

 

キーワード：知識の高次化，数学的モデリング，止揚 

 

「知識基盤社会の到来，グローバル化の進展など急速に社会が変化する中，幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判

断や，他者と切磋琢磨しつつ異なる文化や歴史に立脚する人々との共存など，変化に対応する能力が求められている。」

１）このような社会状況の中で，子ども達に最も求められる力は自己教育力であると考える。自ら課題を発見・考察し，

発展させていくことで知識を高めていこうとする主体的な学習態度を養い，その学習方法を身に付けさせることが大

切である。 

 そのため，数学的モデリングの学習過程をもとに学習プロセスを整理する。特に数学的モデルを生成する過程を重

視した学習プロセスを工夫することで創造的な学習が期待できると考える。 

 既存のモデルを改善し，「対立－止揚」の場を設定した「らせん型モデル」を構築した。 

 

 

はじめに 

 

急激に変化する社会状況の中で，子ども達に最も求められる力は自己教育力であると考える。 

しかし実際の生徒の様子は，自己を教育するという態度とはほど遠い状況にある。授業では問題

が解ければそれで終わり，次にすべきことが分からずに指示を待つという受け身の姿勢が多く見ら

れる。「自分自身の知識をよりよいものにしよう。」「習ったことを自分のものにして新しい数学

を創り出そう。」「実生活の中で活用していこう。」などといった意識が希薄であるように感じら

れる。この状況をどう打破するべきなのだろうか。何が問題なのだろうかと考えたとき，下記の２ 

点の問題点が浮かび上がった。 

第一に，数学は答えを出したら終わりであるという固定観念があるということである。これまで

の学習習慣の弊害と考えられる。「数学は定式化することで処理が容易になる。」まさにその通り 

―――――――― 

*水戸市立第四中学校  **茨城大学教育学部 



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 48 - 

である。だがこの処理の面ばかりが強調され，ややもするとアルゴリズムの暗記に偏った授業展開 

が多くなりがちだったのではないだろうか。近年の調査問題（OECD の PISA 調査や文部科学省の

全国学力・学習状況調査）において，計算や証明の結果を解釈したり，結果が新たな課題につなが

ったりするような問題が多く出題されていることを考えても，答えを出してから始まる数学を大切

にしたいと考える。 

第二に，問題解決型の学習の方法が身に付いていないということである。生徒は問題や課題は教

師から与えられるものであると考えており，問題場面から課題を発見し解決することで自分自身の

知識を高めていくという学習をあまり経験していない。そのため，意欲はあってもどうすればよい

のか分からない。どのように問題場面に向き合えばその問題の解決に近づけるのかというアプロー

チ方法を身に付けさせる指導が不足していたと考える。 

 そこで本研究では，学習過程の中で「対立－止揚」という場を意識的に取り上げること，数学的

モデルを生成する過程を重視した学習プロセスを工夫することを通して，獲得した知識をよりよい

ものにしようと主体的に事象を考察する生徒の育成を図りたいと考える。これが自己教育力となり，

急速な社会の変化に柔軟に対応できる人間を育てることにつながると考えるからである。 

 

 

基本的な考え方 

        

１ 知識の高次化を図る 

事象を考察していく過程で徐々に理解が深まっていく時もあるが，ある瞬間に性質の一般性・普

遍性に気付き，思考レベルが一気に飛躍するという時もある。例えば，三平方の定理の拡張におい

て３辺に相似な長方形をかいた場合を考察している過程で，「３辺上に正三角形をかいても同様の

性質が成り立つのではないか。」「３辺上に相似な図形をかけば同様の性質が成り立つのではない

か。」と気付く瞬間である。この瞬間が「知識が高次化」される瞬間であると捉える。 

 数学的知識に限らず，知識は一般的に弁証法的に「対立－止揚」の過程を経て高次化されていく

のではないかと考える。１つの命題が真であるという結論に達したとき，その命題に矛盾するまた

は包含されないような命題が現れることで対立が起こる。その対立を解消し，より一般的な命題を

創り出そうという思考過程である。この際止揚を促すものが，対立する命題の出現と自分自身の活

動を振り返るという行為である。「あることが分かった。」「これは何を意味するのか？」「ここ

から新しい命題が生まれないだろうか？」「新しい命題と先の命題との類似点，相違点は？一般化

できないか？」「一般化できないとしたら命題の設定が違っていたのではないか？」というように，

絶えず自分自身の活動を振り返り，自らの知識を高めていく態度と能力を育みたい。 

 「振り返り」について根本博２）は，「真に有用な数学的知識を獲得するためには，豊かな表象を

保障する活動，それを意味づける経験がなければならない。デューイの言葉を借りていえば，反省

的経験Reflective Experienceが学習に必要だということになるのである。すなわち，やったことを自

己の中で再構成し，確実な知識として意味付ける活動が大切なのである。抽象の抽象を繰り返して

本質を探る数学の学習で是非とも必要な活動である。」と述べている。 

 また，「対立－止揚」について池田敏和３）は，「現実場面を厳密に分析しようとする考え方」と
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「数学的に処理しやすくするための考え方」が有機的に関連・対立合い，「定立→反定立→総合」

といった過程を繰り返しモデリングが進展するとしている。そして，「定立→反定立」から対立が

生まれ，それを止揚する形でモデリングが進展していく過程を「対立－止揚」過程と呼んでいる。 

 

２ 数学的モデリングの学習プロセス 

  数学的モデルを生成する過程は，数学的モデリングの学習プロセスの一部である。以下数学的モ

デルを生成する過程について考えるにあたり，「モデル」「数学的モデル」「数学的モデリングの

学習プロセス」の順に概念規定をする。 

  まず「モデル」については，A.Pinker(1981)４）による次の定義でモデルを捉える。「ある目的に

対して，Ｍがその目的のためにＯの代用となりうるとき，そしてその文脈においてＭの研究がＯに

対して有意義な結果を産出できるというとき，ＭはＯのモデルである」とする。 

 次に「数学的モデル」については，上述のモデルの定義内において「数学的処理が可能な数式や

グラフなどによって事象を表現したもの」と捉える。 

 最後に「数学的モデリングの学習

プロセス」については様々な捉え方

があるが，本研究では図１のNCTM

５）の見解を中心とした捉え方をする

こととする。すなわち，実生活の問

題を単純化することで問題を形成

し，この問題を数学的な用語に訳し

て数学的モデルを得る。このモデル

に数学的処理を加えることで数学的

解決を得たあと，それを解釈し，妥

当性を確かめ，実生活の問題解決に

適用する。さらによりよい解決を得

たい場合や解決できない場合に，数

学的モデルの修正を行うという学習

プロセスである。このプロセスの中

で，「問題を形成し数学的なモデル

を得るまでの過程」と「妥当性を検

討し数学的モデルの修正を行う過

程」を「数学的モデルを生成する過

程」と捉える。 

 また学習を通して実感をともなっ

た理解を得られるよう，図２の布川

和彦６）の考え方を取り入れることとする。布川和彦は，問題解決の過程において(a)→(b)→（c）

は(d1)の「迂回路」となっており，この迂回路を経由するメリットは(d2)の操作を経てこそ実感で

きるものであると述べている。 

図１． 数学的モデリングの学習プロセス 

図２． 有効な迂回路としての算数・数学 
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以上のように数学的モデリングの学習プロセスを捉え，実際の授業構成を数学的モデルを生成す

る過程を重視した学習プロセスにすることで，生徒が知識を高次化できるようにしたい。 

 

３ 理解を深めるということ 

  「問題は解けたが腑に落ちない。」「理屈は分かるけど…。」自分自身が数学の問題を解いてい

ても，よく経験することである。生徒にとっては尚更であろう。自分がやったことの意味が分から

ないのである。 

 数学的な知識は言葉だけでは伝えられない。単なる情報としてではなく，生徒にとって意味のあ

る知識として伝えるためには数学的活動が不可欠であると考える。根

本博２）は，「事実をよく観察し，その事実を成り立たせている背景を

見通す行為，これこそ数学的な活動ではないかと考える。」とし，問

題解決過程での活動を整理して以下の２つにまとめ，図３のように，

それらの２つの行為の相互的な活動の活性化の重要性，特に一般化や

概念の統合，拡張などを伴う数学学習では内的行為，内面における行

為の自覚が概念の深化のために重要であると述べている。 

ア 計算処理や図形の具体的操作など客観的に観察が可能な活動（外的行為） 

イ 類推したり，振り返って考えたりするなどの内面的な活動（内的行為）   

 内的行為については，狭義には直面する課題を解決するために類推したり，一般化したりする数

学に関する思考活動。広義には自分自身を俯瞰することで，自分の活動の意味を振り返り知識の再

構成を行う行為であると捉える。 

 外的行為については文字通り客観的に観察が可能な活動であるが，この行為をさらに２つに分け

て捉える。数式による処理で理解する行為と図などによる処理で理解する行為である。根本博７）は

理解の深まりについてピアジェの文献を引用し，「図による説明 figurative understandingと数式によ

る説明mechanical understandingとの対応が分かると一層理解が深まる。つまり，‘やっていること

の意味が分かる’からである。ピアジェはこれを operative understanding呼んだ。」としている。こ

れまでの授業を振り返ってみると，数式による証明は行ってきたが，その数式が図的にはどういっ

た意味をもつのかというアプローチが欠けていたという反省がある。ピアジェの言う figurative 

understanding がほとんど行われてこなかったのである。figurative understanding ができるよう図によ

る説明を取り入れることで，operative understandingにまで生徒の理解を深めることが大切である。 

 

 

知識を高次化できるようにする方策 

 

１ 「対立－止揚」の場の設定 

数学的解や解釈の妥当性を検証する段階やこれまでの学習を振り返る場面において知識の高次化

が図られると考える。この学習過程において新たな問を形成したり，より一般化されたモデルを考

案したり，自分自身の活動を振り返ったりする内的行為が行われると考えるからである。当然この

段階においてはメタ認知が必要となるが，生徒のメタ認知を援助するため池田敏和の「対立－止揚」

図３． 数学的活動 
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過程を参考にした。グループで活動することで生徒同士の討論の場面

を設定することが，モデリングを促進させ知識の高次化を図る上で有

効であると考える。個人の中で自分自身を客観視できない生徒も，２

人の他者の意見を聞くことで自然に第３者の立場から物事を見ること

ができるからである。そしてこの経験が個人内に転移し，第１，第２，

第３の自分を作り上げることが期待できる。図４は，池田敏和８）によ

るモデリングの指導の枠組みを略図で示し，アレンジしたものである。

同氏は「対立－止揚」の枠組みをモデリングの促進のための方策とし

ているが，これを援用し，ここでは知識の高次化のための方策とする。

また同氏は以下のように述べている。「モデリングの初心者にとって

は，問題をある程度構造化しようがしまいが，個人内で相反する２方

向の考え方を相互作用させ，それらを止揚する考え方へと進展させる

ことは非常に難しいことがわかる。それゆえモデリングを促進する考

え方を育成するひとつの方策として，生徒同士の討論を積極的に活用

することが考えられる。」「教師の重要な役割として，モデリングを促進する２つのタイプの考え

方が対立するような場面を設定することが挙げられる。」 

以上のことをふまえ，授業において以下の２点の工夫をする。 

(1) 問題の工夫 

単純化以前の問題を提示すること。単純化した際に多様な課題が生まれ意見の対立が起こるよう

な問題，それらを解決した後に新しい課題を創り出すことができる発展性のある問題とする。また

問題によっては必要十分条件を満たさない場合もあるが，知識の高次化をしていくことを重視して

いるので，そのような問題を除外することはしない。 

(2) 場の設定の工夫 

グループ学習を行う。この際，個人でワークシートに取り組むのではなく，グループで１枚のワ

ークシートに取り組むようにする。また解決を支援する具体物や筆記用具なども１セットのみ準備

し，具体的操作なども共同で行うこととする。このような環境を設定することで，一方が他方に自

分の考えを説明せざるを得なくなるため，生徒の思考が顕在化され「対立－止揚」の場面が多く現

れるようになると考えるからである。 

 

２ 数学的モデルを生成する過程を重視した学習プロセスの工夫 

図５の学習プロセスを提案する。この学習プロセスに沿った授業構成とすることで，指導者も生

徒もそれぞれの学習過程において為すべきことが明確になり，主体的学習活動が期待できる。また，

妥当性の検討から問題形成に至る過程に授業のポイントを焦点化することで，創造的な数学の学習

が期待できると考える。  

実生活の問題から学習を始め，単純化，数学化の過程を経て数学的モデルを得る。その後最後に

実生活の問題に戻るまでに，数学化，数学的処理，数学的解決の解釈と数学的モデルの妥当性の確

認，数学的モデルの修正というサイクルを繰り返す学習過程とする。単純化によって形成された問

題を繰り返し考察することで，数学的モデルを洗練させ知識を高次化していく。また布川和彦が指

図４． 対立－止揚 
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摘する数学の世界を迂回するメリットを感じさせるため，実生活の問題から実生活の問題へとつな

がる破線を学習の最後に取り

入れることとする。 

以下順を追ってこの数学的

モデリングの学習プロセスに

ついて述べる。 

(1) 単純化（実生活の問題→

問題の形成） 

実生活の問題状況におい

て，問題解決に関わる可能性

のある要素すべてに着目する

ことはできない。問題の本質

を洞察・予想し，その解決に

必要な対象や相互関係に着目

し，それらを取捨選択するこ

とによって問題の形成を行

う。 

(2) 数学化（問題の形成→数

学的モデル） 

単純化によって形成された

問題を，図，式，表，グラフ

といった数学的表現を用いて表すことで，数学的モデルを作成する。 

ここまで(1)・(2)が，２つに分けて捉えた「数学的モデルを生成する過程」の１つにあたる。 

(3) 数学的処理（数学的モデル→数学的解決） 

数学的な方法を用いて数学的モデルを処理することで数学的解を得る。この際，より実感を伴っ

た理解を得られるよう式による説明と図による説明を関連づけた説明を取り入れることで，生徒の

理解がoperative understandingにまで深まるようにする。 

(4) 妥当性の検討・数学的モデルの修正（数学的解決→新たな課題，問題の形成） 

数学的解決とその解釈の妥当性を検討する。妥当な場合は，そこから新たな課題を形成し数学化

を行うことで数学的モデルを創り出す。妥当でない場合には，問題の形成に戻る。形成された問題

が適切でないか，数学化が適切でないかのどちらかであると考えられる。適切な数学的モデルを作

ることで，再び事象の考察を行う。 

(1)～(4)の過程を繰り返すことで数学的モデルを洗練させていく。何度かこのサイクルを行った

時点で自分自身のこれまでの学習を振り返ることが大切となる。この振り返りにより，次にどのよ

うな数学的モデルを生成すれば，知識の高次化や事象の考察に有効であるのか考えることができる

からである。例えば，三平方の定理を拡張する際に，「直角三角形の各辺上に正方形や正三角形を

かいたとき，斜辺上の図形の面積は他の２辺上の図形の面積の和に等しい。」ということを考察し

た後で自分自身を振り返る。「正三角形で成り立つなら二等辺三角形ではどうだろう。」「正三角

図５． 数学的モデリングの学習プロセス 
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形でも正方形でも成り立つ。直線図形なら成り立ちそうだ。平行四辺形を調べてみよう。」「直線

図形は成り立つ。曲線ではどうか？半円を調べてみよう。」などと考えることがこの振り返りにあ

たる。 

(4)から(2)に戻って新たな数学的モデルを生成する過程が，２つに分けて捉えた「数学的モデル

を生成する過程」の１つにあたる。 

(5) 実感をともなった理解（実生活の問題→実生活の問題） 

上記(1)～(4)のように，数学を迂回路として利用することで実生活の問題が解決される。最後に

図２(d2)にあたる操作（図５では破線の矢印）を行うことで，実感をともなった理解を得る。例え

ば，関数の授業で数学的処理によって得た予想を，授業の最後に実際の実験で確かめることなどが

これにあたる。 

池田敏和３）は，数学的モデリングの指導には２つのアプローチがあるとしている。１つは，モデ

リング過程における特定の段階に焦点を当て，そこで要求される特定の考え方（問題の本質を明確

にする力，数学的モデルを解釈・検討する力など）に焦点を当てて指導していくアプローチである。

もう１つはモデリングの全ての過程を経ながら問題を解決していく中で，生徒たちがモデリングを

促進する考え方を獲得していくアプローチである。本研究は，実生活の事象や数学の世界における

事象を数理的に考察し表現する学習活動の型を身に付けるということに焦点を当てているため，後

者のアプローチをとることとする。 

授業においては，「今自分が行っている活動にはどのような意味があり，どのようなことにつな

がっていくのか。」「もともとの問題意識は何だったのか。」各段階が学習プロセス全体の中でど

のような意味をもっているのかを意識させることが重要であると考える。自分自身の行動の意味を

意識できるよう，声かけを行うとともに数学的モデリングによる学習プロセスのイメージ図を生徒

に示すことで生徒を支援する。 

 

３ 理解を一層深めるための工夫           

内的行為と外的行為，数式による説明と図による説明，これらが相互に繰り返されて理解が深ま

っていくような学習展開となるような発問をする。「それは何を意味するの？」「そこからどんな

ことが言えそう？」「図で説明できないかな？」「数式で証明すると？」などと発問することで生

徒の理解が深まるようにしたい。また，生徒が「数式による証明と図による説明両方に取り組むの

が当たり前」と考える習慣をもつことができるよう，上記のような授業を日々行っていくことも大

切である。このことが図６のような operative understandingにつながると考える。図による説明には，

action proofを活用することとする。action proofについて，小松孝太郎９）は「ある個別の場合を代表

的特殊の場合として解釈し，その代表的特殊の場合を通じて具体物に対する諸行為の本質的特徴を

提示することによって，事柄が成り立つことを演繹的に示すこと」としている。すなわち，具体物

を用いる場合，図７の長方形のようにある個別の場合しか表現できない。そのためこの長方形を「長

方形の代表的特殊の場合」と解釈する。この長方形を通じて「具体物に対する諸行為の本質的特徴

を提示する」とは，「同様の切り方をすれば任意の相似な長方形は図７と同じように並び替えるこ

とができる。また，図形を切って並び替えても面積は変わらない。よって直角三角形の３辺上に長

方形をかいた場合，直角をはさむ２辺上に出来る長方形の面積の和は，斜辺上にできる長方形の面
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図６．operative understanding 図７． action proof 

積に等しい。」というように考えることである。したがって action proofは，図をかいたり動かした

りという単純な外的行為ではなく，内的行為を含むものであると捉える。授業においては，生徒が

具体物を単なる具体物として見るのではなくその背後に一般を見ているかどうか，ある操作を行う

際にその操作がいつでもどんな時にも可能かという視点をしっかり保持しているかという点に注意

する必要がある。さらに生徒が具体物をどのように見ているのかをきちんと意識させることが，視

点の変更という新たな発想を生むと考える。よって生徒の視点を把握した上で，「ここに線をひい

てみたら…。」「図を動かしてみたら…。」というように視点の変更を示唆するような発問をする

ことが大切であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の構想 

 

１ 単 元 名    三平方の定理 

 

２ 単元の目標 

○ 様々な事象を三平方の定理でとらえたり，平面図形の基本的な性質や関係を見いだしたりする 

など，数学的に考え表現することに関心をもち，意欲的に数学を問題の解決に活用して考えたり， 

判断したりしようとする。                  （数学への関心・意欲・態度） 

○ 三平方の定理についての基礎的・基本的な知識及び技能を活用しながら，事象に潜む関係や法 

則を見いだしたり，数学的な推論の方法を用いて論理的に考察し表現したり，その過程を振り返っ 

て考えを深めたりすることができる。               （数学的な見方や考え方） 

○ 三平方の定理を用いて直角三角形の辺の長さを求めたり，三平方の定理の逆を用いて直角を作 

図したりすることができる。                       （数学的な技能） 

○ 三平方の定理の意味とそれが証明できることを理解している。 

（数量や図形などについての知識・理解） 
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３ 指導と評価の計画（１７時間扱い） 

第１次 三平方の定理       ４時間 

第２次 三平方の定理と図形の計量 ６時間 

第３次 三平方の定理の利用    ２時間 

第４次 三平方の定理の拡張    ４時間 

時 学習内容 評価規準 

１ 

 

 実生活の場面で直角三角形とその各辺上に

できる図形について観察し，様々な仮説を立

てる。 

 辺の長さや角の大きさなど，図形の様々な

構成要素に着目して仮説を立てようとする。

（関） 

２ 

３ 

 前時で立てた仮説を１つずつ検証

し，徐々に一般化を図る。 

 

 検証結果とその解釈の妥当性を検討し，課

題設定を見直したり，新たな課題を発見した

りできる。（考） 

４ 

 

 前時までに得られた検証結果を考察するこ

とで，さらなる一般化を図る。 

 検証結果を考察し，三平方の定理を拡張し

て捉えることができる。（考） 

 ７章の問題             １時間 

 

４ 第３次の指導（４時間扱い） 

(1)  第３次の目標 

○ 辺の長さや角の大きさなど，図形の様々な構成要素に着目して仮説を立てようとする。 

（数学への関心・意欲・態度） 

○  検証結果とその解釈の妥当性を検討し，課題設定を見直したり，新たな課題を発見したりでき

る。                                  （数学的な見方や考え方） 

○ 検証結果を考察し，三平方の定理を拡張して捉えることができる。（数学的な見方や考え方） 

(2)  準備・資料 

 ピタゴラスと床のタイルのエピソードの挿し絵，作図用方眼紙，数学的モデリング過程の学習プ

ロセスイメージ図，直角二等辺三角形の画用紙，ＮＨＫ高校講座の三平方の定理に関するＶＴＲ 

(3)  指導に当たっての留意点 

① 相似比がａ：ｂならば面積比はａ２：ｂ２の関係を使えば問題は解決するが，本時の目標とは違

うので，授業の最後に触れる。 

② 授業のまとめは「相似な図形をかいたとき，直角三角形の直角を挟む２辺上にかいた２つの図

形の面積の和と斜辺上にかいた図形の面積は等しい。」とし，相似でなくても成り立つ場合につい

ては発展的な扱いとする。 

③ 一般化 

 数学的処理が完了した段階で，「～の場合はどうだろう？」「すべての場合に言えるかな？」「ど

んな場合は成り立って，どんな場合は成り立たないのだろう？」などと一般化を促す発問をしなが

ら徐々に一般化を図っていく。 

ア  一般化の方向 
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 一般化の方向としては，図８のＡ，Ｂ２種類が考えられるが，言葉での表現のしやすさと授業展

開を考え，指導案ではＢの方向で授業を展開することとする。 

イ 一般化の段階 

  上記Ｂの方向で一般化を図っていく際，一般化の段階を図９のように捉えて指導に当たる。また，

生徒の発想は多様であるため，図９Ｂの場面が起こる前に(ｳ)と(ｴ)を対立させる生徒なども考えら

れるが，生徒の発想を生かした支援を行う。さらに，生徒の疑問の中から一般化のアイディアが生

まれてくるよう丁寧な指導を行う。どうしても，次の問題を形成できないような場合のみ，授業者

が課題を提示することとする。 

 

 

 

 

 (4) 展開 

 

 

図９． 一般化の段階 図８． 一般化の方向 
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図10． 展開案 
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研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

本研究では，知識の高次化を目指して主体的に事象を考察する生徒を育成することを目的として，

主に知識の高次化，数学的モデリングの学習プロセス，理解の深まりの３点について研究を進めて

きた。この研究を通して次のようなことが分かった。 

○ 知識の高次化 

知識の高次化を「対立－止揚」という観点から見ることで，生徒の思考を整理して捉えることが

できるようになった。別の観点から生徒の思考を捉える方法もあるかもしれないが，観点を設定し

て整理するということの大切さが分かった。 

また方法論としてだが，場の設定の工夫は生徒の思考の一般化のために有効であろうと考える。 

○ 数学的モデリングの学習プロセス 

この研究を行うまで，数学的モデリングの学習プロセスを「実生活の問題を数学を用いて解決し，

実生活に戻し問題の解決を図る。」と漠然と捉えていたが，妥当性の検討やモデルの修正という過

程がとても重要な意味をもっていることに気付いた。また，数学的モデリングの学習プロセス全体

の中で数学的モデルの生成過程に焦点を当てることができたことは，今後の研究を深めていく上で

のよいきっかけとなった。 

生徒自身が問題解決型の学習に取り組む学習プロセスを理解することで，主体的に事象を考察す

る活動が生まれることが期待できる。 

○ 理解の深まり       

これまで自分の指導に欠けていた figurative understandingについて研修することができたことは，

とても有意義であった。図による説明はすぐにでも授業に取り入れることができる。学校に戻って

から実践し，成果を上げたいと考えている。 

以上３点についてそれぞれ考えを述べたが，これら３つのことを整理し，学習過程として自分な

りに整理できたことが一番の成果であると考える。 

   

２ 今後の課題 

○  「対立－止揚」過程 

「対立－止揚」の状況は様々な状況が考えられる。今回は一般化の方向を誘導して限定したり，

「対立－止揚」の状況を概況で予想するだけだったりと，この過程の概要を捉えるだけになってし

まった。実際に授業を行い，生徒の思考を綿密に分析する必要がある。 

○  数学的モデリングを促進する考え方 

今回は「数学的モデルを生成する過程」を重視しつつも，数学的モデリングの学習プロセス全て

に取り組む授業展開の研究となった。今後は数学的モデリングの学習プロセスにおける特定の段階

に焦点を当て，そこで要求される特定の考え方を指導していく学習指導の在り方についても研究を

進めていきたい。特に，実生活の事象から問題形成を行うまでの過程を研究することで，生徒の問

題解決能力を育てていきたい。 

○  教材の開発 
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今回提案した学習プロセスを他の領域でも使えるよう，教材開発を行っていきたいと考える。数

学的モデルを１つ作れば簡単に解決できてしまうような問題ではなく，２度３度と数学的モデルを

修正しながら問題解決が図られるような題材を実生活の中から見つけられるようにしたい。 

またどの程度問題状況を単純化して生徒に示すのかなど，教材の条件を整理することも必要であ

ると考える。 
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小学校第５学年「天気の変化」における指導法に関する考察 

 

―― 低気圧を活用する問題点と総合的な気象情報を用いた学習活動について ―― 

 

中 林 俊 明＊ ・ 山 本 勝 博＊＊ 

(2012年 ９月15日受理) 

 

 

Consideration about the Teaching Method for “Weather Change” on Grade 5: Issues to Utilize a Low Pressure 

for Teaching Material and Learning Activities Using Integrate Meteorological Information 

 

Toshiaki NAKABAYASHI and Katsuhiro YAMAMOTO 

 

 

キーワード： 天気の変化，小学校理科，気象情報 

 

本論では，読解に視点を置き，「天気の変化」の正しい概念を身に付けさせる上で，資料の不適切な例の一つとして発達

中の低気圧を指摘した。そして，「天気の変化」を学習するための適切な教材を探り，実践をもとにいくつかの改善点を提案

した。現在使用されている多くの教科書は，天気の変化を調べるために発達中の低気圧に伴う雲の動きを活用している。低

気圧に伴う降水や雲の発達は，大気の状態を視覚的にとらえやすい。また，観察の対象となっている荒天の気象現象は子

どもに関心が高いという教材上の利点がある。一方，発達中の低気圧に伴う雲の動きは，西から東に動かない問題点がある。

典型的な発達中の低気圧は，上空の気圧の谷の東側（前面）に存在している。前面では南西の風が吹いているので，発達

中の低気圧は南西から北東に移動するのが一般的であり，低気圧は素直に西から東に移動しない。つまり，発達中の低気

圧に注目してしまうと帰納的に西から東の結論を導くことができない。授業実践から，天気の変化が西から東であることを理

解するための適切な教材は，レーダーアメダスのデータと全球の気象衛星の動画である。これらの資料を活用すると容易に

結果を導き出すことができ，天気の変化の概念定着がよいことがわかった。 

 

 

はじめに 

 

小学校理科での気象に関する学習は，第３学年で太陽と地面の様子との関係，第４学年で天気の

様子や自然界の水の変化を取り扱う。第５学年では，雲の様子を観測したり，映像などの情報を活

用したりして，雲の動きなどを調べ，天気の変化の仕方について学習する。この様に，平成20年告

示の小学校学習指導要領では，第３学年から第５学年までに段階的に気象学習が進められ，以前の 

―――――――― 

*つくばみらい市立谷井田小学校  **茨城大学教育学部 
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小学校学習指導要領より充実した指導が可能となった。第５学年の学習では，気象情報を日常生活

の中に適切に活用する能力の育成も兼ねており，雲画像やアメダス雨量データを基に天気の変化の

規則性を学ぶ。気象学習においては，情報の取り扱い方が重要である。小学校理科の授業では，か

つての気象台がもっていた気象情報の量を，インターネット経由で簡単に児童に示すことができる

ようになった。この膨大な情報の中で，大気現象に興味や関心を見出し，かつそれを正しく把握す

るためには, 観測や気象情報の活用を行いながら気象現象を学習することが必要となる。 

 気象教育の充実に伴い，天気の変化に関する研究が行われている。例えば，栢野ほか（2012）は，

気象情報を活用したイメージマップを学習支援ツールとして用いた事例的研究を展開し，生徒の知

識や認識の診断として利用できること。また，他人とのイメージマップの比較が効果的であること

を示した。割石ほか（2011）は，札幌の冬の気象について理解を深めさせることを目標に，小学校

児童用ワークシート「冬の天気」の学習活動の開発と授業実践を報告している。また，榊原・東原

(2000)が，コンピュータを利用した気象観測記録の中から規則性を見いだす学習を検討したり，中

川ほか(2004)が，ライブカメラや気象情報画像を取り込んだりする方法を報告している。この様に，

指導方法の改善や，気象情報を教材として加工し適切に提示する多くの研究がみられる。 

気象情報の活用に関して，浅利・加藤(2011)は，天気の変化の学習における３つの説明方略の変

容に注目し，科学的説明方略に至らない多くの子どもに対して，支援の工夫が必要であることを指

摘している。名越・木村(1994)は, 一つの地点の観測に対し，一般に人間の目で直接観察すること

のできない広域な気象現象をアメダスやレーダーなどの気象情報を活用して把握することから，断

片的な観測の位置づけが可能となる一方，多くの気象変数を元に因果的に事象をとらえなければ，

直感的な説明に終始し暗記の学習になってしまうとしている。 

以上のように，先行研究では，教育学的な視点を検討する研究や気象情報の教材化の研究が多く，

特定の気象情報を視点とした指導法を議論する研究はあまりみられない。 

 

 

研究の目的及び方法 

 

そこで，特定の気象情報を視点とした指導法を探るために，春や秋の天気の変化がおおむね西か

ら東に移り変わることを理解させるために多く教材化されている発達中の低気圧に注目する。発達

中の低気圧については，中林・山本(2006)が，現状の小学校における気象教育と情報活用に関して，

気象情報のPISA型読解力に注目し，その現状を報告した中で，天気の変化の正しい概念を身に付け

させる上で，資料の読解上の不適切なものとして指摘している。それは，発達中の低気圧が北東方

向に移動することが多く，単純に東へと移動しないため，結論として東への移動を明確にできない

ことに起因すると考えられる。多くの教員にとって，この発達中の低気圧の取り扱いが難しいとい

う声が多く聞かれることもこれに関係する。したがって，天気の変化を捉えさせるためには，発達

中の低気圧だけでなく，総合的に気象情報を活用する必要がある。 

本論では，天気の変化の指導法として総合的に気象情報の活用する方策を探ることを目標とする。

平成22年に文部科学省に検定を受けた教科書を分析し，そこで取り上げられている発達中の低気圧

を教材とする場合，天気の変化を学習する上での配慮事項を論ずる。はじめに，天気の変化に関す



中林・山本：小学校第５学年「天気の変化」における指導法に関する考察 

 - 63 - 

る教科書の記述を分析し，それを基に学習する際の問題点を述べる。次に，気象学的な見地から，

教科書で取り上げている発達中の低気圧を教材とした場合の問題点を明らかにする。最後に，その

問題点を生かした学習活動を行い，天気の変化に関する記述を分析することで，子どもたちが理解

しやすい教材の提案をする。 

 

 

教科書における天気の変化 

 

現在，小学校で使用されている理科の教科書は６社である。そのうち，５社の天気の変化に関す

る教科書の記述を比較しながらその学習について述べる。 

 小学校５年生の理科の教科書に記述されている天気の変化についてまとめると表１のようになる。

どの教科書でも，低気圧の移動に伴う天気分布を基にして天気の変化の考察をしている。その低気圧の

動きに注目すると，５社中４社が，東への動きを見せるために適切な低気圧を選んだり，また，低気圧に

伴う前線を多く写し込んだり，後半に南側で不安定な大気をもつ低気圧を選んだりして，北東に移動する

低気圧を東に移動するように上手く表現している。2004 年に発行された前回検定の各社の教科書では，

典型的な低気圧を示す教科書会社が多く，天気の変化が北東方向に見えてしまうことが多かった。それ 

 

表１ 天気の変化に関する教科書の記述と気象情報 

日高ほか（2010）, 毛利ほか（2010），大隅ほか（2010），有馬ほか（2010），養老ほか（2010）をもとに作成した 

出版社 天気の変化に関する記述 主な気象情報 

A社 このごろの日本付近では，雲が西から東に動い

ていくので，天気もおよそ西から東へと変わっ

ていく。 

雲画像では長い前線を伴う低気圧を使

用し，東向きの動きを見やすくしてい

る。 

Ｂ社 日本付近では，雲がおよそ西から東へ動いて

いくので，天気も，およそ西から東へ変化してい

くことがわかる。 

雲画像では長い前線を伴う低気圧を使

用し，東向きの動きを見やすくしてい

る。 

Ｃ社 このごろの日本付近では，雲は西から東へ動く

ことが多い。天気も，雲の動きにつれて西の方

から変わってくることが多い。 

低気圧の中心は北東方向に移動して

いるが，前線が長い写真を活用して西

への動きを表現している 

Ｄ社 雲画像やアメダスのこう雨情報などから，天気は

おおよそ西から東へと移って行くことがわかりま

す。 

低気圧の中心は東北東へ移動してい

るが，後半に南側で雲が多い事例を使

用することで東向きの動きを表現して

いる。 

Ｅ社 秋のころ，日本付近では，雲は，おおよそ西の

方から東の方へ移動します。天気も，雲の動き

につれて，おおよそ西から東へ変わっていきま

す。 

先島諸島で発達を始めた低気圧がオ

ホーツク海へ移動する典型的な低気圧

を紹介している。 
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に比べて，最新の教科書では発達中の低気圧にみられる独特な動きを配慮した資料提示の改善が見ら

れる。 

天気の変化の方向に関する記述は，2004 年に発行された教科書では，「西から東」と記述する教科書

が３社，「西の方から東の方」と記述する教科書が２社，「西の方から」のみの記述が１社であり，比較的自

由な表現であった。一方，2010 年に発行された教科書では，「おおよそ（およそ）西から東」という表現が

多く，全体として同様の表現が多くなった。 

 多くの教科書が取り上げているように，天気の動きを調べるのに雲の動きを根拠にすることには利点が

ある。それは，子どもにとって低気圧に伴う降水や雲の発達は大気の状態を可視化することができ視覚的

にとらえやすいことと，観察の対象としている荒天の気象現象に関心が高いからである。子どもたちが関

心をもつ気象現象は，晴れた穏やかな天気よりも，大雨や雷など荒れた天気である。１週間程度の時間ス

ケールの現象で，身近な晴れや雨の要因となる低気圧や高気圧を資料として活用できる。その中でも教

材としては，高気圧よりは激しい気象現象を起こす低気圧に注目することになると考えられる。 

 一方，天気の変化を調べるのに雲の動きを根拠にする欠点は次のようなことがある。ひとつは，低気圧

に伴う雲の動きが，西から東に動くとは限らないことである。授業では大抵３日～７日程度の雲画像を解

析する。その資料を活用した多くの子どもたちは，雲が南西から北東に斜めに上がっていくこと(九州地方

から北海道地方へ)を見いだす(図１)。低気圧が南西から北東に動くことは科学的な根拠があり，それにつ

いては次の節で述べる。雲以外でもやっかいなのがアメダス雨量データである。アメダスの観測地点は

地上に存在し，純粋に気象現象が真西から真東に移動したとしても，地理的に九州地方から北海道地方

への移動となり，南西から北東の移動と見えてしまう。 

 もうひとつは，校庭から簡単に見上げることのできる荒れた気象現象のうち，積乱雲やこれに伴う雷や豪

雨の諸現象や海陸風や局地風などのメソスケール(時間スケールが数時間から十数時間程度)の気象は，

機会に恵まれれば観測はしやすいが，小学校５年の目標とする天気の変化の教材として活用しにくい。 

 

 

図１ 子どもが天気の変化を説明した例 
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温帯低気圧の動き 

 

 子どもに資料として提示している温帯低気圧やそれに伴う温暖前線・寒冷前線は，傾圧不安定波が発

生したときに地上で観測される現象で，南北の温度差を解消しようとして発生する現象である。そのとき，

偏西風は蛇行を始める。 

 図２は偏西風の波の発達とその波動に伴って風や温度あるいは上昇・下降気流がどう分布しているか

立体的に示したものである。左側の第1期は発達初期の段階であり，地上天気図をみると，温帯低気圧が

発生して，その中心は 500hPaの気圧の谷の少し東側にある。上空 500hPa(約 5500 )の天気図では

偏西風は蛇行を始め，気圧の谷の東側(前面)では暖気が北上し，西側では寒気が南下している。次に，

中央の第 2 期の図が発達期の構造である。気圧の谷の西側では寒気の北西の風が強まり，暖気が東側

に移動するため，地上天気図では温帯低気圧が発達し，寒冷前線と温暖前線がはっきりする。500hPa の

高層天気図では発生初期にあった気圧の谷は，より発達し蛇行を強めている。地上天気図の温帯低気圧

の中心は，まだ上層の気圧の谷の東側にある。右側の第 3期は完全に発達した低気圧の模式図である。

上空の低気圧の中心と地上の低気圧の中心がほぼ同じ位置になり，地上の低気圧の中心には閉塞前線

が表れる。この後，寒気と暖気が混ざり合い低気圧が消滅する。 

地上の低気圧の東側には暖気が入り空気の密度が小さくなることから等圧面の高度差が大きくなる。ま

た，低気圧の西側は寒気が入り空気の密度が大きくなることで等圧面の高度差が小さくなる。したがって，

気圧の谷の軸は西に傾き，結果的に上空の気圧の谷より東側に発達した低気圧が存在することになる。 

 以上のように，発達中の低気圧は上空の気圧の谷の東側にあり，その上空では常に南西の風が吹いて

おり，発達中の低気圧の動きは「南西から北東」になるのが一般的である。 

 

 

図２ 温帯低気圧の発達模式図(小倉，1985) 

上段は500hPa天気図，下段は地上天気図。第１期は発達初期，第２期は発達中，第３期は完全に発達した低気圧 
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 実際に温帯低気圧はどのように動いているのか。筆者が 2005年 11月から 2006年 10月までの地上天

気図から日本付近を通過する温帯低気圧を選び出し，１日あたりの中心の進行方向と気圧の変化の関係

をプロットしてその相関関係を表したものを図３に示す。ただし，温帯低気圧の中でも著しい寒冷渦による

低気圧は，本文で指摘する教材として取り扱うものと性質が異なるので統計から外してある。 

 縦軸は，１日で低気圧の中心気圧がどの程度変化したかを示し，原点より下にいくほど発達している低

気圧である。反対に，原点より上にいくほど低気圧は勢力を弱めている。横軸は，低気圧の進行方向を示

していて，原点が真東に進んだことを示し，正の方向は北よりの進路で，負の方向は南寄りの進路をたど

ったことを示している。 

 図３から，縦軸が下ほど(気圧が下がり低気圧が発達する)多くの低気圧が進行方向を東から北向きに変

えることがわかる。これは，上空の気圧の谷の東側にある発達中の低気圧が北東方向に進んでいること

を統計的に示したものである。例外的な動きをしている低気圧は弱い寒冷渦に伴う低気圧であったり，周

囲の気圧配置の関係で動く方向が限定されていたりするものと推測される。最終的に，温帯低気圧は北

東に移動し，低気圧の墓場といわれているアリューシャン半島やベーリング海に移動して消滅する。 

 地上低気圧と上空の南西気流の例として，2006 年 11 月７日北海道旧佐呂間町で竜巻の被害があった

低気圧がある。図４は災害当日の高層天気図である。この日は２つのジェット気流が重なり上空には南西

から北東への強い気流があることが分かる。地上低気圧はこの流れに乗り，北海道地方に移動し大きな

災害をもたらした。発達中の低気圧は東ではなく北東に動いていくことが分かる。 

 

 

図３ 2005年11月から2006年10月までの低気圧の発達と中心の移動方向 
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図４ 2006年11月７日の 300hPaの高層天気図 

矢印は筆者が加筆・ジェット気流を示す 

 

 

天気の変化が西から東であることを理解させる留意点 

 

 北半球スケールで天気の変化を学習することを考えれば西から東の動きは妥当な結論である。偏西風

の下で生活する日本人の気象に関するリテラシーとしては西から東の感覚は是非身に付けてほしい。 

 ところで，子どもが西から東と素直に理解できない原因はとして，「発達中の低気圧を使って天気の動き

を考えていること」，「アメダスのデータは地理的配置により日本列島の形の影響をうけ北東方向に移動す

るようにみえてしまうこと」のほか，「気象衛星による雲画像と地上から観測される雲は異なること」，「方位

の概念があいまいなこと」などがあげられる。そこで，西から東への理解を助ける三つの提案をしたい。 

一つは，発達中の低気圧の移動のほかに，高気圧の動き(晴天域の動き)も加味して，複数の低気圧や

高気圧の中心の動きを使って天気の動きを考察する。気象衛星の画像は日本付近だけでなく，北半球を

カバーする衛星画像を使えば，低緯度の偏東風の比較もでき，中緯度の偏西風の全体的な動きがよく理

解できる。雲画像を速く動かす動画も有効である。 

二つは，アメダスの雨量データを追いかけると，観測地点の地理的影響から右上がりになってしまうの

で，海上のデータも含むレーダーアメダスを使用する。レーダーアメダスは，気象レーダーとアメダスデ

ータを用いて比較的細かいメッシュで解析した降水量の分布図である。レーダーによって推定された密

な降水分布をアメダス雨量で更正し，両者の長所を生かして作成されている。面的な広がりをもち降水域

をよりリアルにとらえることができる。ただし，この観察は低気圧を追っているので，雨の降っているところ

が北東に動くことが多いことに注意したい。 

三つは，雲がどう動くのかよく観察をさせたい。ただし，指導のとき気をつけたいのは，子どもが直接観
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察している雲と気象衛星の画像そのものは異なることである(画像は温度分布図)。子どもが日常見上げる

空にある雲は，単純に西から東に移動するものだけでなく，気圧，気温や風など様々な気象要素の影響

を受け，様々な方向に移動する。雲のけんか(高度の異なる雲が異なる方向に移動すること)は悪天の印

と言われるように，天気の悪い前線面の下で雲をみれば，高度によって異なる動きの雲が容易に観察で

きる。また，関東地方の例では，高気圧が北に偏ったり，南岸に低気圧が近づいたりすると，北東方向か

ら冷たく湿った空気が流れ込みぐずついた天気になることが多い。このときの雲の動きは，北東から南西

の方向が観察されるので配慮したい。以上のいくつかの点に関して授業実践を行い，その有効性を検証

した。 

 

授業実践 

  

以上の考え方を基に授業実践を行った。対象は茨城県公立小学校第６学年 20 名である。授業では，

教科書を活用した従来の方法による考察を確認した後，今回提案した全球動画・レーダーアメダス・天気

概況を活用した学習を展開した。 

(1) 教科書を活用した従来の方法による考察 

 発達中の低気圧に伴う雨域の変化と雲の移動の様子，各地の空の写真(図５)を３日分観察して天気の

変化を考察した。考察の結果は表２の通りである。回答例は図６の通りである。 

 

   

 

図６ 子どもの回答例 

 

 

 

図５ (1)で活用した気象情報(戸田ほか，2004) 
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 教科書の図を活用した場合の正答率は 16％と低くなっている。最も多い回答は，天気が南西から北東

へ動くであった。これは先に指摘している低気圧の北東への動きを示している。 

 

表２ 従来の方法による低気圧に注目した教材を活用した指導結果 

天気の変化の方向 回答率 

南西→北東 

西 → 東 

南 → 北 

南西→ 東 

西 →北東 

63％ 

16％ 

11％ 

５％ 

５％ 

          

(2) 晴天域も考慮した考察 

 発達中の低気圧以外に，高気圧(晴天域)の移動も加味して考察した(図９)。補足であるが晴天域，つまり，

高気圧は上空の気圧の谷の西側（後面）に存在するので北西から南東に動くことが多い。高気圧と低気

圧のそれぞれの動きを勘案し総合的にとらえると，天気の変化は西から東になることをねらっている。この

学習による結果は表３の通りである。 

 

表

   表３ 晴天域も考慮した教材を  

活用した指導結果 

 

 図７ (2)の指導で活用した資料(ウエザーマップ，2007) 

     

 晴天域も考慮して考察した場合の正答率は 37%である。(1)よりも正答率が上昇しているが，資料の中に

北東の見慣れた雲の移動があるためか３分の１程度の正答率にとどまっている。児童の回答例は図８の

通りである。 

 

天気の変化の方向 回答率 

西 → 東 37％ 

南西→北東 25％ 

西 →北東 19％ 

北西→南東 13％ 

北東→南西 ６％ 
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図８ 児童の回答例(晴天域も加味した資料活用) 

 

(3) レーダーアメダスの活用 

 レーダーアメダスは動画を使用した(図９)。2006年５月の１ヶ月分の動画をみて考察させた。雨量データ

の複雑な移動に興味を示す子どもが多く，寒冷前線のレインバンドが通過する様子を何度もみていた。こ

の学習の結果は表４の通りである。 

 レーダーアメダスを活用した場合の正答率は 44%である。正確に現象をとらえられる子どもが半数近くに

なってきたが，従来の北東方向に移動する回答も目立っている。これは，先に述べた寒冷前線のレイン

バンドが北東に向いていることと関連がある。北東に延びるレインバンドは東に動くのだが，図12のように，

子どもの感覚として列の伸びる方向に動いているかのように錯覚している回答もみられた。 

 

 

 表４ レーダーアメダスの活用した 

  指導結果 

 

 

 

 

図９ (3)で活用した資料(気象庁，2006a) 

 

天気の変化の方向 回答率 

西 → 東 44％ 

南西→北東 40％ 

北西→南東 12％ 

北東→南西 ４％ 
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  レーダーアメダスを活用した場合の正答率は 44%である。正確に現象をとらえられる子どもが半数近く

になってきたが，従来の北東方向に移動する回答も目立っている。これは，先に述べた寒冷前線のレイ

ンバンドが北東に向いていることと関連がある。北東に延びるレインバンドは東に動くのだが，図10のよう

に，子どもの感覚として列の伸びる方向に動いているかのように錯覚している回答もみられた。 

 

 

図10 児童の回答例(レーダーアメダスを活用の場合) 

 

(4) 全球動画を活用した場合 

 最後に，全球動画を活用した場合である(図 11)。2006 年５月の１ヶ月分の動画をみせて考察した。全球

画像を活用する場合は，日本の位置やデータの見方を事前に指導しておいた。子どもにとって，レーダ

ーアメダスと同様に全球の動画をじっくりみたことがないので，とても関心をもって話し合いをしていた。こ

の学習による結果は表５の通りである。 

 

表５ 全球画像を活用した指導結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 (4)で使用した全球画像(気象庁，2006b) 

天気の変化の方向 回答率 

西 → 東 70％ 

南西→北東 18％ 

南西→ 東 12％ 
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 全球動画を活用した場合の正答率は 70%と当初の発達中の低気圧のみの考察(教科書を活用した例)に

比較して，16％から 70％と大幅に上昇している。全球画像の場合，低緯度の偏東風と中緯度の偏西風の

比較が理解を促進している。また，全球の大きな大気循環をみることになり，北東に進むような小さな乱れ

が見えにくくなることから，正答率が上昇したものと考える。図12が子どもの回答例である。依然として，北

東方向に進むと答えた子どもがいる。それは，画像を丹念にみていて，ベーリング海に向かって北東方

向に進む低気圧のことを回答していると考えられる。 

 

 

図12 児童の回答例(全球動画を活用の場合) 

 

 

まとめ 

 

 天気の変化を学習させる際の教材は結論が得やすいものと，得られにくいものがあることが分かった。 

 現在，発達中の低気圧が天気の変化の資料に多く活用されているが，発達中の低気圧は日本付近で

北東方向に移動するものが多く，その資料から帰納的に天気の変化を導くことは困難である。発達中の

低気圧を活用した授業では，北東に動くと回答した児童が多くそれを裏付けている。また，アメダスの雨

量データでも観測所の地理的条件から，西から東へ移動することが見出しにくいことが分かった。 

 今回提案した中で，レーダーアメダスと全球画像による動画は，日本付近の天気の変化が大きく西から

東に移動していることがとらえやすく，正答率を大きく伸ばすことができた。ICT 活用が活発な中，積極的

にこのような情報を活用していく必要がある。 

 実践では，理科の気象学習から一年経過した子どもに授業を実施した。その子どもの活動をみると，天

気の変化は資料からの理解でなく，学習のまとめや教師の指導による表面的な理解であることがみえてく

る。明らかに南西から北東に移動する雲の列をみても，昨年(５年生)のときに教師が西から東に移動する

といったことを根拠に事実と異なる回答をする子どもがいたからである(図 13)。自然に触れ抽象化された

データを解釈する，自然と科学という行為の感性を培っていくため，教師の指導方法や子どもに理解をさ

せたい自然事象について改めて考えていく必要があると考える。 
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図13 ミスコンセプションの例 

観察結果の矢印と結論の向きが異なっている 

 

 

おわりに 

 

地学学習には，地質・天文・気象の分野で構成されている。学習指導要領が改訂され，気象の学習は

中学校第 2学年の気象学習に向けて，小学校では第 3学年から第 5学年に系統的に配置された。気象

は身近な現象で生活に密着した現象である。そのため，子どもにとって興味深い学習内容である。しかし

応用科学としての気象学を深く学ぶ教員が少ないため，科学的に気象教材を解釈し，問題解決的に学習

活動を深めることが困難な単元でもある。 

本論は，おおむね西から東に天気が変化していくことをとらえさせるための典型的な教材として活用さ

れている発達中の低気圧についての問題点を論じた。それは，北東に移動することが多い発達中の低

気圧を用いて天気の変化を考察する場合は，流体力学上の配慮事項が存在することにある。執筆してい

た中途でも，ある教員から「どうして東に雲が進まないのか」という問い合わせをいただいた。このことから

も，取り扱う気象現象の解釈を提供していく必要がある。本論がその一助となればありがたい。 

気象学は，物理学，化学，生物学，社会科，環境教育，防災教育や情報教育など様々な分野とリンクし

ている。したがって，未来を創造する子どもたちにとって，身につけさせたい科学リテラシーの一つと考え

られる。今後も，科学としての気象学を，正しい科学的解釈を通して，自然と向き合い子どもたちの好奇心

を生かしながら充実させていくことを提案していきたい。 

 

 

引用文献 

 

有馬朗人ほか．2010．『たのしい理科５年－１』pp.11-14， (大日本図書)． 

日高敏隆ほか．2010．『みんなと学ぶ小学校理科 ５年』pp.88-90，（学校図書）． 

株式会社ウェザーマップ．2007．『気象人』 (http://www.weathermap.co.jp/kishojin/) 

榊原保志・東原義訓．2000．「パソコンによる気象観測記録の中から規則性を調べる学習」『地学教育』



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 74 - 

53(5)， 201-208． 

栢野彰秀・森健一郎・三宅正太郎．2012．「イメージマップを用いた中学校理科学習支援に関する事例的

研究」『北海道教育大学紀要（教育科学編）』 62（２），105-118． 

気象庁．2006a.「レーダーアメダス」（http://www.jma.go.jp/jp/radame/）．  

気象庁．2006b．「気象衛星全球画像」（http://www.jma.go.jp/jp/gms/）． 

毛利衛・黒田玲子ほか．2010．『新しい理科５』pp.10-14，（東京書籍）． 

名越利幸・木村龍二．1994． 『気象の教え方学び方』p.217，（東京大学出版会） . 

中林俊明・山本勝博．2006.「PISA 型読解力育成を視点にした小学校気象教育について」『日本理科教育

学会第45回関東支部大会研究発表要旨集』p.68，(日本理科教育学会)． 

中川清隆・榊原保志・下山紀夫・板場智子・中澤美三．2004．「雲のライブカメラ網の展開と気象情報画像

取り込み・表示ソフトの開発」『 地学教育』 57,69-83. 

小倉義光．1985．『一般気象学』pp.180-185，（東京大学出版社）． 

大隅良典ほか．2010．『わくわく理科５』pp.58-59，（新興出版社啓林館）． 

戸田盛和ほか．2010．『新版たのしい理科5 年上』p.22 ，（大日本図書）． 

割石隆浩・杉原正樹・高橋庸哉．2011．「小学校５年「天気の変化～冬の天気」に関するワークシート・指

導案の開発と実践（インタラクティブセッション，次世代の科学を育てる：社会とのグラウンディングを実

践するために）」『年会論文集』 35, 458-459,（日本科学教育学会）． 

養老孟司ほか．2010．『小学理科５』pp.84-85，（教育出版）． 



茨城大学教育実践研究 31(2012), 75-89 

 - 75- 

 

美術教育における言語的方法の展開 

 

―― 表現内容に関わる言語の機能 ―― 

 

金子一夫＊ ・ 小口あや＊＊ ・ 角谷由美*** ・ 鈴木敦子**** 

(2012年9月15日受理) 

 

 

 Developing a Verbal Method for Art Education 

 

Kazuo KANEKO, Aya KOGUCHI , Yumi SUMIYA and Atsuko SUZUKI 

 

 

キーワード：美術教育、言語活動、表現主題、授業、指導計画  

 

美術教育における言語活動について二回目の報告である。小中高の教員による三件の実践研究を収める。それぞれ言

語と表現内容との関わりについての実践研究となっている。1. 小学校での実践では、児童の想像画の背後には直接表れて

こない、豊かな想像世界があることが言葉による説明をつけることで確認できた。2. 中学校での実践では、単なる自画像制

作ではなく「○○○な私を表そう」という題材にすることが意欲を喚起したたこと、○○○なという表現主題をウェッビング学

習が明確にすることが報告された。3. 高等学校での実践では、条件の度合いが違うモダンテクニックによる制作物に題名を

つけさせる課題において、自由度の大きい条件の方が題名付けに集中できないで難しい課題になったらしいことが報告さ

れた。題名付けも思考活動を必要とする大きな作業であることがわかった。 

 

 

緒言―美術教育における表現内容と言語との関わり  

 

本稿は、平成 23 年に発表した金子一夫・小口あや・鈴木敦子・中川知子「美術教育における方法

論的前提としての言語―児童生徒、それぞれの位相での言葉」(『茨城大学教育実践研究』第 30号、

2011年、51-65頁.)に続く論稿である。前稿と同様「言語活動の充実」した美術教育の研究となっ

ている。前稿は、言語と指導方法の関わりを取り上げていた。本稿は、小・中・高での三件の実践

研究を収める。三件とも表現主題や表現内容と言語との関わりについての研究となった。 

美術教育では教師が児童生徒の言葉を聞き表現意図を了解しようとすることは、普通に行われて

いる。それによって、はじめて教師は児童生徒自身の表現意図を明確に了解することがある。さら

に、内的な感情像としてある表現主題を意図的に言葉で明確にさせる指導方法は、最初の原形は本 

 

*茨城大学教育学部  ** つくば市立大曽根小学校 *** 水戸市立笠原中学校 **** 茨城県立つくば工科高等学校  
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部会で提案された。それらは、金子一夫「表現主題を感情と像の言葉で分析・構成させる美術教育

方法論」(『茨城大学教育学部紀要(教育科学)』第59号、2010年、47-64頁.)や有田洋子「表現主

題を言語化させる美術指導」(『美術教育学』第31号、2010年、29-42頁)といった研究論文になっ

て公開されている。 

表現主題が漠然としすぎていると、表現活動は出発できないし、教師も誤解した指導助言をして

しまう危険がある。しかし、逆に表現主題を言葉で明確にさせすぎて、表現活動がその図解作業に

なってしまっては、児童生徒にも教師にも有意義な活動にならない。作品としての完成が表現主題

の十全な実現となることが理想である。表現主題の言語化は、あくまでも言語、つまり名付けであ

って表現主題そのものではない。表現主題の言葉が指し示すところに表現主題の実質がある。 

表現内容を言葉で説明させる指導がある。作品を言葉で補足説明することは、専門家であれば作

品が自立性・完成度を獲得していないこととされかねない。しかし、教育の場ではプレゼンテーシ

ョンや相互鑑賞の指導になる。しかし、それ以上に小学校段階では児童に想像行為・想像内容の言

語化は、想像行為・想像内容の価値を保障・奨励する多大の教育的意義をもつ。近代の学校教育の

理念は合理的・科学的真実を指導するのが原則である。常識、錯覚、偏見、空想、印象等に惑わさ

れないように教育するのが正しいことになる。ただ、それは感性的真実を否定する危険をもつ。絵

画の表面に直接表れていない想像内容を言葉で十分に発表させることは、想像行為・内容に意味が

あるのだという教育になっている。しかも、想像内容に論理性を獲得させる指導でもある。 

美術は最終的には視覚的感情像を実現させる行為である。ただ、美術的表現には水墨画の讃のよ

うに言葉と視覚像が組み合わさって新たな表現水準を獲得する場合がある。また、事物に名付ける

ことが視覚的感情像を出現させることがあり、オブジェといった美術的表現と似たものになる。見

立てといった美術教育の方法も、それに近い。 

小口論文は、花と日常事物との比喩関係を設定させ、さらにそこから想像世界に遊ばせ、その内

容を絵画化させる実践についての考察である。児童にとっては自分の想像世界がかなり明確である

ことが文章表現への取り組みから伺える。そして今後は他人へ絵画表現でも十分に伝える意欲を養

うことの必要が指摘されている。 

角谷論文では、鏡を見て描く単なる「自画像」ではなく、「○○○な私を表そう」という題材内容

にすることによって、生徒の意欲が格段に上がったことが報告されている。また「○○○な」の内

容を確定するためにウェッビング学習が効果的であったことが記されている。表現主題を明確にす

るための手立てがあることを認識させられる。 

鈴木論文はドリッピングとデカルコマニーという偶然性を多分に含む制作物に、題名をつけて作

品を完成させる実践の考察である。表現主題は事前に明確ではないものが、名付けられて表現とし

て完成する。そこには言葉が大きく作用する。画一的にある大きさの正方形枠を指定して制作させ

た場合と自由にさせた場合を比較している。自由度が大きいはずの後者において生徒は表現主題を

意識して制作をしなければならないので、最終場面での題名付けに集中できずに難しい課題になっ

たのではないかという認識が述べられている。言語化も一つの作業として捉えるべきであることが

わかる。（金子一夫） 
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1．  言語活動を取り入れた絵画製作指導 

―「もし花が○○だったら・・・どうする？！」（小学校第３学年）― 

                            小口 あや 

1. はじめに 

新学習指導要領で，図画工作科においても言語活動の充実が提唱された背景には，昨今の自分の

気持ちを言葉に表せず力に訴える問題もあると聞く。自分の表現したいことを作品にし，さらにそ

れを言葉で説明する教材は,自分の気持ちをよりいっそう表現する学習になると考えた。 

2. 研究方法 

（1） 題材について 

これは，身の周りのものを花に見立て，その花に関わる行為をしている人を描くという小学校 3

年生対象の想像画題材である。例えば「もし花が電球だったら……電球を付け替え作業や明るい電

球の下で遊びをする」「もし花が扇風機だったら……風をあびる」というように，花に見立てたもの

とどう関わるかまで考える。想像力を働かせ，自分なりの世界を作ることで，できた作品について

説明する言語活動も無理なく行えるのではないかと考えて設定した。また，小学校3年生は水彩絵

の具を本格的に学習する学年である。道具の使い方や混色はすでに教えてあるので，ここでは，絵

の具の濃度を調整して場所によって使い分けることと筆の使い分けの基礎も教えることにした。 

（2） 実際の指導と結果 

①導入 題材の理解のために，まず、教師が制作した参考作品を見せた。「もし花が火だったら…

…みんなで料理をする」「もし花が水だったら……水浴びをする」「もし花がテーブルだったら……

みんなでお茶を飲む」の3点である。前の2つは花を火や水といった自然界にある要素に，後の一

つは道具に見立てたものである。次に、身近にあるものを花に見立てるという方向での練習を、写

真を用いて行った。児童は下の写真の組合せを見て，似ているところを見つけることで，身近なも

のを花に変えることができることを学習した。 

  

 

 

 

 

 

鍵盤                    花びら 

 

 

 

 

 

 

    ガス台                    アサガオの子房  

          図１ 身近なものを花にたとえる 
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② アイデアスケッチ まず，児童が「もし○○が花だったら・・・□□する」の文の「○○」と

「□□」に言葉を入れた。最初にできた文を確認したところ，「○○」と「□□」の組合せのつじつ

まが合わない児童が約半数いた。「もし食べ物が花だったら・・・走って遊ぶ」「もし車が花だった

ら・・・お風呂に入る」などである。「食べ物」に対しては「みんなで食事会をする」などの食べ物

に対して行うこと，「車」に対しては「ドライブをする」などの車に対して行うことを書くべきであ

る。そこで矛盾点を指摘し，考え直すように指導したところ，ほとんどの児童が2回目にはつじつ

まの合う文にできた。 

次に，考えた文をもとにアイデアスケッチを行った。絵を描きながら新たなアイデアが生まれた

ら、それも描き込むようにした。 

③ 四つ切大のマーメイド紙に鉛筆で下描き 

四つ切大のマーメイド紙に鉛筆で下描きを行った。鉛筆で描くため，間違えた場合消しゴムで消

すことができる。しかし，消したところであっても鉛筆が通ったところは，筆圧によって紙がへこ

み，作品の傷になってしまう。このことを児童に説明し，できるだけ薄く描くように指導した。 

また，絵の具を塗る時のことを考え，「１本の線で描くこと」「物と物が重なっているところは前

にあるものを描き，後ろにあるものを隠すこと」の二つを指導した。「物と物の重なり」の表現につ

いては，何名かに実際に物を見せて納得させてから指導した。絵の具を塗るときに児童本人が混乱

しないようにするためとはいえ，発達段階を無視した指導になるのではないかと迷った。 

④ 水彩絵の具による着彩 

着彩の指導で重点的に行ったのは，絵の具の濃度を3段階に調整して使い分けること，塗るもの

によって筆を使い分けることの二つである。 

児童が絵の具で色を付けると，どこも同じ濃さで描かれ，肝心のものが背景に埋もれて目立たな

いことがあった。そこで，目立たせたいところを濃く塗ることを指導することにした。今回は絵の

具の濃度を3段階に分け，一番濃いものを小さく描かれている人間などを塗るときに，真ん中の濃

度を植物に，一番薄いものを背景に使うことにした。濃さの基準となる真ん中の濃度の植物から着

彩することを指示した。児童は絵が完成に近づくと遠くから眺め，人や植物が背景に埋もれていな

いか確認し濃度の微調整を行っていた。 

また，児童は大きい筆と小さい筆の2本を持っていたが，小さい面を塗るのに大きい筆を苦労し

て使ったり，その逆もあったりとした。そこで，「大きい面を塗るときには大きい筆を，小さい面を

塗るときには小さい筆を使うこと」を指導した。また，さらに細かいものを描くときには割り箸ペ

ンを用いた。 

⑤ 鑑賞 

完成後，自分の作品を説明する学習を行った。教師が書いた文章を参考にしながら「絵を描くと

きに行った工夫」「絵の内容の説明」を入れることを指示した。ほとんどの児童がそれぞれの世界を

分かりやすく説明することができていた。次は４名の児童の作品と自分の作品を説明した文章であ

る。文章には絵を描いた本人でなければわからない情報が書かれており，興味深い。 
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図3「朝，ねむりの世界に行ってみよう。」 

 上の月がかいてある方はねむりの世

界 太陽（が）ある方は，朝の世界 そ

れで，でっかいテーブルにみんなが集ま

っているのは，おやつの時間だからです。

ねている人がいるお花は，パンジーです。

ねむりの世界だけどねむっていないのは

ねむらないジュースをのんだからです。

太陽の世界で青いお花にのっているの

は，古時計のネジを回すためです。した

にいる人は，「気をつけてね」て，いって

いる人です。チューリップの中に時計が

入っている理由は，とくべつなチューリ

ップ時計だからです。たのしい所なので

あそんでみてください。 

 ぼくの絵をしょうかいします。 

 花のなかにいる人は 魚や肉をやいていて 下では食べてい

る人もいます。花は太陽なのでうちゅうにあります。星は植

物でかれると流れ星になっておちます。 

 くふうしたところは，ふうけいの色づくりです。 

図2 「炎の国（太陽）」 

図4「アイスとジュースであそんでいるよ」 

  まず，かたぐるましてアイスをとろうとしているよ。でもジュースがじゃまをしているよ。いちばんうえの人

がじゃんぷしてとったけどアイスがいっぱいおちてきてアイスをおとしておちたアイスがふくを（に）ついてし

みになってるよ。あと，おおきいイスがおちてみんなしみになっちゃったよ。じゃんぷしてきょうだいとぶつか

ってけんかになったよ。またかたぐるまをしてジュースをのもうとしたけどジュースのながれがはやくてばらん

すをくずしてたおれてるよ。 
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図 5「みんなで花の電球をつけた

よ」 この絵は，子どもが電球をとりかえたり

電球をつけたりしている子をかいたもの

です。 

 花のかふんが電球の形に見えたことか

ら考えました。ここの木は，雷がおちた所

にはえます。電球は，雷がおちたすぐそば

にはえます。この木はめったにありませ

ん。こい所とうすい所をつくりました。く

きの中はすべり台にしました。すべり台で

すべっている子や電球をつけかえようと

している子もいます。かん全に電球になっ

た花は，夜しか光りません。いろいろなこ

とをしているこをかいて楽しい絵なので

ぜひ見てください。 

3. 考 察 

児童は，「描くこと」「言葉にすること」の二つの表

現方法で，自分の表現したいことが自分にも他人にもよ

り伝わるように表すことができたと考えられる。技術の

不足によって表現が不足しているように見えた作品もあ

ったが，作品について説明した文章で児童の表現したか

ったことが補足されていた。 

これらの文章は，普段の国語の学習などで書く文章よ

りも丁寧な文字で書かれ，誤字脱字も少なかった。児童

が自分の世界を大切にしている証拠であろう。また，文

章を書くときの取りかかりも早く，児童の説明文にあ 

りがちな論理の飛躍もなかった。これは，児童が作品を

作っていくうちに，確固とした自分の世界を作り上げる

ことができたからだと考えられる。想像画という課題に

おいて自分の表したいことを表現し，さらに、それを言

葉で説明することは，自分の気持ちを一層表現する学習

になったと考えられる。 

 一方で，作品を説明する文章なしには，児童の作品の重

要な内容が伝わりにくい（他者から見れば表現不足）こ

とから今後の課題も見えてきた。今回，児童は，絵を描

きながら自分の絵の世界をさらに広げ，深めて想像する

ことを楽しんでいた。自分だけが楽しむ分には，形で表

したものが何なのかは自分だけが分かっていればよいの

で，形によって自分の表したいことを伝えようという意

識は希薄なようであった。このことが，他者からは表現

不足に見え，作品としては自立していない一因である。

よって，まずは作品の内容が理解されれば他人も自分と

同じように自分の作品世界を楽しむことができることと

その喜びを知ることで，色や形で自分の表したいことを

他者にも伝えたいという欲求を養うことが必要である。そうすれば，児童達は，自分の作品世界を

他人が説明なしで分かるように色や形を工夫するようになっていくと考えられる。このことから今

後は，児童が自分の作品世界の面白さを他者に伝えられる方法や理解してもらえたときの喜びを味

わえるような方法を探ることが課題である。 

想像画を描く指導は，児童が自分の思いを何もないところから新しく生み出していく支援が必要

なため，見たものを描く指導よりも難しい。しかし，自分の想像を自分で形にすることは，新しい

ものや考えを自分で作り上げることにつながっていくと考えられるため大切にしたい活動である。 
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３ 自ら表現主題を追求する学習指導の工夫と表現主題の実現過程 

     ―中学校第３学年「○○○な私を表そう」（自画像制作）の指導を通して― 

                                                                 角谷 由美 

1. 本研究の目的 

 本題材「○○○な私を表そう」（自画像制作）は，単に鏡に映った自分を描く自画像制作ではな

く，第１学年の時に体験した題材「デザイン□変化」の学習を生かし，様々な操作と試行錯誤を通

して「○○○な私」の内容を発見し構想していく制作になることを意図した。その実践を通して以

下の(1)～(4)の手立ての効果と(5)表現主題実現過程の確認を本研究の目的とする。 

 (1) 自ら表現主題を追求するためには，まず「やってみたい」「こうしたい」という意欲が生ま

れる「○○○な私を表そう」という題材設定をして，さらに題材を通して獲得した表現方法

を生かしていける授業構成の工夫をする。 

 (2) スモールステップで様々な表現と出会わせ，自分を表すにはどんな表現が合っているとか，

こんな表現はどうかという可能性を考えさせるきっかけをつくる。 

 (3) ウェッビング作業や学習の振り返りを通して，自己の心情や考え，イメージを基に，自分が  

表現したい主題内容を行きつ戻りつして考えていく場を保障して自己との対話を促す。 

 (4) 名画の鑑賞を通して，さまざまな表現を生かすことができる。 

 (5) 生徒の表現主題がどのように実現していくのかを確認する。 

 ここで，本実践の背景に触れておく。本校に赴任して９年目になる。年々，本校は，落ち着きを

取り戻し，離脱者もなく正常に授業を進めることができるようになった。その反面，画一化し，自

分を表現することが苦手で指示待ちの生徒が年々多くなってきているように感じる。美術科授業に

おいても，自分からつくりだしていこうとする意欲が弱く，なんとなく制作をする生徒，表現の喜

びを味わえずにいる生徒，自分らしさを見失い，自信を失っている生徒を見かけた。 

 そのような中で，本実践対象の第３学年生が第１学年時に筆者が実践した題材「デザイン□変化」

ではスモールステップ学習によって，生徒は主体的に造形活動に取り組むことができた。これは１

時間単位で様々なデザイン学習の基礎・基本の学習と，一人一人の課題に合わせた補充・発展の時

間を設定して，スモールステップで積み上げた表現を構成させる題材であった。この実践で，生徒

達に「もう一度やってみたい」「こんなふうにしたらもっとよくなる」といった主体的に活動する

姿が見られ，発想力が高まり，構想の能力が身に付き始めた。今回の実践研究で，この題材の効果

を再確認したい。 

 

2. 実践の内容 

 (1) 生徒の実態 ：４月，３年生に行った絵画表現についてのアンケートでは、絵画表現への関心 

は強く，見たり，想像して描いたりする活動に約 70％の生徒が楽しいと感じている。しかし， 最

初の導入時に，自分が表したいことが浮かんだ生徒は，４％にとどまった。また、約 30％の生徒が

表現面では，「鉛筆で光と影を表す」「絵の具の筆使いやタッチ」「大きく全体をとらえる」「微

妙な形や色の変化に気づく」面で特に苦手意識が高いことがわかった。 

 (2) 授業構成の概略 

  自ら主題を追求する足がかりとして，短時間ででき，表現方法や材料・用具のよさを再認識し，  
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      図6  授業構成の概略 

時              学習内容・活動        支援の手立て 

２ 
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４ 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

親指を描く（鉛筆・○色肌色づくり・彩色） 

 

 

 

 

イメージを描く（広がるかたちや色） 

 

 

 

 

片側の目から眉を描く（鉛筆・彩色） 

 

 

 

 

 作家のいろいろな表現を鑑賞する（期末テスト） 

 

 

 

 

 補充・発展し構成を考える 

 

 

 

 

 

鑑賞する 

 

 

 

・導入時に自分を表現することを伝え，ま

ず自己を見つめる手がかりとしていく。 

 

 

 

・自分の感性を大切にし，色や形に思いを

込める。 

 

 

 

・前々時の学習内容をさらに深め，自分に

ついて考える。 

 

 

 

・１４枚の絵から共通するテーマを見つけ

表現方法の違いを読み取る。 

 

 

 

・「○○○な自分」を表すための表現方法

を選び，組み合わせる。 

 

 

 

 

・作品を通して，自分の思いを語ったり，

友達のよさを認め合う。 
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学びが広がるスモールステップの学習を題材の前半に行う。「自分らしさ」にあった表現方法を見

つけたり，発展させたりする意欲づけとする。色紙や作品を構成する台紙を選ぶことで色から 受け

るイメージを広げたり，主題により近づく構成を考えたりすることができるようにする。また，学

習への振り返りを積み重ね，学んだ内容をフィードバックするとともに，友達と表現をあたため合

う場を設ける。特に，自己との対話を促せるよう，生徒の心の動きに寄り添った賞賛や励ましを心

がける。 

 

3. 考察と結論 

(1) 題材が意欲を喚起し，獲得した表現方法を生かせる授業構成であったか。 

   これまで行ってきた鏡に映った自分を描く自画像制作より，「○○な私を表そう」という自画像

制作へと題材内容を変えたことで，生徒の意欲は格段に上がり，最後までその意欲が続いた。また、

既習した表現方法を生かしたり，発展させたり，新たに身に付けたりと表現方法を生かせる授業構

成だった。 

 

(2) スモールステップがさまざまな表現と出会わせ，自分にあった表現を考えさせるきっかけにな  

ったか。 

  生徒は，さまざまなきっかけ（形，色，技法，言葉や文章など）から，制作を展開していったこ

とがわかる。スモールステップで学んだすべてのものを活用するというより，その中から，より自

分らしいものに合っているものを選択したり，組み合わせたりする様子が多く見られた。さらに，

既習の技法を活用する生徒も見られた。 

  また，どの生徒も毎時間集中して授業に取り組んでいた。１時間１時間の課題がより明確にな  

り，始めに，スモールステップの学習をしたことで，「表現力が前より身に付いてきた」，「でき

るようになった」といった感想が多かった。１，２年時にも同じような学習をしているが，繰り返

し違った課題で行うことにより，技能が身に付いたと考える。授業構成としては，画面構成にかけ

る時間をもう少し取りたかった。そのためには，限られた時間の中でどのような配分でスモールス

テップの学習を行えばよいか今後検討しなくてはいけない。 

 

(3) ウェッビング作業や学習の振り返りを通して○○○な自分という主題内容を追求できたか。 

  スモールステップの学習の後に，ウェッビング法で自分から浮かぶ言葉を数多く出させた。好  

きなもの・好きな色や形・性格・行きたい場所・思い出・大切なもの等，浮かんだものをつなげ，

イメージを抽出した。その中で，表したいものが見えた生徒には，二重丸で囲ませた。また，授業

終了時に毎時間，学習の振り返りとして「学習のあしあと」を記入させた。 

   ウェッビング法を使ったことで言葉からイメージを広げ，主題追求のヒントを得たり，自分に  

ついて改めて振り返ったりする場となった。また，生徒一人一人の考えていることを図にすること

で教師側の支援のヒントとなった。今回はスモールステップ学習後に行ったが，今後は導入時に行

った場合との比較をしたい。また，「学習のあしあと」から，毎時間の学びの成果の様子を自分で

評価している生徒や，表現に行き詰まっている生徒，次時の活動の目標を立てている生徒と，文章

にすることで自己との対話を促す手助けとなった。 
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(4) 名画の鑑賞活動は自分の見方を広げ，自己の表現に生かせたか。 

   これまで，生徒作品や作家の作品など参考作品の鑑賞を，授業の導入時に行ってきたこともあ  

ったが，自分自身と深く向き合うために，あえて，行わないことにした。その代わりに，期末テス

トで，近代美術館で配布されたパンフレットを活用し，鑑賞を行った。様々な作品の中からテーマ

を見つけ出し，それぞれの作家の表現方法の特徴や感じたことを表にした。様々な視点から様々な

テーマが出された。次時に，表現の多様性や友達が感じたテーマを話し，テストを返却した。 

  選ばれたテーマは，構図や技法・表現方法・色など様々な視点から比較し，それぞれの作家の表

現方法を感じたようだ。授業の中で，育てようと努めてきた主題を追求しようとする目が，これだ

け，数多くの多様な見方になったのではないかと思う。この鑑賞が，この題材の制作に強弱の差は

あったが，影響を与えたり，意欲付けになったことがわかった。 

 

(5) 生徒における表現主題実現の過程 

   事後のアンケートから，自ら主題を追求し，表現へとつながっていった過程が見える。先に述べ

たように最初の導入時に，自分が表したいことが浮かんだ生徒は，４％にとどまった。それ以外の

生徒はその後のさまざまな表現方法や鑑賞，言語活動など，いろいろな過程の中から，自己との対

話を深め，表現へと結びつけたことがわかった。特に，見て描く活動と想像して描く活動のどちら

からも，自分の表したいことやテーマがはっきりしたと答えた生徒が多かった。また，授業終了後

の絵画表現に関する意識調査では，表現に関してなかなかできないと答えた生徒が，事後アンケー

トでは多くの項目で「できるようになった」「よくできるようになった」といった答えに変わった。

逆に，できると感じていた生徒の中に，絵画表現の深さを味わい始めたのか，「少しできる」とい

った意識に変わった生徒もいた。 

  このことから，生徒が自ら主題を追求するための発想や構想は，様々な表現方法や鑑賞を通して

ふくらんでいったことが，この実践を通して明確になった。「個に応じた柔軟な発想・構想場面が

広がる授業構成による学習づくり」と，表現と鑑賞を補い高め合う指導内容の工夫と指導方法の改

善が，生徒の「自己との対話を促す」ことにつながったといえる。 

 

4. 今後の課題 

 以下に本題材に関しての課題を示す。 

○ 発想や構想に関する学習指導と，発想や構想を基にした創造的な技能に関する学習指導を関連 

付けながら，「描く活動」に加え，「つくる活動」を適切に構成していきたい。 

○ 名画から見方を広げ，作者の意図や心情について考える学習を１つの題材の中での相互の関連 

と同時に，題材と題材の間の関連も考えることで，生徒の学習を一層充実したものにしたい。 
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４ モダンテクニックを用いた作品制作における言語活動 

 鈴木 敦子 

 

１．本研究の意図 

 本題材は，思ったとおりに、あるいは写実的に描いたり作ったりすることができないために，美

術は不得意，嫌いであるという生徒の思いを払拭できないかという意図から構想したものである。 

 はじめに表現意図を明確にするという指導事例は多いが，はじめに表現意図があるがゆえに，生

徒は意図が実現しないので挫折感をもってしまうことも多い。であれば，表現意図が先ではなく後

で明確になる制作は生徒に挫折感を与えないのではないかという可能性を追求した。 

 

