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教員養成のための平和教育への視座 

 

橋浦洋志＊ 

(2014年9月16日受理) 

 

 

Perspective for Peace Education in Curriculum for Students to become Teachers 

 

Hiroshi HASHIURA 

 

 

キーワード：寛容,非暴力,創造 

 

 「平和」 について学ぶことは、現代及び未来の教師のあり方を考えたとき、最も重要な課題である。教員養成の柱となる

科目は、いわゆる教員免許状取得のための必修科目として設定されているが、ここに「平和教育」を加えるべきである。 

 「平和」は、人類の悲願でありながら未だに達成されていない難題である。しかし、常に「平和」とは何かを問いつつ、「平

和」の実現に向かって努力することは、万人に課せられた課題であり、とくに教員養成にあっては最も重要な課題として捉え

られなければならない。児童生徒に教師は何を伝えるべきかを考えたとき、その多様な内容を「平和の実現」に集約すること

ができる。ここでは、日本の事情を踏まえ、日本という歴史文化を背景にして「平和」を考え、「平和教育」への４つの視点を提

示し、教員養成における「平和教育」の必要性について考察する。４つの視点を基本的に支えるものとして、とくに「寛容」「非

暴力」「創造」を挙げた。これらが「平和」の実現に向けて如何に機能するかについて、日本の近現代の歴史文化の特徴を顕

す事象や言説を手がかりに考察する。直接的な平和論ではなく、むしろ間接的に平和に関わる事象や言説を取りあげ、そ

の重要性について改めて意味づけ、教員養成において「平和教育」が不可欠であることを述べる。 

 

 

Ⅰ「平和」とは何か 

 

 この論考での主張は、「学校教育教員養成課程における必修科目として平和を学ぶ科目を設ける

べきである」ということである。 

 教育の目的はいくつかあるが、基本的には世界の「平和の実現」にあるといってもいいであろう。

何故なら、学問も、経済も、芸術も「平和」無くして成立しないからであり、何よりも「学校」は

「平和」でなければ真っ当な役割を果たすことができない。 

――――――― 

*茨城大学教育学部   
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 一方で、「平和」の対極が「戦争」だとすれば、「戦争」が科学・技術や経済に与える積極的な

影響も無視できない。「戦争」が科学・技術を進展させることは否めないし、また「戦争」が経済

の活発化に寄与することも事実である。 

 従って、「平和」を考えるときに重要なのは、どんな立場で考えるかである。一人の人間は、社

会に生きている限り多面的な立場を要求される。親の立場、技術者の立場、会社員の立場、国民の

立場など、我々は複数の立場をその都度選択しながら生活を営んでいる。「平和」もこのようなこ

とを考慮に入れながら考えなければならない。ここでは、当然、「教師の立場」から「平和」につ

いて考えることになる。あるいは、「教師の立場」から「戦争」を考えることになる。その際「教

師」の役割を規定することも、何を第一の価値基準にするかによって決まる。「国」あるいは「国

民」なのか「経済」なのか、あるいは「民族」か「宗教」か。ここではきわめて単純な価値基準を

設定したい。それは「子ども自体」である。「自体」といったのは、目的化された「子ども」即ち

「～のための子ども」ではなく、「子どもが子どもとして存在すること」自体を不動の価値として

据えることにしたい。換言すれば、教育は「子どものための教育」に他ならない。 

 では「平和」とは何か。改めて「平和」についての考察を、我々一人ひとりが自覚的に出発させ

ることによってしか、「平和とは何か」に答えることはできないだろうし、このことが喫緊に求め

られているのが、我々の生きている現代なのである。とくに教育に携わる者は、この問いに常に答

えようとして努力することが求められている。改めていえば、教育の「目標」は多岐にわたるが、

それらを束ねる概念があるとすれば、それは「平和の実現」である。 

 現在、日本において平和に関する博物館はきわめて尐ない。展示内容を限定した小規模な展示場

はあるであろうが、「平和」全体を視野に入れたものはきわめて稀なように思われる。ここでは、

立命館大学の「国際平和ミュージアム」による「平和」についての考え方を紹介しておく。 

 「国際平和ミュージアム」の『常設展示図録』によれば、＜平和は「暴力のない状態」です＞と

規定される。そして「３つの暴力」として「直接的暴力・構造的暴力・文化的暴力」が挙げられて

いる。「直接的暴力」は「暴力の原因がはっきりわかるタイプの暴力」、「構造的暴力」は「人間

の能力が花開くことをはばむ、社会構造のなかにひそんでいる原因で起こる暴力、「文化的暴力」

は「暴力を助長したり、正当化する文化のありよう」である。 

 さらに『ミュージアム・ガイド』には、「暴力を克服する図」が示されている。それによれば、

我々が生活している場を３つに分け、「地球社会」「地域社会」「紛争地」としている。これらを

取り巻くかたちで「市民の活動」（平和のための取り組み）が示されているのでここに列挙すると、

「地球社会と出会う」「多文化共生をめざす」「人権監視」「難民支援」「緊急人道支援」「戦争

犯罪処罰の促進」「非暴力的介入」「軍縮（核など）」「復興支援」「開発協力」「お金の流れの

平和化」「環境保全」「フェア・トレード（公平な取引）」とある。これらを見渡すと、我々が世

界を眺めたときに問題があると思われるほとんど総てが、ここに含まれている。「平和」を実現す

ることの困難さを痛感させられるが、どこからでもいいから「平和」へのアプローチを試みること

を提起している。 

 ここから言えることは、「平和」という概念は、「行為」として捉えられなければならいという

ことである。これらの行為の先に、究極の理念としての「平和」がある。 

 では、行為と何を指すのか。項目に対応させて行為を考える限り、それは具体的で明確な平和活
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動を指すことになろう。当然このことは「平和」にとってはなくてはならないものである。しかし、

現実問題として、多くの人々はこのような活動からの距離は遠い。そして、圧倒的にそのような人々

によって世界は構成されているのである。従って、行為をより広い意味で受け取ることが、平和を

身近に引きつけるためには重要である。つまり、我々一人ひとりの人生観や人間観の次元で平和を

考えること、それを踏まえた言動を日々の生活の中で発揮できることが、平和の実現という遙かな

山頂を広い裾野で支えることになる。この裾野を創出する際に重要な役割を果たすのが教育である。

教育は、個別の具体的な活動の手前で、平和とは何か、どうすれば平和が実現できるかについて考

え、一人ひとりがその可能性を模索する知力を養うことを目指すべきである。 

 「平和」について考えるとき、「平和」はその実現に向けて歴史的に追求されてきたことを踏ま

えれば、歴史性を下敶きにしながら考える必要があろう。つまり「平和」は、その地域の文化や歴

史を踏まえ、それぞれが努力してきた軌跡を通して見えてくるものと考える。従って、ここでは、

明治以降の日本に顕れたいくつかの問題を手掛かりに考察する。 

 

 

Ⅱ「平和」への意志を支えるもの 

 

 「平和」を考えるとき、平和そのものを言い当てることは難しい。しかし「平和」の条件は言う

ことができよう。条件として、「1.寛容 2.非暴力 3.創造」を挙げたい。 

 １．寛容 

 渡辺一夫は「寛容（トレランス）は自らを守るために不寛容（アントレランス）に対して不寛容

（アントレランス）になるべきか」（『世界』1951.9 岩波書店）において、「寛容は、自らを守る

為に不寛容に対して不寛容になってよい
、、

というはずはない」と述べた。 

渡辺はさらに「寛容の武器としては、ただ説得と自己反省しかないのである」とも述べている。当

然ここには「不寛容」がもたらした悲惨に対する自省がある。「寛容」は「不寛容」に対して非力

であることを承認しつつも、「寛容」の立場を手放さないのは、「寛容は、人間の恒常的な姿であ

る筈だ」からである。渡辺は「寛容は寛容によってのみ護らるべきであり、決して不寛容によって

護らるべきでない」とも述べている。この論の終結部で渡辺はさらにこう語る。 

 

 ただ一つ心配なことは、不寛容のほうが、手とり早く、容易であり、壮烈であり、男らしいよ

うに見える為に、忍苦を要し・困難で・卑怯にも見え・女々しく思われる寛容よりも、はるかに

魅力があり、「詩的」でもあり、生甲斐をも感じさせる場合も多いということである。恰も戦争

や暴動のほうが、平和よりも楽であると同じように。 

 

 「不寛容」と「寛容」とを対置して、それぞれ「手とり早さ・容易・壮烈・男らしさ」と「忍苦・

困難・卑怯・女々しさ」と言い換えていることは注目すべきである。ここには「不寛容・寛容」は、

理屈ではなく心理的な情動性によって選択され、「不寛容」の方がより選択される性質を持ってい

ることが、「心配なこと」として指摘されている。 

 「不寛容」の特徴を改めて見てみると、そこには「効率性」と「外向性」が見て取れる。人心は
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効率性や外向性という「分かりやすさ」を欲するのであり、この点からして、「暴力」はもっとも

効率的で露出的な手立てということになろう。相手を敵味方に二分し、自己実現のために敵を力で

打ち倒す。これほど単純で分かりやすいことはないし、また刺激的でもある。 

 一方の「寛容」には非効率性と内向性が見て取れよう。それは他人の目から隠れている「分かり

にくさ」として受け取られる。「不寛容」からすればこの「分かりにくさ」そのものが許容できず、

「不寛容」の対象となることは目に見えている。そうであれば、｢不寛容｣は「不寛容」を自ら欲す

るという、対立の自働性から逃れることは難しい。 

 「寛容」とは「考え続けること」と深く関係していよう。「分かりやすさ」とは思考の停止を意

味するとすれば、「寛容」は、ここに複雑さと奥行きを持ち込み、短絡的な結論を引き延ばすこと

で、自己を相対化しながら、相手と向き合い続ける説得的な態度であるともいえる。「考え続ける

こと」が「女々しさ」であるのは、功利的な実効性に乏しく、優柔不断に見えるからである。功利

性や実効性は、多くは社会の権威・権力の価値観に基づいて判断される。従って、「女々しさ」の

内向性は社会における一般価値への拒絶として受け取られる。換言すれば、権威・権力という社会

の多数が従う一般価値に対して、「女々しさ」はそれから顔を背ける個人の身振りである。また「寛

容」は、他人とはたやすく共有できない「忍苦」や「困難」を含み持っており、これらは基本的に

個人が引き受けなければならない。こう考えてくると、渡辺の「不寛容」と「寛容」は、権威・権

力と個人の対立として捉え返すことができる。 

 ところで、日本近代詩の曙といわれる島崎藤村による『若菜集』（1897.8）の冒頭では、「六人

の処女」が歌われている。これは「うすごほり」の標題で『文学界』（1896.12）に発表されたもの

である。「六人の処女」は「おえふ・おきぬ・おさよ・おくめ・おつた・おきく」である。ここで

はそれぞれについての説明は避けるが、注目すべきは、これらの女性たちはいずれも世の中の一般

的価値観からはずれた、周辺に生きる女たちである。世の中の中心に男性が存在し、それに呼応す

るようにして一般的な女性たちも位置づけられるが、このような一般価値としての女性像をかいく

ぐるように、「六人の乙女」ではそれぞれの人生が見出されている。 

 問題は、藤村が「六人の処女」を『若菜集』の巻頭詩篇とした意味である。明治 29年は、日清戦

争が終わった翌年である。明治以降に日本がはじめて外国と戦った戦争であり、日本のその後を決

定づけた出来事であった。この時期は、「立身出世」、「富国強兵」、「殖産興業」に見られるよ

うに、個人から国家まで、遠心的な膨張主義が貫かれた時代である。それは男性中心の国家主義的

価値観の支配下にあり、国民国家の形成とともに、民衆は中央集権的発想のもとに一極化を強いら

れていく時代でもあった。「国語」の観念もこの頃に成立する（田中克彦『ことばと国家』岩波書

店）。このような時期に「六人の処女」を歌った藤村は、はっきりと国家主義的価値観への懐疑を

提示したと言えよう。もとろん「六人の処女」に直接的な懐疑は語られてはいない。しかし、ここ

に歌われたのが女性であり、かつ世の中の周辺に位置する境遇であることから、充分に中央集権的

価値観への反措定としての意味を持つ。つまり、『若菜集』は「女々しさ」を積極的に意味づける

ことによって、近代詩の入り口を拓いたと言えるのである。文字通り「六人の処女」は周辺に位置

するがゆえの「忍従」と「困難」を、一身に引き受ける女性たちでもある。「寛容」の問題に即し

ていえば、日本の近代を出発させるには、「男性・中心」を相対化し、「女性・周辺」を正面から

意味づけという、価値の異質性に対面する「寛容」の態度が不可欠であった。日本の近代詩がここ
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から出発したことの意味は大きい。 

 藤村が尊敬してやまなかった北村透谷は女性を見出した詩人思想家である。自由民権運動を担う

壮士たちへの懐疑から、民権運動から離脱した透谷は、石坂ミナとの出会いを契機として、政治か

ら文学へと転じていく。透谷が自己批判も含めてとくに問題視したのは、壮士たちの遊郭通いであ

る。天下国家を論じる彼等が、いったんその場を離れると遊郭へと向かう。このことは何ら懐疑の

対象とはならずに、むしろ「男らしさ」の証でもあった。しかし、透谷はこの「男らしさ」が近代

を創っていく過程で障害になることに気づいた。そこには女性への敬意が微塵もないからである。

近代を構想するためには、男と女が相共に努力する必要があり、とくに女性を如何に思想化するか

は急務の課題であった。透谷は、いわば「女々しさ」にこそ近代への可能性を見たのである。それ

は、徹底した内面主義で貫かれており、人生の価値は「内部生命」にあると語った。他人からは見

ることができない、評価することが不可能な「内部生命」こそが人生が立脚すべき場所であること

を主張したのである（「内部生命論」1893.5）。 

 透谷が「恋愛」(「厭世詩家と女性」1892.2)ということばに託した意味は重い。「恋愛」が男女

平等の大前提をもって成立することは、透谷から出発する。遊郭における男女の情の在り様を批判

し、男女ともに個人であることの自覚を内面の価値とともに認識したときに、「恋愛」は成立する。

「恋愛」は「迷うこと」を積極的に価値づける事によって成立する。それは「迷わない」ことを本

質とする「粋」の美学を批判する事によって獲得されるものであった(「粋を論じて『伽羅枕』に及

ぶ」1892.3)。 

 近代は、尐なくてもこのような「女々しさ」を思想的に掘り下げ、意味づけることなくしては出

発しない。近代は、徴兵制に象徴される「不寛容」によって国家体制は整えられたが、思想的な近

代は「女々しさ」を積極的に受容する「寛容」によって開拓されたとも言える。 

２．非暴力 

 ここでは「非暴力」について考える。「暴力」ということばは幅が広い。軍隊は典型的な暴力装

置であるが、軍隊だけが暴力を発揮するわけではない。以下３つの観点で考える。 

（1）経済 

 北村透谷は「泣かん乎笑はん乎」（1890.4）でこう語った。 

  

 公伯の益す昌えて農民の日に凋衰するを見ずや、人心奢美に傾いてより、親を捨つる の児、妻

を追ふの暴漢、得て数ふ可きや、嗚呼外面に歓声を聞き、裡面に血涙の滴る を見る、 

 

 日本の近代は、外に向かっては欧化主義を取り近代的な開化を装うが、内側では農民の疲弊と都

市（東京）のスラム化が進行していた。貨幣経済の侵蝕は農民から土地を奪い、工場労働者として

安価な労働力を生み出すに至ったことは周知のことである。国家的事業としての殖産興業はこのこ

となくしては不可能である。しかし、このような情況は、何も農民ばかりではなく、やがて国民全

体が生産活動の労働力として収奪されていくことになる。夏目漱石は『それから』（1909.6-10）の

中で、このことに対する批判を長井代助に語らせている。 

 代助は、高等な教育を受けながら働かない男である。それには明確な理由がある。現代では「神

聖な労力」は不可能であり、すべては「麺麭のための労力」に堕しているからである。「麺麭のた
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めの労力」は労力そのものを目的としているのではなく、「麺麭」のための手段に過ぎない。この

ような労力は「不純」な労力なのであるから、自分は働かないと語る。代助は内容のある時間を保

持したいのであり、「麺麭のための労力」は人生を消耗させるに過ぎないと感じている。代助は、

明らかに殖産興業という国家的価値観に対抗している。代助によれば、日本は「牛と競争する蛙」

であり、「もう腹が裂けるよ」と、その惨状を表現する。「牛」とは西洋列強であり、西洋に追い

つけ追い越せのかけ声とともに近代化を推し進める、日本の貧困が告発されていよう。 

 一方、代助の友人である平岡は、大陸に渡って落ちぶれて帰ってくる。平岡の消息は大陸に進出

した日本の膨張政策に沿った軌跡を描きながらも、平岡は失敗者として帰国する。平岡は「麺麭の

ための労働」を当然のこととして受け入れざるを得ない立場にいる。親からの援助で生活している

代助の批判は、平岡の前に矛盾を来す。代助の批判は基本的に「卑怯」と隣り合っている。親から

の仕送りという遊民的身分だからこそ、「神聖な労力」を主張できるからである。しかしそこには

近代日本が抱え込む社会的矛盾を突いた鋭さがある。経済的収奪は、国内資本による国民の収奪、

それはそのまま大陸への資本投入と他国民の収奪を意味した。 

 伊藤博文がハルピンで暗殺されたのもこの年であり、翌年幸徳秋水らが検挙される大逆事件が起

きる。日本は日清、日露の戦争によって疲弊し切っており、望みなき青年たちに向かって石川啄木

は「時代閉塞の現状」（1890.8)を書いた。近代化を大陸への膨張政策に頼った結果、その行き詰ま

りは青年たちから未来を奪い、生きる意味を見失わせた。「富国強兵」「殖産興業」という功利主

義が、戦争の終結によって停滞したとき、青年たちは未来の当て処を見失ったのである。 

 『それから』は、代助が平岡の妻三千代を奪うことが話の筊をつくるが、このことは当時の姦通

罪を意識したものである。法律を犯しても守るべき自己があることを代助は身を以て示す。その結

果、代助は親からの援助を打ち切られ、「麺麭」のための職を求めざるを得なくなる。これは代助

の「神聖な労力」を語る論理の破綻である。しかし、社会からの追放を覚悟しての姦通は、なお自

己自身の「内部生命」を保持する意志の発現として、重い意味を持っている。代助は、経済的収奪

としての労力を提供するのと引き換えに、三千代を手に入れたのである。言い換えれば、代助の犯

した罪は、経済的収奪への、密やかで強固な抵抗なのだといえよう。 

 作家漱石が登場する以前、日本政府が国民を徹底した収奪の対象とした事件として、渡良瀬川鉱

毒事件がある。鉱毒被害民約 800名が誓願運動を開始したのが 1897年 3月である。周知のように、

田中正造が国を告発し、谷中村村民とともに闘った。この鉱毒事件は古川鉱業による足尾銅山の採

掘に端を発している。鉱滓から流れ出る鉱毒が渡良瀬川に流入し、流域一帯の農漁民の生活を破壊

した。田中は1901年12月には村民の窮状を天皇に直訴しようとした。このときの直訴状には幸徳

秋水の筆が入っている。 

 足尾銅山の労働力には、とくに中国人も投入されている。これらの人々は、定住する余力もなく

ヤマからヤマへと渡り歩く生活を強いられている。いわゆる足尾暴動は 1907年 4月から7月にかけ

て起こり、軍隊が出動している。資本によって収奪される鉱夫の窮状は、宮嶋資夫の『坑夫』（1916.1)

によって、その実情を見て取ることができる。経済的収奪がいかに人間を歪めていくか、それを強

いるのが富国強兵・殖産興業を目指す国権に他ならないことはいうまでもない。 

 経済的収奪を暴力の観点から捉えるとき、そこには暴力を許容する差別が働いていることに気づ

く。国民差別であり民族差別でもある。物質には限りがあり、世界規模で有り余っているわけでは
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ない。有限な物質・資源をどのように配分するかは、常に重要な問題であり、富の配分と「平和」

は密接に関連していることはいうまでもない。経済活動を数値主義から解放し、具体的な労働者の

現状として捉え直すとき、経済を収奪という暴力からいかに解放するかが、重要な問題として改め

て浮上するのである。 

（２）軍隊 

 萩原朔太郎の「軍隊―通行する軍隊の印象―」（1922.3『青猫』所収）から、４連、５連、６連

を引く。 

 

暗澹とした空の下を / 重たい鋼鉄の機械が通る / 無数の拡大した瞳孔が通る / それらの瞳孔は

/ 熱にひらいて / 黄色い風景の恐怖のかげに / 空しく力なく彷徨する。/ 疲労し / 困憊し / 幻

惑する。/ お一、二、お一、二 / 歩調を取れえ!                                        (第４連） 

  

お このおびただしい瞳孔 / 埃の低迷する道路の上に / かれらは憂鬱の日ざしをみる / ま白い

幻像の市街をみる / 感情の暗く幽閉された。/ づしり、づしり、づたり、づたり / ざつく、ざつ

く、ざつく、ざつく。                                                         （第５連） 

 

いま日中を通行する / 黝鉄の凄く脂ぎった / 巨重の逞ましい機械をみよ / この兇逞な機械の踏

み行くところ / どこでも風景は褪色し / 空気は黄ばみ / 意志は重たく圧倒される。/ づしり、

づしり、づたり、づたり / づしり、どたり、ばたり、ばたり。/ お一、二、お一、二。                                                                      

                                                                            （第６連） 

 

 朔太郎はここで、「軍隊」がもたらす情状性を「暗澹とした空」と表現した。「暗澹」とは「軍

隊」がつくり出す感情であり、気分である。「軍隊」はいっけん活動的に見えて、実は不活発を本

質としている。それは極度に萎縮し、凝固した心の様態を本質としていることによる。 

 「拡大した瞳孔」は次行の「瞳孔は熱に開いて」に受け継がれ、生命的躍動の喪失を意味する。

生きるという基本的な感情や意志が抜き取られ、正面を向いている顔は何も見てはいないのである。 

 「黄色い風景の恐怖」は、「拡大した瞳孔」に映った「風景」がもたらすものである。「軍隊」

は常に「風景」に隠れている「恐怖」と対面し、「風景」は「風景」としての意味を失って、それ

は恐怖の対象でしかない。このような「風景」であることを止めた「風景」の中を軍隊は進むので

あるが、それはまさに「彷徨」でしかないであろう。「風景」との親和性を失った「軍隊」は、基

本的に「風景」にあらざる「風景」の中を「彷徨する」しかない。それ故に、「軍隊」は「疲労」

と「困憊」と「幻惑」を身内に蓄積していく。「軍隊」が進む「市街」には「感情」がない。「市

街」はその奥に「感情」を「幽閉」して、「軍隊」を迎える。「おびただしい瞳孔」は「道路の上」

自らの「憂鬱」を抱えて行進する。 

  軍隊は「兇逞な機械」（第２連）と語られている。とくに「機械」という表現は、軍隊が一つ

のシステムとして、目的のために機能性を発揮する組織であることを語っている。軍隊は人間の組

織でありながら、人間の条件である「考える自由・行動の自由」がない。その欠落を必須の条件と

して軍隊は成立している。「兇」は傷つける意味である。つまり軍隊とは、個人がその意味を考え
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ることもなく、ひたすら人を傷つけることを目的に行動する組織だということである。 

 「どこでも風景は褪色し/黄色くなり」（第２連）は、「軍隊」は「風景」の色合いを消し、「風

景」の楽しさを放逐するということ。「風景」はたんなる目に見える事物ではない。「風景」は人

間の精神と深く関わり合って、人間の想像力を規定する。「風景」はもともとそこにあったわけで

はなく、「風景」は発見されたものである。ヨーロッパにおける「風景」の発見は 18世紀後半とい

われている。「風景」は人間の内部の目が捉えた世界のたたずまいなのである。「風景は褪色し」

とは、このような人間の内部の目が光を失うことである。内部と外部の絶妙な交感によって形成さ

れる「風景」は、「軍隊」によってかき消されている。「意志は重たく圧倒される」は、「軍隊」

の行進を見る側の心持ちである。「軍隊」には、個人の意志が入り込む余地はなく、むしろ意志を

排除することが「軍隊」であることの条件である。 

 「お一、二、お一、二 / 歩調とれえ！」「づしり、づしり、づたり、づたり」「ざつく、ざつく、

ざつく、ざつく。」「づしり、どたり、ばたり、ばたり。」という一連の「音」には、「軍隊」の

重苦しさと滑稽さがよく表れている。統制がとれた外見と、萎縮し俯く命が共存する「憂鬱」な組

織が「軍隊」なのである。 

 朔太郎が捉えた「軍隊」は、「平和」を映す鏡として見ることができる。「軍隊」の「憂鬱」が

よって来たるところは、個人の「趣味性」が存在しないことにある。趣味性とは、あらゆる文化の

基礎であり、自己表現の源泉として意味づけることができる。人間が趣味性を失い、一方向に進む

ことを余儀なくされたとき、「風景は褪色」する。「平和」は、この逆であり、「風景」はそれぞ

れの「瞳孔」によって捉えられ、趣味性によって色彩豊かに意味づけられる。「風景」の色合いは

生き方によって様々であるはずだ。「風景」は「拡大した瞳孔」によっては捉えられない、繊細に

して多様な色合いを持つ。人それぞれの「瞳孔」が「風景」を見出し、身の内に意味づけできるこ

とが「平和」の条件である。 

（3）緩やかな時間 

 戦争は環境破壊の最たるものである。もちろんその手前には人間破壊、生命破壊がある。そして

核兵器は、長期にわたる環境汚染を引き起こす点でも最悪の環境・人間・生命破壊をもたらす。 

 「平和」とは、人間がそれぞれの環境と親密な関係を絶やさずに持続できることにある。従って、

急激な環境の変化は、よほどのことがない限り「平和」の条件とはなりえない。その例を「公害」

に見ることができる。「公害」の発生は、それまでの歴史や文化の緩やかな展開を断ち切るように、

異質な力が進入し、環境を急激に変えたときに起こる。水俣病をはじめ多くの公害はこのような状

況下で発生する。 

 水俣病事件は、日本窒素株式会社水俣工場の排水が水俣湾に流れ込んで引き起こされた有機水銀

中毒事件である。水俣病の発見から公式認定まで、約三十年の歳月を費やし、現在もなお水俣病患

者の苦難を救済しえていない。水俣は熊本県と鹿児島県の県境付近に位置する。眼の前には不知火

海が広がり、その先には天草の島々が浮かぶ景勝地である。水俣湾は外洋と接しながらもほとんど

波もなく、従って魚の産卵場所に適し、魚種も豊富であった。水俣病患者の発生は、ほとんどが水

俣湾とともに暮らしてきた零細漁民である。彼等にとって、海は生活の場そのものであり、海とと

ともに彼等の一日はあった。そこには、自然のリズムと同調しながら生活の知恵を培ってきた、く

っきりと際立つ生き死にがあった。このような水俣に、最先端の化学工場が突然やってきたのであ
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る。いうなれば、それまでゆっくりと動いていた時間が、企業の生産性という全く異質な時間へと

塗り替えられていく。当然、生活の様も一変し、「会社もん」が出現した。 

 水俣病が発見されたとき、それは「奇病」として扱われ、その原因は怠け者が腐った魚を食べた

からだとさえいわれた。そこには、企業という生産の論理に取りこまれた人々の、水俣病患者への

差別が露骨に表れている。「会社もん」は当然都市の論理を身につける。それは消費経済に積極的

に参加する生活感覚を身につけることでもある。都市の人間は基本的に不動産を持つことは難しい

ので、従って金を重視し貯蓄を美徳とする。しかし、水俣の魚民は金の使い方を知らないほどに、

金とは縁遠い生活観に基づきつつ、慎ましく暮らしてきたのである。水俣の海はこのような人々の

ものであった。日本窒素水俣工場はこのような歴史と文化を断ち切るように侵入してきた。生産の

論理は人と海を収奪し、世界的な悲劇を生むことになる。 

 「戦争」は水俣病事件と無縁ではない。水俣病事件そのものが戦争状況を呈しているが、日本窒

素肥料株式会社は明治の日露戦争後（1908.8）に発足している。昭和初期さらに朝鮮の興南へと進

出し、大規模な水力発電ダムを造っている。もちろん朝鮮人の村を一掃し、村人を労働力としたの

である。 

 人間が人間らしく生きられる時間と空間というものがある。それは、尐なくても時間と空間の断

裂を回避し、持続性ある緩やかな変化を保持することが大切であり、「平和」の条件の一つもここ

にある。 

 ３．創造 

 「平和」は創造的精神によって実現される。「平和」は無風状態ではなく、活気ある活動態のな

かに映し出されるものだろう。それは、他者との価値の共有を目指して思いを表現すること、即ち、

社会的活動から芸術活動までを含んだ活動態のなかに反映される。このような事が可能であるため

には、必ず他者と対面しなければならない。表現は他者との対面、葛藤を通してこそ表現たりえる

のである。従って、自己表現は、他者への敬意を前提としなければならない。換言すれば、自己が

受け入れられないこともあるということを前提とするということである。創造的とはこのことを前

提としなければ成立しない。押しつけは創造的精神とは無縁である。たとえば、紛争地域への具体

的な支援は、住民の生活の条件を整えるので充分に創造的である。そのとき、その地域の特性を他

者として捉え、ふさわしい支援とは何かを考えることが重要である。ここで検討するのは、芸術的

創造性と「平和」の関係である。 

 「芸術とは何か」という問いに答えることはさておき、「平和」にとっての「芸術」の役割を考

えてみる。 

 「芸術」とは共感を通して、あるいは共感を場として成立する。その時の共感は、利害損得やイ

デオロギーといった、効率性や権力を軸に成立するのではなく、共感それ自体が意味を持つ共感で

ある。あるいは共振といってもよい。そこには、規則性と流動性とが渾然と溶け合い、活気あるカ

オスが出現している。何ものにも還元されず、何ものにも代替できない人間の根源的活動が、運動

態として共有されている。 

 権力はものごとを利害ではかり、ものごとの価値を代替的に考える。権力が好むのは交換価値で

ある。何事かと取り引きできることが、権力にとっての価値である。芸術の価値はここにはない。        

芸術は運動であり、生成である。音楽は、メロディと和声の進行という時間性として出現する。そ



茨城大学教育実践研究 33(2014) 

 - 10 - 

して、各パートや音符自体は、音色や長さや強さといった、対立項の融和と離反のエロスをもって、

リズムとしての音楽を創出する。 

 絵画についていえば、形と色彩の緊張関係が、形の変形と色彩の変化の融和と離反を通して、運

動を出現させる。時には、制作者の筆跡そのものが作品の時間を担い、決して単線的、直線的では

ない複雑化した創造的時間を出現させる。 

  

 ロシア系ユダヤ人であるダニエル・バレンボイムは、イスラエルとアラブの合同のオーケストラ

を創った意味について、インタヴューに答えて次のように語っている（「音楽にできること」『朝

日新聞』2013.1.8）。 

 

 音楽は音楽以外の目的に利用されてはならない。音楽こそが、あらゆる異分子を調和 へと導く

希望の礎です。音楽家は政治に何の貢献もできないが、好奇心の欠如という 病に向き合うことは

できる。好奇心を持つということは、他者のことばを聞く耳を持 つということ。相手の話を聞く

姿勢を失っているのが今日のあらゆる政治的な対立の 要因です。（略）真にグローバルな世界と

は、あらゆる人が他者の文化に関心を持って いる世界のこと。人間の感情で最も大切なものは好

奇心であり、好奇心こそが立場の 異なる人との出会いのきっかけになるのです。 

 

 ここでバレンボイムは「好奇心」ということを主張する。なるほど、芸術が成立する基本は何か

と問われれば、「好奇心」以外の何ものでもないかも知れない。他の何かに役立つという目的を定

めては、芸術の存在は危うくなる。「好奇心」は他者との意思疎通の出発点であり、到達点でもあ

る。「好奇心」を活発に持続させるエネルギーによって芸術は成立しているとも言える。「グロー

バルな世界」は「あらゆる人が他者の文化に関心を持っている世界のこと」とする彼の考えは、「平

和」が限られた地域のものではなく、文字通り世界規模の広がりとして「平和」を捉えることを提

唱している。また、このようにも語っている。 

 

 大切なのは音楽を通じて社会を、他者を知ること。それを子供たちに教えること。芸 術は、人

間が社会で生きてゆくための知恵の集積です。 

 

 我々は、芸術を個人的な遊戯としてしか見ない傾向にある。それは音楽の受け手、あるいは音楽

の作り手の問題というより、日本社会の芸術観の貧弱さにある。我々は「人間」という観念をもっ

てものごとを捉えているであろうか。「国民」「市民」「社長」「先生」など、役割としての呼び

名は行き交うが、これらを超越した「人間」という全体的観念あるいは形而上的存在を探求する意

志に欠けている。これでは、他者に敬意を払い、向き合おうとする「好奇心」は成立しがたいし、

「社会」という観念の成立も怪しくなる。「社会」は、「人間」を基礎とした「他者」への「好奇

心」によって関係づけられる制度に他ならないからである。貧困な国家主義や民族主義とは対照的

な場所に芸術、あるいは創造的行為は息づくはずである。 
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Ⅲ 「平和」教育のための問い 

 

１．ほんとうに「子どもがかわいい」か 

 「子ども理解」ということばがある。それは感情面から行動面までを含めて、大人の尺度では測

れない子ども独自の世界を知ろうというものである。「子ども理解」は、内容的には様々な個別の

課題を抱えていて、「教育」には欠かせない基礎である。「子どもがかわいい」と思うことも、「子

ども理解」を通してより強められて行くであろう。 

 「子どもがかわいい」ということは、その「かわいさ」に敬意を払い、子どもの存在自体を守る

義務が教師にはあるということである。教師の都合に合わせた「かわいさ」ではなく、「子ども理

解」を深めながら「かわいさ」を尐しずつ見出していくことが、教師の教育活動の基本となる。こ

の「子どものかわいさ」は、教師にあっては、大人になる途上に出現するたんなる一過性の、偶然

的なものではあり得ない。子どもは、やがて大人になっていく存在ではあるが、大人になるために

子どもであるのではない。大人になるとは、所属する社会のなかで権利と義務とを行使しながら、

他者との関係を築いていくことであり、ここでの教育の役割は大きいが、しかし、子どもは大人社

会へ奉仕するための存在ではない。将来社会に役立つために子どもであるのでもない。子どもは子

どもとして、そこにいるだけである。社会に役立つということは、各人がそれぞれの考えに基づい

て、大人になる過程で緩やかに身につけていくべき事柄である。子どもは子どもの今を生きている

だけである。このような子ども観を持つことと「子どもがかわいい」ということとは切り離せない。

子どもを大人への途上にある者として、大人社会への奉仕者として手段化するとき、「かわいさ」

は大人の身勝手な功利主義に取り込まれてしまう。 

 従って、「子どもがかわいい」という言説は、それ自体すでに子どもをあらゆる暴力から守る責

任を負うことを、当の発話者は表明している。「子どもがかわいい」とは、子どもに降りかかる理

不尽な暴力を憎み、拒否する意志に基づいて表出される言説である。「子どもがかわいい」とは、

このような責任を果たそうとする意志の表明以外の何ものでもない。「ほんとうに子どもがかわい

いか」、世界の子どもたちを視野に入れて、教員養成教育は改めてこの問いを立てるべきである。 

 教育は「どのような大人をつくるか」によって規定されていることも事実である。このことは社

会的生産性への奉仕者として子どもを枠取ることになる。教育は、この点で、「子ども自体の尊厳」

と「社会への奉仕者」として子どもを捉える矛盾の中に置かれている。「矛盾」ということは、両

者を条件として教育は成立するということである。一方が欠けては「矛盾」は成立しない。従って、

「子どもそれ自体」の尊厳を十分に確保することは、教育者の基本的責務である。言うまでもなく、

「戦争」は回避すべく教育者は全力で努力しなければならない事柄である。尐なくても、子どもは

全くの被害者でしかないからである。 

２．「介護体験実習」の意味は 

  社会的な弱者への配慮は不可欠であり、この弱者の存在を前提にして、教育のあるべき姿が考

えられるべきである。しかし、現実の教育のモデルは、「健康で元気な心身」を目標にしている。

何故取り立てて「健康で元気な心身」が要求されるのか。当然、人生を楽しく過ごすには「健康」

は必要なことである。しかし、このような個人の人生に閉じられて「健康」が意義づけられるばか

りではなく、そこには生産性の維持向上という労働価値としての「健康」がある。従って、今日の
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労働者における疾患状況が、如何に生産活動を引き下げているかということも話題になるのである。 

 この点からいえば、老人や社会的弱者は非生産的存在である。そして今後も生産性を回復する見

込みはない。このような弱者に対する「介護体験」を、教員免許取得資格の条件とすることは、端

的に言えば「弱者を敬う」ことを知り、これを子どもたちに伝えていくことが期待されているから

であろう。 

 もちろん、子どもも社会的弱者である。老人と違うのは、将来生産に携わり、生産活動を支える

担い手として、将来に期待できる点にある。この将来の生産の担い手を育てるのが教育の一つの目

的でもある。しかし、前述したように、子どもは生産活動のための手段として生きているのではな

い。子どもは弱者としての自分の生をそのままに生きているだけである。 

 社会は「健康」な労働力として生産活動に寄与できる人々を基準にして骨格ができている。「平

和」もまたこのような活発な生産活動と切り離すことはできない。しかし、「現在」の生産の担い

手は、「子ども」と「老人」との間、二つの社会的弱者の中間に位置していることを忘れてはなら

ない。「健康」な青年あるいは、壮年はかつては「子ども」であり、やがては「老人」となる宿命

にある。これを、量的に見れば、常に子どもや老人がいるように、常に青年や壮年がいる。彼等は

恒常的に一定の量を占めている。しかし、この量的な内実は、それぞれの個人によって構成されて

おり、それぞれは「子ども」から「老人」へと向かう時間的な経過の中にある。決して恒常的な青

年や壮年として存在するのではない。青年も壮年も、個人の人生のある期間に過ぎない。であれば、

この一定の期間に特別な価値を付与することは、人間を量的な労働力としてのみ遠くから眺めてい

る、抽象的な視点によることは自明であろう。 

 青年や壮年は生産を保持し、社会を維持していくためには重要である。しかし、彼等を中心に据

えることは、強者の価値観で社会を構成することである。「健康」で活動的な知力と体力を前提に

価値を構成することである。しかし、誰もがこのような時期から退場する時が来る。そのとき、自

らが構成した社会的価値は、知力と体力の衰えたわが身を片隅に追いやることになる。このような

矛盾を抱えて、われわれは労働に励み、生活の場所を整備しているのである。 

 ここで、私が言いたいことは、青年や壮年ではなく、その端に居る「子ども」と「老年」を価値

基準とした社会を考えることはできないかということである。換言すれば、「子ども」と「老年」

に奉仕する「青・壮年」として、彼等の生産性を意義づけることはできないかということである。 

 「健康」は「健全」という内面性と結びつき、社会的価値を積極的に構成する。「健全」とは、

肉体的健康と手を携えて、体制が要求する強者の生き方をいう。その先鋭化したものが軍隊である。

従って、体制にとって、軍隊が「不健全」であることは自己矛盾でしかない。軍隊は権力を常に「健

康」「健全」として認定する。このような軍隊は、青・壮年の生産力を消費力へと反転させたもの

と考えることができる。しかもその消費力は、「子ども」と「老人」とは真っ向から対立する。こ

れら社会的な弱者は、尐なくても、軍隊の消費力の圏外にある。 

 「介護体験実習」が、弱者への理解とそれに基づく具体的な行動を通して、人の一生という時間

を意味づけ、これを教育に活かしていくということであれば、ここには、教育における反生産的、

反軍隊的な「平和」の思想が埋め込まれているはずである。社会を青・壮年中心の思想から解放し、

「子ども」と「老人」を錘とした、「やじろべい」として人の生を捉え、「青・壮年」の生産活動

はその中心にありながら、両端によってはじめて中心たり得ていることを認識することが重要では
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なかろうか。青・壮年においても「病」を得ることがあり得ることからすれば、中心はむしろ抽象

的な一点であり、両端の方が実質を持っているともいえる。「平和」は、人生の時間の両端である

「子ども」と「老人」が生活し易い環境の整いを条件としているのだと考える。 

３．「学校教育」は考えているか 

  戦争（暴力）は考えることを停止させたところに起こる。思考停止は戦争の条件である。「学

校」は如何にして考え続けるかを学ぶ場所である。 

 昭和20年8月15日に、日本の敗戦を以て終結した「十五年戦争」において、徴兵された兵士が

いかに「考えること」を置き忘れていたかを、吉田嘉七著『定本ガダルカナル戦詩集』（創樹社 1972.11）

に見てみよう。 

 

      撃ちてし止まん 

この島や、小さかるとも、/ 退かば国は危うし。// この敵や、激しかるとも、/ 我ならで誰かさ

さえん。// みいくさの尖兵にして、/ わが身はも、わがものならず。// 木の根食い、土は嘗むれ

ど、/ わが剣、衰えはせじ。// いざや今こそ撃ちてし止まん。/ 撃ちてし止まん                                                                                             

                               （「ガダルカナル戦詩集」） 

 これは当時の戦争詩の特徴の一つを示している。「国は危うし」の認識のもとに、「わが身」を

犠牲にして顧みない決意が歌われている。問題は、この情念が「木の根食い、土は嘗むれど、/わが

剣、衰えはせじ。」という、兵士としての基本的な条件を欠いた、物心両方の貧困とともにあるこ

とである。これは「戦友よ、/がんばりだ。/飯は十日も食わないが、/死んでたまるか、/ルンガに日

の丸かかげるまでは、/弱音はあげぬぞ。/草を食っても、/土を嘗めても。/ここだ、/がんばりだ。」

（「ガ島前線」第４連）と直結する。これはもう戦争ではない。尐なくても、科学的兵器によって

遂行される近代戦争の担い手の条件は存在しない。第２連には「弾丸が無ければ剣でさし、剣が折

れたら拳固でなぐれ。」とある。これが冗談ではなく、「撃ちてし止まん」の実質だとしたら、空

虚な「がんばり」しかそこにはない。戦況の分析も、状況把握もない「がんばり」のための「がん

ばり」が、「国は危うし」という最大の観念化と共存していることに、改めて気づく。 このよう

な兵士であれば、敗戦を迎えて戸惑いと虚脱感に囚われる。 

 

   歴史の日 

たちまち来たり / たちまちに過ぎしは何ぞ // 悲しみのこのはてにして / 事なきに似たる静け

さ // 庭すみに仏桑の花/青空にうつりゆく雲                   （「敗戦以後」） 

 

 「大詔」を受けての感慨が映されている。しかし、ここには兵士として戦った目的への挫折感は

何もない。「事なきに似たる静けさ」とは、兵士として命を賭けて戦った人間が、これまでの状況

を剥奪されたとき、己の存在までもが真空化した様である。敗戦を受け入れることで、なぜこのよ

うな「たちまちに来たり/たちまちに過ぎしは何ぞ」という空無な問いに直面しなければならないの

であろうか。「ヴェトナム独立戦争」に遭遇したときの作品「戦争」では、この事がいっそう鮮明

になる。 
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 独立が何だ、解放が何だ、/生命をかけて守るものとは何だ//もうおれには遠いものばかりだ                            

（「戦争」第２連） 

  