２．題材の概要 

 上記の目的のために適した技法として，無意識に描くモダンテクニックが適していると考えた。

時間数の関係もあったので，モダンテクニックのなかでも，ドリッピングとデカルコマニーに限定

して行った。この2つの技法は，筆と絵の具と紙があればできるというのが利点である。マーブリ

ングまでやろうとすると，用具が必要となり，短時間での制作リズムに合わないし，煩雑になりす

ぎた作業に教員側も振り回されて、授業のポイントが絞れなくなることが懸念される。 

 ただし，単にこれらの技法を使って制作するだけにすると，生徒は画面の中で意図的に構成して

しまう。それを避けるため，制作したものをさらにトリミングさせることにした。そうすることで

小さくまとまった作品ではなく，大胆な構成の作品になるのではないかと考えた。 

 このトリミングの仕方については，年度を変えて２パターンで行った。 

 ○パターン１：トリミングのサイズを15センチ四方に限定，台紙のB５の黒画用紙に限定した。 

○パターン２：トリミングのサイズや形，台紙のサイズや形・色も自由に選択できるようにした。 

 トリミングをしたものを台紙に貼り付け，出来上がったものをみて，感じることや思い浮かぶ「気

持ちの言葉」を中心にタイトルをつけるようにした。 

 

３．実践題材の詳細 

(１)準備物 

○共通して用意するもの 

  筆・絵の具・筆洗バケツ・画用紙・のり・はさみ 

○パターン１（トリミングサイズに制限をつける）にのみ用意したもの 

  トリミング用台紙（画用紙の中央を15センチ四方で切ったもの） 

(２)制作手順 

①それぞれ別々に技法の説明をし，１枚ずつ制作をする。 

②慣れたところで，それぞれの技法を単独でも，組み合わせてもいいので，好きなように1枚か 

ら数枚の制作をする。＊ここで数枚できたら，絵具は片づける。 

③出来上がったものから，好きなものを１枚選択する。この時点で，初めてトリミングをすること 

を伝える。＊この後より，2パターンにて実践を行った。 
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⑥出来上がったものを見て，「気持ちの言葉」を中心にタイトルをつける。 

 

４．実践の結果と考察 

それぞれの技法で制作する際に，生徒にまずは与えられた画用紙の中で何も考えずに制作をする

ことと伝えても，制作意図をもって構成をしてしまうことが多い。その場合，画面の中央に制作を

し，作品として小さくまとまってしまいがちになる。そのため，トリミングをすることにしたわけ

である。 

 

 

 

ただ，先にトリミングをすることを伝えてしまうと，トリミングをすることも考慮した構成に

しようとする生徒が出ると予想し，初めのうちはトリミングを行うことは伝えなかった。その

ために，作品を切ることに抵抗がある生徒が多くみられた。しかし，トリミングの台紙を渡し，

切り取る箇所を探させると，意外な見え方に気付き，楽しんでいる様子が見られた。トリミン

グをすることにより，いつもとは違う余白の取り方ができたように思う。また，デカルコマニ

ーを行う際，意図的にうず巻やハートなどの図形を描く生徒も，トリミングをすることで，そ

の図形的要素が全面に出すぎて幼い印象になることが，避けられているように思った。 

次に，トリミングの形について，２パターンで実践した結果を比較検討したい。 

パターン１（トリミングの仕方に制限がある）については，トリミングの形が一辺 15cmの正方

形に指定されているため，制作意図を明確にはしづらい。そのため，切り取った後で，そのできあ

がった画面に表れているものを感じ取り，タイトルを付けざるを得ない。生徒はできあがった画面

をよく見る必要に迫られるし，できあがった印象を言葉にまとめようとする。このことが，言語的

活動に意識を集中させることになりうると考える。 

パターン２については，トリミングの形と大きさが自由のため，トリミングの時点から個人の制

図7 余白の取り方に工夫が見られる 
図 8  具体物を描いているが、切り取り方に工夫が

見られる 

パターン１（制限あり） 

④15センチ四方のフレームをつかい，自分

で良いと思うところをフレーミングして探

し，トリミングする。 

⑤トリミングしたものをＢ５サイズの黒画

用紙に貼る。 

パターン２（制限なし） 

④自分で良いと思うところを好きな形にト

リミングをする。 

⑤トリミングしたものに合わせて，台紙の色

と形を決めて貼る。 
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作意図を明確にする必要がでてくる。つまり，ここで自分の考えを頭の中でまとめようとする，つ

まりは言語化し始めることになる。この題材においては，抽象的な作品の意味（今回は特に，モダ

ンテクニックにおける無意識の意味）を理解し，制作意図を明確にする必要がある。それを理解で

きる生徒は，それなりのレベルで作品をトリミングし，台紙まで制作できる。しかし，具体物にと

らわれてしまう生徒にとっては，ただのお遊びで作ったものでしかなく，何をしたらよいのかわか

らないということになってしまっている。そのため，タイトルがつけられない，あるいは具体的す

ぎる指示語にしてしまい，表現としての面白さに欠ける、表現水準が低いものになっている。 

もちろん，パターン１でも，「気持ちの言葉」という指示の文言をそのまま受け取って「今の心境」

や「感情」といったあいまいなタイトルをつけたものもある。しかし，「無題」や「適当」といった

タイトルで終わりにするものは見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 

 

 

また，パターン２のときに，作品のトリミングを指示した後に，もう一度，ドリッピングをやり

たいと申し出た生徒がいた。そうさせた作品の場合，制作意図をもってからドリッピングをおこな

ったことになるため，トリミングすることの意味合いが薄くなり，作品としても面白みがなくなっ

たように思う。ある程度枚数をこなしたあたりで，絵具をしっかりと片づけさせ，後戻りさせない

ことが，この題材では必要であろうと感じた。 

もちろんパターン２の方法でも，作品として良いものも多く，指導方法をより工夫することでこ

の問題点を解決できるかもしれない。 

 

５．まとめ 

通常は，作品の制作意図が作品制作前にある。つまり言語化されてから制作される。今回の題材

は逆の順序で行った。出来上がったものを読み取り，タイトルを付ける。つまりは，偶然性の産物

から，いかに言語を引き出すのかが大きな特徴である。さらに、パターン１の場合は，出来上がっ

たものに即して言語化する。正方形というプレーンな形であるため、画面の中でおきていることに

的をしぼってタイトルを考えることができる。そのため、言語化がしやすかったのではないかと思

う。また、モダンテクニックでの制作である上に正方形という形のため、抽象度が高く、タイトル

も即物的なもので終わらせることが少なくなったのではないかと思う。 

図9「てきとー」 

切り取り方は悪くないが、作

品名をうまく引き出せてい

ない。 

図10  失題 

制作したものをあまり利用できず、

好きなハートのモチーフに引っぱら

れてしまっている。 

図11 失題 

切り取ることを意識して制作。血

が飛び散るイメージが先にあり

制作している。 
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 さらに言語活動を深めるためには、二人一組や四人一組などで作品を組み合わせ、その組み合わ

せた作品群のタイトルを考えるなどの展開が考えられる。今回の題材での問題点と合わせ、どのよ

うな言語活動を展開ができるのか、さらに考察を深めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12  パターン１ トリミングの形を決めて制作した作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13  パターン2   トリミングの形を制限せず制作した作品 

 

 

 

「機械魂 ＋ α」 「神秘」 「迷い・いらだち」 

 

「春風」 「時の雫」 

「交錯する思い」 

「心の震え」 

「やさしい激動」 「かなしみと人のつながりみたいな感じ」 
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５ 附記 茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会 

 

1. 平成21(2009)年度の活動 

本稿は、平成 21 年度の茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会の報告書から

抜粋再編集したものである。後に再構成されて学会誌・研究紀要等に掲載された報告は除いた。報

告書は平成 22 年２月に開かれた附属中学校授業研究発表会美術分科会の参加者用に数十部印刷さ

れて配布された。 

同会は茨城大学教育学部、同附属中学校及び公立学校教員による共同研究協議会として平成 20

年度から始まり、平成21年度から授業づくり研究会と改称した。同美術科部会は平成21年度に３

回の研究会を開いた。議論の軸を前年度から継続し、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。今年度も出席者を少人数に限定して全員が何らかの報告をし、充実した

研究協議がなされるようにし、高度な研究協議を実現させた。以下に平成 21 年度の研究会と報告

書の目次を掲げる。 

 2. 平成 21年度の美術科部会研究会への出席者 

○第４回 平成 21(2009)年 6月 21日 小口あや、中川知子、小倉千絵、有田洋子、     

鈴木敦子、角谷由美、高橋文子、小泉晋弥、金子一夫。 

○第５回 平成 21(2009)年８月 24 日 小口、中川、鈴木、高橋、小泉、金子、久米剛宏、

日座真由美、新井大樹、新山路子 

○第６回 平成 21(2009)年 12月 6日  小口、中川、角谷、有田、鈴木、高橋、金子 

○第 7回 2010年３月 30日 新井大樹、新山路子、日座まゆみ、高橋、金子 

 

 3. 平成 22年２月の附属中学校授業研究発表会で配布された報告書の目次 

緒言―美術と美術教育における言語的方法                                                           

Ⅰ 平成21年度 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 美術教育における言語的方法の実践 

 1 言語活動を取り入れた絵画指導３ 

―「もし花が○○だったら…どうする?!」(小学校第３学年)       小口あや 

 2 生徒の表現主題の言葉―第２学年「イニシャルデザイン」の実際    高橋文子 

 3自ら表現主題を追求する学習指導の工夫と表現主題の実現過程 

―第３学年「○○○な私を表そう」(自画像制作)の指導を通して   角谷由美 

 4 モダンテクニックを用いた作品制作における言語活動         鈴木敦子  

 5 総合絵画―複数美術作品を言語で分析・総合する絵画制作指導法    有田洋子  

Ⅲ 美術と美術教育の言語的な解明 

 6 表現主題を感情と像の言葉で分析・総合する指導方法の概略      金子一夫 

  7 鑑賞教育を考える                         小泉晋弥                                               

8 美術科教育授業批評の視点を踏まえた授業構成の提案         中川知子 

9 制作後に生徒の振り返りを促進させる教育支援ツールの提案      新井大樹 
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美術教育における言語的方法の精緻化 

 

――感情像の言語化による表現主題の把握 ―― 

 

金子一夫*・中川知子**・有田洋子*** 

 

(2012年9月15日受理) 

 

 

Elaborating on the Verbal Method for Art Education : Verbalization of Expression and Theme  

 

Kazuo KANEKO, Tomoko NAKAGAWA and Yoko ARITA 

 

 

キーワード：美術教育、表現主題、言語活動、授業、指導計画 

 

茨城大学教育学部附属中学校授業作り研究会美術科部会の平成 22 年度報告書に収録された論文のうち二編を選択再

構成し、緒論を付加した。緒論において美術教育における言語的方法研究の段階が示された。収録した中川論文は、中学

生での実践において表現主題を言語で明確にさせたことで表現活動及び鑑賞活動に明確な道筋を生徒に与えたと報告

する。上手下手を気にしながらの試行錯誤的なものから、方向の明確な追求型になり、自作の説明も明確にできるよ

うになった。友達の作品の鑑賞においても、その友達の表現主題という観点から批評できるようになったとする。有

田論文は、図と立体とがもたらす感情の幅の違いを実証的に報告した。平面は抽象的単一性をもち、立体は具体的多

様性をもつ。平面図形は喚起する感情の個人による差が少ないのに対して、立体は立体の大きさや立体を見る角度に

よって喚起される感情に大きな差があることが報告された。彫刻や立体的工芸の鑑賞教育研究につながる基礎研究と

言える。 

 

緒言―美術教育における言語的方法  

 

1. 本稿の成り立ち 

本稿は茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会の平成 22 年度報告書から 2 件

の報告を抜粋再構成し、さらに今後の課題を付加したものである。上記報告書は平成 22年 12月 8

日の茨城大学教育学部附属中学校授業研究会で数十部配布された。美術科部会は「美術教育におけ

る言語活動の充実」を「美術文化への関心」とともに継続的に研究討議している。現在までに大き

な成果が得られている。共著論文を既に２回本誌『茨城大学教育実践研究』に投稿している 1)。 

―――――――― 

* 茨城大学教育学部   ** つくば市立豊里中学校  *** 島根大学教育学部  
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2. 本稿収録の論文について 

本稿収録の中川論文は、中学校での実践で表現主題を言語で明確にさせることで表現活動及び鑑

賞活動に明確な道筋を生徒に与えたと報告する。自己像やオブジェ制作において表現主題を言語化

する。そうすることによって表現は、上手下手を気にしながらの試行錯誤的なものから方向の明確

な追求型になり、自作の説明も明確にできるようになった。友達の作品の鑑賞においても、その友

達の表現主題という観点から批評できるようになった。また、美術作品の鑑賞も作品要素の発見と

その構成によって主題を推測するという方法が提案されている。 

有田論文は、図と立体とがもたらす感情の幅の違いを、高校生と大学生を対象にして実証的に検

討した。円と球体、正方形と立方体、三角と円錐は同じ概念の平面版と立体版ではない。当然であ

るが、平面は抽象的単一性をもち、立体は具体的多様性をもつ。平面図形は大きさや見る角度に差

がでないせいか喚起される感情は個人による差が少ない。しかし、立体は立体の大きさや立体を見

る角度によって喚起される感情に大きな差があることが報告されている。彫刻や立体的工芸の鑑賞

教育研究につながる基礎研究と言える。 

 

3. 美術教育における言語的方法の研究 

美術科部会において美術教育方法における言語的要素の重要性については既に確認されていて、

現在は、美術教育における言語的要素の個別的課題を追求する段階になっていると判断する。それ

は以下のような広がりをもつと考える。 

1．表現・鑑賞学習における表現主題の言語化 

表現主題を言語によって設定することによって、明確な指導方法が可能になる。表現主題が像

的要素と感情的要素から成る感情的像である。像の言葉と感情の言葉によって表現主題が近似的に

設定できる。それによって児童生徒には表現の明確な方向性、教師には明確な指導指針が得られる。

鑑賞学習においても作品の表現主題を言語化することは、作品理解を推進するとともに、言語化が

鑑賞者の姿勢に影響する。 

2．言語作用の比喩による美術現象の解明 

美術表現は多様な要素が同時に表現、あるいは鑑賞される複雑な過程になっている。それに対し

て言語表現は時間軸に沿って一列になって出てくる。美術における要素の複雑な絡み合いを言語化

によって一列に整列させることができれば、その作品、あるいは美術の複雑な現象の解明になる。 

3. 前項での解明を表現・鑑賞指導へ応用 

前項での解明を踏まえると、鑑賞教育は作品の複雑な諸要素の効果を言語化して整列させる作

業と言える。複雑な要素を美術の方法論によって整序させる作業が表現となる。表現主題の言語化

によって複雑な要素は、かなり整理された形で把握できる。 

4. 美術教育史上の事項の言語的観点からの解明 

 美術と美術教育が言語的観点から解明できるのであれば、美術教育史上の事項もその観点で解分

析できる可能性がある。 

 （金子一夫） 
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1 「表現主題」を明確に設定する美術科授業の実践 
－中学3年生「自己像」制作から鑑賞までの取り組み－ 

中川知子 

 

1. はじめに 

作品制作で自分が何を表したいかを言語化する取り組みは、茨城大学教育学部教育学部授業づく

り研究会美術科部会での主要な研究テーマとなっている。実際に言語化による制作支援は生徒にと

って効果があると感じられているのか、中学3年生の制作活動とアンケートによって考察する。 

美術科教育の現場では、作品主義や知識習得主義といった考え方や、芸術のアイデアは自分の内

側にあり、十分に思索を深めれば自然と湧き上がってくるものという芸術能力に対する神秘主義的

な考え方が依然として根強い。そのため、「何をどう表現するか」という表現主題に関しての指導

がおろそかになったり、指導自体をよくないことと考えたりしてしまう。場合によってはどう指導

してよいかわからないとか、描き方は決められた通りでないといけない、といった気持ちに指導者

はなりがちである。結果として作品の評価は表現技能（描写力や正確さ）の評価となり、「才能や

センスのある人」だけが生き残るものという感覚を生徒・教師双方でもっていることが多い。しか

し、学校教育の中の美術科教育は、生来の能力というものによらず、一つの方法論として自分なり

に作品を制作する方法や手順を示す必要があるのではないか。 

本稿では、中学3年生の「自己像」制作を始めとする表現主題を軸にした複数の題材を通して、表

現主題が生徒の制作活動に及ぼす効果を考察する。また、表現主題を軸にした制作活動が、作品評

価の基準として利用できることや、鑑賞方法の一つを獲得することでもあることを事例検証したい。 

そして、表現主題を明確に設定する授業を積み上げていくことで、テーマや技法を教師に指示さ

れなくても、生徒自身が自由に発想し制作する事ができる力を身に付けさせる。そうした経験を積

み重ねることによって、何をどうしたらよいか指示されてから考えるのではなく、常に自分から何

をどうしたいかを意識して行動できる、社会に出てからも役に立つ力を培っていきたい。 

 

2, 実践 

(1) これまでの取り組み 

 これまで筆者は本校勤務になってからの10年間毎年、中学3年生の

生徒の実態に合わせて「表そう、自分のこと」及び「心を癒すオブ

ジェ」を計画し、実践している。 

この二つの題材では、テーマは教師が示し、そのテーマに合わせ

て生徒はそれぞれ自由に素材や技法を選択し制作する。それができ

るのは、１・2年生で多様な素材での制作活動や複合的な鑑賞の題材

を計画的に積み上げているためである。その結果身に付けた素材に

対する感覚、獲得した技能、鑑賞によって得た知識などを総合する

ことによって生徒は自分の制作したいものを表現できる。 

昨年度までは、制作のテーマを指示したうえで生徒にデザインを

自由に考えさせていた。その結果、個人的に獲得していた芸術的な技能や知識が高い場合は作品が

充実したものとなり、そうでない場合は制作に積極的になれないケースもあった。また、制作に熱

心な生徒であっても表現技能が乏しい場合は、どうしても作品の評価につなげることができず、「や

 

図１「心を癒すオブジェ」 
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はり技能が高くないと美術はだめなのだ」という感情をもつこともあったと思われる。その場合で

も生徒たちはそれぞれ満足感や充実感をもって制作を終える。しかし、ほとんどの生徒の授業態度

が熱心であれば、教師による評価で最後に違いをつけるのが技能面であったことは事実である。 

しかし絶対的な基準を持たない美術科の特性として、何をもって評価の絶対的な基準としたらよ

いのか曖昧なまま、旧態然とした評価を残すことにとまどいもあった。制作に入る時に生徒に対し

て評価の基準を明確に示してはいるものの、生徒も教師も、さらに友達同士でも共有できるような

評価の根拠や基準を共有することが重要ではないかと考えていた。 

 

(2) 表現主題 

そこで、今年度中学3年生に対し、表現主題を制作活動の重要な要素として示し、指導を行った。 

① 「表そう、自分のこと」（自己像） ※絵画をベースにした複合表現活動 

初めて表現主題を重要な要素として明確に設定することにした2)。 

そこで1年当初から授業で必ず使用してきた制作計画表に表現主題を明確にするための定型文

を用意した。 

 但し、自分を表現するための客観的な視点として友達からも自分の印象をキーワードにして

寄せてもらい、それを利用した表現主題を決定させた。 

 その結果、過去の取り組みでは曖昧であった「自分」という存在に関して客観的で冷静な視点で

作品制作を行うことができた。 

          

図2  題材の構成 

制
作
・
鑑
賞
の
流
れ 

図3   定型文 

図 3  定型文のワークシート 
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一例として、友達から「天パー・チリチリ・頭いい・わからない」などのキーワードが寄せられ

た男子生徒は「私は天然パーマ、明るいけど分からない感じなのでポカポカチリチリフワフワして綿ま

たは黒いところのような感じを絵と立体的な綿、スチールウールで表現したい」と設定した。その男子

生徒は、題材説明後すぐに自分が常日頃コンプレックスとして抱え、かつ友達からも揶揄されてき

た身体的な特徴を客観的に文章化し、作品として外在化することに成功している（図 4）。また、

「かっこいい・強そう」といったキーワードの生徒は「私は強そうだけど意外と涙もろいので力強

い中に弱いものがあるような感じをライオンの中にいるネズミで表現したい」と設定し作品化した

（図 5）。 

全体の傾向として、表現主題を設定せずに制作を行った場合、自分を表すというよりも、自分が

熱中しているものや好きなものを表現することが多かった。例えばサッカー部に所属する生徒はサ

ッカー選手やフィールド、吹奏楽部は自分が演奏する楽器などである。 

しかし、表現主題を設定した今年度は、外部から客観的に自分を見て表現する傾向が強まった。

例えば、「足が速い」とか「おしゃべり」というキーワードを生かした表現が増えた。 

② 「心を癒すオブジェ」 ―素材・技法や大きさ等が自由の造形活動 

前述の題材と同様に、表現主題を最初に決定したことで、制作について具体的な指導や支援を的

確に行うことができた。今回の題材では、友達からのアドバイスはなく、あくまでも自分の欲しい

癒しを作品に昇華させていくことが必要である。したがって自分の癒しに対するイメージが明確に

できないため、表現主題が作れない生徒がいた。その生徒には言葉から連想を広げていくイメージ

マップを一緒につくり表現主題設定の手助けを行った。ある女子生徒には好きな色（オレンジ）を

挙げてもらいそこから連想を広げていった結果、「私は見ていて癒されるものを作りたかったのであ

たたかいオレンジ色などの色をタイルで表現したい」と設定できた。その次の授業では早速材料を用

意しきて、さらに最後のまとめでは満足のいく制作ができたとみんなの前で発表した（図 6）。表

現主題が明確になった生徒は、材料や技法に自分の好みを反映させ熱心に制作を重ね、満足のいく

作品を完成させることができた。 

③ 上記二つの題材で実施した相互鑑賞会 

二つの題材作品の完成後の発表では、生徒たちは表現主題が自分の作品のどこに現れているか具

体的に説明を付け加えていて、生徒自身の作品ながら客観的に作品批評する様子がほとんどの生徒

に見られた（図6）。 

さらに作品完成・発表後の次の時間を使って、作品批評会を実施した。全員の名前が入ったワー

クシートを用意し、表の一番上には自分の表現主題を記入させておく。そのワークシートと作品 

 

図6「心を癒すオブジェ」 図4「表そう，自分のこと」 図5「表そう，自分のこと」 
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図10  鑑賞テスト1回目 

図 9 鑑賞テスト問題用紙  図 7 作品発表 図 8表現主題を鑑賞の基準に 鑑賞 
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を机上に置き、各自糊つき付箋紙をもって友達の作品を鑑賞していく。鑑賞の視点は表現主題で、

友達の作品の表現と表現主題の関係を知り、主題をどのように表現すればよいかというバリエーシ

ョンを知り、さらにそのよさを友達に知らせるため、付箋紙にコメントを記入してワークシートの

自分の名前の欄に貼り付けていく。時間内に出来るだけたくさんの友達の工夫や良さを見つけられ

ればよい。（図 8） 

単純に上手かどうかといった評価になりがちな相互鑑賞だが、表現主題が表現にどのように表れ

たかを視点として鑑賞することで、技能ではなく表現そのものの達成度を批評する（作品改善のア

ドバイスではなく、よさをみつける）力がつき、多様な方向から作品をみつめることができる鑑賞

力を得ることができた。 

④ 作品の表現要素を見つけ、要素から作者の表現したいことを推理する鑑賞方法の実践 

 表現主題を重視した作品制作および相互鑑賞を経験して、生徒は作品の表現に現れた表現要素は

作者の意図が表れているということを経験した。 

 そこで、これまで美術作品の鑑賞にあった「好きかどうか」「知っているかどうか」などといっ

た個人の好みや知識による作品の価値判断などのほかに、作品鑑賞の方法の一つとして表現主題を

確認する方法を提案した。 

 いくつかの平面作品を提示し、その作品に描かれている（現れている）要素を拾い出させる。ビ

ジュアル・シンキングの方法を応用した 3)。作品に描かれているのは何か、どんな形かなど、客観

的に判断できるものをみつけ記録していく。作品について知らなくても、それは誰の目にも共有で

きる情報である。表現の要素だけなので白黒の印刷で可能である（図 9）。 

図11 鑑賞テスト２回目 
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そして取り上げた要素をもとに作品のストーリーを想像していく。それが作品の表現主題である。

もちろん作者本人が考えたものとは違うだろうが、この方法であれば既存知識や好みにとらわれず

その場で作品鑑賞が行える。美術館で初めてであった作品でも楽しめる鑑賞方法であろう。 

今回はこれを期末テストで実践した。生徒は25分という限られた時間内に、はじめて見る、また

は見たことがあるが詳しく知らない作品について要素を取り出し、各自自由に表現主題を作り上げ

ていくことができた。 

鑑賞テスト1回目は「表そう、自分のこと」のあと、鑑賞テスト2回目は「心を癒すオブジェ」制

作のあとに実施している。（評価方法は、見つけた要素の数を基準とする。12個以上がＡとあらか

じめ伝えておく。） 

図 10・11はある男子生徒のものだが、2回目には表現要素をより多く見つけ、自分なりの表現主

題を推理する力が伸びてきていると思われる。 

 なお、1回目で取り上げた作品は「東海道五十三次猫の怪」「湯浴み」「ゲルニカ」、２回目のテ

ストでは「叫び」「モナリサ」「神奈川沖浪裏」を利用した。  

(3) アンケートによる検証 

上述した題材を実践したのち、アンケートを取った。 まず、「表現主題を設定することが制作

のしやすさや作品の完成度について有効だと思うかどうか」では、「大変有効」「まあまあ有効」

を合わせて81％となった。題材別の項目（「心を癒すオブジェ」）でも77％となり、生徒自身が表

現主題の効果を実感している。また、「鑑賞するときに注意する点は何か」という設問に対して、

自分の好みや自分の作品と比較しただけでなく、表現主題に関しても注目していることが読み取れ

る。「（作品をみても何に注意すればよいか）わからない」と答えた生徒はわずか10名で、生徒に

とって表現主題が作品鑑賞に有効な一つの手段となっていることが推測される。さらに、４の設問

では作品鑑賞の際、表現主題は有効であると選択した生徒は61名に上り、わからないと答えた生徒

がわずか2名と、これまで、一般的に作品鑑賞は何を手立てとしたらよいか判断が難しいと考えられ

てきた状況と比べると、具体的な手段が意識され、鑑賞に関しての広がりが期待できる。 

 

図13「心を癒すオブジェ制作で表現主題は有効か」 図12「表現主題は制作活動に有効か」 
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3. おわりに―成果と課題 

作品制作に関して、自分が何を表したいかを言語化する取り組みを進めるにつれ、当初感じてい

た「国語科教育ではないか？」「文章力がない生徒は不利なのではないか？」といった懸念は薄ま

り、学習能力の差にあまり関係なく、美術科としての学習成果を向上させることができると認識す

るようになった。特に生徒のアンケート結果からは、教師が「表現主題」を強く意識づけたことに

よって、一つの美術表現のための手掛かりとして定着してきていることがうかがえる。制作・鑑賞、

そして評価の一つの視点・基準とすることができるといえる。 

つまり、美術科教育における言語を利用した表現活動は、中学3年生の「自己像」制作を始めと

した表現主題を軸にした取り組みを通して、表現主題が生徒の制作活動に効果的であり、表現主題

を軸にした制作活動が、作品評価の基準として共有できることや、鑑賞方法の一つを獲得すること

にも効果があることを考察することができた。 

表現主題設定によって、生徒は自分がこれから何を目標として活動を行うのか明確に意識するこ

とができるようになり、その結果、途中で技法や素材などでどうしたらよいか迷ったときに、表現

主題を教師や友達に明示することで的確なアドバイスをもらうことができるようになった。原点

（どんな作品をつくりたいのか）に戻って制作を継続することができるため、制作活動に効果的で

あるということである。今回表現主題を取り入れた制作に適していた題材が中学3年生であったこ

とから、これが中学生全ての学年や題材に確実に効果があるかどうかや、立体作品の鑑賞に有効か

どうかなど、今後継続して研究を続けたい。 

 

 

 

 

 

 

 

図15 「作品鑑賞の時役立つと思うことは何ですか」 図14「鑑賞するときに注意する点は何ですか」  
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２ 平面と立体における感情イメージ想起の違いに関する実践的研究 

                                   有田洋子 

１.本稿の目的 

形が感情イメージを喚起することは、これまでにもよく言われてきた。それに関する授業実践も

多くある。特に「みたて」の授業実践は数多い。ただ、形の状態について、平面か立体かというこ

とに着目して、それぞれどのように感情イメージの想起がなされるのかということについての言及

は見当たらない。本稿は、平面における形と立体における形からの感情イメージの想起の違いを明

らかにしようとするものである。 

このことの解明により、授業目標、学習段階と難度などを考慮して、教材・教具を設定すること

ができ、美術指導をより意図的・計画的に進められると考える。 

 

２．経緯 

平成22年7月９月に本稿筆者が当時勤務していた常磐大学高等学校で、次のような実践をした。

藤原智也氏の、ある物語を聞かせて登場人物の配役を四種類のヤカン図で考えさせるという題材(第

58回日本美術教育学会学術研究大会滋賀大会, 2009年9月で口頭発表したとのことである)を参考に

したものである。藤原氏からいただいた白黒図版のヤカンの図を提示して配役を考えせた。その後、

具体的なヤカンの形と登場人物の感じを単純化・抽象化し、丸い形は若々しい感じというように、

形からの感情イメージを言葉にさせた。生徒は、感情イメージを想起できないとか、やりにくそう

にしている様子もなく、面白そうに取り組んでいた。 

あるクラスでヤカン図の代わりに木製の抽象形立体を用いて、同様の授業をしてみたところ、先

のスムースな実践と比べ、ぎこちなさが感じられた。感情イメージを思い浮かべるのに時間がかか

ったり、迷ったりする生徒がでた。抽象形からの想起が難しいのかと思い、また別のクラスで、抽

象形の図版資料を配付してやってみたところ、生徒は難なくイメージ想起できた。つい抽象形の図

に顔を描きこんでしまう生徒もいたくらいであった。 

形からの感情イメージの想起の難易は、形が立体か平面かということに大きく関係しているよう

に思われた。抽象形と具体形、登場人物像のような複雑なイメージと若々しいというような抽出し

たイメージ、提示する形の大きさ等、様々な要素も関係しているであろう。一挙に全てを解明する

ことは難しい。まずは、イメージ想起を最も左右すると思われる、平面における形と立体における

形からの感情イメージの想起の違いに問題を焦点化し、それを解明したい。 

 

３．平面における形と立体における形から感情イメージを想起させる実践とその結果 

上記の結果を踏まえ、次の実践を考えた。四つの形、1．まるい形（○）、2．突起が放射線状に

ある形( ) 、3.四角い形（□）、4．縦長の三角の形（ ）を提示し、「かわいい」「りりしい」「ら

んぼう」「がんこ」を配役するとどうなるか、理由とともに考えさせる。一回目は、平面的な形を提

示する。四つの図形を示したワークシートを配付して考えさせる。二回目は、立体的な形を提示す

る。形に注目させるよう、色、素材、大きさを揃える。今回は白い発泡スチロールを用いる。 

このような実践を、平成22年12月、本稿筆者の勤務する島根大学教育学部美術教育専攻２年生

対象、出席者６名の授業で行ったところ、次の結果が得られた。一回目の平面的な形を提示した場
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合、全員が同じ配役をし、理由も似たようなものが出された。考える時間もそれほどかからなかっ

た。 

1.丸い形：かわいい 

 角がなくてやわらかい。丸くてやさしい。女性的な印象だから。等。 

2.突起が放射状にある形：らんぼう 

 トゲが多く攻撃的な形。角がたくさんあり、痛そうなイメージから危害を加えそう。痛々しい

から。等。 

3.四角い形：がんこ 

どっしりとかまえて動かしづらそうだから。これ以上どうしようもないイメージ。直線的で曲

がっていないから。四角は安定感があり、変化を感じないから。重そう。“がんこおやじ”は

顔が四角いとそうばが決まっているから。等。 

 4.縦長の三角形：りりしい 

  するどさを感じるから。スマートな印象を受けたから。かっこいい。しゅっとしている。すっ

とシャープに細くなっているので。 

 次に、二回目の立体的な形を提示した場合、配役は割れ、理由も様々に出された。考える時間は

一回目よりもかかっていたようだった。 

 1.丸い形： 

かわいい(4人) 女性的、角がないのでやさしい、よく動き明るそう、自分の好きな形。個人 

的に丸いものが好きでかわいく見える。丸くてかわいらしいから。 

がんこ (1人) 球体は外からの力に強いので形が変わりにくい。 

りりしい(1人) 緊張感がある 

 2．突起が放射線状にある形： 

  らんぼう(5 人) 横からだけでなく全体的にトゲが広がったので余計に痛々しい印象になった

から。今にも動き出して暴れそうだから。角がたくさんあるふてぶてしい感じ、ジ

ャイアン。反発するかんじ。平面と同じ。 

  かわいい(1人) 動き出しそう、動物的。 

 3.四角い形 

  がんこ (4)人) 動かないぞという意思が見える。かたそうで動かない、直線のみで男性的。

安定感があって動かなそうだから。[平面と]同じ。 

りりしい(2)直線的な線だけで構成されていたのでスマートに見えた。正方の面がパキッ 

 4.縦長の三角形 

  かわいい(1人) みがるに、あいきょうのある動きをしそう。 

  りりしい(2人) しゅっとしているから。やりの先っぽににているのでそのもっている人の 

メージ。光の反射、しゅっとしている、背が高い、やりのようだ。 

  がんこ(1人) 地面に安定して立っているというのと、高さがあることから頑固な印象を受けた

から。 

  らんぼう(1人) とがっているから。 

 上記実践の後、アンケートを取ったところ、「平面と立体とではどちらが感情イメージを思いうか
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べやすかったか」の設問には、全員が平面の方が思い浮かべやすかったと答えた。また感想・意見

の自由記述欄には以下の記述があった。 

・〔…〕立体になると奥行きが出てくるので平面のときとは違った印象になったので、それぞれの

形に感情イメージをあてはめるのが大変でした。とくに「がんこ」と「りりしい」で迷いました。 

・〔…〕この形はこうだというある程度のイメージが頭の中にしっかりあるものだと感じました。

立体にするとそれがより強調されたりする一方で、自分の思っていたのと少しズレた立体であった

りして感情イメージも変化してきたりしておもしろかったです。 

・〔…〕要素数の少なさ、多さの違いが一番関係しているのではないかと思いました。立体の方が

情報量が多く、イメージが沢山出て逆にまよってしまって、固定するのが難しかったです。 

・平面の場合は輪郭線のみで判断できるので、イメージもしやすかったが、立体になると様々な視

点から見て判断することになるので、イメージも難しかったし、人によって意見が変わっていくの

で聞いていて面白かった。平面から立体に移行するだけでかなり考えが変わる人もいたので驚いた。 

また、実践について学生と話し合った際に、次のこともわかった。学生いわく立体だと形が確定

しているので、自分の想像で操作できない。だから、ちょっとした違いが、どうしようもなく感情

イメージを決めてしまう。例えば、4.縦長の三角形は、立体では円錐であった。これがもし、四角

錐など角がある形だと感情イメージは異なってくる。あるいは、4.の立体は他の立体に比べて僅か

に小さかった。この小ささから「かわいい」とした。もしもう少し大きかったら感情イメージは違

っていた。あるいは、素材が発泡スチロールゆえに角も柔らかみが出てしまう。もしこれがもっと

鋭かったら感情イメージは違っていた、とのことであった。 

 平面だと、情報量も少なく、実在感も弱いので、自分の感情イメージに合わせて考えることがで

きる。立体だと有無を言わせずそこに在るので、今そこに在る形に合わせて、自分の頭の中の感情

イメージをあてはめるしかない。それゆえ、僅かな大きさやディテールの違いが感情イメージを大

きく左右する。また、描画で示すなどできる平面と違って、立体は実物として示さなくてはならず、

そこには素材の影響がどうしても出てくる。今回は白い発泡スチロールで示したので、柔らかい感

情イメージが全体的に加わったのではないかと思う。鉄やガラスなど異なる素材で示すと違う結果

が得られるかもしれない。 

 

４．結論 

本稿は、平面における形と立体における形からの感情イメージの想起の違いの解明に臨んだ。形

の状態について、平面では二次元的に描き示すことになり、そのものがそこに実際に在るという実

在感は弱い。立体ではそのものはそこに実際に在るのであり、実在感が強い。イメージと実在感と

はちょうど逆ベクトルの関係で、実在感がなくなるとイメージとなり、それが美的体験につながる

と考える。そして、人が思い浮かべるイメージは、一面的な像であり、多様な含みはない。平面は

一面で情報量も少ないが、立体は多様な面をもち情報量も多い。これらのことを踏まえると、平面

と比べて立体は、実在感の強さ、多様な面と情報量の多さから、感情イメージを想起しにくい傾向

にあるのではないかと推測した。どちらが良くてどちらが悪いという問題ではなく、それぞれの特

徴を把握できることで、美術指導をより意図的・計画的に進められると考える。 
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         図15  アンケート時に使用した発砲スチロール製の立体 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図16 平面図形から喚起された感情的イメージの回答例 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 平面図形から喚起された感情的イメージの回答例 2 

図 18  立体から喚起される感情的イメージの回答例 
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３ 附記―茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会 

1. 平成 22(2010)年度の活動 

 美術科部会は平成 22 年度に４回の研究会を開いた。議論の軸を前年度から継続し、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。今年度も出席者を少人数に限定して全

員が何らかの報告をし、充実した研究協議がなされるようにした。高度な研究協議も実現した。平

成22年度の開催日付と出席者は以下の通りである。 

第８回 2010年 6月 19日 高橋文子、小泉晋弥、金子一夫 

第９回 2010年７月 19日 新井大樹、有田洋子、瀬谷裕美、中川知子、新山路子、高橋、

金子 

第 10回 2010年９月 25日 小口あや、郡山真澄、有田、瀬谷、中川、日座、高橋、小泉、

金子 

第 11回 2010年 12月４日 中川、瀬谷、高橋、小泉、金子 

第 12回 2011年１月 22日 角谷由美、平戸拓也、有田、郡山、小口、中川、高橋、小

泉、金子 

2. 12月８日の附属中学校授業研究発表会で配布された 2010年度報告書の目次 

緒言―美術教育における言語的研究方法の段階                                                            

Ⅰ 平成22年度 茨城大学教育学部附属中学校授業づくり研究会美術科部会の活動            

Ⅱ 実践的研究 

 1 言語活動による絵画表現の広がりと深まりについて          小口 あや      

2 「表現主題」を明確に設定する美術科授業の実践 

－中学3年生「自己像」制作から鑑賞までの取り組み－                  中川 知子    

 3  平面と立体における感情イメージ想起の違いに関する実践的研究      有田 洋子    

Ⅲ 基礎的・原理的研究                               

4 美術教育方法論としての表現主題の言語化              金子 一夫   

5  石膏像素描の方法と表現効果－様式の歴史的変遷からの考察－         瀬谷 裕美    

   6  美術という教科の21世紀の姿をめぐって―教科内容学の主張から    小泉晋弥 

 

注 

1) 金子一夫・小口あや・鈴木敦子・中川知子「美術教育における方法論的前提としての言語―児童生徒、それぞれの

位相での言葉」『茨城大学教育実践研究』第30号、2011年、51-65頁. 金子一夫・小口あや・角谷由美・鈴木敦子「美術

教育における言語的方法の展開― 表現内容に関わる言語の機能」『茨城大学教育実践研究』第31号、2012号. 

2) 「自己像」とは筆者が従来の「自画像」制作とは異なり、鏡に映った自分の表面だけでなく内面や他者からの印象

などを再構築して制作した自分自身の像（イメージ）を制作する題材。題材名は「表そう，自分のこと」 

「心を癒すオブジェ」は，自分の心を癒すというテーマで，素材や技法は自由に選択して制作する題材。 

3) 上野行一 (監修) まなざしの共有 アメリア・アレナスの鑑賞教育に学ぶ』淡交社、2001 
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神社建築の表現手法を理解する美術科授業実践の報告 

 

──厳島神社（茨城県鉾田市子生（ほこたしこなじ））を例として── 

 

 

井 上 朋 美* ・ 向 野 康 江** 

（2012 年 9 月 15 日受理） 

 

 

Clues to the ITSUKUSHIMA-Shrine in Ibaraki Prefecture: 

 Researching Teaching Material for Appreciation of the Construction of the Shrine. 

 

Tomomi INOUE and Yasue KOHNO 

 

 

キーワード：神社，文化財，建築，鑑賞教育 

 

これまでに学校教育機関では、日本国内や世界の文化遺産、そしてより身近な地域の文化遺産が教材と

して取り入れられてきた。特に地域資源として、社会化教育や地理教育などの教科を通じて行われる傾向

が強い。本稿では、美術科教育の立場から、身近な寺社仏閣建築物を鑑賞授業の教材とすることを試みた。

その地域資源としての活用の意義を示すため、執筆者（井上）にとって身近な地域である、茨城県鉾田市

子生（ほこたしこなじ）の厳島神社、通称子生弁天を取りあげることとした。そして、茨城県鉾田市立旭

中学校の第２学年を対象として、美術科授業の鑑賞授業を計画、実践した。実践授業のために行った教材

研究、および授業計画、またそのために見出したアプローチ方法や、授業の改善点を考察した。美術科教

育においての建築物の文化遺産の活用、そして各教科の枠を越えた、横断的な学習活動へのさらなる発展

に期待をしたのである。 

 

 

はじめに 

 

１．本研究の動機と目的 

文化遺産とは、人類の文化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、

演劇などの有形・無形の文化的所産のことを示し、文化財とも呼ばれている。文化遺産は、 

──────── 

＊茨城大学大学院教育学研究科  ＊＊茨城大学 
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それを遺した人々の育んできた歴史を如実に物語り、現在を生きる人々の未来の指針とも

なる重要な役割を担う。今日、全世界には数多くの文化遺産と呼ばれる文化的価値の高い

遺構が遺されている。日本においても様々な文化遺産が遺されており、独自の法律や条令

によって保護されている。 

これまでに学校教育機関では、日本国内や世界の文化遺産、そしてより身近な地域の文

化遺産が教材として取り入れられてきた。特に地域資源として、社会化教育や地理教育な

どの教科を通じて行われる傾向が強い１）。そして、平成 18 年（2006）12 月 22 日の教育基

本法改正を受け、平成 24 年（2012）4 月 1 日施行の中学校学習指導要領（以下、指導要領）

には、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する内容が盛り込まれた。こ

れにより文化遺産は各教科において、その活用が期待できるようになった。さらに文化遺

産を通して、各教科の枠を越えた横断的な学習活動への発展にも注目が集まっている。指

導要領における美術科教育では、文化遺産を鑑賞教育教材として取り挙げることが目標に

掲げられている。 

では、美術科教育においての文化遺産とは何を示しているのだろうか。指導要領にはそ

の対象となるものの詳細は記述されていない。そこで、前途の文化遺産の言葉の意味を確

認すると、その中に美術品が含まれていることがわかる。よって、美術科教育においての

文化遺産には、絵画や彫刻などの美術作品や、その国独自の伝統技術が凝らされた作品な

どが示されているのではないかと推測できる。しかし、地域資源としての活用を期待した

とき、それらの美術品から地域性がどれだけ見出せるのかは、教材化する対象となる美術

品や教員の技量、実践する地域によって大きく変化するのではなかろうか。特に問題視す

べきなのは、美術作品から地域性を見出すとき、それは作者の出身地であったり、その地

域独自の材料や手法であったりという観点に留まってしまう恐れがあるということである。

その場合、地域性はその美術品を理解する手がかりにはなり得るが、美術品を構成する要

素の一部を美術科授業で共有しているにすぎず、必ずしも本質に迫ることができていると

は言い切れない。美術科授業として何らかの教材化ができたとしても、美術科という教科

枠で行った意義がどれだけ見出せるかは未知数である。日本国内や他国に遺された美術品

の文化遺産は、それぞれに文化的価値の高い特徴があるけれども、必ずしも美術科教育に

期待される地域性を所持しているとは限らない。 

文化遺産の言葉の意味に立ち返ると、建造物が最初に挙がっていることが確認できる。

建造物とは、建造された物を示す広義の言葉であり、家屋・倉庫・橋・船などが含まれて

いる。建造物は、建造された時代や地域の歴史、人々との関わりを深くもつため、それら

との関わりなしには存在し得ない。それ自身にあらゆる文化的価値を含んでいるという建

造物ならではの特徴は、美術科教育のみならず、各教科の枠を越えた横断的な学習活動へ

の発展が大いに期待できる。そして建造物の中でも注目すべきは、家屋や寺社仏閣などの

建築物である。それらは建造物の中でも、人々の生活に密接な関わりをもって存在してい

る。特に日本の寺社仏閣建築物の造形面では、建立された時代に通有形として広まってい
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た建築様式や、建築工法などが用いられているため、どの地域においても、ある程度共通

した形式がみられる。しかし、通有形を用いながらも、地域の信仰や産業によって人々の

関わり方も異なるので、その想いが地域性を生み、造形の個別性として表されることがあ

る。 

このような考えから、執筆者らは本稿の目的として、文化遺産の中でも日本の寺社仏閣

建築物に焦点を当て、それらを対象にした地域資源としての美術科授業の鑑賞教材化を試

みたい。そのために、身近な寺社仏閣建築物を対象とすることで、地域資源としての活用

の意義を示すため、執筆者（井上）にとって身近な地域である、茨城県鉾田市子生（ほこ

たしこなじ）の厳島神社（以下、子生弁天）を取りあげることとした。そして、茨城県鉾

田市立旭中学校の第２学年を対象とする、美術科授業の鑑賞授業を実践し、授業計画や実

践の内容、またそこから見出したアプローチ方法や授業の改善点を考察することで、本稿

のまとめとしたい。 

 

２．先行研究 

先行研究には以下の文献がある。 

① 加藤磨珠枝、「地域社会に根付いた鑑賞教育のケース・スタディ・メソッド─東京の神

田教会を例として─」、『美術科教師教育学の研究』、大学教育出版、2007 年、158～168

頁。 

② 川村善之、「鑑賞教育の複製資料 西洋建築について」、『京都市立芸術大学美術学部研

究紀要』、第 27 号、京都市立芸術大学美術学部、1982 年、70～75 頁。 

③ 白川哲郎、「日本文化史学科必修科目「文化財論」1 年目（2001 年度）の講義記録」、『大

阪樟蔭女子大学学芸学部論集』、第 40 号、2003 年、55～67 頁。 

以上の文献のうち①は、学校教育機関の鑑賞教育において発生し得る問題点を提示して

いる。地域に根ざした教材選択の例として、東京都千代田区西神田の「神田教会」を取り

あげ、アプローチ方法と授業構想が論じられている。しかし、鑑賞授業の対象学年や具体

的な学習目標、鑑賞の観点が定められていない。実践も行われていないことからも、これ

から多くの改善が必要となる内容に留まっている。②は、西洋建築物を例に取りあげ、建

築物を対象とした鑑賞での必要条件、主に問題点について言及している。また建築物に反

映される造形性にも注目し、風土との関わり・民族性の表れ・時代の特色・宗教的意味な

どの、様々な観点を設定できる可能性を述べているものの、中学生を対象とした美術科鑑

賞授業の、具体的なアプローチ方法は見出されていない。③は、大学の講義における記録

である。様々な文化遺産を活用し実見させることで、それらが有する意義や価値、また保

護・伝承するための課題に向き合わせている。扱う文化遺産も様々で、有形・無形を問わ

ず多々取りあげている。しかし、多数の文化遺産を一度に取りあげたことで、それぞれの

教材化の意義が希薄になり、鑑賞の対象が文化遺産である必然性が欠けている。よって本

研究の意義はここにある。 
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３．問題の所在と課題考察 

美術科授業の鑑賞の対象として、建築物が積極的に取りあげられることについて、多く

の一般の日本人が好意的にとらえていることは、平成 23 年（2011）に執筆者（井上）が行

ったアンケートの結果で明快であった２）。しかし、建築物は多様な教材化が期待できる一方

で、教材化に伴う問題点が見出せる。 

その問題点とは第１に、鑑賞授業を行う地域によって実現が難しいという点である。建

築物を教材化するとき、その対象となる建築物を選択する必要がある。書店などで簡単に

多くの資料が手に入るということを重視するなら、一般的に名前が知られている建築物が

望ましい。また授業の中で、実物の建築物を見学に行く時間が設けられることが好ましい。

しかし、そういった活動を容易に設定できる学校は限られている。そのうえ、各学校の授

業時間数や教育体制などによっては、実現が難しい場合もある。蝦名敦子氏は、中学校に

おける美術科授業の鑑賞教育が一定の形で取り入れられているとしたうえで、求められて

いる内容をすべてこなすには時間数が足りず、全体的に網羅されているとは言い難いと論

じている３）。 

第２の問題点は、教材化するための基礎知識が、授業者に必要となるという点である。

いかなる教科領域で教材化を試みるにしても、建築物を知るうえで歴史的背景への知識は

欠かせない。重要文化財の指定を受けている建築物であるなら、どのような点に文化的価

値があるとみなされているのか理解しておかなければならない。またある程度の歴史・地

理的な知識が必要となるのは、学習者にも求められることである。 

第３の問題点は、授業者が授業を構想するにあたって、その具体的なアプローチ方法が

見出し難いという点である。アプローチ方法を設定するのには、第１の問題点にあげた授

業を行う地域や学校の状況、第２の問題点にあげた授業者の基礎知識の構築への配慮も必

要となる。しかしそれよりもまず、｢何を学習させるのか｣を明確にし、設定した学習目標

を学習者が達成できる方法としてのアプローチ方法を見出さなければならない。こういっ

た諸々の問題があって、建築物の教材化はそのアプローチ方法に工夫を凝らさねばならず、

授業者の技量によって良し悪しが左右され易い。 

第４の問題点は、建築物よりもまず伝統と文化の継承の教育について、授業者となる教

員それぞれの思い入れに差があるという点である。建築物をはじめとした文化遺産を構成

する伝統と文化は、我々の歴史が築かれてきた多大な功績をもっている。しかし、それが

教科領域の枠に当てはめられたとき、その功績の重さが見えづらくなる場合がある。例え

ば建築物の場合、その造形に用いられる技能は技術科、建築物を護ってきた地域住民の取

り組みは社会科、というような教材への活かし方が考えられる。理科や数学科の場合も不

可能ではないが、教材化を行う授業者の技量が凝らされなければならない。凝らされない

場合、建築物は伝統を直接学ぶ対象ではなく、ある数式や現象を導き出す手段としての役

割に留まってしまう。 
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以上のように、建築物は多様な教材化が期待できる一方で、教員の技量やその地域によ

って、多くの問題が発生し易い対象であることがわかる。そこで執筆者（井上）は、地域

の文化的価値の高い建造物を取りあげることで、これらの問題点の対処法を見出したい。

そのために、自身とって身近であり、文化的価値の高い子生弁天を教材化の具体例として

あげ、これらの問題点をどう解決することができるのかを考察する。 

 

 

教材開発 

 

１．教材について 

茨城県鉾田市子生にある厳島神社は、通称「子生弁天」「子生の弁天様」と呼ばれている。

子生弁天の本殿は、昭和 43 年（1968）に茨城県の重要文化財に指定された建築物である。

創建年代は承暦２年（1078）、広島県宮島の厳島神社を勧請したと伝えられている。子生弁

天の本殿は、江戸時代の寛文 12 年（1672）に焼失した後、元禄 10 年（1697）に再建され、

延亨４年（1743）に改装された記録が残っている。本殿に施された装飾彫刻には龍や獅子、

獏などが意匠として表されており、そこからは改装当時の表現手法が感じられる４）。神社周

辺では、子生弁天を安産成就や子授成就の神として奉り、現在も信仰している。地域には、

子生弁天に参拝したことで、子宝に恵まれたという女性の昔話も存在している。地名であ

る子生が「子
こ

を生
な

す」と書くことからも、その信仰の深さが読み取れる。また弁天（弁才

天）は、海上神の市杵嶋姫命（いちきしまひめのみこと）と同一視されることが多い。海

上安全や大漁祈願の神として、太平洋沿いに位置する子生の厳島神社においても、古くか

ら信仰があった。子生弁天の本殿に、弁天の化身であり水神の象徴でもある龍の彫刻が表

されていることは、市杵嶋姫命の海上神としての信仰に関わりがあるとも考えられる。 

      

図１-１：子生弁天（本稿執筆者（井上）撮影、※以下同。） 図１-２：子生弁天・本殿※ 

 

２．子生弁天の鑑賞方法 

 子生弁天の本殿は、色彩・造形の工夫、地域の人々の信仰の様子・関わり方について独

自の特徴が見出せる。執筆者（井上）は、子生弁天に表されている特徴を、①造形的観点、

②地域資源的観点、という２つの鑑賞の観点を設定した。そして、２つの観点ごとに鑑賞
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ポイントを設け、具体的なアプローチ方法を見出すこととした５）。以下に、その観点を記す。 

 

（１）造形的観点に立ったアプローチ方法 

①色彩の構成を分析する鑑賞 

建築物に用いられている色彩を分析し、その構成による効果を理解する鑑賞方法である。

子生弁天本殿においては、いたる所に朱色の彩色が施されている。また、神社境内は鎮守

の森と呼ばれる森林によって囲まれており、その深緑は年中変化することはない。この本

殿の朱色と鎮守の森の深緑は、補色の効果が期待されて用いられていると推測できる。子

生弁天に限らず、多くの神社建築物に共通して用いられている色彩構成だからである。た

だし、子生弁天の建立に携わった人々の想いが明確に示されていない以上、補色効果の期

待は当方の憶測でしかないことをことわっておく。 

このように、この鑑賞方式は色彩の構成による効果が、もともと期待されて建立された

かが分からないという事態が多いものの、神社建築物には、その様式として日本全国に広

まっていた通有形が定められているのは確かであろう。よって色彩構成も、その通有形に

則ったものであると解釈できるので、おおよその色彩の構成には共通の意味解釈ができる

と考えられる。 

      

図２-１：子生弁天・本殿の朱色の彩色※  図２-２：子生弁天・鎮守の森と朱色の鳥居の補色※ 

 

②造形様式を分析する鑑賞 

建築物に用いられている造形様式に着目し、それに含まれる意味を理解する鑑賞方法で

ある。神社建築物は、一般的な家屋にはない独自の部材、建築様式が用いられる。それら

には何らかの意味が示されている場合がある。例えば、子生弁天の本殿の屋根は入母屋造

りと呼ばれる様式が用いられている。この様式は、現在も一般の住宅にも用いられる屋根

の様式である。 

子生弁天の屋根の造形に、なぜ入母屋造りが用いられているのか、その理由が明確にな

らないことについては、色彩の構成を分析する鑑賞の際にも述べた。しかし、ここでも神

社建築物の通有形の存在があることを考慮すれば、今となっては不明確になってしまった

意図、つまり建立に携わった人々の想いが仮に明確に示されていなくても、それが表され

た理由はある程度決定されるのではないだろうか。 
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図３：子生弁天・本殿に用いられた入母屋造り※ 

 

③ 図像学・記号学を分析する鑑賞 

建築物の細部様式に注目し、その造形に表されている意匠を分析することで、それらが

示す図像学・記号学を理解する鑑賞方法である。子生弁天においては、まず本殿の向拝社

の一木造の竜の彫刻に注目できる。竜は水神の象徴とされ、海を示す意味ももっている。

竜の彫刻の細かな造形に注目すると、左右の竜が表す阿吽の口の形は物事の始終を示し、

３本の爪は、中国の場合皇帝以外を示す。また、拝殿から本殿を繋ぐ丸い橋は太鼓橋と呼

ばれ、丸い形が渡り難さを示すことから境界を表すとされる。神が渡るともいわれる橋で

あるので、神橋とも呼ばれる。竜の彫刻および神橋は、各地の神社建築において広く用い

られている意匠であるので、鑑賞方式としては成立し易いと考えられる。 

この鑑賞方法では、その図像や記号の示す意味が、細部様式を成り立たせた文化基盤に

よって変化するため、日本国内による解釈に必要な文化基盤を、あらかじめ確認しておく

必要がある。 

 

（１）地域資源的観点に立ったアプローチ方法 

①地域性を分析する鑑賞 

 建築物の所在する地域状況が、建築物にどのような影響を与えているのかを分析するこ

とで、表されている地域性を読み解く鑑賞方式である。例えば子生弁天においては、所在

する鉾田市（旧旭村）が東に太平洋、西に北浦、北に涸沼という、水に囲まれた地域であ

ることから、古来から水産業が盛んであった。市杵嶋姫命や竜の彫刻に込められた、海上

神としての信仰は、鉾田市の地域性と深く結びついていると考えられる。 

 

②時代の特色を分析する鑑賞 

 建築物に施された細部様式を分析し、そこに表されている時代の特色を明らかにする鑑

賞方式である。神社建築物には、各時代に通有形として広まっている様式が存在し、その

様式は徐々に変化している。つまり神社建築物の細部様式には、建立された時代の特色が

示されているということである。子生弁天においては、本殿に華美な装飾が施されている

ことが一番の特徴と言える。これは江戸時代中期に建立された寺社仏閣建築物に多く見ら
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れる特徴でもある。江戸時代中期には、多くの美術品にも豪華な装飾が施され、一般民衆

にも広く親しまれるようになったものの、寺社仏閣建築物においては、幕府や諸藩の財政

が悪化していたことで、寺社の造営が困難になっていた。そこで各寺社は、寺社仏閣建築

物を華美に装飾することで、一般民衆へからの信仰を深めようとする傾向があった６）。子

生弁天においても、延亨４年（1743）に改装されたときに、竜の彫刻などの装飾彫刻が施

されたという。このように装飾彫刻に着目し、江戸時代中期の寺社仏閣建築物を通して、

当時の日本文化の在り様を理解することができる。 

 

３．子生弁天教材化による問題点の解消 

前途の考察の段階で、建築物は多様な教材化が期待できる一方、教員の技量やその地域

によって、多くの問題が発生し易い対象であることが分かった。ここでは自身とって身近

であり、文化的価値の高い子生弁天を対象とし、それらの問題点をどう解決することがで

きるかを考察し、教材化の手掛かりとする。 

まず第１の「鑑賞授業を行う地域によって実現が難しい」という問題点に対しては、実

物を見せることはできなくとも、リアリティのある映像資料を用意できるという、身近な

建築物ならではの解決策がある。鑑賞の観点が定まっていれば、それに対応する独自の映

像資料を準備することが可能なので、観点に応じて的を絞った充実した鑑賞が期待できる。

子生弁天については、子生弁天の鑑賞方法で述べた、「図像学・記号学を分析する鑑賞」

および「地域性を分析する鑑賞」によって鑑賞の観点を定めたい。よって、竜の彫刻に着

目するアプローチを行いたいのであるが、しかし、美術科授業の時間内に、その実物を見

学に行くのには、旭中学校と子生弁天は距離的に不可能であった。やはり徒歩で片道一時

間はかかる。そこで、執筆者（井上）があらかじめ本殿を撮影し、プロジェクターで映し

出すことで、実際に見学にいったときのような体験ができるよう工夫した。また、座席に

よってプロジェクターの映像が見え難い場合、学習者への配慮として、写真を A４判に引

き伸ばしたものをグループごとに配布することによって、この問題の解消を試みた。 

次に第２の「教材化するための基礎知識が授業者に必要となる」、第３の「授業者が授

業を構想するにあたって、その具体的なアプローチ方法が見出し難い」という問題点に対

しては、授業者が何を教えたいのか、まず目標を明確にもつことが重要であった。授業の

目標が定まれば、それを達成するための対象となる建造物がもつ文化的価値を分析するこ

とが、授業者にとっての基礎知識の構築の第一歩となる。鑑賞授業でのアプローチ方法も、

その周囲から見出せばよいと考える。つまり、有効なアプローチ方法を見出すためにも、

分析を行う中で、建築物と地域との関わりを探る資料を収集する必要が当然あるわけで、

身近な建築物を対象とした場合、書店や図書館での資料収集の他にも、地域の人々から話

を聞く・地域独自の地域資料を手に入れるなど、建造物との関わりが深いからこそ手に入

れられる資料もある。特に子生弁天の場合は、安産成就や子授成就に関する子生弁天の昔

話や、海上安全や大漁祈願に関する地域の水産業などが存在し、地域の人々と産業、子生
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弁天への信仰が密接に関わっていることがわかる。それらの信仰の内容は、執筆者（井上）

が格別注目させたい内容、すなわち竜の彫刻が施されたきっかけともなっている。よって、

教材研究の際に、周囲と子生弁天の関わりを分析することから、授業者となる執筆者（井

上）自身の基礎知識を深めることができると予測できた。アプローチ方法においても、子

生弁天を取り巻く周囲の関わり、つまり地域資源的観点から迫っていくことが重要だと捉

えられるわけで、それは学習者と子生弁天との関わりをも範疇に含み、ごく自然な導入が

行えるという利点がある。 

そして第４の「建築物よりもまず伝統と文化の継承の教育について、授業者となる教員

それぞれの思い入れに差がある」という問題点については、各教科の枠に当てはめて授業

が行われる現状では、教材と教科との距離により、教員それぞれの価値観が変わってしま

うことも仕方のないことであるとも考えられた。しかしながら、学校教育において行われ

る教育は、「何を教えるか」が根本にあって行われるものであり、それに適した教材が常

に選ばれ実践されるということが理想の形であるわけだから、あらゆる伝統と文化をあら

ゆる教材から見出し、美術科教育が担うことのできる役割と、他教科に託す役割との分別

を図ることは、個々の教員の思い入れを超えて果たさなければならない学校教育での使命

であると考えられる。子生弁天の教材化においては、前途の「（１）造形的観点に立った

アプローチ方法」を美術科ならではの学習として、色彩や造形、そこに示される意味の鑑

賞を設定する。さらに、他教科への横断的な学習を期待し、「（２）地域資源的観点に立っ

たアプローチ方法」から地域との関わりに着目できる鑑賞を行うことでこの使命が全うで

きると信じる。 

以上、前途で浮上していた問題点を解消する方法を探ることから、子生弁天の鑑賞教材

化の具体的なアプローチ方法を見出すことができた。ここでの考察を踏まえたうえで、以

下に研究成果の一部である実践で用いた指導案を紹介する。 

 

 

授業実践 

 

１．授業計画 

（１）実践日と学習者の実態把握 

実践授業は、茨城県鉾田市立旭中学校で行った。鑑賞授業の対象学年は、第２学年の全

３クラスである。実践日は平成 23 年（2011）12 月 16・19・21 日の３日間、１クラスずつ、

２時間続きの時間割で、実践授業を設定することができた。 

地域の文化財としての子生弁天と、学習者の関わりは浅い。旭中学校では、写生会で描

く風景のひとつとして加えていること以外に、学習内容や活動に子生弁天をとりわけ組み

込んでいるといった状況でもない。ただ美術室の一角に、子生弁天を描いた油彩画が飾ら

れているだけである。 
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（２）鑑賞の観点 

学習者たちはこれまでに、主に社会科の授業の中で、文化史として文化的建造物を学習

してきたと考えられる。また一方で、日本の文化的建造物の変遷は、日本美術史の変遷と

の関わりも深い。そこで、美術科における美術史としての文化的建造物という点から造形

的観点をもつ１時間、続いて社会科における文化史としての文化的建造物という点から、

地域資源的観点をもつ１時間の、合計２時間の中で、２つの観点から生徒の理解や見方を

深める鑑賞を行いたいと考えた。そしてそれらの知識を活かて、日本の美術文化への関心

を高める授業を目指したい。 

 

２．指導案 

第２学年 美術科学習指導案  平成 23 年（2011）12 月 16 日（金）第３～４校時：３組 

19 日（月）第３～４校時：２組 

21 日（水）第１～２校時：１組 

指導教生：井上朋美（指導教官：藤田洋美） 

１ 題材名  子生弁天と私たちの旭 

 

２ 題材について 

茨城県鉾田市子生にある厳島神社本殿（以下、子生弁天。）は、昭和 43 年（1968）に、

県の重要文化財に指定された建造物である。創建年代は承暦２年（1078）、広島県宮島の厳

島神社を勧請したと伝えられている。本殿は江戸時代寛文 12 年（1672）に焼失した後、元

禄 10 年（1697）に再建、延亨４年（1743）に改装された記録が残っている。本殿の龍や

獅子、獏などの彫刻からは、改装当時の表現手法が感じられる。また、地元では「子生弁

天」「子生の弁天様」と呼ばれ、安産の神として現在も信仰されている。地名である子生が

「子
こ

を生
な

す」と書くことからも、その信仰の深さが読み取れる。また、弁天は海上神の市

杵嶋姫命（いちきしまひめのみこと）と同一視されることが多い。太平洋沿いに位置する

子生弁天においても、古くから海上神としての信仰があった。子生弁天本殿に、弁天の化

身であり水神の象徴でもある龍の彫刻が見られることは、市杵嶋姫命の海上神としての信

仰に関わりがあるとも考えられる。 

このように、子生弁天本殿は子生の地域的信仰や、江戸時代中期の神社建築の表現手法

を強く反映しているので、生徒にとって身近な場所にある文化的建造物として、子生弁天

本殿を鑑賞の授業の教材として取りあげることとする。生徒たちはこれまでに、主に社会

科の授業の中で、文化史として文化的建造物を学習しているし、また一方で、日本の文化

的建造物の変遷は日本美術史の変遷との関わりも深い。そこで本題材では、社会科におけ

る文化史としての文化的建造物と、美術科における美術史としての文化的建造物という、

２つの観点から分析し、生徒の理解や見方を深め、それらの知識を鑑賞に活かし、日本の
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美術文化への関心を高めることとする。 

 

３ 目標 

・厳島神社本殿の竜の彫刻と、子生の地域的信仰との関わりを分析する活動を通して、文

化財に感心をもつことができる。               （関心・意欲・態度） 

・厳島神社本殿の龍の彫刻から、当時の表現手法を理解し、鑑賞に活かすことができる。 

（鑑賞の能力） 

 

４ 計画(２時間扱い) 

第１次 鑑賞 

    第１時 子生弁天の鑑賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 時間(本時) 

 

５ 本時の計画 

（１）目標 

    ・子生弁天本殿に用いられた色彩・造形様式から、示される意味を知ろう。 

    ・子生弁天本殿の竜の彫刻と、鉾田市の地域との関わりを知ろう。 

（２）準備・資料 

（生徒）筆記用具、美術資料集 

（教員）ワークシート、映像資料、プロジェクター 

 （３）第１校時の展開 

学習活動・内容 時間 指導上の留意点 

１．本時の学習課題と授業の進行について
の確認をする。 

子生弁天に用いられている色・形の
意味を探ろう。 

＜授業の進行＞ 
・第１校時では造形的観点から、第２校時
では地域資源的観点での鑑賞を行う。 

・プロジェクターの映像を見ながらワーク
シートを完成させる。 

・第１時および第 2 時の最後にはそれぞれ
の授業の感想を学習者に発表してもら
う。 

・第２時では授業のまとめとしてテストを
行う。 

 
２．プロジェクターの映像と解説をもとに、
ワークシートに記入することで、厳島神社
の分析をする。 
（１）「鑑賞する」という言葉の意味を確認
しよう。（空欄補充） 

鑑賞とは、造形作品や文学作品によっ
て、作者が (表そうとしている)ことや、
( 感じ取ってもらいたいと思っている
こと) をつかみとること。 

（２）クイズに答えて厳島神社の特徴をつ
かもう。（空欄補充） 
問 1：厳島神社の屋根の造りの名前は何で

しょう？ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○座席はグループ班をつくり着席させる。 
○授業に入る前に本時のワークシートを配布し、
プロジェクターがすぐ使用できるよう起動の準
備と確認をする。（授業開始時には映像を映し出
しておく。） 

○子生弁天の映像を見ながら、学習者たちに厳島
神社に行った経験・聞いた話などを発表させる
ことで、その身近さを分かち合う。 

○本校時では子生弁天の信仰と子生の地域との関
わりを知ることが目的となるため、プロジェク
ターの映像を見ながらワークシートを完成させ
ることが重要であると示す。 

○第 2 時ではまとめのテストを行うことを伝え、
映像とともにワークシートの内容を掴みながら
記入していくよう指示する。 

 
○プロジェクターに移した映像を見ながら、グル
ープごとに問題を解いていく。その際、話し合
いの時間は充分設けることとする。 

○プロジェクターが見える位置にいることを確認
する。見えづらいという学習者には座席変更の
配慮をする。 

○プロジェクターの映像が見えづらい、もう一度
見たいという学習者のために、グループごとに
配布していた写真資料を用いることを伝える。 

○鑑賞することの意味を確認し、これからの活動
の指針とする。 

○発問によって生徒たちが気付き、グループ内で
発表できるよう支援する。 

○生徒たちが気付いた内容の中で、造形的に何か
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問 2：厳島神社の橋が丸いのは何故でしょ
う？ 

問 3：橋が赤い理由で間違っているものは
どれでしょう？ 

問 4：補色の関係になっているのはどの組
み合わせですか？ 

問 5：池に鯉がいる理由で間違っているの
はどれだろう？ 

問 6：池や鯉以外に、水を連想させるもの
はどれだろう？ 

（３）まとめ（空欄補助） 

厳島神社は、（水）をイメージして造ら
れたと思われる部分が多い。それは、
厳島神社がまつっている市杵島姫命
(弁財天・弁天)という神様が、（水の神
様）であるからだと考えられる。 

（４）授業を受けて感じたこと・考えたこ
との反省・発表 
 
３．本校時のまとめ 
・ワークシート記入 
・まとめの話 
・次時の活動内容を確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
５ 
 

しらの意味を含むものについては、ここで解説
を入れていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○友達が発表した振り返りの内容を聞いて、本時
の学習内容とこれまでの成果を振り返ること
で、生徒自身の形成的評価の向上を図るように
する。 

 

 （４）第２校時の展開 

学習活動・内容 時間 指導上の留意点 
１．前時の内容を振り返り、本時の学習課
題の確認をする。 

子生弁天本殿の竜の彫刻と、鉾田市
の地域との関わりを知ろう。 

・前時のワークシートの確認 
・授業最後にまとめのテストを行うことを
再度伝えておく。 
 
２．プロジェクターの映像と解説をもとに、
ワークシートに記入することで、厳島神社
本殿の龍の彫刻と地域との関わりを分析す
る。 
（１）クイズに答えて厳島神社と子生の関
係を探る手掛かりを見つけよう。（空欄補
助） 
問 1：どうして厳島神社は子生で必要とさ

れたのだろう？ 
問 2：龍の彫刻は何故造られたのだろう？ 
問 3：子生の名前の由来に厳島神社が関係

しています。その由来とは？ 
（２）まとめ（空欄補助） 
子生は（水）に囲まれている地域である。
そのために昔の子生では、（漁業）や（水
産業）が盛んだったと考えられる。よっ
て厳島神社の（市杵島姫命）の信仰が、
子生の人々に必要とされたと考えられ
る。竜の彫刻は、（水神）ということが分
かり易くなるように、（江戸時代中期）に
取り付けられた。 

（３）授業を受けて感じたこと・考えたこ
とを記入する。 
 
３．まとめテストの実施、終わり次第授業
アンケートを行う 
 
 
 
 
 
 
 
４．本校時のまとめ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

○授業に入る前に本時のワークシートを配布し、
プロジェクターがすぐ使用できるよう起動の準
備と確認をする。(授業開始時には映像を映し出
しておく。) 

○前時で用いたワークシートを見返すことで、前
時までの学習内容と本時の学習について確認を
する。 

 
 
○前時で確認した、子生の厳島神社と水との関係
を意識させるため、水神の象徴である龍の彫刻
に、鑑賞の対象を絞る。 

○気付いた特徴を積極的にグループ内で発表でき
るように支援したい。 

○発問によって学習者たちが気付き、発表できる
よう支援する。 

○龍の彫刻に彩色が施されていることや、造形が
細かく印象が派手であることが、この彫刻が造
られた江戸時代中期の特徴であるので、生徒た
ちがこの 2 点に気付けるよう発問に配慮する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○まとめテストの実施によって、前時と本時の学
習の到達を確認する。 

○評子生の地域・信仰・歴史と厳島神社の関連を
理解し、本殿の鑑賞に活かすことができたか。 
(テストの得点・ワークシート) 
 A へのキーワード：詳細かつ独自の解説 
 C への手立て：神社の説明文などを参考にさせ、
厳島神社についての解説ポイントを見つけさせ
る。 

○友達が発表した振り返りの内容を聞いて、本時
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・ワークシートおよび授業アンケートを提
出する。 

の学習内容とこれまでの成果を振り返ることで、
生徒自身の形成的評価の向上を図るようにする。 

 

６ ワークシート 

 以下、授業で配布したワークシートを紹介する。ワークシートは１校時につき１枚使用

し、２校時分の２枚を用意した。設問は、プロジェクターの内容と同じものである。 

（１）第１校時ワークシート 

厳島神社と私たちの子生・1 時間目            授業日： 2011 年 12 月   日  

●学習目標● 

 

□1 「鑑賞する」という言葉の意味を確認しよう！✍( )に当てはまる言葉を書こう。 

鑑賞とは、造形作品や文学作品によって、作者が (てい)ことや、( 取 ) をつかみとるこ
と。 

□2  クイズに答えて厳島神社の特徴をつかもう！ 

✍①～③の中から答えを 1つ選び、解説を聞いて、(  )に当てはまる言葉を書こう。 

問 1：厳島神社の屋根の造りの名前は何でしょう？ 
①入母屋造り ②マンション造り ③京風造り 

問 2：厳島神社の橋が丸いのは何故でしょう？ 
①可愛いから ②渡りにくいから ③橋を強くするため 

問 3：橋が赤い理由で間違っているものはどれでしょう？ 
①目立たせるため ②魔除けのため ③腐りにくくする塗料が赤い 

問 4：補色の関係になっているのはどの組み合わせですか？ 
①拝殿の茶色・橋の赤 ②歩道の白・橋の赤 ③屋根の緑・橋の赤 

問 5：池に鯉がいる理由で間違っているのはどれだろう？ 
①龍を連想させるから ②子だくさんの願いを込めたいから ③橋本知事の指定 

問 6：池や鯉以外に、水を連想させるものはどれだろう？ 
①本殿の龍の彫刻 ②賽銭箱 ③拝殿の上についている大きな鈴 

●まとめ● 

厳島神社は、(  )をイメージして造られたと思われる部分が多い。それは、厳島神社がま
つっている市杵島姫命(弁財天・弁天)という神様が、(      )であるからだと考えられる。 

○授業を受けて感じたこと・考えたこと○ 
 
 
 

 

（２）第２時ワークシート 

厳島神社と私たちの子生・2 時間目            授業日： 2011 年 12 月   日  

●学習目標● 

 

1 クイズに答えて厳島神社と子生の関係を探る手掛かりを見つけよう！ 

✍①～③の中から答えを 1つ選び、解説を聞いて、(  )に当てはまる言葉を書こう。 

問 1：どうして厳島神社は子生で必要とされたのだろう？ 
   ①流行 ②国が命令した ③子生が水に囲まれた地域だったから 
問 2：龍の彫刻は何故造られたのだろう？ 

①可愛いから ②水を連想させたかったから ③木材が余っていたから 
問 3：子生の名前の由来に厳島神社が関係しています。その由来とは？ 

①子供がよく育つ ②子供がよく生まれる ③子供がよく働く 
●まとめ● 
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子生は(  )に囲まれている地域である。そのために昔の子生では、 (     )や
(        )が盛んだったと考えられる。よって厳島神社の(       )の信仰が、
子生の人々に必要とされたと考えられる。 竜の彫刻は、(        )ということが分
かり易くなるように、(         )に取り付けられた。 

○授業を受けて感じたこと・考えたこと○ 
 
 

 

 

７ 評価観点表 

この授業は、鑑賞だけで成立する授業である。よって、評価の観点は、①美術への意欲・

関心・態度、②発想や構想の能力、③創造的な技能、④鑑賞の能力、のうち、①と④の観

点で評価を実施する。大きな評価観点大系において、④鑑賞の能力は、「知識の取得」に位

置づけられるので、学習目標を①の観点において「積極的に厳島神社について知ろう」、④

の観点において「厳島神社の特徴を理解し、鑑賞に活かそう」と定めたときに、以下の評

価観点表が成立する。また、A、B、C の評価基準を設定し、各評価規準の達成度は、ワー

クシートおよび授業のまとめテストの得点によって判断する。 

 評価基準 

評価観点 
学習目標 

(評価規準) 
A B C 

美術への 
意欲・ 
関心・ 
態度・ 

積極的に厳
島神社につ
いて知ろう
と し て い
る。 

自分で鑑賞した厳島
神社本殿に対する、詳
細かつ独自の解説の
作成 

自分なりに厳島神社
本殿を観察し、厳島神
社本殿の写真解説を
作成できる。 

神社の説明文などを参考
にさせ、厳島神社につい
ての解説ポイントを見つ
けさせる。 

鑑賞の能力 

厳島神社の
特徴を理解
し、鑑賞に
活かすこと
ができる。 

・龍の彫刻と子生の水
神の信仰との関係を
考察し、鑑賞に取り入
れられる。 
・龍の彫刻の特徴によ
って、制作時代の予想
が立てられる。 

・龍の特徴を見つける
ことができる。 
・龍の彫刻の特徴か
ら、厳島神社本殿を鑑
賞し、独自の意見を述
べることができる。 

・ワークシートの設問へ
記入することで、厳島神
社の特徴を把握させる。 
・記入した内容から、鑑
賞の手掛かりを見つけら
れるように支援する。 

 

 

今後の課題 

 

 今回の実践において、学習者にとって身近な文化遺産である子生弁天を取りあげたこと

によって、多くの効果を実感することができた。その中でも特に、執筆者（井上）が効果

的だと感じた点がある。それは、子生弁天が身近な神社建築物であるが故に、それに対す

る基礎知識が執筆者（井上）と学習者とで、同じ程度有すことができていたという点であ

る。導入の段階で、子生弁天を教材として学習者に提示する際、あらかじめ何も認識する

ことがなかったのなら、それがどのような神社として地域に存在しているのか、場所やそ

の佇まい、周辺の様子まで詳細に説明する必要があったであろう。しかし、学習者は大ま

かな内容であったにしても、全員が子生弁天を知っていた。中には子生弁天の近所に住ん

でいることから、その神社の言い伝えを聞いて育ち、深い思い入れをもっている学習者も
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いた。その点から、「身近である」という共通認識が、授業運営を円滑に進める根本的役割

を果たしていた。また、造形的観点および地域資源的観点をもって鑑賞を行った際にも、

学習者それぞれが構築してきた地域資源としての子生弁天の知識と、他教科で学んだ歴史

背景とを関連させることができていた。まとめテストの結果にもそれが表れている。 

 しかし実践内容を改めて見直すと、課題提示の仕方や時間配分、アプローチ方法にまだ

まだ改善の余地がある。特にアプローチ方法では、地域資源的観点によっての鑑賞時間が

短いように感じられた。導入で体験した全員の共通認識を深めることで、その先の鑑賞が

さらに深まるようなアプローチ方法を、今後の研究で見出したい。 

 

 

注 

 

１）菊地達夫「学校教育機関における地域資源の活用実態～北海道江差町を事例として『生

涯学習研究と実践』北海道浅井学園大学生涯学習研究所研究紀要第４号,2003

年,135-146頁． 

２）井上朋美『文化財を対象にした美術の授業における鑑賞教育教材の研究─茨城県内の

蟇股を中心にして─』茨城大学教育学部学校教育教員養成課程美術選修卒業論文,2010

年度,10-15頁．上記の拙論にて、茨城大学教育学部学校教育教員養成課程に所属して

いる学生で、2010年 4月から「図画工作科教育法研究」の授業を受講していた学生を

対象に、「美術教育における、重要文化財（建造物）の授業に対するアンケート」を実

施した。 

３）蝦名敦子「鑑賞授業における教材化の意味と論理─実践的研究を通して─」『美術科教

育学会誌』，美術科教育学会第 29号，2008年，117-127頁． 

４）旭村文化財調査委員会『文化財 あさひ』（旭村教育委員会，1975年）2-3頁． 

５）この方式を考えるにあたって以下を参考文献とした。向野康江『子どものための美術

教育─学校での図画工作科教育と家庭での ART教育─』（弦書房，2010），61-70頁． 

６）太田博太郎 (監)雲野良平（編）『カラー版 日本建築様式史』（美術出版社，1999），101-104

頁。 

 

本稿を執筆するにあたって、実践授業の機会を提供してくださった茨城県鉾田市立旭中

学校の先生方に厚く御礼申し上げます。また、数多くの資料を提供してくださった鉾田市

役所旭総合支所の皆様に、深く感謝申し上げます。そして、一級建築士という専門家の立

場から、寺社仏閣建築物の工法を指導してくださった飯島常夫氏に感謝の意を表します。 
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持続可能な社会の担い手を育成する家庭科教員養成の課題 

―― 「環境アクション・プラン」の実践を通して ―― 

 

佐 藤 裕 紀 子＊ 

(2012年9月15日受理) 

 

 

Education for Sustainable Development as Part of a Home Economics Teacher Training Course 

 

Yukiko SATO 

 

 

キーワード：家庭科，教員養成，持続可能な社会 

 

本研究は、家庭科教員養成カリキュラムにおいて、資源や環境に配慮したライフスタイルを工夫し、主体的に行動できる

資質を育むための指導上の課題を明らかにすることを目的とする。研究方法としては、家庭科教員をめざす茨城大学教育

学部 2 年次学生 17 名を対象に、授業時間を使って「環境アクション・プラン」を用いた指導を行い、事前・事後のアンケート

調査結果と振り返りシートへの記述内容を分析することにより、環境問題に対する意識の変容を探り、指導の成果や課題を

検討する。アンケート調査を分析した結果、①自分の生活と環境問題との関わりに対する自覚、②環境問題に対する主体者

意識については一定の成果がみられ、その観点からは「環境アクション・プラン」を使った実践的・体験的な指導方法の有効

性が確認された。しかし、振り返りシートの記述内容からは、自分の生活の見直しや環境意識の高まり等の点では成果が確

認されたものの、実践の継続には経済性や達成感等、個人に帰着する副次的便益をわかりやすい形で実感できることの必

要性を強調する内容も多く、従来のライフスタイルを支えてきた価値観や行動原理の見直しという点では課題が見出された。 

 

関心の所在 

 

 今日、持続可能な社会の形成は国際的に共有される最重要課題のひとつである。持続可能な社会

の形成にはその担い手の育成が重要な位置を占めることから、2002年の第57回国連総会では、2005

年から14までの10年間を持続可能な開発のための教育（以下、ESD）の10年とし、ユネスコを主

導機関として持続可能な開発のための教育を推進する決議が採択された。現在、国際実施計画（2005

年）の趣旨に沿って、世界各国でESDの取り組みが進められている。日本でも2006年には国内実施 

計画が策定され、ESD の目標として、環境・経済・社会の面において持続可能な将来が実現できる

ような行動の変革をもたらすことなどが示された１）。2008年には、教育振興基本計画において今後

5 年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策のひとつとして「持続可能な社会の構築に向けた教

育に関する取組の推進」が示されるとともに、同年から翌年にかけて、その趣旨をふまえた学習指 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  
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導要領が告示された。同要領において家庭科には環境項目が新設され、持続可能な社会に向けて、

環境や資源に配慮した新たなライフスタイルを工夫し、主体的に行動していくことのできる力を育

むことがその目標となっている。消費生活の場から発想し、行動していく主体を形成することをね

らう家庭科教育が、持続可能な社会の形成に向けて果たす役割はきわめて大きく、その責任の果た

し方については、指導内容・指導方法の検討と並行して、家庭科教員養成のあり方も検討していく

必要がある。 

 そもそも家庭科は、家庭生活に主体的に関わる中で問題を発見し、その解決方法を自ら考え実践

することにより、よりよい生活を創造していくことのできる実践力を育む教科である。その過程で

は、今日では、他者に働きかけ他者と協働していく力を獲得することも重要な課題となっている２）。

そうした動向をふまえるならば、今日の家庭科の環境教育に求められるのは、学習した知識や技術

を使って家庭生活におけるさまざまな営みに主体的に関わり、そうした過程で育まれる生活認識を

基礎に、持続可能な社会の構築に向けて生活における問題を発見し、自ら解決の方法を考え実践し

たり、さらには他者に働きかけて問題意識を共有し、ともに行動したりすることのできる実践力の

獲得を支援することであるといえる。現在、実践的な力の獲得はいずれの教科でも重視されるとこ

ろとなっているが、家庭科では、とくに家庭生活への主体的な関わりを促し、その過程で育つ生活

認識や問題意識を基礎に行動していくことを重視するところに特質がある。大学で家庭科教員を養

成するうえでも、そうした意味での実践力の獲得支援を視野に入れた教員養成のあり方を検討して

いく必要があろう。 

 だが、翻って今日の学生の現状をみると、家庭生活のさまざまな営みに主体的に関わってきた経

験がきわめて乏しく、従って家庭生活に軸足をおいた生活認識も育っておらず、家庭科で求められ

る実践力の獲得を支援するためのレディネスが十分に成立していないことが指摘できる。こうした

現状では、知識や技術、指導方法をいかに身につけたとしても、今日、家庭科教員として要請され

る資質や能力を育むことは困難である。まず学生自身が自らの家庭生活に関心を向け、主体的に関

わる中から、持続可能な社会の形成に向けて、問題に気づき、改善・解決のために行動していく経

験を豊かにもつことが必要である。 

 

研究目的 

 

上記の問題意識にもとづき、本稿では、家庭科教員養成カリキュラムにおいて、資源や環境に配

慮したライフスタイルを工夫し、主体的に行動できる資質を育むための指導上の課題を明らかにす

ることを目的とする。具体的には、持続可能な社会の形成に向けたライフスタイルの工夫という視

点から実践的・体験的な指導を行い、①自分の生活と環境問題との関わりに対する自覚、②環境問

題に対する主体者意識の 2点を中心に、指導の成果と課題を検討する。 

 

研究方法 

 

 家庭科教員をめざす茨城大学教育学部 2年次学生17名を対象に、授業時間を使って、後述する「環

境アクション・プラン」を用いた指導を行い、事前・事後のアンケート調査の結果と振り返りシー
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トへの記述内容を分析することにより、環境問題に対する意識の変容を探り、指導の成果や課題を

検討する。指導のねらいは、持続可能な社会をめざして自分や家族にできる身近な取り組みを考え

実践することを通して、自分の生活と環境問題との関わりについての自覚と環境問題に対する主体

者意識を高めることである。対象者 17名は、いずれも1年次に「消費生活と環境との関わり」をテ

ーマとする講義を受講した学生である。 

 指導の事前・事後のアンケートは、環境省総合環境政策局環境計画課「環境にやさしいライフス

タイル実態調査」（平成 20年）をもとに作成した、「環境問題に対する関心」、「環境問題に対する主

体者意識」、「環境問題への社会的取り組みに対する考え方」、「環境問題への個人的と取り組みに対

する考え方」の4つの観点から構成される調査票を用いる。本稿ではこのうち、「自分の生活と環境

問題との関わりに対する自覚」に関わる２つの設問と「環境問題に対する主体者意識」に関わる４

つの設問への回答について、指導前と指導後の変容の読み取りを中心に分析する。 

 振り返りシートは、指導の最後に各自が学習した感想を自由に記入できるものとし、分析にあた

っては、その記述内容から指導後の意識や考え方の変容を読み取る。 

 

指導の流れ 

 

 指導の流れを図1に示す。「環境アクション・プラン」（以下、プラン）とは、資源や環境に配慮

したライフスタイルの創造に向けて、自分や家族にできる身近な取り組みを考えて実践するもので、

消費生活と環境との関わりをテーマとした学習ではしばしば活用される教材である。今回の「プラ

ンの作成」にあたっては、取り組みの意義を明確化することという条件のみを付し、各自が自由に

作成できることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従来の実践事例の多くは、プランの作成とプランの実践が主たる内容となっているが、本稿では、

プラン作成後の「プランの有効性の検討」と「プランのアピール」に十分な時間を確保し、各自が

考えたプランの概要やその意義を他者に説明することにより、取り組みの意義の明確化と実践意欲

の継続性をはかることをねらった。各自、作成したプランについて、①プランの背景とねらい（ど

のような現状把握と問題意識にもとづき、何をねらってプランを作成したか）、②実施計画（具体的

にどのような活動をどのように実践するか）、③期待される効果（プランの実践によりどのような効

果が期待できるか）の３つの観点から検討する（プランの有効性の検討）。各自の検討結果について

1．「環境アクション・プラン」の作成      １時間 

2.「環境アクション・プラン」の有効性の検討  １時間 

3．「環境アクション・プラン」のアピール     

4．「環境アクション・プラン」の見直し      

5．「環境アクション・プラン」の実践      ２週間 

6．「環境アクション・プラン」の評価・改善   １時間 

 ※90分を 1単位時間として「1時間」と表記． 

図1 指導の流れ 

 

３時間 
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は、資料等を用いて皆の前で説明するとともに、意見や質問に応ずる（プランのアピール）。１人の持

ち時間は質疑を含め15分程度とする。 

 アピールに対する意見等をふまえ、自身のプランを見直し、改善すべき点を改善したうえで（プ

ランの見直し）、各自がプランに沿って 2週間の実践を行う（プランの実践）。実践後、改めて自身

の作成したプランを見直し、改善すべき点等を検討する（プランの評価・改善）。 

 

結果 

 

１．「環境アクション・プラン」の内容 

 17例のプランを「プランのねらい」別にみると、いずれも CO2排出量を減らす取り組みを行うこ

とにより地球温暖化対策に寄与することをねらったものであった。これには、中等教育段階の家庭

科や、その内容をふまえて1年次に行われた講義の環境問題に対するアプローチの仕方が反映して

いるものと考えられる。 

具体的な内容としては大きく分けて２種の内容が見られた。１つは、テレビや炊飯器の待機電力

を減らす、エアコンや冷蔵庫などの温度を控えめに設定する、電気毛布の使用をやめて湯の入った

ペットボトルを利用し、翌朝、ボトル内の水を利用する、シャワーヘッドを使用してガスの使用量

を抑える等、CO2の排出をともなうエネルギーの使用を控える取り組み、もう１つは、買い物時にエ

コバッグを使用する、ペットボトル飲料の購入をやめ水筒を持参する、外出時に自分の箸を持参し

て弁当を食べるときに割り箸を使用しない等、廃棄物の発生抑制に関する取り組みであった。 

 「期待される効果」のアピールでは、電気やガスの使用量を CO2排出量に換算し、2週間のプラン

の実践によりどのくらいのCO2の排出が抑えられるかを示したり、従来、1日当たりどのくらいのペ

ットボトルを購入していたかを調査し、2 週間でそれらを購入しなければ、ペットボトルのリサイ

クルに使われるどのくらいのエネルギーを使用せずに済むかを数値で示したりする等の内容が多か

った。また、環境への負荷の低減に関わる効果のほか、電気やガスの使用を控えることやペットボ

トルを購入しないことによる経済的な効果を強調する内容も見られた（4例）。そのほか、自分の 2

週間の取り組みをクラスの全員で行なったときにもたらされる効果を示し、皆の参加を呼び掛けた

り、2 週間の取り組みを今後も継続したときにもたらされる効果を算定したりするなど、取り組み

の蓄積による効果を強調する内容も見られた（3例）。 

 

２．アンケート調査結果 

（1）自分の生活と環境問題の関わりに対する自覚 

 「自分の生活と環境問題の関わりに対する自覚」に関わる２つの考え方を示し、それに対し「大変

そう思う」から「まったくそうは思わない」まで「あなたの考えや意見にもっとも近いもの」を 4 件法で求め

た。 

まず、「大量消費・大量廃棄型の生活様式を改めるべきである」との考え方に対しては、事前アンケート

では、「大変そう思う」５名、「ややそう思う」１１名、「あまりそう思わない」１名、「まったくそう思わない」1 名

であったのに対し、事後アンケートでは、「大変そう思う」１１名、「ややそう思う」５名、「あまりそう思わない」

１名と変化した（図２）。 
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 次に、 「環境のことを考えて使い捨てはやめ、リユース、リサイクルを進めるべきである」との考え方に

対しては、事前アンケートでは、「大変そう思う」４名、「ややそう思う」１３名、事後アンケートでは、「大変そ

う思う」５名、「ややそう思う」１２名であった（図３）。この設問は、すべての設問のうち指導前と指導後の変

化がもっとも小さく、事後アンケートで「大変そう思う」と回答した者ももっとも少なかった。今回の「環境アク

ション・プラン」における廃棄物に関する取り組みでは、リユース、リサイクルを扱った内容は見られず、い

ずれもリデュース（発生抑制）を扱うものであり、ペットボトル等のリサイクルはその過程で多くの CO2の排

出をともなうため、地球温暖化対策としてはむしろリデュースを推進する主張が多かったことが、この結果

に反映したと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）環境問題への主体者意識 

 「環境問題に対する主体者意識」に関わる４つの設問に対する事前・事後の回答結果を図 4～7

に示した。 

 まず、「環境を守る上で最も重要な役割を担っているのはどれか」との問いに対し、選択肢から一

つ選んで回答してもらった。事前アンケートでは、「事業者」と「国」と答えた者がそれぞれ７名と

もっとも多く、「国民」と答えた者が３名であったのに対し、事後アンケートでは、多い順に「国民」

10名、「国」4名、「事業者」3名と変化した（図４）。事前・事後で変化がみられた 7名は、「事業者」から「国

民」への変化が 4名、「国」から「国民」への変化が 3名であり、いずれも「国民」への変化であった。 

  次に、「環境問題に対する主体者意識」に関わる 3 つの考え方を示し、それに対し「大変そう思う」から

「まったくそうは思わない」まで「あなたの考えや意見にもっとも近いもの」を 4件法で求めた。 

「日常生活における一人ひとりの行動が環境に大きな影響を及ぼしている」との考え方に対しては、事

前アンケートでは、「大変そう思う」2名、「ややそう思う」8名、「あまりそう思わない」6名、「まったくそう思わ

ない」1名であったのに対し、事後アンケートでは、「大変そう思う」６名、「ややそう思う」９名、「あまりそう思

わない」２名と、肯定的な回答が増加した（図５）。この設問は、すべての設問のうち、「あまりそう思わな

い」「まったくそうは思わない」を合わせた否定的な回答がもっとも多かったが、事前・事後の変化がもっと

も大きく、変化が見られた 10名は、いずれも肯定度合いを強化する方向への変化であった。 

  「子どもにも大人にも、環境保全について理解を深めるための環境教育や環境学習が大切である」と

の考え方に対しては、事前アンケートでは、「大変そう思う」８名、「ややそう思う」９名であったのに対し、

事後アンケートでは、「大変そう思う」１０名、「ややそう思う」７名と変化した（図６）。この設問は、指導前と
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指導後の変化が小さかったが、これは事前アンケートの時点で「大変そう思う」と回答した者がもっとも多

かったことが関係していると考えられる。 

「環境問題の解決のためには、科学技術の発展に加え、個人の環境意識を高めることが必要である」と

の問いに対しては、事前アンケートでは、「大変そう思う」６名、「ややそう思う」１０名、「あまりそう思わな

い」1 名であったのに対し、事後アンケートでは、「大変そう思う」１０名、「ややそう思う」６名、「あまりそう思

わない」1名へと変化した（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３．振り返りシートの記述内容 

 次に、振り返りシートの記述内容を検討した結果を示す。 

 内容を大きく分類すると、6 種の内容が見られた。に、今回の取り組みが自身の生活の見直す契機にな

ったことを指摘した内容（以下、「生活の見直し」）7 点、経済的効果や達成感等の副次的な便益を実感す

ることの重要性を指摘した内容（以下、「副次的便益の重要性」7 点、環境問題に対する意識の高まりを自

覚したことを指摘した内容（以下、「環境意識の高まり」）5 点、小さな取り組みでもまず実践してみることの

大切さを指摘した内容（以下、「実践の大切さ」）5 点、継続して実践することの大切さを指摘した内容（以

下、「継続の大切さ」）5点、皆で協働して取り組むことで大きな効果が得られることを指摘した内容（以下、

「協働の大切さ」）2点であった。 

これらのうち特に注目された事項について以下に敷衍する。 

まず、「副次的便益の重要性」に関するものでは、経済的な便益に関する内容と、達成感や意欲等の
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心理的な便益に関する内容の 2点がみられた。前者では、「『地球にやさしい』は損をするイメージがある

が、実際はお金の節約にもつながって思った以上に快適だと感じた」、「家庭が一番、気にするのは CO2

よりも電気代なので、電気代も安くなって環境にも優しいことを伝えていくことが大切だと思った」など、家

計という目に見える形での便益に対する実感が実践への意欲につながったことを強調する内容となって

いた。これに対し、後者では、「CO2 排出量等は目に見えないので、達成感が少なかった」、「もっと効果

が目に見えるようにできれば持続意欲が高まる」など、わかりやすい形で便益を実感できることが取り組

みの継続に必要であることを強調する内容となっていた。いずれにしても、「副次的便益の重要性」に関

するものは、環境に配慮した実践の継続には、個人に帰着される便益を分かりやすい形で実感できるこ

とが必要であることを主張する内容であった。 

 また、 「環境意識の高まり」に関するものでは、今回のプランの実践を通して、プランで取り上げたこと

以外の環境問題への取り組みや、他人の日常行動にも目が向くようになったことを指摘する点が注目さ

れた。「一つのプランでたくさんの行動に目が向くようになり、エコ意識がひろがった」、「箸を持参するよう

になったら、今度は弁当の容器や、包装紙も気になった」、「自分だけでなく、他の人のエネルギー資源

の無駄が目につくようになった」などである。「ごみを減らそうという意識が強くなり、そのために何ができる

か考えるようになった」などといった内容もみられた。 

 以上の「副次的便益の重要性」に関する内容と「環境意識の高まり」に関する内容は、指摘した者が重な

っておらず、今回の取り組みを通して感じたことは、この２点で大きく分かれたといえる。 

 

考察 

 

 指導後のアンケート調査の結果からは、①自分の生活と環境問題との関わりに対する自覚、②環

境問題に対する主体者意識については一定の成果がみられ、これらの観点からは、「環境アクショ

ン・プラン」を使った実践的・体験的な指導方法の有効性が確認された。だが、振り返りシートの

記述内容からは、評価できる点とともに、指導上の課題がいくつか見出された。 

 家庭生活に関心をもち、主体的に関わる中から課題を発見できることは、家庭科ではもっとも基

本的な課題である。だが、既述したように、今日の学生は家庭生活に主体的に関わってきた経験が

乏しく、家庭科教員をめざす学生であっても、上述の家庭科教育の基本的な課題を、自らの経験を

通し実感をともなってとらえることができにくい。こうした現状を考えるならば、自身の家庭生活

を見つめ、その中から課題を発見することができた（「生活の見直し」）という今回の経験は、家庭

科教員をめざす学生にとっては貴重な学習機会であったと評価できる。 

 また、教員養成カリキュラムがきわめて限定された時間で組まれていることを考えるならば、プ

ランの内容から発展して、さらに多様な環境問題や環境に影響を与える多様な行動にまで視野を拡

げることができた（「環境意識の高まり」）点も評価できる。 

 さらに、持続可能な社会を形成するためには、知識や技術を習得するだけでなく、実際に自ら行

動し、他者とも協働できることが必要であり、今回の取り組を通して、実践すること、実践を継続

することの重要性や（「実践の重要性」「継続の重要性」）、他者と協働することの大切さ（「協働の大

切さ」）を認識できた者がいた点も評価に値しよう。 

だが、少なくない数の者が、経済性や達成感など個人に帰着される便益を分かりやすい形で実感
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できることの重要性（「副次的便益の重要性」）を強調していたことについては、慎重に検討する必

要がある。 

そもそも、環境に配慮した新しいライフスタイルの創造は、従来のライフスタイルを支えてきた

価値観や行動原理の見直しを迫るものである。これまでの価値観や行動原理を見直し、新たなもの

へと作り変えていくことこそが重要なのであり、そうした従来の社会や生活を形作ってきた根本的

な原因と向き合うことなく、表面的な行動の変更で対応することは、ライフスタイルの創造の本義

ではない。今回、指摘があった経済性や達成感等は、快適な生活を営む上では確かに重要な要素で

ある。また、それらを実感できるようにすることは、ある特定の行動をより多くの人により早く共

有できるものとしていくための方略としては有効かもしれない。だが、持続可能な社会の形成の担

い手を育成するという観点からみるならば、必ずしも有効ではないだろう。自身の家庭生活を見つ

める中から見出された課題が、そもそもどのような原因から生まれているのか、そこに正面から向

き合えば、必然的にこれまでの自分のライフスタイルを支えてきた価値観や行動原理に向き合うこ

とになる。たとえ遠い道のりであったとしても、そうした価値観や行動原理の問い直しをせまって

いくことが、意欲・関心を継続させることにつながり、本来の意味で実生活に生きてはたらく力を

形成していくことにつながるであろう。また、そうした問い直しの過程において、個人的な便益だ

けを追求していたのでは、いかなる取り組みも環境問題に対する根本的な解決にはつながらないこ

とにも気づくはずである。今日の家庭科では、自立して自分らしく自己実現をはかることのできる

力の育成とともに、生活環境の調整や醸成に直接あるいは間接的に関わり、社会的な自己実現を図

ることのできるシティズンシップの獲得をもめざしている３）。指導にあたっては、そうしたことに

まで視野を拡げ、新たな価値にも気づいていくことができるような手立てを考えていくことが必要

である。 

 

まとめ 

 

 本稿では、家庭科教員養成カリキュラムにおいて、資源や環境に配慮したライフスタイルを工夫

し、主体的に行動できる資質を育むための指導について検討した。その結果、ライフスタイルの創

造の本義に照らし、従来の価値観や行動原理の見直していくことのできる指導の必要が課題として

見出された。最後に、こうした指導を可能にするための１つの提案をしておきたい。 

家庭科教育における環境問題の内容は、従来から家族・家庭生活領域とは独立の項目として設置

されている。近年の学習指導要領では、領域ごとに関連をはかり、総合的に指導することが求めら

れている４）。これは、実際の生活は領域ごとに分断されているわけではないため、実際の生活に近

い形で学ぶことが実践力を養う上では効果的であるという理由による。しかし、実際の授業におい

ては、環境領域は衣・食・住といったモノ領域の学習との関連をはかって展開されることが多く、

家族・家庭生活といったヒト領域と関連をはかった授業実践はほとんど見られない。また、唯一、

「持続可能な社会」という文言が盛り込まれている高等学校家庭科の新学習指導要領（平成 21年版）

では、その文言は、衣・食・住領域と消費生活・環境領域で用いられ、家族・家庭生活領域では用

いられていない 5）。このようにモノ領域に限定した形で「持続可能な社会」に向けた学習をしても、

従来の価値観や行動原理を根本から見直す発想にはつながらないと思われる。なぜなら、従来の価
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値観や行動原理こそ、これまでのモノ領域の進歩・発展を促してきたものにほかならないからであ

る。本稿の冒頭で述べたように、ESD は、本来、環境の保全だけでなく、それとともに、経済の開

発、社会の発展を調和の下に進め、将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在世代の

ニーズを満たすような、持続可能な社会づくりの担い手をめざすものである 6）。家庭科教育におい

ても、モノ領域とヒト領域とを関連付けた総合的な学習をしていくことが必要であり、そうした総

合的な指導を展開できる力を育むことがこれからの家庭科教員養成上の課題といえよう。 
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本研究の目的は、高等学校新学習指導要領家庭科の生活設計領域の内容の特徴を明らかにするとともに、今後の指

導上の課題を提示することである。研究方法は、元年版、10年版、21年版の学習指導要領およびその解説書を用い、

生活設計にかかわる記述内容について、①学習指導要領の社会的背景、②家庭科の学習内容全体における生活設計領

域の位置づけ、③生活設計の 3領域の内容の 3つの視点から比較検討する。検討の結果、21年版学習指導要領では、

学習内容全体のなかで重要な位置を与えられるようになったこと、他者との関係や自然環境との調和など、広い視野

から自分の生き方を考えることを求める内容となったこと、多様な生活資源を扱い、それらの活用を目標達成やライ

フステージごとの生活課題、リスクと関連づけて学習するようになったこと、リスクマネジメントが明確に意識され

るようになったことが確認された。より広い視野からの価値観の形成や、生活資源の充実などに関わる力の育成が今

後の指導上の課題である。 

 

はじめに 

 

現在、学校教育現場では、キャリア教育に関する取り組みが活発に展開されている。こうした取

り組みは、2003年6月に若者自立・挑戦戦略会議によって策定された「若者自立・挑戦プラン」に

基礎をもつ。同プランは、「フリーター」や若年失業者・無業者が増加し、社会問題化している状況

を受け、教育政策、雇用政策、産業政策の連携を強化するとともに、官民一体となった若年者対象

の人材対策の強化を総合的に打ち出すことをねらったもので、学校教育現場の取り組みとしては、

「学校教育段階からのキャリア教育の強化」を打ち出している。したがって、学校教育現場のキャ 

リア教育は、それらがそもそも若年層をめぐる雇用問題対策に端を発し、勤労観、職業観の育成を 

―――――――― 

*茨城大学教育学部家庭経営学研究室 



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 132 - 

謳った上記プランに基づくものであることから、多くは経済的自立に偏した内容となっており、従 

来の進路指導や職業教育の域を出ないものであるとの批判も強い１）。 

 一方、家庭科やその背景科学である家政学では、従来から若者の自立やその支援のあり方に多大 

な関心を向けてきた。「自立」については、経済的自立のほか、生活自立、情緒的自立、性的自立な

ど多様な側面からとらえ、今日では、それらを達成しつつ、家族・家庭生活と社会生活の双方を含

んだ生活領域における各自の生き方や生活の仕方を考えさせるライフ・キャリア教育の必要性も提

起されている２）。こうした内容は、家庭科においては生活設計領域の教育に相当する。生活設計領

域は従来、高等学校家庭科の内容に含まれ、戦後、一貫して重要な位置が与えられてきた３）。現在

の若者の「自立」状況やそれをめぐる教育政策の動向をふまえるならば、多様な生活領域を視野に

入れて若者の自立を支援することをねらう家庭科の生活設計領域の教育は、今日、ますます重要な

役割を果たすことが期待され、その内容を検討することの意義は小さくない。高等学校家庭科にお

ける生活設計領域の内容の検討に関しては、大塚・片田江（2000）の先行研究がすでにある４）。だ

が、90年代までのものであることから、今日的状況に照らして改めてその内容を検討してみる必要

があろう。 

 そこで本稿では、来年度から年次進行で実施される高等学校学習指導要領（平成 21年版）の家庭

科における生活設計領域の内容を検討し、その特徴を明らかにするとともに、今日的状況に照らし

て指導上の課題を提示することを目的とする。 

 

研究方法 

 

 高等学校の新学習指導要領（平成 21年版）の家庭科における生活設計領域の内容の特徴を明らか

にするにあたっては、従来の指導要領と記述内容を比較するという方法をとる。 

分析資料は、平成元年版、平成 10年版、平成21年版の高等学校家庭科の学習指導要領及びその

解説書（以下、「解説」）である。平成元年版以降のものとする理由は、高等学校家庭科が男女共修

になって以降のものに限定するためである。 

分析対象は、各資料における選択必修科目「家庭総合」（元年版は「家庭一般」）の生活設計領域

の記述内容を中心とし、必要に応じてそれに関連する事項も対象とする。なお、以下で家庭科とい

った場合は、高等学校家庭科の上記科目を指すこととする。また、生活設計領域とは、学習指導要

領において「生活設計」の見出しをもつ領域をさすこととする。 

分析事項は、①学習指導要領の社会的背景、②家庭科の学習内容全体における生活設計領域の位

置づけ、③生活設計の3領域の内容の 3点である。ここでいう生活設計の3領域とは、ライフデザ

イン領域（将来どういう生活を送りたいのかという夢や目標を描いたり、ライフコースの選択を考 

えたりする領域）、生活資源マネジメント領域（生活資源の現在のバランスを評価し、将来どうした

いのかを考え、そのために必要な行動を考えていく領域）、リスクマネジメント領域（現在の自分や

家族の抱えているリスクを、ライフデザインや生活資源と関係させながらリスクを確認し、評価し、

リスク処理を行う領域）である５）。 

 

結果 
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１．社会的背景 

 元年版の科目目標は、「衣食住、家族、保育などに関する基礎的・基本的な知識と技術を家庭経営

の立場から総合的、体験的に習得させ、家庭生活の充実向上を図る能力と態度を育てる」ことであ

る。この目標については、「国際化、情報化、高齢化など社会の変化に適切に対応して
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

主体的に生活

することができる能力と実践的態度を育てる」（傍点筆者）ことを意識したものであることが示され

ている。しかしながら、生活設計領域を含む「（１）家族と家庭生活」の内容については、「高齢化
．．．

社会における生活設計の必要性とその立案
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、高齢者への対応と福祉など
．．．．．．．．．．．．

を取り扱い、課題意識をも

って、充実した家庭生活を営むことができる能力と実践的な態度を育てることをねらいとしている」

（傍点筆者）と説明されており、国際化や情報化などの社会的背景を意識しつつも、生活設計領域

に関しては高齢化への対応を強く意識したものであり、長期化した高齢期の生活をどう送るか、あ

るいはそれをどう支えるかといった立場から、生活設計の意義がとらえられていたことが確認でき

る。 

これに対し、10年版、21年版の学習指導要領では、どのライフステージを意識したものであるか

を示す記述は見られなくなり、代わって 10年版では、「男女共同参画社会の推進、少子高齢化等を

考慮して」改善が図られたことが示され、さらに21年版では、それらに加え、「持続可能な社会の

構築」といった現在の動向にも対応したものとなったことが示されている。10年版以降では、たん

に社会的変化への対応ではなく、「男女共同参画社会」や「持続可能な社会」といった目指すべき社

会のあり方を明示し、その担い手の育成を意識したものとなったといえる。 

 

２．生活設計領域の位置づけ 

 各学習指導要領の家庭科の内容は、元年版は 7項目、10年版と 21年版は 6項目から構成されて

いる。元年版、10年版では、生活設計領域は中項目としての扱いであるのに対し［元年版、10年版

とも（１）のウ]、21年版では大項目で扱われるようになった[（5）]。 

 また、当該項目の取り扱いについては、元年版ではとくに何も示されていないが、10 年版では、

「（１）のア、イ、（２）及び（３）の内容との関連を図るとともに、（１）から（５）までの学習の

中で段階的に扱ったり、「家庭総合」の学習のまとめとして扱うなどの工夫をすること」と述べられ

ている。さらに21年版では、「内容の（５）については、（１）から（４）までの学習の中で段階的

に扱ったり、「家庭総合」の学習のまとめとして扱ったりするなどの工夫をすること」と述べられ、

すべての項目の最後におかれるようになっている６）。もとより学習指導要領に示される内容の順序

は、学習の順序を示すものではないが、生活設計領域の学習は、他の内容と関わらせて学習したり、

全体のまとめとして学習したりするなど、総合的な学習をすることが求められるようになったとい

える。 

 

３．生活設計3領域の内容 

 生活設計領域の記述内容を表１に示す。 

（１）ライフデザイン領域 

ライフデザイン領域の内容に関わる事項としては、元年版では、「将来の生活構想をもつ」ことや、 
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元年版学習指導要領 １０年版学習指導要領 ２１年版学習指導要領 

（１）家族と家庭生活 

ウ 生活設計 

（ア）生活設計の意義 

 充実した家庭生活を営むためには、

短期の生活設計と長期の生活設計を

立てる必要があることを理解させる。

ここでは、主として長期の生活設計に

ついて考えさせ、将来の生活構想をも

つようにするとともに、長期の生活設

計から高校生としての課題について

も考えさせる。 

（イ）ライフステージと生活設計 

 長期の生活設計を考える際に必要

なライフステージごとの生活課題に

ついて理解させ、各自の将来の生活構

想に基づいた長期の生活設計を立て

させる。 

（１）人の一生と家族・家庭 

ウ 生活設計 

 青年期の課題を踏まえ、生活設計の立案を通して、自己

の生き方や将来の家庭生活と職業生活の在り方について

考えさせる。 

（ア）ライフスタイルと生活にかかわる価値観 

 ライフスタイルや生活にかかわる価値観が多様化して

いる現状を理解させ、自分とは異なる立場や考え方、生き

方を認識するとともに、自分らしいライフスタイルや生活

にかかわる価値観の形成に関心をもたせる。 

（イ）家族と生活時間 

 生活時間の配分と有効活用は、人生の充実感や生きがい

に大きく影響するため、生活時間の配分や計画化が重要で

あることを理解させ、現在の生活時間の検討と将来の生活

時間について考えさせる。自由時間の確保や家族との共通

の時間の過ごし方など充実した過ごし方について考えさ

せ、家族員の相互協力や分担とともに、労働時間の短縮な

ど社会的な動向にも関心をもたせる。 

（ウ）生活設計の立案 

 充実した人生を送るためには、将来の生活に向かって目

標を立て、展望をもって生活することが重要であることを

理解させ、学習した事柄とかかわらせて、各自の将来の生

活構想に基づいて、生活設計を立てさせるとともに、自ら

の高校生活の課題についても考えさせる。また、充実した

人生や生活は、個人の努力や家族の協力のもとに実現され

るものであるが、様々な社会的条件も大きく影響すること

にも触れる。 

（５）生涯の生活設計 

ア 生活資源とその活用 

 生活の営みに必要な金銭、生活時間などの生活資源について

の理解を深め、有効に活用することの重要性について認識させ

る。 

 家族、友人、健康、金銭、もの、空間、技術、時間、情報な

ど、生活する上で重要な要素が生活資源であることを理解させ

る。また、人の一生の各ライフステージにおいて、それらの生

活資源を有効に活用することが重要であり、生活の中の様々な

リスクへの対応や回避のためにも役立つことを、家庭科で学習

した内容と関連づけて理解させる。なお、生活を支える社会保

障制度や社会福祉については、各ライフステージの課題と関連

づけて、基本的な理念やその内容を理解させる。 

 指導に当たっては、自らのライフスタイルを創造し、人生の

目標を達成するためには、生活資源をどのように活用したらよ

いかを考えさせる。例えば、各ライフステージの目標をあげて、

その実現に必要な技術や資格などの条件を考えさせたり、具体

的に短期・長期の計画を立てさせたりすることなどが考えられ

る。また、異世代の人々との交流や友人との討議等を基に、人

生に関する多様な価値観や生き方を取り上げ、人々が共に生き

るための、社会や個人の在り方などについても考えさせる。 

イ ライフスタイルと生活設計 

 自己のライフスタイルや将来の家庭生活と職業生活の在り方

について考えさせるとともに、生活い資源を活用して生活を設

計できるようにする。 

 将来の目標に向かって目標を立て、展望をもって生活するこ

との重要性を理解させる。また、学習した事柄とかかわらせて

自分の目指すライフスタイルを実現するために生活設計を立て

る。 

 例えば、仕事と生活の調和を図ることの重要性について話し

合わせたり、将来就きたい仕事についての調査をしたりするな

ど、生活設計を具体化するための情報の集め方などについても

考えさせる。その際、自分が理想とする人物の生き方を調べ、

自分の課題を探ることなども考えられる。 

表１ 学習指導要領における生活設計領域の内容 
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「ライフステージごとの生活課題について理解」することの必要性が示されている。これらを見る 

限り、ここでの生活設計は個人を主体とするものとも考えられるが、生活設計領域を含む大項目

「（１）家族と家庭生活」の内容説明では、「高齢化社会における生活設計の必要性とその立案
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、高
．

齢者への対応と福祉など
．．．．．．．．．．．

を取り扱い、課題意識をもって、充実した家庭生活を営むことができる能

力と実践的な態度を育てることをねらいとしている」（傍点筆者）と記されている。すでに述べたよ

うに、元年版は社会的背景として、「国際化、情報化、高齢化」を意識したものであったが、生活設

計領域の学習に関しては高齢化への対応を強く意識したものとなっている。また、元年版の科目目

標では、「家庭経営の立場」から学習することを重視し、「家庭経営の立場」の意味については、「家

族の意思によって家庭の方針を決める」ということであると説明されている。これらを併せ考える

ならば、この時期のライフデザインの内容は、家族形成を前提とし、家族生活担う者の立場から、

長期化した高齢期の生活をどう過ごすか、あるいはそれをどう支えるかといったことを強く意識し

たものであったといえ、生活設計の主体は個人ではなく家族であったといえる。 

一方、10年版では、「自己の
．．．

生き方や将来の家庭生活と職業生活の在り方について考えさせる」（傍

点筆者）とあり、個人の生き方を中心とした内容となっている。21 年版でも、「自己の
．．．

ライフスタ

イルや将来の家庭生活と職業生活の在り方について考えさせる」（傍点筆者）とあり、その基調に変

化はない。また、「将来の生活に向かって目標を立てること」、「展望をもって生活すること」の重要

性を強調している点も両者に共通している。10年版を境に、生活性設計主体は家族から個人を想定

したものに変化し、各自が目標をもって将来を展望して生きることを促す内容になったといえる。 

また、10 年版では、個人を中心としながらも、「男女が共に築く家庭への展望」という視点が盛

り込まれ、21 年版ではそれらのほか、「社会を構成する様々な人々との共生」、「持続可能な社会の

構築」という視点も加わった。10年版以降、自分の価値観だけでなく、他者との関係や多様な存在

との調和を視野にいれ、より広い視点に立って個人の生活や生き方を考えていくことを目指すもの

へと変化している点も確認できる。 

  

（２）生活資源マネジメント領域 

平成元年版では、生活設計領域においては生活資源マネジメントについて学習する内容はない。

しかし、生活設計領域を含む大項目「（１）家族と家庭生活」の「イ 家族の生活と経営」におい

て、「（イ）生活時間と労力の管理」として「生活時間の配分や計画化」、「（家事労働における）

時間と労力の管理」について学習することとなっている。また、科目目標の説明として、「家庭生

活における人間（家族）、物資・金銭、時間、労力」の有効活用について学習することが示されて

いる。 

10年版の生活設計領域では、生活資源のなかでもとくに時間を取り上げ、「（イ）家族と生活時

間」において、「生活時間の配分や計画化」について学習する内容が盛り込まれている。同じ時間

資源を扱いながら元年版と大きく異なるのは、元年版が家事労働における時間管理を主眼としてい

たのに対し、10年版では、自由時間や家族と過ごす時間についても取り上げ、労働時間に関しては、

「家族員の相互協力や分担とともに、労働時間の短縮など社会的な動向にも関心をもたせる」と述

べ、家事労働のほか、職業労働も含んでその時間管理のあり方を考えさせる内容となっている点で

ある。また、科目目標には、「生活の営みに必要な金銭、生活時間、人間関係などの生活資源」に
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ついて学習するとされており、時間以外の生活資源も扱うことが示されている。 

21年版では、生活設計領域の中に「生活資源とその活用」という独立した項目が設定された。生

活資源としては、「家族、友人、健康、金銭、もの、空間、技術、時間、情報」など、多様な生活

資源が具体的に例示されるようになり、「人生の目標を達成するためには、生活資源をどのように

活用したらよいかを考えさせる」、「人の一生の各ライフステージにおいて、それらの生活資源を

有効に活用することが重要であり、生活の中の様々なリスクへの対応や回避のためにも役立つこと

を、家庭科で学習した内容を関連付けて理解させる」などと述べられ、生活資源の活用を目標達成

やその過程で生ずるリスク、ライフステージごとの生活課題とも関わらせて考えさせる視点が明示

されるようになっている。 

 

（３）リスクマネジメント領域 

いずれの学習指導要領でも、ライフステージごとの生活課題について理解することが学習内容に

盛り込まれている点は共通である。だが、元年版、10年版は生活課題を扱うだけにとどまり、「リ

スク」の用語を使用してそのマネジメントを扱っているのは 21年版のみである。ただし、10年版

では、「リスク」の用語は使用していないものの、「予測できないできごとに柔軟に対応すること

の必要性にも気付かせる」と述べられ、不測の事態（リスク）に対応することの必要性や、また、

「充実した人生や生活は、個人の努力や家族の協力のもとに実現されるものであるが、様々な社会
．．．．．

的条件も大きく影響する
．．．．．．．．．．．

ことにも触れる」（傍点筆者）と述べられ、社会的条件のもとに生ずるリ

スクとの関わりについても意識させるような内容となっている。  

21年版では、「人の一生の各ライフステージにおいて、それらの生活資源を有効に活用すること

が重要であり、生活の中の様々なリスクへの対応や回避のためにも役立つことを、家庭科で学習し

た内容を関連付けて理解させる」と述べられており、ライフステージの課題に対しても、それ以外

の事柄に対しても、リスクマネジメントの必要を生活資源マネジメントとの関わりで理解させよう

としている点が大きく変わった点として指摘できる。また、「ワークライフバランスのための条件

整備などについても考えさせる」と述べられ、社会的諸条件を所与のものとしてその対応を考える

だけでなく、条件整備にも関わる主体の形成を意識した内容が盛り込まれるようになった点にも違

いが確認できる。 

 

考察 

 

１．新学習指導要領の生活設計領域の特徴 

 以上の結果から、21年版の新学習指導要領生活設計領域の特徴としては以下の点が指摘できる。 

 第一に、家庭科全体のなかできわめて重要な位置づけを与えられるようになった点である。今回

の学習指導要領において、生活設計領域は初めて独立した大項目としての扱いになった。また、現

行の10年版学習指導要領の扱いを引き継ぎ、他の領域と関連させて学習したり、全体のまとめとし

て学習したりするなど、総合的に学習することが求められるようになった。他の領域と関連させて

学習することが求められているのは、より実生活に近い形で学習することによって実践に生かしや

すくする意図をもつものであり、家庭科全体の傾向であるが、生活設計領域に関しては、とくに学
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んできたすべてのことを関連づけ、まとめとして学習するという点に特徴があるといえる。独立し

た大項目を立て、学習内容の最後の項目に位置づけられているのは、そうした趣旨を分かりやすく

するためであると考えられる。 

 第二に、個人的な価値観だけにもとづいて自分が希望する生活や生き方を実現することを考える

のではなく、それとともに、他者との関係や自然環境との調和など、広い視野から生活の仕方や生

き方を考えることを求める内容となっている点である。この傾向は現行の学習指導要領にも見られ

るが、従来は男女の共生が中心的な課題となっていたのに対し、新学習指導要領では、それととも

に、自然環境との調和や異世代との共生といった点も課題の中心となっている点が注目される。 

 第三に、生活を営むうえで必要なものはすべて生活資源であるとし、従来の時間や労力だけでな

く、多様な生活資源を例示し、それらの活用を目標達成やライフステージごとの生活課題、リスク

と関連づけて学習するようになっている点である。また、新学習指導要領に記載はないが、現行の

12年版学習指導要領から、生活設計領域の内容は全体のまとめとして学習することも求められてい

ることをふまえるならば、家庭科で学習する家庭生活にかかわる知識や技術、さらには生活をより

よいものへと工夫しようとする実践的な態度などの資質もまた、生活していくうえでは重要な生活

資源であるととらえられていると考えられる。 

 第四に、リスクマネジメントが明確に意識されるようになっている点である。現行の学習指導要

領でも、生活は社会的条件によっても影響を受けること等が述べられ、それへの対応の必要を示唆

する内容となっているが、新しい学習指導要領では、その視点が鮮明になり、生活資源マネジメン

トと関連づけて具体的に理解させようとしている点で異なる。 

 

２．指導上の課題 

 以上の特徴をふまえ、今後の指導上の課題を２つ提示したい。 

 1 つ目は、より広い視野から生活の仕方や生き方を考える力を育むための指導方法を検討するこ

とである。男女共修になってからの家庭科は、一定の価値や規範を教える教育から一線を画し、自

分らしい生き方やライフスタイルを構築することのできる力を育むことに精力をはらってきた。だ

が、もはやそれだけでは現代的課題に対応することはできないであろう。今日では、人的・物的資

源の有限性が社会的に強く意識されるようになっている。自分の福利だけを追求した生き方をして

いたのでは、社会全体としても、またその個人すらも生きていかれない時代となっていることは明

白である。今後の生活設計領域の授業では、生徒がより広い視野に立ち、それまでの自分の価値観

自体を再考し、生活の仕方や生き方を考えていくことができるようにすることが必要であろう。そ

うした授業を可能にするための実効性のある指導方法の開発が求められる。 

 2 つ目は、生活資源をどう活用するかというだけでなく、充実した生活資源の形成にかかわるこ

とのできる主体を育むための指導方法を検討することである。新学習指導要領では、多様な生活資

源を例示し、その活用について学習する内容となっている。だが、実際の授業時間数には制限があ

り、とり上げられる内容は限られている。そうしたなかで、今後、重要になってくるのは、従来、

扱われてきた時間や金銭、物資などとともに、個々人の働きかけや関わりにより、質・量ともに変

化させていくことのできる生活資源を意識させていくことではないだろうか。それは、家庭科が従

来、市民性の育成として力を入れてきた内容に関わるテーマであるとともに、今日、関心を集めて
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いるソーシャルキャピタルをめぐる議論とも関わる問題である。単に所与の条件のなかでのやりく

りや工夫に終始するのではなく、他者と連携したり信頼関係を結んだりすることにより、質・量と

もの生活資源の充実をはかったり、公共領域に能動的に働きかけて新たな生活資源の形成を促した

りすることである。今日の家庭科教育では、こうした市民性の獲得については、シティズンシップ

の獲得といった文脈で研究が進められており、今後、さらなる研究の蓄積が求められる。 

 

まとめ 

 

 本稿では、次年度から年次進行で実施される高等学校の学習指導要領家庭科における生活設計領

域について検討した。その結果、生活設計領域は、高等学校家庭科の学習において、量的にも内容

的にもいっそう重要な位置を占めるようになったことが確認された。また、冒頭で指摘した今日の

キャリア教育に関わる教育政策に寄与するものであるというだけでなく、今後、必要とされる社会

の担い手を育むうえでもきわめて重要な貢献ができるものであることも明らかとなった。こうした

教育が充分に行われるためには、すでに指摘したように適切な指導方法の開発が必要であることは

いうまでもない。だが、それとともに、相応の充分な時間数を確保していくことも、教育カリキュ

ラム上の重要な課題であることを最後に強調しておく。 

 

注 

 

１）たとえば、児美川孝一郎『権利としてのキャリア教育』（明石書店，2007）などがある． 

２）堀内かおる「若者のライフキャリア形成とジェンダー」堀内かおる編著『福祉社会における生

活・労働・教育』（明石書店，2009），pp.268-282. 

３）田結庄順子「家庭経営・家庭管理」田結庄順子編著『戦後家庭科教育実践研究』（梓出版社，1996），

pp.262-273． 

４）大塚洋子・片田江綾子「戦後高等学校家庭科における生活設計（第１報）」『日本家庭科教育学

会誌』42 巻4号，2000，pp.47-52． 

５）藤田由紀子「リスクと生活設計」御船美智子・上村協子共編著『現代社会の生活経営』（生光館，

2001），pp.49-61． 

６）21年版学習指導要領では全 6項目で構成され、生活設計領域はそのうちの（5）に位置してい

る。（6）はホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動で、これは通常の授業内で行なわれる講義

や実験・実習等とは異なる学習である。 
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調理前後の消費者安全に視点をあてたレシピ教材の開発 

 

山 本 紀 久 子＊  

(2012年9月15日受理) 

 

 

Developing Teaching Material for Consumer Safety Procedures to Be Followed before and after Cooking  

 

Kikuko YAMAMOTO  

 

 

キーワード：消費者安全，レシピ, 調理前後, 教材開発, 家庭科 

 

消費者安全に視点をあてたレシピ教材の開発を目的として、小学校教員をめざす受講生 62人に対し、小学

校家庭科教材であるみそ汁を題材に、地域食材を生かし、調理前後にわけ、安全・安心チェック欄を設けたレ

シピカード作りを課した後、受講生に、このレシピカード作りに関して小学校教材としての導入の可能性と教

師教育としての評価を求めた。その結果、消費者安全の視点をあてたレシピカード作りを小学校家庭科教材と

して導入するだけでなく、教師教育の教材としても好意的な評価を示した。 

 

 

はじめに 

 

 近年、消費者安全に対する関心が高まったとはいえ、消費者の安全を脅かす製品事故だけでなく、

消費者の誤使用や不注意による事故も多発している１),２）。また、製品部品などの経年劣化による火

災や死亡事故を受けて、平成 18年『消費生活用製品安全法』の改正がみられ、平成21年には、長

期使用製品安全点検・表示制度が施行された。さらに、消費者安全を脅かす製品事故などを受け、

国民生活審議会消費者安全に関する検討委員会では、消費者安全教育の充実を謳っている３）。消費

者の安全確保には、製品事故の防止に向けて消費者の立場からだけでなく、生産者・販売者等の視

点から主体的に行動できることが重要であり、学習過程で製品事故の防止を意識した活動の場と時

間の保障が必要と考える。 

調理実習は、班毎の作業活動が多く、一人で計画をたてる機会を多く設けることが学習意欲面か

らも重要と考える。レシピは英語では、処方箋(recipe)とも呼ばれている。レシピカードは、紙１

枚に料理名、材料・用具、作り方の手順、一口メモ等を記述することから、学習者自身でその作業

手順を検討できる。 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  
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これまでに筆者は、小学校と大学でレシピ作りを実践している。小学校でのレシピ作りでは、作 

り方の手順欄に包丁に注意等の消費者安全に関する記述が、若干みられた４）。大学での消費者安全

に視点をあてたみそ汁のレシピ作りでは、消費者安全関連の記述が平均2.43件、「一口メモ欄」が

最も多く、作り方の手順欄の約２倍みられた５）。さらに安全・安心チェック欄を設定したところ、

消費者安全関連の記述は一人平均 7.71件、安全・安心チェック欄には、90.8％がみられた６）。 

これらのことを踏まえて、消費者安全に視点をあてたレシピ教材の開発を目的として、小学

校教員をめざす受講生に対し、指定教材であるみそ汁を題材に、調理前後の安全・安心チェ

ック欄を設定し、地域食材を生かしたレシピカード作りを課した。その後、受講生に、レシ

ピカード作りに関して小学校教材としての導入の可能性と教師教育としての評価を求めた。 

 

 

研究方法 

 

１ 対象と実施期間 

 対象は、2011年度後期教職関連科目『初等家庭科教育法研究』の受講生 62人（男 24人、女 38

人）の小学校教員免許状取得希望者で、選修は、国語科、社会科、英語科、美術科、技術科等であ

る。 受講生は、他に小学校各教科の『教育法研究』『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・指導技法等に対して、教師と学習者の立場を意識した回答が得られると思われる。 

実施期間は、2011年 10月 13日（木）の授業 2コマ目の最後に次時予告をし、20日（木）

にレシピカードを作成、27日（木）の最初の15分間で、アンケートによる教材評価を求めた。 

 

２ 材料 

 教師側では、小学校家庭科教科書のみそ汁関連資料とレシピカード用紙(A4判)を用意、受講生は、

筆記用具を準備した。 

 

３ 手続き 

受講生によるみそ汁のレシピは、このような授業の流れで作成された。 

１）授業２コマ目の最後に、次時予告として、「来週は、小学校家庭科の指定教材であるみそ汁のレ

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下さい。これからレシピ用紙を前もって配布します

ので、来週、持ってきて下さい。」と告げ、レシピ用紙を配布する。 

２）授業３コマ目に、小学校家庭科教科書の「みそ汁とごはん」資料を配布後、教科書記載内容を

受講生が音読・発表しながら学習内容を確認。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。」と扱わない材料を

確認する。 レシピの作り方では、「まず、NO.に、学籍番号を書いて下さい。小学生は出席番号に

なります。タイトルは見た人が作ってみたいと思うタイトルで字の書き方等、レタリングによる

工夫をしましょう。右側には、発行者と電話・住所等、連絡先を書きますが、個人情報ですので、
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学校の電話と住所でもいいです。(株)ヤマキ食品等、発行者・発行所がわかると問い合わせがで

きいいですね。盛り付け図は、真上や斜めからでもいいです。調理時間は＜分＞でめやすを、次

の欄には、縦線を入れて、左に材料と何人分かを書いて、単位の記号（質量ｇ、体積ｍｌを板書）

や個数等を、右の欄には、用具と、幾つ必要かを書きます。作り方は、これを見て、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。安全・安心チェック欄には、安全・安心の注

意事項を調理前後に分けて書きます。一口メモには、他の材料の代替え案やゴマをかけると良い

などの工夫点などを書くと良いでしょう。特に調理中の安全・安心の注意点などは、作り方の手

順欄に注意して見てくれるように書けるといいですね。」と、告げ、説明をする。 その後、みそ

汁のレシピカードを作成する。 

３）次回の授業の最初の 15分を用いて、アンケートによる教材評価を実施する。 

    

４ 研究方法と評価方法   

アンケート調査では、レシピカードの作成時間・自己評価とその理由、５ワードによる授業イメ

ージ、レシピ作りの小学校家庭科教材への導入、教師教育としてのレシピ作り教材の評価（５件法）、

自由記述法による感想で求めた。 

レシピカードについては、消費者安全記述内容を抽出後、各欄別・内容別などから分析する。な

お、多い品目は、用具などとして一括せずに、学習者が記述した具体的品目を示すことにする。 

 

 

結果及び考察 

 

１ みそ汁のレシピカード 

  

図１ ハート安全マークで強調したレシピ   図２ 注意・指示事項マークで強調したレシピ 
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 図１に、ハート安全マークで強調したレシピを示す。タイトルは、「いばらきいっぱい白菜

とれんこんのポカポカみそ汁」で、調理時間のめやすは 20 分、具は蓮根、白菜、油揚げで、

材料は４人分であった。作り方の手順欄は７事項にわけ、切り方や具の入れ方等をイラスト

で、右下には、家庭科教科書にあるハート安全マークを設け、「なべは冷えてから洗う」と書

かれていた。調理前の安全・安心チェック欄は、５項目の箇条書きで、「まな板を水でぬらし

て水気をふきとったか」など、まな板、身支度、爪、手洗い、衛生点検できる記述になって

いた。調理後の安全・安心チェック欄は、５項目の箇条書きで、器具せん・ガスせん閉め、

ふきん・まな板の日干し、ゴミ処理、用具の衛生・後片付け、流し洗いがみられた。一口メ

モには、レンコンの代替え品やレンコンのすりおろしと他の調理法を示していた。 

レシピ作りの教材としの導入（４点）では、「茨城の生産量が多い野菜を調べることで茨城

に興味を持てるきっかけができる」理由をあげていた。教師教育への導入（５点）では、「自

分で考えてレシピを作ることで、子どもの立場に立って考え、工夫することを学べるし、ま

た子供が同じことをしたらどこで悩むかもつかむことができる」理由をあげていた。自由記

述法による感想には、「地域食材を生かすということで、蓮根をみそ汁に入れることに挑戦し

た。具材に油揚げを足してボリュームを出しました。イラストを多くし、わかりやすいよう

に気をつけました」の記述がみられた。 

図２に、注意・指示事項マークで強調したレシピを示す。タイトルは、「みんなで食べよう！

あったかみそ汁」で、調理時間の目安は 30分、具は、玉ねぎ、じゃがいも、小ねぎの記述が

みられ、材料は１人分のものであった。作り方手順欄には、注意・指示事項マーク２個を設

け、「手を切らないよう注意しょう」「鍋は冷めてから洗おう」がみられた。調理前の安全・

安心チェック欄は、５つの箇条書き（身支度、爪・手首洗い、近くの燃えやすい物の点検、

ゴム管の点検、換気）で、調理後の安全・安心チェック欄は、４つの箇条書き（ガス栓・器

具栓の閉め、用具洗い・戻し場所の確認、ゴミ分別、包丁・ピーラーの戻し場所の確認）で

記述されていた。一口メモには、みそ汁の具として、油揚げの提示、さらに、材料の入れ方

を示していた。 

レシピ作りの教材としの導入（５点）では、「それぞれの家庭によって入れる具が違うので、

色々バリエーションができて楽しいと思う」の記述がみられた。教師教育への導入（４点）

では、「とてもいいアイデアで、レシピ作り後に、実際に家出作ってみたりできる」と理由を

あげていた。また、自由記述法による感想では、「私たちの視点で手順書を書くと、わりと安

全面について、＜もう分かっているだろう＞という点が多く、省略しがちだが、児童の立場

で考えるとあれこれ気をつけてほしいことが出てくるなと感じた」と記述していた。 

 

２ みそ汁の調理時間 

 

             表１ みそ汁の調理時間           N=62 単位：人(％) 

調理時間     15     20        25     30     35     40     45 

  人 数    6( 9.7)  28(45.2)   11(17.7)   14(22.6)    2( 3.2)    0( 0.0)     1( 1.6) 

 

表１に、みそ汁の調理時間を示す。レシピに記述されたみそ汁の調理時間のめやすは、 平
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均 23.5分（最小値 15、最大値 45、標準偏差 5.894、不偏分散 34.744）で、15分から 45分と

開きがみられた。最も多かったのは、20分（45.2％）、次に 30分（22.6％）25分（17.7％）、

15分（9.7％）の順で、最も短い 15分から 30分までに、全体の 95.2％がみられた。 

 

３ レシピカードの作成時間 

 

表２ レシカードの作成時間           N=62 単位：人(％) 

調理時間     15      20        25      30     35     40     45 

  人 数    7(11.3)   18(29.0)     8(12.9)    17(27.4)   6( 9.7)    5( 8.1)    1( 1.6) 

 

 レシピカードの作成時間は、平均 26.3分（最小値 15、最大値 45、標準偏差 7.679、不偏分 

散 58.964）であった。最も多かったのは、20分（29.0％)、次に 30分（27.4％)、25分（12.9％)、

15分（11.3％）の順で、15分から 30分までに、全体の 80.6％がみられた。小学校の１単位

時間が 45分であることから、単位時間内に作成できたことになる。 

 

４ レシピカードの消費者安全関連の記述箇所と記述数 

 レシピカードの消費者安全関連の記述は、632件、一人平均 10.19件みられた。その内訳は、

調理前の安全・安心チェック欄 296 件(46.8％)が最も多く、次に調理後の安全・安心チェッ

ク欄 266 件（42.1％）、作り方の手順欄 70 件（11.1％）の順で、用具欄、一口メモ欄等には

認められなかった。 

（１）作り方の手順欄の消費者安全関連の記述内容と記述方法 

      

          表３ 作り方の手順欄の消費者安全関連の記述内容     N=70 

    項 目              消費者安全関連の記述内容 

怪我･感染予防13     火傷に注意 13  

材料4          洗い方 3       泥1    

包丁31               包丁の持ち方14   手を切らない注意12     使用時は周囲を確認 3     

堅い食材に注意１    置く場所を決める1  

  まな板2          まな板の水気2  

おろし金 1         おろし金１ 

ピーラー1        ピーラー１ 

鍋13           鍋は冷めてから洗う 9     鍋から移す時の注意 2     噴きこぼれ 2   

コンロ5          器具栓開け1    火元から目を離さない1        器具栓閉め1 

                       コンロ近くに燃えやすい物を置かない2 

 

表３に、作り方の手順欄の消費者安全関連の記述内容を示す。作り方の手順欄の消費者安

全関連の記述内容 70件は、怪我・感染予防、材料、包丁、まな板、おろし金、ピーラー、鍋、

コンロの８項目に区分できた。 

最も多い項目は、包丁 31 件（44.3％）で、次は、鍋、「火傷に注意」の怪我・感染予防の

各 13件（18.6％）、コンロ５件（7.1％），材料４件(5.7％)、まな板２件（2.9％）、おろし金、

ピーラーの各１件（1.4％）の順であった。 

作り方の手順欄の消費者安全関連の記述内容では、調理中における、包丁の持ち方 14 件、

火傷に注意 13件、手を切らない注意 12件で、39件（55.7％）と 50％強を占めていた。 

作り方の手順欄には、「用具」の記述はなく、用具の具体的な品目（鍋、おろし金、ピーラ
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ー等）の記述がみられた。 

 

表４  作り方の手順欄の消費者安全関連の記述を強調するマーク等    N=70 

マーク等     件数（％）          記  述  内  容 

※マーク     18 (25.7)  包丁 9 火傷 3   鍋 2 ピーラー1 おろし金 1  噴きこぼれ 1  洗い方 1  

△!注意マーク  17 (24.3)  包丁 11  火傷 3   鍋１   コンロ 1   洗い方 1 

❤安全マーク   11 (15.7)  包丁 4   鍋 4    火傷 3 

注意マーク       9 (12.8)  包丁 3   コンロ 2   鍋 2   まな板 1    噴きこぼれ 1 

○注意マーク   5 ( 7.1)  包丁 2  火傷 1   コンロ 1   洗い方 1 

☆マーク      3 ( 4.3)  コンロ 1  まな板１  泥１    

▶マーク      3 ( 4.3) 火傷 2    包丁 1    

ポイント       2 ( 2.9)  包丁 1   鍋 1 

括弧内      2 ( 2.9)  火傷１  鍋１ 

 

作り方の手順欄の消費者安全関連の記述内容を強調するために、マーク等の工夫がみられ

た。表４に、作り方の手順欄の消費者安全関連の記述を強調するマーク等を示す。消費者安

全の記述を強調するマーク等で、一番多いのは、※マーク、次に△！ 注意マーク、❤安全マー

ク、注意マーク、○注マーク、☆マーク、▶の順であった。注や注意△！ 等の注意マークで工夫・

強調したものは、31 件（44.3％）、教科書に同様の記載があるハート安全マークは、11 件

（15.7％）を占めた。イラストのみやチェック枠のものはなかった。 

（２）安全・安心チェック欄の消費者安全関連内容とその記述数 

 

表５ 調理前後の安全・安心チェック欄の消費者安全関連の記述内容とその記述数  

項 目               安全・安心チェックの記述内容とその記述数    N＝562(296/266)    

身支度96/0        身支度27/0  三角巾21/0  エプロン24/0  マスク17/0  髪4/0  袖口2/0  靴1/0 

怪我･感染予防69/9   手洗い40/0  爪21/0  手指の傷確認4/0  うがい3/0  体調の確認1/0  

怪我の確認0/5    火傷の確認0/4  

材料18/0         材料の衛生11/0   材料の準備・確認6/0   消費期限の確認1/0 

用具49/79         用具の衛生28/8   用具の準備確認14/0    損傷などの確認6/0    用具拭き1/0 

           用具洗いの確認0/7   用具拭き0/2   浸け置き0/１ 

                  用具の後片付け0/56   後片付けの確認0/5 

包丁9/20        包丁の置場所の確認5/0   包丁の切れやすさ4/0 

                    包丁洗い0/7   包丁を元の置き場所へ0/9     包丁本数0/4 

まな板8/4       まな板の水気5/0   まな板洗い3/0   まな板の日干し0/4 

ふきん3/12     ふきん3 /0    ふきん洗い0/4   ふきんの日干し0/8 

食器0/13         食器洗い0/７   食器拭き0/6     

鍋0/5      鍋は冷えてから洗う0/5 

コンロ36/67       コンロの確認10/13  ガス元栓の確認7/0  ゴム管のヒビ確認7/0  ガス管の接線2/0 

コンロ近くの燃えやすい物の確認10/0  器具栓閉め確認0/11   ガス元栓閉め0/43    

流し0/13          流し洗い0/8     流し拭き・衛生0/4   流しの整頓0/1 

調理台0/12       調理台の整頓0/3   調理台洗い0/3  調理台拭き0/3  床に余計な物がないか確認0/3 

換気8/3        部屋の換気8/2    窓閉めの確認0/1 

ゴミ処理0/29        ゴミ処理0/29 

スラッシュ前:調理前の安全・安心チェック欄の記述数、スラッシュ後:調理後の安全・安心チェック欄の記述数                             

表５に、安全・安心チェック欄の消費者安全記述関連の記述とその記述数を示す。安全・

安心チェック欄の消費者安全関連の記述内容は、562件、一人平均 9.06件であった。 

調理前の安全・安心チェック欄には、296件（52.7％）、一人平均 4.77件（最小値２、最大
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値 11、不偏分散 3.751、標準偏差 1.937）みられた。一人４件(25.8％)が最も多く、次に 5件

と３件の各 17.7％、６件の 16.1％、７件と 2件の 8.1％、11件（3.2％）、9件と８件の各 1.6％

の順であった。一方、調理後の安全・安心チェック欄には、消費者安全関連の記述が 266

（47.3％）件、一人平均 4.29件（最小値２、最大値 11、不偏分散 4.078、標準偏差 2.019）

であった。一人３件(24.2％)が最も多く、次に４件（19.3％）、２件（14.5％）、５件（12.9％）、

６件（11.3％）、７件と８件の各 6.5％、１件（3.2％）、11 件（1.6％）の順であった。調理

前の安全・安心チェックの記述内容が、調理後より 30件（1.11倍）多かった。 

調理前後の安全・安心チェック欄は、身支度、怪我･感染予防、材料、用具、包丁、まな板、

ふきん、コンロ、流し、調理台、換気、ゴミ処理の 12項目に区分できた。最も多かった項目

は、用具 128件（22.8％）、次にコンロ 103件（18.3％）、身支度 96件（17.1％）、怪我･感染

予防 78件（13.9％）、包丁とゴミ処理の各 29件（5.2％）、材料 18件（3.2％）の順で、他の

流し、ふきん、まな板、調理台、換気はいずれも２％から３％であった。 

調理前のみの項目には、２項目 114 件（身支度 96 件・材料 18 件）、調理後のみの項目は、

５項目 72件（食器 13件・鍋５件・流し 13件・調理台 12件・ゴミ処理 29件）がみられた。

調理前の記述内容の項目が多かったものは、怪我・感染予防（11.5倍）、換気（2.66倍）、ま

な板（2倍）の順であった。一方、ふきん（4倍）、包丁（2.22倍）、コンロ（1.86倍）、用具（1.61

倍）は、調理後の記述内容の項目に多い傾向がみられた。 

 

表６  調理前後の安全・安心チェック欄にみる消費者安全関連の記述内容    N=562 

調理前欄のみの記述  N=250 調理前後欄の記述 N=46/23 調理後欄のみの記述  N=243 

手洗い40  身支度27  エプロン24 

三角巾21   爪21    マスク17  

用具の準備確認14   材料の衛生11 

コンロ近くの燃えやすい物の確認10 

ガス元栓の確認7 ゴム管のヒビ確認７ 

材料の準備・確認6 損傷などの確認6 

包丁の置場所の確認5 まな板の水気5  

髪4   包丁の切れやすさ4  

手指の傷確認4   まな板洗い3   

ふきん3  うがい3  ガス管の接線2 

袖口2   靴1   消費期限の確認1 

体調の確認1   用具拭き1    

用具の衛生28/8   

コンロの確認10/13   

部屋の換気8/2 

用具の後片付け56  ガス元栓閉め43 

ゴミ処理29   器具栓閉め確認11 

包丁を元の置き場所へ9   流し洗い8 

ふきんの日干し 8  用具洗いの確認 7 

食器洗い７ 包丁洗い 7 食器拭き 6  

怪我の確認 5    後片付けの確認 5  

鍋は冷えてから洗う5     包丁本数4 

まな板の日干し4  流し拭き・衛生4 

火傷の確認4  ふきん洗い4 

調理台の整頓3    調理台拭き3  

床に余計な物がないか確認3 

調理台洗い3  用具拭き2  浸け置き１  

流しの整頓1 窓閉めの確認1   

 スラッシュ前:調理前の安全・安心チェック欄の記述数、スラッシュ後:調理後の安全・安心チェック欄の記述数  

   

表６に、調理前後の安全・安心チェック欄にみる消費者安全関連の記述内容を示す。調理

前の安全・安心チェック欄のみの記述内容は、27事項 250件（44.5％）で、上位６位までを

身支度や怪我･感染予防関連の 150件が占めた。 

調理前後のそれぞれにみられた記述内容は、３事項（用具の衛生、コンロの確認、部屋の

換気）で調理前 46件、調理後 23件の計 69件（12.3％）であった。用具の衛生と部屋の換気

は、調理前のチェックが多くを占めたのに対し、コンロの確認は、使用後のチェックが若干

多くみられたのみであった。 

調理後の安全・安心チェック欄のみの記述内容は、27事項 251件(44.7％）で、上位５位ま
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でを、ガスの器具栓・元栓閉めの確認とゴミ・用具の後片付け関連の 148 件が占めた。調理

前後の記述内容が 27事項で件数も 44％と同傾向を示したが、調理後では、上位キーワードに

集中していることがわかった。 

 (3)一口メモ欄の消費者安全関連の記述 

 一口メモ欄には、消費者安全関連の記述は、認められなかった。一口メモ欄には、材料に

ついては、特産物や旬を意識した代替え案や厚焼き卵やおひたし等の添え物の記述が多くみ

られた。他に、「食べた後の片付け藻時間がかからないよう、きちんと行う」「食べる分量を

考えて作り、残さず食べる」等の、片付け時間や食べる分量への配慮などの記述がみられた。 

 

５ 受講生によるレシピの自己評価  

 

            表７  受講生によるレシピの自己評価      N=62 単位：人(％) 

評価点        ５       ４       ３       ２       １ 

  人 数     ８(12.9)     43(69.4)      10(16.1)      1( 1.6)       0( 0.0) 

 

表７に、受講生によるレシピの自己評価を示す。レシピの自己評価は、平均 3.94（不偏分

散 0.356、標準偏差 0.597）で、良い評価であった。４点が 43 人（69.4％）と最も多く、次

に 3点 10人（16.1％）、5点 8人、2点 1人の順で、１点は認められなかった。 

5 点（8 人 12 件）の理由では、地域食材を使えた３件、小学生でも簡単に作れる、安全・

環境・衛生面に配慮２件、あとは、順序をしっかり考えた、いつもと違うメニューにできた、

おいしい作り方を再現できた、の各 1件がみられた。一方、2点（１人１件）の理由には、文

章の羅列になってしまい理解しづらい、の記述がみられた。 

 

６ 受講生によるレシピ教材としての評価（５件法） 

 

表８  受講生によるレシピ教材としての評価（５件法）   N=62 単位：人(％) 

評価点        ５       ４       ３       ２       １ 

人 数     30(48.4)     24(38.7)       6( 9.7)      2( 3.2)       0( 0.0) 

 

表８に、受講生によるレシピ教材としての評価を示す。教材としての評価は、平均 4.32点

（不偏分散 0.616、標準偏差 0.785）で良い評価であった。 

５点が 48.4％と最も多く、次に４点（38.7％）、３点（9.7％）、２点（3.2％）の順で、１

点はみられず、５点と４点で 82.3％を占めた。 

５点（30人 58件）の理由として、安全を確認できる 10件、イメージできる７件、レシピ

を楽しく作れる、手順がわかる各５件、留意点がわかる４件、実習がスムーズに進む、自分

の力で調べる の各３件、考える機会を与える、家族のありがたさ、いろいろな食材を知る、

一人暮らしに必須の各 2 件、その他 13 件であった。 一方、２点 1 人の理由としては、教え

る自信がない、をあげていた。 

 

７ 受講生による教師教育としてのレシピ教材の評価 
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 表９ 受講生による教師教育としてのレシピ教材の評価（５件法） N=62 単位:人(％)  

評価点        ５       ４       ３       ２       １ 

   人 数     31(50.0)     25(40.3)       4( 6.5)      1( 1.6)       1( 1.6) 

 

表９に、受講生による教師教育としてのレシピ教材の評価を示す。教師教育としてのレシ

ピ教材の評価は、平均 4.35（不偏分散 0.659、標準偏差 0.811）と、良い評価であった。最も

多いのが 5点（50.0％）で、次は 4点(40.3％)、3点(6.5％)の順で、２点と１点は、各 1.6％

であった。5点と 4点で 90.3％を占めた。 

5 点（31 人、55 件）の理由としては、教師になった時に役立つ、一度は経験しておくとよ

い の各 10件、書く大変さや注意点がわかる、材料や手順を確認できる の各６件、安全に

ついて考えることができる５件、子ども目線で考える練習になる４件、授業イメージができ

る、講義より実践的で身に付く、他でも応用できる 各３件、その他５件であった。２点、

１点の各 1 人の理由としては、大学でやる必要がない、高校とかでやるからの記述がみられ

た。 

 

８ 受講生による授業評価  

 

               表 10 上位キーワードによる授業評価         N=310 

順位   キーワード                  点数  （％）     累計点数（％） 

１  安全・安心(安全29.5・安心６）   35.5  (11.5) 

２  作り方の手順            29    ( 9.4) 

３   楽しい                            25    ( 8.1) 

４   材料                              20    ( 6.5) 

５   地域食材                          18   ( 5.8)              127.5(41.1) 

６   おいしい                          16.5  ( 5.3) 

７   注意事項                          15    ( 4.8) 

８   衛生                              14.5  ( 4.7) 

９   確認                              13    ( 4.2) 

10    用具                              12    ( 3.9)              198.5(64.0) 

11    後片付け                           11    ( 3.5) 

12    分かりやすく                       10    ( 3.2) 

13    実践                                9    ( 2.9) 

13    包丁使い                            9    ( 2.9) 

15    盛り付け図                          8    ( 2.6)              245.5(79.2) 

16    工夫                                6    ( 1.9) 

16    協力                                6    ( 1.9) 

16    自立                                6    ( 1.9) 

16    簡単                                6    ( 1.9) 

20    出汁                                5.5  ( 1.8)              275.0(88.7) 

 

表 10に、上位キーワードによる授業評価を示す。レシピカード作りの授業のキーワードを

5つあげてもらったもので、１人があるキーワードをあげた場合、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。合計点数は 310 点

で、平均５点で、多くの人が同じキーワードを挙げたため、39 ワードに集約できた。点数の

最も多いキーワードは、安全・安心 35.5 点（11.5％）で、上位 2 位から 10 位までは、作り
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方の手順、楽しい、材料、地域食材、おいしい、注意事項、衛生、確認、用具、5位までの累

計点数は 127.5点(41.1％)、10 位までの累積点数は 198.5点（64.0％）である。11 位から 20

位のキーワードは、後片付け、分かりやすく、実践、包丁使い、盛り付け図、工夫、協力、

自立、簡単、出汁で、20 位までの累積は 275.0 点（88.7％）であった。21 位以下の点数毎の

ワード数、各小計点数、小計割合は、５点１ワード（準備）、４点１ワード（火加減）、3点２

ワード（身支度、使い方）、２点５ワード（分量、味噌、大変、経験、ガス栓）、１点 10 ワード

であった。 

上位キーワードからは、レシピカードについて、「材料として地域食材、出汁を考え、用具、

作り方の手順、盛り付け図、衛生や後片付け等の安全・安心の注意事項を、簡単に分かりや

すく工夫し楽しく書けたので、協力して実践できる」と捉えることができた。 

 

           表11 自由記述法による授業評価            N=109 

項  目     自由記述による授業評価                         件数(％) 

消費者安全(59)   注意点を再確認できた                            14(12.8) 

注意点は、重要・大切である                      14(12.8)   

           注意点を子ども目線で詳しく・分かりやすく書けた       9( 8.3)  

           工夫点（ポイント・イラスト）                           8( 7.3) 

            言葉で説明するのは大変/難しかった                    8( 7.3) 

具体的注意点を入れた・書けた                        5( 4.6)   

注意点が多いことが分かった                      1( 0.9)  

地域食材(36)      地域食材                          17(15.6) 

地元（地元・地元の特産物・地元の野菜）            9( 8.3) 

具体的な食材                        6( 5.5) 

        地域との関わり・地域への理解の深まり           4( 3.7)  

 

 

 

 

 

 
教師教育(14)     子どもの立場で内容を考えられた                       8( 7.3) 

教師の配慮事項がわかった                  3( 2.8） 

           教える内容を経験・体験できてよかった             2( 1.8)    

教師になったときに必要なので良い機会であった        1( 0.9) 

太字：非好意的な記述 

 

表 11 に、自由記述による授業評価を示す。自由記述による授業評価では、７人を除く 55

人に 109件、一人平均 1.98件みられた。自由記述は、消費者安全、地域食材、教師教育関連

の３項目に区分することができた。消費者安全関連の記述が 59件（54.1％）と最も多く、次

に地域食材関連の記述 36件（33.0％）、教師教育関連の記述 14件（12.9％）の順であった。 

消費者安全関連は、「注意点を再確認できた」「注意点は重要・大切である」「注意点を子ど

も目線で詳しく・分かりやすく書いた」で、37 件（39.9％）を占め、注意点の再確認や重要

性を確認し子ども目線で書けたことが窺えた。一方、言葉で説明することの大変さ・難しさ

８件（7.3％）の非好意的な記述がみられた。 

地域食材関連は、36件（33.0％）みられ、地域食材 17 件と最も多く、次に、地元の野菜、

特産物などの９件、レンコンなど具体的な食材をあげた６件、地域とのかかわり・地域への

理解の深まりを記述した４件の順であった。 

教師教育関連は、14 件（12.9％）で、子どもの立場で内容を考えられたが８件と半数以上

を占めた。 
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まとめ 

 