 これまでの戦争体験がこう言わせたのか、もともとこのような次元での戦争だったのか、どちら

ともいえないが、しかし、「撃ちてし止まん」の兵士が敗戦を迎えて、たちまち「独立」「解放」

が「遠いもの」になるという、この意識の流れの素早さは何であろうか。「撃ちたい奴らは撃つが

いい/死にたい奴らは死ぬがいい/おれたちは弾丸をそれた弾丸だ」（第６連）という虚無感は、実

はもともと兵士の心根に深く横たわっていたのではなかったか。そうでなければ、あれだけの出来

事がすばやく「遠いもの」へと変貌する理由を探すことはできない。「生命をかけて守るもの」な

ど初めからなかったのではなかろうか。 

 この一連の空虚さは、如何に兵士たるのもが自ら考えることを放棄し、放棄させられてきたかを

痛感させずにはおかない。 

 戦争とは多かれ尐なかれ思考の停止を強いる。日本の教育は、この点を深く顧みて、教育とは「考

え続けること」を基盤とし、多様な考えを交錯させ続けることが勉学の本態を維持することであり、

延いては「平和」の条件をより強固に整えることになることを、肝に銘じるべきである。忍耐強く

考え続ける知性を育み、現実と向き合いながら「平和」を追求する姿勢を学ぶことが、教員養成に

とって不可欠なことは、改めていうまでもなかろう。 

 

 

Ⅳ「開かれたコミュニケーション能力の育成」としての「平和教育」 

 

 「戦争は平和のための戦争である」というのはおそらく正しい。尐なくても「戦争は戦争のため

の戦争である」とは誰もいわない。戦争さえも平和のためであるのなら、ますます平和を考えるこ

とは重要になる。では何故、学校教育において「平和」のつくり方を学ばないのであろうか。人間

の生き方を考える際には「道徳」が要求されるが、「平和」は要求されていない。 

 「道徳」は人間論的な考察を基盤として成立するが、しかし、「道徳」の顕れ方はその地域の文

化によって違っている。その地域がどのようなコモンセンスを形成しているかによってずれを生じ

るのは当然である。たとえば、「人は右、車は左」、「バスの中で大声でしゃべってはいけない」

「ご飯は座って食べなさい」等々。これらは、何処でも通用する普遍性を持ってはいない。一般性

として成立するとすれば、せいぜい「人には優しくしなさい」「盗みをしてはいけません」「暴力

をふるってはいけません」「いじめてはいけません」程度の「道徳」である。しかし、「暴力をふ

るってはいけません」は、「暴力」の内実を確認しなければ意味をなさない。個人的な暴力はいけ

ないといっているのか、すべての暴力を否定しているのか、定かではない。この領域へ足を踏み込

むことが「平和」を考えることなのである。居心地のいい、当たり障りのない抽象論ではなく、具

体的な状況を目の前に据えて、「暴力をふるってはいけません」について考えることが要求されて

いるのである。 

 最初に見たように、「平和」問題は、さまざまな領域にまたがって存在する。これらの具体的な

領域を包み込む「平和」の概念は、閉じられた、地域性や特定のコモンセンスの枠内を超え出てい



橋浦：教員養成のための平和教育への視座 

 - 15 - 

る。「平和」は、閉じた地域性相互の問題であり、全世界的な視点に立って人類が取り組むべき最

も重要な課題である。教育が「国際的に活躍できる人材の育成」をいうならば、ますます「平和の

実現」への教育的取り組みは重要であろう。人々の国際的な活躍は、武器商人や、スパイでもない

限り、「平和」を前提にしなければ成立しないからである。 

 現在の教員養成が抱える課題の一つに、「コミュニケーション能力の育成」がある。「コミュニ

ケーション能力」を、漠然と人と話し合える能力と捉えたのでは、その確かな育成は難しい。ある

目標を設定し、それに向けて必要不可欠な能力として設定することが重要である。その目標の一つ

として「平和の実現」を挙げることは有効ではなかろうか。誰もが願い、かつ困難な問題が山積す

る渦中に身を置きながら、「平和の実現」について調べ、考えを交換し合うことは、誰にとっても

意味あることであり、加えて、「英語」の必要性も必然性を以て受け取られるであろう。何のため

の英語教育か、必ずしもはっきりしない現今にあって、「平和の実現」はその意義を当面確保する

ことができる。 

 現在の教員養成が求めている「コミュニケーション能力」は、私見によれば、「対子ども」「対

保護者」「対同僚」の範囲を出ていない。もし、このような限定的な人間関係における「コミュニ

ケーション能力」であるなら、これは真の能力とはいえない。何故なら、限定的な、閉鎖的人間関

係を前提にした「コミュニケーション」に終始してしまうのは目に見えているからである。真の「コ

ミュニケーション」というものがあるとすれば、非限定的な、開かれた人間関係をいかに創ってい

くかが、常に問いかけられていなければならない。「開かれたコミュニケーション」を実現するた

めにも、「平和の実現」というテーマは教育的意義を充分に持っている。「学校の常識は社会の非

常識」が成立するとすれば、それは「閉じられたコミュニケーション」に自足しているからに他な

らない。そのようなことを言わせないためにも、教員養成における「開かれたコミュニケーション

能力の育成」は不可欠である。「平和の実現」は絶好のテーマである。 
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草野心平「春のうた」の解釈と授業実践 中学校編 
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Reading Expressions of the Poem“Spring Song”by Shimpei Kusano, 

And Its Practice in a Junior High School Class 

 

Hideyuki KAWASHIMA and Chigusa OKABE 

 

キーワード：草野心平，春のうた，かえる，解釈，教材，中学校 

 

本論考は、前稿「草野心平『春のうた』の解釈と授業実践」の続稿である。前稿では、詩「春のうた」の新たな解釈を提示し、

その解釈に基づいて小学校で授業を行った。その結果、新たな解釈は授業を刺激し活発化させるという効果はあったが、詩

の論理展開をきちんと理解するということにおいてはまだ及びがたい点も見受けられた。 

そこで前稿で提示した詩の論理に基づく解釈は、中学生の発達段階でこそ理解できるのではないかと考え、中学校でも

授業を行った。授業構成・問いかけなども小学校とほぼ同様な方法で行った。その結果、中学生では言葉一つ一つの意味

を的確に押さえることができ、この詩の論理展開をかなりの程度把握することができた。そして授業も論拠をもとにした充実し

た話し合いが行われた。「春のうた」は表面上の言葉がやさしいため小学校の教材になっているが、この詩の持つ論理や深

い意味は中学生の発達段階以降でないと捉えきれないものがあるといえる。 

 

 

はじめに 

 

 

前稿「草野心平『春のうた』の解釈と授業実践」1)において、我々は新しい解釈を提案し、それ

に基づいて授業を行った。その詳細については前稿を参照願いたいが、そこで我々が感じたのは、

解釈という言葉の意味をめぐる営為とその成果を小学校中学年の児童を対象として伝えることの難

しさである。このことは今更に始まったことではなく、以前から問題としてあったものであろうが、

「春のうた」という高度に論理的な詩を前にすると、あらためてその問題が強く浮上してくるので

ある。一番大きな問題は、発達段階との関連にあると考えられる。 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **元茨城大学教育学部附属教育実践センター 
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 そこで我々は、「春のうた」の授業を中学３年生を対象に行ってみた。義務教育最終段階で論理把

握能力も小学校中学年より格段に発達している。その授業実践の報告が本稿であるが、その前に「春

のうた」という詩のあり方と前回の授業で浮かび上がってきた問題等について振り返っておこう。 

 

第一部  「春のうた」という詩と授業 

 

１．「春のうた」という詩 

「春のうた」を以下に掲げる。本文は光村図書版による 2)。 

 

   春のうた                草野心平 

 

         かえるは冬のあいだは土の中にいて春になると地上に出てきます。 

         そのはじめての日のうた 

 

  ほっ まぶしいな。 

  ほっ うれしいな。 

 

  みずは つるつる。 

  かぜは そよそよ。 

  ケルルン クック。 

  ああいいにおいだ。 

  ケルルン クック。 

 

  ほっ いぬのふぐりがさいている。 

  ほっ おおきなくもがうごいてくる。 

 

  ケルルン クック。 

  ケルルン クック。 

 

 以上で全文である。やさしい言葉が連なっていて、理解するのは容易であろう。だから脚注など

も付いていない。「いぬのふぐり」がわからないという人もいるかもしれないが、どのような植物か

写真などを示すことによってたやすく了解することができる。 

 しかし、この詩は表面上のやさしさあるいはわかりやすさの奥に、言語表現の堅固な対比構造と

論理展開が仕組まれている。詳しくは前稿を参照願いたいが、各行の言葉が相互に連関し、探れば

探るほどに言葉の意味世界の深みを覗かせるものがあるのである。前書きにも意味があり、「まぶし

い」も「うれしい」もその言葉の通常の意味とともに、互いが触発されて新たな意味が現出する。 

  

２．小学校での授業を振り返って 



川嶋・岡部：草野心平「春のうた」の解釈と授業実践 中学校編 

 - 19 - 

 この詩は小学４年生で習うことになっている。その段階での学習目標としては、情景を思い描い

たり楽しんで読んだりすることが設定されるが、それらは十分に達成可能であろう。小学４年生で

扱う教材として相応しい資格を持っているといえる。ただし、それは「春のうた」の一面を利用し

たものに過ぎない。前節で述べたように、この詩は表面のわかりやすさの奥にしっかりした構造と

論理とを持っている。そこまで把握して、やっとこの詩を理解したことになる。 

 前稿での小学校での授業 3)を振り返ってみると、児童たちの一つ一つの言葉の捉え方はよいのだ

が、言葉相互の関連性を把握したり、話し合いの方向をある論理のもとに収束させたりしていくと

いうのは難しかったように思われる。 

 その授業実践の結果をみて、我々は「春のうた」の内容をある程度理解するには、もう少し後の

発達段階まで待たなければならないのではないかと考えた。小学４年生の段階で「春のうた」の内容も

含めて理解することには、限界があると言わざるを得ない。 

 

３．中学校で「春のうた」を読むことの意義 

 「春のうた」の内容理解は、むしろ中学生以上の方が相応しいのではないか。中学生になれば、

知的好奇心が高まり、「理」を求めるようになる。そのような発達段階にいたって、ようやくこの詩

の構造や論理を理解できるだろう。この詩のように、やさしい言葉の外見の下に気づかなかった意

味が隠れているというのは、彼らにとって十分に刺激的であるはずである。そのことは、言葉のや

さしさと難しさや言葉の意味の深みの問題を考えることであり、それは取りも直さず言葉という存

在の不思議に触れることであって、中学校の発達段階において意義あることと考える。 

 そうした予想のもとに、中学校でも「春のうた」の授業を行った。その実践の結果を以下第二部

で報告する。 

 

 

第二部  「春のうた」の授業実践 中学校編 

   

 第一部で述べたことを踏まえ、中学校で実践した授業結果を報告する。 

 

１．中学校３年２組での授業実践 

実施概要は以下のようである。 

  ○ 期日：２０１３年７月１６日 ５時間目  

  ○ 場所：大洗町立南中学校 

○ 学年・学級：３年２組 

○ 生徒数：２６名 

○ 授業者：岡部千草 

１．１．授業の目的と構成 

この授業は、前稿での解釈と本稿第一部での問題提起を基に、生徒が、この詩からどの

ような情景を想像するか、詩の展開の論理をどう理解するかについて考察することを目的

とした。特に、小学校での実践結果をふまえ、読解力や心身の発達段階の違い、学習指導



茨城大学教育実践研究 33(2014) 

 - 20 - 

要領のねらい等から、指導目標を「リズムや描写に注意して情景を想像したり、詩の構成

や展開、表現の工夫について考えたりするなど、『春のうた』を評価しながら読む活動を

通して、言葉にこだわりを持つとともに詩を読む楽しさを味わうことができる」に設定し

た。ここでの「詩を読む楽しさを味わう」とは、単なる内容のおもしろさや声に出して読

むなど活動の楽しさを指しているのではない。中学３年生という実態を踏まえ、一つの言

葉から想像できる情景について話し合いを通して吟味することや、「春のうた」の論理展

開を模索しながら解釈の方向性を定めて読み進めることなど、言葉にこだわりながら読み

説いていくことをねらいとした。 

指導計画としては、１時間扱いとし、およその流れは以下の表のようである。初発の感想を基

に、一つ一つの言葉にこだわりをもって読み進め、その学習過程において、蛙の諸感覚が目覚め

ていく展開の論理に、生徒がどこまで気付くかを捉えたいと考えた。なお、本学級では「解釈」

という言葉を「読み解く」に置き換えて共通理解していたため、学習課題を「草野心平の『春

のうた』を読み解く」とした。 

 

２．授業の導入にあたって 

この生徒たちは、小学４年生の時に「春のうた」をすでに学習している。しかし、彼らもまた、第

一部で論述したように、解釈がこの詩の論理展開にまでは及んでいないと考えられる。そこで、義

務教育最終段階で論理的把握能力も格段に発達しているという状況を踏まえ、中学３年生で改めて

学習するにあたり、この一見やさしそうな詩をどうとらえているのかを探ることから始めた。授業

展開の糸口を、導入時の初発の感想に求めたのである。以下に、授業記録の一部と考察を示す。な

お、第二部では、蜘蛛をクモと表記する。Ｔは教師、Ｃは児童の発言を表す。 

２．１．初発の感想 

 初発の感想を書かせるにあたっては、まず「春のうた」を声に出して読むところから始めた。既

習の小学校教科書教材でもあり、確認しなければならないほどの難しい漢字や言葉もないことから、

各自音読した後、すぐに初発の感想を書くことに入った。書くにあたっては、「この詩を読んで、カ

エルや周りの様子など思い浮かぶや疑問に思ったことなどを書こう。」と指示した。解釈を生かした

読みにとらわれてしまわないように配慮し、範読は行わなかった。 以下は初発の感想の一部であ

る。 

Ｓ１ 春にかえるが土の中から出てきて、水があったり風がやさしくふいていたり、植物が咲

いていたりする様子がわかる。春は自然のいいにおいがする。冬眠していたかえるが久し

目        標 学   習   活   動 指 導 上 の 留 意 点 

リズムや描写に注意し

て情景を想像したり、詩の

構成や展開、表現の工夫に

ついて考えたりするなど、

「春のうた」を評価しなが

ら読む活動を通して、言葉

にこだわりを持つととも

に詩を読む楽しさを味わ

うことができる。  
 

１ 本時の学習課題をつかむ。 

草野心平の「春のうた」を読み解く 

２ 「春のうた」の初発の感想を書く。 

３ 感想を基に、表現に即して詳しく読

む。 

○ 言葉から想像される情景を思い浮

かべ、話し合う。 

○詩の構成、展開を考える。 

４ 本時の学習を振り返る。 

・初発の感想の段階では、言葉と向き合う基本

姿勢をつくるため作者のことや他の作品には

触れずに書かせる。 

・表現された一つ一つの言葉から蛙の五官や五感の

目覚めをたどっていく。 

・蛙の位置と視線の方向に着目するよう助言し、

「雲」か「クモ」かの判断の手がかりとする。 

・読後の感想は、初発の感想との違いや学習してわ

かったこと、新たな気付きを書くように助言する。 
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ぶりに光を見て嬉しいのだと思う。 

Ｓ２ 春のきれいな情景が想像できる。太陽が出ていて、お日様のにおいや花のにおいがする。 

かえるが何に「うれしい」と感じたのか疑問で、「ケルルン クック」という鳴き声が不思

議だと思った。 

Ｓ３ かえるが地上に出てきて輝いて見えるところが浮かんできた。久しぶりに見る地上の風

景を見る蛙の喜びが伝わってきた。 

Ｓ４ 初めて地上に出てきて、すべてのことが初めて見る世界で、かえるはやっと地上に出る

ことができてうれしく感じていると思った。 

初発の感想には、Ｓ１のように風がやさしくふいていたり、春は自然のいいにおいがしたりと、

周りの情景を思い浮かべて書いているものが多い。他の感想にも「ゆったり、のんびり、平和、の

どか、いい気分」などの言葉が多く使われている。これは、「春のうた」という題名から受ける印象

や、一般的な「春」という言葉のイメージに拠って思い描いたものであろう。また、かえるについ

ては、ほとんどの生徒が「かえるは地上に出てきて喜んでいる」というような内容の表現をしてい

るが、それが「初めて」と表現したのはＳ４のみ、「久しぶり」と表現したのはＳ１・Ｓ３の2名

であった。一方、Ｓ２が「うれしい」や「ケルルン クック」を取り上げたように、一つ一つの言

葉に注意を向けた感想は少なく、蛙の諸感覚・器官が徐々に目覚めていくことにまで言及している

感想は皆無であった。このことは予想されていた。さらに、「くも」について特に取り上げている例

はなく、漠然と空にあるものとして風景の一部としているに過ぎず、読みの課題として捉えてはい

ないことがわかった。以上の感想を見ると、中学生とは言え、最初の段階ではまだ大まかにしか捉

えていないことがわかる。ここを出発点として授業を展開しようと試みた。 

２．２．授業の展開について  

 以上の感想を見ると中学３年生とはいえ（初読の者も小学生の時習った者もいるだろうが）、最初

の段階ではまだ大まかにしか捉えていないことがわかる。これは小学生とあまり変わらない。中学

校の実践でも、ここを出発点として授業展開のあり方を考えた。 

 漠然とした捉え方を、緻密な捉え方に転換するのには、この詩の持つ論理を押さえなければなら

ない。小学校中学年では詩の論理展開を追うことが難しかったが、論理的思考力が発達している中

学生では、そのことが可能になるのではないかと期待される。 

 授業展開上もっとも心がけたのは、蛙の目覚めから体の諸器官の感覚の外界への開かれ方を丹念

に追うということである。このことを押さえることがもっとも肝要であり、この詩の論理展開を知

ることにつながるからである。そのために、一つ一つの言葉を丁寧に問いかけ、一回の問いかけで

はうまく意見が出ないときはできるだけ二の矢的質問を考えておくようにした。また、教師が説明

過剰になったり、講義的になったりすることは極力避けた。生徒同士のやり取りや話し合いを中心

に展開するようにし、そこから生徒自身が論理展開に気づいていけることを重視した。結果的には

活発な意見が交わされることとなった。 

 話し合いに入る冒頭では、小学校で行ったのと同じく「くもは、雲かクモか」という課題を投げ

かけた。これは小学校での実践と比較するという形式の上のこともあるが、この投げかけによって

中学生にこれまでにない問題意識を呼び起こすことを期待したからである。 
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３．授業の実際  

 この学級の生徒は、中学校入学当初からの国語学習の積み重ねがあり、表現の一つ一つに着目し

ながら課題解決をしていく学習に意欲的である。特に友達と話し合ったり全体で意見を出し合った

りしながら作者の意図に迫っていく方法を好み、お互いの意見をよく聞いて別な視点から意見を述

べたり、同様な意見を出して方向性を定めたりすることができる。そのため、この授業では、全体

での話し合いの時間を多くとった。以下に、その授業記録の一部と考察を示す。Ｔは教師、Ｓは生

徒の発言を表す。生徒の発言には、挙手して述べられたものと、つぶやきのようにして発言された

ものとが含まれている。 

３．１．第三連「くも」は「雲」か「クモ」か  

Ｔ 感想を読むと、「おおきなくもがうごいてくる」の「くも」を、ほとんどの人は「雲」だ

と考えているようですが、どうして「雲」だと思ったのでしょうか。「クモ」とは考えられ

ないですか。 

  Ｓ１ 春だからのんびりした感じ。クモなんているのかなと思います。 

  Ｓ２ クモもいたとは思うけれどここでは空の雲のことだと思います。 

  （多くの生徒が頷く） 

  Ｓ３ でも、クモかもしれないという気持ちもあります。 

  Ｓ４ ぼくも、クモかもしれないと思いました。 

  Ｓ５ 「おおきなくもがうごいてくる」と書いてあるから空の雲だと思います。 

  Ｓ６ 「おおきなクモとも考えられる」と思います。 

話し合いの導入時にあえて「クモとは考えられないか」という問いかけをし、「クモ」という 

視点を入れたが、この段階においては、クモの存在が意外だというようなＳ１の反応や、「クモ」の

存在は意識したものの、表現されている「おおきなくも」は「雲」だと思うというＳ２・Ｓ５の反

応がごく自然だと捉えた。別な見方をしたＳ３の発言によって、Ｓ４・Ｓ６の意見が引き出された

と考えるが、まだ根拠に基づいた説得性のある意見にまではいたっていない。教師は意図的に刺激

として面白く問いかけたつもりだったが、うまく伝わらず、いずれにしてもこの段階ではまだ漠然

としていた話し合いになってしまった。やさしそうに見える詩なので、すぐには深く読み取れない

という点においては小学生と同様であったが、それでも「クモかもしれない」と考えた生徒がいて、

その意見に賛同する話し合いができた。 

３．２．「まえがき」からわかること 

Ｔ  今の話し合いではまだ「雲」か「クモ」かはっきりしなかったですね。どちらなのか、

その根拠はどこにあるかを探るために、「まえがき」から言葉に即して読み解いていきま

しょう。 

Ｓ１ かえるが冬眠を終わって、地上に出てきたところだと思います。 

Ｓ２ 地上に出てきて初めての日だから、何か久しぶりという感じなのだと思います。 

Ｓ３ 新鮮な感じ、初めての経験なのかもしれないと思いました。 

Ｓ４ 地上に出た初日という意味で、初めての冬眠という意味ではないと思います。 

Ｓ５ 初めての冬眠ではなくて、もう何回か経験しているような気がします。 

Ｓ６ どっちにしても、長い眠りから覚めて、地上に出てき初日のことですよね 
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Ｓ７ だから、地上の空気や景色は懐かしいという感じじゃないかなと思います。 

Ｓ８ なぜ作者は「まえがき」を入れたのかなと思いました。 

Ｓ１・Ｓ２の意見に頷いて聞いている生徒が多いことから、ほとんどの生徒は、「はじめての日」

を「冬眠を終えて地上に出てきた初日」と捉えていた。一方、Ｓ３は「はじめて」という表記か

ら冬眠から目覚めるのが初体験と捉えた発言。Ｓ４・Ｓ５は、それに対立した意見を述べた。Ｓ

６は、「どっちにしても」と論点を外してしまっている。Ｓ７はそれまでの意見をまとめて「懐か

しい」としてしまった。「懐かしい」とは、かつて経験したことが心の中によみがえることである。

初発の感想に「初めて」と書いた生徒と「久しぶり」と書いた生徒の考えに、この「懐かしい」

を加えて授業にうまくいかすことができなかった。あるいは、「この冬眠は何回目、それとも初め

て」と問うとよかったのかもしれない。また、Ｓ８の疑問は貴重な気づきであり、上述のことも

関わるのであるが、うまくとりあげることができなかった。 

３．３．第一連「ほっ」 

Ｔ  第一連が「ほっ」という言葉から始まっています。「ほっ」はどんな様子を表している

と思いますか。 

Ｓ１ 蛙のほっとした気持ちだと思います。 

Ｓ２ 明るい所に出てきて、思わず出た言葉だと思います。 

Ｓ３ 息をついたような感じ。 

Ｓ４ ことばというよりため息に近いような気がします。 

Ｔ  言葉でしょうか、ためいきのようなものなのでしょうか。 

Ｓ５ もう一度次の行に出てきているので、「ふうー」のような蛙の言葉かなと思います。 

Ｓ６ なぜ、片仮名で書いてないのかな。 

Ｓ７ 声に出したわけではなくて気持ち的だからじゃないかな。 

Ｓ８ でも、後から出てくる「ケルルン クッ」は片仮名になっている。 

Ｓ９ それは、蛙の鳴き声だから片仮名だと思うけど。 

Ｔ  他に意見は。 

Ｓ10 次の行にも「ほっ」は出てくる。 

 小学生は、この「ほっ」を「ほっとする」という日常的な使い方に結びつけ、「よかった」「うれ

しい」の気持ちの表現として捉える傾向にあったが、中学生ではＳ３・Ｓ４・のように、「ほっ」を

単なる息であり、ため息のようなものと捉える発言がみられた。「ほっ」が音声的に漏れ出たもので

あり、冬眠から目覚めていくことで体から出る音であると気づいたこの発言は、客観的な見方が育

っているという点で評価できる。ただ、この気づきを話し合いで全体にもっていくのは、１時間で

は難しかった。Ｓ２・Ｓ５は音声的なものとして捉えたが、Ｓ６の疑問からＳ８・Ｓ９の気付きが

生じ、蛙の発した音声であれば片仮名で表記されるのではないかという表記上のことについての話

題になった。この点についてここで取り上げてさらに話し合いを深めることも考えられたが、時間

配分を考慮し、後半の「ケルルン クック」で取り扱うこととした。Ｓ10 の発言から、「ほっ」の

あとに続く「まぶしい」「うれしい」の読みに入れたことはよかった。 

３．４．第一連「まぶしいな」「うれしいな」  

Ｔ 確かに「ほっ」は 2 回出てきますね。まず、「ほっ、まぶしいな」の「まぶしいな」は何



茨城大学教育実践研究 33(2014) 

 - 24 - 

がまぶしいのでしょう。かえるはどんな状態なのでしょう。 

Ｓ１ 太陽の光がまぶしいのだと思います。 

Ｓ２ 冬眠からさめたばかりだから、まだよく見えないのだと思う。 

 Ｓ３ 何がまぶしいというより、あたり全体がまぶしく感じたのだと思います。 

 Ｓ４ まぶしいから、目をつぶりたくなる感じじゃないのかな。 

Ｓ５ まだ、太陽の方を見られないのではないかな。 

 Ｓ６ ずっと暗い所にいて見えない状態だったから、外に出てくればすごくまぶしく感じると

思います。 

Ｓ７ まぶしいというのは、冬眠からめざめた実感を表しているのだと思います。           

  Ｔ  「まぶしいというのは、冬眠からめざめた実感ではないか。」という意見が出ましたが、

それでは、次に出てくる「ほっ、うれしいな」の「うれしいな」は何がうれしいとかんじ

たのでしょう。 

Ｓ８ まぶしいことがうれしいのだと思います。 

Ｓ９ 太陽の光を受けていることを実感して、「うれしい」になったんだと思います。 

Ｓ10  まぶしく感じるということは 生きているということだからうれしい？ 

Ｓ11 目覚めた実感がうれしいじゃないかなと思います。 

Ｓ12 「春だなあ」と何となくうれしい、生きていることがうれしいのだと思います。 

Ｔ  「まぶしい」で、目の感覚が働き出した、「うれしい」で感情が働き出したということ

になるかな。     

小学生には、教師から「まぶしい」で目が光を感知し、「うれしい」で感情が働きしたことを説

明的に伝えたが、それでも、蛙の諸感覚の目覚めについてまで考えを持っていくことは難しかっ

た。 

中学生は、抽象的な思考能力が小学生よりも発達してきているので、目が光を感知して徐々に

感情が働き出したことを何となく捉えていることは発言内容からもわかる。さらに教師の発問に

よってＳ７の「実感」という言葉に注目させ、それを「うれしい」という感情が働き出したこと

へとつなげようと試みたが、うまくいかなかった。結局「まぶしい」から「うれしい」への推移

のありかたについては教師がまとめて伝えることとなった。この「まぶしい」の否定性から「う

れしい」の肯定性への転換について理解することは、非常に高度である。大学生でもそのままで

は捉えられない。中学生ではなお難しい。授業実践を通して、この二行の扱いがこの詩を読み説

く際の難関であるとわかったことは、今後の指導の具体化へ向けての大きな成果であると考える。 

３．５．第二連前半「みずはつるつる」「かぜはそよそよ」 

Ｔ 第二連の「みずはつるつる」はどんな様子を表しているのかな。 

Ｓ１ 蛙は、いったん穴から地上にでたけど、今度は水の中に入ったのだと思います。 

Ｓ２ 春になって、池の水は冷たいというよりぬるくなってきたと思います。 

Ｓ３ だから水の中で、皮膚の感覚で「つるつる」と感じたということだと思います。 

Ｓ４ 遠くの水たまりの表面のつるつるかもしれないと思ったけど。 

Ｓ５ つるつるに光っているのを見たということ？ 

Ｓ６ まだ遠くは見えないと思うけど。 
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Ｓ７ 蛙は、まだ自分の体のことで頭いっぱいじゃないの。 

Ｓ８ やっぱり水にぬれた体がつるつるしているという感じだと思います。 

第一連の話し合いの最後に、教師が「まぶしい」という視覚（感覚の一部）や「うれしい」とい

う感情が動き出したことを伝えてきたため、この第二連の前半では、Ｓ３のように「皮膚の感覚」

という言葉を使った発言が見られた。それに対してＳ４の発言からは、「水の表面のつるつるではな

いか」と「視覚」によるものと捉えていることがわかる。ここで、「皮膚感覚」と「視覚」という対

立した意見が出たことで、話し合いが活発になった。Ｓ５は、Ｓ４の立場にたって「視覚」という

見方を確認している。Ｓ６は、３．４．の話し合いから視覚が機能しない「まぶしい」の意味をき

ちんと捉え、連を超えたここでの話し合いまで保持している。Ｓ６の発言は、言葉を身体的に捉え

ていることがわかる極めて重要な発言である。Ｓ７は、蛙の意識や諸感覚が外に向かって開かれる

までには至っていないことに気づいている。これらの発言を受けて、Ｓ８のように改めて「皮膚感

覚」で収めようとするところは、中学生らしい論の進め方だと言える。 

Ｔ 「かぜはそよそよ」はどうかな。 

Ｓ９ 今度は、蛙は水から出たのだと思います。 

Ｓ10 私は、まだ半分水の中で顔だけ出している感じじゃないかと思います。 

Ｓ11 「そよそよ」と感じるのは体全体というより、顔にあたる風が気持ちよいのではないか

と思います。 

Ｓ12 春の風で優しい感じだから。 

Ｓ13 水にぬれた体全体に風だと、「そよそよ」という感じではないと思います。 

Ｓ14 「うれしいな」「気持ちがいいな」「ああ春なんだな」と感じている様子が想像できます。 

Ｓ15 ここもまた、「生きていることがうれしい」という表現だと思います。 

前半の発言とからめ、後半は、「そよそよ」という言葉をめぐって議論になった。Ｓ９は、「蛙は

水から出た。」と単に思いついたことを言った。それに対して、Ｓ10は、蛙はまだ体全体を水から

出してはいないことを主張している。「半分水の中で顔だけ出している感じ」と、蛙の様子を想像し

てより細かく説明し、Ｓ９の考えがおかしいと指摘した発言である。Ｓ11は、Ｓ10の意見を基に「そ

よそよ」の意味をさらによく捉えている。「そよそよ」がもつ快い感じというものは、体全体ではな

く頬で受けるものと見事に把握している。身体に当たる時の風の強さや弱さを感覚的に捉え、その

感覚に密着した言葉として「そよそよ」を受け止めた結論的な発言とも言える。以上のような議論

展開は小学生では見られなかったことである。やはり小学生に比べ中学生の方が、内容の捉えがよ

り論理的であり、話し合いによる意見交換もより的確であることがわかる。一方、S12からは言い

たいことを言っているだけに過ぎず、論の展開にズレがあり深まりが見られなかった。Ｓ13はＳ11

の意見を受けて、「そよそよ」という感じを捉えた発言をし、論点を戻そうとしたがＳ14の発言で

また別な方向に流れてしまっている。中学生であっても、筋道の立った話し合いを持続することは

難しい。それは、中学生は前後のつながりを意識しながらも、自分の考えをいろいろ言おうとする

気持ちが強いためである。その授業に対する意欲や積極性は認めつつも、教師としては、「つるつる」

を皮膚感覚の目覚めと意味づけたことを確認しながら、「そよそよ」について「心地よい風を受けた

のは、体全体なのか顔か、特に頬の辺りなのか、もう一度整理して考えてみよう。」と問いかけ、Ｓ

11の発言を基に議論をさらに充実するよう展開するとよかったかもしれない。中学生になるとあま
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り意見を出さなくなるという実態を考えると、教師としてどこで止め、どう問い直すかは常に指導

上の課題である。一人一人に対しても意見の出し方について指導する必要性がある。例えば、Ｓ15

は２．４．Ｓ12と同一の生徒の発言で、結論づけた言い方をする傾向にある生徒だと捉え、一つ一

つの言葉に注目して根拠を明確に持った意見が出せるよう助言するとよかった。           

３．６．第二連後半「ケルルン クック」「ああいいにおいだ」 

Ｔ 「ケルルン クック」って何を表しているのだと思いますか。 

Ｓ１ 蛙の鳴き声だと思います。 

Ｓ２ 鳴き声というより、蛙の言葉だと思います。 

Ｓ３ 嬉しさを表してるのだと思います。 

Ｓ４ 言いかえると、「水があって、風も吹いてきて、気持ちがいいなあ」という感じ。 

Ｔ  どうして片仮名で表しているのでしょう。 

Ｓ５ 「うれしいな、気持ちがいいな、ああ春なんだな」と感じて出た鳴き声というか言葉と

いうか。だから片仮名なのだと思う。 

Ｓ６ 「いろいろ感じられるようになってきたぞ」「生きているな」と感じて出た蛙の言葉と

か声なのかもしれないから、片仮名で表す方が合っていると思います。 

「ケルルン クック」という表現については、鳴き声であれ言葉であれ蛙自身から発せられた音

と捉えている点は、小学生も中学生も同様であった。しかし、教師の「どうして片仮名で表してい

るのか。」という問に対し、Ｓ５とそれに賛同しているＳ６の発言は、中学生らしい考え方に拠るも

のである。作者が、表記スタイルを平仮名から片仮名へ変えた意味をよく捉えている。小学生は「か

える語」として声に出して読む楽しさ味わったが、中学生は日本語には置き換えずに片仮名表記に

よって表した作者の意図に触れることで読みを深めることとなった。 

Ｔ 第二連の中で 2回も「ケルルン クック」が出てくるけれど、どうなのかな。間に「いい

においだ」と書いてあるけれど、これは、何のにおいなのかな。 

Ｓ７ 次にある「いぬのふぐり」の花のにおいだと思います。 

Ｓ８ 小さい花だからそんなににおうのかな。 

Ｓ９ 蛙にとっては、すぐそばだし、久しぶりのにおいだから気がついたのだと思う。 

Ｓ10 花だけでなく、草のにおいも。空気全体の何かふわっとした「いいにおい」ということ？ 

Ｓ11  私も、花や草や水や空気や、いろいろな春のにおいだと思いました。 

「いいにおい」とは何のにおいかを問うと、Ｓ７・Ｓ８・Ｓ９は、すぐに次の連に書かれている

「いぬのふぐりがさいている」に結びつけて考えようとしている。中学生は小学生よりも、このよ

うに表現に即してきちんと言葉を捉えることができる。Ｓ10・Ｓ11は「におい」をさらに拡大して

「春のにおい」としてこの詩を味わおうとしている。「いぬのふぐり」のみの固定化したにおいでは

なく全体的なにおいという意見である。だからこそ、再び「ケルルン クック」が出てきていると

いう表現の順序を追うことで、論理展開をさらに明確にすると良かったかもしれない。ここでは、

「いぬのふぐり」が話題になったので、すぐに第三連の解釈につなげてしまった。 

３．７．第三連「ほっ いぬのふぐりがさいている」「ほっ おおおきなくもがうごいてくる」 

Ｔ 「いぬのふぐりがさいている」とは、どんな情景かな。 

Ｓ１ 「いぬのふぐり」が咲いていて、蛙がその小さい花を見たのだと思います。 
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Ｓ２ 蛙の目の高さぐらいだから、においがして、前に書いてある「ああいいにおいだ」にな

ったと思います。 

Ｓ３ 「咲いているなあ」「春なんだなあ」「きれいだなあ」と感じている様子が思い浮かびま

す。 

Ｓ４ 「前にも嗅いだことのあるにおいの花だなあ」と思ったのでは。 

Ｓ５ 小さい花なのに見えているから、視覚がはっきりしてきたということかな。 

 ここでは、第二連の「いいにおい」を感じたという嗅覚の働きを受け、「いぬのふぐりがさいてい

る」という情景を想像させようと問いかけた。Ｓ１の「見た」やＳ２の「目の高さ」は、視覚を意

識した発言である。Ｓ５は、「視覚がはっきりしてきた」と表現している。Ｓ５は、蛙がここで初め

て外の世界を目＝視覚によってはっきりと認識することができたことを的確に捉えている。Ｓ５の

意見をもとに、蛙の感覚がそれ以前は触覚や嗅覚の内部にとどまっていたことを全員で共有できる

ようにもっていければよかったのかもしれない。 

  Ｔ  近くだから見えたの？遠くはどう？「おおきなくもがうごいてくる」は、どう考える？ 

Ｓ１ 目の前の小さいものから遠くの大きいものに目がいって、雲が見えたのだと思います。 

Ｓ２ 首を下から上にして空を見たという感じ。 

Ｓ３ 春のおだやかな日の様子だから、雲を見てさらにゆったりした気分になったと思います。  

Ｓ４ でも、やっと近くが見えた段階だから、僕は、蛙はまだ空は見上げないと思うけど。 

Ｓ１・Ｓ２の発言で、全体的な風景の捉え方がしっかりしてきているが、「くも」は雲だと考えて

いる。Ｓ３は、空の雲を見るというゆったりとした「気分」のことを言っている。それらを受けて、

Ｓ４は、疑問を投げかけている。「やっと近くが見えた段階だから」という表現から、これまでの感

覚の目覚めという論理展開を意識していることがわかる。この論点で議論を活発にするため次のよ

うに投げかけた。 

Ｔ  ここでもう一度「くも」は「雲」か「クモ」か考えてみませんか。授業の最初の時の話

し合いでは結論は出なかったものね。さあ、どうですか。 

Ｓ１ いぬのふぐりがさいているのを見たあとだから、クモの目の高さで、目線の先だからク

モかもしれないと、今、思いました。 

Ｓ２ 視線がいぬのふぐり、お腹がすいていたと思うからクモじゃないの。 

Ｓ３ でも、やっぱりクモかどうかわかりません。 

Ｓ４ どちらともとれるのではないかと思います。 

Ｓ５ 視覚がはっきりしてきたから空だって見ると思うし。 

  Ｓ６ 春はのどかだからやっぱり雲かも。 

  Ｓ７ 小さい花から大きなものへだから雲でいいと思います。  

  Ｓ８ 視線が下から上へと移動しているし、対比させていると考えると空のおおきな雲とも考

えられます。 

Ｓ９ でも、ここまでの表現の中でいろいろな感覚が目覚めてきたことがわかるから、食欲も

出たしクモじゃないかな。 

Ｓ10 冬眠中は何も食べていないからお腹がすいているはずだと思います。 

  Ｓ11 いぬのふぐりはさいて「いる」で、おおきなくもはうごいて「くる」だから生き物の様
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な気がするけれど、違いますか。 

  Ｓ12 「小さい」と「大きい」、「いる」と「くる」、使い分けていると思います。対比？ 

  Ｓ13 一連目から周りの様子を表してきたけど、最後は自分のことで、食欲かもしれないと思

うようになりました。 

  Ｓ14 生きている時間の様子を表してきたけど、やっぱり生きていくためには獲物、食べるこ 

とだから、クモだと思います。 

  Ｓ15 やっぱり、どちらともいえないし、両方あると思います。 

授業の導入時で話し合った時よりも、「雲」か「クモ」かについての話し合いは活発になった。「雲」

と考えた生徒はＳ５・Ｓ６・Ｓ７・Ｓ８で、その根拠は、「視覚がはっきりしてきたから、春ののど

かさと結びつけて、小さいものから大きいものへの視線の移動、下から上への視線の移動」である。 

Ｓ７・Ｓ８が「大小」「上下」と対比する言葉に着目したのは、既習の知識として対比という表現技

法を知っていることによると考えられる。「クモ」と考えた生徒は、Ｓ１・Ｓ２・Ｓ９・Ｓ10・Ｓ11・

Ｓ13・Ｓ14で、その根拠は「視線は目の高さ、冬眠後だから空腹、食欲の目覚め、対比表現、生き

るための獲物として、自分のことで精一杯の蛙」である。特にＳ２・Ｓ９・Ｓ10は、冬眠中に何も

食べていなかったことから空腹状態を連想して、「クモ」と結論付けている発言である。また、Ｓ11

は、「雲」と考えたＳ７・Ｓ８と同様に対比する言葉に注目し、それを根拠として「クモ」としてい

る。小学生も「いる」と「くる」との違いには気づいたが、根拠を基に意見交換するまでには至ら

なかった。冬眠中の空腹状態を連想したり対比する言葉に着目したり、根拠を基にして話し合うこ

とができるのは、中学生という発達段階によるものと考える。しかし、生徒自ら気づいていく過程

を重視したため、中には、詩の論理展開が十分理解できないままでいる生徒も見られた。ここで改

めて教師が論の収束をした方がよかったかもしれない。なお、「対比」に関して言えば、同じ「対比」

としながらなぜ結論が異なってくるのか、と問えば互いの根拠の吟味につながりさらに話し合いが

深まったであろう。これは、かなり高度なことであり、時間との絡みもあるのではあるが。 

３．８．第四連「ケルルン クック」 

Ｔ  最後の２行の「ケルルン クック」からは、どんなことを感じますか。 

  第二連の「ケルルン クック」とは、どう違うのでしょう。 

Ｓ１ もう一度うれしさを表しているから、よほどうれしかったのだと思います。 

Ｓ２ やっぱりよろこびの鳴き声だと思います。 

Ｓ３ 第二連との違いは、最後の「ケルルン クック」の方が、もっと嬉しい気持ちで言った 

  言葉のように思います。 

Ｓ４ 前の行全部を受けて、いろいろな感覚がめざめてきたことが嬉しいのだと思います。 

Ｓ５ 前の表現のときよりもっと生き生きとした。だから「ケルルン クック」「ケルルン ク 

  ック」と２回続けているのだと思います。 

Ｓ６ 生きているよろこびをまとめて表現したのではないかな。 

Ｓ７ 読むときは、最後の行は落ち着いて読む感じになると思います。 

Ｓ８ 獲物を食べた満足感もあるのではないかな。 

小学生段階では「楽しんで読む」がねらいであったこともあり、「ケルルン クック」「ケル 

ルン クック」と声に出して読むことを楽しみ、最後の２行の「ケルルン クック」からは、 
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どんなことを感じるかという発問はしなかった。中学生だからこそ、Ｓ４のように論理の展開を 