 消費者安全に視点をあてたレシピ教材の開発を目的に、小学校家庭科教材であるみそ汁を

取り上げ、「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」の課題で、レシピカ

ードに調理前後別に安全・安心チェック欄を新設し、小学校教員免許取得希望の受講生 62人

に小学校教材としての導入の可能性と教師教育としての評価を求めた。その結果、以下の知

見を得た。 

１）レシピに記述されたみそ汁の調理時間のめやすは、 平均 23.5分であった。 

２）レシピカードの作成時間は、平均 27.1分で、15分から 30分までに、全体の 80.6％がみ

られた。小学校の単位時間が 45分であることから、概ね単位時間内でレシピカードの作成

ができると推測された。 

３）レシピカードの消費者安全関連の記述は、632件、一人平均 10.19件みられた。その内訳

は、作り方の手順欄 70 件（11.1％）、調理前の安全・安心チェック欄 296 件(46.8％)、調

理後の安全・安心チェック欄 266 件（42.1％）で、用具欄、一口メモ欄等には認められな

かった。調理前後の安全・安心チェック欄にしたところ、レシピカードの消費者安全関連

の記述は、10.19件から 7.71件と、一人平均 2.48件多い記述がみられた。 

４）作り方の手順欄の消費者安全の記述 70件中、一番多いのは、注や注意、△！等の注意マー

クで工夫・強調したものは、31件、教科書記載があるハート安全マークは、11件を占め、

イラストのみやチェック枠のものはなかった。記述内容別では、包丁が 31件を占めた。 

５）安全・安心チェック欄の消費者安全関連の記述内容は、562件、一人平均 9.06件で、調

理前の欄には、296 件、一人平均 4.77 件であった。一方、調理後の欄には、266 件、一人

平均 4.29件であった。一人３件(24.2％)が最も多く、次に４件（19.3％）、２件（14.5％）、

５件（12.9％）、６件（11.3％）、７件と８件の各 6.5％、１件（3.2％）、11件（1.6％）の

順であった。調理前の安全・安心チェックの記述件数が、若干多いことがわかった。 

６）安全・安心チェック欄で、最も多かった項目は、用具 128 件、次にコンロ 103 件、身支

度 96件、怪我･感染予防 78件、包丁とゴミ処理の各 29件、材料 18件で、85.7％を占めた。

調理前のみの項目には、２項目 114 件（身支度 96 件・材料 18 件）、調理後のみの項目は、

５項目 72件（食器 13件・鍋５件・流し 13件・調理台 12件・ゴミ処理 29件）がみられた。

また、怪我･感染予防は、調理前が多く、一方、用具、包丁、ふきん、コンロは、調理後に多

い傾向がみられた。 

７）調理前のみの記述内容は、27事項 250件で、上位６位までを身支度や怪我･感染予防関連

150 件を占めた。調理後のみの記述内容は、27 事項 251 件で、上位５位までを、ガスの器

具栓・元栓閉めの確認とゴミ・用具の後片付け関連 148 件を占めた。調理前後の記述内容

は、３事項（用具の衛生、コンロの確認、部屋の換気）で調理前 46 件、調理後 23 件の計

69 件（12.3％）であった。用具の衛生と部屋の換気は、調理前欄に多くを占めた一方、コ

ンロの確認は、使用後欄に若干多くみられた。 

８）小学校家庭科レシピ教材として取り入れることに対し、平均 4.32点、教師教育としての

レシピ教材としても、平均 4.35点と好意的な評価を示した。 
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９）レシピカード作りの授業イメージを５キーワードで回答を求めたところ、39 ワードに集

約できた。最も多いのは、安全・安心 35.5点（11.5％）で、上位キーワードからは、レシ

ピカードについて、「料として地域食材、出汁を考え、用具、作り方の手順、盛り付け図、

衛生や後片付け等の安全・安心の注意事項を、簡単に分かりやすく工夫し楽しく書けたの

で、協力して実践できる」と捉えることができた。 

10）自由記述による授業評価では、55人に 109件、一人平均 1.98件みられた。消費者安全関

連の記述が 59件と最も多く、次に地域食材関連の記述 36件、教師教育関連の記述 14件の

順であった。 

 

これらのことから、消費者安全に視点をあて、調理前と調理後の安全・安心チェック欄をそれぞ

れに設けたレシピカードは、学習者自身で、調理作業過程の確認、調理作業前後のコンロや身支度・

手洗いなどの再確認に加え、消費者安全について教師評価ができることから小学校家庭科の消費者

安全教育教材への採用だけでなく、教師教育教材としても採用できると考える。 

 

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」(課題番号22500692）による成果の一部である。 
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加熱用器具における消費者安全教育教材の開発 

 

山 本 紀 久 子＊ ・ 山 﨑 彩 奈＊＊ 

(2012年9月15日受理) 

 

 

Developing Teaching Material for Consumer Safety Education in the Use of Heating Instruments 

 

Kikuko YAMAMOTO and Ayana YAMAZAKI 

 

 

キーワード：消費者安全 加熱用器具の取扱い 教材開発 ワークシート 

 

消費者安全教育研究の一環として、 家庭科実習等で扱い、家庭でも多くの生徒が使用すると考えられる加熱用器具を中

心に、消費者安全に視点をおいた教材開発を目的として、ワークシートの開発を行った。まず、中学校１学年160名を対象

に、アンケート調査を実施し、その結果から加熱用器具の正しい使用方法を取り上げ、安全に使用するための知識をもつこ

とで、事故防止につなげるワークシートの開発を行い、授業デザインをし、実践後、学習者による授業評価を求めた。その結

果、授業の総合評価は平均4.87と高い評価を得ただけでなく、ワークシートに対する評価は、平均4.12と概ね高い評価であ

った。 

 

 

はじめに 

 

近年、ガスコンロや電子レンジの使用中の事故が後を絶たない。その原因の半数以上が、消費者の誤

使用や不注意によって起こる事故であり、火の消し忘れや、温めすぎ等が挙げられる１）。その際に、消費

者はやけどを負うこともあり、ひどい場合には火事や命を失いかねない。国民生活センターには、 平成

17～21年度までに、電気ポットや電気ケトルによる、やけど事故の報告が322件寄せられている２）。また、

平成21年６月には、小学校において、調理実習でガスコンロを使用中、ガス栓とゴム管の接続部から出

火したという事故があった３）。他にも様々な製品事故が、学校・家庭を問わず、発生していることからも、今

後さらに製品事故の増加が懸念される。 

これらの背景から、消費者自身が具体的な製品の事故例を理解し、製品の安全に関する知識を身に

付けることができるように、消費者安全についての学習の場が保障される必要がある。消費者は、日常生

活の中で、加熱用器具を習慣的に使用しているが、時代とともに製品も多様化・複雑化し、使用方法も複

雑化しているため、家庭科で学ぶ必要があると考える。家庭科において、消費者安全については、調理 

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

*茨城大学教育学部   **茨城県神栖市立柳川小学校 
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器具やミシンの扱い方等、各題材の中で、場面に応じて児童・生徒に指導しているが、場面に応じて学ぶ

だけでなく、日常生活の中で、製品の取扱い説明書や表示を活用し、様々な製品において、自ら安全へ

の意識を高められるようになることが求められる。また、社会の一員として、一人一人が製品を安全に使用

するために「消費者としての自覚」をもつことも大切となる。消費者としての自覚をもつためには、日頃から

製品に対して注意を払ったり、製品の正しい使用方法を知ったりすることで、安全に使用しようとする意識

を高めていくことが必要である。 

これらを踏まえて、製品の安全に関する知識や技能を習得できる授業を行い、消費者としての自覚を

育て、製品安全に対する意識を高めたり、正しい使用方法を身に付けたりしていくことで、消費者安全教

育がなされ、また、学校、家庭の両者での製品事故減少へとつながると考えられる。 

本研究では、消費者安全教育研究の一環として、家庭科の実習等で扱い、家庭の中でも多くの生徒が

使用すると考えられる加熱用器具を中心に、消費者安全に視点をおいた教材開発を目的として、中学校

１学年を対象に、アンケート調査を実施、その結果から授業デザインをし、加熱用器具の正しい使用方法

を取り上げ、安全に使用するための知識をもつことで、事故防止につなげるワークシートの開発を行い、

実践後、学習者による授業評価を求めた。 

 

 

研究方法 

 

１ アンケート調査 

（１）調査対象 

調査対象は、ひたちなか市立O中学校、1学年160人である。 

（２）調査項目 

 調査項目は、加熱用器具に対するイメージ、加熱用器具の利用状況、取扱い説明書の使用状況の 

３点である。加熱用器具に対するイメージでは、加熱用器具がどのようなものであるか、補足を加 

えた上で、加熱用器具に対して思い浮かぶ５つのキーワードを自由に記述してもらった。加熱用器 

具の利用状況での調査項目は、電子レンジ、オーブントースター、ガスコンロ、カセットコンロ、 

電磁調理器、電気ポットの使用経験の有無と使用頻度である。また、それぞれの加熱用器具を使用 

時の注意事項を複数の選択肢から選び印を付けてもらった。選択肢は、説明書に記載されている注 

意書きから抜粋した。取扱い説明書の使用状況では、家庭で説明書が保管されている場所を知って 

いるか、実際に使用したことがあるか、また、それはどのような時か、説明書を読む必要性はある 

かなどである。 

（３）調査方法及び分析方法 

アンケート調査は、授業中にアンケート用紙を配布し、その場で回収するという方法を行った。 

分析は、ExcelとSPSSを使用し、単純集計とクロス集計による分析をするとともに、自由記述法

による感想では、項目別による分析を行った。 

 

２ 授業実践 

（１）対象 
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調査対象は、ひたちなか市立O中学校、１学年５組31人（男子18人、女子13人）である。  

（２）方法 

授業実践は、アンケート調査から中学生の実態を把握した上で、授業デザインをし、実践した。授業後、

学習者による授業評価を実施し、ワークシートとともにその場で回収した。学習者による授業評価は、５段

階評価法を用い、Excel を使用した単純集計による分析を、自由記述法による感想は、内容を項目ごとに

まとめ、分析を行った。また、授業観察を目的とし、授業をレコーダーで録音し、発問の仕方や指示の仕

方などを時系列で書き出していくことで、今後の授業改善へとつなげられるようにしていった。 

 

 

結果及び考察 

 

１ アンケート調査 

（１）生徒の加熱用器具に対するイメージ  

  

          表１ 上位20位までの加熱用器具のキーワード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 に、上位 20 位までの加熱用器具のキーワードを示す。生徒から見た加熱用器具のイメージ

をキーワード５個以内で挙げてもらった。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。５キーワードを

記述した生徒は 64 名、４キーワード 12 名、3 キーワード９名、２キーワード 11 名、１キーワー

ド 12 名であったため、全体のキーワード数は 429 点となった。一人あたりのキーワード数は、平

均3.97点で、多くの生徒が同一キーワードを挙げたために、キーワード数は43ワードに集約でき

                                               N=429  　N=429

順位 項目 点数 累計点数(%)
1 熱 104.5 104.5(24.3)
2 便利 45.5 150.0(34.9)
3 危険 44.0 194.0(45.2)
4 手軽 27.5 221.5(51.6)
5 電気 23.0 244.5(57.0)
6 調理方法 21.0 265.5(61.9)
6 料理 19.0 284.5(66.3)
8 けが(やけど) 19.0 303.5(70.7)
9 事故 12.0 315.5(73.5)
10 火 10.5 326.0(76.0)
10 必要性 10.5 336.5(78.4)
10 使いやすさ 10.5 347.0(80.9)
13 早さ 10.0 357.0(83.2)
14 使用頻度 7.0 364.0(84.8)
15 食品 7.0 371.0(86.5)
16 使い方 6.5 377.5(88.0)
17 ガス 6.5 384.0(89.5)
18 感じ方 5.5 389.5(90.8)
19 注意喚起 4.5 394.0(91.8)
20 コンセント 4.0 398.0(92.8)
20 電気代 4.0 402.0(93.7)
20 家電製品 4.0 406.0(94.6)
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た。上位 20 位のキーワードが全体に占める割合は、94.6％であり、非常に高い割合を示した。キ

ーワード数は 22 であり、合計の 43 ワードに対して、累計点数は 9 割を超えることから、生徒は、

加熱用器具に対して、共通のイメージをもっており、上位 20 位に生徒の中のイメージが集約され

ていることが推察できる。上位１位は、「熱」で、合計点数に占める割合は 24.3％であった。上位

２位から 10 位は、便利、危険、手軽、電気、調理方法、料理、けが(やけど)、事故、火、必要性、

使いやすさで、累計点数は347点、全体の80.9％である。また、10位以降から20位までのキーワ

ードは、早さ、使用頻度、食品、使い方、ガス、感じ方、注意喚起、コンセント、電気代、家電用

品である。1 位から 20 位の累計は、406 点、94.6％を占めている。21 位以下のキーワードには、

湯、機械、抗菌作用、故障などが見られた。上位キーワードの中には、「危険」、「けが(やけど)」、「事

故」などのキーワードが挙がっている。このことから、生徒は、加熱用器具は危険であるというこ

とをしっかりと認識していることがわかる。しかし、「使い方」や、「注意喚起」などのキーワード

は、10位以降であり、加熱用器具は危険であると認識していても、危険を回避するために、実際に

どのように使えばよいか、どのようなことに気を付ければよいか、注意喚起をするという意識は、

あまり高くはないと推察できる。また、上位に、「手軽」や、「便利」などのキーワードが挙げられ

ていた。このことから、生徒にとって、加熱用器具は手軽で使いやすいもの、便利なものなど、肯

定的なイメージであることが窺える。しかし、製品を軽視して使用すれば、大きな事故にもつなが

る。手軽や便利などのキーワードが挙げられたことは、消費者にとっては肯定的イメージであるが、

同時に、手軽や便利であっても事故は起こりえるという否定的イメージももつ必要があると考える。  

また、日常生活で安全へ配慮して製品を使用することが大切であることなど、安全に対する意識を

高めていく学習内容が、指導過程でも重視される必要があると考える。 

（２） 加熱用器具の使用状況 

 

                      表２ 製品別の使用経験と使用頻度 

 

     品目 

  使用経験（％）               使用頻度（％） 

  

N=160 

男子 

N=86 

女子 

N=74 毎日 週１～２回 月２～３回 利用しない 

電子レンジ 

オーブントースター 

ガスコンロ 

カセットコンロ 

電磁調理器 

電気ポット 

 98.8 

 76.9 

 75.6 

 33.8 

 28.8 

 52.5 

 97.7 

66.3 

67.4 

30.2 

26.7 

52.3 

100.0 

 89.2 

 85.1 

 37.8 

 31.1 

 52.7 

  31.6 

   7.9 

  16.3 

1.9 

10.6 

10.8 

54.8 

43.1 

22.2 

2.6 

6.6 

19.6 

12.9 

26.8 

31.4 

25.3 

9.3 

25.0 

0.7(N=155) 

22.2(N=153) 

30.1(N=153) 

70.2(N=154) 

73.5(N=151) 

44.6(N=148) 

 

表２に、製品別の使用経験と使用頻度について示す。使用頻度については、「利用しない」を設け、使

用経験の有無にかかわらず、回答ができるようにした。 

生徒の使用経験が高い割合を示すものは、電子レンジ（98.8％）、オーブントースター（76.9％）、ガスコ

ンロ（75.6％）、電気ポット（52.5％）、カセットコンロ（33.8％）、電磁調理器（28.8％）の順であった。 
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電子レンジを「使用したことがある」と回答した生徒は、全体の 98.8％で、概ね 100％を占めた。さらに、

電子レンジの使用頻度を見ると、「毎日」と回答した生徒は 31.6％、週１～２回が 54.8％で、合わせて８割

以上の生徒が、週に１度は必ず使用していることが分かった。この結果から、電子レンジは、安全な使用

方法や注意点を身に付ける製品として、欠かせないものであることが推察できた。したがって、授業では、

電子レンジ事故例や電子レンジ事故で数多い原因の一つである「温めて良いものと悪いものの区別の方

法」などの具体的事例について、取り上げていくことが望まれる。 

オーブントースターは、「使用経験がある」と回答した生徒は、76.9％と概ね高い割合を占めてい

る。使用頻度を見ると、「週に１～２回」と回答している生徒が最も多く、全体の43.1％となって

いる。「毎日」と回答した生徒（7.9％）と合わせると、51.0％で、過半数を超えている。オーブント

ースターは、調理実習での使用例は少なく、家庭での使用が主となる。朝食の際にトースターでパンを焼

くことや、簡単に調理ができるという面で、生徒にとっても身近にある使用しやすい用具であることが推察

できた。 

ガスコンロは、「使用経験がある」と回答した生徒は、75.6％と、概ね高い割合を占めている。使用頻度

を見ると、「毎日」と回答した生徒が16.3％、「週１～２回」が22.2％、「月２～３回」が31.4％、利用しないが

30.1％という結果であった。いずれも 20％前後であり、「毎日」と「週１～２」の割合を合わせても、38.5％と、

それほど高い割合にはなっていない。このようなことから、家庭での調理者は、生徒ではないということも

推察できる。家庭科の調理実習時には、誰もが一度は作業をすることを目標としているが、場合によって

は、料理を作る人と、皿を洗う人など、役割分担ができてしまう可能性もある。したがって、使用したことが

あっても、特に意識していなかったために覚えていないという場合の他にも、一度も使用したことがないと

いう生徒もいることも推察できることから、今まで経験したことのない分担等を率先して行っていくような授

業デザインが必要である。日常生活の中で、使用しないからと言って、安全な使用方法や注意点が身に

付いていなくて良いわけではない。NITE（製品評価技術基盤機構）においても報告されているように、ガ

スコンロは、製品事故の事故原因で最も多い割合を示すため４）、授業で触れていくことが大切となる。 

電気ポット、カセットコンロ、電磁調理器は、「使用したことがある」と回答した生徒の割合は、いずれも

低かった。使用頻度では、カセットコンロや電磁調理器は、「利用しない」と回答した生徒が 70.2％（カセッ

トコンロ）、73.5％（電磁調理器）とそれぞれ７割を超えていて、ほとんどの生徒が使用しないということがわ

かった。また、カセットコンロは、毎日、週１～２と回答した生徒は、２％前後に対し、月２～３と回答した人

は、25％いることから、調査時期や家庭によっては、鍋などをする際に活用している可能性もあると考えら

れる。いずれにおいても、「使用しない」割合が高いことから、安全な使用方法や注意点を考える以前に、

基本的な使用方法でもある、例えばやけどや、油の量が少ないために火事になるなどの事故原因を、認

識する必要がある。どのような事故が発生しやすいのか、どのように使用して事故を防止すれば良いの

か、考えが浮かばない可能性もあることから、授業デザインにおいて、留意することが重要であると考え

る。 

（２） 取扱い説明書の使用状況 

取扱い説明書の場所の認知では、「知っている」と回答した生徒が、全体の 38％（61人）、「知らない」 

が 62％（99人）であった。製品使用時に不明点があった場合でも、取扱い説明書を読まないため、注意 
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点を知らなかったり、誤使用になかったりし、製品事故の根源となる可能性が推察できた。取扱い説明書

の保管場所が分からなければ、読みたいときに読むことができない。家庭で、保管場所をきちんと示して

おくことや、伝えておく必要性があると考える。 

また、「取扱い説明書をこれまでに読んだことがあるか」では、「ある」と回答した生徒は、全体の 19％

（28人）、「ない」は、81％（122人）で、高い割合を示した。取扱い説明書は様々な製品に付属されている

ため、生徒も一度は手にとったことがあると考えられるが、取扱い説明書が読みにくいことや、最近で

は、電子化されていて読むまでに手間がかかるという場合もあることから、取扱い説明書を使用しようと

する意識の低下も考えられる。生徒が今後、「説明書を読む」「説明書は必要である」という意識が高まる

ような授業を構成していくことが必要であると考える。 

 

２ 授業実践 

（１） 授業のねらい 

授業のねらいとして、以下の４点を踏まえた。 

① 消費者の自覚を意識することできる。 ② 日常生活と関連させた学習ができる。③ 製品を安全

に使用する意識を高めることができる。 ④ 加熱用器具の正しい使用方法が分かり、事故防止に努

めることができる。 

（２） 資料 

 

図１   製品の安全な使い方のワークシート      図２ 取扱い説明書から抜粋した使用方法 

や注意点 
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教師側の資料として、加熱用器具の写真７枚（A４判）、取扱い説明書から抜粋した使用方法と注意点１

枚（A４判）と、ワークシート１枚（A４判）を準備した。 

図１に、製品の安全な使い方のワークシートを示す。ワークシートは、上部に加熱用器具の安全な使い

方のタイトル名と名前が記入できるようになっている。 

図２に、取扱い説明書から抜粋した使用方法や注意点を示す。図２のように、ワークシートで取り上げた

３品目について、取り扱い説明書から抜粋した使用方法や注意点の資料１枚（A４判）を用意した。ワーク

シートの内容は、３つに大別でき、左側には、製品の事故例、中央には、事故原因、右側は、事故が起こ

らないための解決策というように、それぞれ分けて考えることができるものである。 

（３） 内容構成 

ワークシートでは、あらかじめ事故件数が多い製品を調べ、ベスト３までの事故例を取り上げ、分かりや

すく示すために、事故が発生している様子のイラストを加えた。生徒の実体験に基づいたものであれば、

生徒にとって考えやすいものになり、生徒が事故原因や事故への解決策などを具体的に書くことができ

ると考えた。さらに、アンケート調査から、生徒がそれぞれの製品を使用する頻度は、製品によって大差

があること、取扱い説明書などを読んでいる生徒は少数であることなどを考慮して、各製品に対して、罫

線や折り線を自由に入れ、記述できるようにした。つまり、より詳細に知っていることは、自由に多く記述で

きる場所を生徒自身が判断・決定できるようにした。また、他の製品においても書き込めるように、自由に

記入できる場所を用意した。 

 

３ 手続き 

（１） 授業開始前、「加熱用器具の安全な使い方について考えよう」（A4判）のワークシートを配布する。 

（２） ７枚（A4 判）の加熱用器具の写真（電子レンジ、ガスコンロ、電気ポット、電磁調理器、オーブントー

スター、ホットプレート、電気ケトル）を黒板に掲示する。その後、生徒を指名し、写真下に、各加熱用

器具の名称を記述した後、加熱用器具の種類と特徴について説明する。 

（３） ワークシートの記入方法を説明し、作業に入る。 

（４） 各班で、各加熱用器具の事故原因と解決策についてワークシートに記入したことを発表し合い、意

見交換し、その後、全体で発表する。 

（５） 取扱い説明書についての資料を配布する。その際、自分がワークシートに記入した内容と比較して

いくように指示する。 

（６） プラグの誤った使用方法について一つずつ確認をし、誤使用例を発表する。 

（７） 生徒による授業評価を行い、ワークシートとともに、回収する。 

 

４ 授業実践の結果と考察 

（１） 授業実践 

授業実践は、ひたちなか市立O中学校１年５組（31名）を対象として、加熱用器具の安全な扱いに関す

る授業を単位時間50分１コマで実践した。 

ワークシート配布後、「みんな、家で家事をやっていますか？」と発問。＜火事にはしないよ＞の返答。

「火じゃなくて、料理や選択とかの方です。何人かしている人がいるみたいだね。その時使うもので、みん

なこんなものを知っているかな？」と問いかけ、写真を黒板に提示する。＜コンロ＞＜IH ヒーター＞の声。
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「まだ言わないでね。では、これ分かる人、ここに（指示して）品目名を書いて下さい」（写真の人数分指名）

＜やっぱり分からないかも＞＜誰かに聞いてみてもいいですか？＞＜先生、これ何か、やっぱり分から

ない。先生どうしよう＞ 「これ、誰か分かる人？ ○○さんが分かるって、聞いてみて。あと30秒」「はい、

みんなに書いてもらいました。（ガスコンロをふざけてギャスコンロと記入）何か違う人、ないです？」＜ガ

スコンロだよ。書いた人 誰？＞（間違えを確認） 「みんな、これは迷ったみたいだけど、IH ケトルと記入

してもらいました。電気ケトルとも言うからね。みんなたくさん知っていましたね」「では、これらをまとめて

何て言う？」＜電化製品＞＜家電製品＞＜料理製品＞などがでる。「これらをまとめて、加熱用器具（板

書）といいます。皆聞いたことがある？」＜ある＞＜ない＞の反応。 「全て熱を発するものですが、今日

は加熱用器具の中でも、調理用です。では、ワークシートのめあてに、加熱用器具と書きます」  

その後、３品目をあげ、電気ポット例で、事故原因、解決策を説明後、「今からスコンロと電子レンジに

ついて、どうして事故になったのか、また、どうすれば事故にならずに済んだかを５分で考えてもらいます」 

多くの生徒は分かった表情をして作業に入る。（机間指導：「いくつも書いていい？」などの質問に返答。

作業終了の数名に、自分で事故例を考えるように指示。22分30秒経過） 「みんな、結構いろいろな例を

出してくれたと思います。ここにはガスコンロと電子レンジですが、他の加熱用器具で考えられる事故例

を書いて下さい。何か思い当たるものある？ 自分で４つ目を作ってみよう」（開始２７分後、作業終了） 

「班の中で、書いたものを出し合って、発表用に１つ選んでください。１、３、５班はガスコンロ、他の班

は、電子レンジです。３分で選んで下さい」 「はい、では、発表に移ります。こんなの思い付かなかったっ

てことがあれば、書き足しておいてね。１班からどうぞ」＜（ガスコンロ）目を離して他のことをしていたから、

火がついてしまった＞ 「これを書いた人はいますか？ 結構いますね。では解決策としては？」 ＜料

理をしているときは、目を離さない。火を使っているときもね。ガスコンロとか＞ 「次、２班さん、○くん、さ

っきのみんなに言ってみて」 ＜ブリトーをレンジで温めたら、袋が爆発してしまった＞ 「レンジで温めた

ら、爆発したということです。みんな聞いて、解決策は？」 ＜買わなければよかった＞ 「それもあるけれ

ど、そうしたら、ブリトーが食べられないよ」 （挙手の生徒を指名）＜注意書きを読めばよかったと思う＞

「そうですね。表示をよく見るということも大切だね。では、３班」 ＜ガスコンロをかけぱっなしにしていた。

解決策は火が消えたことを確認する＞ 「そうですね。みんな書いてある？ ４班は？」 ＜紙に包まれた

ものを温めてしまった。だからお皿に出して温める＞ 「温めて良いものと悪いものがあるね。５班は？」 

＜爆発した＞ 「それはどうして？」 ＜ガス栓に穴が開いていると思う＞ 「では、どうしたらいい？」 ＜

きちんと確かめが必要だと思う＞ 「そうですね。点検や確かめも大切だね。では、６班」 ＜間違って卵

を温めてしまった＞ 「同じようなことを書いた人、何人います？ 電子レンジで卵を温めると、ゆで卵の

場合、爆発してしまいます」 ＜（様々な反応）＞ ＜解決策は、温めて良いものと悪いものを知ること＞

「みんなは、どんなものが温めて良いのか、悪いのか分かるかな？ 資料に製品事故がなくなるように、

製品の取扱い説明書の中から実践できるものをまとめておきました」 （開始から 40分経過）（プリントを説

明）「事故には、いろいろな原因があることが分かったと思いますが、今日は、３つの製品で考えてもらい

ました。しかし、まだ黒板にもあるようにたくさんあります。ストーブとか、コンセントとか、いろいろあります。

そういうものも気を付けて見て下さい。また、加熱用器具を正しく使用すれば事故に繋がらないというわけ

ではなく、プラグも正しく使用しなければ、事故に繋がります。資料の下に、コンセントの誤った使い方を

載せてあるので、自分と照らし合わせてよく見ましょう」 （終了） 

（２） ワークシートの記入例  
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ワークシートを回収したところ、全員の記述が見 

られた。概ね、大体の生徒が３品目については、 

それぞれ記入することができていた。また、ガスコ

ンロと電子レンジの例を示し、考えてもらったが、

生徒にとっては電子レンジの方が、卵などの例の

記述が見られ、印象が強かったことが分かった。 

 時間内に、２～３名に一部未記入が見られた。 

「すべて書き終えた人は、他の製品で、自分オ 

リジナルで事故原因や解決策について考えてみ 

よう」の課題では、９人の記述が見られた。 

オーブントースターが６人と最も多く、ストーブ、 

オーブン、ケトルが各１人であった。イラストは、 

３人（オーブントースター2人、オーブン 1人）に、 

事故例は 20件にあった。最も多かったのは火傷 

８件、火事４件、手を挟むなどの怪我３件、キャッ 

プの閉め忘れ、灯油こぼし、紙類、煙の各１件で      

あった。注意点や解決策としては直に触らない、 

周りを見て使用、蓋・きちんと確認などであった。       図２ 生徒が記入したワークシート例（１） 

図２と図３に、生徒が記入したワークシート例を                                                                                                                               

示す。図２のワークシート例は、自分で事故例を 

記述することができたものである。オーブントース

ターの事故例では、火事、火傷、怪我の３例、事

故原因と解決策を挙げているが、品目のイラスト

は見られない。図３のワークシートは、例の記述ま

では見られなかったが、３つの事故例について、

きちんと記入することができている。全体的には、

生徒は、図３のワークシートと概ね同様な内容を

記述することができていた。内容的には各事故例

に対し、事故原因、注意点と解決策が各ポイントを

押さえ書くことができていた。しかし、図２のワーク

シートでは、電子レンジの注意点や解決策の記入

欄にあるように、安全でなければ新しいものを購

入するという考えに至ってしまっていることが窺え

る。より安全を求めることはとても良いと考えが、 

新しい製品を購入するのではなく、まず、家庭に 

あるものをどのように使用すれば安全であるか 

を中心に考えるように促していくことが必要である 

と考える。                              図３ 生徒が記入したワークシート（２） 
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５ 生徒による授業評価 

１） 授業の総合評価 

 

                   表 3 授業の総合評価（５件法）               N=31 

評価点        5            4            3           2              1 

人数（％）     27(87.1)      4(12.9)     0(0.0)      0(0.0)        0(0.0) 

 

表 3に、授業の総合評価を示す。授業の総合評価は、平均 4.87（最小値４、最大値５、不偏分散 0.11、

標準偏差0.34）で、高い評価であった。評価点５点が27人（87.1％）、４点が４人（12.9％）の順で、３、２、１

点はなく、5点と４点のみで、授業に満足していたことが推察できた。加熱用器具を頻繁に使用している生

徒や、安全な使用方法についてしっかりと理解している生徒は少ないのではないかと推測していたが、こ

のような高い評価を得えた。      

２） ワークシートに対する評価 

 

                    表４ ワークシートに対する評価（５件法）                 N=31 

評価点        5            4            3            2             1 

人数（％）     12(38.7)     12(38.7)     6(19.4)      1(3.2)       0(0.0) 

 

表４に、ワークシートに対する評価を示す。ワークシートに対する評価は、平均 4.12（最大値５、最小値

２、不偏分散0.72、標準偏差0.85）で、概ね高い評価であった。５点と４点が、各12人（38.7％）で最も多く、

５点と４点で24人（77.4％）と、８割弱を占め、次に、3点６人（19.4％）、２点１人（3.2％）の順であった。ワー

クシートは、生徒にとって、書きやすいものであったということが窺えた。しかし、２点１人（3.2％）という結

果から、学習しづらかった生徒もいたことが分かった。これらのことから、記述場所を多くとるだけではなく、

分かりやすい課題を用意したり、イラストを工夫したりして、作成をすることが必要であることが明らかとな

った。また、内容だけではなく、授業者の説明の仕方を工夫することで、具体的事例を通して、危険因子

を特定できるなどが考えられる。授業者は、これまであまり授業では深く触れない内容を学習する生徒の

ために、生徒に分かりやすく説明していくことが求められる。 

３） 自由記述法による授業評価 

 

                  表５ 自由記述法による授業評価              単位：件    N=100 

項目                                記述の概要 

知識・理解(28)      加熱用器具（13）    電子レンジ(5)    取扱い説明書（４）    コンセント（１） 

              ホットプレート(1)    電気ポット(1)    プラグ(1)    ケトル（1）   理解する(1) 

技能（26）         加熱の不可（9）    誤った使用方法    危険な使用方法(4)    使い方（2）   

               安全な使用方法(2)    正しい使用方法（2） 

関心・意欲・態度（20）  事故につながる（7）  火事になる（4）  便利である(4)   危険である（３）  必要不可欠（１） 

実践意欲（14）       気を付ける（6）   安全に使う(4)   注意して使う（４） 

情意（8）          楽しかった(4)   生活に役立つ（2）   ためになった（2）   

経験(4)           誤った使い方をしていた(4)   知らなかった(2) 

   

表５に、自由記述法による授業評価を示す。自由記述法による授業評価は、31 人全員の記述がみられ、
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100件であった。一人当たり最も多かった記述は８件、最も少なかったものは１件であり、平均3.23件の記

述が見られた。項目は、知識・理解（28 件）、技能（26 件）、意識（20 件）、実践意欲（14 件）、情意（８件)、

経験（４件）と６項目に大別できた。この結果から、同一の学習内容に関する記述があったため、授業で生

徒が同じような知見を得られたということが窺える。また、すべての記述において好意的評価で示されて

いた。 

知識・理解（28件）では、加熱用器具13件、電子レンジ５件、説明書４件、の順であった。記述する上で、

「加熱用器具の」という名称で述べている生徒が多かった。実際に、加熱用器具という言葉についての説

明を加えたことにより、認識したと推察できた。  

技能（26 件）では、加熱の不可９件、誤った使用方法６件、危険な使用方法４件の順で多く、記述内容

では、「今回、分かったのは、電子レンジで加熱してはいけないものです」「電子レンジで、たまごを温め

てはいけないということがわかった」などが見られた。授業で、「たまごを温めてはいけない」ということが

分かっていた生徒は、少数であったが、補足の資料を読んで、卵について解説した際に、身近なものを

取扱うことで、生徒はとても興味を示すため、教師は、生徒の興味・関心を引くためにも、取扱う内容を選

択していくことが重要であり、また、誤使用、危険な使用方法、安全な・正しい使用方法などに関する記述

では、それぞれの使用方法についてよく分かったという記載が多かったことから、ねらいとしていた「加熱

用器具の正しい使用方法が分かり、事故防止に努めることができる」ということに対して考えることができ

ていることがわかった。 

関心・意欲・態度（20 件）では、事故に繋がる７件、火事になる４件、便利である４件、危険である３件、 

けがをする１件の順に多かった。内容としては、「少しでも違った使い方をすると事故になることが分かっ

たった」「間違った使い方をすると、けがをしたり、火事になったりする可能性がある」「とても便利なものだ

けど、使い方を誤るととても危ない」などであった。これらを見ると、ただ単に、事故が起こると記述してい

るのではなく、誤った使用方法をすれば、事故につながるということを、きちんと理解しているということが

推察できた。 

実践意欲（14 件）では、気を付ける６件、 安全に使う４件、注意して使う４件の順に多かった。内容とし

ては、「説明書をよく読んで、安全に加熱用器具を使おうと思いました」「事故にならないように安全に使う

ようにしたい」「生活していく中で、安全に使っていきます」などの記述が数多く見られた。したがって、授

業のねらいの、「製品を安全に使用しようとする意識を高めることができる」ということに対して、十分に達

成できたということが窺える。 

情意（８件）では、楽しかった４件、生活に役立つ２件、ためになった２件であった。ワークシートには、

分かったことや気付いたことを書くように指示をしていたが、このような意見もあったことから、生徒の中で、

楽しくできたという思いが強いということが推測できる。 

経験（４件）については、誤った使い方をしていた２件、知らなかった２件という記述があった。内容につ

いては、「加熱しすぎてはいけない物が意外に知らなかった」「知らないことが少しあったので、それが分

かったよかった」「プラグの誤った使い方をしてしまったことがたまにあるので注意したい」であった。この

ことから、家庭で誤った使い方をしていた生徒が数名いたことが分かった。従って、加熱用器具の安全な

使用方法について考える機会がなかったら、危険な使い方をして事故が起こっていたかもしれない。製

品を使用する消費者において、製品の安全な使用方法について考える機会を与えるということは、とても

大切であるといえる。 
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４） 生徒による学習時間に対する評価 

 

                    表６ 学習時間に対する評価（５件法）                  N=31 

評価点        5            4            3           2             1 

人数（％）     19(61.3)     10(32.3)     2(6.4)      0(0.0)       0(0.0) 

 

表６に、学習時間に対する評価を示す。学習時間に対する評価は、平均 4.55（最大値５、最小値３、不

偏分散 0.72、標準偏差 0.62）で概ね高い評価であった。評価点５点が 19 人（61.3％）、４点が 10 人

（32.3％）で、５点と４点では、29 人（93.6％）と高い評価であった。このことから、作業時間については、生

徒にとって、適切であったことが窺える。さらに、２点と１点を付けた生徒がいなかったことからも、学習時

間は十分であったということが推測できた。今回の評価結果から、時間については生徒にとって満足いく

ものであったことが分かった。しかし、時間が余ってしまっていた懸念も考えられる。場合によっては、品

目毎の作業時間を少しずつ早めることで他の内容を加え、時間の確保ができるため、さらなる検討が必

要となろう。 

５） 生徒による製品への安全意識向上に対する評価 

 

                表７ 製品への安全意識向上に対する評価（５件法）        N=31 

評価点        5            4            3           2              1 

人数（％）     20(64.5)      8(25.8)     3(9.6)      0(0.0)        0(0.0) 

 

表７に、製品安全への意識向上に対する評価を示す。製品安全への意識向上に対する評価は、平均

4.55（最大値５、最小値３、不偏分散 0.46、標準偏差 0.67）と概ね高い評価であった。評価点５点と回答し

た生徒が 20 人（64.5％）と最も多く、次に、４点が８人（25.8％）、３点が３人（9.6％）の順であった。５点と４

点で 28 人（90.3％）と全体の９割強を示したことから、製品を安全に使用する意識を高めるという点で、良

い評価を得られたということが明らかとなった。 

６） 取扱い説明書への関心 

 

                      表８ 取扱い説明書への関心               N=31 

評価点        5            4            3           2              1 

人数（％）     12(38.7)      9(29.0)     7(22.6)     3(9.7)        0(0.0) 

 

表８に、取扱い説明書への関心を示す。取扱い説明書への関心は、平均 3.47（最大値５、最小値２、不

偏分散 1.03、標準偏差 1.01）と良い評価であった。評価点５点が 12 人（38.7％）と最も多く、次に、５点が

12 人（38.7％）、４点が９人（29.0％）、３点が７人（22.6％）、２点が３人（9.7％）の順であった。５点と４点で、

21 人（67.7％）と全体の６割強で、概ね高い評価を示しているが、他の項目と比べると、３点と２点の割合

が高くなっている。 

授業では、取扱い説明書においては、実物は取り扱わなかった。授業後半に、説明書の内容を抜粋し

たものを資料として提示した。内容としては、取扱い説明書のものであっても、資料だけでは生徒はイメ
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ージしにくかったのではないかということが考えられる。その点で、実物を用意すれば、手に取り触れ、目

で見て確認できる学習ができるため、もっと良い結果が得られたのではないかと考える。 

また、説明書を解説する際には、読み進めて終わった感があった。そのため、説明書においても、課

題を設定し、考える時間を設定し、説明書の抜粋資料としてではなく、ワークシートとしての位置付けにす

ることは今後の課題である。さらに、説明書の内容を把握していくために、新たな時間を設定し、生徒自

身での説明書づくりなどを取り入れることも良いと考える。 

 

５ 消費者安全教育に視点をおいた教材の学習効果 

加熱用器具を用いて、消費者安全教育に関する内容で授業を行ったが、消費者安全教育に視点を置

いた教材の学習効果について、以下の４点から述べる。 

１） 消費者としての自覚を育むことができること 

 対象を中学生として、授業を行った。中学生は、義務教育段階の最後として、また、社会の一員としても、

「消費者の自覚」がしっかりと育まれることが望まれる。ここでは、製品を使用する消費者の自覚として、製

品を安全に使用する意識、製品の使用方法、製品選択、製品の危険性などについて、自ら理解し、責任

を持って扱うことができるものとする。小学生にも同じことは言えるが、中学校では小学校で習う基本的内

容を、より発展させ、様々な事柄や問題について対応できる力を育んでいくことが大切である。したがっ

て、「消費者としての自覚」を育んでいく際にも、基本から発展的な内容となる段階として、中学生を対象

に行うということは、適切であったと感じる。授業の様子、ワークシートの内容、事後アンケート調査の結果

などからも明らかとなったが、消費者として、どのように製品を使用していけば良いのかを理解し、今後の

活動で生かしていきたいなどの意見が見受けられ、消費者としての自覚を育む面からも、確実に効果が

得られたといえる。 

２） 日常生活と関連させた学習ができる 

今回の学習では、生徒にとって日常生活で使用する頻度が高い製品を取り上げた。安全な使用方法

が分からない生徒がいても、使用方法自体が分からないという生徒はいなかった。したがって、生徒自身

の生活を振り返れば考えることができる製品を取り上げて授業を行うことができた。家庭科は、実践的・体

験的学習が大切である。これを踏まえると、授業では自分が体験してきたことを、授業でもう一度思い出し

ながら学習し、そしてまた授業や家庭で実践するといった一連の流れができるため、生徒が理解しやす

い内容であったことがいえる。事後アンケート調査では、「加熱しすぎてはいけない物が知らなかった」

「知らないことが分かって良かった」「プラグの誤使用誤を注意したい」などの意見があった。また、このよ

うな発見をして、生活の中でも「気を付けたい」、「役立てたい」という記述が多く見られた。これらのことか

らも、実体験に基づいた学習から、次に役立てたいという今後の意欲にも繋がっていることが分かった。 

３） 製品を安全に使用する意識を高めることができる。 

上記に述べた「消費者の自覚」を育んだり、「日常生活と関連させた学習」を行ったりするためには、消

費者自身の意識の向上が必要となる。正しい知識や技能があっても、それを活用することができなけれ

ば、意味がない。この授業では、そのような意識を高めるために、事故例を挙げて、そこから事故防止の

立場から、どのようにすれば良いのかということを考えていった。そうすることで、「事故を起こしたくない」、

「事故を起こすと大変なことになる」というようなことが、イメージできれば、事故を想定して、事故にならな

いためにも気を付けようとする心掛けが応じるのではないかと考えた。実際に、事後アンケート調査には、
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「電子レンジで卵を温めると爆発する」などの具体的内容の記述が多く、さらに、「今度から気を付ける」記

述もあったことから、生徒の中では、新しい知識の習得すなわち新しい発見に衝撃を受けた様子が推察

できた。このような、事故例から解決策までを具体的に考えていくことで、今後の意識向上にもつながって

いく授業であったといえる。 

４） 加熱用器具の正しい使用方法が分かり、事故防止に努めることができる。 

本授業では、加熱用器具の取扱い方について考えていった。何も参考にせずに、生徒の考える時間

を設定した。その後、説明をする中で取扱い説明書の抜粋資料を参考にしていった。初めは、一つか二

つしか考えることができなかったが、資料から、「こんなものも温めてはいけないんだ」「これ初めて知った」

「今まで普通に温めてたんだけど、危なかったかな」などの意見があった。これらのことから、生徒が興味

を示し、自らの使用方法と比較して善悪を判断する様子がみてとれた。生徒に身近な内容で、さらに具体

的なものを用いて、製品の使用方法について学び、新たな発見をしていくことで、自然と正しい使用方法

が身に付き、生活の中で試そうとしていく。そのようなことを繰り返し行っていくことで、少しずつ生徒の中

で、学んだ内容が浸透し、次につながり、事故防止にも繋がっていくのである。したがって、このような授

業は、事故防止に努めるためにもとても大切となる。また、家庭科に限らず、他の教科の様々な場面で連

携させて行っていくことが求められる。 

 

 

まとめ 

 

消費者安全教育研究の一環として、家庭科の実習等で扱い、家庭の中でも多くの生徒が使用すると考

えられる加熱用器具を中心に消費者安全に視点をおいた教材開発を目的として、中学校１学年を対象に、

アンケート調査を実施、その結果から授業デザインをし、事故防止につなげるワークシートの開発を行い、

実践後、学習者による授業評価を求めた結果、以下の知見を得た。 

１） 生徒の使用経験が高い割合は、電子レンジ（98.8％）、オーブントースター（76.9％）、ガスコンロ

（75.6％）、電気ポット（52.5％）、カセットコンロ（33.8％）、電磁調理器（28.8％）の順であった。 

２） 家庭での取扱い説明書の保管場所を「知っている」生徒は 38％、「知らない」生徒が 62％で、６割強

が説明書の保管場所を知らなかった。 

３） 取扱い説明書の使用経験について、「ある」19％、「ない」81％であった。説明書は、様々な製品に付

属され、一度は手に取ったことがあると考えられるが、見たことがあっても関心がなく、忘れているのか、

不明であるが、説明書の使用意欲や、必要であるという意識が低いことが推察できた。 

４） 授業の総合評価は、平均 4.87 で、高い評価であった。評価点 5 点と４点のみで、授業に満足してい

たことが推察できた。自由記述法による授業評価では、知識・理解（28件）、技能（26件）、意識（20件）、

実践意欲（14件）、情意（８件)、経験（４件）の順に多かった。 

５） ワークシートに対する評価は、平均 4.12 で、概ね高い評価であった。生徒にとって書きやすく分かり

やすいものであったことが窺えた。しかし、２点１人から学習しづらい生徒がいたことが分かった。 

６） 学習時間に対する評価は、平均 4.55で概ね高い評価であった。作業時間は、適切であったことが窺

える。さらに、２点以下がないことからも、学習時間は満足いくものであったことが分かった。 

７） 消費者の安全に視点をおいた加熱用器具を中心とした授業実践の結果、自由記述による授業評価



山本・山崎：加熱用器具における消費者安全教育教材の開発 
 

 - 165 - 

で、生徒による、「製品安全についての知識・理解」や「生活への実践意欲」に関する内容が７割以上を

占めたことなどから、授業実践は、製品の安全な使用方法を理解したり、安全に対する意識を高めたり

する点からみて、効果的であったといえる。 

本研究では、加熱用器具の安全な取扱いについて、ワークシートを開発し、製品の安全な使用方法

についての授業を行った。今後は、さらにワークシートの改善を重ねるとともに、この授業の発展として、

製品の注意事項に関する表示ラベルづくり、それらを作成後、家庭に持ち帰り、使用できるような授業

デザイン・ワークシートの開発を進めていきたい。 

 

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（課題番号 22500692）による成果の一部である。 

 

 

注 

 

１）（独）製品評価技術基盤機構『こんな事故にもご用心No１』(2011). 

２）（独）製品評価技術基盤機構『こんな事故にもご用心No２』(2011). 

３）（独）製品評価技術基盤機構 製品安全センター『消費者用 製品事故から身を守るために（身・

守りハンドブック）』(2011). 

４）渋川祥子ほか『新しい家庭５・６』(東京書籍株式会社,2010). 

５）櫻井純子ほか『小学校わたしたちの家庭科５・６』(開隆堂出版株式会社,2010). 

６）佐藤文子・渡辺彩子ほか『新しい技術・家庭 家庭分野』(東京書籍株式会社,2008). 

７）中間美砂子ほか『技術・家庭 家庭分野』(開隆堂出版株式会社,2008). 



茨城大学教育実践研究 31(2012), 167-181 

 - 167 - 

                               

小学校教員養成における家庭科授業デザインの開発    

 

山 本 紀 久 子＊ ・ 佐 藤 麻 子＊＊ 

(2012年9月15日受理) 

     

  

Development of Lesson Design of Home Economics at Primary School Teacher Training 
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キーワード：家庭科授業デザイン, 小学校教員養成, ボタン付け，大学生，授業評価 

 

小学校教員養成において、小学校の家庭科の授業実践を想定し、基本的な技能であるボタン付けを取り上げた。ボ

タン付けの教材の内容分析に関連して学習指導案と評価問題の作成を具現化することを受講生に求め、この授業デザ

インの教育効果を明らかにすることを目的とした。教師教育としての授業への導入については、評価問題の作成4.52

＞ボタン付け・作品の製作4.35＞ボタン付けの内容分析4.17＞学習指導案の作成4.14の順で、いずれも平均４点以

上と、教師教育への導入に好意的な評価が得られた。自己評価の平均を求めた結果では、ボタン付け・作品の製作 4.05

＞学習指導案の作成3.5１＞評価問題の作成3.40の順である。評価問題の作成の自己評価が低い傾向にあることから

も、教師教育としての授業への導入は、好意的・積極的・肯定的なことが窺えた。 

 以上のことから、小学校家庭科授業を想定し、ボタン付けの実習、教材分析・学習指導案・評価問題の作成を取り

入れた授業デザインは有効と考える。さらに、家庭科授業デザインとして、事前に学習指導案の基本的な書き方を習

得するなど、内容の連携を検討するとともに、ボタン付けの拡大見本資料の作成や評価問題に相互評価を取り入れる

ことなどが課題である。 

 

 

はじめに 

 

近年、教員養成において教員の資質・能力の向上は緊急の課題であり、実践的授業力を身に付け

た教員の育成は重要である。授業の具現化には、教材分析によって、その教育的機能を理解し、基

礎と応用の関係を教材構造から明確にし、学習過程のデザイン、場の設定を工夫するなどが必要で

ある。山本 1)は、授業設計における構成要素として基本となる教材を取り上げ、ボタン付けの教材

を分析した。 

指導過程で意図的に間違った内容を提示して、その誤りに気付かせたり、あるいは、正しい内容 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **東京学芸大学附属小金井中学校  
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を易しいものから難しい順に提示したりするなどが考えられる。そして、それは教師の視点によっ

て選択され、この視点が目標達成のために構造的であれば良い授業といえる。小学校学習指導要領 

家庭編の内容、C快適な衣服と住まい（１）衣服の着用と手入れに「イ 日常着の手入れの必要であ

ることが分かり、ボタン付けや 洗濯ができること」の記載がみられる２）。 

ボタン付けは、小学校家庭科教科書３）,４）だけでなく、中学校技術・家庭（家庭分野）教科書５）,

６）,７）にもみられる。平成 23年2月群馬県では、実技を含む独自の学力調査として、小学校５年生

を対象にボタン付け８）を、平成 22年 3 月岩手大学の児童・生徒の「生活技術能力」調査では、小

学校6年生にボタン付けの実技テストを実施９）するなど、重要な実技教材として位置付けているこ

とが窺えた。 

これらを踏まえて、小学校教員養成において、ボタン付けを取り上げ、小学校家庭科の授業実践

を想定して、学習指導案の作成と作品の製作を実施し、その授業評価を求め、教育効果を明らかに

することを目的とした。 

  

 

研究方法 

 

１ 調査対象 

  対象は、I 大学 2011 年度 後期「初等家庭科教育法研究」の受講生 63 人（男 21 人、女 42

人）で、いずれも小学校教員の免許取得希望者（国語科、社会科、理科、美術科、英語科、技術科、

養護学校教育専修）である。 

 

２ 実施場所と時期 

講義は、国立大学法人Ｉ大学講義室において、授業15回中2回目からの3コマ（１コマ90分、

2011年10月20日、10月 27日、11月10日）で、山本が実施した。 

  

３ 資料、材料・用具 

資料は、教師側で、小学校教科書のボタン 

付けの記載部分B4判１枚、ワークシートB4 

判２枚（ボタン付けの内容分析用、学習指導 

案作成用）、評価問題作成用として、A4判用 

紙１枚を用意した。 

図１に、ボタン付けの内容分析のワークシ 

ートを示す。ワークシートは、下部左側に指 

導教材の関係図と目標の記述箇所がある。 

左上部には、ボタン付けの要素の分析欄が 

ある。ボタン付けの要素の分析では、正しい 

もの、誤りのものを示し、教材の構造を明確   図１ ボタン付けの教材分析のワークシート 

化する。右上部のボタン付けの教材分析欄で 
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は、正しいものと誤りのものを明示する。右下部には、ボタン付けの下位目標欄を、さらに、左下

部には、この授業で要素毎に、扱うものと扱わないものをわける欄がある。ボタン付けの練習用布

は、教師側が、ボタン付けが含まれる作品製作のためのフェルト、ボタン、糸などの材料、用具は

受講生が用意した。    

 

４ アンケート調査の内容項目 

アンケート調査の内容項目は、大学におけるボタン付けの内容分析の導入、ボタン付けの実習、

ボタン付けの自己評価、ボタン付け関連の学習指導案の作成、ボタン付け関連の学習指導案の自己

評価、評価問題の作成、評価問題の自己評価について、５件法で求めるとともに、その理由を求め

た。さらに、５キーワードによるボタン付け関連の授業評価と、感想を自由記述法で求めた。 

 

５ 手続き 

 授業の流れは、4部構成にわかれ、次の通りである。 

１）第１段階として、B4判のボタン付けの内容分析のワークシートを用いて、学習のつまずきにな

る要素を分析する。１番目に、指導教材の関係を把握し、ボタン付けの目標を記述する。２番目

に、ボタン付けの要素分析欄に記入していく。３番目に、ボタン付けの教材分析欄に、ボタン付

けの要素である、玉結び、玉どめ、糸の本数など、それぞれの正しいもの、誤りのものを記入し

ていく。４番目に、ボタン付けの下位目標を欄に記入していく。５番目に、この授業で扱うもの

と扱わないものにわけ、要素を整理していく。授業を想定して、具体的なボタンの穴数や大きさ

を決定して欄内に記入していく。いずれも受講生によって、順番に回答しながら、まとめる。  

２）第２段階として、ボタン付けの実習を行う。１本取りで布に縫い付け、「ボタンの付け方は適切

か」を評価の観点にする。 

３）第３段階として、ボタン付け関連の学習指導案を作成する。ボタン付けのある作品製作の学習

指導案でも良いことにする。 

４）第４段階として、ボタン付けの評価問題を作成し、各素点も記述する。さらに、予想される解

答例を赤ペンで記入する。実際に実技を取り入れた評価問題を作成しても良いことにする。 

その後、授業評価として、ワークシートによるアンケート調査を行い、授業終了時に回収する。 

 

 

結果及び考察 

 

１ 授業の実際とワークシートの記述例 

 授業の内容構成は、４部構成にわかれ、第１段階は、図１のボタン付けの内容分析のワークシー

トを用いて、ボタン付けの目標・要素分析を考える導入部分、第２段階は、ボタン付けの製作に関

わる学習、第３段階は、ボタン付け関連の授業設計に関わる学習、第４段階は、評価問題の作成に

関する学習とした。 

 以下、学習の要点とともに、実際の授業過程における受講生の学習の様子について、授業観察と

ともに、ワークシート記述例・作品例をもとに示す。 
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 なお、実際のワークシートは、鉛筆や黒ボールペン

などにより記述されたが、記述例として赤字で示した。 

１）指導教材の関係と目標の記入例                                                                 

図２に、指導教材の関係を示す。まず最初に、指導

教材の関係を考えた。具体的には、ボタン付けは、ボ

タン、針、糸と布の４点から成り立っていること。そ

れらを、とめたり、かざったりすることで、ボタン付                                         

けが成り立つこと。それらの関係を構造的に理解でき      図２ 指導教材の関係 

る。ボタン付けの目標は、（ボタンを糸と針によって）、 

ボタン付けを丈夫にきれいにはやく付ける（とめる・かざる）ことができることがわかり、目標の

下部に、各自で記述していった。 

さらに、ボタンは、ファスナー（ジッパー・チャック）と違って、途中のボタンのとりはずしが

可能であり、自由にできることを付け加え、確認した。                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

２） ボタン付けの要素分析と教材分析の記入例                

 

   表１ ボタン付けの要素分析の記入例         表２ ボタン付けの教材分析の記入例 

正しいもの 誤りのもの

とめる、かざる、止めはずし自由 おく、かざらない、とめるのみ

強くとめる（力ボタン） キャップ、おはじき等

穴がある 穴がない

穴が中心近くにある 中心外にある

変形しにくい（固い） 変形しやすい（やわらかい）

裏表がある 裏表がない

働き 結ぶ、つなぐ（とめる） はる

細くて長い 太くて短い

やわらかいけど強い 固い、弱い

のびにくい のびる

色が多い 単色（黒と白だけ）

何本かの糸でよられている １本の糸

素材が多い（綿、絹、ナイロンな
ど）

素材が少ない(毛糸、ビニール)

働き おおう ふく

やわらかい 固い

厚さが一重から二重 厚さがある

色がある 色がない

たて糸と横糸で織られている たて糸と横糸からなっていない

働き 糸を布の間に通す 刺す、穴をあける

穴（みみ）があいている 穴（みみ）がない（まち針）

先がとがっている 先が同じ太さ

細くて長くて固い やわらかく短い

まっすぐ まがっている

布
形態

縫い針
形態

要素

ボタン

働き

形態

縫い糸
形態

要素 正しいもの 誤りのもの

・玉結び ・人差し指の先に１回まき、糸を
親指で押さえ、人差し指をずらし
ながら、輪になった糸をより合わ
せる。より合わせたところを中指
で押さえ糸を引く。

・なし、玉結びが小さい

・玉どめ ・ぬい終わりに針をあて、針を
しっかり押さえ、２～３回糸をま
き、まいたところを指で押さえて
針を引き抜き、糸は２ｍｍぐらい
残して切る。

・なし、玉どめが小さい（１回ま
いただけ）
糸を１㎝以上残す

・糸の本数 ・１本あるいは2本（1本糸の方が

丈夫）

・４本以上

・穴に通す回数 ・2本糸のときは2回、1本糸のとき

は４回

・１回以下、５回以上

・糸の足まき ・上から下へ2～3回 ・ なし、１回、５回以上

・下前とボタンの間 ・布と同じくらいの厚さ、上前の
厚さ

・すき間がない、布以上のすきま
があいている

・糸の色 ・ボタンに合った色 　・ボタンに合わない色

・ボタンの表裏 ・表を上にする ・表裏を決めない（表が下）

・ボタンの位置 ・ボタン穴に合うように規則的
に。

・不規則

   ・男女でたちあわせが違うので注
意。

・関係なく

・穴の大きさ ・ボタンの直径+布の厚さ ・ ボタンの直径

・針の長さ ・短針・長針（３．５～４．５ｃｍ）・５㎝以上

・糸の長さ ・約６０ｃｍくらい(肩幅くらい) ・１０ｃｍ以下、９０ｃｍ以上   

 

表１に、ボタン付けの要素分析の記入例を示す。ここでは、ボタン付けの要素４点（ボタン、糸、

布、針）をそれぞれの働きと形態にわけて、正しいものと誤りのものを記入した。まず最初に、「ボ

タンの働きの正しいものは？」と発問し、記入後、答えを発表しながらまとめていった。＜正しい

もの＞が記入できたところで、＜誤りのもの＞を記入し、順番に答えを発表、ボタンの＜形態＞も

同様に行った。次に、糸、布、針の＜正しいもの＞を５分間の作業時間をとり、記入後、発表した。

＜誤りのもの＞も同様にまとめていった。 
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例えば、ボタンの＜形態＞の学習内容について分析すると、正しい学習内容を代表する教材の構

成要素は、「穴がある」「穴の位置は中心近くにある」「変形しにくい」「裏表がある」など、これに

対して、「穴がない」「穴は中心外にある」「変形しやすい」「裏表がない」などは、ボタンの誤った

内容を代表する教材の構成要素になる。針の穴については、「みみ」ともいうことを告げた。 

表２に、ボタン付けの教材分析の記入例を示す。ボタン付けの教材分析欄には、ボタン付けの要

素である、玉結び、玉どめ、糸の本数など、それぞれの＜正しいもの＞を、資料をみながら５分間

の作業時間をとり、記入した。発表後、要素毎に、＜誤りのもの＞を確認しながら記入したことか

ら、＜誤りのもの＞は同一内容の記述が多くみられた。 

３）ボタン付けの下位目標         

 

                     表３ ボタン付けの下位目標 

知識・理解 技能 関心・態度 

・ボタンの種類や役目がわかる。 

  

・針に糸を早く通すことができる。 ・自分の衣服についているボタン 

 をみて、ボタンの役割を考え、発 

   表できる。 

・玉結び、玉どめの方法がわかる。 ・丈夫にきれいにはやく玉結び、玉どめ 

ができる。 

・ボタンがとれたときは、すぐに付

けようとすることができる。 

・ボタン付けの位置がわかる。 ・糸の色、足の長さ、布のすくい方、糸の      ・丈夫できれいにはやい付け方が 

  とめ方を考えて、ボタンを正しい位置  工夫できる。 

  に丈夫に付けることができる。  

・布の針の持ち方、さし縫いの仕方がわ 

 かる。 

・布や針を正しく持って、さし縫いができ 

 る。 

  

・ボタンの丈夫な付け方がわかる。     

 

表３に、ボタン付けの下位目標を示す。ボタン付けの下位目標は、知識・理解、技能、関心・態

度などが具体的な行動目標で示される。知識・理解の場合は、文末がわかるとなっているが、言え

る、ノートに書ける、発表できるなど、具体的な状態が示される場合もある。 

ここでは、ボタン付けを扱っていることから、創意工夫の欄を設けなかったが、ボタン付け関連

の作品製作の学習指導案には、必要であることを説明した。 

４）この授業で扱うものと扱わないもの  

表４に、この授業で扱うものと 

扱わないものを示す。ここでは、     表４ この授業で扱うものと扱わないもの 

家庭科授業を想定して、ボタンの 

大きさ、穴の数などを決定し、欄 

内に記入して整理していく。            

例えば、ボタンの大きさでは、 

ボタンの大・中・小の大きさの違 

いによって、付けられたり、付け 

られなかったりする。本来ならば、 

ボタンの大きさに関係なく、付け 

られなければ学習は成立したとは 

 
要素 この授業で扱うもの この授業で扱わないもの

ボタン 大きさ 直径1.5cm前後 1ｃｍ以下、4cm以上
穴の数 2 4、1（足つき）
型 平ら 裏穴ボタン、足つきボタン
色 自由 ―――
材料 自由（貝、プラスチック） ―――

縫い糸 材質 手縫い糸 たこ糸、ナイロン糸
色 ボタンにあったもの、自由 ボタンにあわないもの

布 材質 フェルト・ポリエステル ナイロン
色 4色以内 ５色以上
厚さ 薄い、1～２㎜ あまりにも厚いもの（3㎜以上）

縫い糸 長さ 短針、長針 毛糸針、ししゅう針
太さ 木綿糸、１mm以下 絹糸、1.1mm以上
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いえない。しかし、学習者の発達段階から判断して、つまずきの構成要素の種類と数を固定して取

り扱うことになる。どのような作品を製作するかによって、記述内容に違いがみられることになる。                                                                          

この指導者の場合は、ボタンの穴の数は２つ、型は平ら、色は自由、材質は貝やプラスチックなど

自由ということで、学習の成立を考えていることになる。                                                                                  

                

２ 学習指導案の作成及び学習指導案に用いたボタン付け関連作品の種類とその数       

１）学習指導案の作成  

学習指導案の作成にあたっては、実施日時は、正式文書であることから西暦ではなく平成で書く

こと、開始と終了の時刻、男女の人数など書き方を順を追って説明した。また、「自分以外の者が学

習指導案をみて、授業した場合にうまくできるように、重要な発問・指示などは記述しておきまし

ょう」と、発問・指示などを明確にするように付け加えた。 

                                                                                         

                                                                       

    図３ 学習指導案例（ペンケース）      図４ イラスト作図のある学習指導案例  

                    

図３に、学習指導案例（ペンケース）を示す。時間配分は、教師と児童にわけて、分単位の記入

がみられた。学習内容のねらいには、オリジナルペンケースを完成させるだけでなく、括弧を設け、

具体的にボタン付けとなみ縫い、玉結び、玉どめのねらいの記述がみられた。教師の活動には、主

な発問内容が具体的に、鍵括弧を設けて記述されていた。また、作業がはやく進んだ場合を想定し

て、名前の縫いとりの実施、作業への配慮についても具体的な記述がみられた。 

図４に、イラスト作図のある学習指導案例を示す。学習活動には、作業手順の記述が箇条書きで
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簡潔に書かれていた。さらに、小物作りのフェルトの重ね方や縫い方、縫い付けるボタンの種類な

どは、イラスト入りであった。  

受講生から、発問の仕方、児童の反応の書き方、留意点の書き方などの質問を受けた。学習指導

案をこれまでに作成の経験が 1回しかないとか、それが略案であるために詳しく知らない受講生も

みられた。後半になると、互いに聞き合い、話し合いながら作業を進めている様子が窺えた。いず

れも集中して作業に取り組んでいた。ボタン付けの教材分析をしているために、教師の活動欄には、

具体的な発問や指示などが書かれ、ボタン付けの要素を分析しているために、概ね児童のつまずき

の視点も捉えていた。 

２）学習指導案に用いたボタン付け関連作品の種類とその数   

               

 表５  ボタン付け関連作品の種類とその数                    N=63 

作品の種類                                                個数（％） 

ボタン付けの練習のみ                                         16（25.4） 

小物入れ                                                 24（38.1） 

ティッシュケース                                              7（11.1） 

ペンケース                                                 4（ 6.3） 

ブックカバー                                                2（ 3.2） 

その他（額縁、巾着、小銭入れ、アクセサリー入れ、カイロ入れ、顔物語、             10（15.9） 
名前入りワッペン、ハートおもちゃ、クリスマスツリー、ストラップ）         

 

表５に、ボタン付け関連作品の種類とその作品例を示す。ボタン付け関連の作品は、練習布での

ボタン付けのみが16個（25.4％）みられた。作品の製作では、小物入れが最も多く24個（38.1％）、

次にティッシュケース７個（11.1％）、ペンケース４個（6.3％）、ブックカバー２個（3.2％）の順

であった。その他として小銭入れ、巾着入れなど各１個の計 10個がみられた。作品の一部には、授

業時間内だけでなく、作品見本とするために、家庭学習で行ったものもみられた。 

３）学習指導案に用いたボタン付け関連の作品例 

 

 

 

           

 

 

 

図５ 小物作りの作品例       図６ 顔物語と額縁の作品例                                         

 

図５に、小物作りの作品例を示す。いずれも２色のフェルトを重ね 

合わせたもので、左は、花の刺しゅうが、右は、靴型のものであった。 

図６は、その他にみられたもので、左の顔物語は、ドアを開けるとい  図７ 名前入りワッペン 

ろいろな顔が飛び出す。右の額縁は、絵や写真の作品を中に入れ、ボ 
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タンでとめるようになったものであった。図７は、学級の仲間の名前入りワッペンである。一人ひ

とりのワッペンがボタンで取り外しできるようになっていて、車のタイヤや、鳥・うさぎの目にボ

タンが使われているものであった。 

 

３ 評価問題の作成 

評価問題の作成では、目標と評価は表裏一体であることから、ボタン付けを「丈夫に、きれいに、

はやく付けることができる」の目標を、評価問題に表すことになる。具体的には、評価問題の内容

として、「ボタン付けのやり方がわかるか」「ボタンの裏表があっているか」「玉結び、玉どめができ

ているか」「留めやすいように布からボタンを浮かしているか」などが入っていることを指導者、す

なわち受講生自身で確認する必要がある。実際に学習指導案を作成するだけに終わらずに、ここで

は、評価問題まで作成させた。 

評価問題は63人が作成し、観点別に素点が示され、合計点が、100点、50点などと、異なるもの

の右上に具体的に示されていた。 

          

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        図８ ボタン付けの評価問題        図９ 生活に活かす問題がある評価問題 

  

図８に、ボタン付けの評価問題を示す。タイトルは、「ボタン付け評価テスト」で、4項目から構

成されていた。問1は、括弧を設けて、巻く回数や穴に糸を通す回数など、文章を完成させる問題

としていた。問２は、ボタン付けに必要な用具をイラストに示し、その名称（２つ穴ボタン、足付

きボタン、針、糸）を記入させていた。問３は、ボタン付けのイラストを示し、ボタン付けのポイ

ントを記入する問題になっていた。問４は、感想と評価を自由記述法で求めていた。 

図９に、生活に活かす問題がある評価問題を示す。タイトルは、「確かめてみよう」の小テストで、

3 項目から構成されていた。問１は、「木の葉の名前の縫い取り」の作品作りに必要な要素である、
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玉どめ、玉結び、なみ縫いなどを記入する問題になっていた。問２は、ボタンの種類とボタン付け

のポイント（厚さ３～４、玉結び、糸あし）をイラストに対応して記入させていた。問３は、自由

記述法でボタン付けの生活での活用実践例を問題にしていた。  

いずれも解答例は赤字で示すと共に、合計点は右上の枠欄に設けられていた。  

  

４ 受講生による大学における授業構成毎の評価と自己評価 

１）大学におけるボタン付けの内容分析 

 

表６ 大学におけるボタン付けの内容分析（５件法）            N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       28（44.4）    23（36.5）     8（12.7）      3（4.8）        1（1.6） 

 

表６に、大学におけるボタン付けの内容分析を示す。大学におけるボタン付けの内容分析の実施

に対し、平均4.17（不偏分散 0.89、標準偏差0.94）の良い評価で、５点と４点で51人（81.0％）

を占めた。 

評価５点には、「実際現場で教える時に戸惑わなく教えることができる」「将来教員になる人が子

どもにボタン付けの仕方を教えられないと意味がないから」など 28人で、将来役立つことをあげて

いた。一方、1点は、「内容分析自体が何やら複雑で難しかった」の１人で、内容分析の作業の難し

さをあげていた。 

２）大学におけるボタン付けの実習と自己評価 

 

   表７ 大学におけるボタン付けの実習（５件法）              N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       29（46.0）    28（44.5）     5（7.9）      1（1.6）        0（0.0） 

          

表７に、大学におけるボタン付けの実習を示す。大学におけるボタン付けの実習に対し、平均 4.35

（不偏分散0.48、標準偏差0.69）と良い評価を得た。最も多かったのが５点、次に、４点、３点、

２点の順で、５点と４点で、57人（90.5％）を占め、１点はみられなかった。 

評価５点には、「あいまいに覚えていた基礎・基本をもう一度しっかりと覚え直すことができたか

ら」「今まで学習で習ったとはいっても忘れているから」「将来役に立つと感じたから」「必要な技術

をしっかり振り返ることができるから」と学習の振り返りや将来に役立つことをあげている一方、2

点は、「実際に作品にするまでする必要があるのか分からない」と、作品製作の必要性の判断がつか

ない記述がみられた。 

 

表８ 大学におけるボタン付けの自己評価（５件法）            N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       20（31.7）    29（46.0）    11（17.3）      3（4.8）        0（0.0） 
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  表８に、大学におけるボタン付けの自己評価を示す。ボタン付けの自己評価は、平均 4.05（不

偏分散0.69、標準偏差0.83）であった。４点が最も多く、次に５点、３点、２点の順で、５点と４

点で、49人（77.8％）を占め、1点はみられなかった。 

 評価５点には、「うまく手順通りにできたから」「手間取ることなくスムーズにできたから」「小学

校以来、正しい付け方などを忘れていた部分もあったけど、再度思い出して正しくはやく付けられ

たから」「丈夫ではやくできたため」など、作業のスムーズさ、良い出来映えをあげていた。一方、

2 点は、「とても時間がかかったから」「よくできなかったから」「ダマになりがちで汚い」「うまく

いかなかった」など、技能の未熟さに結び付いたものがみられた。 

３）大学におけるボタン付け関連の学習指導案の作成及び自己評価 

 

表９ 大学におけるボタン付け関連の学習指導案の作成（５件法）       N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       22（34.9）    30（47.6）     9（14.3）      2（3.2）        0（0.0） 

                             

表９に、大学におけるボタン付け関連の学習指導案の作成を示す。大学におけるボタン付け関連

の学習指導案の作成に対し、平均 4.14（不偏分散 0.61、標準偏差 0.78）と良い評価であった。最

も多かったのは、４点、次に５点、４点、２点の順で、５点と４点で52人（82.5％）を占め、１点

はみられなかった。 

評価５点には、「小学校教員になったらボタン付けの指導をする可能性があるため、今回の作成で

気を付けなければいけないことなどが理解できたから」「実際に教師になった時に役立つと感じたた

め」「ボタン付け関連学習は様々な方法があり、ボタン付け導入から小物作りまで学習指導案が応用

できるから」「事前に予想されることやアイデアについて考えておくことは有益だと思うため」「実

際に自分で作ったものを子どもも作ると仮定し授業計画を考えることは良いと思ったから」など、

実際に教師になったときを想定しての記述がみられた。一方、２点には、「教師が子どもに指示する

ような一方向的な学習指導案になってしまった」「作成に時間がかかり、うまくまとめることができ

なかった」など、作成への不慣れ、子どもへの指示が多いことへの反省の記述がみられた。 

 

 表 10 大学におけるボタン付け関連の学習指導案の自己評価（５件法）       N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）      １0（15.9）    18（28.6）     29（46.0）      6（9.5）        0（0.0） 

    

表10に、大学におけるボタン付け関連の学習指導案の自己評価を示す。ボタン付け関連の学習指

導案の自己評価は、平均 3.51（不偏分散 0.77、標準偏差 0.88）であった。最も多かったのは、３

点、次に４点５点、２点の順で、３点以上が57人（90.5％）を示し、1点はみられなかった。 

 評価５点には、「さまざまな子どもからの質問について考えたり、指示の言葉を自分なりにできた

から」「ボタン付けをしっかりと学ばせることができる内容にしたから」「授業の流れについて明確

にすることができた」「具体的な授業イメージができ、留意点を多く書けた」「ワークシート用紙も
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作ることができ評価しやすい」と、具体的にイメージできたことを多くあげていた。一方、２点は、

「書く言葉があまり思い浮かばなかったから」「子どもの動きを詳しく予測できなかった」「発問を

あまり入れることができなかったから」「指導の仕方に時間がかかり、うまく書くことができなかっ

た」と、子どもの動きを予想できないこと、発問が思いつかなかったことをあげるものがいた。 

４）大学における評価問題の作成と自己評価 

 

表11 大学における評価問題の作成（５件法）             N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）      34（54.0）    28（44.0）      1（1.6）      0（0.0）        0（0.0） 

  

表11に、大学における評価問題の作成を示す。評価問題の作成は、平均4.52（不偏分散 0.29、

標準偏差0.53）と高い評価を得た。最も多かった５点と４点を合わせると62人（98.4％）を示し、

2点と１点はみられなかった。 

評価５点には、「自分でやってみることが大切だと実感したから」「小学校で教える際に必要なの

で」「今まで他の授業ではこうしたことをやったことがなかったため、自分の力になったという実感

がもてたので」と体験の大切さ、教師になったときに必要、やったことがなかったので力になるな

ど、いずれも作成したことに好意的なものであった。３点の１人においても「とてもいい経験にな

る」と好意的・肯定的なものであった。いずれも積極的な大学への評価問題としての課題の導入を

肯定したものであった。 

 

表12 大学における評価問題の自己評価（５件法）             N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       5（7.9）    21（33.3）      31（49.2）      6（9.5）        0（0.0） 

 

表12に、大学における評価問題の自己評価を示す。大学における評価問題の自己評価は、平均 

3.40（不偏分散0.60、標準偏差 0.77）であった。最も多かったのは３点、次いで４点、２点、５点

の順で、３点以上で、90.4％を占めた。 

評価５点には、「自分で考えて作ることがとても楽しかった」「内容分析をしたので、何を問題に

するかがわかった」「イラストを入れて、わかりやすくした」など、作成する楽しさ、子どもの立場

から考えられた、学習したことへの理解をあげていたのに対し、２点では、「テスト案を作成するこ

とは難しかった」「テスト作りは、どこをテストに出すかを考えるのが難しかった」「評価の方法を

考えたりするのははじめてのことだったのでとても大変でした」「ただ作るのではなく、もっと子ど

もによりそうような考え方をしたい」など、テスト作成の難しさ、大変さ、子どもよりの考え方な

どの考え方をあげていた。 

  

５ ５キーワードによる授業評価と自由記述法による感想 

 受講生が、どのような授業評価をしているかを５キーワードによってイメージして記述してもら
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った結果と、さらに、興味・関心や創意工夫面などでの学習効果を明らかにし、教材としたの価値

や授業デザインを検討するために、自由記述法による受講生の感想を分析した。 

 

             表13 5キーワードによるボタン付け関連の授業評価  

   順位  キーワード     点数(％)          累積比率 

１  玉どめ        24(7.7)   

２  玉結び        23(7.3) 

３  ボタン        20(6.4)     

４  糸          16(5.1) 

５  生活に役立つ     15(4.8)           31.3% 

６  評価テスト      14(4.5) 

７  縫い方        13(4.2) 

８  ボタン付け      11(3.5) 

８  針          11(3.5)  

10  基礎・基本      10(3.2)           50.2% 

11  丈夫          9(2.9) 

11  小物作り             9(2.9)  

11  将来役立つ           9(2.9) 

14  丁寧に               8(2.6) 

14  教材分析             8(2.6)        63.9% 

16  学習指導案作成       7(2.2) 

16  布・フェルト          7(2.2) 

16  ボタンの種類         7(2.2) 

16   作品作り             7(2.2) 

20   楽しい               6(1.9)           74.8% 

 

表13に、５キーワードによるボタン付け関連の授業評価を示す。ボタン付け関連の授業評価を５

キーワードで求めた、上位 20位を示す。１位は、玉どめ24点(7.7％)で、上位２位から 10位には、

玉結び、ボタン、糸、生活に役立つ、評価テスト、縫い方、ボタン付け、針、基礎・基本がみられ、

累計点数は157点（50.2％）であった。10位までには、生活に役立つボタン付けの教材要素である

ボタン・糸・針と縫い方の基礎・基本である玉どめ・玉結びがみられ、評価テストをあげていた。

11 位から 20 位までは、丈夫、小物作り、将来役立つ、丁寧に、教材分析、学習指導案作成、布・

フェルト、ボタンの種類、作品作り、楽しいで、1位から 20位までの累積点数は 234点(74.8％)を

占めた。20 位までには、目標にあがっているキーワードとともに、評価テスト、作品、小物作り、

教材分析、学習指導案作成、楽しいがみられ、学習する楽しさを体験し、満足感を味わったことが

窺えた。 

  

表14 受講生の自由記述法による感想               N=109 

項目 好意的な記述内容（92件） 非好意的な記述内容（17件）

教材・内容分析
10（10・0）

他にも応用したい2　つまずきがわかった2　必要性がわかった2　大学の授業らしく新しい
知識を得た1　教材をきちんと選べる1　ためになった1

ボタン付け
36（32・4）

基礎・基本の確認ができた15　生活に役立つ7　楽しかった5　子どもの立場から考えられ
る1　いい経験になった1　簡単だった1　しっかり覚える必要がある1　子どもはいろいろ付
けたがると思った1　拡大見本が簡単にできることがわかった1　全員にわかる指導がわ
かった1

難しかった1　付け方を知らなくて恥ずかしかっ
た1　１人の教師が全員にやり方を理解させるの
は大変1　針に慣れていないので苦戦した1

作品の製作
21（20・1）

楽しかった10　うれしかった2　作れる作品がわかった2　良かった1　他の物も作る意欲が
わいた1　きちんと学べて良かった1　見本があったので良かった1　おもしろい作品ができ
た1　がんばった1

準備物が大変だった1

指導案の作成
22（13・9）

書き方がわかった4　見本があり良かった2　勉強になった1　面白かった1　予想する反応
がうまくできた1　色々と広く展開できた1　いい経験になった1

難しかった8　流れを把握するのは大変1

評価問題の作成
7（4・3）

良い経験になった2　良いきっかけとなった1　他でやらないので為になった1 難しかった3

授業全体
13（13・0）

教師の仕事を体験できて良かった2　小学校教師になったらためになる2　良い機会2　他
の授業でやったことがないため自分の力になったと実感2　やってみることの大切さがわ
かった2　指導法が役立つ1　今後の実習に生かしたい1　基礎から実践まで楽しめた1   
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表 14 に、受講生による自由記述法による感想を示す。自由記述法による感想は、７人を除く 56

人109件、１人平均1.95件の記述がみられた。受講生の感想を通読の結果、学習活動全般に関する

記述がみられ、この授業を「確認できた」、「楽しかった」各 15件、「わかった」13件など、何らか

の表現で積極的・好意的な記述が 92件（84.4％）にみられた。一方、非好意的な記述は、17件（15.6％）

で学習指導案の作成が９件（8.4％）と最も多く、次に、ボタン付け 4件（3.7％）、評価問題３件（2.8％）

の順で、教材分析、授業全体に関してはなく、多くがはじめてなので「難しかった」、「大変だった」

という記述がみられた。中でも学習指導案の作成については、９件と非好意的な記述の５割強を占

めた。記述内容として、「つまらなかった」「わからなかった」「退屈だった」などの記述はなく、技

能に対して、「知らなくて恥ずかしい」「慣れていないので苦戦」など、否定的なものではなく、「１

人の教師が全員にやり方を理解させるのは大変」など、技能の未熟さや教師としての立場を意識し

たものがみられた。 

項目別では、ボタン付け 36件（33.0％）、学習指導案の作成 22 件（20.2％）、作品の製作 21 件

（19.3％）、授業全体13件（11.9％）、教材分析10件（9.2％）である。 

多くの受講生が、大学におけるボタン付け関連の授業によって、内容分析と学習指導案や評価問

題の作成を通して、肯定的な評価をしていることから、この授業の教材としての価値が求められた。 

 

 

まとめ 

 

教師教育の授業デザイン開発の一環として、小学校教員養成にボタン付けを取り上げ、小学校家

庭科の授業実践を想定した授業後に授業評価を求めた結果、以下のような若干の知見を得た。 

１）ボタン付け関連の作品は、練習布でのボタン付けのみが 25.4％で、作品の製作では、小物入れ

が最も多く 38.1％、次にティッシュケース 11.1％、ペンケース 6.3％、ブックカバー3.2％の順

で、その他に、小銭入れ、巾着入れなど、各１個の計10個がみられた。 

２）ボタン付けの内容分析に対し、平均4.17の良い評価を得た。５点と４点で81.0％を占めた。5

点の内容としては将来役立つことをあげる一方、1点１人は、内容分析の作業の難しさをあげた。 

３）ボタン付けの実習に対し、平均 4.35と良い評価を得た。５点と４点で90.5％、1点はなかった。

５点には、学習の振り返りや将来に役立つことをあげる一方、２点には、作品の製作の必要性の

判断がつかない記述がみられた。ボタン付けの自己評価は、平均 4.05で、５点と４点で 77.8％、

1 点はなかった。５点には、作業のスムーズさ、良い出来映えをあげる一方、２点には、技能の

未熟さをあげていた。 

４）ボタン付け関連の学習指導案作成に対し、平均 4.14 と良い評価を得た。５点と４点で 82.5％

を占め、1 点はなかった。５点には、教師になったときを想定した記述がみられる一方、２点は

作成への不慣れ、子どもへの指示が多いことへの反省の記述がみられた。学習指導案の自己評価

は、平均3.51で、最も多かったのは３点、次に４点、５点、２点の順で、１点はなかった。５点

には、具体的にイメージできたことをあげる一方、２点は、子どもの動きを予想できないこと、

発問が思い付かないことなどがみられた。 

５）評価問題の作成は、平均 4.52 と高い評価を得た。５点と４点で 98.4％を示し、２点と１点は
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なかった。５点には、体験の大切さ、教師になったときに必要、やったことがなかったので力に

なるなど、いずれも作成したことに好意的なものであった。３点の１人も「とてもいい経験にな

る」と好意的で、積極的な評価問題の作成導入を肯定したものであった。評価問題の自己評価は、

平均3.40で、３点が最も多く、次に４点、２点、５点の順で、３点以上で、90.4％を占めた。５

点には、作成する楽しさ、子どもの立場から考えられた、学習したことへの理解をあげたのに対

し、２点では、テスト作成の難しさ、大変さ、子どもよりの考え方などがみられた。 

６）５キーワードによる授業評価では、１位は玉どめ（7.7％）で、10 位までに生活に役立つボタ

ン付けの教材要素であるボタン・糸・針と縫い方の基礎・基本である玉どめ・玉結び、生活に役

立つ・評価テストをあげている。11～20位までは、丈夫、小物作り、将来役立つ、丁寧に、教材

分析、学習指導案作成、布、ボタンの種類、作品作り、楽しいで、1～20位まで74.8％を占めた。 

７）自由記述法による感想は、7人を除く 56人 109件、平均１人 1.95件の記述がみられ、好意的

な記述が 84.4％、非好意的な記述が 15.6％で、項目別では、ボタン付け 33.0％、学習指導案の

作成20.2％、作品の製作 19.3％、授業全体11.9％、教材分析 9.2％であった。そのうち、非好意

的な記述は、学習指導案の作成 8.4％が最も多く、次にボタン付け3.7％、評価問題 2.8％の順で、

教材分析、授業全体に関してはなく、多くがはじめてなので「難しかった」、「大変だった」など

の記述がみられた。 

８）５件法による教材評価では、教師教育としての授業の導入については、評価問題の作成 4.52＞

ボタン付け・作品の製作 4.35＞ボタン付けの内容分析4.17＞学習指導案の作成 4.14の順で、平

均値４点以上と、教師教育の導入に積極的・好意的・肯定的な評価が得られた。自己評価の平均

を求めた結果では、ボタン付け・作品の製作 4.05＞学習指導案の作成 3.51＞評価問題の作成 3.40

の順である。評価問題作成の自己評価からも、教師教育としての授業への導入は好意的なことが

窺えた。 

  以上のことから、小学校の家庭科授業を想定し、ボタン付けの実習、内容分析・学習指導案・

評価問題の作成を取り入れた授業デザインは有効と考える。小学校教員養成において、小学校の家

庭科の授業実践を想定し、授業デザインに基本的な技能であるボタン付けを取り上げることは、針

に糸を通す、玉結び、玉どめの基礎的な技能が含まれ、丈夫に付けることのほかに、きれいに使い

やすく正しい位置に付けるなどの条件を取り入れてボタンの良い付け方がわかる良い教材であると

いえる。 

 今後、事前に学習指導案の基本的な書き方を習得するなど、内容の連携を検討するとともに、ボ

タン付けの拡大見本資料や評価問題の相互評価を取り入れるなどが課題である。 

 本研究の一部は、日本家庭科教育学会第 55大会（平成 24年6月）において、発表した。 

 

 

注 

 

1) 山本紀久子『実践力を育てる家庭科の授業』(図書文化,1985),pp.21-27. 