理解した上での発言や、Ｓ３・Ｓ５のように第二連との違いを意識した発言になっている。Ｓ７は、

小学校の読み取ったことを音読に反映させる学習活動をイメージして発言している。教師から、「な

ぜ落ち着いて読むのか」と切り返すことで、自分の考えを振り返させ、発言の根拠を明確にさせた

かった。 

３．９．話し合い後の感想 

 話し合い後、５分程度の時間をとって感想を自由記述させた。以下はその一部である。 

Ｓ１ はじめは簡単な詩かと思ったけれど、一行ずつ読んでいくうちに、カエルの様子や言葉

の意味がわかってきて面白かった。話し合っていくうちに「雲」だと思っていた考えが「ク

モ」に変わった。 

  Ｓ２ 同じ言葉でも意味がいろいろ考えられるということがわかった。蛙の感覚がだんだん目

覚めていくように書いてあるところがすごいと思った。目で感じ、気持ちで感じ、皮膚で

感じ、鼻で感じたあとに目の前に「くも」だから「クモ」だと思うようになった。 

Ｓ３ 最初の感想では、「雲」ではないかと書いた。その時はなんとなくで、蛙の様子や周り

の情景もぼんやりとしたものだった。蛙になったつもりで想像したり、一つ一つの言葉を

みんなで確かめているうちに一つ一つがはっきりしてきた。「クモ」かもしれないという

気持ちの方が強くなった。 

Ｓ４ 冬眠を終えた蛙が穴から出てきて、いろいろな感覚がよみがえってきたことがわかった。

ずっと冬眠していたのだからおなかもすいたと思う。だから「おおきなくもうごいてきた」

の「くも」は「クモ」で、その「クモ」を食べてしまったのだと思う。最後は「ケルルン 

クック」と気持ちよさそうだし、食べたあとの満足した様子で終わっているのだと思う。 

Ｓ５ はじめは冬眠が終わったあとの解放感や安心感が出ている詩だと思った。「春のうた」 

という題からものんびりした様子を表しているだけかと思っていた。そして、いろいろ想

像してみんなで話し合って、目や皮膚や鼻がだんだん働き出したとわかった。空腹感も戻

ってきて「クモ」の方が合っているという考えに近づいた。 

Ｓ６ はじめもそうだったけれど、今も「くも」は両方に考えられる。決めかねている。友達

のいろいろな意見が聞けて「そのような考えがあったんだ」と思った。いろいろな意見が

出てすごかった。 

以上は本文の読み取りによる感想である。Ｓ１からＳ５までは、蛙の感覚が徐々に目覚めてい

くことを捉え、論理展開を把握して「クモ」にたどり着いていた感想である。話し合いを通し

て、まえがきから一行ずつ言葉を吟味してきたことによる成果と考える。Ｓ３のように初発の

感想の段階では漠然としていたものを、授業を通してしっかり捉え直している者のほか、学習

したことで「春のうた」という詩をより深く理解できたという感想が多い。「蛙の諸感覚が目覚

めていく展開の論理に生徒がどこまで気付くかを探る」という当初の意図に沿った授業展開がで

きたと言えよう。Ｓ６のように、結果的に「雲」か「クモ」のいずれかに決められなかった生徒で

あっても、詩の内容をよく理解できずに決められないのではなく、両方の根拠を捉えた上での「決

めかねている」である。学習過程において言葉の意味をさまざまに考えたことに意味があると考え

る。また、感想の言葉の中に友達のよさに気づき、友達から学ぶ姿勢が見られる。このことから、
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活発な議論で多くのことを学び合うためには、日常的に本学級のような学習集団であることが前提

であることも確認できた。 

なお、言葉の読み取りだけでなく、別なものと結びつけて感想を書いた生徒も数名いたので以下

に挙げる。 

Ｓ１ 蛙がはじめて地上に出てきて、戦後、花もちゃんと咲いていて、空を見たら戦争があっ

たなんて考えられないくらいきれいで、大きな雲が浮かんでいて動いてくるように見えた

のだと思う。だから、「くも」は「雲」。 

Ｓ２ 冬眠中は暗いし、食べるものがない。戦争中も防空壕で暗くて食べるものも乏しかった。

戦争が終わって、空は見えるし、風は気持ち良いし、水もきれいになったということを、

人を蛙にして伝えようとしていることがわかった。空腹だったから「クモ」だったと思う。 

これらは、授業の中で「春のうた」が初めて掲載された雑誌「赤とんぼ」４)を情報として提

示したことによると考える。Ｓ１は、戦後ということを前提とし、Ｓ２は冬眠中も戦時中も食

べ物がないことで同じ状況とし、「蛙の姿を借りて人の暮らしの様子を表現したかった」とし

ている。他にも「冬眠中の地の中」を「防空壕の中」に、「地上の明るさ」を「戦後の明るさ」

に重ねて読んだという感想があった。雑誌の発行が昭和２２年と知り、戦後の食糧難と結びつ

け、社会情勢と蛙の状況を重ねて、人々の空腹に蛙の空腹を重ねて理解しようとしたものであ

る。中学生の授業では、作品や作者の理解のために、時代背景を手がかりとする読解方法がし

ばしば用いられることから、同じように考えた結果だと考える。なお、感想の中に表された「く

も」については、「クモ」と考えた生徒が１５名、「雲」が５名、「両方考えられる」が６名で

あった。 

 

４．授業実践を振り返って  

この授業実践を通して、生徒が「春のうた」の言葉一つ一つに注目して様々な情景を想像し、話

し合いながら自分の見方・考え方を深めていく姿を見ることができた。例えば、初発の感想では「く

も」を「クモ」と断言できる生徒はほとんどなく、「クモかもしれない」程度であったことに比べ、

話し合い後の感想からは「クモ」という捉えをした生徒が半数以上になったことである。これは、

「くもは、雲かクモか」という課題を投げかけ、前書きに遡って詳しく読むことで、一つの言葉に

ついて様々に考える活動を経たことによると考えている。また、中学生は、小学生よりも根拠に基

づいて話し合うことができるため、意見交換も活発であり、結果的に、「雲」としか考えられなかっ

た生徒が「クモ」も想定して読み深めることになった。一面的ではなくより多面的に詩を読むこと

の楽しさを実感したと言える。「クモ」を想定する根拠としては、詩の構成や論理展開に気づいたこ

とが大きい。また、詩の展開の論理をどう理解するかについては、客観的な見方・考え方が育って

いる中学生では、比較的容易であった。小学生は、詩に表された内容を、自分が蛙になったつもり

で情景や動きを想像しながら読み取っていたことに比べ、中学生は、作者の表現意図や表現技法を

客観的に捉えようとする姿勢が見られた。また、「感覚の目覚め」について教師が意図的に「嗅覚」

「皮膚感覚」「視覚」という言葉を提示してもなお、小学生は十分に理解することの難しかったが、

中学生は、「触って」「鼻で」「目で」という言葉でそれぞれを言いかえながら、蛙の諸感覚が目覚め

ていく論理展開を自分たちで把握した。その時の中学生の納得したような表情には、「読み解く」こ



川嶋・岡部：草野心平「春のうた」の解釈と授業実践 中学校編 

 - 31 - 

とのおもしろさを感じている様子が伺われた。ただ、教師が蛙の諸感覚の目覚めについて連ごとに

意図的にまとめることをしなかったため、詩の論理展開を十分に理解できない生徒がいたことも事

実である。授業展開の中で教師がどこでどう論の収束をするかは非常に悩むところであり、今回も

また適切な対応とは言い難く、課題として残った。 

前稿「草野心平『春のうた』の解釈と授業実践」に基づき、中学校での授業実践を試みた結果、、

「春のうた」は表面上の言葉がやさしいため小学校の教材になっているが、この詩の持つ論理や深

い意味は中学生の発達段階以降でないと捉えきれないものがあるということがわかった。小学生の

段階では、感覚の目覚めがつながっていくことを感じる程度に留まっていたが、中学校では、論理

展開にまで理解が深まっていった。今回の授業実践では、新たな視点から言葉をとおして教材の中

に入り込ませ、生徒同士の話し合いを充実させながら詩の論理をたどる展開が、生徒の「春のうた」

の理解を深めることにつながったと考えている。今後も、このような読み進め方を生かし、草野心

平のみならず他の作者の詩についても、興味を持ってより深く読んでいく生徒の姿を期待している。 

 

注 

     １） 川嶋秀之・岡部千草「草野心平『春のうた』の解釈と授業実践」（『茨城大学教育実践研究』 

第32号 茨城大学教育学部附属教育実践センター 平成25年） 

      ２） 『国語 四上 かがやき』（光村図書 平成23年）4-5頁. 

     ３） 注1書 9-15頁. 

     ４） 『赤とんぼ』四月号（実業之日本社 昭和22年） 

付記 

第二部の授業実践は、岡部が行い、討議の上、岡部がまとめた。ご協力いただいた大洗町立南中学校藤

田達人校長、３学年２組国語科担当江頭久美子教諭、生徒２６名に深く感謝する。 
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協働的学習による説明的文章読解の授業開発 

 

―― 『オオカミを見る目』の対比表現の比較読みを中心として ―― 

 

鈴 木 一 史＊ ・ 開 田 晃 央＊＊ 

(2014年9月17日受理) 

 

 

Development of a lesson in Reading Expository Texts Through Collaborative Learning 

―Reading Contrast Expressions in ookami wo mirume― 

 

Kazufumi SUZUKI and Teruo KAITA 

 

 

キーワード：協働的学習，説明文，対比表現，語彙，比較読み 

 

本論文では授業開発をする際の観点として協働的学習・言語活動・語彙指導を組み込み、中心教材として説明的文章を

設定した。本授業構想に適する学習材として、文章構造として時間的、空間的対比が使用されているものを選定した。この学

習によって、学習者の語が他の語との関係性において理解し直され、語彙というまとまりとして言葉を理解し活用することが

できることをねらいとしている。授業実践として、班毎での問題解決型授業を設定し、対比構造を持った意見文を書くという言

語活動を設定した。その結果、学習者に理解と表現について二つの特徴が見られた。学習者は、対義語とはある基準に基

づいて読み取ることができ、対比表現は、文脈しだいで対義語になったり同義語になったりするということを学でいる。そのこ

とを学習者の表現よって確認することができた。また、書くことの障壁として、作文全体の構造を想定しにくいということがある。

しかし、本実践研究において、文章を書く際に語彙だけでなく構造自体を対比的に構築していく方法をとったために、学習

者はその障壁を取り除くことができている。このことは、学習者の作文作成にかかる時間について授業者が感覚的にとらえて

いることであり、学習者の作文に対する取り組みについての感想から伺うことができる。本授業構想において、形式と内容と

実際の学習材との関連性を構築することで学習者の具体的能力の伸長がはかれた。 

 

 

 

はじめに 

 

 本研究の目的は、説明的文章に対してどのような言語活動を設定することができるかという問題

に対して、語彙に焦点を当てた授業プログラムを開発することである。授業プログラムの要素とし 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **茨城大学教育学部附属中学校 
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て、現代的課題である協働学習・言語活動を授業形式として取り入れ、授業内容として語彙の学習

を組み込んだ。そして、この形式と内容を統合可能な教材として「オオカミを見る目」という説明

的文章を中心とした。 

 授業形式である協働学習については、佐藤学の「学びの共同体」iに代表されるような学習形態で

あり、２１世紀型の学習とされている。また、言語活動に関しては、平成２０年に出された「幼稚

園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」iiにお

いて、「７．教育内容に関する主な改善事項」の（１）に「言語活動の充実」が挙げられている。こ

のように、教科内容にかかわらずこれからの教育の重要な方法論としてこの二つがキーワードにな

っていることが分かる。 

 国語科教育の内容として、語彙についてであるが、同答申において、 

 

各教科等におけるこのような言語活動の充実に当たっては、特に教科担任制の中・高等学校の国語

科以外の教師が、その必要性を十分に理解することが重要である。そのためには、学校が各教科等

の指導計画にこれらの言語活動を位置付け、各教科等の授業の構成や進め方自体を改善する必要が

ある。 

なお、このように各教科等における言語活動を行うに当たっては、これらの学習活動を支える条件

として次のような点に特に留意する必要がある。 

第一は、語彙を豊かにし、各教科等の知識・技能を活用する学習活動を各教科等で行うに当たって

は、教科書において、このような学習に子どもたちが積極的に取り組み、言語に関する能力を高め

ていくための工夫が凝らされることが不可欠である。また、特に国語科においては、言語の果たし

ている役割に応じた適切な教材が取り上げられることが重要である。（下線は筆者） 

 

としている。このように、現行の学習指導要領では、教科を超えた言語活動が目されており、さら

に第一として「語彙」の豊かさが示されている。そして最後にこのことを行うに当たって「適切な

教材」を取り上げることが重要であると締めくくられている。 

 これらの観点によって、形式としての協働学習・言語活動、内容としての語彙の拡充、そして、

それらを統合させる適切な教材の開発を目指し、授業プログラムを開発した。授業実践は中心的に

茨城大学教育学部附属中学校の１年生を対象として行った。以下はその実践である。 

 

 

『オオカミを見る目』の対比表現の比較読み 

授業者 開田晃央 

 

筆者開田は，平成２５年度茨城大学大学院教育学研究科修士論文のテーマを「認識の体系を活性

化する語彙指導の研究」として研究した。その中で語彙の「活性化」として，語を取り入れたり語

を取り出したりすると，関係する他の語に影響を及ぼしながら語彙を形成することを述べた。言語

構造は、対比構造を中心とした言語概念自体の対比により成り立っている。そのため，ある概念対

比が起こり見えなかった語と語の概念対比が見えるようになったことを活性化ととらえる。語を活
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性化することは，語の対比構造をとらえることで成り立っていることを示すため，語における対比

構造の読みや言語事項の学習と表現を結びつけ，作文の中に活性化が起こっているかどうかを検証

する。 

本授業実践は、平成２６年７月に茨城大学教育学部附属中学校にて、中学一年生を対象に行った実

践である。 

１．授業方法 

 生徒の内面で対比の諸層が見えるようにするために次に挙げる方法をとった。 

① 対比構造読み 

マトリックスの図に，本文で捉えた対比関係にある語を配置していくことにより，作品の対比構

造をとらえる。 

② 他資料との比較読み 

本文から導いた個人課題について，自分で用意した資料や教師が用意した補助資料と本文  と

を比較して読み，課題についての情報を得る。  

③ 協働学習による他者との情報の対比 

それぞれの課題に対する情報を交流し情報を比較することにより，理解語彙を広げる。 

④ ①②③を利用した文章作成と自己内対比 

個人課題を自己資料や補助資料，協働学習により課題解決し，理解語彙が使用語彙に転移する。

本文で習得した対比構造を活用して文章にまとめる。自己内対比を授業に組み込むことにより，概

念対比ができる。 

 

２．「オオカミを見る目」の教材分析 

 説明的教材文『オオカミを見る目』は、二つの対比を軸にして語られており, 現代の私たち日本

人のオオカミに対する見方をより明確に捉えることができる。また、人の考えや行いが, 置かれた

社会の状況により違ったり変化したりすることを, 日本と西洋，昔と今を対比して述べられている。

資料１は，教材文の形式段落における対比関係にある語を抽出し，時代，見方・考え方，場所，事

柄・行為と分類し，それぞれの対比関係を整理した表であり，多くの対比関係を見ることができる。

場所としての「日本・ヨーロッパ」，時代としての「現在・昔」は対比構造の軸となり，「見方・

考え方」や「事柄・行為」についての対比概念を形成する。 
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３．第１学年「オオカミを見る目」（東京書籍）における実践 

 単元を貫く言語活動として本文から自己課題を設定し，解決した内容を元に作文に書く活動を設

定した。作文に活用するために本文の対比構造と対比関係にある語を習得することを中心に置いて

読む。次に課題を解決するためにその材料となる資料を探す。さらに友達と交流して自分のもつ情

報と比較して必要な情報を得る。そして単元の最後に本文の対比構造を活かした作文を書く。この

ような学習をすることにより，対比語彙による活性化を捉え，語における対比構造の読みや言語事

項の学習と文章作成により理解と表現を結びつける。  

 

① 対比構造読み 

本文は昔の日本と西洋，今の日本

と西洋というように時間（昔と今）

と場所（日本と西洋）が対比しな

がら述べられている。そのため，

時間と場所を軸としたマトリック

スの図に，本文で捉えた対比関係

にある語を配置していく対比構造

読みにより，作品全体の対比語彙

関係を捉えていく。縦軸を今と昔，

横軸を日本と西洋とするマトリッ

資料１ 『オオカミを見る目』対比構造表 

資料２ 板書：マトリックス表 
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クスの図の中へ対比語彙を配置しながら本文の対比構造を読んでいった。資料２は第２時間目の板

書である。大きな付箋は生徒が見つけた対比関係にある語である。従来のように段落を意識して読

むよりも，対比関係にある語の配置を考えることにより，構造を視覚的に捉え，本文にある事柄を

関連づけてとらえることができる。 

 生徒の作文を見ると大部分の生徒にマトリックスの軸の対比を元に，本文でとらえた語が表出し

ていた。 

 

② 他資料との比較読み 

 個別の課題について，自分で用意した資料や教師が用意した補助資料と本文とを比較して読み，

解決するために必要な情報をとらえる。補助資料として以下の資料から昔の日本と西洋，今の日本

と西洋の情報を抜粋して生徒に配付した。 

 

『オオカミが日本を救う』 （丸山直

樹 2014 白水社） 

『狼と西洋文明』（クロード・カトリー

ヌ ラガッシュ, ジル ラガッシュ, 高

橋正男 訳 1989 八坂書房） 

『日本人とオオカミ』（栗栖健 2004 

雄山閣） 

『オオカミはなぜ消えたか ―日本人

と獣の話』（千葉徳爾 1995 新人物往

来社） 

『オオカミの護符』（小倉美恵子 2011 

新潮社） 

 

また、生徒自身でも追究したい課題に関する資料を用意させた。授業では，自分で用意した資料や

教師が用意した補助資料と本文とを比較した。資料３は用意した資料を元に友達に自分の課題と資

料と本文を比べて分かったことを交流しているところである。様々な資料に当たることで，対比す

る語彙やその周辺の語彙にも触れる機会が

増えた。 

 課題について資料と本文とを比較し，本

文を補足するような情報や本文をより詳し

くした情報を得ることで，課題への学びを

深められた。 

③ 協働学習による他者との情報の対比 

 情報交流の仕方は，自班での交流と同じ

ように情報を比較することにより，自分に

とって有用な情報を見つけることである。

資料３ 自己資料と対比構造 

資料４ 協働学習の様子 
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自班への説明の他，他班ともマトリックスで同じ象限の生徒同士で班となり，ジグソー学習を取り

入れることにより，自分の課題を含む象限以外の象限からの情報を得ていた。また，友達の話をよ

く聞くことで，新たな理解語彙を獲得でき，さらに自分の得た情報を発信することで，自己資料か

ら得た理解語彙を使用語彙に転換する機会となった。資料４は，協働学習で課題を設定するための

話し合いをしている生徒の姿である。 

 

④ ①②③を利用した文章作成 

  個人課題について、自己資料や補助資料，協働学習により得た情報や語彙を使って課題を解決し

て文章にまとめる。全体を通して一番特徴的なことは，大部分の生徒が１単位時間（５０分）でほ

とんど仕上げているぐらい書く時間が早かったことだ。まず作文へのとりかかりが早かった。普段，

まとまった文章を書かせると，「何を書いて

いいか分からない」。「どう書いていいか分

からない」，「何を書いていいかわからない」

という声があり，その都度期間指導をして

助言をしていた。しかし，今回そのような

声が聞こえなかった。またこれまでは書い

ている間，机間指導をして周り，声をかけ

てきた。今回は作業中に声をかけてなくて

も生徒は黙々と自分の作文に集中して書く

ことができた。 

 

 一部分は書けていても、書く事柄を相互に関連付けて捉えていかなければ一貫した作文はできな

い。そこに生徒は作文の難しさを感じていたのではないだろうか。今回このように悩まずにすんな

りと書けたのは，対比構造表や対比に関係する語同士を毎時間取り扱っていたため，対比構造表を

使って作文の構成とどういう語を使っていくかなどが作文を書く前の段階で，ある程度蓄積されて

いたり，計画できていたりしたものと考えられる。今回はマトリックス図の対比構造より作文全体

の構成が捉えやすかった。習得した対比構造意識が活性化されていたことと，対比語彙が活性化さ

れたため，早く仕上がったものと考える。 

 

４．単元計画と授業の詳細 

 単元計画は以下のように，８時間取り扱いとした。 

第一次で，本文の対比構造を図をもとに捉えていく。 

第二次では，生徒が各自もった課題を本文と資料を比べ読みをしたり，友達と情報の交流をしたり

して解決に向かう。 

第三次では，第一次と第二次で得た対比語彙を使いながら，作文にまとめる。 

その単元計画と１単位時間の授業の詳細について以下にまとめた。 

単元計画（８時間取り扱い） 

第１次 本文の対比構造をとらえる。 

資料５ 作文作成の様子 
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 第１時 本文を読みキーワードから対比構造を考える。 

  第２時 本文から対比する言葉を見つける。 

第２次 他資料との比較読みをする。 

 第３時 課題を決める。 

  第４時 本文と資料を比較し分かったことを話し合う。 

 第５時 持参資料と本文を比較し分かったことを交流する。 

第３次 対比構造表をもとに作文へまとめる。      

 第６時 対比構造表をもとに作文を書く。 

 第７時 仕上げた作文を交流する。 

 第８時 振り返りをまとめ，ポートフォリオを作成する。 

本時案（第１時） 

             内容・活動                配慮事項 

１ オオカミのイメージを考える。 

 「強い」「うそつき」「悪役」「頭がいい」 

「恐ろしい」「群れ」「すばしっこい」 

２ 題名にある「目」の意味を考える。 

  見方，考え方 

３本時の課題を確認する。 

・できるだけたくさんのイメージがでるように

 声掛けをする。 

 

・実際に辞書を引かせ，どの意味が近いかを考

 えさせる。 

 

・対比関係にある語に注目させる。 

 

           

・気になった語やキーワードだと思う語に注目

 させたい。 

 

 

・生徒から出されたキーワードや対比関係にあ 

 る語をマトリックスを意識した，意図的な配

配置した板書にする。 

 

・生徒から出されたキーワードが出しマトリッ

 クスの座標軸になる横軸（西洋―日本），縦

 軸（今―昔）のどこに配置されるかを意識さ

 せる。 

・生徒から出された語に対比関係のある語が本

 文にあるかどうかを考えるように促す。 

評 対比関係にある語同士をまとめている。 

 

  

 本文には，どんな語彙が含まれているの

だろう。 

 

 

４ 本文の範読を聞く。 

  考えられるキーワードに線を引く。 

 

 

５ キーワードからマトリックスを導き出す。 

(１)キーワードを発表する。 

(２)キーワードの配置からどんなまとまりに 

 なっているかを考える。 

                                  

       今 

 

西洋 

 

              日本 

昔 

 ６ 対比関係にある語を考える。 
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   西洋―日本 今―昔 

 

７ 本時の感想をまとめる 

 

              （プリント） 

（第２時） 

              内容・活動              配慮事項 

 

１ 本時の課題を確認する。 

・前時を想起させ，黒板にマトリックスや対比

 関係のある語を板書する。 

・大きな付箋紙を使い，生徒に対比関係にある

 語を書かせ，黒板に貼らせる。 

・対比関係にある語の視点をとらえる。視点の

 当て方により対立構造が変わることを捉え

 させる。 

・プリントを配布する。 

・教師が準備した類義語辞典や対照語辞典を参

 考にさせる。 

 今 

２ 対比関係にある語を見つけよう。  

 対比関係にある語について説明を聞く。 

 

 

３ グループで対比関係にある語を本文から見つ

 ける。 

   （①～④は第１象限～第４象限を表す） 

 近代④―中世③・牧畜③―稲作② 

 悪者③―味方②・激減②―激増① 

 憎む③―敬う②・三峯神社②―キリスト教③ 

 大神②―魔物③・明治時代①―江戸時代① 

 大神②―オオカミ①・ 

 悪を象徴する生き物④―神を象徴する生き物① 

４ 全体で共有する。 

５ 本時の感想をまとめる。  

 

 

 

       第３象限  

 西洋   

第４象限 

第１象限 

日本 

第２象限 

                昔 

           

評 本文から対比関係にある語を見つけ，四象

 限上に配置することができる。 

              （プリント） 

・見つけた対比関係にある語を全体で出し合い

 確認する。   

 

５．事例分析 

 本単元の学習者であるABCの三人について事例分析を行う。三人は共通した対比意識や語彙構造

の変容が生じており，さらに三人が作成した学習物を収めたポートフォリオには他の学習者に共通

する部分が多く表されているため，この三人を事例とした。 

①Aの事例 

・対比構造表から 

 「味方」と「悪者」・「害獣」・「忌まわしい」を矢印で結び、「味方」に対比関係に近いと Aがとら

えた語を列挙している。これは「味方」の対立概念としてそれぞれ「敵」・「害を与える獣」「嫌な感
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じ」とそれぞれの概念対比を認識していることを表している。 

 

 

・途中経過ノートから 

 

同じ班の人と他班の人の意見を交換することで，自分の持っている知識をさらに深めることができ
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た。また新しい知識を手に入れたり持っている知識を広げたりすることができた。 

作文を書き始めると，付箋のどれをどのように入れていけば良いのかを考えながら作業するので大

変だった。西洋と日本，今と昔をしっかり対比させて書きその時の特徴をなどが表せられれば良い

と思う。自分の感想も入れて自分だけの作文をつくり，考えを他の人に伝えられるようにしたい。 

 

 この記述からは、付箋の情報を取捨選択していくことに大変さを感じていることが分かる。付箋

の数は３２枚貼られ，対比構造表が一面覆われている。生徒との情報の交流から多くの情報を得て

いることがわかる。付箋を貼る場所も工夫が見られ，ひと目で対比構造のどこの情報かが分かるよ

うに貼っている。また「西洋と日本」「今と昔」の対比構造に着目して対比させようと意識した作文

にしていこうとしている。 

 

・作文から 

 A は自己課題は「神のように敬われていたオオカミを殺した理由」とした。作文の内容は，課題

に対し昔の日本，昔の西洋，今の日本，今の西洋についての情報を述べ，最後に自分の考えをまと

めている。 

 字数を見ると８００字程度と定めているところ，１０４６字であった。これだけオーバーしてい

ることは，書きたいことが情報としてしっかり計画できていることを示しているものと考える。書

いていた時間についても１単位時間（５０分）で書き終えている。普段の書くスピードに比べとて

も早く仕上がっている。  

 A の作文の構成を見てみると，授業で習得したように，時と地域を関連させた対立概念の捉え方

を自分の作文に活用している。対比構造を大きく時間を軸として前半を「昔」，後半を「今」のオオ

カミのイメージとして対比させている。さらに，それぞれの中に，地域（日本・西洋）の軸を設け

ている。つまり，時間の対比（昔・今）の中で地域の対比（日本・西洋）を組み，二重の対比構造

としている。本文での対比構造読みの中で学んだ対比意識を自分の作文に活かしている。 

 対比語彙を見てみると，「神・悪者」，「ヒーロー・悪者」に注目したい。使用語彙として表現へ使

われている。本文に使われている語であり，「神・悪者」では，信仰・崇拝を対比概念として捉えて

いるが，情報交流で得た語であり，「ヒーロー・悪者」は人間に近い親しみのある存在を自己内対比

として表している。 

 

Bの事例 

・対比構造表から  

 付箋の数は５７枚であった。対比関係の語数は１２対ある。特徴的なところは，語同士の対比関

係では第４象限「童話」（オオカミ少年）と第２象限「三峯神社」双方が対比の矢印で結ばれている。 

 

・途中経過ノートから 

 

対比する言葉探しでは，見つかれば見つかるほど次の言葉を見つけるのに時間がかかった。  

意見の交換は，よりたくさんの情報を得ようと思い，相手の言っていることによく耳を傾けた。そ
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して私自身も，他の人に色々な情報をあげられたと思う。 

 

「対比語彙を見つける時間がかかり，大変だった」という記述から，対比語彙を捉えることが本人

にとって難易度が高かったことがわかる。授業の感想には「対比をすることで時代ごとのオオカミ

の考え方が分かった」と書いていて対比関係を意識しながら対比構造表にまとめていったことが分

かる。友達との協働学習において，情報を得ようと友達の話をよく聞くことで，新たな理解語彙を

獲得でき，さらに自分の得た情報を発信することで，自己資料から得た理解語彙を使用語彙に転換

する機会になったと考える。 

 

Bの作文について 

 課題を「なぜそんなにオオカミが嫌われた？日本編」とした。字数を見ると８００字程度と定め

ているところ，９０３字であった。書きたいことが情報として計画できていることを示しているも

のと考える。書いていた時間についても１単位時間（５０分）で書き終えている。普段の書くスピ

ードに比べとても早く仕上がったと言える。 

 B の作文には，昔の日本で敬われていたオオカミが嫌われてしまったのか，その理由を傍線①の

ように，３つの項目を並列させて述べている。昔の日本と生態系を元に戻そうとする考えがある現

代の日本の記述が中心である。昔と今のヨーロッパとの対比構造は見られなかった。 作文におけ

る対比語彙を見てみると，「祀る・忌まわしい」，「敬う・嫌う」に注目したい。それぞれ「忌まわし

い」，「嫌う」は本文中にある語である。課題への調べ学習や交流することを通して，「祀る・忌まわ

しい」，「敬う・嫌う」が自己内対比し構築され，理解語彙であった対比構造を使用語彙として作文

に使われている。 
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Cの事例 

・対比構造表から 

 対比構造表の対比語彙の数は２４対であり，付箋の数は４６枚であった。 

 対比構造表には対比関係にある語として示したものの中で特に第２象限「まつる」と「駆除」「撲

滅」「迫害」，第２象限「味方」も同じように「忌まわしい」「害獣」「悪者」は，どちらも対比関係

にある語同士が類義語の関係にあり，対比関係を熟慮した様子が分かる。語の意味と語彙から自分

のとらえた対比関係をしっかりと対比構造表に活かしている。 

 

・途中経過ノートから 

 

対比する言葉探しは意外と身近に自分で使っている言葉だとわかった。対比する言葉を使うことに

より時代ごとや国ごとの考え方の変化がよく分かる。 

 

対比する語を自分の身の回りにある言葉だという意識が見られた。このように捉えられれば，対

比語彙を自分の生活の中の近い語彙から見つけることができ，ハードルが大きく下がると考えられ

る。この気付きは重要であり，この感覚で対比語彙を捉えていけば，理解語彙を使用語彙への転換

が大きく進むととらえられる。 

 対比関係にある語を使うことにより，時代や国を軸とした考え方の変化が分かると述べている。

この捉え方も重要だ。対比関係にある語を捉えていくと，文章の部分だけでなく全体としての読み

ができることに気付いている。 

 

課題に合った資料を探すのは大変だったが，インターネットをだけではなく，先生の持ってきてく

れた資料なども全てに目を通し，自分にあった資料を見つけることができた。 

 

課題を解決するために，様々な資料に当たることで，対比する語彙やその周辺の語彙にも触れる機

会が増え，使用語彙が広がることが期待される。 

 

・作文から 

 字数を見ると８００字程度と定めているところ，９００字であった。書いていた時間についても

１単位時間（５０分）で書き終えている。普段の書くスピードに比べとても早く仕上がったと言え

る。作文を見ると，課題は「狂犬病でなぜオオカミだけ駆除の対象になったのか」としている。対

比構造を見てみると，課題における今の日本，昔の日本，西洋の昔，西洋の今の順で本文の対比構

造が活用され，対比構造意識が活性化されている。 

 対比語彙を見てみると「激増・激減」と「繁殖・絶滅」に注目したい。「激増・激減」は本文では

シカについて述べる時に使用されている。それを作文の中では，オオカミの激減に対してシカの激

増と本文で使用されている語彙を使用語彙としていて自己内での活性化ができていることがわかる。

また，「繁殖・絶滅」では「オオカミの絶滅を防ぐために繁殖させる」と本文にない語との対比概念

を押さえ，使用語彙として使っていて活性化していることが分かる。 
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まとめ 

 三人の事例により，まず，対比構造表からは，マトリックスの図に時間と場所の軸を置いて行っ

た。そうすることにより，例えば１つの語に対していくつかの対比関係にある語を見つけるなど，
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対比概念の構築が見られた。感想ノートからは，対比関係を意識して情報収集や作文作成にあたっ

ている意識を見ることができた。意識が対比語彙を捉えていくことに向いていることにより，対比

概念が何になるか思考していくことになると考える。 

作文では，構成において，対比意識を活性化させ本文で学んだ対比構造を使っていた。しかしBは

従来行ってきた事柄を並列させる構成であり，構成における対比意識を見ることはできなかった。

今回初めて対比構造を中心に読んでいったのだが，このような学習を繰り返すことで対比構造をと

らえ表現に活用していけると考える。 

 対比語彙では，本文にある対比語彙を使っていた。それに加えて，本文中にない語を対比させて

使用していた。これは本文での対比概念を学ぶことにより，本文にない語に波及し，対比概念を構

築していたため活性化が起こっていたと考えられる。 

 作文にとりかかる時間や作文を書き終える時間は事例で挙げた３人以外のほとんどの生徒でもい

つも書かせている作文と比較してもとても短かった。これは，対比関係を使った構成や使おうとす

る使用語彙の準備が整っていたためではないかと考える。そのため，内的な活性化が起こっていた

ものと考えることができる。 

 

おわりに 

 本論文では国語科教育における現代的問題点を解決する一授業プログラムを開発した。授業開発

をする際の観点として協働的学習・言語活動・語彙指導を組み込み、中心教材として説明的文章を

設定した。本授業構想に適する学習材として、文章構造として時間的、空間的対比が使用されてい

るものを選定した。具体的な授業実践として、茨城大学教育学部附属中学校１年生を対象として、

８時間の単元を設定した。単元の詳細は前述の通りであるが、理解から表現へという流れを一連の

単元として組み立てたことで、身につけるべき能力を学習者自身が明確に理解していたという点が

特徴的である。具体的には、語彙の対比と構造の対比という二観点での「対比」を中心にすべての

学習が進められていたということである。その結果、対義語に対しては、ある基準に基づいて読み

取ることができ、対比表現は、文脈しだいで対義語になったり同義語になったりするということを

学でいる。また、書くことの構造化に関しても同様で、「マトリックス」という試行の可視化にあた

る図を提示して考えを進めた結果、学習者の作文作成にかかる時間についても短縮が見られた。 

 このような伸長すべき能力について明確に設定して授業プログラムを構築した結果、それに対応

する学習者の結果が得られたことは、授業者の力量によるところも大きい。しかし、この授業プロ

グラムは、他にも様々な「要因」を抱えており、学習者の実際的な作文分析や、授業内での授業者

の発話など検討すべき要素は大きい。授業自体を丸ごととらえることは困難ではあるが、この授業

プログラムに関して、学年や学習材を変えた取り組みによる追検証が必要である。そのことにより、

「要因」の明確化をはかることが今後の課題である。 

 

                                                 
i  佐藤学 『学校の挑戦―学びの共同体を創る』（小学館 2006） 
ii  文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/ 

2009/05/12/1216828_1.pdf 
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Lesson Practice for Learning an Accurate Processing Technique Using Chemical Wood 
 

Shotaro TAKAHASHI, Kazuki HOSAKA, Yusuke KAWASAKI, Wataru SUZUKI,  

Hiroyuki TANAKA and Yuji KUDO 

 

 

キーワード：中学校技術科，ケミカルウッド，緻密な加工技術，先行導入題材，授業実践 

 

本研究は，中学校技術・家庭科技術分野の内容 A「材料と加工に関する技術」において，緻密な加工技術の習得を指向し

た先行導入題材を用いて授業実践を行い，その学習効果を検証することを目的としたものである。ここでいう先行導入題材と

は，工夫・創造する能力の育成を旨とする主題材に対して，事前に基礎・基本の定着と主題材への動機付けを図るために導

入する予備的な題材のことである。本研究では，加工方向を選ばない等方性材料であるケミカルウッドを利用した先行導入

題材を用いて，加工精度を要する組木細工を製作する授業実践を行い，その学習効果を検証した。その結果，本授業実践

には材料の性質に関する知識や工具の操作に関する技術，製作に対する実践的態度等において一定の学習効果があっ

たことが示された。 

 

 

１．はじめに 

 

中学校技術・家庭科技術分野（以下，技術科）では，木材，金属などを主な材料とした製作品の

設計・製作（以下，材料加工学習）が学習内容として位置づけられている 1）2）。しかし，平成 20 年

の中学校学習指導要領改訂に伴い，「生物育成に関する技術」や「情報に関する技術」の計測・制御

の内容等が必修となったにもかかわらず，技術科の授業時数に変更がなかったため，材料加工学習

に割り当てられる授業時数は実質的に削減されることとなった。また，選択教科等に充てる授業時

数の廃止により，選択教科としての技術科もなくなり，材料加工を経験する機会も減少していると

考えられることから，材料加工学習においては，より効率的で魅力ある学習活動を展開するために， 
―――――――― 
*茨城大学大学院教育学研究科  **茨城大学教育学部 
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教師による題材の工夫が求められることが推察される。 
中学校学習指導要領解説技術・家庭編（以下，学習指導要領解説）では，題材の設定に関して，

教科及び分野目標を達成すると同時に，学習の系統性や総合性を考慮する必要があるとしている 3）。

しかし，授業時間数が削減されている現在のカリキュラムにおいては，生徒に学習させたい内容を

網羅した題材を用いるには時間的制約が大きな課題となっている。 
一方，技術科では「生活を工夫し，創造する実践的な態度」を育成するために，従来から問題解

決的な学習が重視されている。技術科における問題解決的な学習とは，『生徒の生活体験の拡充と反

省的思考の働きを促す学習法で，生徒の身近な問題を取り上げて積極的・能動的に取り組ませる学

習』とされている 4)。学習指導要領解説においても，『生徒が学習した知識及び技術を生活に活用で

きるよう，問題解決的な学習を充実する』と明記されており 5)，技術科における問題解決的な学習

の重要性が窺える。また，森山（2002）は『問題解決的な学習を充実させるためには，基礎・基本

の学習が充実していなければならず，基礎・基本で学んだことをいかにして自分自身の問題解決に

利用すればいいかを気づかせなければならない』と述べている 6）。したがって，問題解決的な学習

を旨とする題材において工夫・創造する能力を発揮させるためには，その前提として基礎・基本の

学習を充実させる必要があると考えられる。 

材料加工学習で扱われる製作題材は，依然として木材によるものが多く，その他の材料を取り入

れた題材はあまり扱われていないことが報告されている 7）。しかし，木材は異方性を有す多孔質材

料であり，個体によっては節なども見受けられるため，初学者にとっては必ずしも加工が容易では

ないことが推察される。そこで，木材を用いた主題材に取り組む事前段階において，金属やプラス

チックのように等方性材料でありながら硬さが木材と同等な材料を用いた先行導入題材に取り組ま

せる。そうすることで，材料加工学習に関する基礎的・基本的な知識・技能を学ぶとともに，学習

指導要領で求められている緻密さにこだわった正確な加工技術（以下，緻密な加工技術）を体験す

ることができるようになると考えられる 8）。また，「緻密さへのこだわり」は我が国の文化や伝統を

支えてきた重要な観点であり，材料加工学習によって学習させる意義は大きい 9）。したがって，材

料と加工に関する基礎・基本を学習する場面において，等方性材料を用いて緻密な加工技術の習得

を指向した先行導入題材を考案することは意義がある。 
 筆者らはこれまでに，技術科の材料加工学習において利用可能な先行導入題材を考案し，その有

用性を評価するとともに，同題材を用いた学習指導の展開方法について検討している 10）。そこで本

稿では，考案した題材を用いた授業実践を行い，その学習効果について検証することとした。具体

的には，筆者らが作成した質問紙を用いて検証授業の実施前後における生徒の学習のレディネスの

変化を調査し，対応のある t検定によって検証した。 
 

２．先行導入題材及び指導計画の考案 

 

2.1 考案した先行導入題材 

 筆者らは，先行導入題材として，ケミカルウッドを用いた組木細工を考案している。ケミカルウ

ッドは，ポリウレタン樹脂からなる人工材料で，見た目，肌触り，切削感覚等は木材に近く，収縮・

膨潤しないという特徴をもっている。また，加工方向を選ばない等方性材料であり，木材と比較し
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て加工性に優れていることから，本研究に適した材料だといえる。考案した先行導入題材の部品図

及び設計図を表1，図1に，完成見本を図2に示す。 
 

表1 組木細工の部品図 

部品名 厚さ×幅×長さ（mm） 数量 

6本組み木 19.8×19.8×80 6 

 

 
図1 組木細工の設計図 

 

 

図2 先行導入題材の完成見本 

 

2.2 考案した指導計画 

2.2.2 先行導入題材を用いた授業計画 

 先行導入題材を用いた授業計画を以下に示す。尚，提示資料や学習指導の展開方法等については

先行研究を参照されたい。 
（1）目標 
 等方性を有する新素材（ケミカルウッド）を材料とした組木細工によるパズルを製作することで，

ものづくりに必要な緻密さにこだわりをもたせると同時に，材料に適した工具を用いたり，正確か

つ効率的に作業を進めるために治具を利用したりすることの必要性について理解させ，材料加工の

ための技術を安全に活用しようとする態度を養う。  
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（2）準備・資料 
 鋼尺，直角定規，治具，Cクランプ，当て木，両刃のこぎり，棒やすり，実物投影機，モニター 
（3）展開 

学習内容・活動 時間 指導上の留意点 
（前半授業）   
1. ケミカルウッドに触れ，観察する。 
 
 
2. 学習課題を確認する。 

新素材を使ってパズルをつくろう！ 
 

5分 
 
 

5分 
 

○新素材であるケミカルウッドを提示して，色，

かたさ，重さなどの視点を与え，材料につい

て予想させる。 
○ケミカルウッドが製品の模型をつくるときな

どに使われることを説明し，加工を容易に行

うことができる新素材の技術に興味をもたせ

る。 
3. ケミカルウッドを用いて作品を製作する。 

(1) けがきをする。 
10分 ○学習シート内に製作工程を記し，作業を進める

過程でチェックを入れさせるようにする。 
○けがきの方法を書画カメラで撮影して，モニタ

ー上で見せながら説明する。 
（後半授業）   
(2) 治具にケミカルウッドを挟んで切断する。 
(3) 仮組立てする。 
(4) やすりがけを施し仕上げる。 

20分 ○教卓に生徒を集め，切断の方法と治具の役割を

実演しながら説明する。 
○安全なものづくりを推進するため，刃物の取り

扱いについて注意を促す。 
○緻密なものづくりの必要性を気付かせるため

に，仮組立てを行わせる。 
○うまく組み上がらないことに対して，原因を考

えさせてワークシートに書かせる。 
○机間指導で作業が止まっている人を対象に再

度説明を行う。 
4. パズルを組みあげて，作品の精度について検討す

る。 
5分 ○配布したワークシートに各自気づいたことを

記入する。 
○友だちの作品と組み合わせて 1 つの作品にす

ることで，製作の喜びを分かち合い，緻密な

ものづくりへの関心を高める。 
5. 本時のまとめを行う。 

 
5分 ○他の新素材としてカーボン，生分解性プラスチ

ックなどを取り上げ，実際に使用されている

製品とともに紹介する。 
 

 
6. 清掃を行う。   

 

 

３．質問紙調査 

 

3.1 調査項目の作成 

 中学生の材料加工学習におけるレディネスを調査するための質問項目を以下の手順に基づいて作

成した。 

  

○評新素材（ケミカルウッド）の技術に気づく

とともに，緻密な加工を施す必要性につい

て実感を伴って気づくことができる。 

(学習シート：関心・意欲・態度) 