2）文部科学省『小学校学習指導要領』(東京書籍, 平成20年７月25日, 2008),p.89. 

3）渡邉彩子他『新しい家庭 5･6』(東京書籍,平成22年文部科学省検定済,2010),pp.26-27. 
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   『いつも確かめよう ⑨ボタン付け（２つ穴ボタン）』として、５段階にわけ、写真と説明文で

示している。『資料 いろいろなボタン』として、「２つ穴ボタン」「足付きボタン」「４つ穴ボタン」

（糸のかけ方２種類）と、４つのチャック項目（糸を固く巻いている、糸が２～３回かけてある、

布の厚さ分だけういている、裏には玉結び、玉どめができている）が示されている。 

4）櫻井純子他『小学校 わたしたちの家庭科 5･6』(開隆堂出版,平成22年文部科学省検定済,2010), 

pp.18-19. 

  『二つあなボタンのつけ方』として、五段階にわけ、写真と説明文で示している。また、『参考 

 いろいろなボタンのつけ方』として、「四つあなボタン」「足つきボタン」をイラスト・写真で示 

しているが説明文の記載はないが、『「できたかな」ボタンつけ』の４つのチェック項目（糸を固 

くまいている、あなに糸を３～４回通している、すきまがあいている、玉結び、玉どめがついて 

いる）が示されている。 

5） 加藤幸一他『新しい技術・家庭 家庭分野』（東京書籍,平成23年文部科学省検定済, 2011）,p.115. 

  『振り返ろう』として、「ボタン付け」を４段階にわけ、写真と説明文で示している。 

6）鶴田敦子他『技術・家庭（家庭分野）』(開隆堂出版,平成23年文部科学省検定済, 2011),p.167. 

  『小学校の学習をふり返る』として、「ボタンつけのしかたを確認しておきましょう」として、 

５段階にわけ、イラストと説明文で示している。 

7） 汐見稔幸他『技術・家庭 家庭分野』（教育図書,平成23年文部科学省検定済, 2011）,p.219,p220. 

   ショルダーバックのボタン付けに対し、ボタン付けの全作業過程ではないが、「ボタンの糸足は

ひもの太さに合わせる」や『目的に合わせてアランジしてみよう』で、「ボタンの数を変える」「い

ろいろなボタンをつけてみよう」「くるみボタン」をあげ、ボタン付けの実践を促す記載になって

いる。 

8）上毛新聞社「県教委 初の独自学力テスト 公立小中 177校対象に」,『上毛新聞』第41569号

(2011年 2月8日,2011),１面. 

9）渡瀬典子他「児童・生徒の「生活技術能力」開発を目指す体験学習教材の検討」『平成 20・21

年度岩手大学教育学部プロジェクト推進支援事業 研究成果報告書』岩手大学教育学部 ＦＤ推進

委員会 教育学部・附属学校連携委員会(平成22年3月,2010), pp.2-6. 
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被服実験教具 通気性簡便測定装置 シリンジ法の開発 

 

田 上 和 子＊ ・ 佐 藤 麻 子＊＊・ 山 本 紀 久 子*** 

(2012年9月15日受理) 

 

 

Measuring Air Permeability Using a Syringe as Part of Homemaking Education 

 

Kazuko TAGAMI, Asako SATO and Kikuko YAMAMOTO 

 

 

キーワード：教具開発，通気性，注射筒，簡便法，安全な操作 

 

快適な着方に、通気性は重要な衣服地の性能である。家庭科授業に導入可能な通気性を数量的に把握できる実験教具

の開発を目的に、プラスチック製注射筒を用いた実験装置を製作した。注射筒（ｓyringe)を用いるため、この教具をシリンジ法

と名付けた。注射筒の筒先を実験試料で覆い、空気を押し出すと、注射筒の前方に設置した的が移動する。通気性の大小

を的の移動距離の測定から数量化できる方法である。この教具は、身近な材料・用具で、安価で簡単に製作でき、測定操作

が容易で、測定状態を可視化でき、安全に繰り返し実験ができる。また、教具が軽量で容積が小さく、楽に持ち運びができ

収納に手間がかからず、保管場所をあまりとらない。シリンジ法により測定した数値を、フラジール形法との精度比較の結果、

全試料の測定値の順位が一致したところから、家庭科授業において活用できる教具であると判断した。 

 

 

はじめに 

 

衣服地の通気性は空気が布地を通過する性質である。人体はたえず皮膚から水分を放散し、高温 

環境や運動時においては発汗する。水蒸気の量が 60％RH以上となれば、着心地では不快と蒸し暑さ

を感じ、また、衛生上よくないとされている。これらの水分を外界に放散させるために、肌着、休

養着、運動着の布地は適度な通気性が必要である。 

通気性の精密な測定法には、JISで定めているフラジール形法 1)や KES機器法 2)などがある｡しか

し、 フラジール形試験機 3)やKES法通気度試験機 4)は、高価で操作も困難であることから学校教育

において使用することは困難である｡そのため、布地の通気性を測定するための簡便法が中橋 5),6)・

日下部 7),8)により報告されている。筆者らはこれらの簡便法を改良し、「ペーパー法による通気性簡

便測定装置」9)の開発を試み、学習効果が高まることを明らかにした。しかし、ペーパー法は、ヘ

アドライヤーを用いるため、その調達とともに教室内の電源の確保が必要であり、学習者の誤作動 

―――――――― 

*聖徳大学児童学部(非)  **東京学芸大学附属小金井中学校  ***茨城大学教育学部 
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による火傷(熱風)が考えられる。 

小学校家庭科教科書 10),11)では、通気性の実験教材の紹介として、トイレットペーパー芯など既製

の筒先に布を被せ，筒口から紙に息をふきかけ、目の粗さを変えた布による紙の動きを見る方法が

記載されている。この方法は、衛生上の配慮から、班の数分あるいは、学級人数分のトイレットペ

ーパー芯などの準備が必要であること、芯が使い捨てになることなどの短所がみられた。一方、中

学校技術・家庭教科書(家庭分野)12),13),14) 及び高等学校家庭科教科書 15),16)では、通気性の実験教材

に関する記載は皆無で、通気性の記述表現に留まっているにすぎない。 

そこで、身近な材料を使用して製作でき、測定操作が容易で、通気性を数量化・可視化できる通

気性簡便測定装置の開発を試みた。注射筒（プラスチック製）の筒先を実験試料で覆い、空気を押

し出すと、注射筒の前方に設置した的が移動する。的の移動距離から通気性の比較を試みた方法で

ある。なお、注射筒(syringe)を用いることから、注射筒を用いた通気性簡便測定装置を「シリンジ

法」と名付けた（以下、シリンジ法と略す）。 

 

 

シリンジ法の概要 

 

１ シリンジ法による通気性簡便測定装置開発の方針    

  シリンジ法による通気性簡便装置の製作にあたっては、 以下の事項を考慮した｡ 

(1) 実験装置の製作・組み立てについて、 ① 身近にある材料・用具で製作でき、安価であること。 

② 設置・組み立てが、安全に簡便にできること。 

(2) 実験装置の操作性として、 ① 多様な試料に対応できること。② 使用しやすく、測定が簡便に

でき、可視化できること。③ 繰り返し使用できること。④ 電気設備を必要としないこと。  

(3) 実験装置として、精度が高いこと。 

(4) 実験装置の運搬・保管として、① 収納・保管に場所をあまりとらないこと。② 楽に持ち運び

ができること。 

 

２ 実験試料 

 

表１ 実験試料の諸元 

試 料 

 

 

組 成  組 織     厚 さ   糸 密 度     フラジール形法 

(％)        (mm） (本/cm又は段･目/cm)   通気量 

たて  よこ     (cm3/cm2/sec) 

鹿の子編 

ジャージ 

ギンガム 

ポーラー 

ブロード 

サージ 

綿 100  鹿の子編    0.75   10     9          134.2 

綿 100  横メリヤス   0.62   16    14           91.4 

綿 100  平 織        0.23    29    29           52.5 

毛 100  平 織        0.32    24    22           31.4 

綿 100  平 織        0.24    54    27           18.1 

毛 100  綾 織        0.43    30    32            8.7 

 

表１に、実験試料の諸元を示す。実験試料は、児童・生徒が日常、活動着、肌着などに着用して
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いる衣服地を用いた。例えば、鹿の子編はポロシャツに、ジャージはＴシャツや肌着に、ギンガム

はブラウスやワンピースに、ポーラーは夏用学生服のスカートやズボンに、ブロードはワイシャツ

やブラウスに、サージは冬用学生服のブレザーやスカート、ズボンに用いられている。 

実験試料の通気量は、JISで規定されているフラジール形法の通気度試験機（島津製作所製）に

より、各試料を5回測定し、平均したものである。試料は 10cm×10cmに裁断し、シリンジ法に用

いる。 

 

３ シリンジ法の材料・器具 

 

表２  シリンジ法の材料・用具 

材料・用具 備 考 

注射筒 30ml 

測定値読み取り用紙 

的 

輪ゴム 

その他 

SS-30ESZ 胴内径21 mm､先端径2mm､長さ117mm､ 重量23ｇ､@ ￥170 

工作用紙１枚､坪量350g/m２､450mm×319mm､10mm方眼､@￥30 

工作用紙20mm×80mm 

ゴムバンド 太さ1mm､長さ60mm 

定規, 粘着テープ(幅15mm)カッター､はさみ､ 筆記用具 

 

表２に、 シリンジ法の材料・用具を示す。備考欄には、このシリンジ法で実際に使用したもの 

を記した。材料・器具は、身近な日用品の活用及び学校用教材冊子から、購入可能である｡ 

(1) 注射筒 

注射筒は、注射筒10本が 26cm×15 cm×4cm の箱に収まる程の容積で、 学校用教材冊子 2011年

度版（ケニス理科機器 No.840、ナリカサイボックス理科消耗品カタログ Vol.24）から購入可能なプ

ラスチック製注射筒である。２社の冊子には注射器の項目に注射筒が示されている。なお、他に20

ml、50mlを購入したが、予備実験結果と考慮事項から、30mlを採用した。 

(2) 測定値読み取り用紙 

測定値読み取り用紙は、測定値の読み取りを目的とし、工作用紙を２枚使用する。工作用紙の両

端を突き合わせ、900mm×319mmになるように裏面を粘着テープで固定する。 

(3) 的の製作  

図１に、的の製作図を示す。 

的の製作は、測定値読み取り用紙に用いた同

様の工作用紙を20mm×80mmに裁断し、20㎜角

の4面立方体の両端を粘着テープで固定する。

粘着テープで固定した面が上面になるように、

測定値読み取り用紙上に設置し、垂直面の下端

の中点に長さ５㎜の垂線を引く。また、上面の

目印として○印を描く。  

中点に長さ5mmの垂線を引く 

上面の目印として、○印を描く 

図１ 的の製作図 

 

この辺を粘着テープ 

で接着する 

 

 

この面に排出され

た空気があたる 
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４ シリンジ法による実験装置 

                   図２に、シリンジ法による実験装置を示す。シリンジ法に

よる実験装置は、注射筒、測定値読み取り用紙、的、輪ゴ

ムで構成されている。筒先に試料を取り付けた注射筒の前

方に的を設置する。注射筒から排出された空気は、注射筒

の筒先に取り付けた試料を通過して的に当たり、 的が移動

し、その移動距離から試料を通過した風量を判断する。つ

まり、的の移動距離を測定することにより、衣服地の通気

性が数量化でき、通気性の大小を理解し、判断することが               

               できる。 

 

５ 実験方法 

 (1) 測定値読み取り用紙の端を机の端にあわせて、粘着テープでとめる。 

(2) 注射筒の指用つばを机端に垂直にあて置き、外筒に沿って線を２本ひき、注射筒を置く位置

とする。筒先から3cmの位置に・印を付け、的を置く起点位置とする。 

(3) 的の○印面を上に、垂線の下端の中点を、測定値読み取り用紙の起点にあわせて、的を置く。 

(4) 筒先を平らに覆うように、試料を輪ゴムでしっかり取り付ける。外筒の周囲にギャザーがで

きる場合は、細かく均等にして、形状をできるだけ損なわないように配慮する。 

(5) 内筒ストッパーを容量表示（30mlでは30）の目盛りに合わせる。 

(6) 内筒を押し込む力が、常に同一になるように、安定した姿勢で、指用つばを机端にあて、親

指と人差し指で指用つばを押さえ、親指あてに、他方の掌をあてたまま内筒を、一気に押し込

む。移動後の的の中点を読み取り用紙に印を付け、起点からの移動距離を定規で読み取る。 

(7) シリンジ法の実験装置の精度を確かめるために、１種類の試料について、20回測定する。 

 

６ シリンジ法による実験結果と考察 

 表１に、記した６種類の試料の通気性を、 

注射筒30mlを用いて、５に記した実験方法 

で測定した結果、実験机上に設置した測定 

値読み取り用紙の工作用紙は、厚さがある 

ために、測定中にたわまず、破れず使用で 

きた。また、10mm方眼に印刷された罫線を、 

注射筒や的の設置に利用できた。 

(1) シリンジ法による測定値 

図３に、シリンジ法による測定値を示す。 

20回測定した移動距離は、鹿の子編は、 

平均43.3cm(最小値 38.7cm、最大値 47.7cm、 

標準偏差2.68)、ジャージは、平均25.5cm 

(最小値20.1cm、最大値 29.0cm、標準偏差        図３ シリンジ法による測定値   図３　シリンジ法測定値
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図２ シリンジ法による実験装置 
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2.68)、ギンガムは、平均 14.9cm (最小値11.4cm、最大値 19.1cm、標準偏差2.42)、ポーラーは、

平均9.1cm(最小値7.5cm、最大値10.5cm、標準偏差1.03)、ブロードは、平均5.4cm(最小値3.5cm、

最大値7.1cm、標準偏差 1.03)、サージは、平均1.7cm(最小値0.3cm、最大値3.4cm、標準偏差 

0.90)であった。        

(2) シリンジ法とフラジール形法の通気性 

シリンジ法により測定した数値を、フラジール形法との精度比較を試みた。 

フラジール形法

8.7

18.1

31.4

52.5

91.4

134.2

050100150

サージ

ブロード
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鹿の子編

試料

通気量 (cc/cm
2
/sec)

シリンジ法

1.7
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9.1

14.9

25.5

43.3

0 20 40 60

移動距離 (cm)

 

 

図４に、シリンジ法とフラジ

ール形法の通気性の比較を示

す。シリンジ法は、各試料を 20

回測定した移動距離の平均で

ある。フラジール形法は、JIS

で規定されている通気度試験

機（島津製作所製）で、各試料

を5回測定した通気量の平均で

ある。 

シリンジ法による通気性の

順序は、大きい順に、鹿の子編、

ジャージ、ギンガム、ポーラー、

ブロード、サージであった。シ

リンジ法の測定順位は、フラジ

ール形法と一致した。 

 

 (3) シリンジ法の移動距離とフラジール形法の通気量

   の関係 

図５に、シリンジ法による移動距離とフラジール 

  形法による通気量の関係を示す。図５は、フラジール 

形法による通気量を基準とし、ｘ軸にフラジール形 

法による通気量を示し、ｙ軸に、シリンジ法による 

20回測定した移動距離の平均をとり、一次回帰式で示 

すとｙ=0.319x-1.25となる。なお、決定係数が 0.996

  と高い信頼性を得ることができた。 

以上の結果から、シリンジ法では、移動距離の大き 

い試料は、通気性がよく、移動距離の小さい試料は、 

通気性が悪いことが判断できた。シリンジ法の全試料 

の通気性の順序は、フラジール形法と一致しており、 

簡便法としては精度の高い成果を得ることができた。   試料を学校の実態に即して選定し、測定

回数を5回にしぼることなどにより一単位時間内で実 
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図４ シリンジ法とフラジール形法の通気性の比較 

     

図５  シリンジ法による移動距離 

とフラジール形法による通 

気量の関係 
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験・結果の整理が可能であると推察される。このため、家庭科授業における通気性の実験教具とし

て活用できる教具であると判断した。                    

                  

                                                     

まとめ 

                                                              

家庭科授業に導入可能な、被服実験教具として通気性簡便測定装置の開発を目的に、プラスチッ

ク製注射筒(30ｍｌ）を用いた実験装置を製作し、シリンジ法の開発を試みた結果、以下のような知

見を得た。 

１） シリンジ法による実験装置の製作では、身近にある安価な材料・用具で、容易に、安全に製作

でき簡便に、実験装置の組み立て・設置ができる。 

２） 実験装置の操作性では、多様な試料に対応でき、試料の通気性の大小を、短時間に可視化でき

る。実験装置は電気設備を必要とせず、測定が安全・簡便にでき、操作しやすく、繰り返し使用

できる。また、試料を学校の実態に即して選定し、測定回数を 5回にしぼることなどにより一単

位時間内で、実験・結果の整理が可能であると推察される。 

３） 実験装置は，容積が小さく、軽量であるために、持ち運びが楽にでき、収納・保管に手間がか

からず、あまり保管場所をとらない。 

４） シリンジ法とフラジール形法の通気性の測定の結果、シリンジ法の全試料の通気性の順序は、

フラジール形法と一致した。シリンジ法は通気性簡便測定装置としては、精度が高く信頼性があ

ることが認められる。 

 

以上のことから、シリンジ法は、通気性簡便測定装置として精度の高い成果を得られ、総合的見

地から家庭科授業における実験教具の一つとして採用され、活用できる教具であると判断した。 

今後、さらに、授業実践を通してワークシートの開発などを行っていきたい。 
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通気量(cm３/cm2/sec)を求めるものである。試料を通過する通気量が多くなると測定値が大きくなり、通 

気度が大きくなる。ちなみに、フラジール形による通気度試験機の単価は￥820,000からである。 
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中学生のライティング活動中における過去形の正確性を高めるた

めの修正フィードバックの効果と学習者の習熟度との関係について 

 

 

西 尾 直 美＊ ・ 猪 井 新 一＊＊ 

(2012年9月15日受理) 

 

 

Effects of Corrective Feedback and Learners’ Proficiency Levels on Japanese Junior High 

School Students’ Accuracy in the Use of English Past Tense Forms 

 

Naomi NISHIO and Shin’ichi INOI 

 

 

キーワード：修正フィードバック，過去形，習熟度 

 

本論の目的は、日本の英語科学習指導における英作文の活動を通して、生徒の過去形の間違いに対する教師の口頭に

よる修正フィードバックの効果が、生徒の学習習熟度の違いによって異なるかを検証することである。本調査から、メタ言語

フィードバックは、習熟度が上位に位置する生徒に、リキャストは中位の生徒に効果があるのではないかという結果がもたら

された。下位の生徒にとって、アウトプット活動は難易度が高く、教師の言語的なフィードバックは理解が困難だったことから

効果は期待できないことが分かった。生徒の学習習熟度の違いで、効果的な修正フィードバックタイプが異なることから、生

徒の習熟度と効果的な修正フィードバックのさらなる調査研究が必要であると思われる。 

 

はじめに 

 

平成 24 年度から本施行された中学校での新学習指導要領・外国語編における最たる改定点は、

言語をつかさどる「４技能の総合的な指導」を教師が実践していく重要性を明示化したことであろ

う。旧学習指導要領では、コミュニケーション能力の育成に重点を置き、「聞くこと」「話すこと」

を中心とした音声による言語活動についての実践研究が積極的に発表されてきた。小学校外国国語

活動の導入も伴い、中学校の英語科学習においては、今まで軽視されがちであった「読むこと」「書

くこと」による言語活動の実践研究を、今後はより充実させることが求められていると解釈するこ

とができる。本調査では、日本の中学生が英語を「書くこと」を主眼とした学習活動に焦点を充て

た実験と分析を試みることにした。 

―――――――――― 

*茨城県守谷市立御所ケ丘中学校  **茨城大学教育学部  
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 近年の研究では、意味伝達を中心とした外国語教授法（コミュニカティブ教授法）の中で、必要

に応じて学習者の注意を言語形式に向けさせることの重要性が、教室内の第２言語習得(SLA)研究

によって明らかにされている(Doughty & Williams, 1988)。このような教授法はフォーカス・オン・

フォーム(Focus on Form – FonF)と呼ばれ、同じコミュニカティブ教授法の１つである、意味理解

を重視するフォーカス・オン・ミーニング(Focus on Meaning – FonM)とは区別される。FonFで

は、学習者が産出する言語的な間違い（以下、「エラー」と表記）に対して、教師や他の学習者が与

えるさまざまな修正フィードバックにより、学習者の言語形式使用の正確性を高める指導方法が報

告されている(Doughty & Varela, 1998)。これらの多くは、SLAの学習環境においての研究実践が

多く報告され、一方、日本の公教育のような英語を外国語として学ぶ(EFL)学習環境での事例は圧

倒的に少ない。また本調査は、日常の授業内における実践研究を目的としているため、「書く」活動

において生徒が産出したエラーに対して、教師の口頭による修正フィードバック(Corrective 

Feedback –FB)を生徒に与えることにした。どのタイプのFBが、またどのような生徒に対して最

も効果があるのかを本稿では検証する。 

 

研究の方法 

 

1. 目的 

日本の英語科学習指導における英作文の活動を通して、生徒の過去形のエラーに対する教師の 

口頭による修正フィードバックタイプの効果の違い、また、その効果と生徒の英語科学習における

習熟度の関係について研究調査をする。 

 

2. 調査の方法 

1) 被験者 

調査の対象となるのは、茨城県内の公立中学校第３学年に属する生徒95人（男子50人、女子

45人）である。３つの学級を抽出し、それぞれの学級は30～33人で構成されている。生徒数と英

語科学習における習熟度の内訳は、表1と表２の通りである。 

 

表１ 学級ごとの被験者数                表２ 習熟度ごとの被験者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の生徒数は、本調査に関わるすべてのテストと実験授業を受けた生徒の数である。これらい

ずれかの１つでも記録がない生徒は除外してある。生徒の英語科学習における習熟度は、本調査実
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中位 13
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施前に行った高校入試のための実力テストの英語の点数をデータとして、上位・中位・下位の３つ

に分類した。 

 

2) 調査の手順 

 本調査は、実験群としての２学級と統制群として１学級、計３学級を対象とし、過去形の言語使

用の正確さを測る３回のテスト結果（事前、タスク終了直後、遅延）から、修正フィードバックの

効果と生徒の英語科学習における習熟度の関係性を検証した。事前テストと事後テストの間には、

３つの学級において同様のタスク（ディクトグロス）が週1回、計４回に渡って実験授業の中で生

徒に与えられた。 

調査スケジュールは、表３に示される通りである。 

  

表３ 調査スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) リキャストとメタ言語フィードバック 

 ２つの実験群の学級では、内容中心授業を行う中で生徒が産出した過去形という言語形式のエラ

ーに対して、教師がそれぞれ異なる修正フィードバックを施した。実験群Ⅰではリキャスト(recast)、

実験群Ⅱではメタ言語フィードバック（metalinguistic feedback）を教師が集中的に与えた。リキ

ャストとは、学習者のエラーを正しく言い直してあげる明示的な修正方法であり、一方、メタ言語

フィードバックは、学習者のエラーに対して正しい形式を明示せず、言語的なコメントや情報、質

問を与えて修正を促す暗示的修正法である(Lightbown & Spada, 1999)。 

本調査中でのリキャストを与えている教師と生徒とのやり取りの例を、以下に抜粋する。 

 

     [例1] 

教師：ここ、kept。I kept taking photographs. [リキャスト] 

生徒：（エラーを消す）ケプト？ 

教師：k – e – p – t. Kept.  [リキャスト] 

生徒：（ ‘kept’ と書く） 

教師：いいよ。 

 

 教師が生徒のエラーを示し、教師の方から正確な過去形を生徒に伝えることで、生徒に過去形の

言語形式に注目させ、正確な過去形の形式をインプットさせるやり取りである。 

実験群　Ⅰ 実験群　Ⅱ 統制群

（リキャスト） （メタ言語FB） （FonM）

事前テスト 第１週 20分

実験授業　１ 第２週 50分

実験授業　２ 第３週 50分

実験授業　３ 第４週 50分

実験授業　４ 第５週 50分

直後テスト 第６週 20分

遅延テスト 第14週 20分

英作文テストB　「修学旅行の思い出」について

英作文テストA：事前テストと同じテストを実施

英作文テストA　「大学時代の出来事」について

ﾃﾞｨｸﾄｸﾞﾛｽﾀｽｸ「星野道夫①」　と　それぞれのFB

ﾃﾞｨｸﾄｸﾞﾛｽﾀｽｸ「星野道夫②」　と　それぞれのFB

ﾃﾞｨｸﾄｸﾞﾛｽﾀｽｸ「大きな古時計①」とそれぞれのFB

ﾃﾞｨｸﾄｸﾞﾛｽﾀｽｸ「大きな古時計②」とそれぞれのFB

内　　容 週 時間



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 194 - 

以下のようにメタ言語フィードバックを与えた場合は、教師の言語的な情報や質問から、生徒が

自ら正確な過去形を模索しアウトプットするやり取りが展開される。 

 

       [例 2] 

    教師：ねえ、‘keep’ の過去形って知ってる？ ‘keeped’じゃないよ。 [メタ言語FB] 

    生徒：（エラーを消す） 

    教師： ‘keep’ っていう動詞はさ、不規則動詞だよね。 [メタ言語FB] 

    生徒：キープト。 

    教師：おしい。もうちょっと短く言ってごらん。４文字。  [メタ言語FB] 

    生徒：キープト、キプト。 

    教師：ちがう。過去形だって。「イ」を「エ」に変えてごらんよ。 [メタ言語FB] 

    生徒：kept 

    教師：よし、できた。 

                                   

２つの実験群とも、生徒は、教師から意味内容と過去形のエラーに対する異なるフィードバック

が個別に与えられ、授業の終末段階では、教師による生徒全体に同様のフィードバックが再度与え

られた。 

一方、これらの修正フィードバックに対して統制群で与えられるフィードバックは、以下のよう

な意味内容に注目した教師と生徒のやり取りが展開される。 

 

     [例3] 

   教師：え？星野さんは大学時代にアラスカに行ったの？ほんと？ [FonM] 

   生徒：そう聞こえた。 

   教師：大学生では行ってないよ。でも、大学時代にアラスカへ 

行くために何かしたんだよね。          [FonM] 

   生徒：手紙。手紙書いた。 

   教師：そうそうそう。 

 

統制群では、タスクの内容理解におけるフィードバックが集中的に与えられ(FonM)、目標言語形

式である過去形の生徒のエラーに対する教師のフィードバックは与えないように努めた。あくまで

も、タスクの内容理解を促すフィードバックを個別、終末の全体指導でも行った。教師が生徒に与

えるフィードバックタイプは異なるが、教師と生徒あるいは生徒同士が口頭によるインタラクショ

ンを通して、生徒が産出したエラーに修正が行われていることは、すべてのグループの共通点であ

る。 

 

4) 実験授業のタスク：ディクトグロス(dictogloss) 

 事前テストとその後の２回の事後テストの間に実施された実験授業では、ディクトグロスという

タスクが用いられた。 
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ディクトグロスとは、アウトプット活動の１つとして言語学習に取り入れられている学習活動で

ある。学習者は、具体的に次のような順序で学習を進める。まず学習者は、ある程度の長さの文章

を聞きメモをとる。その後、そのメモを持ち寄り、他の学習者と協働で聞いた文章を再生する。そ

の間に教師や他の生徒とのやり取りを通して、算出した文章を加筆、修正しながら完成させる。活

動の終わりには、教師から意味内容や言語形式についてのフィードバックが与えられる。 

この学習活動を通して、学習者は文章の内容について予想し、かつある目標言語形式に気づくこ

とも可能となる。さらに学習者は、表現する内容に戸惑うことなくアウトプット活動に取り組むこ

とができると考えられている(Swain, 1998)。 

 本調査では、生徒に過去形の言語形式に注目させるために、そして、自然に英語を書く活動へ生

徒を促すために、２つのストーリーから成る４つのディクトグロスタスクを用意した。日本の有名

な写真家の一生を描いた物語 ‘A Photographer, Michio Hoshino’と、「大きな古時計」の歌が生まれ

た実話  ‘A Story of an Old Clock’を採用した。これらの２つの物語は、日本の中学生に親しみやす

い教材として教科書でも採用されている物語であり、内容も想像しやすいことが期待できる。また、

それぞれのタスクには、５から８個の規則動詞及び不規則動詞の過去形を用いることが、生徒に課

せられるタスクとなっている。また、生徒の内容理解の一助となるように、読み聞かせによる内容

提示だけでなく、黒板にその物語の内容に関する挿絵を貼る工夫を施した。このようなタスクを生

徒に課すことで、どの教室においても、教師は本調査のねらいに応じたフィードバックを与える頻

度を自然と高めることが可能となった。 

 教師のフィードバックによる生徒とのやり取りが伴うこれら４つの授業実験の様子はビデオに録

画し、その後活字化し調査結果の分析資料とした。 

 

5) 英作文テスト（事前、直後、遅延テスト） 

 この３つのテストを実施した目的は、過去形という言語形式に注目した教師による修正フィード

バックが、生徒が過去形を正確に書けるようになることに貢献しているかどうか、その変容を確か

めるためである。よりその効果の是非を確かめるために、実験授業の事前テストと授業終了後８週

間後に行った遅延テストは、同じ内容のテストを実施した。 

 それぞれのテストには、規則動詞と不規則動詞の過去形を算出しなければならない場面が母語（日

本語）で生徒に与えられた。事前と遅延テストに用いられたテストは、筆者が大学時代に起きた出

来事 ‘A Happening in College’ について、そして直後のテストは、修学旅行の思い出 ‘Memory of 

School Excursion’ という内容での出題にした。どちらも生徒にとっても身近な内容となっている。

また、母語で与えられた場面説明とともに、生徒が動詞の過去形という言語形式に注目しながらテ

ストの取り組むことができるように、生徒に書いてほしい動詞は、紙面上に原形を列挙した。 

 

6) テストの採点方法 

 生徒が産出した動詞の過去形の点数化は、３・１・０点という３種類で分類した。主語と動詞が

文法的に呼応していること（文として成立している）を採点上の前提とした。以下に、具体例とと

もに採点基準を説明する。 

３点として採点した文例は、動詞の過去形が正確に書かれていることである(A-1)。主語と動詞が
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文法的に呼応していることという前提条件と動詞の過去形が正確に書かれていれば、他の文法的エ

ラーに関しては採点に影響させないことにした(A-2)。１点として解釈した文例は、過去形が不正確

ではあるが、正確な過去形により近い形式で、意味を表現しようとしていると判断された例である

(B)。和泉(2009)は、学習者がすぐに完璧な正確さを身につけることが稀であるという発達過程を考

え、習得の多少のエラーも考慮して採点をする中間言語採点法(interlanguage scoring)の重要性を

述べているが、本調査では、動詞の過去形を学習しはじめて１年以上も経過している生徒たちであ

るため、中間言語採点法ではエラーとみなさない文例も、あえて１点の配点として分析を試みた。

最後に、(C)の例のように動詞が過去形として書かれていない表現を、０点として捉え、点数化した。 

 

(A-1)    I understood a lot of Japanese cultures in Kyoto. 

         (A-2)   *I went to book shope. 

         (B)     *I payed 2,000 yen. 

                 *I was drived a car yesterday. 

                 *I keeped to talk with my friends for a long time. 

         (C)     *My brother help me. 

 

 

結果と考察 

 

 上記の方法により生徒が書いた過去形を点数化した数値は、さらにZ 値（z-score）として変換さ

れた。Z 値とは、調査に用いられた複数のテストにおいて、問題数や配点等、条件が一致しないと

き、もとの点数を標準化した数値のことを意味する。したがってZ値を用いることで、条件の異な

るテストも比較分析することができるようになる。本調査で用いられた２種類のテストも、問題数

が異なっていたため、３回のテストの点数を、すべてこの標準化されたZ値を用いて統計処理（SPSS 

ver.8）を行った。 

 

1) メタ言語フィードバックが過去形産出の正確性を高める可能性 

 表４は、実験授業を実施した教室ごとの、事前、（実験授業）直後、そして実験授業から８週間後

の遅延テストの平均点と標準偏差をまとめたものであり、図1のようにグラフ化することができる。

この記述統計から、過去形という言語形式に対するリキャストとメタ言語フィードバックを生徒に

与えた２つのグループ（実験群）が、意味内容に関するフィードバックに重点をおいた統制群より

も、事後テストの点数の伸びが大きいことが視覚的にも分かる。 

 

表４ FBタイプの違いによるテストの平均点と標準偏差 

 

  

 

 

FBタイプ M SD M SD M SD

リキャスト(n=32) -.35 .95 -.06 1.03  .19 1.09

メタ言語FB (n=30) -.05 .90  .31 1.04  .59   .95

実験群：FonM (n=33) -.32 .83 -.22   .88 -.01 1.03

事前テスト 直後テスト 遅延テスト
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図１ FBの違いによるテストの平均点 

 

 その後の反復測定による分散分析(ANOVA)による統計解析の結果（表５）より、グループ（２つ

の実験群と統制群）の主効果が５％水準で有意であった F (2, 86)= .02, p <.05. また、テストを行

った時間の経過とグループにおける交互作用も同水準で有意であった F (2, 86)=4.28, p =.05. 

  

表５ 分散分析表 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        注）時間：事前、直後、事後テスト 

             グループ：リキャスト、メタ言語FB（実験群）、FonM（統制群） 

             習熟度：上位、中位、下位 

 

 

さらに、Tukey法を用いた事後比較により、グループの主効果では、メタ言語フィードバックが

リキャストグループや統制群に対して統計的に有意に高いことが分かった。時間とグループによる

交互作用の分析のために多重比較を行った結果から、メタ言語フィードバックは、実験授業直後の

テストと遅延テストと両時期において有意差が認められた。これらのことから、メタ言語フィード

バックの効果は、実験後ずっと維持されていたと考えることができる。 

 しかし、ではなぜメタ言語フィードバックの効果が、他のグループより有意に維持されたのだろ

うか。日本の公立中学校では、さまざまな学習能力をもった生徒が、同じ空間で同様の学習活動に

取り組んでいる。特に、日本の中学生にとって、英語科学習は得手不得手がはっきりとしており、

その習熟度の差も大きいであろうと考えられる教科のひとつである（Benesse教育研究開発センタ

ー, 2007）。英語学習に対する意識や能力に大きな差がある学習者が存在する教室内のすべての生徒

に、メタ言語フィードバックが有効であると支持することができるのだろうか。以上のことから、

本調査において、修正フィードバックの効果と生徒の英語科学習における習熟度との関係性を検証

変動要因 df F p

時間 (T)   1 113.51 .00

時間 × グループ （T x G)   2     4.28   .02*

時間 × 習熟度 (T x P)   2     11.85   .00*

時間 × グループ × 習熟度 (T x G x P)   4       .72 .58

残差 86

切片   1

グループ (G)   2      6.08  .00*

習熟度 (P)   2  123.46  .00*

残差 86

被験者内

被験者間
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してみることは、非常に興味深いと考える。したがって、次の項でそれを検証しメタ言語フィード

バックの効果の原因とともに考察することにする。 

 

2) 英語科学習における習熟度と修正フィードバックの効果 

表６の習熟度に関する記述統計からも、時間を追うごとにテストの平均点を上昇させているのは、

習熟度が高いもしくは中位に属している生徒であることが分かる。そのことは、図２が視覚的にも

明確に表している。実験授業を行った事後の２回のテストの点数の伸びが、下位に属する生徒たち

はほぼ横ばいであることが一目瞭然である。 

 

表６ 習熟度の違いによるテストの平均点と標準偏差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図２ 習熟度の違いによるテストの平均点 

 

前述した表５に、再度目を向けることにする。この統計結果から、生徒の英語科学習の習熟度に

着眼すると、その主効果もグループと同様に５％水準で有意であったことが分かる、F (2, 

86)=123.46, p <.05. そして、時間と習熟度の相互作用も同水準で有意であった、F (2,86)=11.85,   

p <.05. 相互作用を及ぼしている条件は、Tukey 法による事後比較から、生徒の上位、中位、そし

て下位というすべての習熟度において有意な差が見られた。つまり、本調査前から、英語科学習に

おける習熟度が高い生徒ほど、動詞の過去形を正確に書くことができるために、修正フィードバッ

クの効果があったのだろうと推論することができる。 

 

3) 教師と生徒とのインタラクション 

 英語科学習の習熟度が下位に属する生徒と教師のやりとりの記録を検証していると、教師との口

頭によるインタラクションが成立していないことが多いことに気づく。以下の、教師と習熟度が下

位の生徒とのやり取りがその典型である。 

 

 

習熟度 M SD M SD M SD

高 (n=30)    .59 .55    .94 .71  1.09 .37

中 (n=39)   -.21 .65    .03 .67    .48 .80

低 (n=26) -1.26 .36 -1.14 .27 -1.08 .43

事前テスト 直後テスト 遅延テスト



西尾・猪井：過去形の修正フィードバックと学習者の習熟度 

 - 199 - 

      [例4] 

   教師：（ある動詞を指さして）これちがうよ。一般動詞じゃないから。 

       不規則動詞ね。                [メタ言語FB] 

    生徒：（エラーを消す） 

   教師： ‘lose’の過去形覚えようね。 ‘lose’ではないんだよね、 

不規則動詞だから形が変わるんだよ。      [メタ言語FB]  

   生徒：・・・・・。 

   教師：形が変わっちゃうんだけどな・・・。      [メタ言語FB] 

   生徒：・・・・・。 

 

 実験授業後に行ったアンケート調査で、この生徒は「自分は英語の文法が分からないから、先生

が説明しても何を言っているかさっぱりわからなかった」と答えている。同様に、下位に属してい

る生徒のテスト用紙や実験授業で使用したワークシートには、英語で書かれた表現が非常に少なか

った。 

 本調査を通して、ある言語形式に注目しながら意味内容の理解も試みようとする FonF、あるい

は、アウトプット活動により、生徒が他者とのやり取りを通してエラーを修正していく指導法は、

日本の公立中学校において、英語科学習に対する習熟度が下位に属する生徒には効果的ではないこ

とが明らかになった。FonF という教授法は、学ぼうとする言語の初期段階の学習者、つまり言語

的な知識や技能がほとんど身についていないと思いわれる学習者を対象とした教授法としては適し

ておらず、また教師による修正フィードバックも、おそらく効果は期待できないであろうと推察す

ることができる。 

 

4) 上位と中位の生徒に適した修正フィードバック 

 本調査で用いられたフィードバックグループの習熟度別に見るテスト結果は、以下の３つの図に

示される。（図３、４、５） 

  

 

 

 

 

 

 

 

図３ 上位生徒の点数推移   図４ 中位生徒の点数推移   図５ 下位生徒の点数推移 

 

 図３は、習熟度が上位に属する生徒のグループごとのテスト結果である。注目すべきは、リキャ

ストグループのテスト結果が、遅延テストが下方に傾いていることである。つまり、実験授業直後

のテストでの過去形の正確性を維持できていないと言える。一方、メタ言語フィードバックでは、
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テスト結果は時間の経過とともに上昇を続けていることから、このフィードバックの効果は維持で

きていると考えてよいだろう。上位の生徒は、言語的な知識や技能も身についている。このような

生徒たちには、自ら産出した言語的なエラーに言語的な情報や質問を通して気づかせ、正しい言語

形式を自ら導くメタ言語フィードバックが効果的であると考えられるのではないだろうか。 

 習熟度が中位に位置する生徒のテスト結果が、図４に示されている。特筆すべきは、リキャスト

グループの遅延テストの結果の伸びの大きさである。中位の生徒は、上位の生徒と比べると多少言

語的な知識や技能が劣るといってよい。過去形に知識はもっているが、その知識をアウトプット活

動で活用する能力がまだ身についていない可能性は大いにある。このような生徒には、正しい言語

形式を教師から頻繁にインプットされて習得を目指すことができるリキャストが適しているのかも

知れないと推測することができる。 

 下位の生徒に関しては前項で分析した通りである。図５を見て分かる通り、直後テストのリキャ

ストグループの伸び、そして遅延テストでのメタ言語フィードバックグループの点数の上昇が顕著

に目立つ。生徒一人一人のテスト結果を見ると、リキャストやメタ言語フィードバックグループの

下位に属する生徒は、配点を３点として見なした正しい過去形を書けるようにはまだ至らないが、

過去形を意識して過去形に近い形で書いた動詞の数が事後テストでは増加している。遅延テストで

のメタ言語フィードバックグループの著しい点数の上昇の原因は、修正フィードバックの効果とい

うよりも、高校進学を目標と受験勉強を行っている被験者自身の学習効果が一因であると考えられ

る。 

 

まとめと課題 

 

 本調査を通して、中学生のライティング活動中における過去形の正確性を高めるための修正フィ

ードバックの効果と学習者の習熟度との関係について明らかになったことは、生徒の英語科学習の

習熟度の違いによって、効果的な教授法や修正フィードバックタイプが異なるということである。 

 

1. メタ言語フィードバックは、実験授業直後と遅延テストにおいて、リキャストや意味内容に注

目したフィードバックより統計的に有意であった。ただし、その効果は、英語科学習の習熟度

が高い群に属している生徒に特に効果的であると言える。言語的な知識や技能を身につけてい

る生徒には、ある言語形式に注目しアウトプット活動を通して自ら言語的なエラーに気づき修

正することができるFonFやメタ言語フィードバックが有効であろう。 

2. リキャストは、正しい言語形式をインプットすることができるため、言語的な知識は身につけ

ているが、その知識を活用する力がまだ十分に身についていないと考えられる習熟度が中位に

属する生徒により効果的と言える。 

3. 習熟度が低いとされる生徒は、言語形式に注目したアウトプット活動での効果はあまり期待で

きない。FonF や修正フィードバックの効果を得るためには、生徒にもある程度の言語的な知

識や技能が必要である。 

 

 本調査において、習熟度が低いとされる生徒に効果的な教授法や修正フィードバックタイプを導
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き出すことはできなかった。また、本調査で取り上げた言語形式は過去形であったが、他の言語形

式で同様の結果が得られるとは確証することはできない。これらは今後の課題として、まだ調査の

余地が多く残されている。 

 FonF のようなある言語形式に注目させ、自分の産出したエラーに気付きと修正を促すフィード

バックが生徒の言語習得に効果をもたらすためには、生徒にある程度の言語的な知識や技能が必要

とされることが明らかになったことも本調査の大きな収穫である。新学習指導要領では、文法と言

語活動を効果的に関連付けて指導することが強調されている（文部科学省, 2008）。本調査で用いた

FonF は、まさに４技能をバランスよく高めることが可能な教授法の１つであろう。さらに具体的

に中学校のどの段階で、どれだけの言語的な知識や技能が身についている必要があるのかを、調査

研究することが重要であろう。 
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各学校の保健室には様々な掲示物が掲示されている。それらの掲示物は、保健室経営者である養護教諭が保健室経営

方針に基づき、学校保健目標の達成や保健室経営のねらいの達成を目指して作成し、提示する教育媒体（教材）である。養

護実習の学習課題に掲示物作成が含まれており、事前指導を行うことが大切である。保健室掲示物の意義・目的を押さえ、

教材研究を積み重ねることは、より実質性の高い事前指導の実施と、学生の実践力育成につながるものと思われる。 

本研究は、本学養護教諭養成課程 2年次対象の 2010年度及び 2011年度の後期「養護活動実習Ⅰ」（選択科目）におい

て課した養護実習事前学習としての保健室掲示物作成を対象として、2010年度36例、2011年度39例、計75例の作品を分

析し、学生が作成する掲示物の傾向を捉えるとともに、今後の指導に向けた課題や改善策を明らかにすることを目的とする。   

掲示物の分類では、A:保健指導型が 42.7%と最も多く、次いでB:実験型（14.7%）、C:広報・伝達型（13.3%）が続いた。 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

養護教諭は、自校の児童生徒の健康実態の把握のみならず、地域、保護者、教職員の子どもの健

康に関する願いや保健室への要望を捉えて保健室を経営し、養護活動を展開している。養護教諭が

保健室から発信する教育的媒体には、保健だよりとともに掲示物が大きなウエートを占める１）２）。

保健室には掲示物があることが一般的であるが、掲示物を詳細に分析した研究は少ない。一方掲示

物実践の紹介は散見される３）４）。木下５）は、掲示物は養護教諭の創造性が遺憾なく発揮できる領域

だとして、作り手（養護教諭）と受け手（子ども）との双方向性の交流を育む作品づくりを行って

いる。小中学校における掲示スペースは教育上重要な位置を占めているにもかかわらず、明確な指

針が示されていない６）ことから建築学の立場からは、壁面活用の視点（面積や材料等）７）や掲示物

の内容と児童の視線との関連８）、生徒の行動変化との関連９）、掲示物の分類６）がなされていて示唆 

―――――――― 

*茨城大学教育学部   
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表２ 掲示物に関する指導過程 

授業計画 指導内容 

３）養護実習の内容と方法 
掲示物について（目的、対象、用途、素材等） 

掲示物企画書の作成・提出 

４）～１５） 
1 回 3 名程度の発表を行った。発表者は講義室（B311）で

発表後、作成した掲示物を隣室の模擬保健室に掲示した。 

 

表１ 「養護活動実習Ⅰ」の授業概要 

概要 

養護実習は養護教諭養成カリキュラムの中核を占めるものである。間近に迫った

養護実習に向けて、養護の専門家として育つために必要な知識と技術の習得を目

指す。専門となる知識と技術を、学校教育活動の中で展開する具体的な養護活動

に結び付けていく実習を行う。 

到達目標 

養護実習の意義を理解し、心構えを持つことができる。養護実習に必要とされる

基礎・基本となる知識・技術を習得し、実際場面で行動化することができる。学

校教育の一環としての養護活動過程を仮想学校での実習を通して体験し、理論と

技術を統合することができる。 

授業計画 

１） ガイダンス（授業の進め方） 

２） 養護実習の意義と目標 

３） 養護実習の内容と方法 

４） 事前準備と心構え 

５） 教育計画と学校組織 

６） 学校保健計画 

７） 学校安全計画 

８） 学校の生活と環境 

９） 保健室経営計画 

１０） 健康管理体制 

１１） 保健室来室者への対応 

１２） 健康相談活動 

１３） 集団対象の保健指導 

１４） 健康教育 

１５） 各自の養護実習の目標と計画作成 

 

に富む。 

そこで本研究では、実習前に学生が作成した掲示物を分析することを通して、事前指導のあり方 

を検討するとともに「養護活動実習Ⅰ」の授業構築の資料を得ることとする。得られた結果から、

授業の課題や改善策を明らかにする。 

 

 

Ⅱ 対象および方法 

 

対象授業は本学養護教諭養成課程 2年次対象の2010年度及び2011年度の後期「養護活動実習Ⅰ」

（選択科目）である。分析対象は本科目の受講生 79名（2010年度36名、2011年度39名）が作成

した掲示物である。なお、2009年度に同授業の中で掲示物作成を行ったが、試行であったため本研

究では対象に含めない。 

研究期間は、2010年10

月～2012年3月である。

分析方法は、掲示物を

撮影しデータとして、

テーマ、形状、素材、

色、用途の視点で分析

した。なお、本授業の

概要は表１のとおりで 

ある。本研究では、授 

業計画３）養護実習の 

内容と方法の一項目と 

して掲示物の作成を課 

した。掲示物に関する 

指導過程は表２のとお 

りである。 

 倫理的配慮として、 

受講生に対しては、1 

年次の授業始めに筆者

担当の全授業の記録と 

提出物等について、授 

業改善のために分析す 

ることがあることを口 

頭と文書で説明し、了 

解を得た。 
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Ⅲ 結果 

 

１．掲示物の概要 

2010年度受講生36名の掲示物の概要を表３に、2011年度受講生 39名の掲示物の概要を表４に示

した。さらに掲示物の分類を表５に示した。 

表３ 掲示物の概要（2010）n=36 

No. テーマ 形状 素材 色 用途 型 

1 ゆっくり休んでね 休養を知らせるパネル 柔らかいネル素材、刺繍 淡色 ひよこがアクセント G 

2 かたぶさができるまで 絵本 色画用紙、マジック  立体的に貼っている A 

3 心の相談室予約カード カードを入れるボックス フェルト、レースの花 淡色 秘密が守られる C 

4 きゅうきゅうばこ 説明付きのテープや包帯 色画用紙（丸形）に貼っている 淡色 裏返すと説明文 A 

 5 食べ物迷路 箱、食道～小腸、構造図 色画用紙で立体的 明色 ビー玉を転がす B 

 6 養護教諭の居場所 表示板 コルクボード、色画用紙、クレヨン 淡色 ピンで示す C 

 7 ものしりはかせになろう！ クイズ、ノート型 スケッチブック  裏に答え A 

 8 あさごはんたべよう 壁に貼る 色画用紙で立体的 明色 食べ物カードを選ぶ A 

 9 心臓、手の汚れ 解剖 色軍手に血管つける、汚れは刺繍  握ると心臓の形 B 

10 保健委員さんへ 掲示板 ホワイトボードに子どもの絵  連絡事項を書き換える C 

11 RICE 掲示物 発砲スチロールで立体的、マジック 明色 説明 A 

12 RICE をやってみよう 掲示物 女の子に包帯・氷水を貼る  マジックテープで着脱 A 

13 食物 掲示物 色画用紙、食品のカード  貼る A 

14 ねえ、知ってる ボード ホワイトボードにカーテン付き  書き換える A 

15 ちょうしょくをたべよう 壁に貼る 色画用紙とフェルト 明色 マジックテープで着脱 A 

16 健康診断はなんでやるの？ 掲示物 色画用紙、マジック  ○×式でめくると答え A 

17 パズル ジグソーパズル 厚紙  完成するとメッセージ B 

18 どんなきもち 掲示物 ハート色画用紙（ニコニコぷんぷん） 明色 めくるとアドバイス Ｄ 

19 おともだちがねています パネル フェルト、アップリケ、刺繍 淡色 くまさんがお願い H 

20 9 月 9 日は救急の日 ボード コルクボード、色画用紙、フェルト  めくると説明 A 

21 ゆっくり休んでね ぬいぐるみ 手作りぬいぐるみ、パネル  くまがパネルを持つ G 

22 健康おみくじ 掲示物 ボックス、色画用紙  ひくとアドバイス E 

23 小腸をのぞいてみよう ボックス 指サック、のぞき窓 明色 覗くとｻｯｸがびっしり B 

24 見てみよう！保健室の様子 ボード コルクボード、花の形の折り紙  人数を花で表現 C 

25 すききらいしないで 掲示物 色画用紙、食品  食品を貼る A 

26 朝のみじたくを整えよう 掲示物 フェルト、毛糸、みじたくセット 暖色 女の子にみじたくする B 

27 そうだんちゅう パネル 布、フェルト  くまがプレートを持つ H 

28 かぜを予防しよう 掲示物 色画用紙  説明文 A 

29 お魚さんどっち向いてる？ 掲示物 大小さまざまな魚  視力ごとのアドバイス B 

30 歯を大切に 掲示物 立体的な男の子の顔 明色 口を開けると歯の構造 A 

31 はみがきをしよう 掲示物 色画用紙  虫歯の成り立ち説明 A 

32 日やけってなあに？ 掲示物 色画用紙  日やけの過程説明 A 

33 毎日みがいてきれいな歯 掲示物 色画用紙  歯と子ども A 

34 身長・体重のバランス 掲示物 グラフ  テェックする B 

35 うんち お手玉 1 回の排便量をお手玉で表現  説明文 B 

36 せいくらべをしてみよう 模型 発砲スチロール  きりんにメモり E 

型）A:保健指導型，B：実験型，C:広報・伝達型，D：参加型，E：ためし型，F：癒し型，G：支援型，H：注意喚起型，I：諸表簿型 
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表４ 掲示物の概要（2011）n=39 

No. テーマ 形状 素材 色 用途 型 

1 カゼをひかないようにしよう 掲示物 色画用紙、咳が飛ぶ長さヒモで表現 明色 口からヒモひく B 

2 おやつについて考えよう 掲示物 マジック、色鉛筆  砂糖の量めくると答え A 

3 正しい姿勢グーチョキパー 掲示物 色軍手に綿をつめ立体的  人の絵に軍手 A 

4 ほけんしつのおやくそく 掲示物 色画用紙 明色 貼って説明 A 

 5 正しい手のあらい方 掲示物、クイズ 色画用紙、マジック  クイズをめくって答え A 

 6 血管の中 プラケース 赤いセロファン、消しゴム  血液の成分 B 

 7 ケガしちゃった 掲示物 色画用紙、きりきず、すりきず  めくる A 

 8 やけどの処置 ４コママンガ、掲示物 色画用紙、クレヨン  物語風 A 

 9 健康テェックをしよう ボード コルクボード、色画用紙、フェルト  顔、ほけんだより掲示 E 

10 なぜ子どもの歯ははえかわる 絵本 画用紙  絵と文章 A 

11 いろいろなうんち 掲示物 紙粘土、コルク板  マグネットでくっつく A 

12 冷え性について 箱、シート コルク板に食品の絵  裏に○× D 

13 みんな元気かな？ 掲示物、グラフ 模様入り模造紙、色画用紙  出席者数 C 

14 居場所、お知らせ プレート 厚紙、プレート  かたつむり型、女の子 C 

15 なんでもノート ボード コルク、色画用紙、毛糸（たんぽぽ） 明色 ノートつるしてある D 

16 寝るってこんなに大切！！ 掲示物 模造紙、色画用紙  女の子、説明 A 

17 どうしましたか ノート型 スケッチブック、インデックス  絵、説明 D 

18 くまのぬいぐるみ 置物 手作り 暖色 抱く、触れる F 

19 目の不思議 絵本 スケッチブック、  物語、まんが A 

20 口の中をみてみよう！ 掲示物 画用紙、色画用紙で立体的  口開けると歯 A 

21 インフルエンザ対策をしよう 掲示物 パネル、色紙（ウイルス） 明色 ウイルスが回転する B 

22 はのけんこう 絵本 フェルトで歯  立体的 A 

23 健康診断の結果 掲示物 色画用紙  身長･体重を人型で表現 C 

24 かぜを予防しよう ボード コルクボード  裏にアドバイス A 

25 詩 スタンド 写真立て、フェルト、レース  取り替え可能 F 

26 ほけんしつ居場所 パネル コルクボード、フェルト、レース 淡色 居場所カードを変える C 

27 清潔テェック 掲示物 色画用紙、封筒  中にお手紙 D 

28 かむことイイこと 掲示物 色画用紙、かるたの絵 明色 立体的 A 

29 ○月の保健目標 掲示物 画用紙、ヒモ  ヒモひくと質問カード C 

30 薬にはいろいろな種類がある 絵本 フェルト、マジックテープ 淡色 はがして貼る D 

31 居場所 プレート フェルト、プレート  くまさん、立体的 C 

32 ほけんしつりようきろく ファイル フェルト 明色 けが、びょうき I 

33 こころのこと 絵本 フェルト 淡色 立体的 G 

34 冬を元気にすごすには ボード コルクボード、フェルト  生活振り返り D 

35 さいころクイズ 置物 フェルト 淡色 各面ポケットにクイズ E 

36 おぼえておこう！ケガの手当 掲示物 マジック、絵 明色 ６種類のケガの手当 A 

37 ＨＡＰＰＹおみくじ 置物 箱、フェルト  おみくじをひく E 

38 ほけんしつから ボード コルクボード、ポストイット  意見を書く D 

39 赤ちゃん人形 人形 手作り、綿、布、おもり 肌色 赤ちゃんの重さ F 

   型）A:保健指導型，B：実験型，C:広報・伝達型，D：参加型，E：ためし型，F：癒し型，G：支援型，H：注意喚起型，I：諸表簿型 
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分類 データ テーマ・特徴・工夫点 

A：保健指導型 No.30 

(2010) 

テーマ「歯を大切に」 

特徴・・・模造紙に色画用紙を貼り付け

て立体感を出している。色がはっきりし

て子どもの目を引く。 

工夫点・・・男の子の口を開けると歯の

構造になっている。子どもは開けてびっ

くりする。 

B：実験型  

 

 

 

No.23 

(2010) 

テーマ「小腸をのぞいてみよう」 

特徴・・・箱型に作成して、のぞき穴が

ついている。画用紙に絵を描いて貼って

いるので立体的である。 

工夫点・・・のぞき穴からのぞくと、指

サックがびっしりくっついていて、絨毛

の様子がわかる。 

C：広報・伝達型                 

No.26(2011) 

テーマ「ほけんしつ居場所」 

特徴・・・コルクボードにレースやフェ

ルト、花などを飾るとともにうさぎの絵

で表現して親しみやすい。 

工夫点・・・居場所カードが数枚用意し

てあり、表示を変えることができる。 

表５ 掲示物の分類                                個（％） 

分類（型） 2010年（n=36） 2011年(n=39) 計（n=75） 

A：保健指導型 

B：実験型 

C：広報・伝達型 

D：参加型 

E：ためし型 

F：癒し型 

G：支援型 

H：注意喚起型 

I：諸表簿型 

17(47.2) 

8(22.2) 

4(11.1) 

1( 2.8) 

2( 5.6) 

0 

2( 5.6) 

2( 5.6) 

0 

15(38.5) 

3( 7.7) 

6(15.4) 

    7(17.9) 

    3( 7.7) 

    3( 7.7) 

    1( 2.6) 

    0 

    1( 2.6) 

32(42.7) 

11(14.7) 

10(13.3) 

 8(10.7) 

    5( 6.7) 

    3( 4.0) 

    3( 4.0) 

    2( 2.7) 

    1( 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体でみると、A：保健指導型が 32(42.7%)と最も多くなっており、次いで B：実験型 11(14.7%)、

C：広報・伝達型10(13.3%)、D：参加型8(10.7%)と続いた。年度比較では、2010年度は A型、B型、

G：支援型、H：注意喚起型が多く、2011年度はC型、D型、E：ためし型、F:癒し型、I：諸表簿型

が多かった。 

 形状別では、全体に掲示物 32(42.7%)が最も多く、次いでボード 8(10.7%)、絵本 6(8.0%)が続い

た。 

２．分類ごとの具体例と工夫点 

 各分類ごとに特徴的なものを一つずつ取り上げ、テーマ、特徴、工夫点を表６にまとめた。 

 

   表６ 分類別掲示物例示とテーマ・特徴・工夫点 
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D：参加型  

 

 

No.38(2011) 

テーマ「ほけんしつから」 

特徴・・・コルクボードに今月の目標を

掲示できるようになっている。みんなで

かんがえようと呼びかける。 

工夫点・・・保健室からの呼びかけに子

どもが自分の考えや意見、質問をポスト

イットに書いて貼ることができる。 

E：ためし型 

No.35(2011) 

テーマ「さいころクイズ」 

特徴：フェルトでできていて、感触が柔

らかい。各面にポケットがあり、クイズ

が書いてある。 

工夫点・・・クイズの裏に答えが書いて

ある。クイズは差し替えができる。 

F：癒し型 

No.39(2011) 

テーマ「赤ちゃん人形」 

特徴・・・手作り人形。肌色で柔らかい

素材でできている。抱くことができる。 

工夫点・・・砂をおもりにして、赤ちゃ

んの体重とほぼ同じ重さにしてある。抱

くことによって、赤ちゃんの重さを実感

し、命を大切に扱うことを自然に学ぶ。 

G：支援型 

No.33(2011) 

テーマ「こころのこと」 

特徴・・・絵本になっている。フェルト

と淡い色で暖かい印象になっている。 

工夫点・・・今の気持ちを選んでもらい、

めくるとアドバイスがわかりやすい言葉

でつづられている。 

H：注意喚起型 

No.19(2010) 

テーマ「おともだちがねています」 

特徴：パネルを柔らかい布でくるみ、フ

ェルトでアップリケにしている。 

工夫点・・・クマさんがそっと教えてく

れていることで、静かにしなくてはいけ

ないことを、子どもが気づけるような配

慮がなされている。 

I：諸表簿型  

 

No.32 

(2011) 

テーマ「ほけんしつりようきろく」 

特徴・・・市販のファイルを色画用紙で

くるんで色分けしている。動物や文字を

フェルトでアップリケしている。 

工夫点・・・びょうきとけがと分けてい

る。記入例を表紙に見やすく示すことで、

子どもは記入しやすい。 
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Ⅳ 考察 

 

保健室掲示物は子どもたちにとって保健のこと、からだのことを学ぶ教材である 10）。教材とは、

「ある人が何かを教えようと考えて、そのための材料として用意するもの」を意味する 11）。保健室

は子どもの健康に関する情報が集積される場所であり、いわばオリジナルデータの宝庫であり、そ

れをいかに活用すべきかをつねに念頭に置くべきである 12）。すなわち自校の子どもたちをどう育て

たいのか（養護の目標）と養護実践をつなぐ橋渡し 13）の一つとして掲示物（教材）を捉えなければ

ならない。対象授業の「養護活動実習Ⅰ」では、愛知教育大学後藤が先駆的に始めた仮想学校 14）15）

を参考に仮想小学校を設定して、そこを舞台として養護活動を展開することに主眼を置いている。 

学生が設定した学校は、2010年度はにじいろ小学校、2011年度はたんぽぽ小学校であった。授業

の中で、学校を取り巻く環境や子どもたちの居住地域の特徴、保護者の職業などを仮想で設定し、

学校の概要（児童数、学級数、職員数など）を決め、学校教育目標、学校保健目標、学校安全目標

を設定する。そして、校務分掌を割り振りし、校長、教頭、事務長、養護教諭、各学級担任等を役

割分担する。いずれも立候補で決める。そして、時間割、学校行事を決定したうえで、保健室経営

計画、環境衛生点検、救急体制、保健指導年間計画、薬品簿、保健室利用記録簿など諸表簿を作成

して、少しずつ学校を作り上げていく。その過程で、それぞれの項目の意義や目的等を学習し、理

解を深めていく。学校ができあがると、実際に健康診断（身体測定、視力検査、聴力検査等）を実

施していく。 

 本授業のねらいは、養護活動を机上の理論として学ぶだけでなく、実習へ行く前に仮想小学校で

実習をプレ体験することである。本学での本授業の開講は 2011年度で4年目であり、当初はとまど

う学生の姿が見られたものの、次第に軌道に乗ってきている感がある。授業内容の一項目として掲

示物作成を課している。3 回目の講義の際に前年度の作品をプロジェクターで映して、学生のイメ

ージを高めている。2010年度、2011年度の2カ年の作品を概観すると、以下の 4点があげられる。 

① 保健指導型が最も多く、学生は子どもに伝えたい健康に関する知識を具体化（教材化）しよう

としている。 

② 手にとって触れたりする楽しさを追求する実験型にも関心が高い。 

③ 癒したり、支援する掲示物の場合は、手作り、フェルト、淡色など柔らかい素材が用いられて

いる。 

④ オリジナリティーの優れた作品がみられる。 

 色軍手を握ると心臓の形になったり、箱を覗くと指サックがびっしり付いているなど、発想の豊

かなものがみられる。 

 掲示物は、医学・保健知識に根拠があるものと、子どもの健康実態から出ているものと２つがあ

る 12）が、本授業においては、現実の子どもは存在しないため、学生が掲示物作成にあたって根拠と

するものは前者といえる。しかし、これらの試作は、学生が養護実習に行って、実際に子どもの健

康実態を目の前にして、どのような働きかけをしたらよいかの思考刺激になる可能性が高い。小学

校養護実習反省会で、指導者である養護教諭から学生が作成した掲示物を掲示していますなどの言

葉があり、学生は実習校でも耐えうる掲示物を作成できたといえるだろう。 

 本授業では、学生が1回 3名程度発表する機会を設け、テーマ、目的、用途、素材、作り方、作
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品に込めた願いなどを発表させている。そして、発表後、質疑応答をして作品理解を深めている。

このように公に発表する機会を持つと同時に気づいたことをシェアすること 16）は重要である。しか

し、模擬保健室の掲示壁面が狭い事など課題がある。今後は、できあがった作品管理を改善すると

ともに、授業方法として、企画書の充実 17）と評価方法の検討があげられる。また、堀内ら 18）は児

童生徒の多動傾向に拍車をかける可能性のある掲示物を指摘しており、特別支援教育の視点から保

健室掲示物を研究することが課題であろう。 

 さらに、「養護活動実習Ⅰ」全体の授業研究および授業内容の一項目である保健だよりの分析等今

後行うべきことは山積している。実践力育成を目指したより質の高い授業実践構築のために努力し

ていかなくてはならない。 

 

 

Ⅴ まとめ 

 

 養護実践の範囲は広く、研究が進んでいない領域が多数存在する。養護実習前の実習科目である

「養護活動実習Ⅰ」における仮想学校を舞台とした養護活動の展開を通して、一つ一つの活動を丁

寧に分析して、養護実践の理論化・系統化・構造化を図っていく必要がある。本研究では掲示物を

取り上げた。掲示物については今後も継続的に研究を深めていくとともに、保健だより、ミニ保健

指導、健康診断の進め方、諸表簿、担任との連携の実際など授業内容の諸項目について取り上げて

いきたいと考えている。養護教諭の実践力育成を目指して養成教育の授業研究を推し進めていくこ

とが肝要である。 

最後に、2010年度及び 2011年度本授業受講生の皆様に心より感謝申し上げます。 
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子どものメンタルヘルスに関する研究 

―― 教師の理解を中心に―― 

 

成田 絵里＊ ・ 斉藤 ふくみ＊＊ 

(2012年9月15日受理) 

 

 

A Study on the Mental Health of Children 

― with a Focus on Teachers’ Understanding ― 

 

Eri NARITA and Fukumi SAITO 

 

 

キーワード：メンタルヘルス、知識理解、教師の信念・価値観、教師の感情 

 

 本研究は、子どものメンタルヘルスに関する問題が最も高い割合を示した中学校１）の一般教師を対象に、メンタルヘルス

に関する基本的知識理解度と、メンタルヘルスに関して問題のある子どもに抱く感情を明らかにすることを目的とする。その

結果、発達障害に対する症状認識が高いことが明らかになった。また、メンタルヘルスに関する問題のある子どもに対して

生じる教師の感情には、子どもの問題を理解しているとは言い難い感情も生じていることが分かった。養護教諭と学級担任

が、共に子どもを支援していく者として、共通理解を図り、連携を進めていく上では、教師の感情にも配慮することが大切で 

ある。 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

現在、子どものメンタルヘルスに関する問題は複雑化、深刻化している。日本学校保健会の調査

によると、メンタルヘルスに関する問題で養護教諭が必要と判断し、直接支援した子どもがいた学

校の割合は、小学校 78.0％、中学校 95.3％、高等学校 95.1％1）といずれの校種においても高い割

合を示している。このような現状から、子どものメンタルヘルスに関して学校全体が共通理解をも

ち、早期発見、早期対応に努める必要がある。子どもの心身の健康に関する専門家である養護教諭

の子どものメンタルヘルスに関する深い理解はもちろん、学校において子どもと接する時間が長く、

生活を共にする、身近な存在である学級担任の子どものメンタルヘルスに対する理解が、子どもを

支援する際には欠かせない。 

しかしながら、養護教諭を対象に行われた調査で、子どもの心の問題への対応にあたっての問題 

―――――― 

*茨城県立北茨城特別支援学校  **茨城大学教育学部教育保健教室 
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点の一つとして「心の健康問題に対する他教師の理解不足」2）があった。筆者自身も、一部の教師 

がメンタルヘルスに関して問題のある子どもに対して「わがままである」、「弱い」、「怠惰である」

などと捉え、問題の原因のすべてを、子ども自身の性格や努力不足等の内的要因に帰属させるなど、

教師の側に、メンタルヘルスに関して問題のある子どもに対して否定的感情が生じているのでは、

と感じることがあった。また、そのような否定的感情の背景には、教師のメンタルヘルスに関する

基本的な知識不足に加え、教師が個々に持つ教育観や、子どもに対しての信念や価値観も関係して

いると推察する。 

そこで、本研究では、子どものメンタルヘルスに関する問題が最も高い割合を示した中学校の一 

般教諭を対象に、メンタルヘルスに関する基本的知識理解度と、教師が個々に持つ教育や子どもに 

対する信念・価値観に着目して、一般教諭がメンタルヘルスに関して問題のある子どもに抱く感情 

を明らかにすることを目的とする。そして、その結果をもとに、子どものメンタルヘルスに対する

理解を深めるためには、養護教諭は一般教諭に対してどのような働きかけをすべきなのかを考察す

る。 

 

 

Ⅱ 研究概要 

 

1．調査対象 

 I県の公立中学校 3校の一般教諭（管理職・養護教諭を除く）110名を対象とした。有効回

答数は 85名（男性 46名、女性 39名）、有効回答率は 77.3％であった。 

2．調査期間 

 2011年 10月 22日～11月 10日。 

3．調査方法 

 選択肢式、自由記述式で構成した質問紙による質問紙留置調査法を行った。選択肢式の回答

については、MicrosoftOfficeExcel2003および SPSS.20Verを用いて統計的分析を行った。 

4．調査内容  

 1）対象者の属性（性別、年齢、教職経験年数） 

 2)メンタルヘルスに関する問題および疾患に対する症状認識 

 3)教師特有のビリーフ尺度（河村・國分 1996） 

 4)メンタルヘルスに関して問題のある子どもに対して生じる教師の感情 

5．倫理的配慮 

 個人が特定されないよう無記名で実施し、調査で得られた結果は本研究以外では使用しない

ことを質問紙上に記載した。また一人ひとりの質問紙を封筒に入れることで、提出時に回答内

容が他者に分からないように配慮した。 

 

 

Ⅲ 結果 
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1 心的外傷後ストレス障害（PTSD） 11 円形脱毛症 

2 ネグレクト 12 過換気症候群 

3 うつ病 13 過敏性腸症候群（IBS） 

4 双極性障害 14 起立性調節障害（OD） 

5 強迫性障害 15 心因性頻尿 

6 統合失調症 16 睡眠障害 

7 アスペルガー症候群 17 選択性緘黙 

8 学習障害（LD） 18 摂食障害 

9 自閉症 19 チック障害 

10 注意欠陥多動性障害（ADHD） 20 トゥレット障害 

1． 対象者の属性 

1）年齢と性別 

 年齢と性別の内訳を表 1 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

2）教職経験年数と性別 

 教職経験年数の内訳は、「5年未満男性」が 10名（11.8％）、「5年未満女性」が 9名（10.6％）、

「5年以上 10年未満男性」が 5名（5.9％）、「5年以上 10年未満女性」が 6名（7.1％）、「10年以

上 20年未満男性」が 9名（10.6％）、「10年以上 20年未満女性」が 9名（10.6％）、「20年以上 30

年未満男性」が15名（17.6％）、「20年以上30年未満女性」が 6名（7.1％）、「30年以上男性」が

7名（8.2％）、「30年以上女性」が 9名（10.6％）であった。 

 

2． メンタルヘルスに関する問題および疾患に対する症状認識 

メンタルヘルスに関する問題および疾患に対して、どの程度の症状認識があるのかを調査するこ

とを目的に、「症状を説明できる」、「症状を知っている」、「名前は知っている」、「全く知らない」の

4段階の選択式で回答を求めた。 

対象としたメンタルヘルスに関する問題および疾患は、文部科学省の『教師のための子どもの健

康観察の方法と問題への対応』3）、日本学校保健会の『子どものメンタルヘルスの理解とその対応

―心の健康つくりの推進に向けた組織体制づくりと連携―』4）に掲載されている問題および疾患の

中から選択した。対象としたメンタルヘルスに関する問題および疾患の一覧を表 2に示す。 

 

       表2 対象としたメンタルヘルスに関する問題および疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表1　対象者の内訳  (n=85)

男性 女性 合計
人数(％) 人数(％) 人数(％)

20歳代 10(11.8) 10(11.8) 20(23.5)

30歳代 8( 9.4) 7( 8.2) 15(17.6)

40歳代 15(17.6) 9(10.6) 24(28.2)

50歳以上 13(15.3) 13(15.3) 26(30.6)

合計 46(54.1) 39(45.9) 85(100.0)
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1）メンタルヘルスに関する問題および疾患に対する症状認識－全体 

 メンタルヘルスに関する問題および疾患に対する症状認識の結果を図 1に示す。 

「症状を説明できる」と回答した割合が半数を超えたのは、学習障害 48名（56.5％）と注意欠陥 

多動性障害（ADHD）47 名（55.3％）であった。一方、「全く知らない」と回答した割合が半数を超

えたのは、トゥレット障害54名（64.3％）と 双極性障害 47名（55.3％）であった。 

「症状を説明できる」または「症状を知っている」と回答した割合については、高い順に、円形 

脱毛症が80名（94.1％）、注意欠陥多動性障害が 78名（91.8％）、自閉症77名が（90.6％）、うつ

病が75名（90.4％）で9割を超えた。一方、「症状を説明できる」または「症状を知っている」と

回答した割合が半数未満であったのは、過換気症候群 40名（47.1％）、強迫性障害36名（43.4％）、

双極性障害11名（13.0％）、トゥレット障害8名（9.5％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 メンタルヘルスに関する問題および疾患に対する症状認識 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

トゥレット障害　ｎ=84

双極性障害 n=85

強迫性障害 n=83

睡眠障害　ｎ=85

心因性頻尿　ｎ=85

選択性緘黙　ｎ=84

統合失調症 n=85

起立性調節障害　ｎ=85

過換気症候群 n=85

過敏性腸症候群　ｎ=85

ＰＴＳＤ n=85

チック障害　ｎ=85

アスペルガー n=85

ネグレクト n=85

うつ病 n=83

摂食障害　ｎ=85

自閉症 n=85

円形脱毛症 n=85

ＡＤＨＤ n=85
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症状を説明できる 症状を知っている 名前は知っている 全く知らない
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2）メンタルヘルスに関する問題および疾患に対する症状認識についてのｔ検定 

（1）性別 

対象者を【男性】と【女性】に分け、独立したサンプルのｔ検定を行った。有意差がみられたの

は「過敏性腸症候群」であり、女性のほうが有意に高かった（表3-1）。 

（2）年代別 

 対象者を【20歳代～30歳代】と【40歳代～50歳代】に分け、独立したサンプルのｔ検定を行っ

た。有意差がみられたのは、「起立性調節障害」と「心因性頻尿」であり、いずれも【40歳～50歳

以上】のほうが有意に高かった（表3-2）。 

 

表 3-1 症状認識における男女別の平均の差    表 3-2 症状認識における年代別の平均の差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．教師特有のビリーフ尺度 

教師の信念・価値観を測るものとして、河村・國分（1996）が作成した「教師特有の指導行動を

生むイラショナル・ビリーフ尺度」5）を、中学校現場に合うよう河村ら（2004）が修正を加えた「ビ

リーフ尺度」6）を使用した。尺度の具体的な質問項目内容を表 4に示す。 

 20 項目の各質問項目に対して、「全くそう思う」、「少しそう思う」、「あまりそう思わない」、「そ

疾患等 性別 N 平均値 標準偏差 ｔ値 P値

心的外傷後ストレス障害（PTSD) 男 46 2.8913 0.87504 -0.605 0.547
女 39 3.0000 0.76089

過換気症候群 男 46 2.3913 1.06413 -0.517 0.606
女 39 2.5128 1.09717

統合失調症 男 46 2.5870 0.95629 -0.939 0.351
女 39 2.7692 0.80986

ネグレクト 男 46 3.1522 0.89362 -0.285 0.776
女 39 3.2051 0.80064

起立性調節障害（OD) 男 46 2.5435 0.95932 -0.841 0.403
女 39 2.7179 0.94448

うつ病 男 46 3.2826 0.75020 0.420 0.676
女 37 3.2051 0.95089

過敏性腸症候群 男 46 2.3913 1.02151 -2.696 0.008 **
女 39 2.9744 0.95936

双極性障害 男 46 1.6087 0.85578 0.112 0.911
女 39 1.5897 0.67738

チック障害 男 46 3.0217 0.77428 -1.035 0.304
女 39 3.1795 0.60139

強迫性障害 男 46 2.3478 0.99370 0.286 0.775
女 37 2.2821 1.12270

自閉症 男 46 3.3043 0.72632 -0.538 0.592
女 37 3.3846 0.63310

摂食障害 男 46 3.0435 0.94178 -1.993 0.050
女 38 3.4103 0.71517

心因性頻尿 男 46 2.5217 1.00530 -0.316 0.752
女 39 2.5897 0.96567

アスペルガー症候群 男 46 3.1739 0.76896 -1.434 0.155
女 39 3.3846 0.54364

円形脱毛症 男 46 3.3913 0.71424 -0.318 0.752
女 39 3.4359 0.55226

学習障害 男 46 3.4783 0.75245 0.277 0.783
女 39 3.4359 0.64051

選択性緘黙 男 46 2.3043 1.09280 -1.296 0.199
女 38 2.6154 1.11486

注意欠陥多動性障害（ADHD) 男 46 3.4348 0.71963 -0.351 0.727
女 39 3.4872 0.64367

トゥレット障害 男 46 1.5435 0.78050 1.134 0.260
女 38 1.3590 0.70663

睡眠障害 男 46 2.7609 0.82151 -0.368 0.714
女 39 2.8205 0.64367

*;p<0.05 **;p<0.01 ***;p＜0.000

疾患等 年齢 N 平均値 標準偏差 ｔ値 P値

心的外傷後ストレス障害（PTSD) 20歳代～30歳代 35 3.0286 0.92309 0.819 0.415
40歳代～50歳代以上 50 2.8800 0.74615

過換気症候群 20歳代～30歳代 35 2.2857 1.04520 -1.160 0.249
40歳代～50歳代以上 50 2.5600 1.09096

統合失調症 20歳代～30歳代 35 2.6857 0.86675 0.130 0.897
40歳代～50歳代以上 50 2.6600 0.91718

ネグレクト 20歳代～30歳代 35 3.1714 0.95442 -0.046 0.964
40歳代～50歳代以上 50 3.1800 0.77433

起立性調節障害（OD) 20歳代～30歳代 35 2.3714 1.03144 -2.085 0.040 *
40歳代～50歳代以上 50 2.8000 0.85714

うつ病 20歳代～30歳代 35 3.3143 0.75815 0.612 0.542
40歳代～50歳代以上 50 3.2000 0.90351

過敏性腸症候群 20歳代～30歳代 35 2.6571 1.08310 -0.013 0.990
40歳代～50歳代以上 50 2.6600 1.00224

双極性障害 20歳代～30歳代 35 1.6571 0.90563 0.567 0.572
40歳代～50歳代以上 50 1.5600 0.67491

チック障害 20歳代～30歳代 35 3.0000 0.84017 -1.036 0.303
40歳代～50歳代以上 50 3.1600 0.58414

強迫性障害 20歳代～30歳代 35 2.1143 1.05081 -1.507 0.136
40歳代～50歳代以上 48 2.4600 1.03431

自閉症 20歳代～30歳代 35 3.2857 0.78857 -0.625 0.534
40歳代～50歳代以上 50 3.3800 0.60238

摂食障害 20歳代～30歳代 35 3.2286 0.91026 0.150 0.881
40歳代～50歳代以上 50 3.2000 0.83299

心因性頻尿 20歳代～30歳代 35 2.1143 0.96319 -3.696 0.000 ***
40歳代～50歳代以上 50 2.8600 0.88086

アスペルガー症候群 20歳代～30歳代 35 3.2286 0.73106 -0.475 0.636
40歳代～50歳代以上 50 3.3000 0.64681

円形脱毛症 20歳代～30歳代 35 3.4000 0.69452 -0.141 0.889
40歳代～50歳代以上 50 3.4200 0.60911

学習障害 20歳代～30歳代 35 3.4571 0.74134 -0.018 0.985
40歳代～50歳代以上 49 3.4600 0.67643

選択性緘黙 20歳代～30歳代 35 2.3714 1.08697 -0.525 0.601
40歳代～50歳代以上 50 2.5000 1.12938

注意欠陥多動性障害（ADHD) 20歳代～30歳代 35 3.4857 0.74247 0.302 0.763
40歳代～50歳代以上 50 3.4400 0.64397

トゥレット障害 20歳代～30歳代 35 1.5429 0.78000 0.864 0.390
40歳代～50歳代以上 49 1.4000 0.72843

睡眠障害 20歳代～30歳代 35 2.6571 0.72529 -1.378 0.174
40歳代～50歳代以上 50 2.8800 0.74615

*;p<0.05 **;p<0.01 ***;p＜0.000
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う思わない」の4件法で回答を求めた。さらに、「全くそう思う」を 4点、「少しそう思う」を 3点、

「あまりそう思わない」を 2点、「そう思わない」を 1点とし、20の質問項目のそれぞれの点数の

合計から平均点を求め、その平均点をビリーフ得点とした。ビリーフ得点が高いほど、教師特有の

指導行動を生むビリーフのイラショナル性が高いことを表す 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）ビリーフ得点の集計結果 

 回答した対象者のうち、無回答項目があった 3名を除く、82名のビリーフ得点の全項目得点の平

均点は3.10点（SD＝0.26）であった。最も高い得点は 3.75点であった。一方、最も低い得点は 2.45

点であった（図2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  ビリーフ得点分布 （n=82） 

 

4. メンタルヘルスに問題のある子どもに対して生じる教師の感情 

メンタルヘルスに問題のある子どもに対して生じる教師の感情を調査することを目的に、文部科

学省の「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」8）から 3つの事例を選択した。

それぞれの事例に登場する3人の生徒に対して、どのような感情を抱くかを質問し、自由記述によ

る回答を求めた。なお3つの事例に関して、本研究用に性別、校種、学年等を一部変更した。事例

の具体的内容を表5に示す。 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4

ビリーフ得点

人
数

　ビリーフ得点分布　（ｎ=82）

表４　　ビリーフ尺度の項目内容

　1）　教師はその指示によって、生徒に規律ある行動をさせる 11）　生徒は考えていることを発言し行動で示すことが望ましい。
　　必要がある。 12）　学級経営は学級集団全体の向上が基本である。
　2）　知識が不確かなことを生徒に知られることは教育上好ま 13）　生徒の活動意欲刺激のため競争意識を持たせることは
　　しくない。 　　必要である。
　3）　他の教師から非難されないような学級経営をすべきであ 14）　生徒は学校のきまりを守り他の生徒と協調してゆくべき
　　る。 　　である。
　4）　学級の問題は担任教師の力でなるだけ解決するべきで 15）　教師は担当する全ての生徒から、慕われることが望ましい。
　　である。 16）　教師と生徒は親しい仲にも毅然とした一線を持つべきであ
　5）　教師は学校で認められた模範的な授業は日々にいかす 　　る。
　　べきである。 17）　生徒に休み時間でも馴々しい態度・言葉をさせるべきでは
　6）　年間の授業の進め方の大枠は指導書を参考にするべき 　　ない。
　　である。 18）　教師は、社会に価値のある職業である。
　7）　教育理論などを引用する教師は実践力が伴わない教師 19）　生徒は学校で進んで授業や活動に参加する態度が望まし
　　が多い。 　　い。
　8）　学習成績の不振な生徒には、努力不足の生徒が多い。 20）　学級崩壊や授業崩壊は、かなり教師の力量に関係する。
　9）　生徒が学校の規則を守ることは社会性の育成につながる。
10）　学校教育に携わるものとして同僚と同一歩調をとることが
　　必要である。
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1）事例 1・2・3 の回答内容別記述数 

回答した対象者のうち、無回答 5名を除く80名の記述内容をカテゴリー化し、【感情】、【子ども 

認知】、【判断】、【対応】、【連携】、【その他】の 6項目に分け、集計を行った。 

事例1においては、記述数が多い順に【判断】、【対応】、【感情】、【その他】、【連携】、【子ども認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知】であった。事例 2 においては、記述数が多い順に、【感情】、【判断】、【対応】、【子ども認知】、

【その他】、【連携】であった。事例 3 においては、記述数が多い順に、【対応】、【判断】、【感情】、

【その他】、【子ども認知】、【連携】という結果になった。質問紙においては、生徒に対して抱く「感

情」について回答を求めたが、いずれの事例においても【判断】や【対応】についての記述が多く

挙げられた。また、一人平均記述数は、事例 1が2.2、事例2が2.2、事例3が2.0であった。 

2）教師の感情とビリーフ得点 

ビリーフ尺度によって求めたビリーフ得点の平均点と標準偏差をもとに、（平均点＋標準偏差／2）

以上をＨ群、（平均点＋標準偏差／2）未満をＬ群、それ以外をＭ群とした 9）。無回答項目のあった

3名を除く82名の群別人数を表 6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

また、回答内容を【感情】の他に、【子ども認知】、【判断】、【対応】、【連携】、【その他】の 6項目

に分け集計を行ったが、【判断】、【対応】、【連携】、【その他】については本研究の趣旨と異なるため、

具体的記述内容については分析を行わなかった。さらに、【子ども認知】に関する記述に関しては、

子ども認知の枠組みや基準に、教師の感情が少なからず影響を及ぼしている可能性は否定できない

と考える。よって本研究では【子ども認知】に関する具体的記述内容も【感情】とともにまとめた。 

それぞれの群に所属する対象者が事例 1、2、3において回答した【感情】および【子ども認知】 

表6 ビリーフ得点の群別人数　（ｎ=82）

ビリーフ得点の平均点（標準偏差）　　3.10　（0.26）

群 ビリーフ得点 人数（％）

H群 3.23以上 26（31.7）

M群 2.97以上3.23未満 30（36.6）

L群 2.97以上 26（31.7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表5　事例の具体的内容

事例1：　Ａ男は中学校一年生である。一学期に他県から転居してきた。学習面でのつまず
　　　　きはほとんどなかったが、学級になじめず一人でいることが多かった。新しい環境に
　　　　慣れないためかと思い、しばらく様子を見ていたが、級友の言葉を悪口だと思いこみ、
　　　　暴言を吐いたり、遊んでいる最中に突然激しく怒りだすことが続いた。また、しばしば、
　　　　パニックを起こして保健室に駆け込んでくることもあった。

事例2：　Ｂ子は中学校三年生である。中学校入学時は活発でクラスでも目立つ存在であった。
　　　　　二年の秋ごろから授業中に体調不良を訴え、早退することが多くなったが吹奏楽の
　　　　　部活は熱心に行っていた。しかし、三年生の春の演奏会を前に練習を無断で休むよう
　　　　　になり、思うように演奏できない、部長と意見が対立するなどと訴えるようになった。
　　　　　部活動の顧問（男性教諭）が心配して相談にのっていたが、頻繁に悩みを聞いてほしい
　　　　　と要求するようになり相談時間も長引くことが多くなった。要求がエスカレートすることを
　　　　　危惧した顧問が、遅くなる前に相談を切り上げ帰宅を促したところ、生徒は態度を一変
　　　　　させて顧問を激しく非難し始めた。翌日、部室に現れたとき、Ｂ子のリストカットした傷を
　　　　　見て驚いた顧問は生徒を保健室に連れて行った。

事例3：　Ｃ子は中学校二年生である。以前は健康上の問題はなかったが、最近、腹痛と下痢を
　　　　　繰り返し訴え、しばしば保健室を訪れたり、腹痛が強くて学校を休んだりするようになった。
　　　　　ある日、教室で息が苦しいと訴え、総合病院を受診した結果、心因性のものであると言わ
　　　　　れた。成績は中の上で、いつもは仲の良い数人の女子と過ごすことが多かった。しかし、
　　　　　学級内の女子の中では衝突がしばしばあった。
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　　　　　　　表７－3　Ｌ群に属する回答者の具体的記述内容

事例1・感情　（ｎ=8） 事例1・子ども認知　（ｎ=1）

・また、思い込んでいるのか、いい加減に ・A男は被害者意識が強いな。
　してほしい。

・はじめに不安や心配を感じ、家庭と連絡を
　とる回数を増やす。
　感情という点では、迷惑さや厄介感を多少
　なりとも感じるとは思うが、早めに対応する
　ことで安心を得たいような気もする。

・面倒くさいと思うが、優しくしてあげなくては・・・。

・不思議だなーと思う。

・何か不安な気持ちがあるのだろうと思う
　ので、同情か？

・心配。

・どう捉えたらよいのか難しい。
　困った。

・どうした。うーん。

の具体的記述内容を表7－1から表7－9にまとめた。 

 なお、記述内容に関しては、回答者の記述をそのまま示す。 

（1）事例1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　表7－2　Ｍ群に属する回答者の具体的記述内容

事例1・感情　（ｎ=10） 事例1・子ども認知　（ｎ=1）

・どうしたのかな。 ・コミュニケーションをとる能力がない人
　だなあ。

・困ったな。
　対応に不安を感じると思う

・心配になる。

・あまり嫌だとは思わない。

・本人のさみしさを少しでもやわらげてあげたい。

・新しい環境になじめず、親しい友人にも恵まれ

　ず、心が痛んでいる様子がうかがえ、気の毒
　に思う。

・感情としては初めは戸惑いを覚えると思う。

・私はあまりにも彼（A男）になにもしてやれて
　いなかったのかもしれない。

・かわいそうだ、なんとか力になりたい。

・担任として、心配する気持ちと、行動を冷静
　に分析しようと思う気持ち。

　　　　　　表7－1　Ｈ群に属する回答者の具体的記述内容

事例１・感情　（ｎ=9） 事例1・子ども認知　（ｎ=4）

・これは大変だな・・・。 ・自分の気持ちを上手に表現
　できない生徒である。

・話をよく聞いてあげるべきだった。
　かまってあげればよかった。 ・人との関係を持つことが苦手な子

　なのかな、と思います。
・いやーすごい生徒が来たな。

・変な子だな。
・心配です。

・コミュニケーションをとるのが苦手。
・慣れない環境で大変だな、と思う。 　自分の感情をコントロールできない子
　一番大変な状況にあるのは本人だから 　なのかな。
　何とかしてあげたいと思います。

・この後もこの子は大変だろうな。

・A男の態度や行動がとても心配である。

・かわいそう、助けてあげたいと思うと同時に
　厄介だという気持ちが生じるだろう。

・困った。
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　　　　　表7－4　　Ｈ群に属する回答者の具体的記述内容

事例2・感情　（ｎ=10） 事例2・子ども認知　（ｎ=7）

・専門の先生にまかせたい・・・。 ・難しい子だな・・・。

・顧問だけではなく、担任も話を聞くべきだった。 ・（A子は）自分を正当化させたい気持ち
　が強い。

・家庭の状態など心配します。
・なかなか、難しい子だな。

・正常な精神状態ではないため、本人に対して
　怒りの感情は持たない。 ・感受性の高い生徒である。

　やや自分中心の性格であるが、意欲
・不安定さがとても心配です。 　の高い生徒でもある。

・B子に対して悪い感情は抱かない。 ・わがままだが、話をきかなければならな
　いと感じる。

・かわいそう、助けてあげたいと思うと同時に
　厄介だという気持ちも生じるだろう。 ・わがままなところもあるのかな。

・もっと早い時期からきづいてあげられなかった ・わがまま。（愛情不足か、悲劇のヒロイン

　ことを反省。 　タイプか）

・部活動の顧問に任せすぎて、相談にのって
　あげられなかった。

・危機感。
　助けたい気持ち。

（2） 事例２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　表7－5　Ｍ群に属する回答者の具体的記述内容

事例2・感情　（ｎ=13） 事例2・子ども認知　（ｎ=4）

・大変だな。 ・独占欲が強い子だ。

・何事があったのか驚く。 ・思うようにいかなかったり、自分の嫌な
　これから、どのように接していくか戸惑いを 　ことから逃げようとするわがままな生徒
　持つと思う。 　で、けしからんと最初は思った。
　困ったことになった。

・正直、面倒な子だと思う。
・相談を担任としてすることは当然だが、頻繁
　になると”甘え”があると感じ、これでは教育 ・プライドが高い。
　につながらない。

・いらだつかもしれない。

・B子の気持ちが追い込まれていると感じ、
　心配になる。

・心因性の行動なので、「こわい」と思う。
　行動（接し方）が臆病になると思う。

・不安定でいるB子はつらそうだ。

・自分に注目してほしい、助けを求めている現実

　を何とかヘルプしていきたい。

・十分に話を聞いてあげればよかった。

・少し厄介だなと感じます。

・心配なので、誰に相談したらよいか考える。

・もっと早く、B子の変化に気づいてあげるべき
　だった。
　B子とたくさん話し、相談する機会をたくさん
　作ってあげるべきだった。

・かわいそうだ。
　なんとか力になりたい。

　　　　　表7－6　Ｌ群に属する回答者の具体的記述内容

事例2・感情　（ｎ=12） 事例2・子ども認知　（ｎ=1）

・しょうがない、私が話し相手になってやるか。 ・難しい生徒。

・もっと早く、B子の悩みを聴いてあげるべき
　だったと感じた。
　顧問との話し合いも、もっと必要であったと
　思う。

・早期発見や家庭訪問などの手立てを見逃して

　しまったことに自己嫌悪を感じることはある
　と思う。
　感情という危うい感覚を冷静に正確につかむ
　ことを難しいと感じる。

・担任や学年の先生と分担して話を聞くべき
　だったかな・・・。

・困ったな。

・表面上は出せないが、嫌悪か？

・対処に困る。

・自傷行為に及んでいて、今後が心配。

・気持ちがすごく不安定なので心配します。

・困ったな。

・何が彼女（B子）をそんなにも追い詰めているのか

　心配になる。

・どうすればいいのか。
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（3） 事例3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 考察 

 

1．メンタルヘルスに関する問題および疾患に対する症状認識の調査結果から 

メンタルヘルスに関する問題および疾患について、「症状を説明できる」または「症状を知ってい

る」と回答した割合をみると、円形脱毛症が 80名（94.1％）、注意欠陥多動性障害が 78名（91.6％）、

自閉症が77名（90.6％）、学習障害が 77名（90.6％）、うつ病が 75名（90.4％）、アスペルガー症

　　　　　　表7－7　Ｈ群に属する回答者の具体的記述内容

事例3・感情　（ｎ=8） 事例3・子ども認知　（ｎ=2）

・心因性のものなら手に負えないかな。 ・（C子は）自分の思いどおりにした気持ち
　が強い。

・ストレスがあったのかと思い、そのつらさに
　気づいてあげられず、申し訳ない気持ちが ・ストレスを抱えやすい子どもなのかな。
　します。

・一番大変な状況にあるのは本人だから、
　何とかしてあげたいと思います。

・かわいそうだな。つらいだろうな。

・体調不良を訴える原因はなんなのか心配

　である。

・かわいそう、助けてあげたいと思うと同時に
　厄介だという気持ちも生じるだろう。

・学級内では、どんな人間関係だったのか、
　もっと詳しくつかんでおけばよかった。

・助けたい気持ち。

　　　　　　表７－8　Ｍ群に属する回答者の具体的記述内容

事例3・感情　（ｎ=9） 事例3・子ども認知　（ｎ=2）

・どうしたのかな。 ・人間関係を上手につくれない子だ。

・この生徒にストレスを感じます。 ・かなり、活発な生徒であるように感じる。

・女子の学級内のいざこざは面倒だな、と思う
　ことが多い。

・学級に入れなくなってしまうと思い、心配に
　なる。

・大変になりそうだ。

・周りの子からのアプローチもできるので、
　それほど苦にはならないと思います。

・かわいそうだ、なんとか力になりたい。

・体調にひびくまで、ストレスを抱えていたこと
　に担任として気づけず、ほっておいたことに
　申し訳ないと思う気持ち。

・こんな時に、困るとかでしょうか。

　　　　　　　　表７－9　Ｌ群に属する回答者の具体的記述内容

事例3・感情　（ｎ=5） 事例3・子ども認知　（ｎ=2）

・何となく面倒くさいような、またはふりまわさ・甘えているな。
　れてしまいそうな厄介な感じを覚える。
　女子グループでの衝突で、学級内の雰囲気 ・友人関係が狭いな。
　が壊されるようなことが安易に予想できる場
　合には、家庭、学年間などの連絡が必要と
　なるため、頭が重く感じるかもしれない。
　愚痴やぼやきなど、もらさなくても済むよう
　楽しいことを見つけることで現実逃避をして
　しまうかもしれない。

・早くよくなってほしい。

・心配します。

・困った。
　なんとかしてやりたい。

・わからない。
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候群が76名（89.4％）の順に高い割合を示した。症状認識の高いものの上位の多くは発達障害であ

り、教師は発達障害に対する症状認識が高いことが明らかになった。発達障害の症状認識が高かっ

た理由として、本研究において対象とした中学校 3校のうち 2校には、情緒障害等の特別支援学級

があり、日常的に発達障害のある生徒とのかかわりがあるためであると考えられる。そのため、発

達障害のある生徒に対する理解や対応は、本研究で対象としたその他の問題や疾患よりも、差し迫

った課題であるがゆえに、必然的に症状認識が高い結果となったのではないだろうか。一方、「症状

を説明できる」または「症状を知っている」と回答した割合が半数未満であったのは、過換気症候

群の40名（47.1％）、強迫性障害の 36名（43.4％）、双極性障害の 11名（13.0％）、最も低い割合

であったトゥレット障害においては 8名（9.5％）と1割に満たなかった。双極性障害の症状認識が

低かった理由として、双極性障害はかつて「躁うつ病」といわれていたため、現在でも「躁うつ病」

として認識している可能性が考えられる。 

年代別でみると、全体的な傾向として、30歳代はメンタルヘルスに関する問題および疾患に対す

る症状認識が高い傾向がみられ、20歳代は低い傾向がみられたが、統計的な有意差はなかった。年

代が上がると教師としての経験年数が増し、多くの子どもと出会う機会も多くなることから、年代

が上がると症状認識が高くなると予想していた。しかし、40歳代から 50歳代において統計的に有

意な差が生じたのは「起立性調節障害」と「心因性頻尿」の 2つのみであった。今回の調査におい

ては、性別や年代別、経験年数別で症状認識に明らかな傾向を得ることはできなかった。どの程度

メンタルヘルスに関する問題や疾患に関して認識しているのかは、年代ごとに、大学における教育

課程の中で学んできたことの違いによるものも考えられるが、教師一人ひとりの興味・関心や、ど

のような子どもと出会い、どのような経験をしてきたのか、といった個人的なものに依拠するとこ

ろも大きいと言わざるをえない。 

教師は教育者であり、医療関係者ではないので、必ずしも疾患についての知識の理解は必要では

ないという考えもあるかもしれない。しかしながら、知識がないことで子どもが発する SOSを見逃

すことや、子どもに対する理解や対応を誤る可能性は否定できない。メンタルヘルスに関する問題

や疾患の中には、その疾患の特性から学校生活に支障をきたすものが少なくなく、特別な配慮が必

要なケースもある 10）。故に、養護教諭だけではなく、子どもにとって、学校における最も身近な存

在である学級担任のメンタルヘルスに関する問題および疾患に対する正しい理解と対応が必要であ

るといえる。養護教諭は子どもの心身の専門家としての立場から、メンタルヘルスに関する問題や

疾患に対して、教師が正しい理解が得られるよう情報提供をすることが重要である。 

 

2．メンタルヘルスに関する問題のある子どもに対して生じる教師の感情の調査結果から 

メンタルヘルスに関する問題のある子どもに対して生じる教師の感情について、質問紙において

「どのような感情を抱くか」について回答を求めた。しかしながら、実際には【対応】や【判断】、

【連携】に関する記述が多くみられた。この原因の一つとして、「感情で指導はしないので書けない」、

「感情という言葉の意味がわかりません、生徒指導時は対応だと思います」といった質問紙に書か

れた教師の記述が参考になるのではないだろうか。学級担任という立場上、教師は子どもに対して

評価的な存在であるがゆえに、常に子どもたちに対して公平に対応することが求められる。教師が

子どもに対して、公平であるということは、子ども、保護者、そして社会的にも望まれている教師
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像であるといえる。ゆえに、教師自らの「感情」で子どもへの対応や指導に影響があってはならな

い、という強い信念がうかがえる。また、子どもを評価する存在であると同時に、教師自身も学校

内で評価されやすい立場であるために、子どもの問題が生じた時、どうしたらよいかと、まず、問

題解決に動く傾向があるということが挙げられる 11）。以上のような、学級担任という立場性から、

子どもにどのような感情を抱くかという質問に対して、【対応】や【判断】等の記述が多くなったと

推察する。 

メンタルヘルスに関する問題のある子どもに対して生じる感情として、ビリーフ尺度の得点が高 

い群のほうが、子どもに対して否定的な感情を抱く傾向があると予想していた。しかし、【感情】に

ついてはビリーフ尺度の得点が高いＨ群、低いＬ群、それ以外のＭ群に大きな違いはみられなかっ

た。どの群においても、「共感」、「同情」、「心配」、「困惑」、「不安」といった記述がみられ、少数で

はあるが、「怒り」、「嫌悪」、「厄介」、「面倒」といった感情も挙げられた。また、「なぜ、今まで気

づけなったのだろう」「もっと、話を聞いてあげればよかった」といった自分自身を責める「自責」

の感情や、「厄介」、「面倒」、「不安」、「困惑」といった感情を抱えながらも、教師としての責務を果

たそうとする記述もみられた。 

事例2において、ビリーフ尺度得点の高いＨ群に【子ども認知】の点で「わがまま」という記述

が目立ったが、これは、必ずしもビリーフ尺度の高低のみに係るものであるとはいえず、事例 2の

リストカットという行動に対する反応であるともいえる。庄は「自傷行為には、自分を傷つける行

為を行うことで相手を傷つける（攻撃）という意味が少なからず含まれるがゆえに、援助者が不快

になりやすい」12）と述べており、全ての群で、他の事例よりも記述数が多いことからも、対象者で

ある教師に何らかの不快な感情が生じた結果であると考える。 

 メンタルヘルスに関する問題のある子どもに対して生じる教師の感情には、「怒り」、「面倒」、「厄 

介」、「嫌悪」といった、理解しているとは言い難い感情も生じていることが分かった。しかしなが 

ら、佐伯らは「問題を抱えている子どもとつき合っている教師のストレスは大変なもので、相談す 

る仲間がいない場合は最悪です」13）と述べているように、教師自身にかかる心の負担も決して軽い

ものではないことを理解しておかなくてはならない。養護教諭と学級担任が、共に子どもを支援し

ていく者として、共通理解を図り、連携を進めていく上では、教師の感情にも配慮することが大切

である。 

 

 

Ⅴ まとめ 

 

子どもを支援していく上で、子ども自身の性格等、内的な要素に対して成長を促す支援も必要で

あるが、同時に、子どもの周囲の人的、物的な環境の整備も必要である。しかし、問題の原因を子

どもの性格など内的なものにのみ求めた場合、子ども自身の変容にのみ問題の解決の糸口を見出す

ことにはならないだろうか。その結果として、学級の人間関係、教師側の問題、教室の環境等、子

どもを囲む人的、物的環境の整備といった支援がなされない可能性は否定できない。 

本研究においては、メンタルヘルスに関して問題のある子どもに対して生じる教師の感情を調べ

てきたが、決して感情の内容にのみに注目し、「理解している」、「理解していない」と評価すること
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が目的ではない。石隈は「援助者自身の価値観、考え方、感情、そして問題の捉え方がアセスメン

トのあり方（収集する情報の選択、情報の解釈）に影響を与える」14）と述べているが、大切なこと

は、教師が自分自身の感情を自覚し、子どもに対して生じている感情や捉えの点検を教師自身が行

うことなのではないだろうか。そして、仮に子どもに対して何らかの否定的な感情が生じたとき、

そのように感じている自分を自覚し、その感情が子どもへの不適切な対応や偏った捉えに結びつき、

子どもにとって本当に必要な支援がなされない、ということを生じさせないことこそが重要である

といえる。 
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健康相談活動についての養護実習生の認識に関する研究 
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  Research on Apprentices’ Recognition of Health Consultation Practices  

――before and after Changes in Practical Training for Elementary and Junior High School Yogo Teachers―― 

 

Hiromi SUZUKI , Fukumi SAITO , Toshie HIROHARA and Kenji ISHIHARA 

 

 

キーワード：健康相談活動，小学校・中学校養護実習，養護実習生 

 

本研究は，実習生が健康相談活動についてどのような認識を持って実習に臨み，さらに実習での健康相談活動の経験に

よってその認識がどのように変化したのかを明らかにすることを目的とした。対象は，I大学教育学部養護教諭養成課程 3年

次の学生 34名である。方法は，質問紙を用い，実習前後の健康相談活動に対する認識の変化等を調査した。すなわち，健

康相談活動に対する認識調査の内容は，健康相談活動の知識等，また，自信，適性，重要性，期待，満足感，習得感の 6項

目は 5件法により回答を得た。その結果，健康相談と健康相談活動の違いでは，約2割が「わからない」と回答し，約 4割が

無回答であった。自信及び適性では，小学校実習前後及び中学校実習前後で有意差がみられた。重要性では，両実習とも

に平均値が「4」を上回り，健康相談活動が重要であると捉えていた。実習前の期待が高い一方で，満足感及び習得感は低

い値であった。 

 

 

はじめに 

 

近年，生活習慣の乱れやいじめ，不登校など児童生徒の健康問題が多様化，深刻化している 1）。

また，1校 1日平均の保健室利用者数は，平成 13年度と平成 18年度との比較では，小学校で増加

しており，養護教諭が一人あたりの対応に要する時間は全校種で増加している 2）。そのため，養護

教諭による健康相談活動がますます重要になってきている。また，養護教諭は養成機関を卒業後，

着任した日から児童生徒に対応することになるため，養成機関での学びは非常に重要である。健康

相談活動に関する知識及び技術的な内容は，必修の「健康相談活動の理論及び方法」3）により学び，

―――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科  **茨城大学教育学部教育保健教室 
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さらに小学校及び中学校での養護実習による実践を通して学びを深める。しかし，養護実習におい

て健康相談活動の機会は多いとは言えず，一人の実習生が経験できる事例は少ない。従って，実習

生が経験した健康相談活動の内容が重要であると考えられる。そこで本研究では，実習生が健康相

談活動についてどのような認識を持って実習に臨み，さらに実習を通した健康相談活動の経験によ

ってその認識がどのように変化したのかを明らかにすることを目的とした。 

 

 

対象及び方法 

 

１ 対象及び期間 

対象は，I大学教育学部養護教諭養成課程 3年次の学生 34名である。I大学では，3年次におい

て2週間の小学校実習とおおむね 3ヶ月後に2～3週間の中学校実習を実施する（ともに必修）。 

調査期間及び回答数，回答率は，小学校実習前 2011年 5月 31日（32名：94.1％），小学校実習

後2011年7月5日（33名：97.1％），中学校実習前2011年7月22日（29名：87.9％），中学校実

習後2011年10月27日（33名：97.1％）である。 

２ 方法及び内容 

質問紙を用い，健康相談活動に関する学生の知識や捉え方，実習前後の健康相談活動に対する認

識の変化等を調査した。健康相談活動に対する認識調査の内容は，健康相談活動についての経験や

知識等である。また，自信，適性，重要性，期待，満足感，習得感の 6項目は，5 件法により回答

を得た。1自信がない，2あまり自信がない，3どちらとも言えない，4少し自信がある，5自信が

あるとし，それぞれに1～5点を与えた。 

３ 倫理的配慮 

 口頭により不利益はないこと，成績に影響しないこと，プライバシーが守られること等を説明し

た。なお，回答用紙を提出した時点で研究協力の承諾を得たものとした。提出された回答用紙は，

プライバシーに十分配慮するとともに，研究にのみ使用し，使用後は破棄した。 

 

 

結果 

 

１ 学生自身の健康相談活動の経験 

 学生自身が小中学生時代に養護教諭から健康相談活動を受けたことがあるか質問したところ，表

1のような結果が得られた。なお，回答者数は，小学校実習前質問紙調査において32名，中学校実

習前質問紙調査において 29名であった。小学校で健康相談活動を受けたことが「ない」と回答した

者の自由記述では，「健康相談活動を受ける必要がなかった」が8名と最も多かった。中学校で健康

相談活動を受けたことが「ある」と回答した者の自由記述では，健康相談活動を受けた学年，相談

内容，養護教諭の対応に関する記述が見られた。中学校で健康相談活動を受けたことが「ない」と

回答した者の自由記述では，「保健室に行かなかったから」が11名と最も多かった。 
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（人）

健康相談活動を

受けた経験

ある 0 ( 0.0) ―

健康相談活動を受ける必要がなかった。（８）

保健室に行くことがなかった。（５）

養護教諭に相談するという発想がなかった。（５）

養護教諭とのかかわりが少なかった。（３）

健康相談活動以外の利用のみだった。（２）

（n=32） 話をすることが得意でなかった。（１）

覚えていない 14 (43.8) ―

受けた学年に関する内容　[例）中学2，3年の頃]（３）

相談内容　[例）友人関係の相談]（３）

養護教諭の対応（３）

[例）しっかり話を聞いてくれた。話しやすかった。］

保健室に行かなかったから。（11）

相談することがなかった。必要がなかった。（６）

相談するという発想がなかったから。（３）

健康だったから。（２）

（n=29） 養護教諭が忙しそうだったから。（２）

養護教諭に苦手意識があったから。（１）

覚えていない 3 (10.3) ―

表1　学生自身の健康相談活動の経験

学校種 人 （％）

ない 18 (56.2)

自由記述の内容；複数回答

小
学
校

ある 3 (10.3)

ない 23 (79.4)

中
学
校

 

 

２ 健康相談活動に関する実習生の捉え方 

１）健康相談活動に関する知識 

健康相談活動に関する知識を自由に記述してもらい KJ法により集約した。その結果，「心身の問

題を解決し，健康を維持する活動」が 5名と最も多かった（表2）。 

 

　　　　　表2　健康相談活動に関する知識；上位3位　　 （人）

心身の問題を解決し，健康を維持する活動。（５）

保健室での対応の中で行う。（４）

悩みなどを一緒に解決しようとすること。（３）

身体や健康に関する正しい知識を教え，指導すること。（３）

連携を図り行う。（３）

na（３）  

 

２）小学校，中学校における健康相談活動に対するイメージ 

 小学校における健康相談活動のイメージに関する自由記述の上位3位は，「家族に関すること」5

名，「応急処置や休養後に行う」3名，「短期的なイメージ」2名であった。中学校における健康相談

活動のイメージは，「友人関係，人間関係，部活に関する悩みが多そう」8 名，「相談内容（悩み）

が多岐にわたる」等4名，「深刻，複雑そう」3名であった。 

３）健康相談と健康相談活動の違いに関する知識 

 健康相談と健康相談活動の違いに関する自由記述の上位 3 位は，「わからない」6 名，「健康相談

は一時的な相談，健康相談活動は長期的・継続的な支援である」5 名，「健康相談は専門家が行う，

健康相談活動は養護教諭を始めとする学校教職員が行う」3名であった。 

４）健康相談活動の実施回数に関する捉え方 

一日の実施回数について，実習前では予測をしてもらい，実習後では実感を回答してもらった。

また，その回答した回数の感じ方についても回答してもらい，さらに校種別に比較を行ったところ

表3のような結果が得られた。 

一日の実施回数に関する自由記述では，小学校実習前の上位 3位は「実習校の様子から」5名，「外
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科的な理由での来室が多いと思うから」4名，「小学校はそんなに多くないと思うから」3名であっ

た。中学校実習前は「小学校実習の経験から」5名，「中学生という時期から」4名，「小学校よりは，

少し多いと思うから」3名であった。 

回答した回数の感じ方では，小学校実習前の上位 3位は「妥当な人数だと思うから」5名，「他の

児童の対応や他の仕事もあるから」3 名，「学校によって異なると思うから」2 名であった（表 4）。

小学校実習後は「思っていたより，少なかったから」13 名，「健康相談活動を必要とする児童が少

なったから」2名，「ケガの処置が多かったから」等1名であった。中学校実習前は「中学校の実態

がわからないから」等 2名，「多くも少なくもないと思うから」等 1名であった。中学校実習後は「も

っと多いと思ったから」8名，「小学校と比較して少し多いと感じたから」5名，「健康相談活動を行

えるほど，信頼関係を築けなかったから」等2名であった。 

また，校種別比較に関する自由記述では，小学校実習前の上位 3位は「中学生は思春期で悩みも

多そうだから」11名，「中学生の方が自分の体への関心が高いから」等 2名，「中学校の方が，健康

相談活動が必要であると思うから」等 1名であった（表 5）。小学校実習後は「中学生の方が，悩み

が多そうだから」13名，「中学校実習を行わないとわからないから」4名，「小学校では悩みのある

児童は少なかったように感じたから」等 2名であった。中学校実習前は「悩みが増えるから」9名，

「思春期だから」7名，「多感な時期だから」等 2名であった。中学校実習後は「小学校と比較して，

多かったから」5名，「来室者が少なかったから」4名，「少なかったから」3名であった。 

 

人（％）

（％） （％） （％） （％）

予想できない 8 (25.0) ― ― 4 (13.8) ― ―

0人 1 ( 3.1) 10 (30.3) 1 ( 3.4) 10 (30.3)

1～5人 16 (50.0) 22 (66.7) 21 (72.4) 21 (63.6)

一日の 6～10人 4 (12.5) 1 ( 3.0) 3 (10.3) 2 ( 6.1)

実施回数 11～15人 1 ( 3.1) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

16人以上 2 ( 6.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

na 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

少ない 0 ( 0.0) 12 (36.4) 0 ( 0.0) 12 (36.4)

少し少ない 4 (12.5) 10 (30.3) 0 ( 0.0) 2 ( 6.1)

一日の どちらとも言えない 14 (43.8) 8 (24.2) 15 (51.7) 10 (30.3)

実施回数の 少し多い 3 ( 9.4) 3 ( 9.1) 8 (27.6) 8 (24.2)

感じ方 多い 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 3.0)

na 11 (34.4) 0 ( 0.0) 2 ( 6.9) 0 ( 0.0)

想像つかない 2 ( 6.3) ― ― 0 ( 0.0) ― ―

少ない 10 (31.3) 14 (42.4) 0 ( 0.0) 8 (24.2)

一日の 少し少ない 15 (46.9) 9 (27.3) 1 ( 3.4) 1 ( 3.0)

実施回数の どちらとも言えない 1 ( 3.1) 7 (21.2) 2 ( 6.9) 5 (15.2)

校種別比較 少し多い 3 ( 9.4) 2 ( 6.1) 21 (72.4) 12 (36.4)

多い 1 ( 3.1) 0 ( 0.0) 5 (17.2) 7 (21.2)

na 0 ( 0.0) 1 ( 3.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

人数 人数 人数 人数

表3　健康相談活動の実施回数に関する実習生の捉え方　

選択項目

小学校実習 中学校実習

実習前の予測 実習後の実感 実習前の予測 実習後の実感

（n=32） （n=33） （n=29） （n=33）

 

 

３ 健康相談活動に関する養護実習生の認識変化 

健康相談活動を行う自信，適性，重要性，期待，満足感，習得感の 6項目の平均値では，重要性

と期待において「4」を上回った（表 6）。その他の項目では，適性の小学校実習後「3.03」及び中

学校実習後「3.06」を除き，すべての項目で「3」を下回っていた。小学校実習及び中学校実習の両

方で質問した自信，適性，重要性の 3項目では，自信と適性において，小学校実習前後（p＜0.01） 
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（人）

校種 実習前後 自由記述；上位3位

妥当な人数だと思うから。（５）

他の児童の対応や他の仕事もあるから。（３）

学校によって異なると思うから。（２）

na（８）

思っていたより，少なかったから。（13）

健康相談活動を必要とする児童が少なかったから。（２）

小学校では，あまり行われないのは普通だと思うから。（２）

他の小学校と比較して判断したいから。（２）

時間をかけて話す機会は，ほとんどなかったから。（１）

ケガの処置が多かったから。（１）／以下略（13）

na（２）

中学校の実態がわからないから。（２）

学校によって違うから。（２）／悩みが増えるから。（２）

時間をかけて対応する必要がある生徒が多くなるから。（２）

多くも少なくもないと思うから。（１）

基準がわからないから。（１）／なんとなく。（１）

毎日来るようなものではないと思うから。（１）

小学校実習での経験が少なかったため，多く対応するのは大変そう。（１）

na（16）

もっと多いと思ったから。（８）

小学校と比較して多いと感じたから。（５）

健康相談活動を行えるほど，信頼関係を築けなかったから。（２）

いなかったから。（２）／来室者が少なかったから。（２）

あまり経験できなかったから。（２）／予想通りだったから。（２）

na（２）

表4　一日の実施回数の感じ方に関する自由記述

小
学
校

実習前

実習後

中
学
校

実習前

実習後

 

 

（人）

校種 実習前後 自由記述；上位3位

中学生は思春期で悩みも多そうだから。（11）

中学生の方が自分の体への関心が高いから。（２）

中学生の方が自分で考える分，実施が増えると思うから。（２）

中学生の方が健康相談活動が必要であると思うから。（１）

小学校は，少しの理由で来室すると思うから。（１）／以下略（13）

中学生の方が悩みが多そうだから。（13）

中学校実習を行わないとわからないから。（４）

小学校では悩みのある児童は少なかったように感じたから。（２）

中学生の方が問題が多く難しいと思うから。（２）

na（２）

悩みが増えるから。（９）

思春期だから。（７）

多感な時期だから。（２）／悩みが深刻，複雑になるから。（２）

自分の言葉で説明できるようになるから。（２）

na（３）

小学校と比較して，多かったから。（５）

来室者が少なかったから。（４）

少なかったから。（３）

na（３）

表5　一日の実施回数の校種別比較に関する自由記述

小
学
校

実習前

実習後

中
学
校

実習前

実習後

 

 

及び中学校実習前後（p＜0.05）で有意差がみられた。また，6項目の質問において，その回答を選

んだ理由を自由に記述してもらった（表 7，表8）。 

健康相談活活動を行う自信では，小学校実習前の自由記述上位 3位は「知識不足，勉強不足だか

ら」9 名，「適切な対応ができるか不安だから」5名，「経験がないためわからない」4 名であった。

小学校実習後は「経験不足だから」7名，「不安があるから」等 3名，「自信がないから」等 2名で

あった。中学校実習前は「小学校で経験できなかったから」10 名，「中学生に対応できるか自信が

ないから」3名，「信頼関係が大事になるから」等 2名であった。中学校実習後は「あまり経験なか

ったから」5名，「相談内容（悩み）が深刻だから」等3名，「満足する生徒が多かったから」2名で

あった。 

適性では，小学校実習前の自由記述上位 3位は「経験がないため，想像できないから」10名，「知 
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校種 実習前後 n 平均値 t値 P値

実習前 32 2.03 .74

実習後 33 2.70 .81

実習前 29 2.21 .68

実習後 33 2.70 .85

実習前 32 2.53 .72

実習後 33 3.03 .59

実習前 29 2.66 .77

実習後 33 3.06 .66

実習前 32 4.84 .45

実習後 33 4.70 .59

実習前 29 4.83 .47

実習後 33 4.97 .17

小学校 実習前 32 4.38 .94 -1.221 .227

中学校 実習前 29 4.62 .56 -1.251 .217

小学校 実習後 33 2.33 .82 -1.769 .082

中学校 実習後 33 2.85 1.46 -1.769 .083

小学校 実習後 33 2.82 1.04 .327 .744

中学校 実習後 33 2.73 1.21 .327 .745

表6　自信，適性等6項目に関する平均値，標準偏差等の比較

自信

小学校 -3.458 .001 **

中学校 -2.495 .015 *

適性

小学校 -3.076 .003 **

中学校 -2.237 .029 *

標準偏差

*：p＜0.05　**：p＜0.01

期待

満足感

習得感

重要性

小学校 1.133 .262

中学校 -1.622 .110

 

 

識不足，勉強不足だから」8名，「回答者の性格から」6名であった。小学校実習後は「あまり経験

できなかったため，判断できないから」10名，「健康相談活動の難しさを実感したから」4名，「回

答者の性格から」等3名であった。中学校実習前は「やってみないとわからないから」6名，「経験

がないから」4名，「塾のアルバイトの経験から」2名であった。中学校実習後は，「まだわからない

から」3名，「経験できなかったから」等 2名，「苦手意識を感じなかったから」等1名であった。 

健康相談活動の重要性では，小学校実習前の自由記述上位 3位は「心身の成長や健康にかかわる

時期だから」6名，「子どものニーズに応えることは重要だから」4名，「小学生は，考え等が柔軟だ

から」等3名であった。小学校実習後は「これからの基礎・基盤となるから」6名，「悩みを抱えて

いる子どもがいるから」4名，「心身の健康を守るために重要だから」3名であった。中学校実習前

は「思春期であり，悩み等が増える時期だから」8名，「心身が成長する時期だから」5名，「今後の

生き方や人格形成にかかわるから」4名であった。中学校実習後は「問題が生じる時期だから」等 6

名，「小学校よりも多様で複雑な悩みを抱えているから」4名，「相談を求める生徒が多いから」等 3

名であった。 

養護実習における健康相談活動の期待では，小学校実習前の自由記述上位3位は「実際に経験し

てみたいから」8名，「今後（将来）のためになるから」6名，「養護教諭から学びたい」3名であっ

た。中学校実習前は「自分の成長や力になるから」8 名，「小学校実習で経験できなかったから」6

名，「どのような相談があるのか知っておきたいから」3名であった。 

満足感では，小学校実習後の自由記述上位 3位は「あまり経験できなかったから」16 名，「養護

教諭の対応が観察できたから」8名，「反省点があるから」5名であった。中学校実習後は「経験で

きなかったから」14 名，「経験できたから」7 名，「中学生の悩みや問題等が少しわかったから」4

名であった。 

習得感では，小学校実習後の自由記述上位3位は，「あまり経験できなかったから」12名，「養護

教諭の対応から学ぶことができたから」8名，「実践できたから」3名であった。中学校実習後は「あ
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まり経験できなかったから」12名，「養護教諭の対応から学ぶことができたから」5名，「生徒とか

かわり，活動（実践）できたから」3名であった。 

 

（人）

小学校実習前　　　（n=32） 小学校実習後　　　（n=33）

知識不足，勉強不足だから。(９) 経験不足だから。（７）

適切な対応ができるか不安だから。(５) 不安があるから。（３）

経験がないためわからないから。（４） 子どもとかかわれたから。（３）

健康相談活動の難しさを実感したから。(３)

自信がないから。（２）／少し自信がついたから。（２）

児童の言葉を理解することが難しと感じたから。（２）

経験がないため，想像できないから。(10) あまり経験できなかったため，判断できないから。(10)

知識不足，勉強不足だから。(８) 健康相談活動の難しさを実感したから。（４）

回答者の性格から。（６） 回答者の性格から。（３）／自信がないから。（３）

na（５）

心身の成長や健康にかかわる時期だから。（６） これからの基礎・基盤となるから。（６）

子どものニーズに応えることは重要だから。（４） 悩みを抱えている子どもがいるから。（４）

小学生は，考え等が柔軟だから。（３） 心身の健康を守るために重要だから。（３）

自己形成，人間形成にかかわるから。（３）

校種に限らず，健康相談活動は重要だから。（３）

na（５）

実際に経験してみたいから。（８）

今後（将来）のためになるから。（６）

養護教諭から学びたい。（３）

あまり経験できなかったから。（16）

養護教諭の対応が観察できたから。（８）

反省点があるから。（５）

あまり経験できなかったから。（12）

養護教諭の対応から学ぶことができたから。（８）

実践できたから。（３）

na（５）

―

―

―

表7　　小学校における6項目の自由記述；上位3位

自
信

適
性

重
要
性

期
待

満
足
感

習
得
感

 

 

中学校実習前　　　（n=29） 中学校実習後　　　（n=33）

小学校実習で経験できなかったから。（10） あまり経験できなかったから。（５）

中学生に対応できるか自信がないから。（３） 相談内容（悩み）が深刻だから。（３）

信頼関係が大事になるから。（２） 適切に対応できるか自信がないから。（３）

慎重に行わなければならないと思うから。（２） 満足する生徒が多かったから。（２）

どのように声かけをすれば良いか不安だから。（２）

na（３）

やってみないとわからないから。（６） まだわからないから。（３）

経験がないから。（４） 経験できなかったから。（２）

塾のアルバイトの経験から。（２） 生徒と話をすることができたから。（２）

na（６） 苦手意識を感じなかったから。（１）

自信がないから。（１）／以下略（19）

na（５）

思春期であり，悩み等が増える時期だから。（８） 問題が生じる時期だから。（６）

心身が成長する時期だから。（５） 保健室や養護教諭は必要な存在だから。（６）

今後の生き方や人格形成にかかわるから。（４） 小学校よりも多様で複雑な悩みを抱えているから。（４）

na（５） 相談を求める生徒が多いから。（３）

今後にかかわるから。（３）

自分の成長や力になるから。（８）

小学校実習で経験できなかったから。（６）

どのような相談があるのか知っておきたいから。（３）

経験できなかったから。（14）

経験できたから。（７）

中学生の悩みや問題等が少しわかったから。（４）

あまり経験できなかったから。（12）

養護教諭の対応から学ぶことができたから。（５）

生徒とかかわり，活動（実践）できたから。（３）

―

―

―

表8　　中学校実習における6項目の自由記述；上位3位

自
信

適
性

重
要
性

期
待

満
足
感

習
得
感  
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考察 

 

１ 実習生の健康相談活動の捉え方 

中学校で健康相談活動を受けたことが「ある」と回答した者は，友人関係や部活動など学校生活

の中で生じた悩みを相談することを養護教諭の行う健康相談活動と捉えていることがうかがえる。

また，健康相談活動を受けた記憶がある者は，養護教諭の対応や雰囲気も記憶していることから，

児童生徒が養護教諭に相談してよかったと思えるような対応や雰囲気づくりが重要ではないかと考

えられる。健康相談活動を受けたことが「ない」と回答した者は，保健室に行くほどの悩みや怪我，

体調不良等がなく，また保健室利用が少なかったことがうかがえる。少数ではあるが，養護教諭と

のかかわりが少なかったからとの記述から，保健室以外での児童生徒とのかかわりも必要であるこ

とが考えられる。また，「覚えていない」と回答した者もおり，健康相談活動を受けた記憶が曖昧で

ある者もいることがうかがえる。児童生徒は，自ら相談を求めて来室することは少ないため，相談

等をした経験を健康相談活動として記憶していないことも推測できる 4）。 

健康相談活動に関する知識では，「心身の問題を解決し，健康を維持する活動」，「保健室での対応

の中で行う」等の記述が見られ，学生各々が様々な捉え方をしていることが明らかになった。知識

や認識等がまだ不十分であったと推測できるが，誤った捉え方はしていないと考えられる。しかし，

健康相談活動に関してある程度確立した知識や認識を持つことは重要であり，養成課程における講

義や実習等を通して学ぶ必要性が高いと考えられる。 

 健康相談活動に関するイメージでは，小学校では少数ではあるが，家庭に関する悩み等の相談を

イメージしていることがうかがえる。しかし，記述のない者や「わからない」と回答した者もおり，

イメージを想像できない学生もいた。また，様々な記述が見られたことから，小学校における健康

相談活動に対するイメージは学生によって個人差があるといえる。中学校では，思春期である中学

生という時期に生じやすい問題として，友人関係のトラブル等を想像したことが明らかとなった。

また，「相談内容（悩み）が多岐にわたる」と記述した者もおり，中学校ではより幅広い問題が生じ

ると想像している者もいることがうかがえる。 

健康相談と健康相談活動の違いでは,「わからない」と回答した者と無回答の者が多く，回答があ

ったものでは「健康相談は一時的な相談，健康相談活動は長期的・継続的な支援である」，次いで「健

康相談は専門家が行う，健康相談活動は養護教諭を始めとする学校教職員が行う」が多く見られた

ことから，健康相談と健康相談活動の違いに関する知識が不足していることがうかがえる。健康相

談は，学校保健安全法第 8条において「学校においては，児童生徒等の心身の健康に関し，健康相

談を行うものとする。」とされている。さらに，同法第9条において「養護教諭その他の職員は，相

互に連携して，健康相談又は（中略）必要な指導を行うとともに（後略）」とされ，その担当者は養

護教諭その他の職員であることが法令上明記された。また，同法施行規則第 22条，第 23条，第24

条において，学校医，学校歯科医，学校薬剤師の執務執行の準則として，法第 8条の健康相談に従

事することが規定されている 5)｡これらの規定により，健康相談は，養護教諭を始めとする教職員及

び学校医，学校歯科医，学校薬剤師が行うものである。 

一方，健康相談活動は，1997年保健体育審議会答申において「養護教諭の行うヘルスカウンセリ

ングは，養護教諭の職務の特質や保健室の機能を十分に生かし，（中略）心や体の両面への対応を行
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う健康相談活動である。」とされている 6）。また，2008年中央教育審議会答申では，「養護教諭の行

う健康相談活動がますます重要となっている」とされている１）。このように法令や答申において健

康相談及び健康相談活動に関して記されているが，健康相談と健康相談活動の明確な定義及び両者

の違いは曖昧である。大谷 4）は，健康相談とは「養護教諭の職務の特質と保健室の機能を生かし、

養護活動の一環として行う子どもの心身の健康に関する相談支援の活動である」と定義している。

三木 7）は，健康相談活動に関しては保健体育審議会答申(1997年)を用い，健康相談に関しては学校

保健安全法を用いて説明している。一方，森田 8）は，養護教諭の行う健康相談は「（平成 9 年に新

たな役割となったというより）1960年代あるいはそれ以前から養護教諭の職務のなかで自然に行わ

れていた相談」としている。1960年代の学術的研究を根拠として保健体育審議会答申（1997年）に

留まらず，学校の実情に沿って包括的に捉えている。このように各々の捉え方には特徴が見られた。 

健康相談と健康相談活動の言葉の違いや定義の不明確さから，混乱が生じる可能性もある。養成

課程では学生の混乱を軽減し，正確な知識及び認識の下で健康相談及び健康相談活動を実施できる

ような働きかけを模索する必要があると考えられる。 

健康相談活動の実施回数に関する捉え方は，小学校実習前の予測では「実習校の様子から」との

記述が最も多かった。I 大学の養成課程では，実習前に事前指導や臨地で健康診断の補助等の経験

をする機会がある。その経験を基に予測していることから，実習前の実習校訪問も学生の学びにつ

ながる貴重な経験であると考えられる。小学校実習後の実感では，自由記述から，学生の予測以上

に人数が少なかったことがうかがえる。しかし，健康相談活動の捉え方が学生により様々であった

ことから，例えば救急処置は健康相談活動として数えないなど，健康相談活動の捉え方に違いがあ

った可能性も考えられる。中学校実習前の予測では，自由記述から，校種別の発達段階に即した養

護教諭や保健室の役割を考えることができていると推測できる。また，思春期により小学校よりも

悩みが増えるとの記述が多く見られた。中学校実習後の実感では，自由記述から，学生の予測以上

に人数が少なかったことがうかがえる。しかし，「少し多い」と回答した者もおり，実習校による実

施回数や学生個人の感じ方に差があったことが考えられる。本研究では学生自身が経験した健康相

談活動に着目したが，養護教諭の対応を観察すること等を通して，健康相談活動に関して学ぶこと

も重要であり，積極的に学ぶ姿勢を伝える必要がある 9）。また，実習後に，学生が他の学生の経験

を聞き，事例を共有することも重要な学びであると考えられる。経験が少なかった者も多くの事例

を知り，対応を一緒に考え，相互に学びあう機会として事例検討会を活用することも一つの方法で

ある 9）。 

２ 健康相談活動に関する養護実習生の認識変化 

健康相談活動を行う自信では，両実習ともに実習前後で有意差が見られたことから，両実習を通

して若干ではあるが自信をつけたことがうかがえる。斉藤らは養護教諭特別別科生を対象に，実習

前，実習後，修了時において，入学時と比較して養護教諭として勤務する自信があるか調査してい

る 10）。本研究とは対象が異なるが，自信の平均値は全般に低い値を示し，実習後にやや平均値の増

加が見られたものの修了時に減少した。本研究においても平均値が両実習後ともに「2.70」であり，

実習や養成課程での学びのみでは自信を身に付けることは難しいと推測できる。また，回答した理

由として，小学校実習前では知識や勉強不足であることを挙げており，小学校実習後及び中学校実

習前後では経験不足との記述が多く見られた。このことから，健康相談活動を行う自信を培うため
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には，より多くの経験が必要であると推測できる。例えば，より多くのロールプレイング等を取り

入れるなど模擬的に健康相談活動を経験できる機会も学びにつながると考えられる。竹鼻らの研究

において見出された「自分に不足している学習事項」に見られる「事例を取り上げ，それの対応に

ついての練習をもっと多くすることで慣れておきたかった」との記述からも事例検討会やロールプ

レイングを実施する意義があるといえる 9）。 

適性では，両実習ともに前後で有意差が見られたことから，両実習を通して，若干ではあるが健

康相談活動の実施に向いていると感じるようになったことがうかがえる。しかし，平均値が両実習

ともに「3」に留まっていた。高岡らは，実習を通して養護教諭の適性感が上昇したと述べつつも3

割以上の者が実習後も「適していない」と考え，「わからない」と回答した者も全体で 2割以上いた

ことから，実習後の学生指導の必要性とその内容についての配慮が望まれると述べている 11）。養成

課程の段階で自身の適性を判断することは難しいと思われるが，より多くの事例に触れるとともに

適性を判断する上で必要な健康相談活動の知識や技能，認識を高めておくことが重要ではないかと

考えられる。 

健康相談活動の重要性では，両実習において有意差は見られなかった。しかし，両実習ともに平

均値が「4」を上回っており，健康相談活動が重要であると捉えていることがうかがえる。小学校で

は「心身の成長や健康に関わる時期だから」等，中学校では「悩みが増える時期（思春期だから）」

等の理由から健康相談活動を重要視している。また，小学校実習後の平均値の若干の減少は，小学

校において健康相談活動の実施回数が少なかったため，小学校における健康相談活動をあまり重要

ではないと捉えた実習生がいたと考えられる。 

養護実習における健康相談活動の期待では，両実習ともに平均値が「4」を示しており両実習とも

に期待していることがうかがえる。学生の高い期待感は，小学校実習前の「実際に経験してみたい

から」等の記述や中学校実習前の「小学校実習で経験できなかったから」等の記述からもうかがう

ことができる。 

満足感では，両実習において平均値が「3」を下回り，理由としては両実習ともに「経験できなか

ったから」等の記述が最も多かった。しかし，中学校実習後で「様々な相談を経験できたから」等

の記述が見られ，中学校実習では経験できた者は満足できたと感じる一方で，あまり経験できなか

った者は満足感を感じることができなかったと考えられる。 

養護実習における健康相談活動の習得感では，満足感と同様，両実習において平均値が「3」を下

回っていた。その理由としては，両実習ともに「あまり経験できなかったから」との記述が最も多

かった。一方で，両実習ともに「4」と回答した者もおり，「養護教諭の対応から学ぶことができた

から」等の記述が見られた。このことから，たとえ学生自身の健康相談活動の経験数は少なかった

としても，養護教諭の対応を観察できた者は，養護実習を通して健康相談活動を習得できたと感じ

たことが推測できる。 

以上のように，実習生は各々異なった健康相談活動の知識やイメージ，認識等を持ち実習に臨ん

でいることが明らかとなった。また，自信等6項目から見る健康相談活動の認識変化では，健康相

談活動を行う自信と適性において，両実習前後で有意差がみられた。臨地経験が，学生の認識に変

化をもたらしたことがうかがえた。 

 



鈴木・斉藤・廣原・石原：健康相談活動についての養護実習生の認識に関する研究 

 - 237 - 

まとめ 

 

I大学教育学部養護教諭養成課程 3年次の学生34名を対象とした質問紙調査による，健康相談活

動についての養護実習生の認識に関する分析から次の点が明らかになった。 

１）学生自身が養護教諭から健康相談活動を受けた経験は，「ない」「覚えていない」者が多かった。 

２）健康相談活動の知識では，「心身の問題を解決し，健康を維持する活動」等学生各々が様々な捉 

え方をしていることが明らかとなった。 

３）小学校における健康相談活動のイメージは，学生によって個人差があった。中学校では，「友人 

関係，人間関係，部活に関する悩みが多そう」等中学生の発達段階から生じる問題を例に挙げ 

ている記述が多く見られた。 

４）健康相談と健康相談活動の違いでは，約 2割が「わからない」と回答し，約4割が無回答であ 

った。 

５）健康相談活動の実施回数に関する捉え方は，小学校実習では，思ったより少なかったと感じる 

者が多く，中学校実習では，「少ない」「少し多い」等実習校による実施回数や学生個人の捉え 

方に差があった。 

６）自信及び適性では，小学校実習前後及び中学校実習前後で有意差がみられた。 

７）重要性では，両実習ともに平均値が「4」を上回り，健康相談活動は重要であると捉えていた。 

８）実習前の期待が高い一方で，満足感及び習得感は低い値であった。 

なお，本研究の一部は第 58回日本学校保健学会 12）及び日本学校健康相談学会第8回学術集会 13）

において発表した。 

最後に，本研究に協力くださった本学養護教諭養成課程 3年次学生の皆様に心より感謝申し上げ

ます。 
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情報科教師教育のためのWikiの活用 

 

―― プレゼンテーションを重視した災害支援と模擬授業を例に ―― 

 

右 島 綾 香＊ ・本 田 敏 明＊＊ 

(2012年9月15日受理) 

 

 

Using a Wiki in Teacher Training: Improving Teaching Ability through Presentations 

 

Ayaka MIGISHIMA and Toshiaki HONDA 

 

 

キーワード：Wiki，情報科，プレゼンテーション, 

 

 プレゼンテーション技法を育成する場合、PowerPointをツールとして利用するのが普通である。本研究ではWiki

をツールとして利用して実践を行い、その有効性について検証を行った。本研究で対象にした授業は、教科「情報」

の専門科目の「コンピュータ・プレゼンテーション技法」と「情報科教育法Ⅰ」である。 

 Wiki を利用する利点しては、HTML言語の知識がなくてもプラグインやリンク等のWikiが持っている機能を利用

すればかなり高度なウェブページの作成が可能になり、一般的なウェブページを作成するよりも容易にプレゼンテー

ションツールとしてのウェブページを作成することができることである。また、時系列で情報が流れていくブログや

SNSに比べてWikiはメンバー間のコミュニケーションの活性化や新しいアイデアの創出に向き、知識を共有してい

く場としてはWikiの方が適しているといえるからである。 

 二例の授業実践の分析から、Wiki というツールは情報をまとめ、発信していくという点でとても有効なツールであることが

明らかになり、教師教育にも有効な活用法であることが実証できた。 

 

はじめに 

 

現在、情報化が進み様々な情報が簡単に手に入るようになった。我々の生活の中でも情報ツール

活用能力は必須となりつつある。また、それは学校教育現場でも同様である。そしてその手に入っ

た情報をどのように処理してまとめ、発信していくかがより重要になってきている。 

茨城大学教育学部では教科「情報」の専門科目の中に「コンピュータ・プレゼンテーション技法」

と「情報科教育法Ⅰ」をおいており、「コンピュータ・プレゼンテーション技法」は隔年後期、「情報

科教育法Ⅰ」は隔年前期に開講し、それぞれ2単位の授業となっている。学生達にコンピュータ・ 

―――――――― 

*茨城大学教育学部情報文化課程  **茨城大学教育学部 
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プレゼンテーション技法を育成する場合、PowerPointをツールとして利用するのが普通である。 

しかし今回はそうではなく Wiki をツールとして利用して実践を行い、その有効性について検証

を行った。 

 

 

第 1章 プレゼンテーションツールとしてのWiki 

 

１ Wikiの説明 

まず、本実践で使用したWikiとはどのようなものなのか。IT用語辞典e-Words による定義を

見てみる。 

 

Webブラウザから簡単にWebページの発行・編集などが行える、Webコンテンツマネジメン 

トシステム(CMS)の一つ。WebサーバにインストールしてWebブラウザから利用する。 

複数人が共同でWebサイトを構築していく利用法を想定しており、閲覧者が簡単にページを 

修正したり、新しいページを追加したりできるようになっている。編集者をパスワードなどで 

制限したり、編集できないよう凍結したりすることもできる。HTMLの知識がなくてもリスト 

やリンクを簡単に作成できるように、簡易な整形書式が定められている。 

柔軟性が高く、手軽に始められて操作が簡単なことから、メモ帳代わりに使ったり、特定のテ 

ーマのまとめサイト(まとめWiki)の制作に利用されることが多い。Wikiを利用したインター 

ネット上のWebサイトで最も有名なものに百科事典のWikipediaがある 1）。 

 

多くのWikiに共通する特徴は以下の通りである。 

 ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、文書を書き換えて保存することがで

きる。 

 文書の書き換えに最低限必要なツールはウェブブラウザのみである。 

 Wiki特有の文書マークアップはHTMLなどと比べて簡潔なので覚えやすい。 

 同じWiki内の文書間にリンクが張りやすくなっており、個々の文書が高度に連携した文書

群を作成しやすい。 

 大抵は、変更の事前許可を必要とせず、Wikiのあるサーバに接続できる人に開かれている。

実際、ユーザアカウントの登録を必要としていないところも多い 2）。 

なお授業でのWikiの活用例としては、木村勤氏と本田が iGoogleとFFP及びWikiを活用した

公立小学校4年生14名を対象に社会科単元「わたしたちの茨城県」の授業を行ったものがある。

この実践で「Wikiでは個人ページを設定するとともにグループページも作成し、各自が互いの調べ

た内容を確認し合ったり互いに意見を出し合ったりしながら、グループとしての考えもまとめられ

るようにした」とある 3）4）。本研究は、教師教育の視点からその流れを受け継いだものである。 

 

２ 操作の簡便性 

Wikiをプレゼンテーションツールとして利用する理由の一つめとして、操作の簡便性が挙げられ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88
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る。Wikiはウェブページ機能を利用したプレゼンテーションが中心である。同じようなウェブペー

ジ機能を持つ一般的なウェブページの作成では高度なHTML言語を学ぶか（図1参照）、反対に機

能は劣るけれども簡単なワープロ等を使って行うか（図2参照）のどちらかになる。本研究のねら

いは HTML 言語の習得ということではなく、あくまでプレゼンテーション能力の育成である。

HTML言語の知識がなくてもプラグインやリンク等のWikiが持っている機能を利用すればかなり

高度なウェブページの作成が可能になり、一般的なウェブページを作成するよりも容易に、プレゼ

ンテーションツールとしてのウェブページを作成することができる（図3参照）。 

 

 

 

図1 HTML言語を用いて作成したウェブページ 

（上）HTML言語（下）ウェブページ 
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図2 Wordを用いて作成したウェブページ 

 

 

図3 Wikiのプラグインの例  

（上）「#gnews(防災)」と入力（下）防災に関するニュースがWikiに表示される 
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３ コミュニケーションツールとしての優位性 

Wikiをプレゼンテーションツールとして利用する理由の二つめとしては、コミュニケーションツ

ールとしての優位性が挙げられる。Wikiは一方向の情報発信ではなく、あくまでコミュニケーショ

ンを前提としたツールである。プレゼンテーション能力の育成に PowerPointのような一方向のも

のではなく、Wikiのような双方向の情報流通の要素を入れれば、より複雑で変化に富んだ能力を育

成することができると考える。 

また、本実践で他のソーシャルメディアではなくWikiを選んだ理由はなぜか。 

まず Wiki とブログを比較する。ブログとは個人や数人のグループで運営され、日々更新される

日記的な Web サイトの総称である。内容としては時事ニュースや専門的トピックスに関して自ら

の専門や立場に根ざした分析や意見を表明したり、他のサイトの著者と議論したりする形式が多く、

従来からある単なる日記サイト(著者の行動記録や身辺雑記)とは区別されることが多い 5）。 

Wiki は Wikipedia に代表される通り内容志向で読むのが中心であるのに対し、ブログはそれより

も人間志向で書くのが中心となっている（図4参照）。 

次にWikiと SNSを比較する。SNSとは、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュ

ニティ型の Web サイトのことである。会員制のサービスで、友人・知人間のコミュニケーション

を円滑にする手段や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは「友人の友人」と

いったつながりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供する。人のつながりを重視して「既存

の参加者からの招待がないと参加できない」というシステムになっているサービスが多いが、最近

では誰も自由に登録できるサービスも増えている 6）。SNSはWikiやブログよりも人間志向で読み

書き両方のバランスが取れているソーシャルメディアである。 

フロー型と呼ばれる時系列で情報が流れていくブログやSNSは、メンバー間のコミュニケーシ

ョンの活性化や、新しいアイデアの創出に向き、一方で知識を共有していく場としてはストック型

と呼ばれるWikiのほうが適しているといえる。 

本実践ではプレゼンテーションした知識の共有を重視するため、Wikiというツールを選択した。 

 

ツール メリット 

ブログ 
ユーザー同士のコミュニケーション。自身の知見と第三者の知見を交流させて、イノ

ベーションを生み出すのに適している 

SNS 
“知り合いの知り合い”へのアプローチ障壁を下げ、ユーザー同士のコミュニケーショ

ンを活性化させるのに適している 

Wiki 
ある目的に沿ってコミュニケーションさせて、特定のナレッジを構築するのに適してい

る 

表1 ブログ・SNS・Wikiのメリット比較 7） 
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図4 ソーシャルメディアの関係図 8） 

 

今回の研究では、本田が担当した教科「情報」の専門科目の「コンピュータ・プレゼンテーション

技法」（平成23年度前期）と「情報科教育法Ⅰ」（平成24年度後期）の二つの授業を研究対象とした。

まず「コンピュータ・プレゼンテーション技法」について述べていく。ちなみに「コンピュータ・

プレゼンテーション技法」の実践については、日本情報科教育学会第5回全国大会で発表を行った。 

 

 

第 2章 「コンピュータ・プレゼンテーション技法」実践の概要 

 

１  「コンピュータ・プレゼンテーション技法」のシラバス 

まず「コンピュータ・プレゼンテーション技法」のシラバスについて説明する。 

本実践の概要は、「コンピュータを使ったプレゼンテーションの方法について実習を含めて習得す

る。パワーポイント等のすでに知れ渡ったアプリケーションソフトの単なる操作法にとどまらず、

最近注目されているWeb2.0のツールを理解するとともに、それらの操作法を通してプレゼンテー

ションの利用法を深く理解することを目指す」ということである。 

到達目標は、「情報の効果的な発信＝プレゼンテーションについて、どのようなツールをどのよう

な場面でどのように利用すれば効果的に行うことができるのかを実践的技法を学びつつ理解でき、

実践できること」である。 

 

２ 実践過程 

本授業の授業計画は以下のようになっている。 

1）情報の授受とは 

2）情報の発信＝プレゼンテーションについて 

3）コンピュータ・プレゼンテーションの特徴について 
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4）Web2.0の特徴と代表的なツールについて 

5）BBSとは何か 

6）BBSの特徴 

7）BBSの分析について 

8）BBSの教育利用について 

9）Wikiとは何か 

10）Wikiの特徴 

11）Wikiのプラグインについて 

12）Wikiの共同作成について 

13）Wikiの教育利用について 

14）作成したオブジェクトの相互評価 

15）まとめ 

今回は、この中の9回目から13回目までのWikiに関する授業の部分を研究対象としている。 

 

 

第 3章 Wiki「災害時の危機管理と人材育成」作成ページの分析 

 

１ 各個人の作成ページ 

本実践のWikiのテーマは「災害時の危機管理と人材育成」である。 

 

図5 Wiki「rosecastle@ウィキ」トップページ 
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 まず、受講生10名各個人がまとめたWikiの個人ページを分析した。その際以下のような表を作

成した。 

 

表2 Wiki「rosecastle@ウィキ」個人ページ内容分析 

 

Wikiの個人ページは大きく「自ら作成したもの」、「引用」、「リンク」の三つに分けられた。そこ

からさらに細分化して、自ら作成したものは「文章」、「静止画」、「動画」、引用は「文章」、「静止画」、

「動画」、リンクは「国・地方」、「民間」に分けられた。自ら作成したものの文章はさらに分けられ

「読者とのコミュニケーションを重視した文章」、「リンク先の説明」、「災害時の危機管理や人材育

成に関する文章」となり、リンクの国・地方も「国のサイト」、「県のサイト」、「市町村のサイト」、

「その他の公共団体」、「講演会」に分けられ、民間も「民間のニュースサイト」と「民間のサイト」

に分けられた。 

分析した結果、自ら作成した静止画や動画は一切なく、静止画や動画は引用したものに限られるこ

とが分かった。また、引用した文章はひとつもなかった。リンクについては国・地方と民間では民

間のサイトが多く、国・地方では国のサイトが最も多いことが分かった。 

 

２ Wikiページ全体の関係とフォーラムページ 

 

図6 Wiki「rosecastle@ウィキ 災害時の危機管理と人材育成」フォーラムページ 

（ア）読者とのコミュニケーションを意識した文章 15
（イ）リンク先の説明 76
（ウ）災害時の危機管理や人材育成に関する文章 52

（2）静止画 0
（3）動画 0
（1）文章 0
（2）静止画 4
（3）動画 14

（ア）国のサイト 24
（イ）県のサイト 8
（ウ）市町村のサイト 9
（エ）その他の公共団体 3
（オ）講習会 5
（ア）民間のニュースサイト 41
（イ）民間のサイト 43

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

（1）文章
自ら作成したもの

引用

リンク

（2）民間

（1）国・地方
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図7のように、まずトップページから各個人のページへと行き、その各個人のページから重要だ

と思うものをフォーラムページに各個人が書きこむ仕組みとなっている。 

外部のページに有益な情報がある場合はそちらにも適宜リンクできるようになっている。 

 

図7 Wiki「rosecastle@ウィキ」ページ全体の関係 
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表3 Wiki「rosecastle@ウィキ」フォーラムページ分析 

 

各個人のページと同じように「自ら作成したもの」、「引用」、「リンク」の三つに分けられた。自ら作成した

ものは個人ページと同じく文章のみだった。しかし引用は個人ページとは異なり一つもなかった。またリ

ンクでは、国と地方・民間のニュースサイト・民間のサイトはあったが、講習会はなかった。 

 

 

第 4章 「情報科教育法Ⅰ」実践の概要 

 

１  「情報科教育法Ⅰ」のシラバス 

「情報科教育法Ⅰ」は、前期2単位の授業である。シラバスの概要としては、「共通教科｢情報｣設置の趣

旨・位置づけ・目標・科目構成について学習指導要領をもとに理解し、実際の教材研究や授業計画の進

め方を実践的に学ぶ」ということで、到達目標としては「高校の共通教科の中での教科｢情報｣の特徴を理

解できる。また、教科『情報』の教科内容を理解し、その基本的な授業計画を立て、実際の指導ができるよ

うにする」となっている。 

 

２ 実践過程 

本授業の授業計画は次のようになっている。 

1）共通教科｢情報｣設置の趣旨・位置づけ・目標・科目構成について(学習指導要領の検討) 

2）共通教科｢情報｣と高等学校の他教科との関係 

3）中学校技術家庭科との関係 

4）専門教科｢情報｣との関係 

5）～8）科目「社会と情報」｢情報の科学｣の内容について 

9）～13）指導計画書の作成について 

14）授業計画・学生発表 

15）まとめ 

この中で9回目に指導案を作成し、模擬授業を行った。10～13回目にWikiを用いた授業を行なわれて

おり、その部分を研究対象とした。 
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第 5章 Wiki「roseburg@ウィキ」作成ページの分析 

 

「roseburg@ウィキ」の構造としては、トップページがフォーラムページになっており、そこか

ら各個人ページへと飛ぶようになっている。各個人ページには、それぞれの授業指導案と情報科教

育法Ⅰの授業の感想が置いてある。また、各個人ページから外部ページへのリンクも張ってあり、

それぞれが見せたい外部ページへも行くことができるようになっている。 

 

 

図8  Wiki「roseburg@ウィキ」 個人ページ 

 

 

図9 Wiki「roseburg@ウィキ」 模擬授業フォーラムページ 
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図10  Wiki「roseburg@ウィキ」 感想・学習指導案ページ 

 

 

図11  Wiki「roseburg@ウィキ」 学習指導案 
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フォーラムページの具体的な内容としては、「質問なんですが、現在 HTMLを学ぶメリットってな