高橋ほか：ケミカルウッドを用いた緻密な加工技術を習得するための授業実践 

 - 53 - 

（1）「緻密な加工技術」をキーワードとして，どのような生徒がそれを身に付けているか，自由記

述により回答を求める調査を実施した。調査協力者は，技術教育を選修している大学生34名及

び大学院生8名の計42名である。 
（2）調査により得られた自由記述の内容について，戸狩ら（2011）の学習レディネステスト 11）の

質問内容を参考にしながら，教職経験が20年以上で専修免許取得者である大学教員1名と大学

院生5名の計6名で協議を行った。内容が重複している項目の削除や，記述が見られなかった材

料についての項目の追加等を行い整理・統合した結果，最終的に25項目からなる調査票を作成

した（表2）。尚，調査票は材料加工学習全般を調査できるものとなっており，中学生が容易に理

解・回答できる文章表現になるよう配慮されている。 
 
3.2 手続き 

抽出した25項目を用いて質問紙を作成し，4件法による調査を行った。調査内容は『この調査は，

新素材であるケミカルウッドを用いた組木細工を製作する授業を受ける前後で，皆さんにどのよう

な変化があるのかを明らかにするためのものです。26の質問項目に対して，次の1～4の中からあ

てはまる番号にマークして下さい。尚，学校の成績とは一切関係ありませんので，自分の思うとお

りに記入して下さい』として，授業前後における意識の変化の調査であることを十分に指示し，「1：
あてはまらない」，「2：ややあてはまらない」，「3：ややあてはまる」，「4：あてはまる」の4つの

選択肢から，各質問項目に回答させた。 
 

４．授業実践 

 

 授業実践の概要を以下に示す。 
 

実 施 日：平成26年3月20日（木） 
実 施 校：I大学教育学部附属中学校 
対象学級：第2学年2組 32名（男子16名，女子16名） 
実施教室：技術室 

指 導 者：日本産業技術教育学会「技術科教員指導能力認定試験」合格の大学院生 
 

 授業の実施前後に行った質問紙調査への有効回答数は，事前・事後とも32名中30名（有効回答

率93.75％）であった。 
尚，対象となる生徒は，木材を主材料とした材料加工学習を行っており，のこぎり，かなづち等

の工具を使用した経験があった。 
 

５．学習効果の検証 

 

 開発した先行導入教材を用いた授業実践の学習効果を検証するために，授業の実施前後における

学習のレディネスの平均得点を比較した。  
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表 2 実践前後における平均得点及び検証結果 

 質問項目 実践前 実践後 t検定 
1．木材の性質について説明することができますか。 2.60 

(0.99) 
3.20 

(0.79) 2.63** 

2．金属の性質について説明することができますか。 3.00 
(0.93) 

3.20 
(0.83) 0.81 

3．プラスチックの性質について説明することができますか。 2.43 
(0.99) 

2.77 
(0.88) 1.22 

4．新素材の1つであるケミカルウッドについて説明することができま

すか。 

1.13 
(0.34) 

2.83 
(0.86) 9.43*** 

5．木材を使ってものづくりをしてみたいと思いますか。 2.97 
(0.95) 

3.27 
(0.89) 1.07 

6．金属を使ってものづくりをしてみたいと思いますか。 2.97 
(0.91) 

3.30 
(0.82) 1.26 

7．プラスチックを使ってものづくりをしてみたいと思いますか。 2.80 
(1.05) 

3.17 
(0.86) 1.30 

8．新素材の1つであるケミカルウッドを使ってものづくりをしてみた

いと思いますか。 

2.87 
(0.96) 

3.30 
(0.90) 1.63 

9．木材・金属・プラスチック・新素材（ケミカルウッド）などの材料

について知りたいと思いますか。 

2.83 
(1.00) 

3.30 
(0.87) 1.70* 

10．ケミカルウッド以外の新素材についても知りたいと思いますか。 2.87 
(0.99) 

3.37 
(0.87) 1.77* 

11．ケミカルウッド以外の新素材を使って，ものづくりをしてみたいと

思いますか。 

2.87 
(0.96) 

3.27 
(0.85) 1.42 

12．精度よくものをつくろうとするとき，どのような順番でつくってい

けばよいか説明できますか。 

2.47 
(0.96) 

2.87 
(0.99) 1.62 

13．設計図の大切さについて説明することができますか。 2.77 
(0.99) 

3.13 
(0.92) 1.41 

14．何かをつくるとき，どの材料を用いれば良いかを理由をつけて説明

できますか。 

2.37 
(0.87) 

2.83 
(0.93) 1.88* 

15．0.5mm単位で加工を行うものづくりは精度の高いものであると思

いますか。 

2.47 
(1.06) 

3.00 
(1.00) 1.77* 

16．設計図にしたがってより精度の高いものをつくってみたいと思いま

すか。 

3.00 
(0.97) 

3.20 
(0.91) 0.71 

17．どうしたら精度の高いものをつくれるようになるのかを知りたいと

思いますか。 

2.70 
(1.13) 

3.27 
(0.73) 2.07** 

18．のこぎりやかなづちなど，色々な工具の正しい使い方を知りたいと

思いますか。 

2.83 
(0.97) 

3.17 
(0.78) 1.51 

19．つくろうとするものを設計図に表す方法を知りたいと思いますか。 2.73 
(1.03) 

3.07 
(0.85) 1.31 

20．精度の高いものをつくりたいと考えることがありますか。 3.00 
(1.13) 

3.30 
(0.78) 1.10 

21．のこぎりをうまく使うことができますか。 2.47 
(0.81) 

2.97 
(0.84) 2.06** 

22．作業を計画的に進めることができますか。 2.37 
(0.84) 

2.93 
(0.85) 2.43** 

23．精度の高いものをつくることができますか。 2.30 
(0.94) 

2.77 
(0.88) 2.00* 

24．のこぎりやかなづちなどの工具を使ってものをつくることを楽しい

と感じますか。 

3.40 
(0.95) 

3.27 
(0.81) 0.56 

25．1つ1つの作業が正確にできているか確認しながらものをつくるこ

とができますか。 

2.57 
(0.88) 

3.23 
(0.84) 2.53** 

（ ）内の値は標準偏差，t値は *：p<.10，**：p<.05，***：p<.01を示す。 
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表2より，設問1「木材の性質について説明することができますか。」（t(29)＝2.63，p<.05），設問

4「新素材の1つであるケミカルウッドについて説明することができますか。」（t(29)＝9.43，p<.01），
設問17「どうしたら精度の高いものをつくれるようになるのかを知りたいと思いますか。」（t(29)＝

2.07，p<.05），設問 21「のこぎりをうまく使うことができますか。」（t(29)＝2.06，p<.05），設問 22
「作業を計画的に進めることができますか。」（t(29)＝2.43，p<.05），説明 25「1 つ 1 つの作業が正

確にできているか確認しながらものをつくることができますか。」（t(29)＝2.53，p<.05）の 6 項目で

有意差が認められた。また，設問 9「木材・金属・プラスチック・新素材（ケミカルウッド）など

の材料について知りたいと思いますか。」（t(29)＝1.70，p<.10），設問 10「ケミカルウッド以外の新

素材についても知りたいと思いますか。」（t(29)＝1.77，p<.10），設問 14「何かをつくるとき，どの

材料を用いれば良いかを理由をつけて説明できますか。」（t(29)＝1.88，p<.10），設問15「0.5mm単

位で加工を行うものづくりは精度の高いものであると思いますか。」（t(29)＝1.77，p<.10），設問 23
「精度の高いものをつくることができますか。」（t(29)＝2.00，p<.10）の 5 項目で有意傾向が見られ

た。有意差が認められなかった項目については，作成した質問紙が本授業実践で扱った内容よりも

広い内容を含んでいること（例えば，設問13「設計図の大切さについて説明することができますか。」）

や，事前段階から学習のレディネスが高かったこと（例えば，設問 2「金属の性質について説明す

ることができますか。」や設問 20「精度の高いものをつくりたいと考えることがありますか。」）が

影響しているものと推察される。 
以上の検証結果から，本授業実践には材料の性質に関する知識や工具の操作に関する技術，製作

に対する実践的態度等において一定の学習効果があったことが推察される。したがって，主題材を

用いた授業を実施する事前段階において本指導計画を展開することで，基礎的・基本的な知識・技

能の定着と主題材への動機づけがなされることが示唆された。 
一方で，設問24「のこぎりやかなづちなどの工具を使ってものをつくることを楽しいと感じます

か。」においては，授業実施後の平均得点が授業実施前のそれを下回る結果となった。これは，ワー

クシートの自由記述欄に『治具まで削ってしまい，切断線通りに切ることができなかった』，『ガタ

ガタになってしまい，うまく組み上がらなかった』等の記述が見られたことから，緻密な加工技術

の習得を指向するあまり，各個人の能力に応じた達成感や成功体験を味わわせることができなかっ

たためだと推察される。したがって，本題材を用いてよりよく実践するためには，生徒一人一人が

達成感や成功体験を知ることができるような指導の工夫が必要であろう。本稿では指導計画の再

考・再検証を行うまでには至らなかったため，これらは今後の課題としたい。 
 

６．おわりに 

 

 本研究では，加工方向を選ばない等方性材料であるケミカルウッドを利用した先行導入題材を用いて，加工

精度を要する組木細工を製作する授業実践を行い，その学習効果を検証した。その結果，本授業実践には材

料の性質に関する知識や工具の操作に関する技術，製作に対する実践的態度等において一定の学習

効果があったことが示された。 
 今後は，本題材を用いてよりよく実践してゆくために，指導計画の再考と再検証を行っていく所

存である。  
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太陽光発電による LED照明を活用した生物育成教材の開発 
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Development of Nurturing Living Training Materials that Utilize Solar-Powered LED Light  

 

Hiroyuki TANAKA, Yuki YAMAGUCHI and Yuji KUDO 

 

 

キーワード：太陽電池モジュール，LED照明器，生物育成，教材開発 

 

平成 20 年 3 月に改定された中学校学習指導要領技術・家庭科技術分野は「生物育成」の内容が必修化され，授業

時間数はそのままで，「材料と加工」，「エネルギー変換」，「生物育成」，「情報」の内容を全て学習することになった。

したがって，各内容の連携を図ることで授業時間数が有効に使える教材の開発が求められている。本研究では，「エネ

ルギー変換」と「生物育成」の内容で活用することのできる教材としての LED 照明器の開発を目的とした。開発教

材は，「エネルギー変換」の内容としては，太陽電池モジュールを使用することで再生可能エネルギーを扱ったエネル

ギー変換の基本的な回路や仕組みを理解し，エネルギーと環境・社会とのかかわりについて考えることができる。そ

して，「生物育成」の内容としては，先端技術である植物工場などの施設栽培の理解を通して，生物育成に関する技術

の環境や社会への影響について考えることができる。開発した教材は，中学校技術科の授業で実践した。その結果，

開発した LED 照明器は授業で有効に活用できることが分かった。また，課題も明らかになったので，さらなる教材

の改善も行った。 

 

 

1 はじめに 

 

平成20年3月に改定された中学校学習指導要領技術・家庭科技術分野（以下，指導要領）では，

栽培・飼育の内容を取り扱った「生物育成」の内容が必修化され，「材料と加工」「エネルギー変換」

「生物育成」「情報」全ての内容を学習することになった。指導要領改善の基本方針では，持続可能

な社会の構築や勤労観・職業観の育成を目指し，技術と社会・環境との関わりやエネルギー，生物

に関する内容の改善・充実を図るとされている 1)。             

そのような中，現代の日本はエネルギー消費問題や環境問題，食料自給率低下の問題があり，「エ 

――――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科 **茨城大学教育学技術教育室 
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ネルギー変換」や「生物育成」の内容を学習することは，持続可能な社会の構築のために必要不可

欠であるといっても過言ではない。しかし，現行の指導要領では，各内容が増加したにもかかわら

ず授業時間数の増加はなく，技術科の授業時間数は三年間で87.5時間となっている 2)。このことか

ら，現行の指導要領解説でも相互に各内容の有機的な関連を図り，系統的及び総合的に学習が展開

されるように配慮することが重要とされ，技術科の各内容の連携を重視した授業が求められている

3)。教科書では内容の連携による実習例として，「情報に関する技術の計測・制御システムを生物育

成に活用する実習4) 」や「エネルギー変換教材の製作時に材料と加工に関する内容を用いる実習5) 」

などが掲載されている。しかし，教科書の実習例だけでは，多くの制限がある学校現場で，効果的

な授業を行うことは難しいと考えられる。 

そこで，浦山らは「材料と加工」と「エネルギー変換」，「生物育成」の内容を取り入れた授業と

して，LED照明器を生徒個人に製作させた後，照明器を活用した栽培学習ができる教材を開発した

6)。また，魚住らは生物育成の内容を深めるために，照明・灌水・温度の環境条件を制御する教材

の開発を行った 7)。これらの教材では，どちらも LED を用いた照明器を開発し，生物育成の内容

である栽培の範囲で使用することを目的としている。また，照明器は生徒自身が製作可能であるこ

とや，エネルギー変換の内容を多く含んだものとなっており，「材料と加工」，「エネルギー変換」，

「生物育成」の知識及び技術を連携して学習することができる。 

しかし，これらの教材では限られた学校のスペースや授業時間数，電源の配線など多くの問題が

あり，それらを解消することは難しいものと考えられる。そこで，本研究では「エネルギー変換」

と「生物育成」の内容との連携が図れ，各内容を十分に学習することができ，限られた学校環境で

も活用できるような教材の開発を目的として，栽培に使用できる照明器の開発を行った。 

 

 

2 照明器開発の検討 

 

2．1 教材の開発における観点について 

 「エネルギー変換」と「生物育成」の内容について指導要領解説と先行研究から検討を行い，教

材開発における観点をまとめる。 

まず，「エネルギー変換」の内容から教材開発における観点について考える。改訂された指導要領

解説では「エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組みを知ること」とし，例では電気機器の特徴を

知ることや電気エネルギーを熱，光，動力などに変える仕組み，電源・負荷・導線・スイッチ等か

らなる，基本的な回路を扱い電流の流れを制御する仕組みについても知ることと示されている 8)。 

さらに，エネルギー変換に関する技術の適切な評価・活用については，新エネルギーなどの環境

負荷の軽減を目的とした先端技術に触れ，考えるきっかけを与えるとされている 9)。このような内

容の学習のために教科書では，「太陽光発電を利用して充電器を作ろう」といった，太陽電池モジュ

ールを使用した実習例がある 10)。 

また，限られた学校のスペースや時間，電源の配線にも配慮して，生徒自身が製作し，活用可能

な教材でなければならない。これらのことから観点を以下3点としてまとめる。 
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続いて「生物育成」の内容から教材開発における観点について考える。改訂された指導要領解説

では，「生物の育成に適する条件と生物の育成環境を管理する方法を知ること」と示されており，環

境要因が影響することを踏まえて，生物育成に適する条件と育成環境を管理する方法について知る

こととされている 11)。教科書では主に，栽培の内容について記載されており，露地栽培や施設栽培，

容器栽培に分けられている。しかし，実習例では露地栽培や容器栽培についての内容が多く，環境

条件を人工的に制御したような施設栽培の実習例はない。また，学校現場の限られた環境では，水

耕栽培等を使用した栽培学習が主となっている 12)。 

さらに，現行の指導要領解説では，「先端技術があることを踏まえ自然の生態系を維持し，よりよ

い社会を築くために，生物育成に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度を育成する」とさ

れている。そこで施設栽培でも，日本における普及率が年々増加傾向にある，植物工場を取り上げ

る必要があると考えた。現在，世界的に食の問題が多く見られる中で，植物工場は今後必要不可欠

となる先端技術であると考えられる。しかし，植物工場のエネルギー消費といった欠点等があると

いうことは避けきれない。ここでも技術と社会・環境とのかかわりについて理解を深められること

が必要であると考える。これらのことから観点を以下3点としてまとめる。 

 

 

 

 

 

以上のことを観点とし，照明器の教材開発を行った。 

 

 

2．2 教材の開発について 

「エネルギー変換」と「生物育成」の内容から考えた観点より，本研究で開発する照明器は，先

端技術を体験しながら基本的な知識と技能を学び，技術と社会・環境との関わりを考え，それらを

適切に評価し活用する能力と態度を身につけるために，効果的に作用する教材の開発を検討するこ

とにした。 

そこで，本研究で開発する照明器は，太陽電池モジュールを使用し，得ることのできた電力を活

用して，生物育成に役立てることができる照明器を検討した。このことで，新エネルギーを体験的

に学習することができるようにした。 

また，植物工場をモデルとしているが，24時間照明器を点灯することは困難であるため，太陽光

併用型とし，冬季などの日照時間が短い季節に使用できるような，「補助照明」として使用すること

① 基本的な回路を取り扱い，生物育成に活用するという目的を持って製作ができること。 

② 製作品は技術室などの限られたスペースや電源の配線環境の中でも，生徒一人一人が使用す

ることができること。 

③ 環境負荷の軽減が目的である新エネルギーを実際に体験し，技術と社会・環境とのかかわり

について考えることができること。 

 

① 学校現場で導入されやすい水耕栽培や容器栽培と組み合わせ，使用することができること。 

② 育成環境の管理方法を知り，成長に効果的な栽培方法を工夫することができること。 

③ 植物工場のような先端技術を取り入れ，技術と社会・環境とのかかわりについて考えること

ができること。 
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を目的・条件とする。 

 

 

3 開発した照明器の説明 

 

3．1 照明器の機能について 

照明器は「エネルギー変換」と「生物育成」の内容を連携させた「栽培における補助照明」を目

的としている。製作に使用した電気部品を表 1，電気回路を図 1，照明器を図 2 に示す。この照明

器は太陽光と併用するため，暗くなると点灯するようにした。そこで照明器に，分光感度特性が人

間の視感度特性に近いホトトランジスタ（NJL7502）を照度センサとして使用した。しかし，ホト

トランジスタのON抵抗が高いので，分圧抵抗はかなり大きな値となる。使用を検討していたトラ

ンジスタ（2SC1815）では分圧抵抗470kΩくらいまでしか使用できないが，教室内の人影でもLED

が点灯してしまった。この問題を解決するために，ダーリントントランジスタ（MPSA13G）を使

用することにした。これにより，分圧抵抗はより高抵抗でも作動するようになったので，2.2MΩと

すると周囲がかなり暗くなった時点で点灯する回路が完成した。今回の照明器の制御部分は，教科

書の内容を理解することができれば，十分に製作可能な内容となっている。 

また，使用する太陽電池モジュールは5Vのものを選択したことから，2.7Vの二重層コンデンサ

を 2 個直列で使用した。さらに，照明部分は省電力のLED を選択した。しかし，植物工場のよう

に大量の LED を使用することは，学校現場で扱う教材として難しいことから，植物の光合成に最

も作用するとされている，660nmの波長帯の赤色光LEDを2つ使用した。赤色光LEDを使用す

ることによって，植物工場のイメージを実際に体験することができ，さらに植物の成長にも有効的

に作用することが考えられる。 

図2で示した照明器であるが，上記で説明した基板部分と太陽電池モジュールを180mm×20mm

の大きさのアクリルに固定し，ペットボトルのキャップ部分に固定した。太陽電池モジュールは補

強金具を組み合わせて，様々な方向・角度を変更できようにしたことから，限られた環境でも効率

よく充電を行うことができるようにした。 

今回の照明器の製作では，アクリルの切断と穴あけの加工を行うことで，「材料と加工」の内容と

連携を図ることができる教材となった。さらに，使用済みペットボトルを活用することによって，

資源の再利用も図りながら，照明器を自由に持ち運ぶことが容易に行える。また，水耕栽培用のキ

ットとも併用することができ，省スペースでの栽培を行うことができる。 

表1 照明器の電気部品表 

図番号 電子部品名 商品名称・値 使用個数 

① 太陽電池モジュール 5V・230mA 1 

② 電気二重層コンデンサ 10F・2.7V 2 

③ トランジスタ MPSA13G 1 

④ ホトトランジスタ NJL7502L 1 

⑤ LED-RED OSR7CA5111A・660nm 2 

⑥ 抵抗器 2.2MΩ 1 

⑦ 抵抗器 470Ω 2 

⑧ ダイオード 1S3 1 
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図1 開発した照明器の回路図              図2 開発した照明器 

 

 

3．2 照明器の点灯機能について 

照明器の点灯機能を示すために，点灯時間と光量子束密度の関係を図3に示した。光量子束密度

とは，植物が光合成を行う際に必要な光の単位である。一般的に光量子束密度が100µ /smol/m 2 以

上の値であれば，レタスのような葉菜類を育成することが可能であるとされている(13)。光量子束密

度の計測には装置を用いて，二重層コンデンサが十分に充電した後，連続点灯させ，LEDから5cm

離した距離の光量子束密度を10分間隔で計測した。測定開始時の光量子束密度は42µ /smol/m 2 で

あったが，40分後には10µ /smol/m 2 以下になった。10µ /smol/m 2 以下になると，目視では暗く

感じるほどである。 

続いて図4は照明器の点灯距離と光量子束密度の関係性を示した表である。二重層コンデンサが

十分に充電された状態で，照射面の中心から2つのLEDに直交する方向と平行の方向，1cm間隔

で測定した。図4から，光量子束密度の値が高い個所を確認することができ，特にLEDから8cm

下までが照明としての機能をするものと考えられる。光量子束密度の値を高めるために，栽培植物

に照明器を近づけたとしても，熱を発しない LED を用いたことにより葉焼けの恐れが無いく，効

率よく栽培植物に光を当てることが可能であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 点灯時間別光量子束密度の変化 
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図4 点灯距離別の光量子束密度の変化 

 

 

3．3 レタス栽培における照明器の効果について 

今回製作した照明器を使用し，照明器の効果の検討を行った。栽培する植物には，赤色光だけで

も十分に成長するサニーレタスを選定した。開発した照明器の使用は，冬季の日照時間の少ない時

期を想定していたが，今回の栽培は夏季に行った。  

検証方法であるが，10日間育苗したサニーレタスの苗を水耕栽培用キットに定植し，日当たりの

良いところに置き，照明器を使用した場合と使用していない場合の栽培比較を行った。太陽光のみ

と照明器を使用して栽培したものを表2で示す。 

効果の検証として定植後，3 日で照明器を使用して育てたサニーレタスの方が，本葉が大きく成

長し違いを把握することができた。さらに一週間経過した際，照明器を使用したものの方が、葉が

大きく，本葉の枚数も2枚多く成長しており違いを把握することができた。 

今回の効果の検証は簡易的に行ったものであり，栽培実践数が足りないことから，照明器による

効果と断定することはできないが，葉の大きさや葉の枚数から成長を促進することができるものと

考える。 

 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4

1 0 1 4 8 94 9 4 0 1 0 1 3 6 93 10 4 1 0

2 0 1 1 2 4 77 4 3 1 1 0 2 0 1 2 3 72 17 3 1 0

3 0 1 2 2 54 3 2 1 1 0 3 0 1 1 2 53 26 2 1 0

4 0 1 1 2 47 4 1 1 0 4 0 1 1 1 39 32 1 1 0

5 0 1 1 2 39 8 1 1 0 5 0 1 40 28 1 1 0

6 0 1 3 34 8 1 0 6 0 1 39 27 1 0

7 0 7 27 9 0 7 0 2 33 27 1 0

8 0 8 23 9 0 8 0 2 30 24 1 0

9 0 11 19 9 0 9 0 3 20 19 2 0

10 0 10 17 8 0 10 0 3 16 16 3 0

11 0 1 9 14 7 0 11 0 3 14 12 3 0

12 0 2 9 12 5 0 12 0 3 12 11 5 0

13 0 2 8 11 6 1 0 13 0 3 11 11 4 0

14 0 2 7 9 5 2 0 14 0 3 8 9 5 0

15 0 2 7 8 6 3 0 15 0 3 8 8 5 1 0

16 0 3 7 7 6 3 0 16 0 2 6 7 5 1 0

17 0 3 6 6 6 3 0 17 0 2 5 6 5 2 0

18 0 3 6 6 5 2 0 18 0 1 4 6 5 2 0

19 0 1 3 5 5 4 2 0 19 0 2 4 5 5 2 0

20 0 1 3 5 4 4 2 0 20 1 2 4 5 5 2 0
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照射中心からの距離（cm）
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4 実際の授業での考察 

 

4．1 授業実践について 

 開発した照明器は，I 大学教育学部附属中学校の技術科の授業で実践した。表 3 は授業での題材

の目標，表4は指導と評価計画である。 

授業は「電照栽培用 LED 照明器具をつくろう」という題材名で，「エネルギー変換」の学習を

23時間の授業数で行った。教材観は，「身の回りにある電気製品の仕組みやエネルギー資源の問題，

発電の特徴と環境への影響などについて，深く考えずに使用していることから，エネルギー変換に

関する技術の学習が必要である」とした。 

そこで本研究で開発した照明器を製作させ，生徒の既習の知識で理解できる電気回路を理論的に

思考できるように指導し，特に環境や省エネルギーの視点についても考えさせるような授業を行っ

た。 

また、生物育成の内容ではベビーリーフの栽培を冬季に実施し，栽培技術や管理技術を学ばせ，

制約条件の中で栽培を行い，生育に必要な条件を整えながら栽培技術を学習させるために，製作し

た照明器を活用した。さらに，生活との関連を踏まえつつ利便性，経済性，省エネルギーの視点に

ついても考えさせることを目的とした。 

このようなことから，指導要領「Bエネルギー変換に関する技術」の「エネルギー変換に関する

基礎的・基本的な知識及び技術を習得させるとともに，エネルギー変換に関する技術が社会や環境

に果たす役割と影響について理解を深め，それらを適切に評価し活用する能力を育成すること」を

ねらいとし，「エネルギー変換」と「生物育成」の内容により，よりよい社会を築くために技術を適

切に評価・活用する能力と態度の育成を重視した。 

表2 栽培記録 

 定植前 定植3日目 定植10日目 

日

光

の

み 

 
  

照

明

器

使

用 
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4．2 照明器の利点と課題 

実際に授業を行った教員から，照明器の利点と改善を要する課題について意見を聞き，以下の表

5に示した。 

 

表3 題材の目標 
生活や技術への 

関心・意欲・態度 

生活を工夫し 

創造する能力 
生活の技能 

生活や技術についての 

知識・理解 

エネルギー変換に関する技術

に関わる倫理観を身に付け，知的

財産を創造・活用しようとすると

ともに，エネルギー変換に関する

技術を適切に評価し活用しよう

としている。 

エネルギー変換に関する

技術を用いた製作品の機能

と構造を工夫するととも

に，エネルギー変換に関す

る技術を適切に評価し活用

している。 

機器の保守点検と

事故防止ができる。 

製作品の組立て・

調整や点検ができ

る。 

エネルギーの変換方法や力の伝

達の仕組み，製作品の設計・製作・

調整についての知識を身に付け，エ

ネルギー変換に関する技術と社会

や環境とのかかわりについて理解

している。 

 

表4 指導と評価計画 

間時 学習内容・活動 
評価計画 

規準到達への手立て 
評価規準 

第
１
次
⑤ 

１ エネルギー変換とその

利用について考える。 

・エネルギー変換の技術が

社会に果たしている役割

について考える。 

・自然界のエネルギーにつ

いて調べる。 

・身の回りの電源の種類と

特徴について知る。 

・電気エネルギーの変換の

仕組みを知る。 

・電気機器の事故防止につ

いて考える。 

 

 

・ エネルギー変換に関する技術が社会に果たしている

役割に気付くことができる。【ワークシート】 

 

・ 機器に使用されているエネルギー変換の方法，制御，

利用の方法を指摘できる。【ワークシート】 

・ 交流電源と直流電源の特徴を知るともに，電池の種

類と主な用途を知ることができる。【ワークシート】 

・ 電気機器の構造や電気回路，各部の働きを指摘でき

る。【観察，ワークシート】 

・ 電気機器を利用する際の危険箇所を把握し，事故防

止の手段を指摘できる。【観察，ワークシート】 

 

 

○ 複数の発電システムの資料を準備し，効率や

経済性など具体的な数値を示す。 

 

○ 実物や取扱説明書を準備し観察させ，エネル

ギーに変換されて利用されている電気機器ごと

に分類させる。 

○ 交流電源と直流電源を利用した製作品を準備

し，それぞれの特徴について比較させる。 

○ 乾電池でモータを回転させる簡単な扇風機を

準備し，観察させる。 

○ 電気機器の事故の事例を提示したたり，危険

箇所を考えさせる図を準備したりする。 

第
２
次
⑯ 

２ 電照栽培用LED照明の

設計・製作する 

・発電回路について考える 

 

・充電回路について考える。 

・ 出力回路について考え

る。 

・電気回路を設計する。 

（本時） 

 

 

・器具の設計をする。 

 

・器具の製作をする。 

 

 

 

・ 太陽電池とLEDの特徴について述べることができ

る。【ワークシート】 

・ 電気二重層コンデンサとダイオードの特徴について

述べることができる。【ワークシート】 

・ LEDを点灯させるためにスイッチを用いる方法につ

いて述べることができる。【ワークシート】 

・ 暗くなるとLEDが点灯する電気回路を設計すること

ができる。【観察，ワークシート】 

・ 組立てや調整に必要な工具や機器の適切な使用方法

を指摘できる。【ワークシート】 

・ 設計に基づき，安全を踏まえて意欲的に照明器具を

組立て・調整し，点検ができる。 

【観察，製作品，ワークシート】 

 

 

○ LEDの特徴を理解させるために。LEDと豆電球

を準備し発熱状況について観察させる。 

○ 実際に充電，出力をする教材を準備するとと

もに，整流ダイオードの向きを変える実験を行

う。 

○ 点灯を制御するための方法について理解させ

るため，スイッチとダイオードを用意し点灯実

験をさせる。 

○ 必要な部品同士を自由に組み合わせることが

できるようグループごとに教材を準備し実験を

させる。 

○ 材料と加工に関する技術で生徒が１年生の時

に書いた設計図を提示する。 

○ 工具や機器の使用方法について実際にやって

見せたり，繰り返し確認することができるよう

に動画を準備したりする。 

第
３
次
② 

３ 環境・エネルギー・資

源について考える。 

・電気エネルギーの消費と

資源について考える。 

 

・省エネルギーと環境を考

える。 

 

 

・ エネルギー変換に関する技術の課題を進んで見付け，

社会的，環境的及び経済的側面などから比較・検討し

ようとするとともに，適切な解決策を見いだしている。

【レポート】 

・ エネルギー変換に関する技術の課題を明確にし，社

会的，環境的及び経済的側面などから比較・検討する

とともに，適切な解決策を示そうとしている。 

【ワークシート】 

 

 

○ インターネット，教科書，保護者からのイン

タビューなど自分で判断する際の情報となるも

のを収集するように指示する。 

○ 良い面，良くない面を具体的に示し考えるよ

うに指示する。 
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表5 照明器の利点と改善を要する課題について 

照明器による利点 改善を要する課題 

・使用目的・条件が明確になっていることで，目的を達

成するための制御について学ぶことができる。 

・トランジスタの説明にならびに生徒の理解が難しいが，

良く使用されている技術の知識へと繋がる。 

・ブラックボックスとなっているものを教えられる。 

・電気部品等を変えることによって，機能等を簡単に変

化させることが可能である。 

・はんだ付けの技術を上げるのではなく，内容について

の理解のため，はんだ付けは少ない方が良い。 

・基板へのはんだ付けが難しく，はんだ付けする面では

回路を基板に直接書いて製作を行った。 

・製作にかかる時間を短縮したい。製作に10時間ほどを

要した。アクリルの加工や穴あけにかかる時間が多い。 

 

以上のような利点と課題が明確になった。 

利点では，目的をしっかりと持つことで，生徒に考えさせることができるという点である。また，

一から作り上げることから，キットのようにはんだ付けして終わりとなってしまうのではなく，電

気部品の機能について，理解を深めながら学習させることができることも利点としてあげられた。 

さらに，今回の教材開発で「生物育成」の電照栽培装置を製作するという，明確な使用目的や使

用条件があるということから，さらなる発展的なものへと工夫することができるものと考える。例

えば，太陽電池モジュールだけでなく風力発電，抵抗やLEDの数，LEDの色を各自選択できるよ

うにするなどが考えられ，どのようなことを目的として製作し育成するかを，工夫することができ

る教材となると考える。 

改善を要する課題では，主に生徒の製作時に対することがあげられた。図 5，6 は生徒が製作し

た作品である。限られた時間の中で製作を行わなければならないが，開発した照明器は基板やLED

を取り付けるアクリルに，多種多様の径の穴あけを行うことから，限られた学校の設備では時間が

かかりすぎてしまった。また，電気部品をはんだ付けする際に，基板の裏側を向けると生徒が戸惑

ってしまい，時間をかけてしまった。そこで，生徒には指導面での配慮が必要となり，場合によっ

ては補助するワークシート等の検討も必要であると考える。 

今回，技術室などの限られたスペースでも栽培が可能になるよう小型化を検討したことで、栽培

装置をまとめて設置し栽培したことにより、点灯時には植物工場のイメージを実現することができ

た。しかし、日光の当たる場所に生徒全員の栽培装置を置くスペースの確保が難しかった。そこで，

太陽電池モジュール等を取り外して，充電することができれば，学校現場の限られたスペースでも

十分活用できるような検討も必要である。また，本来の植物工場に近づけるために赤色光 LED だ

けでなく，青色光 LED を取り入れたものがあれば，生徒が製作時や栽培時に工夫しやすくなるも

のと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図5 生徒が製作した照明部分         図6 生徒がはんだ付けした基板部分 
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5 改良した照明器の説明 

 

5．1 改良した照明器の機能について 

授業で使用した際の意見を参考にして改良した照明器を図7に示し，以下改善個所の説明を行う。

図8は改良した照明器の回路図である。660nmの波長帯の赤色光LED2つに加え，470nmの波長

帯の青色光LED を 1 つ付け加えた。青色光は植物の光合成に作用するとともに，形態形成に効果

があり，実際の植物工場でも赤色光と青色光の光量子束密度の割合が重要とされ使用されている。

このことにより本来の植物工場にさらに近づけることができたものと考える。 

また，消費電力の大きい青色光を加えたことから，二重層コンデンサを2本付け加えた。青色光

LEDにはスライドスイッチを付けたことにより，2つの赤色LEDのみ点灯している場合と3つの

LED 全てが点灯している場合の 2 パターンの点灯を行うことができるように改善した。このこと

から，生物育成での栽培方法を工夫することができ，生徒自身が植物の成長状況を確認し考えて栽

培することに活用することができる。 

次に，基板と太陽電池モジュール，ペットボトルを支えていたアクリルを無くし、図9で示した

140mm×40mmの片面ガラス基板をペットボトルに直接取り付けるように改良した。このことで製

作時に時間がかかったアクリルに対しての数カ所の穴あけが無くなり，太陽電池モジュールとペッ

トボトルを固定するボルトを通すための穴を1つあければよくなった。このことで作業をしていた

時間が，工夫を行う時間へと活用することができるものと考える。また，基板として使用すること

ができる範囲が大きくなったことにより，配線が考えやすくなり，はんだ付けが容易になるものと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 改良した照明器               図8 改良した照明器の電気回路 
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図9 改良した照明器に使用した基板 

 

 

5．2 改良した照明器の点灯機能について 

 改良を行った照明器の点灯機能について説明する。図 10 から時間別光量子束密度では二重層コ

ンデンサを 2 個増やしたことにより，暗く感じる 10µ /smol/m 2 の値になるのが 70 分後となった

ことから，点灯時間を延ばすことができた。しかし，赤色光よりも高い電圧を必要とする青色光は

40分後から暗くなり，60分後には光が消え，赤色光の光のみとなってしまった。青色光LEDのス

イッチを切った際の，赤色光のみの点灯時間も延ばすことができた。 

 図11は改良した照明器の，点灯距離別光量子束密度を示したものである。青色光LEDを加えた

ことによって，改良する前の照明器より全体的に光量子束密度の値が大きくなったことがわかる。

このことから，照明器と栽培植物の距離を近づけて育てることで，栽培促進の効果を期待すること

ができると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 改良した照明器の点灯時間別光量子束密度の変化 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

光
量
子
束
密
度

(μ
m

o
l/

m
2
/s

) 

照明時間（分） 

青色LEDあり光量子束密度(μmol/㎡/s) 

赤色LEDのみ光量子束密度(μmol/㎡/s) 



茨城大学教育実践研究 33(2014) 

 - 68 - 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

1 0 2 3 6 130 8 4 3 1 0 1 0 3 4 48 128 47 4 2 0

2 1 2 2 4 94 5 3 1 2 0 2 0 1 1 1 3 45 93 50 2 1 1 1 0

3 0 1 1 2 3 84 5 2 1 1 1 0 3 0 1 2 45 85 32 2 1 0

4 0 1 1 5 73 3 1 0 4 0 1 2 36 73 28 2 1 0

5 0 1 7 65 5 1 1 0 5 0 1 26 65 30 1 1 0

6 0 1 23 54 4 1 0 6 0 1 1 20 55 25 1 1 0

7 0 1 23 48 5 1 7 0 1 14 48 24 1 0

8 0 1 20 40 8 1 0 8 0 1 14 38 23 3 0

9 0 20 34 6 1 0 9 0 1 10 35 22 3 1

10 0 2 20 29 7 0 10 0 1 9 30 18 4 0

11 0 4 20 24 8 0 11 0 1 8 23 18 1

12 0 4 17 21 10 1 0 12 0 8 21 16 4 0

13 0 5 16 18 8 1 0 13 0 1 7 18 15 4 0

14 0 5 14 16 7 1 0 14 0 1 7 16 14 4 0

15 0 6 13 14 7 1 0 15 1 1 6 14 13 5 1 0

16 0 6 12 12 6 1 0 16 0 1 5 13 11 4 1 0

17 0 1 6 11 11 6 1 0 17 0 1 5 11 11 4 1 0

18 0 2 5 10 10 5 1 0 18 0 1 4 10 9 5 1 0

19 0 2 6 9 9 4 1 0 19 0 2 4 9 8 4 1 0

20 0 1 2 5 8 8 4 2 1 0 20 0 1 4 8 8 4 1 0

LEDに対して直交方向の光量子束密度の測定 LEDに対して平行方向の光量子束密度の測定

計

測

器

ま

で

の

距

離

（
c

m

）

計

測

器

ま

で

の

距

離

（
c

m

）

照射中心からの距離（cm） 照射中心からの距離（cm）

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 改良した照明器の点灯距離別光量子束密度の変化 

 

 

6 おわりに 

 

 今回の開発した照明器は「エネルギー変換」と「生物育成」の内容に関連した教材となった。ま

た，実際に授業で使用してもらい，目的を持った教材であることや各内容における評価・活用を行

う事のできる教材として有効に作用するものと考えられる。しかし，生徒が製作を行う際の問題点

や課題等も明確になった。課題を解決するため，また発展的な内容になるように照明器の改良を行

った。改良した照明器は光量子束密度の値を大きくすることができ，点灯時間も延ばすことができ

たが，まだ点灯時間が短いと考える。そこでLEDに使用する抵抗の値を変更し，改良することも考

えられ，今後も改良を行う必要があるものと考えられる。さらに，研究授業等を行い機能性や授業

で，どのような効果を発揮するか，今後検討する必要がある。 
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家庭科教員の他校種理解に及ぼす異校種間交流の影響と 

小中連携の課題 

 

塩 谷 敬 子＊ ・ 佐 藤 裕 紀 子＊＊ 

(2014年9月16日受理) 

 

  

 Effect of Exchange on Understanding and Other Issues in Combined Home Economics Courses Between 

Elementary and Junior High Schools 

                                                

Ｋｅｉｋｏ ＳＨＩＯＹＡ and Ｙｕｋｉｋｏ ＳＡＴＯ 

 

 

キーワード：家庭科、他校種理解、異校種間交流、小中連携 

 

本研究の目的は、家庭科の布を用いた製作活動を手掛かりとして、小学校と中学校の家庭科における異校種間交流

と他校種理解の実態を明らかにするとともに、異校種間交流が他校種理解にどのような影響を及ぼしているかを検討

することにより、家庭科における小中連携の課題を提示することである。方法としては、茨城県内の公立小中学校家庭

科担当教員を対象に実態調査を行った。他校種理解のためには異校種間交流は必要な手段であり、とくに小学校教

員には有効である。また、小中教員が共通して、「基礎的・基本的な知識や技術の習得」というねらいをもって「小中連

携」を行おうとしている現状もあった。他校種理解のための手立てとして、家庭科教員免許を有する教員の人事交流や

他校種の授業参観、小中の家庭科授業についての話し合いなどを継続して行うことが大切である。 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

現代の子どもたちは日常生活の中で必要なものを作ったり、作ったものを活用したりする体験が

乏しい。そのため、子どもたちは家庭科で学習した知識や技術を継続して実践することがなく、基

礎的・基本的な知識や技術を身につけることが難しいのが現状である。したがって、今日の家庭科

の指導にあたっては、家庭科教員が小中5年間を見通して、学びの系統性や連続性をふまえた指導

を行い、児童・生徒が基礎的・基本的な知識や技術を確実に習得できるように図っていくことが重

要であり、小中学校の家庭科担当教員が他校種の学習内容や製作物など家庭科の学習に関わる基礎

的な事項について理解していることが大切である。その手立ての一つとして、現在、全国的に小中 

―――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科(水戸市立渡里小学校)  **茨城大学教育学部 
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一貫教育や小中連携が行われており、その成果も報告されている 1)2)。しかし、家庭科における小中 

連携や一貫教育に関する先行研究や調査は少ない。 

だが、本来、家庭科ではとくに小学校と中学校とが連携していくことが求められる。その理由と

しては、第一に、授業時間数の問題が挙げられる。家庭科の授業時間数は他教科に比べて少なく、

現行の学習指導要領では、「家庭科」は、小学 5年生は60単位時間、6年生は55単位時間、「技術・

家庭科」の時間は、中学1・2年生は70単位時間、3年生は 35単位時間である。この限られた時間

の中で指導の効果をあげるためには、小中 5年間を見通して効果的な指導を行うことが必要である。

第二には、題材選択に関わる問題がある。現在の家庭科では題材指定が緩和されており、児童・生

徒の実態に応じて教員が題材を選定し、設定することとなっている。そのため、小学校と中学校で

の重複した内容が出てくる可能性もある。小中 5年間を見通して簡単なものから発展的な題材へと

連携を図ることが必要である。第三には、実技教科共通の課題として、製作や調理のプロセスを通

じて何を学ぶかではなく、製作物や料理の完成が学びとなってしまう可能性である。小中の連携や

一貫性を意図的に図っていかなければ、学びを重ねていくことが難しくなる。 

従来の家庭科では、小中学校の学びの系統性や連続性がほとんど考慮されてこなかったことをふ

まえ、現行の家庭科の学習指導要領（平成 20年版）では、小学校と中学校の内容構成が同一の枠組

となり、相互の学習のねらいや内容が系統的に把握しやすくなった。全国的に小中間の人事交流も

始まっている。だが、相変わらず小学校と中学校の学習内容は分断や重複が存在すると指摘されて

いる 3)。 

これから推測するならば、小学校家庭科担当教員は、中学校の家庭科の指導内容などを、中学校

家庭科担当教員は、小学校の家庭科の指導内容などについて充分理解されていないことが予想され

る。とくに家庭科の衣生活を扱う領域においては、近年既製服の購入の増加により、家庭での製作

の機会が少なくなっているため、他校種の学習のねらいや内容を充分理解し系統的に指導を行うこ

とが必要であると考えられるが、製作時間や内容の削減が顕著であり 4)5)、もっとも困難が生じてい

るのではないかと推察される。  

そこで、茨城県内の公立小中学校の家庭科担当教員に調査を行い、とくに衣生活を扱う領域を手

がかりに他校種理解がなされているのかを明確にし、小中学校家庭科の系統性を活かした教育方法

を見出し、今後の家庭科教育における児童・生徒の学力の向上につなげていきたい。 

なお、本研究では、家庭科における他校種理解とは、小中学校における他校種の年間指導計画や

指導内容の把握、製作活動の製作物などについての理解と定義する。また、家庭科における異校種

間交流とは、小中学校教員の人事交流や相互授業参観、小中の家庭科授業の話し合いなどにおける

交流と定義する。 

 

Ⅱ 目的 

 

  本研究の目的は、家庭科の布を用いた製作活動を手掛かりとして、小学校と中学校の家庭科にお 

ける異校種間交流と他校種理解の実態を明らかにするとともに、異校種間交流が他校種理解にどの 

ような影響を及ぼしているのかを検討することにより、家庭科における小中連携の課題を提示する 

ことである。 
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Ⅲ 方法 

 

(1)調査方法 

茨城県内の公立小中学校の家庭科担当教員 395名（小学校170名、中学校225名）を対象に質

問紙調査を行った。 

中学校に関しては、県内の公立中学校全225校に勤務する家庭科担当教員を対象とした。小学

校に関しては、県内の 531 校の公立小学校から 170 校を選定し、当該校に勤務する家庭科主任

を対象とした。学校の選定にあたっては、市町村内の小学校数に応じて数を割り当て、当該市

町村の研究推進委員の教員に対象校の選定を一任した。 

調査票の配布・回収の方法については、平成26年度第 2回茨城県教育研究会家庭、技術・家

庭教育研究部研究推進委員会にて、各市町村の研究推進委員にそれぞれ配布し、研究推進委員

より各該当する学校へ配布し、欠席者には後日、所属する学校宛てに郵送し、いずれの場合も

記入後、返信用封筒にて返送してもらうこととした。 

実施時期は、2014年 6月下旬～8月上旬である。 

調査票の有効回答数は、小学校 117、中学校121、有効回答率は、小学校68.8％、中学校 53.7％

であった。 

調査対象者の基本属性は、表1に示した通りである。 

 

表1 調査対象者の基本属性 

 

 (2)調査内容と分析視点 

   調査内容は、「他校種理解の実態」、「異校種間交流の実態」、「小中連携の捉え方」である。「他

校種理解の実態」の調査項目には、「他校種の年間指導計画や指導内容の把握状況（以下、「指

導内容等の把握状況」）」、「他校種の布を用いた製作物への理解状況（以下、「製作物の理解状況」）」

を設定した。「異校種間交流の実態」については、「小中間人事交流経験の有無（以下、「交流経

  
ｎ（人） (％） 

    
ｎ（人） (％） 

性別 男 13 5.5 
 

 

小学校免許のみ あり 25 21.3 

 
女 225 94.5 

  
なし 92 78.7 

年令 20代 39 16.4 
 

中学校免許のみ あり 113 93.4 

 
30代 56 23.5 

  
なし 8 6.6 

 
40代 68 28.6 

 
小学校教員 あり 25 21.4 

 
50代 74 31.1 

 
（小中免許あり) なし 79 67.5 

 
無回答 1 0.4 

 
中学校教員 あり 80 66.1 

校種 小学校教員 117 49.2 
 

（小中免許あり) なし 4 3.3 

 
中学校教員 121 50.8 

     

家庭科

免許の

有無 
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験の有無」）」、「他校種の授業参観の有無（以下、「授業参観経験の有無」）」、「小中の家庭科授業

についての話し合いの有無（以下、「話し合い経験の有無」）」を設定した。「小中連携の捉え方」

については、「小中連携のねらいについての理解状況（以下、「ねらいの理解状況」）」、「小中連

携の取り組みとして実践できること（以下、「実践できる取り組み」）」を設定した。 

上記項目に対する回答結果により、他校種理解、異校種間交流、小中連携のねらいに対する理

解の実態を明らかにするとともに、異校種間交流が他校種理解にどのように関わっているのか

について検討し、小中連携の捉え方とも関わらせて考察を行った。 

   

 

Ⅳ 結果 

 

 (1)他校種理解の実態 

他校種理解の実態を校種別に検討した（表 2）。「指導内容等の把握状況」では、小学校家庭科

担当教員(以下、小学校教員)は、理解していない者の割合が有意に高かったが、中学校家庭科

担当教員(以下、中学校教員)では、差はなかった。 

「製作物の理解状況」については、小学校教員は、理解していない者の割合が有意に高かった

が、中学校教員は、理解している者の割合が有意に高かった。 

表2 校種別と他校種理解：人（％） 

 

小学校教員 
 

中学校教員 
 

している していない 
 

している していない 
 

指導内容等の把握状況 21(17.9) 96(82.1) ** 54(44.7) 67(55.3) 
 

製作物の理解状況 37(31.6) 80(68.4) ** 95(78.5) 26(21.5) ** 

                                                   Binominal test    *:ｐ＜.05  **:ｐ＜.01                               

(2)異校種間交流の実態 

異校種間交流の実態を校種別に検討した（表 3）。「交流経験の有無」については、中学校教員

は、小学校教員未経験者の割合が小学校経験者よりも有意に高かったが、小学校教員は、中学校

教員未経験者が多かったものの統計的には有意差はなかった。 

「授業参観の有無」については、小学校教員は、経験がない教員が、約半数だった。中学校教

員は経験のある割合が有意に高かった。 

「話し合い経験の有無」については、小中学校教員ともに約半数が「なし」と回答した。 

表3 校種別と異校種間交流：人（％） 

 
小学校教員 

 
中学校教員 

 

 
あり なし 

 
あり なし 

 
交流経験の有無 48(41.0) 69(59.0) 

 
39(32.2) 82(67.8) ** 

授業参観の有無 57(48.7) 60(51.3) 
 

76(62.8) 45(37.2) ** 

話し合い経験の有無 59(50.4) 58(49.6) 
 

54(44.7) 67(55.4) 
 

                                   Binominal test    *:ｐ＜.05  **:ｐ＜.01 
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(3)小中連携の捉え方 

「ねらいの理解状況」については、小中学校教員に共通して「児童・生徒が基礎的・基本的 

な知識や技術を十分に身に付けること」を挙げる割合が最も高かった(表4)。 

 「実践できる取り組み」として、小学校教員では、「中学校の教員が小学校で家庭科の授業

を行う」ことの割合が高かった。中学校教員では、「小中の家庭科の学習内容や指導法につい

ての合同協議会を行う」が最も割合が高く、次いで「中学校の教員が小学校で家庭科の授業を

行う」の割合が高かった(表5)。 

表4 ねらいの理解状況：人(％) 

※１ 同じ内容を繰り返し学習すること  

※２ 同じ学習内容を重複して学ばないようにすること 

※３ 家庭科に意欲的に取り組むこと   

※４ 基礎的・基本的な知識や技術を十分に身に付けること 

 

表5 実践できる取り組み：人（％） 

※１ 小学校教員が中学校で家庭科の授業を行う（ＴＴも含む）。  

※２ 中学校教員が小学校で家庭科の授業を行う（ＴＴも含む）。 

※３ 小中学校教員が兼務辞令で他校種の家庭科を教える。  

※４ 小中教員が他校種の家庭科の授業を参観する。 

※５ 授業参観後に合同で授業検討会を行う。  

※６ 小中の家庭科の学習内容や学習指導法についての合同研究協議会を行う。 

 

(4)他校種理解と異校種間交流との関連 

「他校種理解(指導内容等の把握状況、製作物の理解状況)」について、「異校種間交流（交流

経験の有無、授業参観の有無、話し合い経験の有無）」がどのように関わっているのかを検討し

た。また、「家庭科教員免許の有無」との関わりについても併せて検討した。 

まず、指導内容等の把握状況との関連を、小学校教員について検討した結果、交流経験の有無、

 

繰り返し学習

※１ 

重複をさける

※２ 

意欲的態度 

※３ 

基礎・基本の習得

※４ 
その他 合計 

小学校教員 1(0.9)  4(3.4) 13(11.1) 99(84.6) 0(-) 117(100.0) 

中学校教員 2(1.7) 10(8.3) 7(5.8) 99(81.8)  3(2.5) 121(100.0) 

 

小学校教員が

中学校で授業

※1 

中学校教員

が小学校で

授業 

※２ 

他校種を

教える 

※３ 

他校種の

参観 

※４ 

合同授業

検討会 

※５ 

合同研究協

議 

※６ 

その他 
 

小学校教員 2(1.7) 37(31.6)  7(6.0) 23(19.7) 13(11.1) 35(29.9) 0(-) 117(100.0) 

中学校教員 3(2.5) 23(19.0) 11(9.1) 22(18.2) 15(12.4) 46(38.0) 1(0.8) 121(100.0) 
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授業参観の有無、話し合い経験の有無、家庭科免許の有無のすべてにおいて関連があった（表6）。

中学校教員では、話し合い経験の有無のみ、指導内容等の把握状況との関連がみられた（表 7）。 

次に、製作物の理解状況との関連を、小学校教員について検討した結果、話し合い経験の有無

のみ関連があった（表 8）。中学校教員については、授業参観の有無のみ関連があった（表 9）。 

 

 

表6 指導内容等の把握状況と異校種間交流・家庭科免許の有無（小学校教員）：人（％） 

  
把握している 把握していない  

 

交流経験の有無 あり 15(31.3) 33(68.8) 
 ** 

 
なし 6(8.7) 63(91.3) 

授業参観の有無 あり 15(26.3) 42(73.7) 
 * 

 
なし  6(10.0) 54(90.0) 

話し合い経験の有無 あり 19(32.2) 40(67.8) 
 ** 

 
なし 21(17.9) 96(82.1) 

家庭科免許の有無 あり  8(32.0) 17(68.0) 
 * 

 
なし 13(14.1) 79(85.9) 

                                χ２test  *: p＜.05   **: p＜.01 

 

 

 

表7 指導内容等の把握状況と異校種間交流・家庭科免許の有無（中学校教員）：人（％） 

  
把握している 把握していない  

 

交流経験の有無 あり 22(56.4) 17(43.6) 
 

 
 

なし 31(37.8) 51(62.2) 

授業参観の有無 あり 36(47.4) 40(52.6) 
 

 
 

なし 17(37.8) 28(62.2) 

話し合い経験の有無 あり 33(61.1) 21(38.9) 
 ** 

 
なし 20(29.9) 47(70.1) 

家庭科免許の有無 あり 50(44.2) 63(55.8) 
 

 
 

なし  3(37.5)  5(62.5) 

                                  χ２test  *: p＜.05   **: p＜.01 
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表8 製作物の理解状況と異校種間交流・家庭科免許の有無（小学校教員）：人（％） 

  
知っている 知らない 

  

交流経験の有無 あり 20(41.7) 28(58.3) 
  

 
なし 17(24.6) 52(75.4) 

授業参観の有無 あり 21(36.8) 36(63.2) 
  

 
なし 16(26.7) 44(73.3) 

話し合い経験の有無 あり 28(47.5) 31(52.5) 
 ** 

 
なし  9(15.5) 49(84.5) 

家庭科免許の有無 あり 11(44.0) 14(56.0) 
 

 
 

なし 26(28.3) 66(71.7) 

                              χ２test  *: p＜.05   **: p＜.01 

                    

 

表9 製作物の理解状況と異校種間交流・家庭科免許の有無（中学校教員）：人（％） 

  
知っている 知らない  

 

交流経験の有無 あり 32(82.1)  7(17.9) 
 

 
 

なし 63(76.8) 19(23.2) 

授業参観の有無 あり 65(85.5) 11(14.5) 
 * 

 
なし 30(66.7) 15(33.3) 

話し合い経験の有無 あり 44(81.5) 10(18.5) 
 

 
 

なし 51(76.1) 16(23.9) 

家庭科免許の有無 あり 90(79.6) 23(20.4) 
 

 
 

なし  5(62.5)  3(37.5) 

                               χ２test  *: p＜.05   **: p＜.01 

                  

 

Ⅳ 考察 

 

以上の分析から、小学校教員における他校種理解の指導内容等の把握状況と異校種間交流は有意

に関連していることが明らかになった。また、小学校教員は、異校種間交流の有無に限らず、中学

校の指導内容等を把握していないうえ、小中交流は半数の教員は経験しているものの、授業参観や

話し合いなどへの参加は少ないことも示された。 

この現状から考えると、小学校教員は、小中 5年間を見通した指導を行っていくことが難しいと

いえる。小学校教員の授業参観経験や話し合い経験が少ない背景には、そもそも小学校の教育現場

では、そうした機会は限られた教員にしか与えられないという事情がある。中学校の授業参観や小

中の家庭科授業の話し合いなどは、家庭科主任でなければ、それらの情報を入手したりすることは

難しい。小中間の人事交流についても、他教科の教員であれば、人事交流の経験があったとしても
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中学校の家庭科の指導内容等を知る機会はほとんどない。そもそも家庭科の免許を有する教員が小

学校で家庭科を担当できればよいが、家庭科は小学校 5・6年にしか設置されていないため、家庭科

教員免許を有する教員が高学年に配当されない限り、それも難しい。この結果は、小中連携のため

の新たな手立ての必要を示唆するものである。 

本調査では、小中連携の捉え方についてもたずねたが、ほとんどの小学校教員は、小中連携のね

らいとして「基礎的・基本的な知識や技術の習得」を挙げるとともに、実践可能な小中連携の取組

として、「中学校の教員が小学校で家庭科授業を教える」を挙げていた。これは、小学校教員には小

学校の授業に対する中学校教員からの積極的な関与に対するニーズがあることを意味し、今後の小

中連携の方向性を示唆するものといえる。中学校教員が小学校で授業を行うことは、小学校の側に

とってメリットがあるばかりでなく、中学校教員にとっても、小学校の既習事項を理解する上で重

要である。小学校未経験者が多いという現状からも、本来は家庭科教員の免許を有した中学校教員

が積極的に人事交流を行い、小学校を経験し、小中連携につなげていくことが大切である。だが、

実際には、近隣の中学校家庭科教員が小学校へ出向いて授業を行うことは、移動時間等を考慮する

と、その継続的な指導には困難が伴うのではないであろうか。 

まずは、相互授業参観や指導法研修会などを計画的・継続的に行うことが重要である。その中で、

小学校教員に関しては、家庭科の免許を有していない教員や家庭科について理解していない教員が

教えていることが多いことを考慮し、5 年間を見通した系統表や指導計画表の改善を図っていくこ

と、共通して活用できる指導法や教材教具の開発などを行っていくことが大切である。教師と児童

生徒が本時の学びを確認したり、小学校での学びを振り返ったりして、児童・生徒の 5年間の学び

が見える個人カルテを作成し、活用することも方策の一つとして有効である。さらに、小中連携の

ねらいを達成するためにも、衣生活の製作活動における研究は、児童生徒の基礎的・基本的な知識

や技術の習得のためには有効であり、研究を進めていく必要性がある。 

 

Ⅴ まとめ  

 

今回の調査で、とくに小学校教員において、他校種理解の中でも他校種の内容把握と異校種間交

流とに関連があることが明らかとなった。他校種理解は、小中連携を行うために必要な手段の一つ

であり、家庭科においては、児童・生徒に基礎的・基本的な知識や技術を十分に身に付けさせるこ

とにもつながることである。したがって、小学校教員が小中 5年間を見通して授業が行える手立て

を構築すること、また、家庭科教員の免許を有する教員の積極的な人事交流や相互の授業参観、小

中の話し合い等、多くの機会を設け、継続した交流を行うことが大切である。 

 とくに、製作活動は基礎的・基本的な知識や技術を身に付けるには有効な活動の一つであり、5 

年間を見通した指導が生きる題材である。そのためにも他校種理解のための異校種交流が必要であ 

る。今後は、児童・生徒の 5年間の学びが見える学習カルテの活用などの効率の良い手立てを考え、 

児童・生徒の学力の向上につなげていきたい。 
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小学校外国語活動において，教師はどのような時に 

成功感と失敗感を感じているか 

 

猪井 新一＊  

(2014年9月16日受理) 

 

 

When Do Elementary School Teachers Feel That Their Foreign Language Activities are  

Successful or Unsuccessful? 

 

Shin’ichi INOI 

 

 

キーワード：外国語活動，成功，失敗，TT 

 

本稿は，小学校教師が外国語活動の授業がうまくいったと感じたり，あるいは，うまくいかなかったと感じたりする時は，一

体どのような時かについて，アンケート調査の自由記述項目への小学校教師の回答例を分析し，外国語活動の改善策を検

討するものである。データはカテゴリー化はするが，量的分析はせず，典型的な回答例や特徴のある回答例を取り上げる。

うまくいったと感じる回答例，および，うまくいかなかった場合の回答例をそれぞれ 9つのカテゴリーに分類し，とりわけ，うま

くいかなかったとする回答例の背後にある原因についてできるだけ言及する。そして，過度な ALT 依存型の外国語活動の

授業を改善するためには，次のよう対策が考えられる。英語の表現を使う必然性のある場面を設けること，ALT に授業を任

せないこと，ALTとの打ち合わせの時間を確保すること，スキル養成を主眼としないこと，コミュニケーションを図ろうとする態

度の育成をすること，学級担任の英語運用能力を向上させること，校内外の教員研修を確実に実施することなどである。特

に，教員研修については，長期的視野に立って実施する必要があり，国の施策として，人・予算をかけることが望まれる。 

 

 

はじめに 

 

平成23年度から小学校5，6年生を対象に，年間35時間単位の外国語活動の授業が必修化され，今

年度で4年目を迎える。小学校教師の9割以上が英語の教員免許を持たない状況の中1) ,外国語活動は

ALTとのティームティーチング（TT）を中心に実施されることが多い。外国語活動の必要性や外国語活動

における学級担任の役割の重要性を認識しつつも，ALTを活用するどころか，依然として授業をALTに

ほぼお任せにするような実態を見聞きすることがある。例えば，教育委員会の指導主事などの 

―――――――― 

*茨城大学教育学部   
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学校訪問や公開授業のような時は，学級担任がT1として教室の前に立ってTTで授業を進めるが，普段

の授業は ALT に任せ，学級担任の役割は児童に活動に参加するようにとの声掛けで終わるような場合

がある。学校によっては，外国語活動は学級担任の空き時間になることもあると聞く。さらには，ALT の雇

用形態（業務委託型）によっては，学級担任は授業中に ALT に対して，法律上指示することができない

ため（矢野, 2011），その意図はなくとも ALTに授業をお任せせざるをえない場合もある。筆者が実際訪

問したある市では，まさしくこの業務委託型ALTを雇用しており，外国語活動の授業では，最初の5分程

度学級担任が本日の目当てと授業の流れを板書し，児童にそれを確認させ，その後は ALT に授業を任

せる状況である。そして，授業終了5分前頃に再度担任の先生が児童の前に立ち，児童に当日の授業の

振り返りをさせるのである。ALT による授業の展開中は，学級担任は児童に声をかけたり，児童と一緒に

活動に参加はするが，英語を用いてALTとコミュニケーションをしようとする姿を児童に見せることはない

のである。そうすれば，法律違反となる。このように，なかなか学級担任を中心に外国語活動が行われず，

過度な ALT への依存型の授業となってしまっているが，その原因の一つに，現時点では外国語活動は

領域であり，国語や算数などのように正式な教科ではないことがあるかもしれない。外国語活動の教科化

の件は文部科学省および中央教育審議会等の議論に委ねるとして，本稿は，少しでもそのような外国語

活動の現状を改善すべく，取り組むものである。 

平成25年1月～3月にかけ，外国語活動に関する小中学校連携に関する全国規模のアンケート調査

を実施したが2)，そのアンケート調査項目の中に指導者はどのような場合に，外国語活動の授業が成功し

た，うまくいったと感じ，一方うまくいかなかったと感じているのかについての自由記述項目が含まれてい

た。本稿の目的は，その自由記述項目への回答例をカテゴリー化し，典型的な回答例や興味深い回答

例を示しながら，外国語活動の改善策を考えることである。授業がうまくいったと感じる場合の回答例の中

には，児童が生き生きしている時や楽しんでいる時などの回答例が見られたが，一体どのような指導をす

ると，そのようになるかについての具体的な記述例があまり多くは見られなかった。しかし，中には具体的

指導法についての回答例がみられ，そのままでも大いに参考となると思われる。一方，このようにすると

授業がうまくいかなかったと感じることについての記述例は，相当数観察された。本稿ではどのようにした

ら，それらの失敗例を引き起こさないようになるかについても言及したい。このような外国語活動の成功例

や失敗例を共有化することそれ自体が，外国語活動をより良いものにしていくための一助となることを期

待するものである。 

 

 

先行研究 

 

外国語活動の活動例に関する指導案やその実践報告はたくさんあるが，このようにすると成功する，あ

るいは失敗するとのいうものはそれほど多くはない。その中でも金森（2011）の書は大変参考となる。外国

語活動が成功する55個もの｢秘訣｣，いわば指導法を紹介している。例えば，よりよいTTを実施するため

には，学級担任の先生の役割に関して，TT のイニシアチブをとる，ALT と学級担任の役割分担を巧み

に行う，ALT や外部日本人教師（JTE）と十分な共通理解を図り，人間関係を築くことなどが大切であると

述べている。逆に，そのようにしないと，外国語活動は成功しないとも述べている。さらに，氏は，児童の

授業理解に関して，オールイングリッシュで行う授業は子供の理解をはるかに超えてしまい，難しすぎて
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英語嫌いな児童を作ってしまうと述べ，適切な日本語使用を求めている。発音指導に関しては，過度な発

音練習や個々の子音・母音などの発音指導はあまり効果がなく，かえって児童のコミュニケーションへの

意欲を損なってしまうことになると述べている。これらの氏の提案する指導法は，「外国語活動で大切にし

たいのは，『スキルの獲得』よりも，『コミュニケーションの体験によってしか育まれない，人と関わるという

基本的なコミュニケーション能力の育成』と言えます。」（金森, 2011, p. 18）という，氏の主張に基づいて

いる。また，これらの指導法は，氏のそれまでの小学校英語教育との関わり（小学生への指導，教材研究，

中央教育審議会外国語専門部会委員等）を通しての，自らの経験に基づいて述べているものであり，か

なり説得力がある。 

本稿は，公立小学校の 5，6 年生担当の小学校教師から協力していただいた全国規模のアンケート調

査結果の一部を分析したものである。外国語活動がうまくいったと感じたり，うまくいかなかったと感じたり

する時の教師の回答例は，金森氏の提案する外国語活動が成功する指導法とかなり重なりあう部分があ

ると予想される。同時に，現場の小学校の先生ならではの回答例も期待される。多くの教師の指導経験か

ら，外国語活動がうまく行ったり，うまくいかなかったりする指導法がわかり，それを指導者が共有すること

は，外国語活動をよりよいものに推進していく上で，大変意義深いと思われる。 

 

 

データ収集・分析 

 

平成25年1月から 3月にかけて外国語活動に関する小・中学校連携の全国規模の調査を実施した。

もともとは小中連携を目的としてのアンケート調査であったために，小学校教師（主に，5，6 年生学級担

任），中学校教師，ALT からそれぞれから回答が得られたが，本稿では小学校教師1,802名からのデー

タのみに着目する。しかも，以下の自由記述項目への回答のみに限定している。 

 

１．先生が外国語活動を指導されていて，成功した，うまくいったと感じるのは，どのような時ですか。そ

の理由を含めて，できるだけ具体的に書いてください。 

 

２．先生が外国語活動を指導されていて，うまくいかなかったと感じるのは，どのような時ですが。その

理由も含めて，できるだけ具体的に書いてください。 

 

 これらの質問項目への回答例は，上述したように，基本的にカテゴリー化し，典型的な回答例や外国語

活動を改善する上で参考となるものを取り上げ，回答例の量的分析は実施しない。その理由は，仮に量

的分析をしたとしても，回答数の多いものを順に列挙するだけとなり，外国語活動を改善する上であまり

有益ではないからである。それよりはむしろ，数少ない記述例でも，外国語活動改善のためのヒントとなり

うるものであれば，積極的に取り上げたい。 
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結果 

 

１．うまくいったと感じる時の回答例 

授業がうまくいったと感じる時の教師の回答例をカテゴリー化し，典型的な回答例を示す。うまくいった

と感じる記述例の多くが，外国語活動の児童や学級経営にもたらす良い面に言及しているが，具体的に

どのような指導をするとそうなるかについての記述例は少ない。 

 

1) コミュニケーションを図ろうとする態度に関する記述 

・英語を使って児童が日本語ではできないコミュニケーションを友達ととれた時。 

・子供が教科以上にふれあっている姿を見た時。 

・児童が外国語というツールを通して，友達との関りを楽しんでいる時。 

・うまくなくとも，知っている英語やジェスチャーでなんとかコミュニケーションをとろうとしている姿を

見た時。 

 

 これらの回答例のような児童の姿を見ると，学級担任は外国語活動の授業がうまくいったと感じるのであ

る。回答例はいずれも，児童のコミュニケーションを図ろうとする態度に関するものであり，まさしく外国語

活動の目標（文部科学省, 2008, p. 7）に合致するものである。しかし，残念ながら，どのようにすればその

ようになるかについての具体的指導法についての回答例は，ほとんど見られなかった。 

 

2) 楽しさ・積極性・意欲に関する記述 

・英会話を楽しむ子供の表情が生き生きしている。 

・子供たちが笑顔を活動している姿が多くあった時。 

・積極的にコミュニケーション活動に取り組んでいる。 

・子供たちがたくさん英語にふれ，終了後に楽しかったといった言葉が聞けたり，表情が見れたりし

た時。 

・ゲームが楽しくて，もう一回やりたいと子供が言った時。 

 

  外国語学習の授業に積極的に参加し，楽しんでいる児童の姿を見ると，学級担任は授業がうまくいっ

ていると感じのがわかる。外国語学習は楽しいと児童が体験することが大切であるが，これは他教科にも

当てはまる。国語，算数，理科等の授業においても，児童が生き生きと学習に取り組んでいたら，学級担

任は授業がうまくいっていると感じると思われる。この種の回答例についても，具体的指導法について明

確に言及している回答例はあまり見られなかった。 

 

3) 英語への慣れ親しみに関する記述 

・授業が終わってからも歌を歌ったり，単語を言っている。 

・授業をした後に，子供たちが自然と英語を口にした時。 

   

これらの回答例を通して，児童が授業中，歌などを通して，何度も英語の音声にふれ慣れ親しんだた
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め，授業終了後も，英語を口ずさんでいるのがわかる。外国語活動の目標の一部である「外国語の音声

や基本的な表現へ慣れ親しませながら」（文部科学省，2008, p. 7）を具現化した記述例といってよいであ

ろう。これらの記述に関しても，アンケート結果では具体的指導法は見られなかった。金森（2011）は，歌

を用いた指導に関し，歌を選ぶ際は，短いフレーズで繰り返しが多い歌，児童がすでに親しんでいる語

彙や表現を用いた歌などを提案しているが（pp. 152-153），具体的な曲名までは言及していない。 

 

4) 学級経営に関する記述 

   ・男女の仲がより深まった時。 

    ・進んで友達と関かかわった時。 

    ・基本，学級経営がとても大切。6年生でも歌やチャンつが楽しめる。 

    ・英語劇やジェスチャーの練習などで，表現したり，仲間と協力する姿が見られたとき。 

 

これらの記述例は，外国語活動と学級経営は密接に関係していることを表している。外国語活動を通し

て，クラス内の友人関係が良くなり，皆で協力し合うようなクラスの雰囲気が醸成されると，外国語活動の

授業がうまくいっていると学級担任は感じているのである。どのようなクラスをつくるかという学級経営は，

学級担任の役割がとても大きく，その意味で，外国語活動においても学級担任の存在はとても重要であ

る。外国語活動においては，学級担任は英語のモデルではなく，英語を使おうとする学習者モデル（直

山, 2008, p. 27），あるいはコミュニケーションのモデル（金森, 2011, p. 36）になることが期待されている。

そのようなモデルに学級担任がなろうと努めることは，児童に安心感を与え，和やかなクラスの雰囲気を

作ることにつながり，結果として，望ましい学級経営につながるのではないかと期待される。 

 

5) 気づきに関する記述 

・授業中に新しい発見があった時（文化面，友人など）。そして，みんなで共感し合う場面がある時。 

 

 外国語活動を通して，児童が外国の文化について日本の文化とは異なる面を理解したり，友達につい

て好きな食べ物とか動物とか教科等について，新しい面を発見し，それをクラス内で共有し合う時に，授

業がうまくいったと感じた回答例である。外国語活動はただ単に英語の学習ではなく，文化的なものや友

達との人間関係なども含めたより広い観点から授業を行うことの大切さを示している。さらに，新しい発見

をクラス内で共感し合うというのは，クラスの集団力を高め，クラス内の雰囲気をよくすることになり，まさし

く学級経営の一部といってもよいと思われる。 

 

6) TTに関する記述 

    ・打ち合わせがうまくいき，自分自身の授業のイニシアチブをとった時。 

  ・子供がALTの言葉を聞き取る際や英文を作成するポイントをうまく助言できた時。 

 

授業がうまくいったと感じる時の TTに関する回答例はあまりなかったが，上のような回答例が見られた。

一つ目の回答例からは，TT において通常は，ALT が主導権を握っており，なかなか学級担任が主導し

て授業を進めることができていないことが読み取れる。この記述例からは授業がうまくいったと感じる時は，
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学級担任が中心となって授業を進めることができた時である。そのためには，ALT との打ち合わせは必

要であり，その際に学級担任がこのように授業を進めたいとの思いを ALT に伝える必要がある。往々に

して，学級担任の英語力が原因で，その思いが ALT に十分に伝わらず，学級担任の意向とは別の方向

へ授業が進展してしまうことがある。金森（2011）も，TT においては小学校教育の専門家である学級担任

が中心となり，全人教育の視点から授業を進めるべきであるとし，専門的知識をもたいないALTに教育を

丸投げすることは許されないと主張し（pp. 68-78），授業がうまくいったと感じる時の上述の記述例と一致

している。 

二つ目の回答例からは，学級担任が児童に適切な助言をすることができた時で，おそらく助言を言うタ

イミングも適切であったと思われる。ALT との打ち合わせのことには何も言及していない回答例であるが，

おそらく十分な打ち合わせができていたと思われる。 

 

7) 児童の活躍の場に関する記述 

・特別支援学級や他の教科で苦手意識を持つ児童などが，外国語活動で積極的に取り組んだり，コ

ミュニケーションしようとしている。 

・普段発表しない子供がゲームやコミュニケーションで生き生きしてと発言している時。 

・他者とのコミュニケーションに積極的ではない子が，みずから相手を求めて英会話を成立させようと

している時。 

・声の小さい自信なさげの子が，笑顔を楽しく活動している時。 

 

これらの回答例は，上述の「1) コミュニケーションを図ろうとする態度に関する記述」のカテゴリーに含

めてもよいのだろうが，他教科の授業では発言等にあまり積極的でなく自信のない児童に，外国語活動

はあらたな活躍の機会を提供しているという点で，このカテゴリーを設けた。このような回答例からも，外

国語活動は，単なる英語学習ではなく，いろいろな児童に人と関わる，すなわちコミュニケーションを図ろ

うとする機会を与える可能性をもっていることを示している。外国語活動の児童に与える良い側面と言っ

てよいであろう。 

 

8) 有能感・成就感・達成感に関する記述 

・児童がALTの話す内容をジェスチャーから何となく意図をくみ取り「あー，そうかな」と分かった時。 

・英語での質問に英語で答えることができた。 

・英語に苦手意識を持っている児童が「できた」と喜んだ時。 

・子供がALTと英語で意思疎通できたのを見た時。 

・スピーチやリスニングを自信をもってできたという達成感がある時。 

・子供がALTと英語で意思疎通できたのを見た時。 

 

 これらの回答例は，いわゆる英語学習における「～ができた」という達成感である。外国語学習は英語

のスキル養成を第一の目的とはしていないが（金森，2011, p. 13; 文部科学省，2011，p. 19 ），英語の

スピーキング力やリスニング力が外国語活動の結果として，身に付くことにこしたことはない。児童が達成

感を味わうことができれば，さらに英語学習をしようとする意欲にもつながる。ただ，週 1 回の授業ではな
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かなか英語のスキル養成は難しいところがあり，このスキル養成を全面には出さない方が良いと思われる。

そうでないと，多くの英語が苦手な，英語嫌いの児童を生み出してしまう恐れがある。 

 

9) 教材・指導法に関する記述 

・ “Good job” シールの活用。挙手であったり，チャンツであったり，頑張っている児童に配布。子

供にとって，意欲が喚起され，クラスの雰囲気がどんどん良くなる。 

・英語ノートをパソコンで共有して，色や洋服をゲーム化して覚える授業。 

・ゲームをしながら，そのゲームを進めるにあたり必要性を感じ，知らず知らず英単語を覚え使った。   

6年生の道案内のところで，すいか割りのゲームを行い， “Go straight,” “Turn left,” “Turn right” 

の表現を使用した。 

・お店屋さんごっこで，売る物を子供たち自身で作った。お店屋さんも自分たちで決めた（ペットショ

ップ，文房具屋，洋服店，etc.）。自分たちでする作業があるとよい。 

  

以上は数少ない，授業がうまくいったと学級担任が感じる時の具体的指導法についての記述例である。

いずれも指導法が具体的であり，明日の授業でもすぐにでも活用できるものばかりである。シールの活用

は，児童の学習意欲を喚起すると言われている。パソコンによる教材の共有化は，指導者同士の連携で

ある。ゲームでは，その表現を使う必然性のある場面を作り出している。お店屋さんごっこでは，児童自ら

がお店屋さんを決定しているなど，児童が教師から与えられたものだけではなく，自分たち自身も授業に

積極的に参加していることがわかる。 

場面にふさわしい表現を使用する必然性を作り出すことは，意外に難しい。これは，指導者である学級

担任自身がそのような学習体験をあまりしていないことが考えられる。中学校，高校，大学の英語の授業

において，いわゆるコミュニケーション中心の英語の授業をどれだけ受けてきたかについては相当疑問

が残る。いずれにせよ，ある表現を使う必然性のある場面を作り出すことは，授業の成功につながる要因

の一つとなっていると思われる。 

以上，外国語活動の授業がうまくいったと感じる時の小学校教師の回答例を，9 つのカテゴリーに分け，

典型的なものや役に立つと思われるものを記述した。カテゴリーは1) コミュニケーションを図ろうとする態

度に関する記述，2) 楽しさ・積極性・意欲に関する記述，3) 英語への慣れ親しみに関する記述，4) 学

級経営に関する記述，5) 気づきに関する記述，6) TTに関する記述，7) 児童の活躍の場に関する記述，

8) 有能感・成就感・達成感に関する記述，9) 教材・指導法に関する記述，である。外国語活動を通して，

児童はコミュニケーションを図ろうとする態度を養い，英語学習の楽しさを体験し，さらには英語の音声に

慣れ親しむことが可能となる。また，外国語活動は他の教科の授業ではあまり自信のない児童に，活躍の

場を与える機会にもなっている。さらには，外国語活動を通して，クラスの集団力が向上し，雰囲気が良く

なることがある。そのような外国語活動の児童やクラスに与える良い面に接する時，学級担任は授業がう

まくいったと感じるのである。また，TT 指導においては，担任の意向が授業に反映された時も授業がうま

くいったと感じている。外国語活動には，当然のことながら英語学習の面も含まれるから，児童の「～でき

た」という成就感・達成感にふれた時も，学級担任は授業がうまくいったと感じている。 

一方，このような指導をすると授業が成功したと感じることに関する具体的記述例は少なかった。唯一，

9) 教材・指導法に関する記述のカテゴリーにおいて，いくつか具体的な指導法についての言及が見ら
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れた。その中でも，英語の表現を使う上で，その表現が使われる場面を作り出すことが重要であり，授業

の成否と大いに関係がある。金森（2011, p. 93）も同様に，ことばのやり取り，すなわち，コミュニケーショ

ンの必然性のある活動が大切であり，その具体的活動例にも言及している。いかにして，そのような場面

を設定するかは，小学校の外国語活動のみならず，コミュニケーション重視の英語教育にあっては，中学

校，高校，大学も含め，英語教育上あらゆる場面においてとても重要である。 

 

２．うまくいかなかったと感じる記述例 

今度は，授業がうまくいかなかったと感じる時の学級担任の回答例を類型化し，紹介する。また，なぜ

そのようになるのかについて，その原因についても可能な限り言及をする。 

 

1) 児童が授業がわからないことに関する記述 

・「わからない」「覚えられない」「苦手」と声を出された時。 

・子供が授業がわからず，首をかしげている時。 

・ALT が英語で話しかけても，何を言っているのか理解するのに時間がかかり，意欲低下。聞き取る

力が育っていない子は苦痛。 

・英語だけの説明で子どもたちが全く何をしているのかわからず，担任がフォローできない時。 

・ALT が一人でつっぱしてしまって，子供がしらけている。事前の打ち合わせをしても，担任が理解

できない時。 

・ALTが主に行っているが，英語が理解できず，子供たちが困っている時。 

・ALTが英語で説明したゲームなどのルールが十分にできないまま進んでしまい，子供が集中でき 

 なかった時。 

 

 これらの回答例からは，児童が授業の内容を理解できていない姿がみてとれる。その原因は複数考えら

れるが，一つにはTTの授業において，ALTが中心となり，オールイングリッシュで授業を進めるような場

合ではないかと推測される。おそらく，学級担任とALTの打ち合わせも十分ではなく，学級担任もその授

業をどのように進めるかについて，あまり認識していないのではないかとも思われる。仮に，授業の進め

方について担任の思いはあったとしても，それがALTに十分伝わらず，結果として，上述のような回答例

になっている可能性もある。学級担任が授業の内容や進行をコントロールし，その授業の目標を ALT に

理解してもらうことは必要であり，その意味でも ALT との打ち合わせはとても重要となる。当然，ALT との

打ち合わせをする上での，簡単な英会話力が学級担任に求められるのだが，これが一朝一夕には達成

されず，長期的視野が必要である。金森（2011, p. 77）は，ALTとの打ち合わせの時間は学校として確保

する必要があると述べ，ALTと意見を出し合いながら協働して授業実践をすることを勧めている。 

 

2) 児童の反応に関しての記述 

・子供たちが静まり返っている。 

・発言がない。  

・声がでない。 

・一人一人の言語活動が少なかった時。 
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・子供たちがつまらなそうにしている。 

 

これらの回答例は，授業がうまくいったと感じる時の回答例カテゴリー「2) 楽しさ・積極性・意欲に関す

る記述」の正反対に属する記述例である。なぜ，このようになるかの原因の一つに，上述したように，授業

の内容がわからないことがあげられる。ALTが中心となり，ひたすら英語で授業を進めれば，児童は何が

起こっているのか理解できず，児童の反応がなくなってしまうのは当然である。もちろん授業が分からなく

なる原因には，これ以外の理由も数多くあると思われる。次では，授業がわからなくなると思われる指導内

容・指導法についての記述例に言及する。 

 

3) 指導内容・指導法に関する記述 

・単調な単語学習や簡単なスペルの勉強をやった時。 

・扱う単語数が多いと，意欲がそがれる。 

・リピート練習が主となってしまった時。 

・一方的に英語を言わせて，子供たちの活動が少なかった時。 

・教科指導のように単語やセンテンスを覚えていることを前提に，単元の学習を進める時。 

・文法（複数形，be動詞など）を教えようとした時。 

・長めの単語やフレーズを無理に使わせようとして，子供たちが難しい，無理だという反応をした時。 

・綴りの指導（書かせる活動はアルファベットもままならないので，児童には難しい。） 

・発音に重点をおきすぎる時。 

・[l]と[r]の発音などは児童には難しい。 

   ・子供に知識だけを教え込むだけの授業。 

   ・英語を教え込もうとする時。 

   ・教え込んだり，覚えたりすることに力を入れてしまった時。 

・ALTが高いレベルの英語学習を求め，楽しい活動というより習得型の授業になっている。 

・他教科とのつながりを活かしきれない時。 

・無理に言わせようとすると，子供たちがなかなか意欲的にならない。 

・ことばの暗記に終わった場合。 

 

 これらの回答例は，外国語の授業がうまくいかなかったと感じる時の回答例である。単調な単語学習や

リピート練習，単語や文を暗記させるような指導法，綴りや文法指導，過度な発音指導など，いずれも中

学校で行う英語学習の前倒しのような指導法・内容である。週一回の授業で，英語の学習事項の定着を

図ろうとすると，回答例の中にあるように，「英語を教え込む」ことになり，学級担任は授業がうまくいかなか

ったと感じている。小学校における外国語活動は，英語の学習事項の定着を求めることではなく，英語を

用いてのコミュニケーション活動は楽しいという体験を児童にさせることが大切となる（文部科学省, 2008, 

p. 10）。学習事項の定着を求めるあまり，暗記やリピート練習で英語嫌いな児童を作ってしまう可能性が

ある。小学校段階においては，英語のスピーキング力養成は求めず，英語の音声に何度もふれ，慣れ親

しむことを目標にすればよい。金森（2011）は，指導法として，音声と文字を結び付けるフォニックス指導

に言及し，授業が週1回しかない小学校段階ではそのような指導は児童へ過度な負担を与え，英語が苦



茨城大学教育実践研究 33(2014) 

 - 90 - 

手な児童を増やすとも警告する（pp.114-115）。同様に，学習指導要領でも，発音と綴りの関係は中学校

で扱い，小学校段階では取り扱わないとしている（文部科学省, 2008, p. 19）。現時点では，綴りの指導を

含め文字指導は，中学校の前倒しとなり，授業がうまくいかなる一要因となる可能性があり，週 1 回しかな

い外国語活動においては避けた方が良いと思われる。 

 

4) 指導内容の偏り 

・ゲームだけで終わる時。 

・ゲームばかりに熱中して，外国語の使用がおろそかになる時。 

・ゲームなどが盛りだくさんで，その時間のねらいがあいまい。 

・活動は活発だが，知的でなく，子供の力を伸ばせていないと感じている時。 

・ルールそっちのけで，ゲームを進めることに没頭している子供がいる。 

・決まったゲームの繰り返し。 

   ・ゲームの勝ち負けで，「楽しかった」「負けて面白くなかった」という感想で終わってしまう時。 

 

 いずれも，授業の内容がゲームに偏ってしまい，児童が英語学習よりもゲームに夢中になってしまって

いることを表している回答例である。ゲームは楽しいが，ゲームを行う際に必要な英語の表現をきちんと

聞いたり，話したりすることをおろそかにしてはいけないことを，学級担任は認識しているのである。その

ためには，英語の表現を使用する必然性のある場面を，ゲームの中に設定する必要がある。授業がうまく

いったと感じる時の具体的指導法として，すいか割りのゲーム活動があったが（上述の「9) 教材・指導法

に関する記述」を参照），あの活動では どうしても “Go straight.” “Turn right.” 等の表現を使わないと，

目的を達成できない。英語を使う必然性のある場面をいかに活動の中に取り組んでいくかが大切であり，

そのための教材研究が必要となる。 

 

5) 教師の発言・指示に関する記述 

・活動内容ややり方が子供たちに伝わらなかった時。 

・活動内容がうまく伝えられず，活動が止まる時。 

・教師の説明が多く感じる時（児童の表現があまり活発にみられない）。 

・ゲームの内容を複雑にしすぎて，子供たちにうまく指示が伝わらない時。 

 