んだと思いますか？」「html を学ぶことはwebページの構造把握につながって、閲覧が容易にな

ったり、リンク先のページがどのようなページであるのか見通しがついて危険回避にでもつながる

んじゃないかと思っています。」というように模擬授業の内容に関しての質問をし合ったり、「技術

ってどんどん進化しているので、教育もそれに対応していかなくちゃいけないと思います。PC関

連は特に進化が早いので、未来をもっと見据えて行う教育が大事になってくると思います。」「PC

があるのが当たり前、という生徒をお相手することになると思うので、すでに知っている分野であ

っても、発見と創造性にあふれた授業展開をしていけたらいいなあ、とうっすらですが目標を持つ

ことができました。」など、これから教師になっていく上で心構えなどについても話し合われていた。 

 

 

図12  Wiki「roseburg@ウィキ」 全体図 
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第 6章 結果と評価 

 

まず「rosecastle@ウィキ」の結果と

して特徴的なことは、まずフォーラムペ

ージには一切動画や静止画がなく、もし

見せたい場合は自分の個人ページへ

のリンクを張り、見ることができるようにし

ているということである。一部分のモジュ

ールの寄せ集めでは十分なプレゼンテ

ーションを行うことができないと考えたた

めだと思われる。 

また今回は「災害時の危機管理と人

材育成」というテーマでWiki作成を行っ      

たが、茨城県はもちろん茨城大学も震災      図13 フォーラムページと個人ページの関係 

の被害にあったため、学生たちは切実な 

問題として取り組んだと考えられる。通常、ウェブページ作成の際はページのデザイン面などの派手さに

傾きがちだが、今回は地味ではあるがカラフルさよりも内容を重視したページとなっている。 

 

表4 読者とのコミュニケーションを重視したもの 

 

また表3を見ると分かるとおり、個人ページには文章の表現で双方向のコミュニケーションを意識したも

のやプラグインで作成したコメント欄もあった。 

そして個人のWikiページから重要だと思う部分をフォーラムページに持ってきて載せて共有するのだ

が、本実践の課題としては、Wiki のコメント欄には書き込んだ文章の略歴が残りますが書き込みが一切

ないことから、授業時間数の関係で Wiki ページを作成するだけで精一杯で双方向のやり取りをするとこ

ろまでいかなかったということが分かる。フォーラムページでも個人ページの重要な部分を載せるのみで、

積極的な双方向のやり取りまで行うことができなかったといえる。フォーラムページで双方向のコミュニケ

ーションをさらにとることができれば、よりよいプレゼンテーションの場となったと考える。 

次に「roseburg@ウィキ」では、「rosecastle@ウィキ」ではあまり盛んに行われなかったフォー

ラムページでの交流を積極的に行うことができている。フォーラムページは各々が模擬授業をやっ

た感想や情報科の教師となっていく上でどう考えているかを語り合う場となっていた。 

また、こちらでは模擬授業をまず行いその内容をWikiに載せるという形でWiki作りを行ってい

るため、内容が「rosecastle@ウィキ」だけにとどまらず模擬授業と繋がっていたり、情報科の授業

の今後の話などにも広がっていった。お互いに指導案を見合って、それについてコミュニケーショ

ンをし合う、この両方をできるのは他のツールでは不可能であり、Wikiでのみ可能である。 

このように Wiki というツールは情報をまとめ、発信していくという点でとても有効なツールであることは

間違いない。本研究でも明らかにしたように、教師教育にも有効な活用法であることが実証できた。今後、
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さらにWikiを用いて効果的な教師教育が行われることを期待したい。 

 

 

注 

 

1）IT用語辞典e-Words 「Wiki【ウィキ】」（2012.7.17閲覧） 

http://e-words.jp/w/Wiki.html 

2）出典URLにおける「ウィキ」の表記を「Wiki」に置き換えた。 

Wikipedia「Wiki」（2012.7.18閲覧） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD 

3）木村勤，本田敏明．2009．「WBLE （Web Based Learning Ecology）による学習効果について」

『第25回全国大会講演論文集』pp.873-874 （教育工学会） 

4）木村勤，本田敏明．「WBLE （Web Based Learning Ecology）による学習効果について」『第

35回全国大会講演論文集（CD）』B-08（日本教育工学振興会） 

5）IT用語辞典e-Words 「Blog【ブログ】」（2012.7.18閲覧） 

http://e-words.jp/w/Blog.html 

6）IT用語辞典e-Words 「SNS【Social Networking Service】」（2012.7.19閲覧） 

http://e-words.jp/w/SNS.html 

7）ITmedia Biz.ID「ブログ、SNSの次は？―Wikiのビジネス利用始まる」 （2012.7.19閲覧） 

http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0704/11/news112.html 

8）slideshare  「A Social Media Map v1」  Donald H Taylor 2009（2012.7.19閲覧） 

http://www.slideshare.net/DonaldHTaylor/a-social-media-map 
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小学生の運動有能感と体力・運動能力および運動スキルとの関係 

 

 

 

中 山  綾＊ ・ 松 坂  晃＊・ 吉 野  聡＊＊ 

(2012 年9 月15 日受理) 

 

 

Perceived Competence in Sport and Exercise, Physical Fitness, and Motor Skills  

Among Primary School Children 

 

Aya NAKAYAMA, Akira MATSUZAKA and Satoshi YOSHINO 

 

 

キーワード：運動有能感，体力，運動能力，運動スキル，小学生 

 

子どもの体力・運動能力が低い状況の中で豊かなスポーツライフを実現するためには体力・運動能力を高めるとともに運

動スキルの向上や運動有能感を育てることが重要と考えられる。本研究では小学校１年生から６年生の男子 234 名，女子

223 名，計457 名を対象とし，運動有能感，体力・運動能力，運動スキルを調査し，それらの関係性および学年および性別の

影響を検討した。運動有能感については岡沢の運動有能感測定尺度を使用し，基礎的運動技能９種目の達成数を運動スキ

ル得点，文部科学省体力・運動能力テスト 8 種目の偏差値平均を体力得点とした。運動有能感，身体的有能感，統制感は学

年が上がると低下した。また，身体的有能感は女子に比べて男子の方が高かった。体力の上位群と下位群および運動スキ

ルの上位群と下位群について，運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感のそれぞれの上位群・下位群のクロス集計を

行ったところ，低学年では，体力の上位群と下位群の間に運動有能感の有意差はみられないが，学年進行とともに差が拡大

した。一方，運動スキルの上位群と下位群の間に運動有能感の大きな差がみられ学年進行によって差が縮小する傾向を示

した。学年間のこうした特性を考慮しながら，運動有能感を育てる体育授業の工夫が必要と考えられる。 

 

はじめに 

 

近年，子どもの体力・運動能力の低下は深刻な問題となっている。また，運動不足から肥満傾向

にある子どもも増加している。幼児期からの様々な運動経験の不足からからだをコントロールする

力が身についていない子どもも多い。こうした運動不足は子ども期でも高血圧，脂質代謝異常，糖

代謝異常などをもたらすことが報告され（Andersen et al. 2006），更に，これらは将来の生活習慣病

につながる恐れがあり社会全体の活力低下も懸念されている。 

―――――――― 

*茨城大学教育学部運動生理学研究室  **茨城大学教育学部保健体育科教育学研究室 
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平成14年9月の中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」ではこ

うした状況を踏まえて「外遊びとスポーツのすすめ－体を動かそう全国キャンペーン－」，「外遊び・

スタンプカード」，「スポーツふれあい広場」，「学校の取組の充実－創意工夫をこらした体力つくり

と地域社会との連携－」，「スポーツ・健康手帳」，「体力向上に資する子どもの生活習慣改善」など

の方策を提言し，地域や学校で様々な取組みが展開されている。また，平成 20年1月の学習指導要

領の改善に関する中央教育審議会答申では体育科の改善について「生涯にわたって健康を保持増進

し，豊かなスポーツライフを実現することを重視し改善を図る」とされ，これを受けて現行の小学

校学習指導要領体育編では「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育てる・・・」とし

ている。 

こうした取組みの進展とともに，体力・運動能力の一部には下げ止まりの傾向もみられるように

なってきた。文部科学省体力運動能力調査報告書（文部科学省 2011）では長期的に年次変化の比較

が可能な握力，走能力（５０ｍ走，持久走），跳能力（立ち幅跳び），投能力（ソフトボール投げ・

ハンドボール投げ）について検討し，体力水準が高かった昭和 60年頃に比較すると依然低い水準に

あるものの横ばいまたは向上傾向がみられるものもあるとしている。また，学校保健統計調査によ

ると肥満傾向児の出現率も低下に転じたとされている（文部科学省 2012）。 

豊かなスポーツライフを実現するためには体力・運動能力や運動スキルを高めるとともに運動有

能感を育てることが重要と考えられる。有能感は学習意欲や運動意欲に大きな影響を与え，運動参

加や体育授業に対する態度を規定すると考えられている（岡沢 1996）。一方，武田（2005）は体力

と運動有能感の関係について検討し，「児童期の実際の体力水準の高低が運動有能感の形成に大きく

関与している」とし，「とくにこのことが小学校低学年ですでに認められる点に注目しなければなら

ない」と述べている。このことは体力・運動能力の向上を図ることが運動有能感の育成に寄与する

ことを示唆すると同時に，体育・運動能力の向上をめざす指導の中で運動有能感を低下させてしま

う懸念もあることを示していると思われる。また，運動ができる子とできない子についても同様の

可能性があり，運動スキルと運動有能感の関係（岡沢 1996）についても検討する必要がある。これ

らの問題は「豊かなスポーツライフの実現」をめざす体育学習の在り方を考えていくときに重要な

基礎になるものと考えられ，本研究では児童の運動有能感と体力・運動能力および運動スキルにつ

いて調査し，学年や性別の違いによりこれらの関係性が変化するかどうかを検討することを目的と

した。 

研究方法 

 

小学校1年生から6年生までの児童，男子234名，女子 223名，合計457名を対象とした。調査

は児童による記名式の質問紙調査と当該校で行われた文部科学省体力・運動能力テストの結果を合

わせて行った。質問紙調査は 2009年11月～12月に，体力・運動能力調査は 2009年4月～5月に行

われた。質問紙を使って岡沢ら（1996）による運動有能感と運動スキルを調査した。岡沢らの運動

有能感測定尺度は「運動能力がすぐれていると思います」，「たいていの運動は上手にできます」な

どの12の質問項目からなり，「よくあてはまる」，「ややあてはまる」，「どちらともいえない」，「あ

まりあてはまらない」，「まったくあてはまらない」の 5件法で回答するもので，これに 5点から 1
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点を与えて合計得点が 12点から60点になるものである。身体的有能さの認知（身体的有能感），統

制感（やればできる，練習すればできそうだ），受容感（教師や仲間から受け入れられている）の三

因子から構成され，各々4項目 20 点で合計 60 点が上限となっている。なお，岡沢ら（2001）は 9

項目からなる小学校低学年用運動有能感測定尺度を作成しているけれども，ここでは学年間の変化

をみるため低学年用12項目質問票を使って調査した。運動スキルについては，マット前回り，後回

り，鉄棒前回り下り，逆上がり，とび箱開脚跳び，なわとび 5 回以上，50m 走，ハードル，潜水，

25m水泳，ボール投げ，ボールキャッチ，ドリブル，静止しているボール蹴り，動いているボール

蹴り，バット打球，ラケット打球の全 17項目について，「できる」，「補助があればできる」，「でき

ない」，「わからない」の 4件法で回答を得た。体力・運動能力については，握力，上体起こし，長

座体前屈，反復横とび，20ｍシャトルラン，50m走，立ち幅跳び，ソフトボール投げの 8項目であ

り，小学校で測定された結果を学校の了解のもとに活用した。 

運動有能感については下位三因子（身体的有能感，統制感，受容感）（各上限 20点）とそれらの

合計である運動有能感（上限 60点）を求めた。低学年（１・２年），中学年（３・４年），高学年（５・

６年）の3群に分けさらに男女別に分けた 6群の各々の平均値を求め，平均値以上の者を有能感上

位群，平均値以下の者を有能感下位群とした。この群分けを身体的有能感，統制感，受容感および

それらを合計した運動有能感のそれぞれについて行った。 

体力・運動能力については文部科学省（2011）の体力・運動能力調査の方式に従ってAからEの

5段階に評価し，A＋Bを体力上位群，C+D+Eを体力下位群とした。また，これとは別に平成 22年

度体力・運動能力調査報告書に記載されている性年齢別平均値と標準偏差を使ってテスト項目毎に

偏差値を求め，体力運動能力８項目の平均値を体力得点とした。 

運動スキルについては「できる」と回答した児童が 80％以下の項目，すなわち開脚跳び(79.4%)，

ドリブル(78.9%)，マット後回り(75.9%)，ボールキャッチ(72.7%)，ラケット打球(70.0%)，逆上がり

(62.2%)，25m水泳(55.6%)，バット打球(52.3%)，ハードル(51.3%)の 9種目の個数を運動スキル得点

とし，6点以上を運動スキル上位群，5点以下を運動スキル下位群とした。 

体力・運動能力（上位群，下位群）と運動有能感（上位群，下位群），身体的有能感（上位群，下

位群），統制感（上位群，下位群），受容感（上位群，下位群）のそれぞれについてクロス集計を行

い χ2乗検定により有意性を検討した。また，同様に運動スキル（上位群，下位群）についても運動

有能感，身体的有能感，統制感，受容感のそれぞれとクロス集計を行った。さらに，運動有能感，

身体的有能感，統制感，受容感を従属変数とし学年，性別（男子＝１，女子＝２），体力得点，運動

スキル得点を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を行った。これらの統計処理には

SPSS11.0Jを使用した。 

 

結果と考察 

 

 表１に対象児の身体特性，体力・運動能力，運動有能感等の平均値と標準偏差を示した。肥満傾

向児は低学年男女0%，中学年男子 6.6%，女子7.3%，高学年男子13.2%，女子 9.6%であり，痩身傾

向児は低学年男子9.4%，女子0%，中学年男子1.1%，女子1.2%，高学年男子3.4%，女子4.9%で学

校保健統計による全国値と概ね同等と考えられる（文部科学省 2012）。体力・運動能力各項目につ
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いて平成 22 年度の全国平均値と標準偏差（文部科学省 2011）を使って偏差値を求めたところ，全

対象児平均で握力50.1±9.9，上体起こし55.8±9.6，長座体前屈 65.8±12.3，反復横とび54.8±8.9，20m

シャトルラン54.7±9.8，50m走53.1±9.8，立ち幅跳び 60.3±10.9，ソフトボール投げ 48.9±9.7であり，

多くの種目で全国平均値を上回っていた。運動有能感については，岡沢ら（1996）が小学校 5・6

年生男女の身体的有能感 12.10±4.28，統制感 16.17±3.53，受容感 14.78±3.68 と報告しており，本研

究の対象児は運動有能感がこれよりやや高い集団と思われる。 

学年が低学年，中学年，高学年と上がるにつれて運動有能感および下位三因子（身体的有能感，

統制感，受容感）の得点が低下し，女子に比べて男子が高い傾向を示した。群間の有意性について

分散分析を行ったところ，運動有能感については学年差あり（p=0.002），性差なし（p=0.199），交

互作用なし（p=0.185），身体的有能感については学年差（p=0.000），性差（p=0.003）ともにあり，

交互作用なし（p=0.094），統制感では学年差あり（p=0.016），性差なし（p=0.286），交互作用なし

（p=0.615），受容感では学年差（p=0.809），性差（p=0.198），交互作用（p=0.300）ともに有意性は

みられなかった。武田(2005)は本研究と同様に小学校低学年，中学年，高学年に分け（男女込み），

運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感について報告している。武田の研究では上位群と下位

群の割合が記されており，運動有能感上位群に属する児童は低学年で 62.4%，中学年で 63.3%，高

学年で 39.7%，また，身体的有能感では同様に 68.9%，62.7%，39.1%，統制感では 66.3%，78.1%，

51.6%，受容感では58.0%，69.2%，58.2%と報告している。武田(2005)の研究でも本研究でも学年進

行とともに身体的有能感が低下する一方で受容感が低下しない傾向がみられ，また，統制感がそれ

らの間にあってゆるやかに低下する傾向があると思われる。「運動能力が優れていると思います」，

「たいていの運動は上手できます」などの身体的有能感の低下は自己を客観視できるようになって

きたことを反映していると示唆され，先天的およびそれまでの後天的要因の積み重ねという容易に

は変えられない部分を含んでおり，この事実を認めた上で運動・スポーツに前向きに取組む姿勢を

育てて行くべきと思われる。このとき，仲間の応援や教師の受容という支えがある状況はたいへん

望ましく，「筋道を立てて練習や作戦を考え，改善の方法などを互いに話し合う活動・・・」（中教

審答申，平成20年1月）を大切にしてきた体育授業の成果が表れているとも考えられ，その中で効

果的な学習方法や真摯に努力する姿勢を通して「練習すれば伸びると思う」という統制感を将来に

向けて育性していくことが重要と思われる。 

表２に体力および運動スキルと運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感の関係についてクロ

ス集計した結果を示した。ここでは対象数が十分でないことから男女に分けないで分析した。体力

については文部科学省体力・運動能力調査方式によるA+Bを上位群，C+D+Eを下位群とした。運

動スキルでは運動スキル得点の全対象児平均値が 5.96±2.38だったことから，6点以上を上位群，5

点以下を下位群とした。表にはそれぞれの群の中で運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感が

平均値以上だった児童の割合(%)とχ2乗検定の結果を示した。低学年では体力と運動有能感，身体

的有能感，受容感の間に有意性がみられず，武田（2005, 2006）の報告と一致しなかった。低学年で

は体力上位群の中に運動有能感上位の児童が 70.3%おり，体力下位群の中にも運動有能感上位の児

童が 54.5%含まれていた。一方，運動スキル上位群の中には運動有能感上位の児童が 88.2%と多く

含まれるのに対して，運動スキル下位群の中には運動有能感上位の児童が 32.0％しか含まれておら

ず，運動スキルと運動有能感の間には有意性があった。本研究の低学年群の対象数は十分でないの 
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Mean SD Mean SD Mean SD

身長 121.3 5.1 132.4 5.9 141.7 7.0

体重 21.8 3.1 29.8 7.0 36.1 8.0

肥満度 -7.6 8.6 -0.2 16.0 0.7 16.3

握力 10.6 2.6 14.1 3.0 18.9 4.7

上体起こし 15.1 4.3 18.2 6.0 25.1 5.4

長座体前屈 26.5 4.4 40.6 5.2 49.0 9.3

反復横跳び 33.3 6.2 38.9 5.6 46.9 6.4

２０ｍシャトルラン 23.5 10.7 47.1 17.7 68.1 22.4

５０ｍ走 11.0 0.8 9.7 0.8 8.8 0.9

立ち幅跳び 136.6 11.7 157.9 21.3 184.8 19.1

ソフトボール投げ 11.0 3.9 19.7 7.1 26.8 9.0

得点合計 37.8 7.1 52.6 7.9 66.0 8.6

運動有能感 52.8 8.3 49.1 8.2 48.8 8.1

身体的有能感 17.5 2.7 14.6 3.8 14.1 3.9

統制感 18.3 3.1 18.1 2.4 17.7 2.7

受容感 17.0 3.5 16.4 3.2 17.0 2.7

Mean SD Mean SD Mean SD

身長 120.8 5.5 132.0 6.4 143.3 7.4

体重 22.0 3.3 29.2 5.6 35.8 9.2

肥満度 -5.4 7.0 -0.3 11.8 -2.3 17.6

握力 10.2 2.2 13.7 3.1 17.6 4.0

上体起こし 15.6 4.6 18.4 4.7 21.9 4.4

長座体前屈 28.8 4.6 43.9 7.8 53.4 9.3

反復横跳び 30.0 3.7 38.9 6.0 43.7 5.4

２０ｍシャトルラン 19.6 8.9 39.3 12.7 56.2 17.4

５０ｍ走 11.0 0.8 9.9 0.9 9.2 0.7

立ち幅跳び 121.4 19.8 151.5 23.2 175.1 18.2

ソフトボール投げ 6.6 1.7 12.3 4.3 15.5 4.6

得点合計 37.7 7.4 55.1 9.2 66.0 7.0

運動有能感 50.6 7.7 49.9 7.8 46.7 7.8

身体的有能感 15.6 3.4 14.4 3.6 12.5 3.7

統制感 18.1 2.6 18.0 2.7 17.0 3.2

受容感 17.0 3.2 17.4 3.0 17.2 2.6

男子

女子

低学年 (n=32) 中学年 (n=89) 高学年 (n=113)

低学年 (n=27) 中学年 (n=82) 高学年 (n=114)

 

表１ 対象児の身体特性，体力・運動能力，運動有能感の平均値と標準偏差 
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上位群 下位群 χ2 p 上位群 下位群 χ2 p

【低学年】

運動有能感 70.3 54.5 1.49 ns 88.2 32.0 19.87 0.000

身体的有能感 59.5 50.0 0.50 ns 76.5 28.0 13.73 0.000

統制感 78.4 50.0 5.09 0.024 94.1 32.0 25.46 0.000

受容感 64.9 50.0 1.26 ns 79.4 32.0 13.42 0.000

【中学年】

運動有能感 60.8 34.8 9.16 0.002 65.6 38.7 12.31 0.000

身体的有能感 60.0 34.8 8.59 0.003 69.8 32.0 24.15 0.000

統制感 60.8 50.0 1.61 ns 70.8 41.3 15.03 0.000

受容感 67.2 41.3 9.42 0.002 67.7 50.7 5.11 0.024

【高学年】

運動有能感 69.3 20.8 36.72 0.000 68.7 41.3 16.15 0.000

身体的有能感 60.3 18.8 26.21 0.000 57.8 40.0 6.59 0.010

統制感 62.0 37.5 9.27 0.002 64.6 42.5 10.34 0.001

受容感 59.8 20.8 22.98 0.000 59.9 36.3 11.57 0.001

体力 運動スキル

で明言できないが，低学年児童においては体力・運動能力が運動有能感に及ぼす影響は小さく，運

動スキル獲得の自覚は児童の運動有能感に影響を及ぼすのではないかと推察される。また，学年進

行とともに体力上位群－下位群間の差が拡大する一方で，運動スキル上位群－下位群間の差は縮小

する傾向にあると思われる。 

毎年春に各学校で行われる体力・運動能力テストでは高学年児童が測定補助の役割を担い，低学

年児童の測定結果を記録用紙に記入することが多い。また，記録自体が低く優劣の幅も小さい。20m

シャトルランを除き学級の全児童が観察し比較される場面も少ない。このため低学年児童は測定結

果を充分に認識しておらず運動有能感に結び付かないのではないか。一方，「逆上がりができる」，

「とび箱で開脚跳びができる」，「ボールをキャッチできる」などの運動スキルは低学年児童にもそ

れらの成否を理解しやすく，しかも学級の全児童の前で評価されることが多い。このことが運動有

能感の形成に大きな影響を及ぼすのではないかと思われる。また，学年進行とともに体力の自己評

価が的確なものとなり，一方で様々な運動技能学習の中で「やればできる」という体験を重ねるこ

とが運動有能感に対する「体力」と「運動スキル」の影響変化につながっていると考えられないだ

ろうか。低体力と肥満の重複は心血管系リスクを高めるとされ体力を高める意義は大きいが

（Eisenmann et al. 2007），体力は遺伝要因にも影響され運動トレーニングによる向上は容易でない。

発育により体力・運動能力は高まるけれども，同一年齢集団の中での相対的位置は発育スパート期

の早晩を除くと変わらないことも多い。体力・運動能力テストの結果だけでなく，それらを改善す

る方法と改善した実感を持たせる体育授業を工夫したい。また，運動スキルは累積的に変化すると

され練習によってより高度な運動スキルを獲得できると思われ，児童一人一人の運動技術水準に合

わせた課題設定によって運動有能感を育む機会を得ることができるよう期待したい。 

 

表２ 学年群別にみた体力および運動スキルと運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感の関係 

－運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感のそれぞれの上位群に属する児童の割合(%)－ 
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回帰係数 β SE ｔ p

身体的有能感

　定数 5.27

　学年 -1.123 -0.428 0.093 -12.058 0.000

　体力 0.181 0.314 0.023 7.873 0.000

　運動スキル 0.621 0.382 0.065 9.538 0.000

　調整済みR2

統制感

　定数 11.78

　学年 -0.431 -0.224 0.078 -5.560 0.000

　体力 0.089 0.211 0.019 4.659 0.000

　運動スキル 0.476 0.399 0.054 8.787 0.000

　調整済みR2

受容感

　定数 9.98

　学年 -0.197 -0.099 0.085 -2.324 0.021

　性別 1.058 0.180 0.260 4.073 0.000

　体力 0.063 0.144 0.021 2.958 0.003

　運動スキル 0.473 0.383 0.063 7.539 0.000

　調整済みR2

運動有能感

　定数 28.03

　学年 -1.732 -0.315 0.200 -8.675 0.000

　体力 0.351 0.291 0.049 7.123 0.000

　運動スキル 1.487 0.436 0.140 10.648 0.000

　調整済みR2

0.445 ( p=0.000 )

0.291 ( p=0.000 )

0.205 ( p=0.000 )

0.419 ( p=0.000 )

表３に運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感を従属変数とし，学年，性別，体力得点，運

動スキル得点を独立変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）の結果を示した。性別については

受容感において女子が有意に高く，それ以外の運動有能感，身体的有能感，統制感においてはステ

ップワイズ法の中で変数から除外された。身体的有能感では性別が負の影響（女子の方が身体的有

能感低値）を示す傾向にあったが有意ではなかった（p=0.079）。岡沢ら（1996）は「運動，スポー

ツが男子に求められる性役割であり，仲間とうまくつき合うことが女子の性役割であると，児童・

生徒が感じていると考えられる。体育授業に関していえば，運動が苦手な男子，仲間付き合いが下

手な女子は体育授業時間を苦痛に思っている可能性があり，体育授業を行う上で十分注意しなけれ

ばならない・・・」と述べている。本研究の結果も間接的にこれを支持するものと考えられる。学

年については運動有能感および下位三因子の予測に負の影響，すなわち学年が上がるにつれて有能

感が下がることを示している。また，体力よりも運動スキルの方がより強い影響があるものと推察 

 

表３ 運動有能感，身体的有能感，統制感，受容感を目的変数とした重回帰分析の結果 
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35 40 45 50 55 60 65

3 39.6 41.3 43.1 44.8 46.6 48.4 50.1

4 41.1 42.8 44.6 46.3 48.1 49.8 51.6

5 42.6 44.3 46.1 47.8 49.6 51.3 53.1

6 44.0 45.8 47.6 49.3 51.1 52.8 54.6

7 45.5 47.3 49.0 50.8 52.5 54.3 56.1

8 47.0 48.8 50.5 52.3 54.0 55.8 57.5

9 48.5 50.3 52.0 53.8 55.5 57.3 59.0

運
動
ス
キ
ル
得
点

体力得点

される。表４に回帰式から推定される運動有能感得点の一例を示した。回帰式は因果の方向性を示

すものではないが，推定値に比べて実際の運動有能感が低い場合には体力得点や運動スキル得点以

外の何らかの要因が関与していると捉えて体育授業に活用できないかと考えている。 

 

表４ 体力得点および運動スキル得点から推定される運動有能感得点（小学校３年生の例） 
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本研究の目的は、まず、教育困難校の対人関係で苦手意識やトラブルを抱えやすい生徒が、自分の体験や物事につい

て説明する為にどのような語彙を用いるのか、語り口の特徴を描くことである。そのことで、他者との関係を構築するとき、ど

のようなところで躓きやすいのかが明らかになると考える。次に、限定的な語彙の中で、どのような行為志向性をもち、どのよ

うな立ち位置（position）を構築していくのかを分析することである。そして更に、それらを踏まえた支援の手立てを検討するこ

とである。そこで、グループ・ワーク事例における自己語りの中に見られた、「対人関係でトラブルを抱えやすい生徒」の発話

を切り取り、言説分析的な考え方・書き方で分析を試みた。その結果、事例からは、「他者の反応を気にしないで話す」ため

に、「文法の混乱」を指摘されることもなく、「誤謬」を訂正されることもなく、「語りの形式」に則らない語りで「話が迷子になる」

という語り口の特徴が見られた。そして、その語り口に、隠された前提があり、被害者ポジションを獲得していることを見出し

た。また、こうした生徒には、「とりあえずの被害者ポジション」の段階で、ナラティヴな関わりを心がけることで、本当の「被害

者」になる前に、救済することができることが明らかとなった。 

 

 

はじめに 

 

筆者は、教師として長く教育困難校の教育相談に携わってきた。教育困難校においては、問題の

解決のために、教師が介入しなければならないような生徒同士の対人関係をめぐるさまざまなトラ

ブルが頻発し、些細なことから、不登校や転退学に発展してしまうケースも少なくない。そこで、

筆者は、対人関係に課題をもつ生徒たちの心理的教育に取り組んできた（深谷・丸山，2010；深谷， 

2011）。特に、Q-U（河村，1999）で「学校生活不満足群」（いじめや悪ふざけを受けていたり、不 

適応になっている可能性の高い生徒の群）や「侵害行為認知群」（自主的に活動しているが自己中心

―――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室  **茨城大学教育学部 
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的な面があり、他の生徒とトラブルを起こしている可能性の高い生徒の群）にプロットされるよう 

な生徒の中には、対人関係を構築することがあまり上手とは言えない生徒たちが数多く存在した。

そして、そうした生徒たちには共通する何かがあると感じてきた。何かとは、雰囲気のような漠然

としたものばかりでなく、自己を語る「語り口」、自己と他者の関係性について語る「語り口」であ

る。それは、一度聴いただけではよく理解することができない独特の話し方など、語りにおける「言

語」の使い方に特徴があるような印象がある。また、よく背景は理解できないのだが、とにかく常

に、何らかの被害感や不満を訴えているという状況が見られる。学校では、彼らの情緒的なケアに

焦点を当てて対応することは多いものの、彼らの「語り口」がどのようなもので、何を訴えようと

しているのかについて焦点を当てた支援は、あまりなされていないと思われる。そこで「語り口」

の特徴を明らかにすることで、対人関係を構築することが苦手である生徒が、他者との関係を構築

するとき、どのようなところに躓き、自分をどのような存在として位置づけていくのかを理解でき

るのではないか。そしてそれが、対人関係を構築することが苦手な生徒の支援への手がかりになる

のではないかと考えた。 

本論では、これまで学校において、生徒の心理的理解の手がかりに用いてきた、性格特性、発達

課題、家庭環境等の側面的情報からではなく、教育相談に携わる教師だから見える「学校での相互

作用の中で生起する関係性」というパースペクティブから生徒を捉え、支援の方法について考えて

いきたい。 

 

社会的構築主義という視座 

学校では、一人の生徒を理解しようとしたとき、さまざまなデータを得ることができる。例えば、

生活環境調査書等から「家庭環境」や「生育歴」、学力検査・定期考査等から測定される「学力」、

健康診断・身体測定・スポーツテスト等から「身体状況・体力・運動能力」、そして各種心理検査の

結果からアセスメントされた「性格特性」や「発達課題」などである。そういったさまざまな情報

は、一人の生徒の側面的理解を促進させることに役立つ。そして伝統的心理学はさまざまな現象の

説明をこういった側面的な切り口から更に内部へ入り、態度や動機づけ、認知等々の存在を仮定す

ることによって説明しようとしている。これに対して、社会的構築主義の人間観では、アイデンテ

ィティを『個人の心の達成』ではなく『関係性による達成』として捉え、アイデンティティが固有

の一貫性や安全性をもつとは見なさない（Gergen，1994）。つまり、自己は関係性の副産物として

のみ立ち現れ、独立した自己が集まって関係を形成するのではなく、関係の特定の形式が個人のア

イデンティティを生み出している（Gergen & Kaye，1992）と捉える。そして、 Gergen（1999，

p.64）は「自分のアイデンティティは、他者が自分をどう表現するかによって決まるのであり、私

たちは、自分のアイデンティティを決して自分の思い通りにしたり、自分でコントロールしたりす

ることができない」としている。つまり、対人関係の苦手な一人の生徒を理解しようとしたときに、

生徒本人の内部に初めからある何か、例えば生育歴や発達課題等によって培われた性格特性などに

よって特徴を導き出そうとするものではない。生活の文脈から分離した個を捉えるのではなく、学

校に関わる人々との相互作用によって立ち現れる生徒の特徴を描きたいと考えている。McNamee

＆Gergen（1992，ｐ.13）は、「われわれは、それまでの人生で得てきた体験を通して物事を見て

いる。ここで大切なのは、われわれがそうした見方を正当化する言葉をもっていること、さらに、
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何が見えたのかを記述し説明する語彙を持っていること」と述べている。筆者は、多くの高校生の

話に耳を傾ける中で､「どうしてそういう見方をするのだろう？」「もっと違う捉え方をしたなら道

は開けるだろうに…」「自分で自分の可能性を狭めているのではないか…」などと感じさせられる表

現にしばしば出会った。自分にとって適切な関係や文脈の範囲を狭め『問題』を抱えている人は、

どのような「言語」を用いて、どのようなポジションに立っているのだろうか。バフチン（2002，

p.21）は、「自己語り」を個人的な情緒ではなく、社会的に理にかなった必然的行為だとしている。

それならば、「自己語り」によって、発話者は一体何をしているのかを分析することが手がかりとな

るであろう。そうした分析には、「言説によって対象が作り出される」という立場をとる言説分析的

な考え方・書き方（佐藤・友枝，2006）が有効であると考える。 

 

言説分析という方法 

Willig（2001，p.125）は、正当化、合理化、カテゴライゼーション、帰属、命名や非難といった

心理的活動は、利害関係を管理する方法であり、偏見、アイデンティティ、記憶や信頼といった心

理的概念は、人々がもつものではなく、する何かであるとしている。そして、言説心理学者は発話

の行為志向性（action orientation）に注意を払い、言葉が表象する認知構造ではなく、例えば関

係否認、言い訳、正当化、主張、弁護などのように、言葉を用いてしていることに注意を払うと述

べている。また、Gergen (1994，pp.252-258)は、「自己についての語り」は、自己同一化、自己

正当化、自己批判、社会的団結のような社会的目的を実現するための文化的資源であるとして、現

代文化において語りが理解可能であるために、特に必要な「語りの形式」の６つの基準を提示して

いる(表１)。 

筆者は、教育困難校の生徒たちには、この基準通りにはいかない「語りの特徴」があると感じて

きた。また、意味もよく理解できぬまま、不適切な使い方で、うわべを飾る言葉が見え隠れするよ

うにも感じられた。それらは明らかな誤謬となるであろう。バフチン（2002，p.196）は、「文法的

誤謬は、生活上で言葉が持つ意味を歪め、言語的記号を、現実を不正確に反映するものにし、劣悪
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な技術手段へと変え、当該の社会的交通の劣悪なイデオロギー的環境に変えてしまう」としている。

会話の中で文法が頻繁に崩れる教育困難校の生徒たちは、そのことで、どのような立場におかれる

のだろうか。独特な語り口に、一体どのような行為志向性があり、自らをどのように位置づけてい

るのかを明らかにしたい。 

本研究には３つの目的がある。まず、教育困難校の対人関係で苦手意識やトラブルを抱えやすい

生徒が、自分の体験や物事について説明する為にどのような語彙を用いるのか、その自己語りにお

ける「語りの形式」や「誤謬」に注目しながら、語り口の特徴を描くことである。そのことで、他

者との関係を構築するとき、どのようなところで躓きやすいのかが明らかになると考える。次に、

限定的な語彙の中で、どのような行為志向性をもち、どのような立ち位置（position）を構築して

いくのかを分析することである（以上２点を研究１）。更に、対人関係の構築を苦手とする教育困難

校の生徒たちをどう支援するかを検討することである（研究２）。 

 

研究１ 

方法 

１ 分析の対象 

対人関係で苦手意識やトラブルを抱えやすい生徒が、他者との関係を構築するとき、どのような

ところで躓きやすいのかを明らかにするためには、生徒の日常生活場面の中で生起する会話をその

まま切り取りデータ化することが理想である。しかし、研究者が生徒の日常生活に、入り込んだ時

点で、それは既に日常ではなくなってしまう。そこで、グループ・ワークに注目をした。それは、

非日常的なグループ内で起こってくる対人関係の状況や相互作用を実生活の対人関係と捉え、その有り

様を検討するための半構造化されたグループである。本研究に取り上げるグループ・ワーク及び個別

面接は、深谷（2011）で報告したものであるが、その際、考察の対象にはしなかったＤ男の自己語

りについて取り上げたい。Ｄ男は、深谷・丸山（2010）でのQ-Uでは、「侵害行為認知群」にプロ

ットされていた生徒である。 

２ データ採取と分析までの手続き 

（1）データの取り方：グループ・ワークについては、それぞれ VTR撮影及びIC録音をした。個別

面接については、IC録音のみ行った。 

（2）トランスクリプション：集めたデータの全てを逐語化した。 

３ データの分析 

佐藤・友枝（2006）は、方法としての言説分析について、「何か特別な方法論があるわけではな

い」としている。そこで、本研究においては、グループ・ワークで見られた「教育困難校の対人関

係でトラブルを抱えやすい生徒」の自己語りの例を切り取り、「語りの形式」の失敗や誤謬を丁寧に

拾い上げることで、どのようなところで躓きやすいのかを分析する。表2「 トランスクリプト１」は、

グループ・ワークでのＤ男の発話を切り取ったものである。①～⑳は、連続し約１０分間一気に語られたも

のである。被害的できごとを太字で、被害感・抑鬱感の表現には、アンダーラインを施し、前提知

識が共有できない箇所は★を記し、いつ・どこで・誰が・誰になど省略された説明には☆を記しア

ンダーラインを施した。人物には二重線を施し（人物記号）を表示した。 誤謬は、太字で二重線を施

した。 
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結果と考察 

グループ・ワーク実施後には、個別面接を行った。この面接では、筆者自身がよく理解できなか

ったことを確認し（事実の確認）、一緒に話を整理し（経験したことの確認）、グループ・ワークで、

Ｄ男が何をしていたのか振り返り（自己の相対化、経験の言語化）、筆者が要約しながら確認（スト

ーリーの確認）を行った。また、Ｄ男自身が、課題を具体的に考えられるようさまざまな質問をし

ながら進めていった。表 3「トランスクリプト１の修正」は、表 2の内容について、 振り返り面接の

中でＤ男に、確認したことを加え（下線部）誤謬を訂正し（斜字）、簡潔化し、事象を時系列に沿っ

て並び替えたストーリーである。表２と比較しながら、語り口の特徴や行為志向性について考察し

ていきたい。 

  

1語り口の特徴 

特徴１：「他者の反応を気にしないで話す」 

この時のグループ・ワークはＤ男以外のメンバー全員が女性だった。Ｄ男は、筆者も含め５人が

注目する中、うつむいたまま他者の反応も見ず、約１０分間、トランスクリプト１のように話し続

けた。この間、話の内容が理解されているかどうかメンバーの顔色をうかがうことも、一旦話を止

めて確認をとることもなく一方的に語り続けた。 

特徴２：「文法の混乱」 

省略されてしまった主語、修飾語の問題がある。例えば③☆「でっ電話してキレちゃって。でっ・・・」

は、聞き手には、誰が誰に電話して、誰がキレたのかなど不明な内容である。そして、Ｄ男だけが

ひとり高揚し、「でっ」で接続しながら聞き手を置き去りにしたまま独走していく。また、☆⑫「で

も、その子の件は…」のように「でも」という接続詞によって、唐突に「その子」が誰かなどの、

説明なしにつながれる（唐突な述語）。更に、「それ」「あの」「その」など指示語が多く、指示語が

指すものが頻繁に変わる。そのうえ、根拠が提示されず、結論だけが述べられたり、本来は、結論

と根拠の間にあろうはずの「前提知識」が提示されなかったりといったことが目立つ。例えば④「男

子だから、女子とは関係ないだろう、話だろうと思ったから」は、「主犯格」が「女子であるＸだ」

という前提知識が提示されていないため聞き手は混乱させられる。こうして、自明ではない根拠や

理由を省略されてしまうために、聞き手は、結論と根拠の間に大きな隔たりのある主張のように感

じさせられ、飛躍した話を聴かされた印象をもつことになる。 

特徴３：「誤謬」 

「前提知識」の提示がないまま「もう・・・ない」という「性急な一般化」のあと「唯一・・・」

というパターンがある（①-②、⑥-⑦、⑩-⑪）。話を先に進めると新たな登場人物や事象が出てく

るため、「唯一」を用いることによって、「性急な一般化」をしてしまった誤謬を補っていく。この

ように、不適切に「唯一」を使用し、かつ「唯一」を連呼する結果となり「唯一」の事象でなくな

っているという誤謬が見られた。また「犬猿の仲」を「けいえん（敬遠）の仲」と言ってしまうな

ど、意味がよく理解できていない単語を用いるためにおこる誤謬がみられた。 

特徴４：「語りの形式」に則らない語りで「話が迷子になる」 

全体に、始まりと終わりが不明瞭であり、誰の何についての話なのか、どのような結論があった

のかを明らかにできない。先に適切な「語りの形式」（表１）を示したが、語りが慣習的形式に基づ
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かないならば、そもそもその語りは意味をなさない（Gergen，1994)。つまり語りが意味をなさず、

話を起こすも、承り膨らますこともできず意を転々とし、全体を結べない話となる。このように「話

が迷子になる」のが大きな特徴である。具体的には以下のような「語りの形式」の失敗が見られた。 

①では、「俺へのいじめ」の物語として始めたが、終点にとって関連のある「いじめ」に当たる事

象は、２つ、「4日間位誰かから、知らない人からメールがきて。「うざい・きもい・しね・でぶ」ってきて」

と④「俺は、友達を傷つけられて。」という事象であった。そして、⑥以降は、「話せる人がいない」

「誰にも言えない」「ストレスがたまる」といった「ストレスを抱え、発散するところがない俺」の

物語になってしまい、価値ある終点が明確ではなかった。 

次に、表3に示したとおり、時系列に沿って並べ替えると時間軸が安定せず行ったり、来たりす

る話をしており、事象を並べる作業に失敗している。 

また、登場人物の説明が適切とは言えず、性別もあきらかではなく、呼称がたびたび変化した。

例えば、Ｗは「俺の親友」で十分なところを、「４年間くらいずっと一緒に部活やってるやつ」「そ

いつ」「相方」など何度も呼称が変化していった。また「主犯格」は、「そいつ」「ある人」「敬遠の

仲の人」「その友達」などと変化した。こうなると聞き手は、誰のことだったかイメージすることが

困難になってくる。また、「主犯格」に対応するＤ男の立場は「被害者」であったと連想されるが、

「俺へのいじめ」の物語りは、一方的ないじめではなく、相互作用の結果としてのトラブルの要素

を十分に含み、被害者が加害者になるような登場人物の同一性が安定しない内容となった。 

以上のように、「他者の反応を気にしないで話す」ために、「文法の混乱」を指摘されることもな

く、「誤謬」を訂正されることもなく、「語りの形式」に則らない語りで「話が迷子になる」という

語り口の特徴が見られた。「話が迷子になる」過程では、呼称を変えながら、たくさんの人物を次々

に登場させ、語用論に問題のあるうわべを飾る言葉を並べていくうちに、自分は誰か、そしてスト

ーリーの終点はどこかを見失ってしまう。また、根拠がなく、結論が述べられ、結論と根拠の間に

あろうはずの「前提知識」を省略し、最終的に身近にあった安易なポジションに手をだし、獲得し

てしまってはいないだろうか。この隠された前提にはどのような意味があったのか、次に考察して

みたい。 

 

2行為志向性：「被害者（孤独な弱者）」ポジションの獲得 

 Ｄ男の語りには、聞き手の前提知識となる事実の説明が省略されてしまう特徴があった。象徴的

なのは⑦「俺はそうやっている
．．．．．．．

んだけど」である。「そうやってる」とはどのようなことかの説明が

全くなされていない。手がかりを求めて、Ｄ男の状態が語られた言葉を探していくと、⑥に「話せ

る人もいなくって」、更に遡ると①「もう、信じられる人があんまりいなくなって」がある。⑦以降

では、⑩「誰にも言えないし」⑪「一人で抱え込むようになっちゃって」⑬「俺は誰にも言えなく

て。」と続く、そして⑭「でっ一応誰にも言えなかった
．．．．．．．．．．．

んだけど」⑰「あんまし人と目を合わせるこ

とができない。目を合わせると、目を合わせるのが怖いっていうのがあって
．．．．．．．．

。だから今も下向いて

いるんだけど」⑲「もう、一人でいるしかない
．．．．．．

って
．．

・・・一人でいて。
．．．．．．

」⑳「言えないっていう部分
．．．．

がある
．．．

からちょっとしか言えない。あとは言わない。誰にも本当の自分は見せたことはない」など

が続く。ここで、Ｄ男は、一体何をしているのだろうか。まず、「誰にも話せないで、一人でいる俺」

が隠れた前提としてあったのではないだろうか。つまりここで、Ｄ男がしていたことは、「被害者」
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にふさわしい状態を並べることによって、「限られた相手（他者）、限られた場でしか自分らしく

振舞えない孤独な弱者」を体現しようとしていたのではないかと考察する。更に、④「自分をどう

こう言われるのはまだいいんだけど･･・」という自己犠牲の主張とともに、ヒロイックにストレス

フルな自己を語る。Gergen (1994，p.274)は、「抑鬱の物語を語ることは、ある精神状態の兆候を

記述することではなく、特定の関係性に入り込むことである。そうした語りは、同時に、同情と心

配を誘い、失敗を許し、罰を免じるかもしれない」としている。Ｄ男は、「孤独な弱者」の「抑鬱の

物語」を語ることで、被害者ポジションを獲得したのではないだろうか。そうすることで、同情と

心配を誘い、これまでのトラブルや失敗を許され、罰を免じられて、「友達」という特定の関係性に

入り込もうとしていたのではないかと考察する。 

3 ナラティヴ・アプローチの可能性 

本研究の目的は、Ｄ男の事例から教育困難校の対人関係で苦手意識やトラブルを抱えやすい生徒の

特徴や行為志向性を暴くことではない。Burr（1995，p.248）は、研究の目的は「事実」の発見で

はなく、それとは別の目標へ向かう研究過程の動因となるべきであるとしている。ここでは、筆者

の「読解」が、Ｄ男ら「変化を必要とする人たち」に、何らかの有用性をもたらすものにしていき

たい。そこで、Ｄ男の事例を基に、研究２として教育困難校の対人関係を構築することが苦手な生

徒の支援の手立てを検討してみたい。 

 

研究２ 

 

ナラティヴ・アプローチ 

社会的構築主義の考え方を基礎に、ストーリーや物語といったいわゆるナラティヴを用いた治療

や援助としてナラティヴ・アプローチが注目を集めている。Gergen& Kaye（1992，p.208）は、「あ

るストーリーに入り込んでそこに基盤を置くことは他のストーリーを放棄することであり、自分に

とって適切な関係や文脈の範囲を狭めることになる」としている。そして、ナラティヴ・セラピー

が果たす役割には、経験を徹底的に相対化する働きがあるとし、別の視点からものごとを構成しな

おす手段として、悩みをもつ人が注意を払う必要がある７点をあげている（表４）。 

また、このアプローチの成果として、野口（2002，p.41）は、アルコール依存者のセルフヘルプ・

グループでの自己語りの例を報告している。その内容は、「どうしようもない自分」を語っていたと

きは、まさにその状態だった。酒浸りで、仕事もクビになり、暴れて警察に捕まり、病院の入退院

を繰り返し、酒がやめられないという「確固として動かなかった現実」を生きていたのだ。ところ
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が、セルフヘルプ・グループに参加することで刺激を受け、酒を飲まないでいられるようになると、

いつまた飲んでしまうかはわからないけれど、「とりあえず一日一日がんばっている」というように、

自己像が流動し始めた。そして、数年後には「なんとかやっていけるかもしれない自分」を生きる

ようになっていったという自己像の変化のストーリーだ。これが、「それまで、確固として動かない

ものにしか見えていなかった『現実』が流動し始める。こうした過程のなかで、『問題』もまた流動

を始める。『問題』を『問題』たらしめていた文脈が流動するなかで『問題』の意味づけもまた流動

する（野口，2001，p.67）」ということであろう。 

ここでは、研究1に見たＤ男の語り口の特徴から「被害者ポジション」を獲得させた「文脈」が

どのように変化していくのかを分析してみたい。そして、その「文脈」が、グループ・ワークと振

り返り面接でどのように刺激され、揺さぶられ、「変化」するのかに注目し、教師やスクール・カウ

ンセラー等が、学校臨床に用いる手法として、ナラティヴ・アプローチの可能性を検討したい。 

  

データの提示  

グループ・ワークの前後に行う個別面接では、話が迷子になっていかぬよう、発話中でも質問を

するなど、Ｄ男の周囲で起こっていることを一緒に確認し、できるだけ相対化できるよう働きかけ

た。また、誤謬は、できるだけ訂正しながら進めていった。グループ・ワーク後の振り返り面接の

一場面を提示する（表5）。更に、グループ・ワーク、個別面接を通して、Ｄ男の語りの変化を例示

するために、「ストレスに関する語りの変化」（表6）を提示する。 

 

考察 

 表5トランスクリプト２の直前までは、「新しい友人もできてきて、楽しい学校生活を送っている」

という報告（上昇語り）であった。「ひどく怒られちゃって（行 18）」とネガティブな体験を口にし

た後も、「ストレスなく日常を送れていた」と上昇語りができた。ところが、行 22では、「押しつけ

られる」「覚えられない」といったネガティブな下降語りに転じている。これは、被害感の訴えであ

る。そこで、「ボランティアだけに、エネルギーを注いでいるわけじゃないからね…（行 23）」と筆

者が、補助自我的なつぶやきを投げかけると、これを受け取って、Ｄ男は、自分の状況を説明しよ

うとする。ところが、「分割しているけど、どっか･･･（行 24）」とうまく表現できない。そこで、「そ

こばっかりやってるわけじゃないんだから、そこばっかり考えられないよね。（行 25）」と言い換え

をしたうえで、「仲間ができるといいね、一緒にサポートしてくれる。（行25）」と提案をした。す

ると、スムーズに反応できた。そして、自分が努力していることを点検し、「…会議が終わったら、

その友達とご飯食べて、相談のってもらったり、本音を話し合える二人になったり」と仲間づくり

のための方法を身につけていて実践している自分を見つけることができた。しかし、「相談相手がい

なくなっちゃった（行26）」と再び下降語りに陥ってしまう。まだ現実的な問題（ボランティアの

件で具体的に相談したいこと）にぶつかっているわけでもないのに、下降語りに陥っていくのであ

る。このように、自由な自己語りで進めていくと、すぐに「身近な被害感」を獲得してしまうのが

特徴でもある。そこで再び「上昇語り」が展開できるよう、意図的に下降語りを遮断し話題転換し、

Ｄ男の周囲を点検する質問を出すと、再び「上昇語り」に転じることができた。こうした作業の繰

り返しによって、Ｄ男の語りは少しずつ揺らぎはじめ、変化していったと考察する。これは、来談 
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者中心で、共感的に傾聴することを基本としているカウンセリングのスタンスとはやや異なる「積

極的な介入」とも言えよう。そして、下降語りをしているときのＤ男が、決まって獲得していたポ

ジションが、「ストレスを抱える俺」であった。事前面接から２回目のグループ・ワークの前半まで、

それは揺るぎない、Ｄ男にとって大切なポジションであった。ところが、グループ・ワークの中で、

少しずつ揺らぎはじめ、変化の兆しが見られたので個別面接で、意図的に話題に取り上げ、相対化

することで、少しずつ変化していった。表６に示したように、Ｄ男は、事前面接から「ストレス」

を語っている。そして、「ストレスがたまりにたまって、発散する場所がない（G1-103）」と訴えた

り、「自分がストレスの塊（G1-122）」としながらも「何か言ってもしゃぁない気がするけど（G1-122）」

と「ストレスの塊な俺」を語ることに疑問をもち、揺らぎ始めたことが窺えた。そして「えぇ、な

んだろう、ストレス発散。ええ、とりあえず、ミュージカル。（G2-352）」と、ストレスを発散して

いる自分に気づいていった。また、「同じストレスの話になったけど、違うところから見ている人が

いた。Ｂ子が、違うところから見てた」と他者の語りを取り込むことができた。そのうえ、「何やっ

てればっていうより、楽しければ発散できる（Ｇ2振面）」と相対化して獲得した違う視点を語り、

ついには「今はストレスを考える時間がない（Ｇ2振面）」と新しい自己を語っている。このように

比較的早期に、提案された新たな視点を素直に引き受け、取り込むことができた。このことから、

ナラティヴ・アプローチが、過去の替えることができないできごとを語りなおすことで、物語を紡

ぎなおすだけでなく、混沌とした現在をも語りなおし捉えなおし見直す機会として、広く活用でき

ることが示唆されたと考える。 

 

総合考察 

 

教育困難校の生徒が語る「とりあえずの被害者ポジション」 

本研究で取り上げたＤ男の語りは、１事例に過ぎないが、筆者は教育困難校において、Ｄ男と同

様な語り口の特徴をもつ生徒を数多く見てきた。そして学校の中では、彼らのトラブルや訴えは、

「何を言っているのかわからない・・・」あるいは、「また、何かクレームかい？」と、取り合って

もらえないでやり過ごされてしまうような状況もまま見受けられた。 

研究１に見てきたように、一旦「身近な被害感」を訴え、聴いてもらうことで「とりあえずの被

害者ポジション」に立ってしまうと、それに即した生活に陥っていくケースが少なくない。話せる

友人がいるにもかかわらず、一人で所在無く廊下をうろつき、教師やカウンセラーのみならず、時

には用務員さんなど、聴いてくれる人なら誰彼無しに捕まえて、理解の難しい語り口で、簡単な「状

況説明」をし、「被害感」を訴える。そして場合によっては、対応した人が、サポーティブにあろう

と熱心に傾聴し、辛さを共感すればするほど、ますます「被害者ポジション」に陥っていくのであ

る。彼らは、「とりあえずの被害者ポジション」を獲得することで、同情と心配を誘い、一時的にケ

アされたり、時には相互作用として起こったトラブルや失敗を教師や周囲の誰かに解決してもらっ

たり、許されてきたりしたこともあったかもしれない。しかし、「とりあえずの被害者」は、適切に

ケアされずに、やがて本物の「被害者」になってしまう場合もある。それは、「被害者ポジション」

に立ち、被害者を体現していく内に、不登校に陥ってしまったり、他者との大きなトラブルに発展

してしまったりするケースなどである。そこで、「とりあえず・・・」の段階で介入し、「被害者ポ
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ジション」から救済することが重要であると考える。 

  

言語的相互作用による変化への働きかけと新しい現実構成 

教育困難校の対人関係にトラブルを抱えやすい生徒は、トラブルを抱えると同時に、その語り口

の特徴からも周囲の理解を得られず、孤立していきやすい。そして、彼らが被害者ポジションに立

つことと、周囲が彼らにクレーマーやトラブルメーカーといったポジションを付与することは、背

中合わせの関係にある。そこで、教師やカウンセラーは、彼らをそうしたポジションに立たせない

よう、支配している経験の中に例外を見つけられるようなナラティヴな関わりが必要となる。それ

は、共感的に傾聴するだけでなく、興味をもって質問をするなど積極的な介入である。そして、語

られずに省略された事象、「隠された前提」の確認を協働して行うことは、自己の問題の相対化、す

なわち客観的な認識が促進され、現実認識における歪みの矯正となるであろう。次に、自分で獲得

してきたポジションが実は、文化が教え込んだストーリーに囚われていることに気づけるように、

補助自我的に彼らの状況を言い換え、新たな意味をいくつか積極的に売り込んでみる。そして、彼

らが売り込まれた意味を手に取ったならば、それを失敗せずに新たなストーリーに書き換えられる

ようにしっかりと協働する。このとき、教師やカウンセラーが、補助自我的役割を担うことによっ

て、被害者ポジションに立つ自分の言動を周囲の人々が、どのように経験しているのかを想像した

り、自分に起こった出来事や自分が感じたことの新たな言語的表現方法を学ぶチャンスを得る。こ

うした関わりが、彼らにとっては、どうふるまい、どのような表現を活用すればよいのか、新しい

解決策を獲得するための助けとなるであろう。 

一方、高等学校においては、トラブルの発生しやすい休み時間や放課後などは、教師の目が行き

届かず、生徒同士の相互作用によるトラブル場面に直接遭遇し、介入することは困難である。そこ

で、本事例のようなグループ・ワークを日常生活の延長と捉え活用する方法は有効であると考える。

また、Winslade&Monk（1999，p.180）は、ナラティヴ･セラピーを学校という舞台で適用するた

めの手引きとして、ナラティヴの具体的方法を紹介している。その中で「個人の人生における新し

い展開のために好意的聴衆を集めようとするナラティヴな強調は、グループワークに適している」

としたうえで、新しい生き方の可能性を開く相互作用のための機会となるとしている。しかし、教

育困難校の生徒たちは、その語り口の特徴から生じる齟齬などによって、グループで起こったこと

を独力で理解し消化することが難しい場合もあることから、教師やカウンセラーが丁寧にフォロー

する必要がある。振り返り面接では、被害者ポジションから新しいポジションを獲得できるよう、

ドミナントdominant（支配的な）言説に焦点を当て、グループで受けた刺激を言語化させるなど、

積極的な変化へのアプローチを繰り返していくことが重要であると考える。 

 

今後の課題 

 

本研究の目的は、教育困難校の対人関係で苦手意識やトラブルを抱えやすい生徒の自己語りにおけ

る「語り口の特徴」を明らかにすること、そしてどのような行為志向性をもって、どのような立ち

位置（position）を構築していくのかを分析し、それに対する支援の手立てを検討することであった。 

 事例からは、「他者の反応を気にしないで話す」ために、「文法の混乱」を指摘されることもなく、
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「誤謬」を訂正されることもなく、「語りの形式」に則らない語りで「話が迷子になる」という語り

口の特徴が見られた。そして、その語り口に、隠された前提と被害者ポジションの獲得を見出した。

また、「とりあえずの被害者ポジション」の段階で、ナラティヴな関わりを心がけることによって、

本当の「被害者」になる前に、救済することができることが明らかとなった。これまで、教育困難

校の生徒の語りそのものの困難さについて、分析を試みたことなどなかったことから、いくつかの

特徴を見出せたことは筆者にとって大変意義深かった。そして、教育困難校における学校臨床場面

での積極的な介入の必要性を強く実感した。しかし、こういった予防的な関わりの有用性を証明す

ることは難しく、たくさんのデータの積み重ねが必要であると考える。そこで、今後も実践を重ね

更に深い検討ができるよう努めていきたい。 
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グループワークの心理的効果についての一考察 
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キーワード：構成的グループ・エンカウンター、インプロ、グループワーク 

 

 構成的グループ・エンカウンターとインプロを軸に高等学校で人間関係論の授業で行い、そこでの参加者の体験をアンケ

ート内容から分析したところ、自分にとってどちらが意味があったかという問いに対しては「決められない」という回答が多か

った。参加者が構成的グループ・エンカウンターとインプロから得たものをそれぞれに比較したところ、構成的グループ・エ

ンカウンターでは「自分との出会い」という回答が多く、インプロでは表現はさまざまであるが最終的には「人間関係」に集約

されるのではないかと考えられた。これらのことから、構成的グループ・エンカウンターとインプロの両者は、それぞれ参加

者の異なる心理的側面に働きかける効果を持ち、優劣をつけるのにそぐわないと受け止められたと考えられた。現在の教育

現場では、児童生徒の人間関係がさまざまな面で問題となっているが、インプロはそれらの問題に対する新たな可能性を有

していることが示唆された。 

 

 

はじめに 

 

現代の学校教育において、児童生徒の人間関係が持つ重要性は年ごとに増しつつある。学校現場

からは、生徒の人間関係力が十分に育っていない、人間関係をうまく結べない児童生徒が増えてい

る、友人関係・思いやり等、人間関係から来る不安がある生徒が多い、という声が頻繁に聞こえて

くる。そして、子どもたちの人間関係をどう育て、発展させるかということが大きな課題となって

いると言われる。実際、筆者にも子どもたちの人間関係を改善・発展する研修会を開いて欲しいと 

―――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科 
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いう要望がしばしば寄せられる。 

	 文部科学省は『生徒指導提要』(2010)において、教育相談の新たな展開としてグループエンカウ

ンター、ピアサポート活動、ソーシャルスキルトレーニングなど 8つの活動を教育相談に必要な人

間関係を養う手法として紹介している。同じく文部科学省は 2010年よりコミュニケーション教育推

進会議を開催し、変化する現代社会の中で子どもたちに求められる能力としてとしてコミュニケー

ション能力の育成を重要課題として取り上げている。また横浜市教育委員会は 2007年より「子ども

の社会的スキル横浜プログラム」を開始して、子どもの社会的スキル育成に組織的・計画的に取り

組んでいる。 

小林(1999)はこのような子どもたちの変化の背景として(1)産業の発展と人口の流動化により地域

の結びつきが失われ、自然発生的な異年齢による集団遊びが減少した、(2)少子化によりきょうだい

の数が減少し、核家族化が進行した、(3)若者文化が変化し、自分の周囲の生活範囲内でささやかな

幸せを手に入れようとする私事化が進行した、と指摘しているが、さらにその後の携帯電話やイン

ターネットの発達によるコミュニケーション手段の変化などもそれらの要因に加えることができる

かもしれない。 

	 このような社会の変化に伴い、子どもたちの人間関係のあり方は大きく変化しているのだが、そ

れに対して学校・教師の側が子どもたちに対して組織的にとりうる対応は今のところ限定的である

と言わざるをえない。 

	 このような状況の中で、現在の所、学校現場で比較的広範囲に取り入れられている人間関係力育

成活動して構成的グループ・エンカウンター(SGE)がある。 

SGE とは 1970 年代に國分康孝が提唱した方法で、予め用意された課題に対する取り組みを通し

て、他者に出会い、その他者との出会いを通して自分自身と向き合う活動である（國分、1971など）。

内容的には、自己理解・他者理解・自己主張・感受性・信頼体験・自己受容の 6つの機能が主要構

成要素となっている。この SGEはすでにさまざまな局面において教育現場に取り入れられ、多くの

エクササイズが蓄積・共有されている。 

これに対して前述の『生徒指導提要』には取り上げられていないが、人間関係形成・改善に大き

な効果・影響力を持つ活動としてインプロ(improvisation)がある。インプロとは即興演劇であり、イ

エス・アンドを大原則とし、その場の状況や相手のオファーに柔軟に反応し、今の瞬間を活き活き

と生きながら、仲間と共通のストーリーを作っていく活動である（絹川、2002）。イエス・アンドと

は自分への他者の働きかけ（オファー）をポジティブに受け取り(イエス)、それに自分のアイディ

アを付け加えて相手に返す（アンド）かかわりのことである。このようなインプロが育成するのは

今を生き、他者を受け入れる心であると言える。このインプロには俳優のトレーニングのためのさ

まざまなエクササイズ*1があるが、それらはどれも人間関係の質を高め、発展させることを主目的

としており、近年ビジネス界や教育現場などへも徐々に浸透しつつある。 

 この SGE とインプロの両者は、その成り立ちは異なるが、共に他者との相互作用を基本的な前提とし、

そこでのかかわりからさまざまな気づきを得ていくという点で通底している。茨城県教育委員会では2008・

2009 年度の教育相談に関する研究事業「好ましい人間関係をつくる予防的・開発的教育相談の在り方の

研究」においてSGE、SSTに加えてインプロを取り上げている（茨城県教育委員会、2009）。 

 他方、この両者はそれぞれ全く異なる原理に基づいて構成され、両者は一部で類似したエクササイズ
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を共有する反面、それぞれ独自のエクササイズを多数有しており、その形態も少なからず異なっている。

例えばSGEでは言語的なやりとりによる個人の内面性を深めるエクササイズが多いのに対し、インプロで

は身体的で表現的な活動が多い。SGE はエクササイズの構成度が高いが、インプロはどちらかと言えば

低い。さらにSGEでは一つのエクササイズの所要時間は30~40分間程度であるものが多いのに対し、イ

ンプロでは数分間から10数分間程度のものが多い。またそれらの実践フィールドもSGEが主に教育現場

であるのに対し、インプロのそれは演劇界の他ビジネス界などであり、少なくとも現在の所、両者の間に

は相互の影響作用などはほとんどないのが現状である。 

ところで筆者は 2009年よりある高等学校で「人間関係論」を教える機会を得た。授業はいわゆる

知識伝授よりも実際の人間関係能力向上を主目的としており、このため授業は体験中心に進められ、

毎回の授業は生徒たち自身が直接参加する SGEとインプロのエクササイズで構成されている。これ

は生徒の人間関係力を多面的かつ総合的に捉えつつ、将来職業人として社会に巣立つ生徒たちの現

実を考慮してのことである。実際に指導を行った手応えとしては総体的に十分な効果が感じられる。

他方、既に述べたように、両者は異なる原理によって構成されている活動であり、それらは異なっ

た側面・内容において生徒に影響を与えていることが推測される。そこで今回、実際に授業を受け

た生徒たちの感想から、生徒たちはこれらの SGEとインプロの体験をどのように受け止め、そこか

らそれぞれ何を受け取っていたのかを明らかにしたいと考えた。 

 

 

方法 

 

1.対象：A県内B高等学校看護科5年生29名（すべて女性）。 

2.実施期間：2011年８月~2011年１２月。 

3.授業回数：13日間、計30時間。1日2時間の授業日と 3時間の授業日があった。 

4.授業内容：SGE とインプロのエクササイズを中心とした演習。エクササイズ終了後適宜講義・解説を行っ

た。実施した具体的なエクササイズについては表 1 を参照のこと。なお、インプロにおいては同じエクサ

サイズを複数回実施している場合があるが、重複分がすべてが記載されているとは限らない。 

 実施したSGEエクササイズの機能・概要については表2を、実施したインプロエクササイズの機能・概要

については表3をそれぞれ参照のこと。所要時間は SGEでは短いもの（WANTED!）で 10 分間程度、長

いもの(スゴロクトーキング)で 45 分間程度であった。インプロは概ね数分間から 10 数分間で、長いもの

（秘密のセリフなど）でも 30分間程度であった。 

5.調査：授業最終回にアンケートを実施した。SGE とインプロそれぞれについて印象に残ったエクササイ

ズとその理由、SGE においては活動を通じて出会った自分について、インプロにおいてはインプロを体

験することが生活にもたらした変化について自由記述することを求めた。さらに SGE とインプロを比較し、

自分にとってどちらが意味があったかを、「SGE・インプロ・決められない」の３つの選択肢から１つを選ぶ

形で回答し、その理由の自由記述を求めた。 

・調査項目 

(1)SGE で印象に残っているエクササイズを挙げてください（複数回答可）。その理由も述べてくださ

い。 
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(2)SGE とは「出会いの体験」を促す活動ですが、あなたは SGE での他者とのどのような出会いを通

して、どのような自分と出会いましたか。具体的な例を挙げた上で、関連づけながら述べてくださ

い。 

(3)インプロで印象に残っているエクササイズを挙げてください（複数回答可）。その理由も述べてく

ださい。 

(4)インプロは「今に生きる」ことを促す活動ですが、インプロを知り、体験することは、あなたの生活

にどのような変化（または意味）をもたらしましたか。具体的な例を挙げた上で、関連づけながら述べ

てください。 

(5)あなたにとって SGE とインプロはどちらが意味があったと思いますか。その理由は何ですか。  

 

 

表1.平成23年度「人間関係論」授業内容 

回 時間 内容（実施エクササイズ・ゲーム） 

構成的グループ・エンカウンター(SGE） 

1 2 数字合わせ、WANTED!、AKB48 

2 2 スゴロクトーキング、人間コピー機 

3 2 結婚の条件 

4 2 電話で SOS、はやぶさ殺人事件 

5 3 あなたはきっと、マイ・プロフィール 

6 3 握手当て、トラストフォール、トラストサークル、キャッチミー、私は実は 

インプロ 

7 3 エレファント他、ボールゲーム、ゾンビゲーム、ウィンクキラー、拍手回し、1-7 

8 3 
お助けオニ、拍手回し、私あなた、ボールゲーム、そうそう、ワンワード、ナイフとフォ

ーク、何やってるの？、私は木です 

9 2 
イス取りゲーム、お助けオニ、ナイフとフォーク、シェアードストーリー、プレゼントゲ

ーム、テレビショッピング 

10 2 お助けオニ、動物ジェスチャー、私は有名人、あなたは主人公 

11 2 何やってるの？、スピットファイアー、ペーパーズ 

12 2 トランプステイタス、言わせたい言葉、秘密のセリフ 

13 2 総まとめ講義・試験 

  

※斜体字はグループワーク・トレーニング（GWT）である。実際の授業の実施におい

ては、授業開始当初に生徒の授業参加意欲育成等を目的としてグループワーク・トレ

ーニング(GWT)を計3件実施したが、回数が少ないため今回の調査の対象からは除

外した。 
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表2.実施したSGEエクササイズと機能および概要 

機能 エクササイズ 概要 

自己理解：自分の盲

点を理解する 
WANTED! 