 これらの回答例は，児童が授業がわからない，あるいは児童の反応がなくなる原因の一つとも言える。

おそらく，英語で指示を出して児童にその内容が伝わらなかったことによる回答例と思われる。あるいは，

ゲーム等のルールを複雑にしすぎて，結果として指示も複雑になってしまった可能性もある。他教科同様，

指示は短く，わかりやすくが大切であるが，学級担任が英語で指示をする場合であれ，ALT が指示をす

る場合であれ，児童にわかるように，できるだけ簡単な指示を言うことが大切である。必要に応じて，日本

語による指示も必要である。どのような指示が適切かについては，クラスルームイングリッシュも含めて研

修が必要である。 
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6) TTに関する記述  

・ALTとのコミュニケーションがうまくいかず，学習過程がスムーズに進まなかった時。 

・ALT とのコミュニケーションがうまく取れず，指導にずれがある時。ALTの指導が子供と 1対 1の

時や，ゲームのルールがいい加減。子供の集中力や意欲がなくなる時がある。 

・ALTがいつも主になってしまい，HRTの思いをなかなか共有できない。 

 

 これらの回答例は，学級担任とALTとの間のコミュニケーションが十分成立せず，なかなか学級担任の

思いが授業に反映されない記述である。やはり ALT との打ち合わせは大切であり，学級担任は学習指

導目標をALTに理解してもらう必要がある。そうでないと，ALTは学級担任の意に反するような指導を行

う可能性がある。授業がうまくいったと感じる回答例の中に，TT において学級担任が主導権を取ることが

できた時との回答例があったが，上の 3つ目の回答例はいずれもその反対の記述例である。TTにおい

て学級担任が主導権をことが大切であり，そのための授業計画，ALT との打ち合わせ等，学級担任の果

たすべき役割は大きい。 

 

7) 児童の二極化に関する記述 

・スピードを上げた指導で，塾などに行っている子のみが楽しんでいる。 

・個人差があり，子供によって少し難しい内容に取り組む時，理解できず，苦しんでいる。 

・発音に自信ある子ばかりが目立ち，自信のない子がますます元気をなくしてしまう。 

・特定の子だけが意欲的になっている時。 

・英語ノートに沿って進めようとすると，英語を習っている子供たちは生き生き，その他の児童は不安   

がる。 

 

 これらの回答例は，英語の得意な児童とそうでない児童の二極化に関する記述である。現実，どのクラ

スにも英語教室へ通っている児童は存在すると思われる。仮に，TT において ALT が主導権を握り，英

語で授業を進め，学級担任もALTにほぼ授業を任せてしまうと，英語教室に通っている児童だけが授業

中発言をし，通っていない児童はその授業について行けなくなる可能性がある。また，わずか週 1 回の

英語の授業であるが，学習事項の定着，言い換えれば，英語のスキル養成を目標とすると，授業のわか

る子とわからない子の二極化は進んでいくと危惧される。外国語活動ではコミュニケーションを図ろうとす

る態度の育てること，外国語の音声に慣れ親しませることが大切であるから，英語教室に通っていない児

童でも内容のわかるような授業を，学級担任が ALTを活用しながら展開することが大切となる。英語学習

の面から言えば，英語の音声を聞くことに重点を置き，英語を話す能力や英語の読み書き能力を養成す

ることは小学校段階では求める必要はないと思う。金森（2011）は，二極化の原因を，外国語活動がスキ

ル養成になっていることとしており，同様の考えを述べ，さらに，1クラス30人以上の公立学校で，英語教

室のように英語のスキル養成をすれば，当然英語の苦手な児童が出て，英語嫌いな児童をたくさん生み

だすとも言う（pp. 74-75）。 

 

8) 学級担任の英語力に関する記述 

・指導者自身がうまく発音できない時。 
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・（教師）自分自身が理解できないALTの会話。 

・ALTの先生の話の内容が私（教師）がうまく理解できず，子供に伝わらず，活動が停滞する。 

・英語での会話の仕方について，子供に尋ねられても答えられないことがある。 

・英語力不足から， ALTとの会話がスムーズに行かない時。 

・私の力不足でいい授業ができない時。時間があれば，ALTとの打ち合わせができる。 

・教材研究不足・英語力不足も大きく関係している。 

・（自分の）発音が良くない。説明をほぼ日本語でしてしまう時。 

・見本を見せる時に，英語がうまく話せず，子供に伝わらなかった時。 

・自信をもって児童の前で英語を話すことができない時。 

  

これらの回答例の大半は，学級担任の英語力，とりわけ英語を聞いたり，話したりする英語運用能力に

言及している。TTにおいて学級担任が中心となって授業を進める際，児童やALTに英語で指示を出す

必要があり，学級担任にはある程度の英語運用能力が必要とされる。ALT との事前打ち合わせが必要で

あるから，なおのことである。校内外の教員研修によって，外国語活動やそのための ALT との打ち合わ

せで必要とされる英語の表現や英会話力などを身に付けるける必要がある。上述したが，これは短期間

で達成されるものではないから，少しずつ積み重ねなければならないと思う。学級担任の英語力に関し

て，金森（2011）は，授業を進行するために必要なクラスルームイングリッシュをある程度できるようにして

おけばよく，学級担任は大学まで英語を学んでおり，英語についての相当な知識を備えているから，コミ

ュニケーションのモデルとなればよいと主張する（pp. 62-63）。しかし，指導案で用いる英文の適切さを判

断したり，ALT との打ち合わせをしたり，コミュニケーションのモデルとして児童の前で英語を使用するた

めには，ある程度の英語運用能力は必須である。そうでないと，担任は自信をもって，児童の前に立てな

いのである。結果として，ALT にお任せするような授業になってしまうことが多々ある。やはり，外国語活

動を実施する上で必要な英語力を，ある程度学級担任は習得する必要がある。この点に関して，国は現

職教員研修を地方自治体に任せるのではなく，国の施策として是非, 人・予算をかけてほしいものであ

る。 

 

9)準備に関する記述 

・教材の準備がうまくできない。 

・教材研究不足。 

・時間にゆとりがなく，指導法が広がらない。（電子黒板の活用など） 

・ALTとの打ち合わせが十分できない。 

 

 これらの回答例からは，学級担任はALTとの打ち合わせや教材研究の必要性は認識しているものの，

多忙な学校生活ではその時間をなかなか捻出できていないことが推測される。特に，英語が苦手な学級

担任にとってはなおさらである。外国語活動に関する教員研修を個々の教員に任せるのではなく，学年

単位あるいは学校全体で，時間を確保しながら校内研修を進めることが考えられる。学校によっては，月

1 回 30 分程度，指導法について校内研修を実施しているところがあると聞く。このような研修体制を設け

る上で，管理職のリーダーシップは欠かせない。さらには，上述したように国策としての教員研修も必要
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である。 

 以上，授業がうまくいかなかったと感じる時の回答例を 1) 児童が授業がわからないことに関する記述，

2) 児童の反応に関しての記述，3) 指導内容・指導法に関する記述，4) 指導内容の偏り，5) 教師の発

言・指示に関する記述，6) TT に関する記述，7) 児童の二極化に関する記述，8) 学級担任の英語力に

関する記述，9)準備に関する記述の観点から，紹介し，その原因についても言及してきた。授業がうまく

いかなかったと感じる原因はいくつか考えられる。一つは ALT に授業をお任せにしていたり，ALT との

打ち合わせが不十分であることが考えられる。そのために，ALT が英語で授業を進め，児童も学級担任

も授業内容が十分わからないままになっている可能性がある。当然，そのような授業では児童からの反応

は乏しくなる。二つ目は，中学校の前倒しのような英語のスキル養成を主眼として，授業を実施しているこ

とが原因として考えられる。その結果，英語教室に通っている児童のみがわかるような授業となり，英語教

室に通っていない児童にとってはわからない授業になっている可能性がある。週 1回の英語の授業では，

英語のスキル養成は相当困難である。仮に授業が週 2 回になったとしても，同様である。三つ目は学級

担任の英語力不足が原因による英語苦手意識である。なかなか英語に対して自信を持てないために，

ALTに授業をお任せにしたり，打ち合わせも不十分なままになってしまう。四つ目に，外国語活動の目標

や指導法についての理解不足が考えられる。外国語活動では何を目標とするのか，どのような活動をす

るのか，どのような指導法が適切なのかなど，ある程度研修を積む必要がある。そうでないと，安易に授

業内容がゲームに偏き，ゲームの勝ち負けが主となり，人と関わろうとするコミュニケーションを図ろうとす

る態度の養成の面がおろそかになってしまったり，ALT に授業を任せたり，あるいは，英語のスキル養成

を主眼とするような授業になってしまう。五つ目に，教員研修が相当な部分，個々の小学校教師に委ねら

れており，多忙な学校生活ではなかなかその時間を確保するまで至ってはいないのではないかと思わ

れる。さらに，学校全体としても，外国語活動の教員研修に関して取り組みも不十分であると考えられる。 

 

 

外国語活動の改善に向けて 

 

 外国語活動の改善に向けて，授業がうまくいかなかったと感じる原因を取り除くことは当然である。先ず，

英語教室に通っていない児童にとっても，内容がわかる授業を実践する必要がある。そのためには，学

級担任はALTには授業をお任せにはせず，授業内容や授業の進行をコントロールするように努めること

は必須である。それに必要なALTとの打ち合わせ時間の確保，学級担任の英語運用能力向上および意

識改革も必要とされる。次に，中学校の前倒しのようなスキル養成を第一義とした授業目標を立てず，外

国語活動の本来の目標であるコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を主眼とするべきである。現職

教員研修であるが，校内外両方必要である。学級担任が自信をもって児童の前に立てるように，英語運

用能力の向上を図ることは必要である。国が責任を以て，人・予算をかけてほしいものである。さらに，研

修では，コミュニケーションの必然性のある場面を教師自身が体験することも重要である。そのような体験

がないと，授業案を作るにしても，ただ英語を暗記するような活動に陥ることになってしまう。いずれにせ

よ，外国語活動の教科化に向けて，課題は山積している。長い目をもって，教員研修を積み上げることが，

何よりも大切であると思われる。 
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本研究の課題 

 

 本研究は，アンケート調査の中の自由記述項目への小学校教師の回答をカテゴリー化し，分析した。特

に，授業がうまくいったとの回答例には具体的指導法があまり見られなかった。一方，授業があまりうまく

いかなかった時の回答例には，ゲームに偏った授業や中学校の英語の授業の前倒しをする指導法が観

察された。しかし，これらのデータは，外国語活動の授業を見学し，学級担任に直接インタビューして収

集したわけではない。実際に小学校を訪問し，外国語活動の授業をある程度の期間にわたり参観し，児

童および学級担任から，複数回面接等によりデータを収集することが必要である。そのようなデータを積

み上げ，より質的分析方法が今後は必要である。 

 

 

注 

 

1) 小学校教師の英語の教員免許所有者は，ベネッセ教育開発センター（2010）の調査では 9.4%，真

歩仁・猪井（2014）では 9.6%であり，ほぼ９割の小学校教師は英語の教員免許を所有していないこと

がわかる。 

2) この小中連携の研究の代表者は真歩仁しょうん（福島大学）であり，筆者は研究分担者である。   
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Abstract 

For Japanese students, their sole experience of Ireland in their academic life is a brief 

mention of the Famine and the subsequent emigration, in their high school history textbooks. 

Perhaps, they may go to an Irish pub (a ubiquitous Irish export) or hear traditional Irish music 

used as background music in a television documentary or movie soundtrack in their daily life. 

However, Ireland has a rich cultural heritage and strong sense of identity, which often parallels 

Japan’s own but at times is completely divergent. In the series of lectures I give, I aim to paint 

to broad picture of the culture and history of Ireland and to show how events, outside forces and 

the people themselves have made Ireland what it is today and also how Ireland and its people 

have influenced the world. 

Race and color are often discussed in terms of prejudice and discrimination. However, the 

role of religion in Ireland, although difficult both to teach and understand, can provide the 

students with a fresh experience of these themes. 

Finally, Ireland can offer something unique. This is a chance for the students to examine an 

on-going process of political, cultural and personal reconciliation.  

 

Introduction 

Recently in Japan, Cross-cultural Understanding has been increasingly required as part 

of a comprehensive English education, spanning elementary school to university. This is how I 

came to give this lecture at university level. It is relatively more difficult, here, to find 

information about Ireland when compared to the USA or even Canada or Australia. I hope to 

close some of the information gaps with my lecture. A close examination of Ireland can offer an      

―――――――― 
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interesting and rewarding experience to students who are unfamiliar with the country in 

question, its history and its problems. The students who take part in the course provided by the 

university are given the opportunity to study other cultures based predominately on race. In 

Ireland, the major influence on the culture has not only been race but also religion and 

nationalism. For the most part, the students have little if any prior knowledge of the differences 

between the various branches of the Christian religion or even religion generally. Thus by 

studying Ireland they can gain insight into current conflicts in the world which are 

increasingly, at least nominally about religion, for example the continuing Israeli / Palestinian 

conflict. 

The series of classes which I deliver is basically divided into four parts. The first part is 

a general introduction to Ireland, its geography, culture, people, language and food. This is 

followed by a quick foray through early Irish history laying the groundwork for more current 

events. The second class ends with an examination of the Great Famine. The third class is 

primarily concerned with the events leading up to and subsequent to the partition of Ireland 

into what became known as the Irish Free State and Northern Ireland. The final class deals 

with some events in recent Northern Irish history, including the emergence of the Civil Rights 

Movement in the late 1960’s, the start of the Troubles and finishing with the ceasefires and  

peace agreement in the 1990’s. The starting and finishing point for the series of lectures is 

always a single photograph. I offer the students the chance to get an A+ if they can tell me at  

the start of the lectures who the three people in the photograph are and why it is so politically, 

culturally and historically significant. So far no students have taken the challenge. My aim is  

that by the end of the four classes, all the students will be able to answer these two questions. 

 

Chapter 1 - Ireland - An introduction 

Ireland is a beautiful country with a deep and rich cultural heritage and I believe it is 

easy for the students to identify some elements familiar to them. Using clips from Japanese 

travel programs, I set out to show the landscape and scenes of Ireland. The students taking the 

class come from a wide range of disciplines so I try to show something for everyone including 

Irish music, dance and sports including hurling and Gaelic football. The fierceness and 

toughness of these two sports often impresses the students and they are often mentioned in 

their reports. I also include information about the Book of Kells, The Giant's Causeway and St 

Patrick. The latter is sometimes familiar to some of the students who have seen or taken part in 

St Patrick's Day parades in the United States or Canada. Even Tokyo has a small St Patrick’s 

Day parade.  

A final thing that I set out to do in the first class, is teach the students some basic Irish 

words and phrases. Language is an important part of any culture and I find it helps them to 

bond faster with me, an unfamiliar teacher. At this point, the English majors are on the same 

level as the other students, Irish is new to them all. The Irish language, when written down 
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somewhat resembles English but the pronunciation is very different. As an incentive to study 

and speak, students can also taste freshly baked traditional Irish bread, on condition that they 

introduce themselves to me in Irish. The more they speak, the more bread they can eat. This 

part of the course too has a big impact on the students, as it is a popular topic for them to talk 

about in their reports. 

 

Chapter 2 - Irish history 1604 - 1900 

With the students now having some tangible ideas of Irish / Celtic culture, it is then 

possible in the second class to examine the origins of this culture. I begin with a very quick dash 

through just over 300 years of European history. The reason for this is to establish the 

relationship that the English Crown and England had with Ireland and its people and also to 

show how this relationship was influenced by the power struggle going on in Europe during this 

time. The main catalyst for European conflict was, of course, religion with the emergence and 

rise of the Protestant religion and its challenge to the power of the Vatican and Roman 

Catholicism. Ireland, known as the Land of Saints and Scholars was devoutly Catholic and the 

Roman Catholic Church through its priests dominated all facets of life. Some people would even 

say this is still true today. At this time, Ireland was claimed by the English monarchy, who saw 

Ireland’s land and natural resources as a source of wealth. What better ally for the Catholic 

superpowers of France and Spain? Who better to provide a distraction and drain on the 

resources of England, than a Catholic Ireland looking for independence? I try to draw out 

similarities between this time of conflict and the Cold War after the Second World War. It’s an 

over-simplification but Ireland could be considered similar to Afghanistan, where local freedom 

fighters backed by the Americans became a thorn in the side of the USSR. However the main 

points that are emphasized here are the numerous rebellions, the establishment of the 

plantation system and the conflict between William of Orange and James the Second which 

culminated in the Battle of the Boyne. These events had and continue to have great significance 

and impact on Irish culture. 

      A series of plantations, similar to the ones used to establish the early English colonies in 

the Americas, were implemented in Ireland as a method to control the country.  Land was 

seized from the native Irish, after they had rebelled against English rule and the settlers from 

mainland Britain were encouraged to move there and establish farms. This meant that pockets 

of ‘loyal’ Protestant subjects were embedded into the landscape of Catholic Ireland. This was to 

forever change the cultural face of certain parts of Ireland especially in the North East, which 

today is Northern Ireland. This period really deserves much deeper consideration but due to the 

time limits of the presentation it is not possible. There are several key events that I discuss with 

the students. One of these is the 1641 Rising which was a Catholic rebellion in which around 

4000 Protestant planters were killed. From this point onwards the Protestant planters see the 

native Catholics as hostile and not to be trusted.  
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Later in the decade, when Oliver Cromwell came to Ireland and brutally restored order 

and English rule, native Catholics were given further reasons to hate the English. The siege at 

Drogheda and the slaughter of the garrison and civilian population of the town are still 

remembered to this day, as is the name of Oliver Cromwell. 

Then, we look at the events surrounding the succession and brief reign of James II. 

James was a Catholic king in a predominately Protestant country. He was overthrown in the 

“Glorious Revolution”, which brought William of Orange, a Dutch Protestant, to the throne of 

England. However, James did not give up so easily and with the help of Spain, sought to regain 

his crown by first pursuing a military campaign in Ireland. He hoped to use the Irish Catholics 

to form the basis of an army.  However his Catholic army was no match for the army of 

William and he was finally defeated at the Battle of the Boyne in 1690. This event too has left 

an indelible mark on the history and culture of Ireland. 

In the final part of this class, the causes, effects and repercussions of the Great Hunger 

are examined. This is done in a workshop style rather than a more formal lecture. In groups, 

the students are given boxes which contain various items including a potato, a ticket to 

America, a series of newspaper articles and sketches from the 1840s. They then have to 

examine each item in turn, formulate their theory about what happened in Ireland in the 

middle of the 19th Century and then explain it to me. 

This group work gives the students a bit of breathing space to catch up to the pace of the 

lesson and also works to their stronger English reading ability. Most students come to realize 

the importance of the potato crop to the Irish people. Before the Famine, the Irish poor were 

often in better physical condition than the poor of other European countries. Then there were 

the catastrophic failures of the potato crop, year on year, that led not only to many deaths but 

also to mass emigration to the Americas and other destinations like England and Australia. 

The whole topic of the Great Hunger is still a cause of great debate especially regarding the 

actions of the British government in London to the famine. It is also still a cause of much 

resentment among some sections of the Irish population at home and abroad, who would use 

the word genocide when talking about the Famine. However, due to the complexity of the 

analysis and the lack of time, I endeavor to present a quite factual case to the students. The 

best modern examination of this harrowing event is the book “The Great Famine: Ireland’s 

Agony 1845-1852” by Ciaran O Murchadha. Dr Murchadha is based at the Department of 

History at the National University of Ireland, Galway. The main talking points of the book are 

about the massive depopulation of Ireland, both through death and emigration and with it the 

cultural devastation that it caused. It also discusses the inaction of the London government and 

the role of the Poor Laws, which were inadequate to cope with the enormity of the problem and 

finally the influence that the emigrating Irish had on the wider world.  The popular social 

attitudes of that time were influenced by laissez faire and the idea of self help was also 

important. There was little enthusiasm on the part of the British government or people to assist 
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the Irish. During this time, the Irish people were often viewed as lazy and unwilling to work. 

One of the forms of welfare assistance enacted by the English government was public works. In 

return for their labor, participants would receive food. However many of these people were 

weakened by a lack of food and or were sick. It was therefore not laziness but an inability to 

work. This was similar to the discrimination and racism faced by blacks. 

 

An example of this racism towards the Irish is shown in a cartoon from the Harpers 

Weekly magazine published in 1850 under the title of “Scientific Racism”. It shows how the 

Irish have similar facial features to Africans, not Anglo-Saxons and, as such were an inferior 

race. To quote Jimmy Rabbit in the Alan Parker’s 1991 film “The Commitments”  

 

“The Irish are the blacks of Europe. And Dubliners are the blacks of Ireland. And the 

Northside Dubliners are the blacks of Dublin. So say it once and say it loud, I'm black 

and I'm proud.” 

 

Chapter 3 - The Easter Rising of 1916 and the partition of Ireland 

The third class is primarily concerned with the Easter Rising of 1916, the emergence of 

Ulster Unionism and the partition of Ireland. This class is mostly taught in a workshop style. 

After a brief scene setting exposition of world events around 1914 and the Home Rule 

movement, students are given two tasks about the 1916 Easter Rising. For each task the 

students are given a scenario and then three envelopes. Printed on the front of each envelope is 

a possible solution to the scenario. They must discuss the problem in their group and try to 

choose the best course of action. The first decision the students must make is their immediate 

response to the rebel action in Dublin. They take on the role of Lloyd George and the English 

Cabinet. The choices they are given are listed below. 

 

A - Talk to the rebels and find a peaceful solution 

B - Use your soldiers but wait for the Irish to give up 

C - Send in the soldiers to crush the rebels 

After choosing their response, the students can open the envelope and see the likely outcome of their 

decision. A sample answer is shown on the next page. 
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  A 

   Talk to the rebels and find a peaceful solution. 

   The rebels want freedom and you give it to them. As a result about 200,000 Irish soldiers 

stop fighting and return to Ireland. 

   You lose WWI. 

   The Unionists in the north of Ireland do not want to be ruled by the Catholics in the south. 

There is a civil war in Ireland. 

   This did not happen choose again. 

 

 

 The peaceful solution is always the most popular choice with most groups. Perhaps, this also shows a 

further cultural difference. In this role play the wrong answer is better than the right answer as the 

students must examine the event in more detail. 

In the second role-play the students take on the role of Major-General Sir John 

Maxwell. He was the British military officer charged with putting down the rebellion and 

restoring peace to Ireland. Again, the students are given a scenario and three option envelopes. 

This time however there isn’t really a correct answer or solution. The British were in a no-win 

situation and the Irish problem was set to continue indefinitely. Some of the students are quite 

frustrated that there is no correct answer.  

With the role-plays completed, we review the events of the 1916 Easter Rising by watching some 

very short clips from the 1996 film “Michael Collins” which was written and directed by Neil Jordan. This 

is a very valuable resource. While being a piece of entertainment, it does give the students a good idea not 

only what Dublin and its people were like at the time but also an emotional sense of the Rising itself. 

They can witness how the British army crushed the rebels by using heavy artillery, at close range, in the 

city center. They can also experience the subsequent executions of the leaders. This also helps to show 

why the reactions of the Irish people themselves changed from being solidly against the rebels to showing 

support and sympathy to them, a villains to martyrs transformation. Also around this time the first 

newsreels were being produced and some archive footage is available and reinforces the destruction 

wrecked on the city center of Dublin.  

In the final section of the class, I focus on Michael Collins himself, and try to examine the War of 

Independence, the resulting agreement and partition of Ireland from his point of view. In history, 

Michael Collins has the almost unique honor of defeating the British and forcing them to negotiate. This 

feat has made him a legend in Ireland. Today however, looking back at the brutal campaign of terror that 

he masterminded, he would be no doubt decried as a murderous terrorist, along the lines of Osama Bin 

Laden. Also in this part of the class, the early knowledge about the plantation of Ireland comes into play. 

The sole reason for the partition of the country dates back to the plantations of the 18th Century. The 

partition was decided along religious lines, the Protestants, descended from the planters and who lived 
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mainly in the northeast of Ireland wanted to remain part of the UK and so the state of Northern Ireland 

came into being. The partition of Ireland was rejected by the Irish Nationalists and this led to a civil war 

in the south of Ireland. Right up until December 1999, the constitution of the Irish Republic still claimed 

the right of sovereignty over Northern Ireland. 

 

Chapter 4 - Modern Northern Ireland from 1968 to the present 

The final class introduces the students to the recent history of Northern Ireland starting 

from the late 1960's to right up until the present day. This part of the course is perhaps the 

most difficult for students to grasp and also quite dark subject matter. I don’t believe, however, 

that this difficulty is any fault of the students. The actions of certain parts of the Northern 

Ireland population are even a mystery to people from other parts of the UK. My first aim is to 

get the idea of division and separate identity into the heads of the students. I do this by simply 

asking them to choose an Irish name for themselves from a list that I display on the screen in 

the classroom. These names are listed in 

the table on the left, male names on the left 

and female names on the right. This 

activity, on the face of it, seems quite 

innocent but actually this is far from the 

truth. The students who choose a name 

marked with a * are given a green Post-it 

note and the remaining students are given 

an orange Post-it note. While distributing 

the Post-it notes, I also make a remark to 

the students “Taig” for the green students 

and “Hun” for the orange students. What I 

then explain is that I have classified them by their religion, by simply knowing their name and 

also I have referred to them by derogatory and insulting names.  The colors refer back to the 

history of Ireland and the events around 1690 when William of Orange defeated James II. 

Orange is the representative color for Protestants, and green for Catholics. I then go further to 

explain the religious and cultural differences between Catholics and Protestants in Northern 

Ireland, using myself as an example. All the examples of sports, music and language the 

students saw in the very first class are alien to me as a Northern Protestant and my culture 

owes more to mainland Britain than to Ireland. I never spoke Irish or studied it in school. I 

never played Gaelic football or hurling, instead I played rugby, soccer and cricket, all English 

sports. 

In the light of this religious and cultural segregation, I then set out to explain the 

emergence of the Civil Rights movement, which was similar to that of the one in the USA 

around the same time period. Although, this movement was not initially Nationalist in 
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ideology, it was viewed as a threat to the dominance of the Protestant majority and, was dealt 

with harshly by the establishment. Attacks on Catholics by Protestants led to a downwards 

spiral of sectarian violence. This violence led to the direct intervention of the British 

government and the deployment of the British Army on the streets of Northern Ireland. Their 

original purpose was to protect Catholics and Catholic areas from attacks by Protestants. One 

crucial event of this period is Bloody Sunday, which happened in Londonderry/Derry on 20th 

January 1972. During a civil rights march in the city, British soldiers opened fire on the 

marchers. Twenty-six people were shot and fourteen died. The soldiers claimed they had been 

shot at first and were returning fire. Other witnesses, who were present, stated that the 

soldiers were first to fire. This incident is not only important because of the loss of civilian life 

and the actions of the British soldiers but it also helped to change the views of Catholics 

towards the British Army, which was now seen as a tool of the Protestants to repress them. 

This also convinced the IRA to pursue a more violent course. The repercussions of Bloody 

Sunday are still felt even today. The Saville Inquiry into Bloody Sunday was started in 1998 by 

the then Prime Minister Tony Blair and it finally published its findings in 2010. The report laid 

the blame for the civilian deaths clearly on the British soldiers in the city on that day. This 

contradicted the official report, the Widgery Tribunal, into the incident, which had cleared the 

soldiers and the British government of any wrongdoing. The publication of the Saville Inquiry 

findings led to a formal apology by the Prime Minister David Cameron. While this period of 

Northern Irish history is particularly dark, there is something unique about it. That is the 

peace process that started with the Good Friday agreement in 1998. This was followed by 

several ceasefires, and finally, the IRA declared an end to the war in July 2005. This was of 

course a political solution to the Troubles in Northern Ireland. Local communities who had 

been on the frontline of the Troubles, especially in Belfast, still have a long way to go before they 

are fully reconciled. It’s like the same problems still exist they have just changed venue, from a 

national to local arena. Deaths have decreased but lower intensity violence still continues. To 

try to illustrate this point I make use of some Youtube clips showing a 12th July parade and a 

documentary made by the BBC called “Petrol Bombs and Peace: Welcome to Belfast”. The BBC 

documentary follows a Loyalist band during the marching season, and clearly expresses the 

feelings of both Protestant and Catholics. Even in the first few minutes, one of the Protestants 

interviewed states  

 

 “They are just trying to stop our culture. And they’ll not be happy until it does stop.” 

 

The other side of the argument is expressed by a young Catholic woman. As she watches the 

parade, she comments 

 

 “It’s a territorial thing, really, here. That’s their land and this is our land” 
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This is a documentary I highly recommend to all the students if they want to get a clear and 

balanced view of the cultural divides, which still exist in Northern Ireland today. I also try to 

show and explain about the Peacelines in Belfast which are actual physical walls which were 

built to keep the two communities apart during the violent times and many of which still 

remain in place today, even after the official end of the violence. 

Not all students choose to write about this last class, but those that do are very sadden and 

surprised that religion can have such an influence on the daily and political life of a country. 

They also often express that they have no such religious influence in their own lives or country.  

At this point, I refer back to the photograph that I showed to the students at the very start of 

the classes. In the photo, Queen Elizabeth is shaking hands with Martin McGuinness who was 

a leading member of the Provisional IRA and was present in Londonderry on Bloody Sunday, 

and at his side is Peter Robinson, the leader of the main Protestant political party. Together 

these men served as the duly elected leaders of Northern Ireland, something that even 15 years 

earlier would have been a fantasy. I also remind the students of the flag of the Irish Republic, 

which incorporates the green of Nationalist Ireland and the orange of Protestant Ireland and 

between them white, symbolizing peace. The class closes on what I hope is a positive up-beat 

note of reconciliation and peace. 

 

Conclusion 

I am sure that the students find my classes challenging with many new and difficult 

things for them to learn. The mix of history, religion, culture and politics I think makes Ireland 

unique and worth studying. Also since the Great Famine, there has been an exodus of people 

from Ireland and they have had a great impact on the wider world. This can most clearly be 

seen in the United States, in the powerful Kennedy family with their Irish roots. Even the 

current president takes the time to have a beer on St. Patrick’s Day. 

 

 “English civilization, while it may suit the English people, could only be alien to us” 

 Michael Collins - A Path to Freedom 

 

This quote could be also true of the Irish to the Ulster planters. I hope Ireland is less alien to my 

students after taking the class. 
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Abstract 

    Visual information may play a key role in language learning, especially at the early stages of 

children’s EFL learning. We hypothesized that novice learners turn mainly to visual cues to 

comprehend stories. To test this, seventeen novice Japanese children went through two English 

read-aloud conditions, normal read-aloud and pictures only. One book was read aloud to the 

children over five sessions. The other book was read aloud in Sessions 1 and 5, but only pictures 

from the book were shown in Sessions 2 through 4. Two raters assessed the children’s story retelling 

using two rating forms. The results show that although comprehension in both conditions increased 

after the five sessions, there was  no statistically significant difference in the story comprehension 

between the two conditions, although result on one measure approached statistical significance. 

Children’s interest in the two books remained stable across the five sessions, regardless of 

conditions.  

 

 

Introduction 

When reading aloud a picture book to EFL novice children, we wondered to what extent they 

actually understand the story. Or if they understand it at all? We have always assumed that pictures 

help them understand the story, even if they could not understand the language they heard. This 

pilot study began from this assumption and sought to answer a question: How much do pictures 

help the children to understand a story?  

Parents and teachers have recognized read-aloud as a fundamental language activity that helps 

children learn a first language (L1). Research also suggests that read-aloud has a positive influence 

on children’s L1 literacy, vocabulary (e.g., Whitehurst et al. 1988), reading comprehension (e.g., Wells 

1986), and oral skills (e.g., Blok 1999) development. In reading aloud picture books, pictures seem to 

play more than an assistive role in both perception and comprehension. Beyond the positive 

influence on lower level cognitive processes such as recovery of 
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degraded sound (Riseborough, 1981), visual information including gestures and facial cues seem to 

improve second language (L2) listening comprehension of the story (Sueyoshi and Hardison, 2003; 

Wagner, 2010).   

However, there is little basis for generalizing these results to novice EFL learners’ 

comprehension of picture books read-aloud. This is because existing studies often assume that L2 

learners can still comprehend the text through auditory input alone. In the very early stages of L2 

learning, this assumption is not totally warranted. True novices may face considerable difficulty in 

extracting even a small piece of information in the auditory input. It can be expected then that the 

novices in the early stages of L2 learning turn heavily to visual cues, if available, to make sense of 

mostly incomprehensible auditory input.  

The fundamental tenet of the picture books read-aloud is that pictures make the input more 

comprehensible for L2 learners because of visual cues. Despite all of the potential benefits of 

read-alouds including receptive and productive vocabulary, grammar, comprehension, and 

repetition through oral imitation (Amer 1997; Dhaif 1990; Elley 1989; Romney, Romney, and Braun 

1988; Silverman 2007; Vivas 1996), previous studies have not clearly delineated the role of pictures in 

comprehension in the very early stages of L2 learning.  

In this study, we propose the Visual Dominance Hypothesis, suggesting that learners in the 

early stages of L2 learning rely on visual cues (including pictures in picture books) in order to 

comprehend the auditory text. That is, we suggest that visual cues mediate the relationship between 

the meaning and form through which auditory input is made comprehensible. We hypothesize that 

role of visual cues in comprehension is much greater during the very early stages of L2 learning 

because the learner in these stages possesses limited preexisting linguistic knowledge to help map 

out the form-meaning relationship. Although no direct evidence exists to support this hypothesis, 

Tomasello’s theory on the role of comprehension and attention in child L1 acquisition strongly 

supports this proposition. Based on empirical evidence, Tomasello (2003) theorized that children’s 

comprehension of language, hence L1 acquisition, takes place in the joint attentional frame in which 

the adult, the child, and the event or object—such as pictures—share the referential event of 

immediate relevance, and the child attempts to read the adults’ communicative intentions. In this 

case, the child associates the linguistic form with intended meaning by attending to the event or 

object at hand, and visual input seems to be the sole provider of the meaning of the linguistic form.   

In the present study, we tested the following working hypothesis based on the Visual 

Dominance Hypothesis, that is, we suggest that children’s comprehension of a story will increase 

both when the picture book is read aloud normally and when only the pictures are shown. We 

expected that if children in the early stages of L2 learning were incapable of making full use of 

auditory information because of their limited proficiency, comprehension based on seeing only 

pictures would be no different from comprehension based on normal read-alouds. In other words, if 

auditory input contributed very little to story comprehension, the listener would use pictures as the 

default main source of comprehension, regardless of the availability of auditory input. If so, the 
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power of pictures or visual input—the roles of which much underrated in language learning—will 

be supported.  

 

Method 

Participants 

A total of seventeen children (6 second- and 11 third-graders, ages 8-10), all native speakers of 

Japanese studying English as a foreign language in public elementary schools, participated in the 

study (Table 1). The children’s experience in learning English, both in and outside elementary school, 

was limited to an average of 3.45 years (SD = 1.35). The children in Groups 1 (n = 6) and 2 (n = 5) had 

one 45-minute lesson and one 20-minute lesson each week at their school while the children in 

Group 3 (n =6) had only one 45-minute lesson per week at their school. Two children reported that 

they took an extracurricular English course, which met once a week for less than one hour. None of 

the participants had spent extensive time overseas and none reported that they could read English 

words. In an informal test given to five of the children, none could recognize simple words such as 

“apple.” Three senior English major university students served as readers of the books. 

 

Table 1. Profile of the Children.  

 Group 1 Group 2 Group 3 Average 

Grade 3 3 2  

Gender 3 (M) 3 (F)  2 (M) 3 (F) 4 (M) 2 (F)  

Mean Length of Study (SD) 3.58 (1.20) 4.26 (1.60) 2.66 (0.98) 3.45 (1.35) 

Meeting Site  public 

school 

public school private 

institute 

 

Note. The mean length of study is the average cumulative years of studying English.  

 

Procedure 

Data collection took place during after-school child-care programs offered in their own school 

to Groups 1 and 2 on separate occasions and in a private institute to Group 3 after regular school 

classes had ended for the day. Grouping was arbitrary, and all groups participated in both task 

conditions. The data collection procedures were identical for the three data sets, with the exception 

of slight differences in the read-aloud session schedules.  

All children in the study were exposed to enlarged copies of two picture books during five 

sessions conducted over a period of approximately four to five weeks. Each group read-aloud 

session (including individual recalls) lasted approximately thirty to forty minutes. For scheduling 

convenience, the intersession intervals were six days except for two one-day intervals for Group 3. In 

three cases, participants missed one of the sessions, and individual make-up sessions for these 
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children were held prior to the following scheduled group session.  

Before the first session, two books—not those used in the actual experiment—were read aloud 

to Groups 1 and 3, and the children individually retold the text. Group 2 did not have such rehearsal 

due to scheduling conflicts. This might have lowered their scores in Session 1. Non-parametric 

Kruskal-Wallis tests were run to check group differences in Session 1. Group 2 had statistically 

significantly worse scores than Group 1 on two out of four measures. On the other hand, there were 

no statistically significant difference between Groups 2 and 3, while the scores on all four measures 

were statistically significantly different for Groups 1 and 3. Because of these differences among 

groups in Session 1, we decided to use difference (or gain) scores for analysis.  

For Groups 1 and 3, the dino book (Happy Birthday, Danny and the Dinosaur by Hoff, 1995) was 

read aloud while the horse book (The Horse in Harry’s Room by Hoff, 2001) was chosen for the 

silent-read. The books were reversed for Group 2 so that the horse book was used for the read-aloud 

and the dino book for the silent-read. They seemed appropriate for the study because they were 

short, easy, and reflective of everyday experience while still containing fantasy elements. Both books 

belong to the lowest level of the reader series as graded by the publisher. Readability indices, such as 

Flesch grade, indicate that the two books are approximately equal in terms of the surface textual 

features. The book used in the read-aloud condition will henceforth be referred to as Book A and 

that of the silent-read condition as Book B. 

In the read-aloud condition, Book A was read aloud, and the pictures were shown to children in 

all five sessions. In the silent-read condition, the reader read aloud Book B with pictures shown only 

in Sessions 1 and 5. In Sessions 2 through 4, the reader did not read the text, but only showed the 

pictures in Book B. To keep the pace of showing the pictures consistent with the normal read-aloud, 

the reader in the latter condition subvocalized the text, i.e., read in their mind. To control for 

potential factors that might influence comprehension, the reader avoided making any gestures or 

asking any questions in either condition.  

In Sessions 1, 3, and 5, each child individually retold the stories in Japanese to three assistants, 

who began by prompting the child to “Tell the story as much as you can remember” and ended 

with “Anything else can you remember?” Recalling was done outside of the classroom, and the 

assistants made sure that children would not overhear one another. Each story retelling took 

approximately one to three minutes. Since there were only three assistants at each site, two or three 

children had to wait a few minutes for their turn to retell the story. To correct for this waiting time, 

the order of retelling was adjusted so that each child had to wait for at least one of the two retellings 

in each session.    

If the child would not say anything or remembered very few story elements, the assistant 

prompted by asking, “Who was in the story?” and “What were they doing?”  Other than these 

questions, the assistants refrained from assisting children with retelling. All retellings were 

audio-recorded and transcribed for analysis. A major reason for choosing oral story-retelling over 

written recall is that children at this age have limited writing skills, even in L1, hence it may take 



Saito et al.: The Role of Pictures in Children’s Comprehension of Repeated Read-Alouds of Picture 

Books in an EFL Setting 

 - 111 - 

them longer, and it may be more difficult for them to fully express their story comprehension in 

writing.  

 

Scoring  

Two scoring instruments, the story structure analysis (SSA) form and the key concept analysis 

(KCA) form, were developed to analyze the children’s comprehension of the stories in the books. 

Both forms were expected to detect different aspects of story retelling, SSA for structural 

organization of the story and KCA for the storylines in detail. The SSA was adapted from a form 

developed by Morrow (1986). The story was first parsed into four story structure elements: setting, 

plot episodes, resolution, and sequence. The elements were determined before the data analyses 

based on the discussions among the researchers. Scoring the SSA form involves identifying the 

presence or absence of these story structure elements in the retelling (Appendix A). For example, if 

the child successfully mentioned the main character’s name and began the retelling with an 

introduction, the child earned 2 points for setting. There were seven items in total, with each rated 

either dichotomously (items a, b, f) or on a four-point (items c, e, g) or five-point scale (item d).  

The second analysis, the KCA form, was based on Bailey’s (1998) approach to scoring the 

dictogloss. Each item on the KCA form refers to a key concept that combines and summarizes 

several sentences in the book (Appendix B). The analysis involves identifying the presence or 

absence of these pieces of information in the retelling. The KCA form was constructed in two phases. 

In the first phase, two research assistants independently grouped all the sentences in each book into 

thirteen concept groups. Then they independently chose four major concept groups, which were 

assigned a weight of 2 in the subsequent analysis. Any disagreements were discussed and 

reconciled. In the second phase, two of the authors independently summarized and shortened each 

of the thirteen concept groups and reached a consensus regarding the final form. All items were 

rated on a three-point scale ranging from perfect, to relevant, to not relevant. Using both the SSA and 

KCA forms, two raters independently rated all of the transcripts in random order, with the children’s 

names replaced by numbers.  

Although irrelevant to the main research question, a concern arose after launching the data 

collection that children might get bored from listening repeatedly to the same story. Thus, the level 

of interest in the books was monitored for six children in Group 3, as this decision was made before 

collecting their data. While waiting for their turn to retell, they completed a four-item questionnaire 

assessing how well the book maintained their interest during repeated listening.     

 

Analyses 

All data from the three groups were combined for the statistical analyses. The data from Group 

1 collected during Session 3 was inadvertently lost; therefore, all Session 3 data were eliminated in 

the subsequent analyses, although they were used to generate comprehension measures in the 

Rasch analyses. Difference (or gain) scores between Sessions 1 and 5 were used as dependent 
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variables because of group differences in Session 1 and the ease of interpretation. Because the 

homogeneity of variance assumption was violated, three non-parametric analyses were done with a 

Bonferroni corrected p-value set at (.016). First, the length of studying English in months (Length), 

the sole between-subject independent variable based on a median split, was tested with a 

non-parametric MANOVA on SSA and KCA comprehension measures. This potential moderating 

variable that could reflect proficiency turned out to be statistically non-significant, F(1)=.24 (p = .89). 

Thus, the main results reported below came from Friedman’s ANOVA of the SSA and KCA 

measures with one within-subject independent variable, Condition (read-aloud and silent-read).  

Multi-faceted Rasch analyses were used to generate the comprehension measures for both the 

SSA and KCA. Rasch analysis is capable of modeling different measurement facets, such as rater 

severity (differences in the severity of raters), item facility (differences in the ease of rating items), 

and book difficulty (differences in the difficulty of books), into a logit linear function. Use of Rasch 

analysis allows the researcher to generate measures that take into account differences in these 

measurement facets. This is advantageous for analysts because, as these measurement facets are 

statistically already controlled for, the subsequent ANOVAs can safely disregard them, which could 

otherwise confound the results. In short, both the SSA and KCA measures were derived from the 

raw scores by taking into account rater severity, item facility, and book difficulty.  

       Rasch analysis has several strong assumptions, one of which is unidimentionality. The Rasch 

model assumes that the items in the analysis measure a single latent variable and that the fit statistics 

flags any aberrant item (or person). Although Rasch analysis requires a large sample size to achieve 

reliable generalizability of the test results, descriptive use is permissible for a small sample size study 

such as the present case.  

 

Results 

The results of the Rasch analyses show (1) strong exact agreement between the raters (93.8% for 

the SSA and 92.3% for the KCA); (2) high person and item reliabilities for the SSA (.92, .95 

respectively) and the KCA (.85, .95, respectively); and (3) no difference in the difficulty of the two 

books, t = 2.53, p > .05, for the SSA, and t = 2.60, p > .05, for the KCA. All participants and items 

remained in the subsequent analyses, although one child and two items clearly misfit.  

       Table 2 presents the descriptive statistics for the raw scores, Rasch measures, and difference 

scores for the SSA and KCA. As seen, both SSA and KCA increased from Sessions 1 to 5, regardless 

of conditions. The results of Friedman’s ANOVA suggest that Condition (read-aloud versus 

silent-read) is not statistically significant, χ2(1) =  2.88 (r = 0.69), p > .01 for SSA and χ2(1) =  .05 (r 

= 0.01 ), p > .01 for KCA, respectively. Although the results support the hypothesis, the probability 

for the result of SSA is approaching statistical significance (p = .09) with a moderate effect size r. 

Table 2. Descriptive Statistics for the Story Structure Analysis (SSA) and Key Concept Analysis 

(KCA). 
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Table 2. Descriptive Statistics of Rasch and Raw Scores. 

  Story Structure Analysis   Key Concept Analysis 

  Session 1  Session 5  Difference  Session 1  Session 5  Difference 

  M SD  M SD  M SD  M SD  M SD  M SD 

Read-aloud  Rasch -2.55 2.98  -.00 3.62  2.55 1.67  -2.43 1.86  -1.79 1.97  .63 1.49 

 Raw 4.85 3.27  7.50 3.55  2.64 1.75  4.76 3.88  6.52 4.29  1.76 3.47 

Silent-read  Rasch -1.87 3.04  -.46 3.21  1.41 1.38  -2.63 2.10  -2.12 2.29  .51 .82 

 Raw 5.94 3.76  7.76 4.23  1.82 1.91  5.29 4.17  7.00 5.28  1.70 2.59 

Note. n = 17. The maximum raw scores are 16 for the SSA and 34 for the KCA. Rasch is logit measures generated by the 

Rasch analysis. Raw is raw scores. Difference is difference scores between Sessions 1 and 5.  

 

Follow-up Analyses 

In both the SSA and KCA measures, the comprehension of read-aloud and silent-read books 

increased over the five sessions. This suggests the possibility that the children recalled the most 

information from the pictures, and thus could correctly retell the stories without understanding a 

great deal of the auditory information. It is possible that the scoring items are biased in favor of 

visual information. Estimating the extent to which the scoring items reflect visual information thus 

sheds light on this bias. For this goal, four raters employed a modified Angoff procedure—a 

standard-setting method in licensure exams—by which the raters estimated the probability with 

which children answered each item in the two scoring forms successfully based on inferences from 

the pictures alone. The probability of “inferability” of the item ranged from 0 (no picture based 

inference possible) to 100% (perfect picture based inference possible).  

       The interrater reliabilities (intraclass correlations) of item inferability were high among four 

raters (.88 to .95). The average SSA item inferability was found to be approximately the same for 

both books (.47), but the average KCA item inferability was less for the horse book (.37) than for the 

dino book (.50), indicating that it was more difficult to infer the horse book story from pictures alone. 

The correlations between the SSA item facility measures and inferability were moderate (.52 and .64 

for the Dino and Horse books of SSA and .38 and .66 for the Dino and Horse books of KCA, 

respectively) (Table 3). Although statistical significance was not so meaningful here due to the 

small number of items in each analysis, the KCA items for the horse book were statistically 

significant (p < .05). These medium-sized correlations indicate that the item inferability could 

account for approximately 15 to 44% of the variance in item facility of the two analysis forms and 

that the item facility reflects, to a moderate degree, how easy the children found it to respond to the 

items in the two forms using pictures alone.  
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Table 3. Interrater Reliability (intra-class correlation), Means and Standard Deviations of Item 

Inferability, and Correlations between Item Inferability and Rasch Item Facility. 

Form SSA  KCA 

Book Dino Horse  Dino Horse 

Interrater  .92 .95  .88 .89 

Mean (SD) .47 (.33) .47 (.37)  .50 (.33) .37 (.32) 

Correlation .52 .64  .38 .66* 

Notes. SSA =Story Structure Analysis Scoring Form, KCA = Key Concept Analysis Scoring Form. *p < .05 

 

Other Analyses  

As seen in Figure 1, the interest of Group 3 in the books remained stable across the five 

sessions—with an average interest of over three on the four-point scale. Although their interest in 

the silent-read condition slightly decreased towards the end, the effect of Condition on the children’s 

interest in the books seems to have been trivial, at least for Group 3. 

Two additional observations reveal the advantages of combining the visual and auditory cues. 

First, in the later sessions, Groups 1 and 2 remembered and spontaneously uttered aloud, along with 

the reader, the salient phrases in the read-aloud condition. Group 1 counted aloud “1, 2, 3, 4, 5, 6,” in 

response to a scene in the story where the children are counting the candles on the birthday cake. 

Group 2 shouted “Giddyap” in response to a scene where Harry, the protagonist, shouts this word 

while riding his invisible horse. This suggests that words were easier to remember in read-aloud 

conditions than were the phrases in the silent-read condition, although talking-aloud with the 

reader was not equivalent to comprehension.    

Second, one child in Group 3 made two noteworthy retellings. His retellings did not accurately 

reflect the story; instead, he reported what he understood the meaning of certain words to be. In the 

first session of the read-aloud condition, he said, “At first, I didn’t understand what dinosaur meant, 

but …when kyoryu [the Japanese word for dinosaur] appeared, I could hear that English word, so I 

thought that the word means kyoryu” [authors’ translation]. In the fifth session of the read-aloud 

condition, the same child said, “Children is where [sic] many people are. So I thought the word 

means everybody…” [authors’ translation]. These statements reveal the moment in which the child 

noticed the meaning of the word by matching the picture and sound in the picture book. Together 

with the observation of children simultaneously talking aloud with the reader, these examples 

emphasize the unsurprising possibility that more opportunities for matching the text and pictures 

may lead to better comprehension, and possibly acquisition, of certain aspects of the text. However, 

this apparent advantage of the read-aloud condition induced a statistically significant difference 

only for SSA, not for KCA.  
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Figure 1. Mean scores of group 3’s (n = 6) interest in books at sessions 1, 3, and 5. 

 

Discussion and Conclusions 

With respect to the hypothesis testing, the results of this study revealed that although children 

with limited L2 proficiency in an EFL setting demonstrated increased comprehension of picture 

books following both repeated read-alouds and silent-read, their comprehension following 

read-aloud condition  did not differ from that following the silent-read condition in Session 5. 

Although the hypothesis was supported, the results of the SSA analysis approached statistical 

significance, thus implying the advantage of read-aloud condition over silent-read. A follow-up 

analysis, demonstrating the moderate inferability of the two books and its moderate shared variance 

with item facility, suggests that the pictures substantially increased the children’s understanding of 

the stories, leading to increased scores on both the KCA and SSA. Additional evidence, that is, 

children talking aloud with the reader and one child reporting on the match between pictures and 

sounds, is in favor of normal read-alouds.  

These results conform to the findings of previous research that showed steady increase in 

comprehension through repeated listening to read-alouds with L1 children (Dennis and Walter, 

1995) as well as through repeated L2 listening in L2 (Cervantes and Gainer, 1992). However, in the 

present study, pictures, not just texts, seemed to be the major source of comprehension as indicated 

by increased comprehension in both conditions. This is consistent with Tomasello’s (2003) theory of 

child L1 acquisition, which postulates that children interpret the intended meaning from the 

immediate object or event shared with the adult. Although the results of the present study support 

the Visual Dominance Hypothesis, there are several issues to consider.  

First, SSA and KCA detect different aspects of story retelling performance. The fact that the 

results of SSA approach statistical significance suggests that pictures might help understand a basic 

storyline but understanding structural organization of the story requires auditory input. If this 
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interpretation is the case, it has tremendous implications for theory building. Alternatively, however, 

KCA may simply be less sensitive, for reasons unknown, to changes in comprehension than SSA. 

This issue in sensitivity of measures is a perennial problem in educational research, and it is the very 

reason for recommending the use of plural measures. These two should be compared to other 

measures of comprehension to test their sensitivity.  

Another issue is the number of repetition of read-aloud. Although there was no difference in 

comprehension between the two conditions after three repetitions of silent-read in the present study, 

it is possible that as the repeated read-alouds continue, the combination of auditory and visual input 

could provide more clues for story comprehension than pictures. Research with longer periods of 

data collection is definitely needed to confirm this, although there is a concern that children might 

become bored if silent-read lasts for an extended period.  

Moreover, the Visual Dominance Hypothesis itself needs critical appraisals. For example, the 

hypothesis predicts that the dominant use of visual information over auditory information happens 

in the early stages of L2 learning but the “earliness” is not clearly specified. In the present study, the 

estimated average number of hours of learning is 138.35 (SD = 54.27), thus, at least the initial 

exposure of up to around 200 hours could be covered in this study. Another daunting task is to 

define the term “dominance.” The extent to which each of the visual and auditory inputs contributes 

to comprehension is far from clear-cut.  

The present study has several limitations in addition to the small sample size. First, the lack of a 

true control condition—such as no read-aloud—precludes a straightforward interpretation of the 

results. The silent-read in the present study is only a partial silent-read.  

A second limitation of the study concerns the possibility that methodological 

variations—varied intersession intervals, the lack of rehearsal in one group, and three different 

readers— across the three groups might have added some noise to the data. In addition, although 

the three measurements facets—book difficulty, item facility, and rater severity—were statistically 

controlled for by using the Rasch model to generate the two comprehension measures, the 

inferability of the scoring items was not.  

Another limitation is the possibility that information leaked among the children if a child told 

the story to others outside of the sessions. Although it was impossible to control for this possibility in 

a naturalistic setting such as this, we strongly doubt that this leakage occurred because the children 

did not receive any incentives for improved retelling and did not know the research objectives. In 

addition, none of the children showed inflated improvement in their retelling scores. With these 

limitations, the results of the present exploratory study should be interpreted with caution. Further 

research with methodological improvement should confirm or disconfirm the preliminary results of 

the present study.  

Finally, we hope that the results of the present study will encourage EFL teachers to explore the 

possibility of repeated read-alouds from the same book without fear of inducing boredom or an 

unfruitful outcome. Repeated read-alouds of the same book do not just allow them to relive the 
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same experience, but also give them a new experience each time the book is read. This happens 

probably because they do not have to allocate their limited attention and memory to the 

already-known information in the book, thereby freeing up these cognitive resources for new 

discoveries and deeper understanding. Six children in Group 3 who remained interested in the 

stories over the five sessions, regardless of condition, support this conjecture. Even after five sessions, 

their comprehension had possibly not yet saturated—leaving more gaps to fill in their 

understanding of the stories.  

Authors’ note 

    The order of the second, third, and fourth authors is alphabetical.  
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Appendix A. Scoring Form for the Story Structure Analysis of Hoff (1995). 

Directions: Place a 1 next to each element if the child includes it in his/her retelling (Credit 1 a gist as 

an obvious recall). 

Setting    

a. Begins story with an introduction  

(e.g. Danny meets his friend the dinosaur)                               

  

b. Names main character (Danny)                                          

c. Number of other characters named (The dinosaur, Danny’s friends, 

Danny’s father, Danny’s mother, a girl, and a boy)              

 

1（1-2）2（3-4）3（5- 

6） 

d. Number of statements about time and place (maximum raw score 4) 

(Danny and the Dinosaur’s birthday, the museum, the birthday party, 

and Danny’s home)                                            

  

 

Plot episodes   

e. Number of episodes recalled (maximum raw score 3)    

(1: Danny invites the dinosaur to his birthday party. They pick up Danny’s 

friends on the way to the party. 2: The dinosaur does a lot of funny things at 

the party, such as singing a song poorly, playing the game in a funny way, 

putting his feet out the window, and eating a lot of ice cream. 3: As soon as 

the birthday cake comes, the dinosaur tries to eat it, but Danny stops him.) 

            

  

 

Resolution   

f. How the story ends  (maximum raw score 1)  

(They make a wish that they can be together next year and feel that it’s the 

best birthday party they have ever had.)                                    

  

 

Sequence   

g. Retells story in structural order: Setting, plot episodes, resolution (Score 

3 for complete, 2 or 1 for partial, 0 for no sequence evident).   

  

    

Highest score possible      

 

16 

 

Child’s score    

(Adapted from Morrow, 1986)  
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Appendix B. Scoring Form for the Key Concept Analysis of Hoff (1995).   

 2 

Perfect 

1 

Relevant 

0 

Not 

relevant 

Total 

1. Danny goes to see his friend the dinosaur. 

 

    

2. Danny invites the dinosaur to his sixth birthday party, and the 

dinosaur says “I’d be delighted.” 

    

3. Danny leaves the museum, riding on the back of the  

dinosaur. On the way, they pick up Danny’s friends. 

    

4. The dinosaur says its his hundred millionth birthday, and Danny 

says “It’s your birthday too.” 

    

5. The children and the dinosaur help Danny’s father hang 

balloons.  

    

6. The dinosaur puts on a party hat from Danny’s mother and asks 

“How do I look?” 

    

7. A boy and girl and the dinosaur sing. Everybody covers their 

ears. 

    

8. The dinosaur pins the tail on his tail during the game. 

 

    

9. While the children are taking a rest, Danny says “Don’t put your 

feet on the furniture.” The dinosaur puts his feet out the window. 

    

10. Danny’s parents give ice cream to all the children. They have to 

give a lot to the dinosaur.  

    

11. The birthday cake arrives, and they count the candles “1, 2, 3.” 

The dinosaur begins eating it. 

    

12. Danny stops and makes a wish with the dinosaur, saying “I 

wish we can all be together again next year.” 

    

13. They blow out the candles and sing Happy Birthday. Danny 

and the dinosaur say that it’s the best birthday party ever. 

    

Note. Items 2, 4, 12, and 13 were assigned a weight of 2. The highest possible score was 34. 

Appendix C. Questionnaire on interest in books. 

Circle the one that best matches your feeling. 

1. Did you enjoy hearing this story? 

I enjoyed it a lot. I enjoyed it some. I didn’t enjoy it much. I didn’t enjoy it at all. 

3．Do you want to hear this story again? 

I really want to. I want to. I don’t want to. I never want to. 

5．Are you tired of hearing this story? 

Not at all. Not really.  A bit tired. Really tired 

6．Were you able to concentrate on listening to the story? 

Very much so Yes, most of the time Not much Not at all 

Note. The original form was written in Japanese and included two additional questions about 

comprehension of the story.  
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キーワード：教育学部生，予防接種行動，生活習慣 

 

本研究の目的は，将来感染症に罹患しやすい時期にある幼児や児童・生徒とかかわる教職に就く可能性の高い A大

学教育学部の学生の予防接種状況や健康に関する意識や行動を明らかにすることである。さらに学生が自己の健康管

理と幼児・児童生徒への健康管理の意識が高められる保育者，教育者に育つことを目的としている。研究方法として

は A大学教育学部に在籍する学生 235名を対象に予防接種行動と生活習慣等について質問紙調査を実施した。その結

果，家族と同居するものが多く，自己の健康への関心は比較的高かった。また，本調査の対象者は高校 3年に相当す

る年齢時に麻疹，風疹の予防接種対象であったが，その実施状況は予防接種，抗体検査共に実施したものは半数以下

であった。また入学時に風疹，麻疹，流行性耳下腺炎，水痘の 4種の疾患の抗体検査及び予防接種報告を求めたが，

その報告意義は殆どのものが理解していた。生活習慣では朝食摂取頻度は良好であったが，運動に関しては運動頻度

の学年差がみられた。今後自己の健康管理の重要性をより理解するような取り組みが必要であることが示唆された。 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

 従来は乳幼児の疾患と考えられがちであった麻疹の流行が，2006 年に茨城県南部と千葉県で 10

代から 20 代の高校，大学生を中心に始まり，2007 年には全国的に流行し，関東地方を中心に多く

の学校が休校措置をとるなど，学校生活に大きな支障をきたした 1）2）。麻疹の流行に伴い，特に児

童生徒が集団生活を送る学校においては予防対策が求められ，学校保健上の重要な課題となった 3）

4）。このような麻疹患者発生状況の変化の原因として，10代から20代の年齢層の接種対象者の中で， 

――――――― 

*就実大学教育学部  **茨城大学教育学部 
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予防接種を受けていない，または1回しか受けていないものの存在や抗体減衰によるものなどが挙 

げられており 5），予防接種の在り方に関して再検討が必要となってきた。このような状況の中，2007 

年 12 月に厚生労働省から「麻疹に関する特定感染症予防指針」が告示され，2012 年まで国内から

麻疹を排除する目標が掲げられ 6），2008年から 2013年まで 5年間の時限的措置として，中学 1年

生に相当する年齢の者と高校 3年生に相当する年齢の者の中で，麻疹に罹患したことのある者，ま

たは麻疹の予防接種を 2 回接種している者は対象外として，麻疹風疹混合ワクチン（MR ワクチン）

を用いた2回目のワクチン接種の機会が設けられた。 

先行研究において，医学系学生の感染症対策は明らかにされ 7）－10），また，筆者らはすでに保育

士を目指す学生の感染症に対する意識と健康生活に関しては明らかにした 11）。しかし，将来乳幼児

や児童生徒と関わる教育系の学生を対象とした調査報告はまだ多くはない。 

また，世代ごとの麻疹に対する免疫保有状況からみて，学校の職員が学校における麻疹流行の端

緒となることも危惧され，学校及びその設置者が効果的な麻疹対策を行うためには，麻疹の感染力

及び重篤性を十分に理解しその予防対策のために日常的に児童生徒に接する機会のある全職員に適

切な対応をとることが求められ 12），学校が効果的な麻疹対策を進める上で必要な技術的情報を具体

的にまとめたガイドラインが作成される 12）など，学校においての感染症対策の重要性が改めて認識

されてきている。このような状況にあって，教育学部学生などの青年層の予防接種行動を明らかに

することは自己の感染予防のみでなく，他者の健康を守る意識へとつなげていく意義も大きいと考

える。 

A 大学では，教育学部の学生に対し，教育課程のなかで，養護施設や保育園，幼稚園などの乳幼

児や中学生を対象とした教育実習が必修化されている。また取得免許により，病院における臨床実

習も必修化されている。またこれらの教育課程以外にも，学習支援ボランテイアや院内学級でのボ

ランテイアなど学校や地域，医療機関において様々な子どもを対象とした活動を行っている。この

ような教育学部の学生の特性から，感染症から学生を守り，また実習機関やその他の活動において

学生自身が感染源になることを防ぐためにも入学時に保護者の同意を得て，抗体検査及び予防接種

結果の提出を求めている。しかし，感染症予防のためには予防接種のみでなく，合わせて日常生活

の中での抵抗力を獲得するなどの生活習慣において十分な予防策をとることが重要である。大学生

の生活習慣に関する研究は睡眠，運動，食生活との関連 13）14），健康意識との関連 15）16）などの報告

はあるが，予防接種行動との関連を検討したものはあまり見当たらない。 

そこで本研究は麻疹・風疹混合ワクチン接種の時限措置の対象年齢に該当し，将来幼児・児童・

生徒と関わる可能性の高い教育学部の学生を対象に，予防接種の実施状況及び日常生活習慣の実態

を調査し，大学生の自己の健康管理や教育者としての感染予防への意識づけや予防行動の基礎資料

とすることを目的とした。 

 

 

Ⅱ 研究方法 

 

1．調査対象と調査方法 

A大学2013，2014年度教育学部入学生の中の教員免許取得希望者を対象に 2014年7月～8月に質



郷木・廣原・森：大学生の予防接種行動と生活習慣との関連 

 - 125 - 

問紙調査を実施し，2学科 235名（1年生152名―B学科90名 C学科62名，2年生 83名－B学

科43名 C学科40名）から回答を得た。調査は講義担当者が講義終了後に実施した。 

 2.調査内容 

調査内容としては住居，健康への関心，予防接種に関する意識と行動（平成 20年から24年の間，

各年度の中学1年及び高校3年生に該当する年齢のものが予防接種法で定める麻疹・風疹の定期予

防接種の対象者とされ，2 回目予防接種を受けることができる事への認知度，高校 3 年に相当する

年齢のときの抗体検査，予防接種の実施など）である。さらに現在の生活習慣（睡眠，食事，運動 

その他）に関して調査を行った。 

3.分析方法 

得られたデータは統計ソフト SPSS19.0（for Windows）を用いて統計処理を行った。検定はすべ

てカイ２乗検定を行った。 

4.倫理的配慮 

倫理的配慮として，調査は無記名の匿名性であり，個人が特定されないこと，得られたデータは

本研究以外には使用しないこと，また調査への回答は任意であり，成績等に一切関係しないことな

ど，対象者が不利益を受けない権利の保障について口頭で説明し，回答の提出をもって同意を得ら

れたものとした。 

 

 

Ⅲ 調査結果 

 

1 対象者の背景  

表1-1調査者の居住状態 

対象者の背景として，現在の住居状態を表 1－1，調査対

象者の学年，学科を表 1－2に示した。 

現在の居住形態は調査対象 235 名のうち，家族と同居 

167名（73.％），一人暮らし57名（25.0％）無記入4名（1.8%），

その他であり，本調査の対象者は家族と同居しているものが多いことが明らかになった。 

また対象者は 1年生 152名，2年生 83名であったが，B，C学科の特性としては B 学科の 133名

は幼児教育や小学校教諭，C 学科は幼児から生徒までの健康にかかわる養護教諭を目指す学生であ

り，学科の特性には若干の異同性がある。 

表1-2 調査対象者の学科および学年 

 1年生 2年生 計 

B学科   90（38.3） 43（18.3） 133（56.6） 

C学科   62（26.4） 40（17.0） 102（43.4） 

   計 
 152（64.7） 

83（35.3） 235

（100.0） 

数値は人数（%）で示した 

 

家族と同居 

一人暮らし 

167  (73.4) 

57  (25.0) 

無記入 4  (1.8) 
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2.自己の健康への関心 

 1）自分の健康への関心 

 

表2 自分の健康への関心 

自分の健康への関心について表 2に示した。「関   

心がある」としたものは，全体では160名（68.1%）  

であり，関心がないものは68名（28.9%）だった。     

自分の健康への関心は低くはなかった。 

 

 

2）健康に関する関心事項  

  1）で健康に関心があると回答したものに，「主にどのようなことに関心があるか」を自由記述で尋ねた

結果をコード化し，類似するものをカテゴリー化した。その結果，一番多く挙げられたのは「睡眠」「食生活」

「運動」などの【生活習慣】（109 コード），次いで，「貧血」「メンタルヘルス」「アレルギ―」などの【病気やけ

が】（67 コード），「バランスのよい食事」「野菜不足」などの【食事内容】（56 コード）となっており，「立ちくら

み」「生理」「肥満」などの【自分の体調】，その他【ダイエット】【体重管理】などの記述がみられた。 

 

3.予防接種機会の認知と情報源 

平成20から 24年度の間，各年度の中学1年生及び高校3年生に相当する年齢のものが予防接種法

で定められている麻疹，風疹の定期予防接種対象とされ，2 回目の予防接種を受ける機会が設けられて

いたことに関しての認知と健康の関心，学科，学年との関連を表 3に示した。  

 表 3 予防接種機会の認知と健康との関連 

  表3 予防接種機会の認知と健康との関連 

  知っている 

n = 138 

知らない 

n = 90 
p値 

健康への関心 ある 94（68.1） 66（73.3） 
0.400 

 ない 44（28.9） 24（26.6） 

学科 B学科 80（58.0） 53（58.9） 
0.891 

 C学科 58（42.0） 37（41.1） 

学年 1年生 80（58.0） 65（72.2） 
<0.029 

 2年生 58（42.0） 25（27.8） 

数値は人数（%）で示した。 

予防接種の機会があったことを知っていたものは138名（60.5％）で，知らなかったものの90名（39.5％）

よりも多かった。健康への関心との関連では「関心がある」としたもの94名（68.1％）が，2回目の予防接種

を受ける機会が設けられたことを認知しており，機会の提供を認知していなかったものの中では，健康へ

の関心がない 24名（26.6％）であった。健康への関心と予防接種の機会の認知，学科別では有意な差は

見られなかったが，学年の間では有意な差が認められた。 

 回答数 

関心がある 160（68.1） 

関心がない 68（28.9） 

計 228（100.0） 

数値は人数（%）で示した 
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予防接種が受けられる機会を認知していた 138 名に，それを知った情報源を「教員からの指導」「学校

からの説明文」などの 9項目から複数回答を求めた結果を図 1に示した。その結果，「教員からの指導に

よるもの」「学校からの説明文」など学校からの情報源が多いことが明らかとなった。また「市町村の配布物」

などの行政からの指導によるものもあった。 

 

 

4.麻疹，風疹予防接種及び抗体検査受診の状況 

 1）予防接種の有無 

高校3年生に相当するときの麻疹・風疹の予防接種状況と「自分の健康への関心」，「学科」「学年」

別に検討した結果を表 4 に示した。 104 名（46.0%）が予防接種を実施しており，実施していない

もの32名（14.％）より多かった。また，覚えていないとしたものも 90名(39.8％)みられた。健康

への関心の有無と予防接種の実施有無との間には、有意な差は認められなかった。 

表4 麻疹・風疹予防接種と関心との関連 

  実施した 

n = 104 

実施していない 

n = 32 

覚えていない 

n = 90 
p値 

健康への関心 ある 72（69.2） 22（68.8） 64（71.1） 
0.949 

 ない 32（30.8） 10（31.3） 26（28.9） 

学科 B学科 53（51.0） 21（65.6） 58（64.4） 
0.110 

 C学科 51（49.0） 11（34.4） 32（35.6） 

学年 1年生 48（46.1） 27（84.4） 69（76.7） 
<0.001 

 2年生 56（53.8） 5（15.6） 21（23.3） 

数値は人数（%）で示した。 

自分の健康への関心の有無と学科別では予防接種の実施状況との間に有意な差は見られなかった

が，学年の間に有意な差が認められた（p<0.001 ）。 

 2）抗体検査実施と健康への関心 

高校3年生に相当する年齢の時に麻疹，風疹の抗体検査を受けたかの結果を健康への関心，学年，

2.2 % 

2.2 % 

4.3 % 

5.1 % 

12.3 % 

13.0 % 

21.0 % 

29.7 % 

34.1 % 

0 10 20 30 40

インターネット 

その他 

新聞 

大学の講義 

テレビ 

学校からのリーフ… 

市町村の配布物 

学校の説明文書 

教員による指導 

図 1 予防接種機会の情報源（％） 
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学科別に表5に示した。 

 実施したとしたものは 84名（41.6%），覚えていないものも 75名（37.1%）みられた。自分の健康

への関心の有無，学年別，学科別での抗体検査実施状況には有意な差はみられなかった。 

表5 抗体検査実施と健康との関連 

  実施した 

n = 84 

実施していない 

n = 43 

覚えていない 

n = 75 
p値 

健康への関心 ある 59（70.2） 29（67.4） 61（81.3） 
0.161 

 ない 25（29.8） 14（32.6） 14（18.7） 

学科 B学科 50（59.2） 24（55.8） 50（66.7） 
0.456 

 C学科 34（40.5） 19（44.2） 25（33.3） 

学年 1年生 48（57.1） 32（74.4） 47（62.7） 
0.162 

 2年生 36（42.9） 11（25.6） 28（37.3） 

数値は人数（%）で示した。 

 

3）母子健康手帳活用の有無 

麻疹，風疹の予防接種の確認のために，母子健康手帳の記録の確認をしたかどうか尋ねた結果を

表6に示した。 

表6 母子健康手帳の確認と健康との関連 

  

 

 

 

 

 

 

 

数

                           値は人数（%）で示した 

自分の風疹・麻疹の予防接種状況を確認するために母子健康手帳の確認の有無を尋ねた結果，185

名（90.7%）が母子健康手帳を確認していた。また，母子健康手帳の確認と健康への関心の有無，学

科別の間にはいずれの項目においても有意な差は認められなかったが,学年の間には有意な差が認

められた。 

 

5.入学時の予防接種提出の理解 

 A 大学教育学部では教員免許を取得希望学生に入学時に風疹，麻疹 流行性耳下腺炎，水痘の４

種の抗体検査結果及び予防接種の証明を求めているが，その意味の理解について調査した結果を表

7に示した。192名（94.1%）のものが入学時の提出理由を理解していたが，数名は理解できないま

  見た 

n = 185 

見なかった 

n = 19 
p値 

健康への関心 ある 136（73.5） 15（78.9） 
0.607 

 ない 49 （26.5） 4（21.1） 

学科 B学科 115（62.2） 11（57.9） 
0.456 

 C学科 70 （37.8） 8（42.1） 

学年 1年生 121（65.4） 7（36.8） 
<0.014  2年生 64 （34.6） 12（63.1） 
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回答数

理解できた 192（94.1）

理解できない 12（5.9）

計 204（100.0）

数値は人数（%）で示した

表7　証明書提出の意義の理解

ま提出していたことが明らかになった。 

また予防接種の証明書を提出することで意識したこ

とを，「抗体検査」「予防接種」「自分の健康」「４種の

疾患」「予防接種歴」「かかった病気」及び「その他」

を含む7つの選択肢から複数で回答を求めた。一番多

かったのが，「抗体検査」114名（55.9%），次いで「予

防接種」84名（41.2％），「予防接種歴」73名（35.8％）

となっており，予防接種に関するものが多くなっていた。また，「自分の健康」そのものを意識した

ものも42名（20.6％）みられた。 

 

6.生活習慣について 

 生活習慣として食事に関しては「朝食摂取頻度」，睡眠に関しては「1 日の平均睡眠時間」，運動

に関しては「1週間の運動時間」を尋ね，「自分の健康への関心」「学科」「学年」との関連を検討し

た結果を表8に示した。 

 

朝食摂取状況は「毎日食べる」ものが 135名（65.9%）で，「毎日は食べない」70名（34.1％）よ

り多くなっていた。また朝食摂取状況と健康への関心では「関心がある」もののうち「毎日食べる」

ものは106名（78.5％）だった。平均睡眠時間に関しては全体では1日6時間以上が99名（48.8%），

6時間未満が104名（51.2%）でほぼ同数であった。  

運動に関して部活やサークル活動を含めた 1週間の運動時間を「1時間以上」と「1時間未満」で

検討した結果「1時間以上」のものが 32名（17.0％）で，「1時間未満」156名（83.0％）となって

おり，運動時間の少ない学生が多かった。また運動時間と学科，学年との間に有意な差が認められ

た。 

 

 

Ⅳ考察 

  

麻疹，風疹，流行性耳下腺炎，水痘は小児に好発する感染症であるが，2007 年から 2008 年にか

表８　生活習慣と健康・学科及び学年との関連

毎日食べる 毎日食べない 6時間以上 6時間未満 1時間以上 1時間未満

n = 135 n = 70 n = 99 n = 104 n = 32 n = 156

健康への関心

ある 106（78.5） 46（65.7） 76（76.8） 74（71.2） 62（68.9） 77（78.6）

ない 29（21.5） 24（34.3） 23（23.2） 30（28.8） 28（31.1） 21（21.4）

学科

B学科 92（68.1） 35（50.0） 57（57.6） 69（66.3） 64（71.1） 51（52.0）

C学科 43（31.9） 35（50.0） 42（42.4） 35（33.7） 26（28.9） 47（48.0）

学年

1年生 86（63.7） 42（60.0） 61（61.6） 66（63.5） 73（81.1） 44（44.9）

2年生 49（36.3） 28（40.0） 38（38.4） 38（36.5） 17（18.9） 54（55.1）
0.604 0.786 <0.001

0.047 0.362 0.131

<0.011 0.198 <0.007

朝食摂食頻度

p値

睡眠時間

p値

運動時間

p値
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けてこれらの疾患の中でも特に麻疹や風疹の 10代から 20代の発症例が報告され，学校保健の大き

な課題となった。そこで本研究は厚生労働省の「2008年から 2013年まで 5年間の時限的措置とし

て，中学1年生に相当する年齢の者と，高校 3年生に相当する年齢の者に，麻疹に罹患したことの

ある者，または麻疹の予防接種を 2回接種していしている者は対象外として，麻疹風疹混合ワクチ

ン（MRワクチン）を用いた 2回目のワクチン接種の機会が設けられた措置」に該当する学年であり，

将来感染症に罹患しやすい時期の幼児や児童生徒とかかわると思われるA 大学教育学部学生235名

を対象に健康への関心や予防接種行動，生活習慣について調査した。 

本調査の対象者は自分の健康への関心は高く，その内容は「睡眠」「食生活」「運動」の【生活習

慣】次いで【病気やけが】「【食事内容】【自分の体調】などの記述がみられ，健康生活のための基本

となる事柄を意識していることが明らかになった。また，【ダイエット】など思春期からこの時期に

特に特徴的な記述や【その他】の中には「メンタルヘルス」なども挙げられていた。本調査では健

康問題の関心事の背景までは明らかにできないが，大学生は思春期から青年期に移行したばかりの

時期であり，大人への移行の時期でもある。これらの記述は少数であったが，基本的な健康生活習

慣への関心とともに青年期に特有な健康問題への関心をもつ重要な時期であることも理解しておく

ことが大切と考える。 

2008年から 2013年まで 5年間の麻疹・風疹予防接種に関する時限的措置については約 6割の学

生が認知していたが，約４割の学生が予防接種の実施，抗体検査の実施については記憶していない

としていた。記憶に関しては，健康への関心や所属する学科の違いによる有意差は見られなかった

が，学年により有意な差が見られた。高校生対象の調査で，高校生では自分が受けた予防接種の種

類や罹患歴はあまり記憶していないという報告がある 17）18）が，その結果と同様，本調査では覚え

ていないものが多くなっていた。しかし，廣原と郷木 11）が 2010年に短期大学生 2年生に同様の調

査を行った結果では96.7％のものが予防接種を実施したとしており，覚えていないものは少数であ

り，本調査と異なった結果であった。両調査の対象者は年齢には大きな差はないが，1 年から 2年

前の予防接種の接種記憶が異なることから，本調査の対象者には今後大学で講義等の中で感染予防

対策に関する教育の機会を多く提供し，予防接種の意味や意義を伝えていくことが必要と考える。

加えて，そのことが将来，自分自身の健康とともに，将来関わるであろう，幼児・児童・生徒に感

染予防対策の重要性を教育していくことにつながっていくものと思われる。 

 また，予防接種が受けられる機会を認知していたものの，その情報源は「教員からの指導による

もの」「学校からの説明文」など教育機関を通しての情報源が多いことが明らかとなった。多くのも

のが学校から予防接種が受けられる機会の情報を得ていたが，前述したように明らかに予防接種を

実施したと回答したものは約 4割にすぎなかった。しかし，本調査では，情報を得たことと実際に

予防接種したこととの関連，麻疹の既往歴との関係は調査していないため学校や行政からの指導の

効果の有無については言及できない。しかし，中学，高等学校においては，文部科学省から学校の

職員が学校における麻しん流行の端緒となることも危惧し，特に，10代，20代，30代はそれ以外

の世代と比較して麻疹に対する免疫保有の割合が低いことから，日常的に児童生徒に接する機会の

ある全職員の適切な対応をとるよう注意喚起が促されている 12）ことから，この時期，中学，高等学

校は生徒に予防接種の必要性についての情報提供を積極的に行っていたものと考えられる。 

 また自分の予防接種の確認のために母子健康手帳を見たものは多かった。母子健康手帳は妊娠中
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から出生時の記録，児の出生時からの発育発達の記録，予防接種記録など多くの健康に関する情報

が記録されており，予防接種の証明書ともなる。将来幼児・児童・生徒の健康記録として母子健康

手帳を活用する機会がある本調査の対象者の多くが，自己の健康記録である母子健康手帳を確認し

たことは改めて母子健康手帳の意義を再確認することに役立ったと考える。今後大学においても講

義等で自分自身の健康のみならず，幼児・児童・生徒の健康を守るために母子健康手帳の活用を促

す教育が必要と考える。 

「はじめに」で記述したように本調査対象者には入学時に風疹，麻疹 流行性耳下腺炎，水痘の

４種の抗体検査結果及び予防接種の証明を求めている。提出することの持つ意味については，192

名（94.1%）のものが提出理由を理解していた。A大学では該当学生の保護者に対して，入学時に説

明文を送付し，理解を求めている。そのために殆どの学生が入学時の４種の疾患の抗体及び予防接

種証明提出が理解できていると考えられる。しかし，数名は理解できないまま提出していたことか

ら，入学後に再度その意味を説明し，教員免許を取得するだろう全学生が予防接種を行う意味の理

解を促していくことが必要と思われた。 

 感染予防のためには予防接種の実施のみでなく，個体の抵抗力の増強も必要である。そのために

健康教育の中で，生活習慣の確立を促すことが必要となってくる。 

大学生はアルバイトやサークル活動などの学外活動で社会性を大きく広げていく時期でもある。

しかしこの時期には生活習慣に変化が起こりやすく青年期から成人期にかけてのライフスタイルが

習慣化し定着する時期であり，自分で自己管理しながら生活し，健康管理することが求められる年

代でもある。それゆえまず自分自身の生活習慣を見直すことが必要と考え，生活習慣に関して，健

康生活習慣の3つの柱である「食事」「睡眠」「運動」について，健康への関心や予防接種状況との

関連を調査した。 

食事に関しては 1 日の始まりである朝食摂取に関して調査した。朝食摂取状況は五島ら 14）が報

告している結果と同様，「毎日食べる」と回答した学生は 65.9％で「毎日は食べない」より多く，

健康への関心や学科，学年による差は見られなかった。健康に関する自由記述でも食事に関する記

述が多くみられ，食生活には比較的気を付けていることが伺えた。本調査では生活習慣と居住形態

との検討は行っていないが，本調査対象学生の7割が家族と同居しており，廣原ら 19）の調査による

と実家で暮らすもののほうが，有意に朝食摂取率が高く，家族と過ごすほうが食事をとりやすい環

境にあるのではないかとしていることから，居住形態が関係しているものと考える。 

 朝食摂取は健康意識や知識の取得率を高めるとされており 20），今後も朝食接取状況に関して継続

的に居住形態，通学時間との関係等を明らかにして行く必要があると考える。 

 成人の睡眠時間に関しては平均 6－7時間が望ましいとされているが，6時間以上の睡眠を確保し

ている学生は半数に満たなかった。近年我が国では生活の夜型化が進み，それは成人のみならず，

高校生，中学生，幼児にまで及んできている。この時期の睡眠不足は健康面，学習面でも多くの影

響を与える。大学生にあっては，履修科目の選択などによっては 1 限目から講義がない日もあり，

朝起きるというモチベーションが出ず，結果的にだらだらと布団の中で過ごすという不規則な生活

リズムになる危険性がある 21）。 

 運動に関して，1週間のうち 1時間未満のものが約8割を占め，本調査対象者は運動時間が非常

に少ない集団であることがわかった。健康への関心や朝食摂取状況とは有意な関連は見られなかっ
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たが，学年により有意差が認められた。本研究では講義や部活などを含んでの運動としたので，1

年次にほとんどの学生が運動系の科目を履修しているための結果と考えられる。 

 本研究からA大学教育学部系学生の予防接種行動や健康への意識等が明らかになった。自分自身

への健康への関心は高くなっており，基本的な生活習慣である朝食摂取状況は良好であったが，他

の生活習慣や予防接種への関心や知識は十分でないことがわかった。 

今後教育に携わる学生に対して，子どもたちの健康を守るために必要なこと，自分自身の健康を

守ることが子どもたちの健康を守ることにつながっていくためには知識や技術の獲得とともに，保

健行動を促す教育が求められる。正しい知識と適切なアプローチを検討し続けることが必要である。 
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茨城県では平成 19年度より総合的な時間 1単位（35時間）使い，必修科目「道徳」として授業を行っている。このような高

校道徳は制度的に定着してきただけではなく，生徒たちにもその教育的意義が認識されつつあり，個々の生徒の道徳性育

成に向上が見られてきた。ただ道徳教育にとって重要な教育課題である「公共性」の育成に関しては，さらにその充実が求

められている。とりわけ今日のような高度な情報社会では，多様な情報のやり取りが行われているように見えていながら，そ

の内実は特定の個人とのやり取りに限定されたり，自己の興味関心以外の対象には意識が向かわない傾向性が看取できる。

そのため自分に関係のない対象には全く関心を持たない自己中心的なコミュニケーションが拡大している。こうした

状況は高校生においても見られ，自分と直接関係のない公共性に関わる諸問題に積極的に取り組もうとする意識は希

薄な面がみられる。そこで本研究では，公共性に関する資料「公共施設と住民自治」を取り上げ，その授業の試行的

実践を通して，高校生にとって公共性問題とは何かを考えさせる「討議活動」の教育的意義を確認し，その種の道徳

教育活動の有効性を検証した。 

 

 

問題の所在 

 

茨城県の高等学校での「道徳」は８年目を迎えた。導入された当初は，「道徳」の実践において教

員間で戸惑いもあったが，７年間の実践を積み重ねることによって制度的に定着してきたこともあ

り，より実践的な議論が広がってきたのではないだろうか。県教育委員会においても導入時より，

「道徳」の研修会等を数多く実施してきている。当初は，「道徳」の授業の展開例や教材研究の方法 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **茨城県教育庁  ***茨城県立緑岡高等学校 
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などが中心であったが，昨年度からは，小・中学校の道徳推進教師の立場の教員に該当する「豊か

な心育成コーディネーター」を対象とする研修会に重点をおき，内容も充実してきている。そうし

た着実な取り組みにより，現在では高校教員の間に「道徳」教育の理論と実践に対する探究意識が

随分変わってきているように感じられる。 

 さて茨城県の「道徳」は１年次の総合的な学習の時間に位置づけられており，県作成の生徒用テ

キストを中心に授業が展開されているが，その内容項目は，中学校道徳の 24 の内容項目を継承し

ながら，高校生の発達の段階を考慮して道徳的価値の自覚が図れるようなものになっている１）。た

だ高校の道徳教育では，学習指導要領においても指摘されているように「人間としての在り方生き

方に関する教育」を基本的なものであると見なし，「生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の

一員としての自覚に基づき行為し得る発達の段階」であることに注意しなければならない。そのた

め澤田が指摘するように２），生徒が自分自身の固有な「選択基準」や「判断基準」，すなわち「人生

観，世界観ないし価値観」を形成させていく重要な時期であると見なしており，そのための体験活

動や思索の機会を増やして，自らの考えを深めて行くことが重要である。そのため，茨城県では今

後1年次の道徳の時間だけではなく，さらに２年次のホームルーム活動において，道徳の内容の充

実を図ることも検討されている。すでに来年度に向けて，その種の教育活動を実施するための教材

開発の取り組みや，実践研究協力校での試行的実践が行われる予定がある。その際に注意したいの

は，今日の生徒たちを取り巻く社会状況の変容の特質と問題点を把握し，それに対応した新しいタ

イプの道徳教育実践を進めていくことであろう。 

 近年の生徒たちの日頃の学校生活をみていると，思いやりの心や集団生活の大切さなどには十分

な理解があるように思われるし，生徒対象の調査結果（平成 25 年度，茨城県教育委員会ホームペ

ージに掲載）においても，「礼儀や思いやりなど，他の人とのかかわりについてじっくりと考えるよ

うになった」という設問に対して，８割を超える生徒が肯定的な回答（「そう思う」が 32.6%，「や

やそう思う」が54.1％）をしている。 

しかし，具体的に自分の日常生活に当てはめて考えたり行動したりすることはそれほど多くない。

「道徳的には正しい行いが分かっていても，実際に行動に移せないことがある」という設問に対し

て，８割を超える生徒が肯定的な回答（「そう思う」が 26.9%，「ややそう思う」が 54.1％）をし

ている。また，実際に行動に移していく際にも，自分本位になりがちな傾向性が看取できる。その

ため高校において道徳教育を充実させる実践には，今の高校生たちを取り巻く社会状況の影響を十

分に考慮に入れなければならないであろう。特に高校生たちの多くは，高度な情報ネットワーク社

会の中で日々を生活しており，SNS（例えば「LINE」や「ツイッター」等）を通して多くの仲間

と意思の疎通を図っており，その広がりは従来では考えられなかったほどに拡大している。そのた

め高校生たちの相互関係は，一見すると多種多様で広い範囲をカバーしているように見えるが，そ

の内実は特定の個人とのやり取りに限定されている場合も多い。すなわち，自己の気に入ったテー

マには強い興味関心を示す一方で，自己にとって本当に興味あるもの以外には意識が向かず，自分

に関係のない対象には全く関心が向かないのである。そのため自己中心的なコミュニケーションに

は重大な関心を向けても，自分と直接関係のない「公共性」に関わる諸問題に積極的に関わろうと

する意識は希薄になりがちである。 

 先の生徒対象の調査結果によれば，「相手の意見や考えをよく聞くようになってきたと回答した生
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徒」は 86.9％という高い数値を示しているが，「自分の意見や考えをまとめ発言できるようになっ