二人一組で予め用意された項目に基づいて相手に質問

をすることを通して、自分のイメージに出会う 

他者理解：他者の未

知の側面を知る 

スゴロクトーキング 
スゴロクをしながら指定された話題について話すことを通

して、相互理解を深める 

マイプロフィール 
匿名で作成したプロフィールを見て、誰のものかを当て

る 

自己主張：自分の本

音を語る 
結婚の条件 

結婚相手に関する条件についてグループで討議してコ

ンセンサスを得る 

感 受 性：心の感度

を高める 

数字合わせ 
数字に基づくイメージを相互に吟味することを通して互い

の内的価値観を知る 

電話でSOS 
図形を言葉で伝えることを通して、言語的伝達の難しさに

気づく 

握手当て 目を閉じて握手して自分のパートナーを探す 

信頼体験：他者を信

頼する 
トラストウォーク他 

身体の安全を他者に預けることを通して他者への信頼を

体験する 

自己受容：ありのまま

の自分を受け入れる 
私は実は 

協力しながら短所を長所に読み替えることを通して、あり

のままの自分を受け入れる 

 

 

結果と考察 

 

 本研究においては、SGE とインプロの相互比較の観点から、調査項目(5)の「SGE とインプロのどちらが

意味があったか」の結果をはじめに検討し、その後SGEおよびインプロのそれぞれが生徒にとってどのよ

うな意味を持ったかについて検討する。 

 

1.SGE とインプロのどちらが意味があったか 

 SGEの方が意味があったと答えた者は2名であり、インプロの方が意味があったと答えた者は7名であ

った。残りの20名は決められないと答えた（表4）。SGEとインプロの1対1の比較ではインプロの方が意

味があったと受け取れるが、「決められない」とした者が 20 名にものぼることから大局的には両者は優劣

をつけ難いと判断されたと言えよう。 

 

表4.どちらが意味があったか 

SGE 2名 

インプロ 7名 

決められない 20名 
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表3.実施したインプロエクササイズと機能および概要 

機能 エクササイズ名 概要 

相手を見る

スキルを育

てる 

ボールゲーム 輪になり、互いの目を見ながら架空のボールを投げる 

私あなた 
「わたし」と言ってから任意の誰かの目を見ながら「あなた」と指し、これ

を次々と繰り返す 

ゾンビゲーム 襲ってくるゾンビ役から、アイコンタクトで他者に助けを求める 

ウィンクキラー 自由歩行しながらウインクでメンバーを殺すキラーを捜す 

今に生きる

力・発想力を

育てる 

拍手回し 輪になり、順に拍手を回す 

1-7 輪になり、1~7の数字をアクションと共に回す 

何やってるの？ 

なんらかのジェスチャーをしている人に「何やってるの？」と尋ねる。尋

ねられた者は無関係な行為を答え、尋ねた者がその行為をする。これ

を交代しながら続ける 

スピットファイヤー 
架空の物話を語る話者に随時無関係な言葉を与え、話者はその言葉

を取り入れながら話を続ける 

ペーパーズ 
予め無意味なセリフを書いたカードを床に数枚撒いておき、随時それ

を拾ってセリフとして読みながら場面を演じていく 

他者を受け

入れる心を

育てる 

ワンワード 一人一言ずつ話しながら、集団で架空の物語を創出する 

そうそう 
二人一組で架空の対話をする。その際、相手の話を必ず「そうそう」と受

け、言葉を続ける 

私は木です 
一本の木があると見立て、そこへ数人が順に木に関連するさまざまな

アイテムとして加わりイメージを拡げる 

プレゼントゲーム 一方から他方への架空のプレゼントについて相互にイメージを拡げる 

テレビショッピング 二人一組になり掛け合いで架空の商品をテレビ番組で紹介する 

伝える力・表

現力を育て

る 

動物ジェスチャー 動物をジェスチャーで表現する 

私は有名人 有名人をジェスチャーで表現する 

状況判断力

を育てる 

ナイフとフォーク 二人一組で相談せずに関係のある一対のアイテムを体で表現する 

お助けオニ オニごっこ。二人で向き合って肩を組んでいれば暫くの間捕まらない 

イス取りゲーム オニが座ろうとする空いたイスに誰かが座り、イス取りを邪魔する 

空気を読む

力を育てる 

言わせたい言葉 二人一組で一方が他方に予め設定した言葉を言わせるよう会話をする 

秘密のセリフ 
予め設定した言葉を一人にだけ知らせず、相手が言うよう集団で場面

を演じる 

トランプステイタス 
トランプのカード（13＝優位、1=劣位）を自分自身は見えないように頭

上に掲げ、自由歩行しながら他者の反応から自分の数字を推測する 

あなたは主人公 
一人を物語の主人公に見立て、誰かは知らせずに周囲が即興で場面

を演じ、自分が誰かを推測させる 
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「決められない」と答えた者の多くは、SGE で得たものとインプロで得たものを各々記述し、双方が自分に

とって意味があったと述べる形をとっていた。内12名は、SGE とインプロで得たものを言わば両論併記の

形で対比してそれぞれで得たものについて記述していた。7 名は具体的に対比するというよりは、抽象

的・曖昧な形で「どちらも大切」とその共通する重要性・意義を述べていた。1 名は趣旨が不明瞭であった。

表5に内訳を示す（表現は一部改変してある）。 

 表５の SGE̶インプロ対比型の記述では、特に SGE において「自分や他者と出会った」または「自分や

他者に気づいた」という記述が特徴的である。これはSGEが持つ「他者を通しての自分との出会い」という

特徴をまさに表していると言えよう。言い換えるならば、SGE は参加者のパーソナリティあるいは内面性に

より強く働きかけるということが言えよう。これに対してインプロにおいては「コミュニケーション」や「関係」、

「かかわり」といった言葉が特徴的である。また「学んだ」「勉強になった」という表現も特徴的である。すな

わちインプロは個人のパーソナリティ的側面よりも人間関係的側面に強く働きかけ、参加者に新しい経験

をもたらしたと言える。 

 このように両者はそれぞれ参加者の異なる心理的側面に働きかける存在であり、このことが「決められな

い」という回答に繋がったのではないかと推測される。 

 

表5.「決められない」の内訳 

SGE̶インプロ対比型 12 

  

SGEについて インプロについて 

相手や自分と出会う コミュニケーション活動に必要 

新たな自分・他者と出会う 生活に新たな変化をもたらしてくれた 

他者と出会い、新しい自分を見つめる 今を生きる自分と他者の関係を見つめる 

自分の知らない自分と出会った 他者とのかかわりを学んだ 

新しい自分に出会った （不定） 

自分の新しい一面を見つけた 
友だちとの信頼関係やお互いの理解度を

深めた 

新たな自分に気づき、自分に向き合う 今、どのように他者と適応していくか考える 

自分や他者の新たな一面に気づく 
みんなに目を向けることの大切さを身をも

って感じる 

自分がみんなからどう思われているか分か

った 

今後必要なコミュニケーション技術を学ん

だ 

自分のことを伝え、相手のことを聞いた 言葉・体を使って相手に伝え、受け取った 

「いう」「きく」が中心 「する」「よむ」が中心 

他者と協力しながら活動して達成 人とかかわることで勉強になった 

「どちらも大切」型 7 

  略 

不明 1 
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2.SGEでの体験について 

 今回の調査での SGE で印象に残っているエクササイズおよび「出会い」の体験についての記述から、

生徒がSGEにおいてどのような体験をし、その体験を受け止めていたのかについて検討する。 

(1)印象に残っているエクササイズ 

 印象に残っているエクササイズとして記載されたエクササイズを計数し、多い順に並べたものを付随す

る自由記述内容と共に表 6 に示す。自由記述内容はエクササイズ毎に類似したものが多かったため、代

表的な表現のものに集約して記載した。 

 印象に残っているエクササイズは多い順にスゴロクトーキング(11 件)、結婚の条件（8 件）、私は実は（7

件）、あなたはきっと（6 件）、などであった。エクササイズの機能別に見るとスゴロクトーキング＝他者理解、

結婚の条件＝自己主張、私は実は＝自己受容、あなたはきっと＝自己理解であるが、機能による一定の

傾向があったかどうかは分からなかった。また、下位に位置する数字合わせ、WANTED!、握手当てはそ

れぞれ所要時間が 10~20 分間程度のエクササイズであり、所要時間の短さが印象の程度に影響を与え

ている側面も少なくないと考えられた。自由記述内容はほとんど本来のエクササイズの機能に準じつつ、

概ね一定の幅の内に収まるものであり、想定外の印象内容を示しているものはほとんど見受けられなか

った。 

 

表6.印象に残っている SGEのエクササイズと内容 

エクササイズ 件数 主な自由記述 

スゴロクトーキング 11 
自分の知らない他者の一面を知ることができた 

今まで一緒にいた友だちの意外な面を発見できた 

結婚の条件 8 
人それぞれ結婚の見方は違う 

その人なりの考えがあると知った 

私は実は 7 
自分の長所を見つけることができた 

違う側面からものごとを見ることの大切さを学んだ 

あなたはきっと 6 他者から自分がどのように見られているのか知った 

電話でS0S 4 
自分の思うことと相手の思うことが完全に一致するのは難しい 

相手への伝え方には工夫が必要 

トラスト系 3 友だちにすべてを委ねた感覚が心地良い 

マイ・プロフィール 2 お互いを分かっていることを実感した 

数字合わせ 2 自分と周りの価値観が違うことに気付いた 

WANTED! 1 自分の新たな一面を知った 

握手当て 1 一人一人の手の特徴から誰の手か考えるのが楽しかった 

 

(2)出会いの体験 

 SGE で出会った自分に関する記述でもっとも言及の多かったエクササイズは「私は実は」であり、「結婚

の条件」、「あなたはきっと」がこれに続いた（表 7）。前述の印象に残っているエクササイズで挙げられた
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ものと多少順位の入れ替えはあるが基本的には同様の順でエクササイズが挙げられている。 

 エクササイズ別にみると、「私は実は」においては、自分の長所や視点の転換、自分を受け入れることな

どが見受けられた。「結婚の条件」は本来、結婚相手の条件についての自己主張̶コンセンサス課題であ

るが、自己に対するさまざまな気づきが多い。参加者が皆若い女性であったので、そもそも課題自体に

興味・関心が強かったためかもしれない。他方、「スゴロクトーキング」は印象に残っているエクササイズで

もっとも多く取り上げられていたが、出会った自分に関して見てみるとそれほど多いわけではない。出会

いの内容は、自分の気づかなかった側面や見過ごしてきた側面などが多い。また、本来スゴロクトーキン

グは他者理解を主目的とした課題だが、それでも「話し上手な自分」「他者から見た新しい自分」など自己

に対するさまざまな気づきが生じている点は興味深い。 

 全体としてネガティブな受け止め方は少なく、ネガティブな側面も総体としてポジティブに受け入れてい

る。集団の健全さを示していると言えるかもしれない。 

 

表7.出会った自分 

エクササイズ 
件

数 
主な「出会った自分・側面」 

私は実は 8 

相手の嫌なところの見方を変えて、いいところを見つけていこうと思った 

自分の短所を周りはどうとらえているか 

友だちの言葉を素直に受け入れられない自分 

見方を変えれば自分にも良いところがある 

結婚の条件 7 

相手の考え方をとらえて視野を広げてみようと思った自分 

今まであまり考えていなかった想い 

自分が知らなかった相手の想いや価値観 

興味のない話は真剣に聞いていない自分 

あなたはきっと 5 

周りの友だちは自分のことをきちんと見てくれているということ 

クラスのみんなが自分をどう思っているか 

自分がただのまじめな人とは思われていない 

スゴロクトーキング 5 

話し上手な自分 

他人から見た新しい自分 

普段話さない子の意外な一面 

マイプロフィール 2 
自分の意見を言っていない自分 

自分が友人にどう思われているか 

WANTED! 1 自分が思っていない自分 

トラストサークル他 1 言葉で信用すると言いながら体は違う反応をしている自分 

数字合わせ 1 他者と考えを共有することの難しさ 

 

3.インプロでの体験について 

 インプロでの印象に残っているエクササイズと付随する自由記述を表 8 に示す。自由記述内容につい
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ては類似したものを集約して、表記してある。 

 

表8.印象に残っているインプロエクササイズと自由記述 

機能(件数計) エクササイズ 件数 自由記述 

空気を読

む(16） 

秘密のセリフ 6 

人の気持ちや場の空気を読むことは難しい 

空気を読むことの難しさを知った 

自分が何をすればいいのか考えるのが楽しかった 

言わせたい言葉 6 
いろいろ工夫して、言ってもらえた時はすっきりした 

お互いに喜びを分かち合うことができた 

あなたは主人公 4 
どうしたら読み取ってもらえるか考えた 

相手に何を伝えたら分かってもらえるか考えた 

伝える力・

表現力（9） 

私は有名人 6 
人それぞれの感じ方があることを学んだ 

当ててもらえたうれしさが何とも言えなかった 

動物ジェスチャー 3 とにかく面白かった 

相手を見る

（8） 

私あなた 6 

目線を合わせたコミュニケーションの大切さが分かった 

アイコンタクトが必要で難しかった 

相手の目をみて受け渡さなければならない 

ゾンビゲーム 1 目線を合わせることの大切さを学んだ 

ウィンクキラー 1 自分はどう動けばいいか考えながら楽しく活動できた 

今に生きる

力・発想力

（7） 

拍手回し 3 
クラス全体が一つになった 

他者とアイコンタクト、思いを通じ合わせることが難しかった 

何やってるの？ 3 
何をしたらいいのかというスリルが楽しかった 

お互いの気持ちを理解しあうことができた 

スピットファイヤー 1 やってみると瞬発的にできてしまう自分にびっくりした 

他者を受け

入れる（6） 

そうそう 2 
相手を否定せずに話をつなげていくことが難しかった 

なんでも聞いてくれてうなずいてくれるのはとても楽しかった 

私は木です 1 体を使って表現することの楽しさを感じた 

テレビショッピング 2 
相手に伝える、興味を持ってもらうという難しさが分かった 

友人がとても上手ですごいなと感動した 

プレゼントゲーム 1 次はどんな考えが出るんだろうと相手の発言が楽しみになる 

状況判断

力（6） 

イス取りゲーム 4 
相手の動きを読み、協力して行うのが楽しかった 

自分が行う側になると思ったようにできずじれったかった。 

ナイフとフォーク 1 協力して作ることで楽しさがあった 

お助けオニ 1 広い視野を持って人を助ける必要性を実感した 

 

(1)印象に残ったエクササイズ 

 印象に残っているインプロのエクササイズを機能別に見てみると、「空気を読む」機能に属するエクササ
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イズに関する言及が 16 件と多い。しかし、その他のカテゴリーも 9 件~6 件と一定数の言及があり、それ

ほど大きな偏りはないと言える。他方、ワンワード、ボールゲーム、ペーパーズなど数件のエクササイズに

ついては言及が全くなかった。 

 「空気を読む」機能に属するエクササイズは、ゲームの具体的な形式はそれぞれ異なるが、二人一組あ

るいは数人の集団の中で一人が情報（正解）を知らない状態にしておき、周囲からさまざまなヒントを与え

ながら正解に導く形態をとる。非常にゲーム性が高いエクササイズであり、また参加する双方がリスクを負

う課題でもある。自由記述では課題の難しさを指摘する言葉と課題への取り組みを示すと思われる「考え

た」という言葉や達成にともなう「すっきりした」「喜びを分かち合う」という言葉が見られ、これらの課題に対

する参加者のコミットメントの強さが感じられた。また、これらの課題はいずれも授業期間の後半に集中的

に実施された課題である（表 1）。内容的・技術的に比較的高度な課題であるので、初期に実施するのは

困難な課題でもあった。言い換えると、それまでにさまざまな課題に対する取り組みを通じて学んだことを

総動員して取り組み、達成感を味わったとも言え、それがこの結果に反映されているのかもしれない。 

 次に「伝える力・表現力」では「うれしさ」「面白かった」という記述が多く、参加者がエクササイズを楽しん

でいたことが窺える。表現することに本来伴っている楽しさを味わったといえるのではないかだろうか。実

際の授業でも、大声をあげて、笑いながら取り組む様子が印象的であった。 

 「相手を見る」はいずれもさまざまな形態をとりつつ共通してアイコンタクトを主題する課題である。「難し

かった」「学んだ」という感想が多く、参加者が課題を「学習すべき」課題と捉えていた傾向が窺える。その

他の感想でも、人の目を見ることについての苦手意識を述べているものが多く、参加者がこれらのエクサ

サイズを自らの乗り越えるべき課題と捉えていたと言えよう。見方を変えるならば、本来苦手意識のあるア

イコンタクトにエクササイズ形式で積極的に取り組んだ参加者が少なくなかったことを示していると言えよ

う。 

 「今に生きる力・発想力」では「クラス全体が一つになった」という一体感が述べられている。また「スリル

が楽しかった」と言う積極的なとらえ方も見られる。1 件の感想であるがスピットファイヤーで「自分にびっく

りした」という感想は注目に値する。スピットファイヤーは他者から随時与えられる無関係な言葉を取り入

れながら、ストーリーを物語っていく課題であり、最初に説明・演示を行った際に尻込みする参加者がし

ばしば見られるが、やってみると案外できてしまう課題でもあり、そのような自らの隠された能力に気付く

側面がある課題でもあるといえるかもしれない。 

 「他者を受け入れる」課題では、相手を否定しないことに関する困難さやその反対の他者に受け入れら

れることの嬉しさに関する記述が特徴的である。今回は言語的な課題が多かった。 

 これに対して「状況判断力」に関する課題はいずれも身体的な課題であった。イス取りゲームに関する

言及が多いのは、課題の持つゲーム性によるものではないかと推測される。 

 

(2)インプロがもたらした意味について 

 最後にインプロがもたらした意味（変化）として述べられた内容について検討する。類似した記述をまと

め、集計したものを表9に示す（複数回答の場合は別個に集計してある）。 

 インプロがもたらした意味として記述された内容は、表現こそさまざまであるが、その言わんとするところ

は比較的少数にまとめることができる。 

 第一にコミュニケーションの重要性・難しさである。自分からサインを出すことや身体を使った表現の重
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要性などに関する記述もここにまとめてある。広く他者との間でコミュニケーションをとることの重要性・難

しさに改めて気づいた、という感想が最も多かった。またこれによって「日々の生活がとても楽しくなった」

という記述や「将来の職業に生かすことができる」という記述も見られた。 

 次に他者を受け入れることと、アイコンタクトの重要性が続く。他者を受け入れることについては、「相手

を否定しないこと」という表現も複数含まれている。これに関連して「けんかが減った」「患者さんとの関わり

に重要」という記述もあった。アイコンタクトについては「目を見ることの大切さ」「アイコンタクトで気持ちは

伝わる」などである。 

 さらに場の「空気」を読むことがある。「臨床現場で重要」「家族関係や友人関係が改善された」という記

述が含まれていた。 

 ほとんどの記述はこれら上位4件までに集約されていた。またこれらの内容は、表 8 に示した個々のエ

クササイズに関連した自由記述の内容とも関連していると言える。 

 

表９.インプロがもたらした意味 

意味 件数 

コミュニケーションの重要性・難しさ 7 

他者を受け入れることの重要性 6 

アイコンタクトの重要性 6 

場の空気を読むことの重要性 5 

今に生きることの重要性 2 

その他（協力すること、傾聴すること、信

頼すること、周りに目を向けること） 

4 

(各1) 

 

 このようにインプロが参加者にもたらした意味はさまざまであるが、これら上位 4 件の気づきは広い意味

での人間関係との関連を言い表していると言える。そこで述べられていることはすべて人と人とのかかわ

りの中に含まれることであり、それらは最終的には「人間関係」に集約されると言える。これは SGE が最終

的には「自分との出会い」に集約されるのと好対照をなしているともいえる。すなわちインプロには多くの

エクササイズがあり、エクササイズの主なカテゴリーだけでも 6 つある。しかしそこから参加者が受け取る

大きな意味は端的に言って「人間関係」に関する効果であると言えよう。 

 

 

まとめ 

 

 構成的グループ・エンカウンターとインプロを軸に高等学校で人間関係論の授業で行い、そこで参加者

が受け取ったものをアンケート内容から分析した。自分にとってどちらが意味があったかという問いに対し

てはインプロという答えが相対的に多かったが、全体的には「決められない」という回答が多かった。「決

められない」という回答の内、両者を対比して記述しているものにおいてその意図するところは、両者は

優劣をつけるのにそぐわないという意味に解釈された。 
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 構成的グループ・エンカウンターとインプロをそれぞれに比較したところ、構成的グループ・エンカウン

ターでは「自分との出会い」という回答が多く、インプロでは表現はさまざまであるが最終的には「人間関

係」に集約されるのではないかと考えられた。はじめに述べたように、現在の教育現場では、児童生徒の

人間関係がさまざまな局面で問題となっているが、インプロはそれらの問題に対して新たなかかわりの可

能性を有している活動と言えるだろう。 

 

 

注 

 

1:インプロにおいては一般に「ゲーム」または「ワーク」という呼び方を用いることが多いが、本論文におい

ては「エクササイズ」と表記することとする。 
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あいづちからみた自己一致に関する一考察 

 

―― 初心者カウンセラーとベテランカウンセラーの比較から ―― 

 

鈴 木 大 輝＊ ・ 正 保 春 彦＊＊ 

(2012年9月15日受理) 

 

 

A Study of the Congruence Aspect of Supportive Response: 

 Based on a Comparison Between an Experienced Counselor and a Beginner 

 

Taiki SUZUKI and Haruhiko SHOBO 

 

 

キーワード：初心者カウンセラー、ベテランカウンセラー、あいづち、自己一致 

 

ベテランカウンセラー（以下、ベテラン）と初心者カウンセラー（以下、初心者）のあいづちの違いを自己一致という観点か

ら検討した。それぞれベテランと初心者に、クライエント役である筆者（第一著者）の思い出話を、あいづちのみを用いて応

答しながら5分間程度聞いてもらい、その様子を録画した。その後、録画した内容をもとにインタビューを行った。その結果、

クライエント役が話し始めてからあいづちを打つまでの時間である反応潜時において、初心者よりもベテランの方が0.7秒遅

くあいづちを打っていることがわかった。またベテランと初心者があいづちを打った時の気持ちを KJ 法によって分析したと

ころ、初心者は先入観を持ちやすいのに対して、ベテランは先入観を持たず、クライエントの内的照合枠に沿って応答して

いることが推察された。両者に評価してもらった自己一致度が高いことから、初心者の自己一致は日常生活に立脚した自己

一致であるのに対し、ベテランの自己一致は自己一致と自己不一致の間を意図的に行き来できる柔軟な状態であると考え

られた。以上を踏まえ、ベテランの応答は、ロジャーズの提唱した自己一致、無条件の肯定的尊重、共感的理解が全て揃っ

た光る匠の技であることが示唆された。 

 

 

はじめに 

 

ロジャーズが提唱したカウンセラー（以下、Co.）に必要な 3 条件の一つに自己一致がある。自己

一致とは岡村（1995）によれば「自分自身をもクライエントをも自分自身の体験について欺かない

こと、その瞬間瞬間オープンに自分自身であり、しかもできるだけ深い水準において自分のありの

ままであること」と説明されている。また、近田（2002）はフォーカシングの観点から自己一致を 

―――――――― 

*つくば市教育相談センター  **茨城大学大学院教育学研究科 
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体験過程と象徴化の一致と説明している。これは、Co.自身がその瞬間瞬間に様々な感情の揺れ動き

に開かれている状態を指しており、それには負の感情も含まれる。一方、この自己一致が達成され

ないと、自己不一致の状態に陥る。自己不一致とは、体験過程と象徴化の照合が行われていない状

態を指す。この状態で行われるカウンセリング、つまり、ただ「ふんふん」聞いているだけのカウ

ンセリングは一見受容的だが、Co.が自分の感情の揺れ動きに開かれておらず、カウンセリングに似

て非なるものと言わざるを得ない。特に初心者カウンセラー（以下、初心者）はこの状態に陥りや

すい。ザロら(1987)は初心者の犯す誤りについて「クライエントの言ったことを、自分の理解の仕

方が妥当かどうかを十分に吟味もせずに理解したと思い込んでしまうこと」と指摘している。また

ハーセンとヴァンハッセル(2001)は、初心者は「クライエントの話に寄り添うのではなく、情報収

集の規則のみを追いかけてしまう」と述べている。これらの諸点から、初心者は「私はクライエン

ト（以下、Cl.）を受容せねばならない」と強く思いこみ、Cl.の話に対して抱く疑問や違和感を抑

圧したり、そうした感情に気が付かなかったりしてしまったりしがちと考えられる。その結果、自

己の体験過程に目を向けられないだけでなく、象徴化との一致も検討できなくなってしまうと考え

られる。これは言い換えれば、自身の自己不一致をないがしろにした状態と言えるのではないだろ

うか。初心者とは対照的にベテランカウンセラー（以下、ベテラン）は、自身の自己不一致、つま

り Cl.の話を聞きながら湧いてくる疑問や否定的感情にも目を向けられるため、自己一致と自己不

一致の間を揺れ動くことが出来ると考えられる。他方、初心者は Cl.の話を全て受け入れようとす

る自己一致の状態を目指せば目指すほど、かえって自己不一致に陥ると言う逆説的な状態になって

いると考えられる。 

ところで、臨床心理面接の基礎的な技法の一つにあいづちがある。伊藤・森山(2005)や稲井（2005）

は、あいづちが面接場面において非常に重要な機能をもっていることを明らかにしたが、これらは、

あいづちが有りか無しかという条件でしか検討していない。しかし、実際の面接場面においては、

あいづちの有無だけでなく、肯定も否定も含む微妙なニュアンスのあいづちが行われることが少な

くない。岡村（1995）はCo.によるCl.の受容に関連して、「受容しがたさの受容にその真髄がある」

としているが、であるとするならばその葛藤状況は Co.のあいづちの様相にも現れると考えること

ができるのではないだろうか。 

東山（2000）は、上手な聞き手になる方法について、まずあいづちの種類を豊かにし、その次に

否定的なニュアンスを加味したあいづちに進むことを勧めている。否定的なニュアンスを加味した

あいづちとは、一方でクライエントの語りたくなる気持ちを肯定的なニュアンスで受容しながら、

もう一方で自分自身の内面に湧き上がる疑問や否定的感情を同時に表現する、つまり、うまく言葉

にならないものをそのまま表現する方法である。筆者らは、ここでいう否定的なニュアンスを加味

したあいづちにカウンセラーの自己不一致に対する姿勢が関係あるのではないかと考えた。なぜな

ら、初心者は自己一致一点張りの姿勢で面接に臨みがちであり、肯定も否定も含む微妙なニュアン

スのあいづちを行うことを困難にすることが懸念される。ひいては「受容しがたさの受容」から遠

ざかってしまうのではないだろうか。これに対してベテランは、自身の自己不一致も含めて自己の

体験過程の照合できているため、自己一致と自己不一致の間の揺れ動きを、肯定も否定も含む微妙

なニュアンスのあいづちという形で表出することができるのではないかと考えた。この微妙なニュ

アンスのあいづちを使いこなせるかどうかがベテランと初心者の差ではないだろうか。 
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本研究においては、村瀬（1964）とメイナード（1993）、稲井（2005）の定義を参考にあいづち

を「うん」「ふん」「はい」「はあ」「ええ」「へえ」「そう」「そうですか」と言った聞き手が送る短い

言語表現および、笑顔、眉間にしわを寄せる、目線を上げるなどの非言語行動と定義した。ただし、

カウンセリングの技法においてあいづちは、それ単独の技法として取り扱われておらず、最小限の

励ましの一つとして紹介されている。そのため、面接の技法である「繰り返し」や「言い換え」、「感

情の反映」は今回あいづちに含まないものとした。 

上記の内容を踏まえ、本研究では、ベテランと初心者の行うあいづちを自己不一致と言う観点か

ら量的・質的に検討し、そこに一体どのような違いがあるのかを検討した。そして、真に Cl.に寄

り添った面接を行うためにはどうしたらいいのかを考察した。なお、調査実験に先立ち、佐治（1992）

の面接映像を基にあいづちの基準を作成したが、この基準の十分な妥当性と信頼性が得られなかっ

た。そこで、これはインタビュー 1におけるあいづちの内容の判断の補助的な情報として利用した。 

 

 

実施方法 

 

1. 方法 

1.1. 調査実験時期：2011年11月～12月 

1.2. 調査実験対象： 

【初心者群】 

指定大学院であるA大学大学院教育学研究科学校臨床心理

専攻修士課程 1年生 5名。平均年齢 34.6歳。最年長 59歳、

最年少23歳だった。 

【ベテラン群】 

臨床経験30年以上のB県内の臨床心理士3名。平均年齢

65.3歳。最年長78歳、最年少57歳。 

初心者群とベテラン群の内訳をTable1に示す。 

 

1.3. 調査実験手続き 

実験の概略は以下の通りである。 

1） 実験の概要を説明した後、Cl.役である筆者（第一著者）の思い出話を Co.役の実験協力者に 5

分間程度聞いてもらい、その様子をビデオカメラで録画した。想い出話の内容は以下のとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

Co. 性別 年齢 

初心者A 女性 23歳 

初心者B 男性 44歳 

初心者C 女性 23歳 

初心者D 男性 59歳 

初心者E 女性 24歳 

ベテランA 女性 57歳 

ベテランB 男性 78歳 

ベテランC 女性 61歳 

Table 1 実験協力者 

私は大学1年生の時、一人で有名ファーストフード店に入ると、店内の他の客の視線が気になることで食事す

ることができなかった。では、知らない他人が居るから緊張したかというとそうではなく、むしろ誰か知り合い

に会ってしまいそうな学食で、一人で食事をする方が苦手だった。しかし、教職免許課程を取り始め、授業が忙

しくなるにつれ、周囲の目を気にすることより、お腹を満たし、次の授業の準備をすることに比重がうつり、気

が付いたら一人で食事ができるようになっていた。 
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尚、思い出話をするに当たっては、文章を丸暗記して一字一句同じに話すのではなく、要点に配

慮しつつ、全体としての流れに沿って話をした。 

2） 多面的感情状態尺度（短縮版）（寺崎・岸本・古賀, 1992）にカウンセラー役とクライエント役

の双方に記入してもらう。これは初心者とベテランの面接時の感情や、ベテランと初心者にそ

れぞれに対するクライエント役の気持ちを比較検討するためである。 

3） 1)で録画した映像を見ながらカウンセラー役のあいづちを打った時の気持ちを聞く（インタビ

ュー 1）。 

4） 前述の佐治の面接映像を基に作成した基準を説明する。説明には佐治の映像を編集したものを

利用し、6つの基準それぞれの例を短い映像で提示した。 

5） 再度先ほどの録画映像を見直しながら、今度は前述のあいづちの基準に基づいてカウンセラー

役のあいづちを検討してもらう（インタビュー 2） 

6） 全体的なインタビュー 

 

 

結果と考察 

 

1.多面的感情状態尺度（短縮版） 

今回の実験協力者は初心者 5人、ベテラン 3

人であり、統計的な検討を行うには必ずしも十

分な人数とは言えないが検討の参考資料として

利用した。 

思い出話を聞いてもらった後に記入してもら

った質問紙の回答を、初心者とベテランに分け、

t検定を行った。また、Cl.役であった筆者の回

答のベテランに対しての回答と初心者に対して

の回答に対しても t検定を行った（Table2）。 

多面的感情状態尺度の比較の結果、すべての

因子において、両条件の平均値には差がないこ

とが示された。鬱・不安、敵意、倦怠といった

ネガティブな感情項目の平均点もすべて 10 点

以下であり、後述する自己一致度を裏付けるも

のとなったと考えられる。 

次に、5分間の面接を終えた後にCl.役であっ

た筆者が記入した回答を、ベテランに対するも

のと初心者に対する回答に分けて、t 検定によ

って比較した。Table3に、ベテランと初心者の

多面的感情状態尺度の平均値についての t検定の結果を示す。 

Table 2 多面的感情状態尺度の 

平均値と標準偏差 

項目内容 
  平均（標準偏差)   

初心者   ベテラン t値 

反応数 5 
 

3 
 

抑鬱・不安 8.20(1.92) 
 

7.33(2.08) 0.60  

敵意 5.00(.00a) 
 

5.00(.00a) 0.59  

倦怠 6.80(2.16) 
 

6.00(1.00) なし 

活動的快 11.8(2.04) 
 

13.25(5.23) 0.57  

非活動的快 13.8(1.92) 
 

12.58(2.37) 0.80  

親和 9.6(2.30) 
 

9.91(1.12) 0.22  

集中 14.80(1.48) 
 

15.33(4.50) 0.25  

驚愕 6.40(1.67)   6.00(1.00) 0.37  

※4段階評定（1～4）。得点が高いほどあてはまる程度

が高いことを示す。 

a.両グループの標準偏差が0なので、tは計算できなか

った 

欠損値は該当因子の平均値を代入して、欠損を補った。 
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倦怠因子、非活動因子、集中因子においては

分散の大きさが等質とみなせなかったので、ウ

ェルチの法による t検定を行った。その結果、

活動的因子 (t(6)=2.33, p< .10)と驚愕因子

(t(6)=1.98, p< .10) において有意傾向が見られ

た。その他の因子においては確かな差は見られ

なかった。 

活動的快の項目は「活気のある」「元気いっぱ

いの」「気力に満ちた」「はつらつとした」「陽気

な」である。また驚愕は「びっくりした」「びく

りとした」「驚いた」「どうようした」「はっとし

た」である。しかしながら今回はサンプル数 8

名と被験者数が十分でなかった。  

 実験を振り返ると、1回目と 2回目の実験は

ベテランに協力してもらっており、活動的快因

子と驚愕因子が高く出ている。もう一人のベテ

ランは最後に実験したためか初心者と点数に大きな差は見られない。このことから、これは自身が

初心者カウンセラーである筆者（第一著者）の、ベテランに対するハロー効果が影響したのではな

いかと思われる。最後のベテランだけは、すでに数人分実験を行った後だったので、落ち着いた結

果になったのではないかと考えられる。 

 

2.自己一致度 

 インタビューの終わりに5分間の面接場面を思い出してもらい、そこでのCo.役の自己一致度を、

小数点第 1 位を含む 10点満点で主観的に評価してもらった。低得点ほど自己一致が低く（自己不

一致）、高得点ほど自己一致としている。5分間の面接場面における全被験者の自己一致度をTable4 

に示す。 

ベテランと初心者の間にはほとんど点数に差

がなかった。両者とも自己一致して話を聞けた

と認識していたということが言える。 

 

3.あいづちの数の比較 

ビデオ録画映像とインタビュー内容の逐語録を作成し、それを基に分析を行った。 

その際Co.役の実験協力者が、一連の意味合いであいづちを打ったものを 1カウントとし、その

数を数えた。つまり、Cl.役の文の意味が切れる箇所に対して、「うんうんうん」とあいづちを打っ

た場合、これをひとまとまりのあいづちとみなし、1 回とカウントしている。計数したベテランと

初心者のあいづちの数に対し t検定を行った。 

まずベテランと初心者のあいづちの数を比較した。ベテランと初心者それぞれに対する思い出話

の所要時間とあいづち回数、1 分間の平均あいづち回数は次の通りである。初心者の平均所要時間

Table  3 多面的感情状態尺度の平均値と標準

偏差 

項目内容 
平均値（標準偏差) 

初心者   ベテラン t値 

反応数 5 
 

3 
 

抑鬱・不安 6.80(1.64) 
 

8.33(0.58) 1.51 

敵意 5.00(.00a) 
 

5.00(.00a) なし 

倦怠 6.60(2.19) 
 

5.67(0.58) 0.70  

活動的快 10.20(1.10) 
 

12.33(1.53) 2.33† 

非活動的快 14.00(1.22) 
 

15.00(.00) 1.37 

親和 1.18(1.48) 
 

12.33(0.58) 0.58  

集中 11.00(3.39) 
 

14.33(0.58) 1.64  

驚愕 6.40(1.14)   10.00(4.00) 1.98+ 

    
†p< .10 

a.両グループの標準偏差が0なので、tは計算できなかった 

Table 4  ベテランと初心者の自己一致度 

Co. 

初心者 ベテラン 

A B C D E A B C 

自己一致度 9 10 7 8.5 8.5 9.0 8.9 7.8 
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は5.39分、平均あいづち回数は89.8回、1分間の平均あいづち回数は16.62回であった（Table5）。

また、ベテランの平均所要時間は5.79分、あいづち回数は89.67回、1分間の平均あいづち回数は

15.83回であった（Table6）。  

Table 5 初心者のあいづち回数と平均あいづち回数 

初心者 A B C D E 全体平均 

思い出話の所要時間（分） 5.43 5.30 6.20 4.57 5.45 5.39 

あいづち回数 84 77 95 67 126 89.8 

平均あいづち回数（1分間あたり） 15.47 14.53 15.22 14.66 23.12 16.62 

 

Table 6  ベテランのあいづち回数と平均あいづち回数 

ベテラン A B C 全体平均 

思い出話の所要時間（分） 7.10 6.18 4.09 5.79 

あいづち回数 83 117 69 89.67 

平均あいづち回数（1分間あたり） 11.69 18.93 16.87 15.83 

 

Table 7 
一分間のあいづちの数の平均値と 

標準偏差 

  ベテラン 
 

初心者   

平均値 15.83 
 

16.62 
 

標準偏差 3.73 
 

3.66 
 

 

Table7は、ベテランと初心者のあいづちの数の平均と標準偏差を示したものである。分散の大き

さが等質とみなせたので、等分散を仮定したt検定を行った。その結果、両条件の平均には差がない

ことが示された（t（6）＝.028, n.s.）。したがって、ベテランと初心者の間にあいづちの数には差

がないことがわかった。これは、ベテランも初心者もCl.の話を聞いていることを示す行動は、数字

上は同じくらい行っていると言える。つまり、ベテランと初心者のあいづちには、表出されたあい

づちの回数ではなく、あえて言うのならば、あいづちそのものの質的な違いがあると考えられる。 

 

4. 反応潜時の比較 

次に反応潜時について述べる。ここで述べる反応潜時とは、クライエント役である筆者の各発話

の話し始めから、その各発話に対するカウンセラー役があいづちを打つまでの時間である。インタ

ビューの時は一連の流れの中で打たれたあいづちも、筆者の話す一文が長く、分割したほうがより

自然であると思われた場合は分割している。 

反応潜時の計測にあたっては、逐語記録に基づき、ビデオ記録を見ながらストップウォッチを用

いて、各あいづちについて逐一計測した。その後、ベテランの全反応潜時の平均と初心者の全反応

潜時の平均について対応のない t検定を行った。 
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Table8は、ベテランと初心者の反応潜時の平均と標準偏差を示

したものである。初心者の反応潜時の平均値は2.20秒（標準偏差

＝1.37）、ベテランの反応潜時の平均値は2.95秒（標準偏差＝1.73）

であり、その差は約0.7秒であった。分散の大きさが等質とみなせ

なかったので、ウェルチの法によるt検定を行った。その結果、両

条件平均には有意差が見られた（t（465.863）＝6.009, p< .01）。

したがって、ベテランは初心者より0.7秒反応潜時が長いことがわ

かった。 

0.7秒とは、1秒にも満たない短い時間で、一概に大きな違いは無いように思えるかもしれないが、

実際の映像では、初心者は、Cl.が一文を話し終わる最後の部分にかぶせ気味に応答する傾向がある

のに対し、ベテランは、一文の意味が切れるところまでしっかりと待ってからあいづちを打ってい

るという違いが見て取れる。 

初心者の様子からは、自分が聞いていることを、Cl.に懸命に伝え返そうとする意志が伝わってき

た。これに対し、ベテランの様子からは聞いているという事実を伝え返すよりも、落ち着いて話を

受け止めようとするその構えから、Cl.の話が今、まさに聞かれているのだという雰囲気が伝わった。

それは、Cl.が自分の話を相手に渡し終えた時に、すぐさまその情報に飛くのではなく、あたかもそ

っと両手で受け取り、Co.の心の部屋に丁寧に配置しているかのような所作を連想させるものだった。 

 

5. KJ法による逐語内容の分析 

5.1 分析手続き 

上記の差にどのような意味があるのか具体的に検討するために、インタビュー1 の逐語記録を用

いて行ったKJ法(川喜田, 1967)を用いて質的に分析した。 

インタビュー1であいづちごとにインタビューした内容を、KJ法を用いて質的に分析した。まず

逐語録を基に、筆者がインタビューの回答を切片化した。切片化の際には、インタビューで実際に

使われていた言葉を使いつつ、あまり抽象的になりすぎないように留意した。また、切片化した際

に文脈がわからなくなってしまいそうな内容に関しては、多少前後の文章を付けて切片化したり、

状況がわかるような説明を（ ）内に示して切片化したりした。このようにして、個々のあいづち

をカードに抜き出した。ただ、すべてのインタビュー内容をそのまま切片化するのではなく、明ら

かに内容が同じと思われた内容は切片化を省略している。また、カテゴリー分けの際に「そうなん

だー。」のような、文字上では如何様にも取れてしまう内容に関しては、インタビュー2のあいづち

の基準を使った分類や逐語の文脈を参考に内容を検討した。また、本来KJ法では 1つの切片に載

せる情報は 1つであるが、インタビュー1にはいくつかの感情を同時並行的に表しているものも多

く見られた。今回は、そうした生の情報をそのまま利用したいと考え、同時並行的に感情が表現さ

れているものは、それで1つのまとまりとして切片化している。 

次にA大学大学院生3名に協力してもらいながら共同でグループ分けをした。図を完成させ、最

後に文章化し、内容を検討した。 

 

 

Table 8 

 

反応潜時の平均値 

と標準偏差 

  初心者   ベテラン   

総反応数 468 
 

271 
 

平均値 2.20  
 

2.95  
 

標準偏差 1.37 
 

1.73 
 



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 300 - 

5.2. 分析結果 

まず初心者の結果をFigure 1に示す。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 初心者のKJ法の分析結果 

   ：関係         ：影響      ： 相互関係         ：対立関係 
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【今】の内容は後述するベテランに比べ項目数が多い。初心者が Cl.の話を聞くときは、個人に

よって様々なプロセスが行われていると考えられる。 

 【未来】の内容では、『思い込み2-1』＜決めつけ2-1-1＞＜予想しながら2-1-2＞など、やや主観

的な将来に対する見込みを示すものが見られた。また、中グループは少ないが『促進』を構成して

いる切片が多い。Cl.の話を前に進めようという気持ちがより強く現れがちなのかもしれない。 

これらの分析から、初心者は今の観点と未来志向の観点の双方を同程度の比重で行き来しながら

話を聞いているということがうかがえる。感想が今と未来の間に存在し、一見両項目をつなぐよう

にも見受けられるが、内容は、一文ごとの Cl.の話に対する感想と、全体的な話の感想が混在して

おり、共時的な項目とは言い難い。 

全項目を概観してみると＜自分の経験と比べる＞や『思い込み』という項目があり、話を聞く際

に先入観が入りがちな印象を受けた。 

次にベテランの結果を Figure 2 に示

す。 

【今】の項目は初心者の項目と類似し

たものが多いが、特筆すべき点は＜待ち

＞と＜想像＞である。＜待ち＞は初心者

には見られない項目だった。Cl.の話に間

があった際に、応援したり促したりする

のではなく、＜待つ＞ということで先回

りせず、Cl.のその瞬間に寄り添っていた

のではないかと思われる。 

＜想像＞は初心者にも見られたが、ベ

テランにおいては質の点で異なっていた。

ベテランにおいては、状況を自分の過去

の経験に照らし合わせて想像するのでは

なく、語られた事実と Cl.の気持ちを統

合しながら、あたかもその状況にいた本

人のように感じられていた。Cl.役の思い

出話に出てきた有名ファーストフード店

に、あるベテランは一度も入ったことが

なかったということであったが、あいづ

ちの時の気持ちを聞いたインタビュー1

では店内の状況は説明しないものの、そこで筆者が感じた気持ちを詳細に言い表していた。 

【未来】の項目は初心者に比べ中カテゴリー数も切片数も少なく、これらの点からもベテランは

主に今に焦点を当てていると言える。 

ベテランは初心者に比べ、全体的なプロセスが少ない。個人差が少なく、共通した特定のプロセ

スを集中的に行っていると考えられる。また、【今】の項目の切片項目が多く、比重が高い印象を受

ける。ベテランは【今】のプロセスを中心にCl.の話を聞いていることが示唆された。 

Figure2 ベテランのKJ法の分析結果 

  ：関係    ：影響    ：相互関係     ：対立関係 
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今 1 
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また、自分自身の単なる感想や、断定的な内容が見られない。Cl.の話を聞く際の焦点が、Cl.当

人かまたは Cl.と Co.の間にあると思われ、あくまでも寄り添う姿勢が強い。Cl.の内的照合枠を理

解しながら行われる深い共感が根底に見られる。つまり、ベテランは「Cl.の今ここ」に強く焦点を

当てており、その際の先入観の程度が薄いことがわかる。 

 

6. 全体的なインタビュー 

 最後に半構造化面接を行った。質問内容は、「研究に協力してみての感想」「話をきいてみて印象

に残ったことは何か」「全体的にどんなことを考えながら話を聞いたか」「録画映像を今見て、何か

自分で気づくこと」「思い出話を聞いた際の自分の自己一致度」であった。そして、回答を聞いて気

になる点や、そこから筆者が連想した質問に対し回答してもらった。その結果、KJ 法で図示され

たような特徴を裏付ける内容が見られた。 

まずベテランだが、三者とも一連の質問項目の中で「そのまま受け取る」ことをしていたと語っ

た点では共通していた。これは、ベテランほど先入観が入らないという特徴の裏付けと言える。ま

た、思い出話に出てくるCl.役については「彼」と呼ぶことが非常に印象的だった。あくまでも「今」

の Cl.と会話しているため、過去の Cl.は「彼」だったと、あるベテランが語っていた。ここにも、

KJ法で示された「今」に重点を置いているという結果の裏付けを見て取れる。 

その他に、「相談経験から」という回答があったが、これはベテランならではの回答であると思わ

れる。それから、「自分自身も自己一致できるようなモード、カウンセリングモードを作っていく」

という表現が聞けたのも興味深い。そこには普段とは違う自己一致があることが示唆されていると

考えられる。 

これに対して初心者の回答だが、「自分の経験と照らして」という回答が多かった。臨床経験がな

い分、自分自身の日常経験を呼び起こし、Cl.の話に寄り添おうとしていることを示しているのかも

しれない。また、一方で、Cl.に「話を聞いていることが伝われば」というコメントも、ベテランに

は見られない回答であった。ベテランが落ち着いて Cl.の話を受け止めるのに対し、一生懸命誠意

をもって話を聞こうとする姿勢が伝わってきた。これは初心者ならではの回答のように思う。 

 

 

総合考察 

 

 初心者とベテランの反応潜時を比較した結果、ベテランの方があいづちを打つタイミングが平均

0.7秒遅いことがわかった。これはKJ法の分析で得られたように、初心者は話を聴きながら先入観

が入りやすいため【今】と【未来】を行き来してしまうのに対し、ベテランは先入観が薄く【今】

に留まることができるからではないかと推測される。しかし、今回、自己一致度の回答を見ても、

多面的感情状態尺度の得点を見ても、実験協力者は総じて自己一致度が高いことがわかる。ではこ

の0.7秒の差は何か。これは自己一致の柔軟さの差であり、いかに先入観から自由になれるかの違

いだったと考えられる。 

 初心者の聴き方は確かに「ありのまま」であったと推測される。しかし、それはいわば日常生活

に立脚した「ありのまま」である。先入観を伴ってしまうため、Cl.の話を聴いて、理解したつもり
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になりやすくなってしまうと考えられる。そして、Cl.の回答や話が予想外だった場合は、疑問や驚

きとして表出されることになる。ロジャーズのパーソナリティ理論の2つの円環の図で説明するな

らば、自己概念と経験の重なりが固定された状態と言える。これが初心者の聴き方である。 

一方ベテランは、ベテランの感想に「カウンセリングモード」とあったように、より柔軟な自己一

致の状態を示していると推察される。前述の図で説明するならば、自己概念と経験の輪の重なりを

近づけ、まずCo.自身が「～べき」という制約から離れる。これにより自身の透明性を高め、Cl.の

内的照合枠に合わせる準備をしておく。次にCl.の話を聴き、Cl.の内的照合枠を意識しながらCl.

の現在の自己一致の状態に重ねあわせてゆく。言い換えれば、意図的にCl.と同等の自己不一致の

状態になるわけである。そして、それを踏まえてCo.が再度自己一致の状態を高めた時に、Cl.の隠

されたさまざまな感情に気が付いていくと言える。そして、時にはそれを伝え返すことでCl.自身

の自己一致が促進されていく(Figure 3)。 

 

これは、近田（2002）がフォーカシングの観点から体験過程と象徴化の一致と説明した内容と同

様であると言える。Cl.の自己不一致の状態にも柔軟に形を重ねることが出来るのは、ベテランが自

身の自己不一致も大切にしているからこそであると考えられる。このように、自己一致と自己不一

致の間を揺れ動けることで、さまざまな情報を取り込むゆとりができてくる。そのため、予想外の

Cl.の話にも大きく心乱されることなく、むしろその語られた内容に相手の内的照合枠を通してじっ

と心を傾け、吟味していたと考えられる。この吟味しながらのあいづちこそが、ベテランの行う微

妙なニュアンスのあいづちであると考えられる。このように話を聞く中で、時にはCl.が事実を歪

めて認知している部分や、無意識におしこめている気持ちにまでCo.が思いをはせることもあり、

Figure3 ベテランの行う柔軟な自己一致と意図的な不一致 
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Cl.に対するより深い理解をすることがあると考えられる。ベテランは、あいづちを打つまでの0.7

秒の間にこうした作業を行っているのではないかと推察される。このプロセスの一端は、あるベテ

ランのあいづちの内容をインタビューしたときに垣間見えた。あるベテラン協力者は、有名ファー

ストフード店に入ったことが無かったが、筆者が思い出話を語った時以上に筆者の気持ちを刻銘に

想像していたのである。そこでベテラン協力者が想像していたのは、有名ファーストフード店の内

装ではない。筆者のその時の気持ちに深く寄り添っていたのである。自己一致とは「我を張ること」

ではない。Co.自身が「～べき」という社会的制約から離れ、自身の先入観を限りなく薄い状態にし

ていく。そして、相手に対する無条件の肯定的尊重を持ち、共感的理解を示しながら、Cl.の内的照

合枠を受け入れていく。その中で自身の気持ちとして気がついた疑問や驚きをCl.に正直に伝えて

いくことになる。ロジャーズの提唱した3条件そろった技であると言える。 

ただ、現実的にはこのベテランと初心者の差には、経験の差も影響しているとも考えられる。初

心者に大切なことは、自分の自己一致の状態とCl.の自己一致の状態がずれていることを自覚する

ことであろう。初心者は、まず真摯にCl.と共に今ここに留まり、自分を許せる範囲を広げ、Cl.の

揺れと一緒に揺れられる勇気を持とうと心がけることがカウンセリング状態への第一歩ではないだ

ろうか。 

本研究の課題としては、まず実験協力者の人数が十分とは言えないことが挙げられる。特に今回

ベテランセラピストの実験協力者が3人であっため、十分でない点があった。また、大学院生もA

大学大学院の大学院生に限定された。一方で、その瞬間瞬間に起きる自己一致の存在が示唆された。

そして、それがカウンセリングにおける一番の基本であるあいづちの中にこそ、光る匠の技として

存在することも示唆された。基本技法を極めようと精進することは、臨床家にとって初心に戻る非

常に重要な課題と言えるのではないだろうか。こうしたあいづちを行うための自己一致を養うため

には、「今ここ」に焦点を当てるフォーカシングや即興演劇であるインプロヴィゼーションが有効で

あると考えられる。他にも、あいづちだけに内容を絞ったロールプレイを行うことも有効であると

考えられる。初心者が自分の内面に技術を絞ってロールプレイを行えば、Cl.の話の内容と流れに集

中できるため、自己一致を高め、Cl.に集中して寄り添うトレーニングになるのではないだろうか。

また、初心者自身がベテランに一度話を聞いてもらう体験も大切だと感じている。深みのあるあい

づちを実際に体験することは、文面で学習する効果以上のものをもたらしてくれる。芸術鑑賞など

で、その時に感じた気持ちをできるだけ文字や言葉にしてみると良いと考えている。これは体験過

程の象徴化の練習になる。このように瞬間的な自己一致のトレーニングを日々行うことで、相補的

にロジャーズが提唱した全人格的な自己一致も普段以上に促進されていくのではないかと考えてい

る。 
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 近年の医学や医療技術の進歩により，病気で死亡する子どもの数は減少する一方で病気を持つ子どもの数は増加傾向に

ある。慢性疾患を持つ子どもは健康な子どもに比べ心理的問題や適応に関する問題が生じやすいと指摘されている。その

ような子どもの生活では，治療場面や生活場面，学校生活などにおいて様々な人間と慢性疾患をめぐっての直接的なやりと

りがあることが想像され，そこでの体験が病気を持つ子どもの自分の病気に対する理解や捉え方に関連があると考えられる。

本研究では，慢性的な病気を持ちながらも一般社会の中で暮らす子どもに焦点を当て，その子どもの病気と共に生きる過程

を見ていくこととした。 

子どもの頃に慢性的な疾患に罹患していたまたは現在も罹患している大人の男性 3 名，女性 3 名の計 6 名に，半構造化

面接を行い，M-GTA により質的分析を行った。結果以下のようなプロセスが明らかになった。始めは発達的な能力からも病

気を持っていることに理解が乏しい状態にあるが，小学校に上がり，集団生活を送る中で周りとの違いから自分の病気を意

識し始める。病気の理解が進むと，他の人と同じようにやりたいという憧れや学校生活において分かってもらえないなどの困

難さを体験するが，一方では病気である自分を受け入れ管理ができるようになる。それには周囲の人々の支えが鍵となる。

周囲の人々の支えや分かってもらえなさといった自身の体験を通して，得たものがあり，今の自分に影響している。 

 

 

はじめに 
 
 健康に対する概念は時代ともに変化してきた。病原菌の発見や薬剤の生成が可能となり始めた頃，

人々の健康観は人間の命を救うことが最大の目的とされるようになり，疾患に罹患していないことが健康

の一般的な解釈となり，健康と疾患は対峙する概念として捉えられてきた。しかし，延命が特別なこととは

ならなくなったという事実や総体的な存在である人間の健康を捉えるには身体的な健康だけでは不十分 
―――――――― 
*社会福祉法人同仁会 さくらの森乳児院  **茨城大学大学院教育学研究科 
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であることの考えが広まり，健康の概念は身体的，社会的，心理的な意味において捉えられるようになる。

また，近年，医学や医療技術の進歩により，病気で死亡する子どもの数は減少しその一方でその患児数

は増加傾向にある。そして様々な病気を抱えた子どもが数多く学校や一般社会の中で暮らしている。 
慢性疾患を持つ子どもは健康な子どもと比較して心理的問題や適応に関する問題が生じやすいという

指摘がされている。入院や治療等で長期に学校を欠席した後，復学時には体力の低下，容姿の変化，友

人関係の問題，学力の問題など様々な困難があるという報告（小澤，2003）や，進学，就職，結婚といっ

たライフイベントへ影響があることが示されている。さらに，慢性疾患を持つ子どものこれらの心理的問題

はその子どもの発達段階に沿って考えることの必要性が多くの研究の中で言及されている（Rea.WA＆

L.Frankel，1998；谷川ら，2009，他）。学童期には，ルールのある集団遊びを通して社会性を獲得して

いくが，病気の子どもは伝染すると思われ友達から孤立する場合もある（谷川ら，2009）。Rea.WA＆

L.Frankel（1998）は，思春期の子どもは情緒的な自立，仲間からの受け入れ，理想的なボディイメージ

の発達，性役割の同一性，親の価値観からの分離など，さまざまな社会・情緒的発達の時期において混

乱した状況にあるが，そのうえ疾患を持つことによる特有の問題も持っているため，このような状況を理解

した上での支援が必要であると述べている。 
 慢性疾患を持つ子どもに関する研究は教育場面における疾患の情報伝達や他機関との連携に関す

る研究（吉川，2009；山田ら，2007；堂前ら，2004 他）や学校生活における患児へ焦点を当てた研究（新

井，2000；猪狩ら，2006；星野，2006）などの，学校生活で生じる様々な現実的困難への対応に関する研

究がされている。また，当事者がよりよく生きるための研究として，子どもの病気の体験的な理解や病気の

捉え方に関する研究がされている（上野ら，1976；岡，1986；中内，2001 他）。しかし，子どもの病気の体

験的な理解や病気の捉え方に関する研究では，子ども自身と病気との関連は検討されているが，子ども

の中心生活となる学校や周囲の人々との関係性を視野に入れた検討はあまりされていない。慢性的な疾

患を持つ子どもの生活では，治療場面や生活場面，学校生活などで慢性疾患をめぐって様々な人間との

直接的なやりとりがあることは容易に想像され，そこでの体験が病気を持つ子どもの病気の理解や捉えか

たに関連があるのではないかと考えられる。また病気を持っていても心理的・社会的な面で健康であるこ

とが大切ではないだろうか。そこで本研究では，子ども時代に慢性的な疾患を持ちながら青年期に達し

た人は，どのように自身の病気を捉え，どのように病気と付き合ってきたかについて，子どもと周囲の環境

との関係性の中で検討し，子どもへの援助の参考としたい。 
 

 
研究の対象と方法 

 
１． 研究対象者 

子どもの頃に慢性的な疾患に罹患していたまたは現在も罹患している大人の男性3 名，女性3 名の計

6 名を対象とした（Table.1）。 
  面接協力者の募集は次の 2 つの方法で行った。 

① 知人の紹介によって同意を得られた協力者 4 名。 
②  A 大学において，講義の時間に紙面上にて協力者を募り，同意を得られた大学生 2 名。 
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Table.1 研究対象者の特性 
   協力者  年齢    性別   疾患名           発症年齢     備考 

A さん   22 歳   男性   若年性リウマチ      2 歳半       病弱養護学校在籍有 
B さん   24 歳   男性   喘息             6 歳         病弱養護学校在籍有 
C さん   23 歳   男性   過敏性腸症候群     8 歳         病弱養護学校在籍有 
D さん   18 歳   女性   Ⅰ型糖尿病        12 歳 
E さん   21 歳   女性   喘息             15 歳 
F さん   28 歳   女性   肺動脈弁狭窄症     先天性疾患   

 
２． 調査方法 
調査期間  

2010 年 8 月～2010 年 12 月。 
データ収集手順 
 面接のはじめに，研究の目的，データの管理・匿名性の保証および守秘義務の説明，IC レコーダーに

よる録音の許可，複数名での検討の許可，面接中断の保証，発表方法，等について 1 つずつ説明し，承

諾を得たうえで，インタビューを開始した。 
 面接の前に協力者の回想を促すため，また調査者の疾患の理解のために，事前に作成したフェイスシ

ートに，現在の年齢，疾患名，発症年齢，入院の有無・期間，学校の欠席の有無・期間，生活上の制限，

治療方法と投薬について記入してもらった。 
面接方法 
 事前にインタビューガイドを作成し，半構造化面接を行った。面接協力者6 名に対し，これまで経験して

きた病気を持っていることでの体験を自由に回想してもらい，エピソードやその時の思考・感情・行動など

を中心に面接を行った。 
 インタビュー1 回あたりの時間は 1 時間から 1 時間半であった。 
 
３.データ分析方法 

データの分析は，修正グラウンデット・セオリーアプローチを用いて行った。 
分析焦点者は「子どもの頃に慢性的な疾患に罹患した人」と設定し，分析テーマを以下の3点に設定し

た。 
① どのように自身の病気を捉え，どのように病気と付き合ってきたか 
② 病気を持っていることで，学校生活や普段の生活，家族や周囲の人との関わりの中で，どのようなこ

とを体験してきたか 
③ 病気を持つことで体験してきたことが，現在にどのように影響を与えているか 
 
４．信頼性と妥当性について 
 実際の分析の際には，ゼミ教員，院生 4 名と行うことにより，筆者の恣意的な思いに囚われすぎず，分

析内容の信頼性と妥当性が保持されるように努めた。 
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結果と考察 
 
１． 分析結果（結果図：Figure.1）の提示とストーリライン 
 生成された概念といくつかの概念からなるカテゴリー，カテゴリーの移行，概念相互の関係などの結果

図を Figure.1 に示す。 
 次に以下に分析結果をストーリーラインとして示す。（文中では，生成された概念を〈〉で，いくつかの概

念からなるカテゴリーを【】で示す） 
 子どもは始めその発達的な能力からも〈病気を持っている自分の状況を分かっていない状態〉，〈病気

のことを的確に理解していない状態〉であり，病気であることは分かっていても【病気を持っていることに関

して理解が乏しい】状態にある。そして成長し，小学校に上がる前後から集団での遊びや生活をし始める

と，〈周りの子どもと比べて自分だけできないことがあり，病気を意識し始め〉，【周りとの違いから自分の病

気を意識し始める】。そして自分で病気の事について考え，内省するようになり，〈自分の病気の理解が深

まる〉。自分の病気の理解が進むと，〈病気による制限の辛さや悔しさ〉を感じ，〈他の人と同じようにやりた

いという憧れ〉といった【病気に対する自分の思いが膨らむ】。この時期は小学生高学年から中学生の時

期にあたり，仲間集団での生活が重要となる時期である。仲間集団の中で生活を送ることは，他の子に比

べて自分だけができないことがあるということが強調され，このような気持ちが一層強くなる。そのために

〈学校での対応への不満〉や〈病気による行動を理解されない〉という気持ちを持ったり，〈家族と自分の病

気に対する認識のズレ〉を感じて【分かってもらえなさ】や〈周囲の大人の対応への反発や苛立ち〉，〈病気

を持つことによる経験不足と不安〉，〈病気であることの受け入れられなさ〉という【病気を持つことによるネ

ガティブな体験】を経験する。 
同時に子どもの生活の中心となる学校生活においても，上述した〈他の人と同じようにやりたいという憧

れ〉，〈病気のためにできないことがある辛さや悔しさ〉に加えて，〈病気による行動を理解されない〉，〈学

習面の遅れの不安〉といった【学校生活における困難さ】を体験する。また，〈病気による症状を理解され

ない〉ことの一つに〈詳しいことは話さない〉という子ども側の行動が関連していることが窺われた。そして，

【病気を持つことでのネガティブな体験】，【学校生活での困難さ】のために【病気によって学校へ行きづ

らくなる】ことへ繋がるプロセスが確認された。 
 しかし一方では，青年期前期になると〈病気である自分の受け入れ〉，〈症状や制限をコントロールする〉

ようになり，【病気の受け入れと管理】ができるようになる。このように病気であることを受け入れる過程には，

〈家族の支え〉，〈医者の細やかな対応〉，〈学校の先生の配慮〉，〈養護学校におけるきめ細やかな支援〉

など【周囲の人々の支え】があったためと考えられる。また〈親への自責感や配慮〉〈病気で迷惑をかけた

きょうだいへの思い〉など【家族関係への影響】について振り返ることもできるようになる。周囲の人々の支

えがある一方で，〈家族と自分の病気に対する認識のズレ〉，〈学校での対応への不満〉など，周囲の人々

からの【分かってもらえなさ】に戸惑う様子も見られた。しかし，【周囲の人々の支え】，【分かってもらえな

さ】といった様々な自身の体験を通して，〈病気を体験することで得たものがある〉といった【現在の自分へ

の影響】という，病気が現在の自分に影響しているプラス面の語りが見られた。 
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２．各カテゴリーと概念の説明 
 本研究によって生成された概念は，面接協力者の語りを分析し，筆者が命名したものである。そこで，

以下は，生成された概念の意味について具体例を挙げながらカテゴリーごとに解説し，考察をくわえる。

（Figure.1） 
（生成された概念を〈〉で，いくつかの概念からなるカテゴリーを【】で示す） 
 
①【病気を持っていることに関しての理解の乏しさ】 
 このカテゴリーは，病気に関する子どもの最初の理解の状態に関するものであり，〈病気を持っている自

分の状況を分かっていない状態〉，〈病気のことを的確に理解していない状態〉の 2 つの概念から説明さ

れる。 
〈病気を持っている自分の状況を分かっていない状態〉は，病気を持っていることは分かっていても，そ

れが自分にとってどんな意味があるのかが判然としていない状態である。それは治療に対する怖さを感

じていない，また病気のために体調の悪さや身体への支障があることを身体感覚としては感じてはいるけ

れども，それが自分にとってどういうことなのかについての認識にまで至っていない段階であり，発達上

の子どもの思考能力の限界が関連していると考えられる。この時期の子どもは，病気や治療については

自分の身体の表面に見えることは良く理解できる（谷川，2009）とされている通り，病気による身体への影

響については感覚的に捉えることはできるが，病気を持っていることの意味については分からない段階

であると考えられる。 
〈病気のことを的確に理解していない状態〉は，病気を持っている自分については理解しているが，そ

の理解が間違っていたり，適切な認識がされていない状態である。その背景には，病気に関する適切な

説明が周囲からなされていなかったことが少なからず関係していることが窺える。ある協力者は「そんなに

重要には考えていなかったと思います。治る病気なんだと思っていて最初は」「最初の頃は治るので他の

子と一緒に普通の学校に帰れるものとして過ごしてて」と語っており，その後の語りの中で，治らない病気

であることを親は言わなかったと述べている。また，「当時くすりの説明書きとかついてこなかったんです

よね。今はついているんですけど，なかったので訳も分からず飲んでいました」と，薬に関する説明を医

者からも親からも受けていない状態で，何のための薬かもわからず投薬を受けていたことが述べられて

いた。このようなことから，病気に関する事を的確に理解していないことには，周囲から子どもに理解でき

るような的確な説明がなかったことが関連しているのではないかと考えられる。 
 以上から【病気を持っていることに関しての理解の乏しさ】は子どもの発達的な能力の要素と，周囲から

適切な情報が与えられていないことが関連していると考えられる。 
 
②【周囲との違いから病気を意識し始める】 
 このカテゴリーは，自分が病気であることを子どもが意識し始める段階を示すものであり，〈周りの子と比

べて自分だけができないことがあり，病気を意識し始める〉の 1 つの概念で説明される。 
〈周りの子と比べて自分だけができないことがあり，病気を意識し始める〉は，周囲の子どもと一緒に生活

する場面で，自分だけがしてはいけないことがあったり，できないことがあり，そのことによって自分と他の

子との違いに気がつき，病気を意識し始める段階である。子どもは幼稚園や小学校へあがると，集団生活

が中心となり，また友だちとの関係の比重が大きくなってくる。その中で“自分だけが何か違う”感覚をあそ
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びや集団生活を通して直接的に体験するようになる。 
しかし，ここでの病気の意識とは，病気が自分にとって何らかの制限をもたらすものとして体験され，そ

のことには気がついているけれども，制限を苦に感じるなどとマイナスのものとしては意識されていないこ

とが窺われた。 
 

③【病気に対する自分の思いが膨らむ】  
 このカテゴリーは，自分の病気についての理解が進み，その理解が自分自身の生活へ還元され，病気

を持っていることによる苦しさに混乱する段階を示し，〈自分の病気の理解の深まり〉，〈病気による制限の

辛さや悔しさ〉，〈他の人と同じようにやりたいという憧れ〉の 3 つの概念で説明される。 
〈自分の病気の理解の深まり〉は，病気である自分についての内省が深まり，自分が病気を持った人であ

るという認識が強くなる状態である。ある協力者は「中学生か高校生くらいになると内省するっていうか自

分ってやっぱり人と比べて体力がないとか，やっぱりなにか新しいことをする時に，最初に考えちゃう」と

話しており，周りの人や自分の生活状況を関連させて病気であることを理解していた。 
思春期前期にあたるこの時期は，身体変化や同年代の仲間が自分をいかにして受容してくれるかに関心

が高まり（駒松，1999），また自我同一性の確立がはじまる時期にあたり，疾患を持つ子どもは自分自身

について考える際に，病気という存在も強く意識するようになると考えられる。 
こうして一旦自分が他の仲間と違って，病気を持っていることに関心が向けられると〈病気による制限の辛

さや悔しさ〉を強く感じるようになる。病気であるが故にできないことの辛さや悔しさ，怒りを感じ，また〈他

の子と同じようにやりたいという憧れ〉を感じるようである。 
 
④【病気を持つことによるネガティブな体験】 
 このカテゴリーは，病気を持っていることによって経験される様々なマイナスの側面に関連するものであ

り，〈周囲の大人の対応への反発や苛立ち〉，〈病気による経験不足と不安〉，〈病気であることの受け入れ

られなさ〉の 3 つの概念から説明される。 
 病気を持っていることで，上記の“他の子と同じ”ようにできない体験の延長には，様々なネガティブな事

が体験されていた。 
〈周囲への大人の対応への反発や苛立ち〉は，親や先生から病気のためにやってはいけないことを言わ

れることへの反発や，治療を強制する大人へ反抗，病気に関することを何度も言われることに対して苛立

ちを感じる状態である。 
〈病気による経験不足と不安〉は，病気のために病弱養護学校へ入るが，養護学校では少人数のために

人間関係の作り方や自主的な発表などの社会的な経験の不足を感じている状態である。また，病気があ

るために先のことを不安に感じたり，将来の職業選択についても不安を感じていることが語られている。

病気を持つことで，社会的な能力や生活が満たされない不安を感じることである。 
〈病気であることの受け入れられなさ〉は，自分が病気であることを受け入れられない状態である。「母親

に対して好きで弱く生まれたんじゃなかったんだ，とかそういうこと言ってましたね」，「なんで自分だけが

病気なんだろうっていうのは思ったりするんですけど」と語られ，自分の意思に反して病気を持っているこ

とへのどうにもならない思いが語られていた。また，「塗りつぶしたい…なんか若かりし頃の恥部ってだれ

にでもあると思いません？」と病気だけでなく病気によって影響を受けた生活を塗りつぶしたい，無かっ



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 314 - 

たことにしたいという拒否的な語りも見られた。 
【病気を持つことによるネガティブな体験】は，反抗期や思春期の時期と重なる。多くの研究で，病気を持

つ子どもは思春期に心理社会的な問題が顕在化するとことが多いと述べられている（田中，2003；谷川，

2009；Geist，Grdisa，Otley，2003）。本研究においても同様の知見が見られた。この時期は，自己意識

が高まり，それまでは主に外界に向けられていた目が，自分自身にも向けられるようになる。鈴木（1997）

はこうした自我の覚醒には①知的能力のなどの認知力の発達，②身体の発達，③情緒体験の豊富化，④

社会性の発達を挙げている。病気を持つ子どもにおいても同様のことが言え，さらに加えて病気を持って

いることがこれらの発達に影響し，病気をもつことがネガティブな体験となると考えられる。 
このカテゴリーを構成する 3 つの概念の中で，〈周囲の大人の対応への反発や苛立ち〉は思春期特有

の反応である。第2反抗期と呼ばれるように，これまで絶対的権威であった親に対して，批判的であり，反

発や反抗が見られる時期である。病気のための制限への親や先生の管理，親が管理する治療への反抗

は，認知力や身体の発達が影響した自己意識の高まりや，親からの分離や自立が関連していると考えら

れる。 
〈病気であることの受け入れられなさ〉は，自我同一性の模索の段階であり，さまざまな外界の刺激から自

分自身を形成していく時に，病気を持つ自分は，他の子と比べて“できない自分”“違う自分”であることを

強く感じることが関連していると考えられる。ある協力者は「中学校になってやってみたい，だけどやって

みたけどやっぱり痛くなってしまった時は一番辛かったです」と理想と現実のギャップに苦しんでいた。 
落合（1990）は，青年期の社会化に関わる発達課題として，性役割の獲得，成長に伴う新たな対人関係

の習得，道徳性の形成，職業的・政治的社会を挙げている。〈病気による経験不足と不安〉では人間関係

の作り方の不安や将来の職業選択の不安が語られており，落合（1990）の述べる社会化の発達に病気が

制限として働き，ネガティブな体験となっていると考えられる。 
 
⑤【学校生活における困難さ】 
 このカテゴリーは，病気を持っていることで経験する学校生活での困難な状態を説明するものであり，

〈他の人と同じようにやりたいという憧れ〉，〈病気による制限の辛さや悔しさ〉，〈病気による行動を理解さ

れない〉〈学習面の遅れの不安〉の 4 つの概念で構成される。このうち始めの 2 つの〈他の人と同じように

やりたいという憧れ〉，〈病気による制限の辛さや悔しさ〉は【病気に対する自分の思いが膨らむ】と重なり

あう部分になっている。 
〈病気による行動を理解されない〉は，学校生活において他の生徒に病気が原因で授業を休んでいること

を誤解されたり，病気を防ぐための行動を理解されなかったりする状況である。具体的には「喘息はあん

まり知らない人とか特に何も起きていなかったら，こう私特に軽い方なので元気じゃないですか，それで

ならないようにやらないようにっていうのがそのなんか元気じゃんみたいな，だからなんかマラソンとかも

なんか好きなんですけどマラソンみんなやりたくないので，やりたくないからサボっているみたいな感じ

で言われていたのが結構辛かったです」などが語られており，病気を防ぐための行動や悪化させないた

めの行動が，学校生活の場において目立つこととなり，サボっているなど誤解をうける経験をしていた。  
このようなことが起きるのには次のような事が考えられる。村上（1998）は慢性疾患の特徴について，「病

気であることは変わらないが病状は常に変化する」，「慢性疾患の病状はさまざまな原因の影響を受ける

ため，その原因の特定が困難である」としている。慢性疾患は病気を持っている事実は変わらないが，病
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状が落ち着いている時もあれば，環境や心理的な状況によってその病状が悪化することもある。そのた

め，普段は健康な子と変わらず過ごしていることもあれば，状態が悪くなることもある。普段の病気が見え

ず元気な状態で生活している姿が見られることが，様々な誤解へ影響している。そして，病状が安定して

いる時に状態を悪化させないようにする行動は，それが一般的に好まれないもの（マラソンなど）を避ける

場合は特に，理解されず誤解を受ける体験となると考えられる。 
また，〈病気による行動を理解されない〉ことには，〈詳しいことは話さない〉が影響していると考えられる。

〈詳しいことは話さない〉は，病気について友だちには話しをするが，詳しい内容までは話さない状況で

ある。詳しいことを話さないから〈病気による行動を理解されない〉ことになる。一方で，病気による行動を

理解されなかった体験のために友だちに詳しい話をしないということが起こっていることもあり，悪循環が

予想される語りもあった。 
さらに，松尾ほか（2004）によると，浮ヶ谷（2000）は小児期に発病した糖尿病患者の成人患者に対す

る研究で，「病気であること」に納得していても，患者は治療を行っている時と体調変化がある時は「病気」

と意識するが，それ以外の時は「病気である」と意識せず，日常は「病気だけれど病気じゃない」という認

識で生活を送っていると述べている。つまり，患者は病気である実感が伴わない時は病気である認識が

薄れていると考えられる。学校生活で病状が安定している時は子どもは病気であることの認識をどのくら

いしているのだろうか。上述したようにこの時期は〈病気による制限の辛さや苦しさ〉，〈他の人と同じように

やりたいという憧れ〉を心に抱えている状態でもある。そのため，病状が安定している時にはそれだけ健

康な子と変わらない生活を送りたいと思うことも考えられる。そうした姿が，病状が安定している時に見ら

れれば見られるほど，病状を悪化させないための行動が学校生活においては健康な子どもの目には理

解されずに映るのかも知れない。このカテゴリーや概念を構成するデータではないが，ある協力者は「普

段は忘れているんだよね。ちょっと体力がないとか，風邪をひきやすいとかやっぱり検診に行ってエコー

とかみせてもらうとやっぱ自分てちょっと気をつけないとうけないんだなっていうのを自覚したり」と語って

いた。 
 〈学習面の遅れの不安〉は，病気を持っていることが原因となり学習面の遅れへの影響を不安に思う状

況である。学習面の遅れの不安は様々な場面で出現していた。入院生活によって学校のクラスよりも学習

の時間が少ないことを不安に思う，受験勉強への心配，中学では教科担任制のため，何日か休むとつい

ていけなくなる，などが語られていた。 
 
⑥【病気によって学校へ行きづらくなる】 
 このカテゴリーは，病気が学校へ行くことの制限となり，学校へ行きづらくなる状態に関するものであり，

〈病気によって学校へ行きづらくなる〉の 1 つの概念から説明される。また，このカテゴリーには，【学校生

活における困難さ】の〈病気による行動を理解されない〉，〈学習面の遅れの不安〉が関連していると考えら

れる。 
 ここでは，病気のために学校へ遅れていくと目立ってしまうことや，学校を休むことで授業についていけ

なくなる，クラスに溶け込めなくなるといったことが語られた。また，病気による症状を理解されず，そのこ

とが原因となり学校へ行くことができなくなったという語りも見られ，病気が原因となり学校生活に支障が出

てしまい，行きづらくなってしまうという状態である。 
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⑦【分かってもらえなさ】 
 このカテゴリーは，病気に関することを周囲の人々がよく理解してくれないことの体験に関するものであ

り，前述した〈病気による行動を理解されない〉と，〈学校での対応への不満〉，〈家族と自分の病気に対す

る認識のズレ〉の 3 つの概念から説明される。 
〈学校の対応への不満〉は，学校生活において体験する先生たちの対応への不満である。糖尿病を持つ

方は，保健室が協力的ではなく注射をトイレでしていたと話しており，また体調がすぐれず少し休みたい

と思った時に，保健室の制度のために帰らされてしまうことを経験していた。他にも，直接的に言われて

いることではないが，体を動かせば元気になるといったメッセージを担任の対応から感じ取り，不安に思

っていたことを語っていた。 
 ここでも【学校における困難さ】の〈病気の行動を理解されない〉で述べたように，慢性疾患の特徴である

「病気であることは変わらないが病状は常に変化する」，「慢性疾患の病状はさまざまな原因の影響を受

けるため，その原因の特定が困難である」ことが関連していると考えられる。普段は元気な姿で学校で生

活しているために，適切な理解と対応がなかなか得られず，歯車の合わない思いを経験しているのでは

ないだろうか。 
 〈家族と自分の病気に対する認識のズレ〉は，病気を持っていることは“駄目な部分”を持ってしまったと

いう，スティグマのような感情を家族から感じる経験をしたということや，“病気の制限があっても，できるこ

とはあるんだということを分かって欲しかった”ということが語られており，病気に関して家族からの分かっ

てもらえない思いを感じていた。 
 しかし，このような経験をすることが，病気にならなければ分からない体験となり，後述する【現在の自

分】，〈病気を体験することで得られたもの〉に影響していると考えられる。 
 
⑧【周囲の人々の支え】 
 このカテゴリーは，家族や学校の先生をはじめ医者など，病気を持つ子どもの周囲にいる人々の，子ど

もの生活や病気を持つことでの様々な思いに対する援助を説明するものであり，〈家族の支え〉，〈医者の

細やかな対応〉，〈学校の先生の配慮〉，〈養護学校におけるきめ細やかな支援〉の 4 つの概念から構成さ

れる。 
〈家族の支え〉は，体温調節や食事の管理など，病気を持っていることで気をつけなければならない，

日々生活している中で必要なことへの援助。また，病気で辛い思いをぶつけられる存在など物理的面だ

けでなく，精神的な面での支えとなっていたことが語られていた。 
〈医者の細やかな対応〉では，「何かあったらすぐ病院の先生に言っていた」，「結構うーんなんか先生は

あんまり病気になった当初から色々教えていくと結構なんか落ち込んじゃう人もいるから，段々なんか色

んな事を教えてくれて」など病気についての知識を配慮しながら教えてくれる医者の対応や，自分の状

態に応じて，専門的な医者の対応を頼りにしていることが語られた。また，他の協力者は「普通，病院の先

生って診察してすぐ終わりのところを自分のために時間とって病気のことを説明したりとか，それを聞いた

上で自分はどうしたいんだっていうのを自分の意見を聞いてくれたりとか，そうですねなかなか病院の先

生が患者さんの意見を全部聞いてくれるってことはないので，それを聞いてくれたりしたことはすごく大き

かったですね」と，病気に関する専門的な知識を持つ医者が納得のいくまで話を聞いてくれたことがいか

に支えとなったかを語っていた。 
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〈学校の先生の配慮〉は，学校を休んだ後に復学した時の対応をしてくれたり，体調を敏感に気にかけて

くれ，周囲への対応を行ってくれるなど，学校生活において子どもの病気を敏感に気にかけ学校での生

活を援助する先生の対応である。 
〈病弱養護学校におけるきめ細やかな支援〉は，体調面への敏感な対応。また病気を持っているために

生じる制限を考慮し，できないことがある生徒には他の形での授業参加をさせるといった支援である。さら

に養護学校から出た後，社会へ出た時に困らないように外の世界の事を教えてくれたなど，病気の子ども

に必要な支援がさまざまな面でなされていた。 
 以上のような【周囲の人々の支え】の存在が，子どもの病気の管理についての理解や心理的な安定へ

寄与し，後述する【病気の受け入れと管理】に影響していると考えられる。松尾ら（2004）の研究において

も，「患者が病気を現実に起こることとして向き合う勇気を持つためには，支えられている安心感が必要と

されていた。逆に，信頼関係が成立していない場合は支えを感じられず，病気を脅かしとして感じやすく

なっていた」と述べており，このことからも【病気の受け入れと管理】には【周囲の人々の支え】が関連して

いることが考えられる。 
 
⑨【家族関係への影響】 
 このカテゴリーは，病気を持つことから生じる様々な状況が家族関係へ影響している状況に関するもの

であり〈親への自責感や配慮〉，〈病気で迷惑をかけたきょうだいへの思い〉の 2 つの概念で構成される。 
〈親への自責感や配慮〉は，病気によって親へ迷惑をかけたという思いや，また親へこれ以上心配をかけ

ない，不満を言わないなど，自分が病気を持っていることでの親への負担を配慮をする状態である。具体

的には，「なんか私以上に悲しんでいたので，なんかあまり自分がしっかりしなきゃと思いました。」，「小さ

いときからこんなこんなであんまり学校にも行けないしとか，不満はでも言わないけど自分の中で間違い

なくある。出してはこなかったけど言っちゃったら親がしんどいだろうなって」と語られていた。 
また，家族の中でも〈病気で迷惑をかけたきょうだいへの思い〉が親と同様に語られていた。家族の中に

病気を持つ子どもがいると，家族の目は病気を持つ子どもへ集中する。病気を持つ子どものきょうだいの

抱える心理社会的問題についても多くの研究で述べられている（駒松ら，1999：白崎，2000）。病気を持

つ子どものきょうだいが抱える問題が多く語られる一方で，〈病気で迷惑をかけたきょうだいへの思い〉で

は，病気を持つ子ども自身も，自分の病気のために親の関心が自分に向いてしまうことが多いこと，きょう

だいへ迷惑をかけていることを感じていることが語られていることが分かった。 
このようにして【家族関係への影響】では，病気を持つ子どもが家族内にいることで，その家族内には

様々な面で影響があり，病気を持つ子どもは敏感に親やきょうだいの心情を読み取っていることが考えら

れる。 
〈親の自責感や配慮〉で記述した具体例のように，“自分がしっかりしなきゃ”，“言っちゃったら親がしんど

いだろうなって”の語りは，親への配慮と捉えられるが，そのように感じることで病気の管理の自覚が促さ

れ，【病気の受け入れと管理】に影響していると考えられる。また，きょうだいに対する思いでは，ある協力

者は「あの姉から見ても親はやっぱりすごい病気があることで私ばっかり気をかけちゃうのでそれでなん

か結構親子げんかとかに，姉と母がよくけんかするんですけど，そういう親子げんかになった時はどうせ

～の方が大事なんでしょうみたいな感じにお姉ちゃんが言っていて，多分なんかお姉ちゃん的には自分

じゃなくて～にばっかり愛情かけてるって思っているのかなって」と語り，その後「なんか私はなんか自分
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なんか自分的にはなんか親はみんなちゃんと平等に接していると思ったんでお姉ちゃんのその話しを聞

いてそういう風に思われているんだったら余計にほんとに親に心配かけちゃいけないなって思って，は

い」と語っていた。この内容から，きょうだいが感じている思いを病気を持つ子どもが感じとり，親へ迷惑を

かけないように自分で疾患を管理する意識の増大が【病気の受け入れと管理】へ影響していると考えられ

る。 
 
⑩【病気の受け入れと管理】 
 このカテゴリーは，病気の管理を自分でするようになり病気のことを受け入れていく状態であり，〈症状や

制限をコントロールする〉，〈病気である自分の受け入れ〉の 2 つの概念で説明される。 
 中学生を過ぎると，自分の身体状況について冷静に判断し，病気の自己管理ができるようになってくる。

自己管理ができるようになると，それまで周囲から言われることが多かった病気の〈症状や制限をコントロ

ールする〉ことが自らできるようになってくる。具体的には「体調崩すと，やっぱり運動したからだ運動やめ

なさいって言われるの分かっているので，じゃあ言われないために少しだけやって後は休んで痛みをお

こさないでそれくらいはできるから，それくらいやっていいよって先生に言われた方がまだいいかなと思

っていました」，「でも高校になるについてだんだんもう受け入れて行ってそうならないように努力しないと

いけないんだなっていう風に今はもう前向きに受け入れていってます」と語られていた。 
 また，〈症状や制限をコントロールする〉ことができる一方で〈病気である自分の受け入れ〉もなされてい

た。ある協力者は「受け入れて，その中で自分で考えるようになってきたと思いますね」と話していた。 
 この【病気の受け入れと管理】には前述した【周囲の人々の支え】や【家族関係への影響】が影響してい

ると考えられる。 
 
⑪【現在の自分への影響】 
 このカテゴリーは，病気を持つという体験が現在の自分にどのように影響しているかに関するものであり

〈病気を体験することで得たもの〉の 1 つの概念で説明される。また，【現在の自分への影響】には，上述

した【分かってもらえなさ】，【周囲の人々の支え】が関連していると考えられる。 
 病気を持つ子どもは，病気を持つことで辛い体験や支えられる経験など様々なことを体験してきた。そ

してその体験があることで，他人の辛さや優しさを感じることができるようになった，また病気の体験を通し

て，将来の目標ができるといったように，〈病気を体験することで得られたのもの〉として語られた。そしてこ

のような【現在の自分への影響】には，それまでに経験した様々なことが影響していると考えられるが，本

研究では【周囲の人々の支え】と【わかってもらえなさ】が主に関連しているという結果が得られた。病気で

入院している時にクラスメイトがお見舞いに来てくれたり，メールをしてくれたという経験から，その優しさ

をちゃんと感じることができるようになったという語りや，病弱養護学校に通っていた方は，養護学校の先

生の支援を通して，教師になろうという思いになったと話しており，【周囲の人々の支え】が〈病気を体験

することで得られたもの〉と関連していると考えられる。また，「例えばすごい元気そうに見えてもなんか実

はその事情があるとかそういうのがあるんだなっていうのは，分かりました」と自身の【分かってもらえなさ】

の経験を通して，気がついたことがあると話しており，〈病気で体験することで得られたもの〉としての語り

が見られた。 
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まとめと今後の展望 

 
１． 慢性的な疾患を持つ子どもへの援助として考えられること 
 得られた概念やプロセス，協力者の語りから慢性的な疾患を持つ子どもへの援助として考えられること

を以下にまとめる。 
・子どもの認知能力はその発達段階で異なるため，子どもの発達段階も考慮にいれた病気や病気のため

の制限などについての段階的で的確な説明がなされること。 
・可能な範囲内でできるかぎり他の子どもと一緒に遊んだり，生活したり，学習する機会を保障し，できる

だけ多くの社会的体験ができるようにする。 
・病気を持っていることで気をつけなければならない日々の生活における物理的な援助や，辛い気持ち

をぶつけられる存在や納得のいくまで話せる状況などの心理的な面の支援，また，社会的な経験面を考

慮した援助など，多面的な援助を考える。 
・学校生活において，教師や周囲の子どもたちが病気について理解できるような対応が必要。 
・子どもが病気やそれに関連した制限などについてどのように感じたり考えたりしているか，発達のそれ

ぞれの段階で，話す事ができる機会を作る。 
・疾患の種類は違っても慢性的な病気を持つ子ども同士が話せる機会を作る 。 
 
２．研究の意義 
 本研究は，慢性的な疾患を持つ子どもの体験的世界を，慢性的な疾患を持っていた，または現在も持

っている大人の協力者の語りから，周囲の人との関係や周りの環境との関係性という視点を含めて捉える

事により，社会的相互作用の中での病気体験の過程を検討することができた。 
 慢性的な疾患を持つ子どもが増える中，その子どもの体験的世界を周囲との関係性を視野に入れるこ

とで，子ども自身や子どもと直接的に関わる人々の理解の助けとなるのではないかと感じる。 
 
３．研究の限界と今後の課題 
 本研究は，子どもの頃に慢性的な疾患を持っていた大人を対象とし，子ども頃の体験について想起す

る形でインタビューを行っている。そのため，協力者の記憶の曖昧さや正確さにバラつきが生じている可

能性がある。今後，協力者を増やし，長期的な視点で継続的に検討していくことが望まれる。 
また，田中（2003）は，乳幼児期から慢性疾患を病む子どもが思春期に至った場合と思春期に慢性疾

患を発病した場合とを一様に論ずることはできないと述べており，これらの特性を分けた検討も必要であ

る。 
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