てきた」という設問に対して，約４割の生徒が自信を持てないという回答をしている。このことか

ら，高校道徳を通して，確かに自分とは違う考えを受け入れることができるようになってきたこと

は事実であるとしても，他方で話し合い活動が比較的多く行われながらも，自分の意見をうまく表

現できていない状況があることが確認できる。さらには，同調査において「グループワークが楽し

い」「他の人の考えが分かっておもしろい」「意外な一面が見られた」等の感想も多いことから，SNS

等の手段による意思の疎通だけではなく，直接顔を向かい合わせて行うコミュニケーションをも潜

在的には渇望していることが考えられよう。また，「授業の中で，集団や社会で必要なルールやマナ

ーを学習する場があるとよいと思う」と９割近い生徒が回答（「そう思う」が 36.7%，「ややそう

思う」が51.6％）している。 

そこで本研究では，公共性に関する資料「公共施設と住民自治」を取り上げ，その授業実践を通

して，高校生にとって公共性問題とは何かを考え，討論し合うことで「討議活動」の教育的意義を

確認し，その種の道徳教育活動の有効性を検証してみたい。自己の主張を提示し，他者の意見を受

け入れながら話し合い，互いの意見交換を通して「合意形成」を果たしていくことにはどのような

教育的意義があるのだろうか。こうした道徳教育的諸課題について考えたい。 

 

 

公共性問題を考える高校道徳授業実践 

 

（１）授業の趣旨と指導案について 

 この授業実践では，小川の教材「公共施設と住民自治」３）を使って公共性問題を討議する授業を

試行的に実践した。資料の内容は以下の通りである。引用しておきたい 

 

【資料：公共施設と住民自治】 

A町の郊外にゴミ焼却場を建設する計画が立てられたことは、町民の大きな話題になった。A町は、

B 市の郊外に位置し、緑の森林という豊かな環境に囲まれた住宅地になっていた。多くの住民は B

市の職場に通っており共存関係にあったが、A 町の豊かな環境に大きな影響を与えるゴミ焼却場の

計画に町民の多くが承服できなかった。都市部の住民たちが大量に排出するゴミを、なぜ A町が処

理しなければならないのか。当然、反対運動が起こり、町民の多くが計画の中止を訴えた。建設の

是非をめぐる公聴会は、このような中で開催された。A 町で行われた公聴会には多くの町民だけで

はなく、B 市の住民や市関係者も多数参加した。以下は、その時の状況を取材していた D 新聞記者

の記録である。 

 

A 町長「今回のゴミ焼却場の建設計画は、B 市関係者との慎重な検討会を経て、第三者機関の学

術的意見も受け入れた上で立てられたものです。焼却場の施設には最先端の技術が投入されており、

高度な除去フィルターが装備されているので、ダイオキシン等の有害物質がそのまま煙突から排出

されることはありません。」 

A 町民①「確かに最先端技術が投入されているのでしょうが、有害物質をすべて除去することは
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できません。長年にわたり少しずつ有害物質は土壌に蓄積されていきます。それに、焼却場が一度

作られてしまえばそれを移転することは不可能です。我々は A町の豊かな自然を守り、これから成

長する子どもたちのためにも決して建設は認められません。」 

B 市関係者「第三者機関の学術的意見では、除去フィルターの効果が極めて高く、ほとんど問題

ないとの結論が出ております。さらに、建設場所はかなり郊外の場所になっておりますので住宅地

に影響はありません。現在 B市から出されるゴミの量は加速度的に増えております。A町は B市の

ベットタウンになっており、通勤されている方も多いと思います。どうか、A 町と B 市が協力し合

いながら地域の発展をはかっていきませんか。」 

A町民②「確かに A町から B市に通勤している人は多いです。しかし、大量のゴミは B市から出

されているわけですから、B市の適切な場所に建設するべきではありませんか。」 

B市民①「A町の皆さんのお気持ちはよく分かります。しかし、B市では急激な都市化によって交

通渋滞や過密化の影響は大きくなっており、生活環境は悪化しつつあります。このような状況でさ

らにゴミ焼却場を建設することは住民として反対です。A 町との共存を図るためにも郊外に建設を

お願いします。」 

B 市民②「私は昨年ドイツから帰国して、B 市に住むことになりました。私も個人的には A 町の

ゴミ焼却場の建設計画には反対です。そもそも日本はゴミの量は多すぎます。企業も家庭ももっと

ゴミを出さない工夫を長い時間かけて考える必要があると思います。ドイツでは住民たちが，ゴミ

を出さないための多くの知恵を互いに出し合っていましたよ。」 

A 町民①「焼却場の建設に反対される意見はありがたいです。ただ、問題は緊急を要しています

ので、ゴミを出さない工夫などという悠長な議論を行っている場合ではありません。それに日本と

ドイツを単純に比較することはできないと思います。とにかく、私たち A町の自然に悪影響を与え

る計画には断固として反対です。」 

 

以上のような様々な意見が出されたが、結局公聴会の議論は平行線のままで終わった。そのため

明日以降も公聴会が開かれることになった。D 新聞記者は、この議論を分析してみた。確かに、そ

れぞれの意見には一理ある。A 町の自然を守ることはその町の住民たちの権利であろう。しかし、

ゴミ問題という地域社会の公共問題も決して看過できない。D 新聞記者は、この問題で両者の合意

形成が図られるようなコラム記事を書くことになっている。 

 

①A町民とB市民の主張にはどのような正当性があるのだろうか？ 

A町民たちの主張の正当性 

 

 

B市民たちの主張の正当性 
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②D 新聞記者は、両者の合意形成が図られるようなコラム記事を書くことになっているのだが、ど

のような内容が考えられるだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この教材を使った学習指導案は以下の通りである。先述したように本県では１年次で 24 の内容

項目を押さえながら「道徳」を展開している。しかし，社会人一歩手前の高校生として，より実社

会や日常生活に関わる問題をホームルーム活動の中でもっと行われてもよいのではないかという思

いと，高校の授業は講義形式のものが多く議論をする場があまりないこともあり，討議の場を体験

させたいという思いから，県立A高校においてこの授業を実施した。 

 授業を行う上で，討議活動にあまり慣れていない生徒が多いことを鑑み，できるだけ自由に話し

やすい雰囲気を作るように心掛けた。また，支援の仕方（声かけやそのタイミング，出てきた意見

を肯定する等）には注意を払った。 

 

【学習指導案】 

第〇学年〇組 「道徳」指導案 指導者 〇〇 〇〇 

主題名 公徳心・社会連帯の意識を高める 内容項目 ４－（２） 

ねらい 地域社会の一員としての自覚をもち，より良く生きる力を育む。 

資料名 公共施設と住民自治（「主体的な＜学び＞の理論と実践」より） 

主題設定 

の 理 由 

 読み物資料から身近に起こりうる社会的な問題に触れ，合意形成に至る過程を討議活動を通し

て体験させ，新しい価値を創造することの大切さを学ばせると共に，自分が社会の一員であり，

皆で社会を形成しているという意識を高めさせたい。 

展         開 

 学 習 活 動 指導上の留意点 

導 

 

入 

○資料１の内容を確認する。 

 

 

 

・資料１，２を事前に提示し，資料２の

①，②まで記入させておく。 

A町民とB市民の状況を復習しましょう。 
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展  

開 

○グループで話し合い活動を行う。 

 

 

 

 

 

○話し合いの結果を発表する。 

 

 

 

・資料２の②に記入する。 

・グループ活動の支援をする。 

・どのようにしたらよいコラムができる

のかを考えさせる。 

 

・各グループの合意形成内容を板書，発

表させる。 

終

末 

○コラムの内容を絞り込む。 

 

 

 

 

○感想を書く。 

 

 

 

 

・自他グループから出た意見をまとめ，

より良い合意形成へと発展させる。 

 

 

・自分の考えをワークシートに記入させ

る。 

評 

価 

・本時のテーマ，キーワード，内容を理解できたか（知識・理解） 

・本時の内容に積極的に関わることができたか（関心・意欲・態度） 

・ワークシートに自分の考えを記入することができたか（思考・判断） 

・自分の考えを発言したり，他者の意見を聞いたりできたか（技能・表現） 

 

（２）授業実践の概要 

教材は事前に読み，①「A町民とB市民の主張にはどのような正当性があるのだろうか？」の問

いに答えてくるよう指示する。本来であれば本時に行いたいが，時間が足りなくなるだろうと予想

したためである。 

授業構成は以下のようである。①授業の最初に内容の確認を行い，最終的な目標（D新聞記者が

どのような内容のコラムを書いたら合意形成がなされるか）を明示しておく。難しいだろうと思わ

れる語彙「正当性」「合意形成」「コラム」の意味確認をする。②グループ（４～６人）に分かれ，

グループでの討議活動を行う。③各グループ内で出てきた形成合意案を班別に黒板に書き，発表し

てもらう。④板書の案を元にクラスの合意形成をまとめる。グループ活動から出てきた意見とクラ

スの合意形成は以下の通りである（２クラスX組・Y組）。 

 

【X組】 

グループ１ 

・B市がお金を（経済的）負担する。 

グループで討議して，D新聞記者はどのような内容の

コラムを書けば合意形成を図ることができるか考えて

みましょう。 

コラムの内容を黒板に書いて発表しましょう。 

いろいろ出た意見をまとめましょう。どのようにまと

めれば一番良い合意形成ができるでしょうか。 

今日の授業で感じたり考えたりしたことをまとめまし

ょう。 
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・焼却場の多様な利用方法を考える。 

・フィルターの効果を具体的に検証してから考えてはどうか。 

 

グループ２ 

・ゴミを出す料金をA町は安く，B町は高くする。余ったお金をA町の環境保護（フィルターの点

検・修理等）に使うようにすればいいのではないか。 

・ゴミの多いB市の料金を高くすることで，ゴミの量を減らす。また，A町はゴミ焼却場のリスク

を請け負うことで通常料金にする。 

・町の無職の人々の雇用を優先し，納得してもらう。 

 

グループ３ 

・A町とB市を合併することで解決を図る。 

・問題はあるが，金銭的な方法での解決を模索する。 

・むしろB市に建設することによって，B市民自身のゴミの量を減らす意識を高める。 

 

グループ４ 

・どうすればA町に建設できるかを模索する。 

・B市はゴミを減らす努力をする。 

・雇用創出は，A町の無職の方を中心に進めていく。 

・焼却炉の建設費は，B市が負担する。 

・焼却で発生する熱源を活用して，A町の公共施設の維持・管理に使う。 

・焼却炉から排出する煙は，B市の方へ送り込む。 

 

グループ５ 

・焼却炉の除去フィルターの精度を再度検証して，もし有害物質の除去率に問題がなければ，B市

はA町に承認してもらい，補償金も支払う。 

・もし有害物質の除去率が低ければ，建設は断念して他の方法を模索する。 

 

☆【X組】の合意形成：ゴミを出す料金を，A町はゴミ焼却場のリスクを請け負うため安く，B町

は高くする。ゴミの多いB市の料金を高くすることで，ゴミの量を減らす効果も狙う。また，余っ

たお金でA町の環境保護（フィルターの点検・修理等）に使う。焼却場の熱等を利用して温水プー

ルなどの福祉施設を建て，焼却場・施設等の雇用はA町を中心にする。 

 

【Y組】 

グループ１ 

・B市は環境状態の定期検査とその公開，A町への何らかの援助，さらに環境悪化の補償内容を確

定しておくことが求められる。 

・B市の地下に建設することで，用地買収の問題を解決できるのではないか。 
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・B市が積極的に環境教育を啓蒙して，B市民自身がゴミを減らす努力を行う。 

・既存のゴミ処理関係の施設を増築することで解決を図る。 

・「B 市がゴミを○％減らす」を条件にして，ごみ焼却場を一時的に建てることを A 長に昇任して

もらう。 

・A町に建てたゴミ焼却場の排気口をのばしてB市のエリアから出す。 

 

グループ２ 

・有害物質も出さず，将来的にもほとんど問題ないと主張するB市に焼却場を建てるべきだ。その

理由はB市が主にゴミを多く出しているから。 

・B市からA町に補助金を出すことで合意を図ってはどうか。 

・両自治体を合併することによって解決を図る。 

 

グループ３ 

・A町とB市の境界線上にゴミ焼却場を建設することで合意を図る。 

・B市に環境保護税をかけ，その財源でA町の雇用問題を解決させるので，ごみ焼却場の建設を認

めてもらう。 

・ゴミ焼却場を活用した発電所も建設して，A町の電力問題を解決する。 

 

グループ４ 

・A町に焼却場を建設するが，様々なトラブルは全てB市が責任を持つ。 

・A町における焼却場を認めてもらう条件として，B市への公共交通機関等の優遇措置（交通費等

の援助等）をとる。 

 

グループ５ 

・両自治体が合併する。 

・B市の税金と上げて，A町への財政援助を行うことで建設を認めてもらう。 

・ゴミ焼却場による環境問題がでれば，動物園等の施設を建設して森の動物を保護する。 

・B市がA市のために何らかのボランティア活動を実施する。 

・A町とC市の協議の結果を，第三者の立場からC市に評価してもらう。 

 

グループ６ 

・A町の住民にB市の娯楽施設の優待券を与えて建設に同意してもらう。 

・ゴミ焼却場の建設やその後の管理等一切をB市が責任を持つ。 

 

グループ７ 

・B市民が出せるゴミの量を制限して，それを超えたらA町に違約金を支払う。 

・B市からA町に補助金を出す。 

・B市がA町の環境を保護する。 
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グループ８ 

・B市がA町の環境保全を援助する。 

・A町の住民に対して，B市は経済面や人的側面で配慮すべき。 

・B市からA町に様々な補助金を出す。 

 

☆【Y組】合意形成：A町にゴミ焼却場を建設することを同意してもらうために，C市は建設資金

を支出し，さらに環境保護税を徴収してA町に補助金を出す。さらにB市はゴミの量を制限する取

り組みをする。また，ごみ焼却場に発電所を建設し，A町に電気を安く提供する。 

 

 

授業実践の評価と考察 

 

X組もY組も，討議活動から出てきた意見は多岐にわたり，興味深いものも多かった。各グルー

プで１つのものにこだわって話し合っていたグループもいれば，いくつかの観点から討議していた

グループもあった。 

１つの観点にこだわっていたグループ（X 組グループ５）は，資料内の「第三者機関の学術的意

見では，除去フィルターの効果が極めて高く，ほとんど問題ない」というB関係者の発言に対して

「有害物質はほとんど出ないって言っているけど，少しは出てるよね。『少し』ってどれくらいなん

だ？」という疑問があがった。このグループはこの除去フィルターに注目し続け，合意形成をフィ

ルターの除去率に応じて３パターンに場合分け（A町とB市の中間に建てる場合，B市からA町へ

補償金を出す場合，焼却場の話そのものが白紙になる場合）した。いくつかの観点から討議してい

たグループは環境的側面，経済的側面，社会的側面，政治的側面等からのものが多かった。各グル

ープ盛んに話し合い活動が行われたのは，自分たちで決めるという責任感があるため，積極的に臨

めていた結果のように思える。 

また，討議活動中は，他者の意見を聞いて，その意見に自分のアイディアを足していくことも多

かったようで，自分だけで考えるよりも意見が出しやすそうだった。「どのようにしたらゴミを減ら

せるか」「ゴミを減らすために何をすべきか」という根本的なところまで考えられていたグループも

あった。 

一方で，時間配分が難しく１時間では足らなかった。資料の読み物等は自宅で予習させておく必

要がある。実際にはそれでも足りないくらいの時間配分であった。しかし予めやらせると，今度は

本時で内容を忘れてしまっていた生徒もいる。２時間連続で取り組めるのがベストだろう。 

グループ間での話し合い活動の活発さに関しては差があった。これは多少の差は仕方ないが，後

述するような「対話促進者」の活躍が期待される。 

また，クラスによって合意形成の内容が全く変わってしまう場合が考えられる。今回の２クラス

の合意形成はそれほど極端な差は出なかったが，教師のねらいとあまりにもズレが生じたときの支

援の仕方はどのようなものがよいのかという課題が残った。 

さらに，授業を実施してみて感じたことは，学校間によって討議のしやすい場合としにくい場合
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があるだろうということだ。A 高校の場合には，十分に討議活動が成立した。しかし，そもそもそ

うした活動が成立しにくい状況にある高校では，以下ようなのルールを指示しておくのもよいと思

われる。①誰も自分の意見を主張することを邪魔されてはならない。②自分の意見は必ず理由をつ

けて発言する。③他の人の意見にははっきり賛成か反対かの態度表明をする。その際，理由をはっ

きりいう。④理由が納得できたらその意見は正しいと認める。⑤意見を変えてもよい。ただし，そ

の理由をいわなければならない。⑥みんなが納得できる理由を持つ意見は，みんながそれに従わな

ければならない４）。 

 より深く活発な討議活動が展開されるには教師の支援が欠かせない。小川は，この役割を果たす

者を「対話促進者」と定義している５）。ただ，全ての教師がスムーズに討議活動を支援できるとは

限らないし，ある程度討議活動に慣れている教師であっても，生徒たちの意見や考えに戸惑うこと

もあるだろう。今回の実践でも，「金銭的な手段で解決を図る」（例えば「賄賂」等）という意見も

少なからず出た。確かに，これも１つの提案ではあるが，社会一般の道徳的常識からみてあまりに

も問題ある発言に対しては，教師が明確にその是非を示すことも必要になろう。このように討議活

動をより充実したものにするには，「対話促進者」のスキル向上を図る必要があるように思われた。 

 

 

結語的考察－討議活動の教育的意義－ 

 

 今回，試行的に実施した討議活動を主体とした道徳教育実践は，いわゆる問題解決型の学習活動

の側面もあり，自ら考えるだけでなく他者との，さらには周り者との協調を意識しながら教育活動

していく点に有効性があった。特に，様々な討議を通じて生徒たち自身が新しい合意やルールを作

っていくという行為（価値の創造）は，１年次の道徳では十分に取り扱われないことであり，その

意味では重要であろう。しかも社会人一歩手前にいる今の高校生にとっては，社会的に重要な意味

を持っていると思われる。 

 ただ，今回の教育実践を通して検討すべき点も多いように思われた。例えば，討議活動において

重要な役割となる「対話促進者」は，どのくらいまで生徒たちの討議活動に助言したり，時には介

入いていくのかは，この種の授業において難しい問題である。生徒たち自身の討議活動を優先する

ことが前提である以上，話し合いがまとまらないからといって教師が介入して無理に合意形成を図

ることは問題である。そのような教育的指導では，討議活動の教育意義はなくなってしまうからだ。

だからといってあまりにも自由放任に任せてしまうわけにもいかない。特に一般常識から外れてし

まった討論に関しては，ある程度の介入は必要である。それをどのタイミングで教師が指導を行う

のかの基準を明示することは難しいといわざるを得ない。 

 このような討論活動による道徳教育実践には数々の問題が横たわっているが，本研究で分析した

ように，討論活動をとおして公共性を考える道徳教育実践は，高校生にとっては様々な点で教育的

意義があるように思う。ある生徒は福島原発のことを思い出して「どうしても他人事になっちゃう

んだよね。その時には大変だなぁ，協力できることないかなぁと思うが，結局最後には，自分とし

てできることは限定されているので，具体的な行動にまで進まないんだよね」と発言していた。こ

の発言は，討議活動によって合意したことを個人の問題として済ませてしまうのではなく，次の行
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動へ，特にみんなの協力によってはじめて達成できる行動の大切さを自覚している発言として重要

であろう。すなわち討議活動による道徳的判断が，個人ではなくクラスのメンバーたちに合意形成

として自覚され，それがクラス全体の具体的な道徳的実践意欲や態度，そして道徳的行動へと展開

していくことは，高校道徳において重要な課題であるように思う。討議活動による道徳教育実践は

その出発点になるものとして重要ではないか。 

 以上のように話し合い活動による道徳教育は色々な問題を孕んではいるが，単なる読み物資料で

は得られない主体的な＜学び＞を行うことができるように思う。今後更なる実践的検討を進めてい

く中で，話し合い活動の道徳教育の定着を目指したいと考えている。 
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討論活動を通した道徳教育の可能性 

 

――討論型の国語教育実践の分析から ―― 

 

石 井 純 一＊ ・ 小 川 哲 哉＊＊ 

(2014年9月16日受理) 

 

 

A Study on Moral Education Through Discussion in Japanese Education 

 

Junichi ISHII and Tetsuya OGAWA 

 

キーワード：高校道徳，討論，国語教育 

 

個々の生徒の道徳性を育成させるためには，自己の道徳心を深めるとともに，多様な側面からの道徳的判断力や実践意

欲・態度を高める必要がある。そのためには生徒たちが他者との積極的な対話や討論を行いながら，生徒同士が「コミュニ

ケーション力」を高め，様々な文化や世界観を考えていく必要がある。ただ，このようなコミュニケーション力の育成には，単

に道徳教育における教育実践で育成されるだけではなく，言語活動の充実を図る教育実践が不可欠であると思われる。平

成 21年の学習指導要領改訂では，各教科における言語活動の充実を図ることが求められており，とりわけ国語科をその「中

核的科目」においている。国語科においては「話すこと・聞くこと」，「書くこと」，「読むこと」のそれぞれに記録，

要約，説明，論述，討論といった言語活動が，小・中学校から体系的に明示されていることからも，これまで以上に

重視されることになった。本論文では以上のような諸点を考慮に入れて，高校国語科における言語活動の充実を図る

指導事例を実践し，その有効性と問題点を論究し，それに基づいた討論型の道徳教育の可能性を模索した。 

 

 

問題の所在 

 

茨城県では，全ての県立高等学校（以下，高校）の第1学年（中等教育学校では第 4学年）にお

ける「総合的な学習の時間」の１単位（35単位時間）を，「道徳」という名称の必履修科目として

設定している。本来，高校の道徳は学校教育全体を通して各教科で行うことが学習指導要領に明記

されているが，本県の場合この特性を逆に考え各教科等の要となるような時間として位置付けて，

平成 19年度から第 1学年に実施してきた。さらに, 今後は，第 2学年の「ホームルーム活動」に

おいて，道徳の内容を充実させていくことが検討されており，教材開発や試行的教育実践も行われ

る予定である。 

この高校道徳の実践的成果は，茨城県教育委員会が行った生徒対象の調査（平成23年度「道徳」 

――――――――   

*茨城県教育庁  **茨城大学教育学部 
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の授業実施に関するアンケート１））で公表されている。調査結果では，高校に入ったころに比べて

「『礼儀』や『思いやり』等を熟考するようになった」（85.3％），入学時よりも「落ち着いて学

校生活を送れるようになった」（84.5％），「道徳の授業は自分のためになる」（87.4％）等の回

答があり，道徳の時間が自己を見つめながら，人間としての在り方や生き方を考えるきっかけにな

っていることが分かる。 

 茨城県の高校道徳の場合，生徒用テキスト『高校の「道徳」 ともに歩む－今を，そして未来へ

－』（茨城県教育委員会）を使って行われる「道徳的心情」を育む教育実践が一般的である。こう

した実践により個々の生徒の道徳的価値の自覚が高められていることは確かなのだが，そうした自

覚をさらに他者や社会等との比較を通して主体的に学び取っていくような授業実践の蓄積はまだ十

分とは言えない。 

個々の生徒の道徳性を育成させるためには，自己の道徳心を深めて行くだけではなく，多様な側

面から道徳的判断力や実践意欲・態度を高めていかなければならないであろう。そのためには，教

師の実践的指導力を向上させることはもちろんだが，他者と積極的に対話や討論をしていく中で，

生徒同士が「コミュニケーション力」を高め，様々な文化や世界観について考えていくことが必要

である。そうした対話や討論活動を通して道徳的価値の自覚をさらに高めていくことは道徳教育に

とって重要であり，理論面におけるさらなる研究の必要性と，実践面におけるその有効性の検証が，

茨城県における急務の教育課題となっている。 

ただ，このようなコミュニケーション力の育成は，単に道徳教育だけに必要とされる教育課題で

ないことは周知のとおりである。コミュニケーション力育成の土台となる言語能力の向上に関して

は，すでに平成 21年の学習指導要領改訂において，「言語活動」の充実として強く求められている
２）。すなわち，学校の教育活動では「生きる力」を育むことを目指して，「基礎的・基本的な知識

及び技能」を習得させると共に，これらを活用して課題解決を行う「思考力・判断力・表現力」を

育むことが必要とされており，そうした教育活動を行う場合に重視されているのが，生徒の発達の

段階を考慮した生徒自身が主体的に行う言語活動の充実である。そしてこの言語活動の充実の基礎

を作る上で「中核的科目」として重視されているのが，国語科である。今回の学習指導要領改訂で，

国語科においては「話すこと・聞くこと」，「書くこと」，「読むこと」のそれぞれに記録，要約，

説明，論述，討論といった言語活動が，小・中学校から体系的に明示されていることからも，これ

まで以上に重視されることになった３）。 

 本発表では以上のような諸点を考慮に入れて，まず高校国語科における言語活動の充実を図る指

導事例を実践し，その有効性と問題点を論究してみたい。そしてその論究の分析に基づいて，討論

型の道徳教育の可能性を模索してみたい。 

最初に，平成 21年 3月に公示された高等学校学習指導要領における「言語活動の充実」について

概観しておきたい。 

 

 

言語活動の充実を図る教育活動の重要性 

 

（１）言語活動の必要性 

 知識基盤社会の到来とグローバル化の大きなうねりの中で，社会構造が急激に変容していること

は誰もが認めることであろう。こうした社会変容に対応するため学校教育においては，幅広い知識

と柔軟な思考力に基づいて判断することや，多様な文化や歴史と触れ合いながら，異なる立場の人々

との共存を図るための資質能力を育成することが重要な教育課題とされているといってよい。また，
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全国学力調査や PISA調査の結果は，児童・生徒の「思考力」，「判断力」，「表現力」の向上が急

務の課題であることを示しているといわれている。 

 こうした諸課題に対応すべく，平成 21年に公示された高等学校学習指導要領では，総則において

学校教育の３つの課題，①基礎的・基本的な知識・技能の修得，②知識・技能を活用して課題解決

するために必要な「思考力」，「判断力」，「表現力」の育成，③主体的に学習に取り組む態度の

育成に取り組むことが求められた。そして，その際に配慮すべきこととして生徒の発達の段階に基

づいた「言語活動の充実」と，家庭との連携に基づいた「学習習慣の確立」が提案された。さらに，

教育課程の編成・実施においては，各教科等において思考力，判断力，表現力等を育成する観点か

ら，上述の①と②の教育活動を重視すると共に「言語に対する関心や理解を深め，言語に関する能

力の育成を図る上で必要な言語環境を整え，生徒の言語活動を充実すること」４）（下線は引用者）

が指摘されている。 

 ところで，こうした「言語活動の充実」に関する検討は，すでに平成 16年 2月の文化審議会答申

「これからの時代に求められる国語力」において始められている５）。同答申では，学校教育におい

て国語科はもちろんのこと，各教科その他の教育活動全体の中で，「適切かつ効果的な国語の教育」

が行われる必要があり，そのためには「国語の教育を学校教育全体の中核に据えて，全教育課程を

編成すること」が重要であるとしている。その後の平成19年 8月の言語力育成協力者会議（報告書

案「言語力の育成方策について」）では，「言語力」が「知識と経験，論理的思考，感性・情緒等

を基盤として，自らの考えを深め，他者とのコミュニケーションを行うために言語を運用するのに

必要な能力」と定義され，そうした能力の育成のために学習指導要領の改訂の際には，各教科やそ

の他の教育活動の見直しの検討を行う必要性が強調された。 

 このような一連の動きを受けて，平成 20年 1月の中教審答申では，学習指導要領改訂の 14の「検

討課題」の一つとして，「国語力の育成」が取り上げられ，国語力が全ての教育活動の基盤として

位置付けられることになった。 

 

（２）言語の活用能力を育成する科目としての国語科 

 上述したような学習指導要領の改訂，とりわけ高等学校の現学習指導要領において注目されるの

は，言語の活用能力を育成する教科の中核に国語科がおかれたことであるが，国語科の主要な教育

活動である「話すこと・聞くこと」，「書くこと」，「読むこと」のそれぞれの内容には，言語の

活用能力の向上のために次のような学習活動が重視されている。 

まず，「話すこと・聞くこと」では，自己の考えを持ち，明確な論理構成や展開を工夫して意見

を述べ，他者の立場や考えを尊重し，自己評価や相互評価を行うことが求められている。しかも，

そうした言語活動を行う際には，資料に基づいて説明し，場合によっては反論を想定して課題に応

じた「話し合い」や「討論」をすることが重視されている。「書くこと」に関しても，論理構成や

展開を工夫し，論拠に基づいて自己の考えを文章にまとめること，対象を的確に説明すること，及

び適切な表現方法を考えて書くことが求められている。また「読むこと」では，文章の内容を叙述

に即して的確に読み取り，必要に応じて「要約」や「詳述」し，文章構成や展開を確かめ，内容表

現を分析しながら，書き手の意図を把握することが重視されている。 

ただ，この「読むこと」で重視される言語活動で注目されるのは，「文章を読んで脚本にしたり，

古典を現代の物語に書き換えたりすること」や，現代の社会生活で必要とされている実用的文章を

理解し，「自分の考えを持って話し合う」ことが国語を指導する際に求められている点である。こ

のような言語活動は，作品の解釈や鑑賞を通して，作品の言語的価値を忠実に理解しながら作品を

分析していく学習活動とは違って，作品を対象化し，客観的な立ち位置から作品を論究し，自己の
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考えや他者の意見を理解していく力動的な学習活動の可能性を開くものであるように思われる。 

平成 24年 6月に出された『言語活動の充実に関する指導事例集～思考力，判断力，表現力等の育

成に向けて～』（文部科学省，以下文科省）には，各教科やその他の教育活動において言語活動の

充実を図る様々な教育実践例が紹介されている。本発表で取り上げる「国語－3（国語総合）模擬裁

判を活用して小説を読み深める事例」もその一つである。 

 

 

討論型の国語授業モデル 

 

（１）模擬裁判を活用して小説を読み深める事例：小説教材「羅生門」（芥川龍之介） 

 芥川龍之介の「羅生門」は，高等学校の国語総合には必ずと言って良いほど取り上げられる定番

中の定番の教材である。そのあらすじは以下のとおりである。 

 

荒廃した平安京の羅生門の下で，主人から解雇された下人が途方に暮れている。いっそ盗賊になろ

うか思案するがどうしてもその一歩が踏み出せない。そんな時，門の２階に怪しい気配を感じる。

身寄りのない遺体が散乱する楼閣の上で，一人の老婆が若い女の遺体から髪を抜いていた。老婆に

強い怒りを持った下人は刀を抜き躍りかかる。しかし，老婆は抜いた髪を鬘にして売ろうとしたと

弁明し，遺体の女の生前の悪行（蛇の干物を干魚と偽って売る）を伝える。老婆の弁明で決心した

下人は，老婆の着物を剥ぎ取り，漆黒の闇に消えていく。 

 

いうまでもなく「羅生門」は芥川龍之介の文学作品であり，その出典は『今昔物語集』の「羅城

門登上層見死人盗人語第十八」をベースにして、「太刀帯陣売魚姫語第三十一」の内容の一部を加

えたものであるといわれている６）。その意味では，古典に素材を取りながらも，現代的な解釈を加

えていく芥川作品の代表作といえるだろう。そのため，一般的にこの作品を授業で取り上げる場合

は，出典についての説明や，時代背景の分析，さらには登場人物の心の動きや行動のあり様を読み

進めていくような，いわゆる教師主導の「鑑賞読解」が行われることが多く，必然的に講義中心の

授業形態になってしまう。こうした授業では，生徒は受け身中心となり，教師が板書した事項をノ

ートに書写することに時間を割く傾向が強い。 

 先述した文科省の指導事例集には，このような一般的な授業形態とは異なる事例が紹介されてお

り，その一つが教材としての小説を，模擬裁判の形式から読み深める指導事例である。下記の学習

指導案は，そうした指導事例に即したものである。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%98%94%E7%89%A9%E8%AA%9E%E9%9B%86
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ア  単元の目標 

・文章に描かれた人物，情景，心情などを表現に即して読み味わおうとしている。     

                          （関心・意欲・態度） 

・文章に描かれた人物，情景，心情などを表現に即して読み味わう。 

                           （読む能力）（「Ｃ読むこと」の内容の(1)のウ） 

・文や文章の組立て，語句の意味，用法及び表記の仕方などを理解し，語彙を豊かにする。   

（知識・理解）（〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕イの(ｲ) ） 

  イ 取り上げる言語活動 

言語活動： 裁判員制度による模擬裁判の形式を取り，自分の考えをもって話し合う。 

     （「Ｃ 読むこと」の内容の(2)言語活動のウ） 

教    材：  「羅生門」（芥川龍之介） 

  ウ 具体的な評価規準 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

・ 文章に描かれている人物の心情を表

現に即して読み，異なる立場から読

み深めようとしている。 

・  読むことに必要な文の組立てにつ

いて理解しようとしている。 

・  文章に描かれている人物の心情を表

現に即して読み，異なる立場から読み

深めている。 

・  読むことに必要な文の

組立てについて理解して

いる。 

・  正しく理解している言

葉の数を増やしている。 

  エ 指導と評価の展開 

次 具体の評価規準と評価方法 学習活動（指導） 

 

 １ 

 

 

  

 

 

【評価規準】 

・  読むことに必要な文の組立てについて理解

している。 

・  正しく理解している言葉の数を増やしてい

る。     （知識・理解） 

【評価方法】 

「記述の点検」 

○ 表現に即して読む。 

・ 各自が「羅生門」の本文を読み，下人の行動と心

情を確認する。 

・ 本文を読み進める上で，難解な語句や効果的な表

現を確認する。 

    ※この間，教師は机間指導する。 

 

 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価規準】 

・ 文章に描かれている人物の心情を表現に即

して読み，異なる立場から考えている。  

    （読む能力） 

【評価方法】 

「発言の確認」 

【評価規準】 

・  読むことに必要な文の組立てについて理 

解しようとしている。 

（関心・意欲・態度） 

【評価方法】 

「行動の観察」 

○ 自分の考えをもって話し合う。 

・ 各自の読みを基に，グループで，下人の行動と心

情の変化を追いながら，下人の罪について，検察官

，弁護人という異なった立場で話し合う。 

・ 検察官，弁護人，それぞれの主張を明確にし，主

張の根拠となる表現を整理する。 
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 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

【評価規準】 

・ 文章に描かれている人物の心情を表

現に即して読み，異なる立場から読み

深めている。     （読む能力） 

【評価方法】 

「記述の点検」 

○ 自分の考えを深める 

・ それぞれ１グループが検察官，弁護人の役割

を担い，他の生徒は裁判員となって模擬裁判を

行う。どのグループも三つの役を経験する。 

・ 検察官としての主張，弁護人としての主張は

どのグループが最良かを相互評価する。 

・ 各グループが，裁判員として論点を整理しな

がら下人の罪についてまとめる。 

 ４ 

 

 

 

 

 

 

【評価規準】 

・ 文章に描かれている人物の心情を表

現に即して読み，異なる立場から読み

深めようとしている。 

（関心・意欲・態度） 

【評価方法】  

「記述の分析」 

○ 様々な意見や考えを聞き，自分の立場につい

てまとめる。 

・ グループで話し合ったことを基に，自分はど

の立場に立つかを表にまとめる。 

・  各自がまとめた表をグループで輪読し，互い

の考えを相互評価する。 

 

 

このような学習指導案による授業で重要なのは，次の三点である。①「表現に即して読む」，

②「自分の考えを持って話し合う」，③「自分の考えを深め，様々な意見を聞いて自己の立場をま

とめることである。以下これらの諸点について論究しておきたい。 

 

① 表現に即して読む 

読み物資料については，基本的には書かれていることを根拠に考えなければならない。それが表

現に即して読むということである。しかし，書かれていることから発想を得ることも否定しない。

上述した指導案では，老婆が髪の毛を抜いていた女性の死骸について，模擬裁判では裁判の進行を

補助する「対話促進者」役として「霊魂」を登場させている。（参考資料ワークシートを参照）老

婆の口からは，彼女が生前，蛇を干し魚として帯刀へ売っていたことが暴かれている。老婆は，自

分の行為を正当化，生きるためにやむを得ない行為であるとするために女の行為を暴いた。当然，

髪を抜かれている女性は死骸として描かれており，何も語ってはいない。 

しかし，裁判に登場させ語らせることから，霊魂が老婆の行為を否定することもあり得るし，老

婆の行為を肯定することも考えられる。これは，裁判の進行を揺り動かし，さらに話し合い活動を

深める役割を果たすことになる。霊魂の発言によって，下人の罪が重くもなれば軽くもなり得る場

合もあり，裁判の方向性を大きく左右することにもなる。 

 

② 自分の考えをもって話し合う。 

同じ資料を読み込んでいても，どの点にウエートを置くかによって，そこから導き出される自分

の考えは異なったものになるはずである。また，自分の考えが何を根拠にして，積み上げてできあ

がったものであるのかがなければ，話し合いを深める過程で，何を論点にしているのかが薄れてし
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まう。それでは，話し合いではなくただの雑談になってしまう。この授業実践で重要なのは，まず

自分の考えを持つことにある。その際に，教師の指示が，ただ「考えよう」というものではなく，

下人の罪を暴く検察官，罪を擁護する弁護士，両者の言い分を聞きながら判断する裁判官という異

なる立場で話し合うことを基礎にして，それぞれの立場になって考えることが重要である。誰もが，

この三者を演じることを前提に，本文を読み込む必要がある。読み込む際は，ささいな表現・描写

も注意深く読み，さらにそれぞれの可能性についても考慮すべきである。そうやって生徒自身が考

え読んだ結果であるから，それぞれの立場での自分の意見に自信がもてるはずである。この話し合

いは，相手に自分の考えを理解してもらい，同意してもらうことを意図する。当然，相手を説得す

るためには，根拠を明示する必要がある。明示するためには，根拠とする表現を基にして自分の思

考を深めることが大事である。 

  

③ 自分の考えを深め，様々な意見を聞いて自己の立場をまとめる。 

  相手の同意を得るためには，相手が何を考え発言しているのかを把握する必要がある。相手と意

見を交換していく中で，自分の考えの足りないところに気付き，それが補強されることが求められ

る。そうした意見交換によって，自分の考えが深まっていくであろう。特定のテーマに限定された

意見交換では．考えは深まらないと思われる。異なる立場という設定のもと，その立場の相手が何

を発言しようとしているのかをつかむことが大切である。自分の考えが深まるとは，相手の考えも

深まることを意味する。両者の考えが相互に深まり，意見の交流が盛んになることが，本来の話し

合いであり，そうした話し合い活動を行えるコミュニケーション能力は生涯にわたって必要なスキ

ルであると思われる。 

 相手の意見により自分の考えが深まった後，それを文にまとめたり，発言にまとめたりすること

が，最後に求められる。検察官役の生徒，弁護士役の生徒それぞれが自己の見解の正当性を主張す

る。裁判官役の生徒は，両者の主張の内容を理解し，的確な判断を下していく。教師はそれぞれの

立場の主張がどれだけ説得力があるのかを客観的に判断することが求められるが，個々の観点をど

のような基準で判断するのかは，生徒が個々の役をどこまで引き受けることができたのかを自己評

価する必要もあるように思う。 

 

 

教材「羅生門」を活用した模擬裁判実践 －A大学での授業－ 

 

  さて次に，上述したような教材「羅生門」を使った討論型の国語授業モデルを，実際に授業実践

した報告を行いたい。ここでは，A 大学において行われた授業実践の内容を報告する。あえて大学

生で教育実践を行ったのは，次のような理由からである。 

まず，多くの学生が高校生時代に，「羅生門」を既習しており，高校時代に受けた「羅生門」の

印象がどうであったのかを確認できること。つまり，それは，彼らに授業を通してどのような力が

付いたのかが確認できるのである。さらに既習した学生による授業ならば，教材分析や討論活動に

おいて高いいレベルの言語活動が期待できるので，討論活動の有効性や問題点を十分に論究できる

からである。 
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（１）授業実践の内容 

 A大学では 1・2年生の教養科目の授業で，「２コマ」の授業実践を行った。授業では受講学生の

協力を得て，討論型の国語科授業という設定で，異なった立場で話し合い活動を行うものであるこ

とを学生に提示した。形態は，模擬裁判という形をとり，裁判官・弁護士・検察をそれぞれ数名ず

つのグループに分け，討論を行うことを主眼とした。「羅生門」は既習した内容であるが，高等学

校の国語の授業では，純然たる文学作品として鑑賞を主眼に読んだものと思われるので，グループ

ごとの役割に沿って，自分たちの主張の根拠となる部分を探しながら本文を読むという作業から行

った。 

 この授業に先立って学生の国語に対するイメージを一言で表すアンケートを行った。「決まった

答えがない」などのやや否定的な答えと「疲れる授業」「いらない」などの否定的な答えを合計す

ると 54.9%と半数以上の学生が，良いイメージをもっていなかった。これは，国語の授業において

自ら主体的に学ぶという経験が少なかったことに起因すると考えられる。今回の１コマ目の講義に

おいては，「羅生門」の読み直しが中心となったが，グループの各メンバーはそれぞれの役割に則

ってお互いに学び合いながら討論している様子が伺えた。先ほどの否定的なアンケートを寄せてく

れた学生を中心に意図的に机間巡視したが，そのような学生ほど表現の内容をこちらに尋ねてくる

など真剣に参加しているように思えた。まさに，グループで意見を確認し合いながら討論し考えを

深めるという主体的な読みができていたようである。 

 ２コマ目の授業では，グループごとに裁判の形で意見を出し合うことを指示した。高校生をイメ

ージした事例であるので，それぞれの役の台詞は台本の形で提示したが，学生たちの中には役にな

りきるとともに，ロールプレイを楽しみながら自分たちで内容を膨らませて進行するグループも出

てきた。普段の授業講義の中で，話し合い活動があまり行われていない集団であること，さらに，

自己主張をするのに慣れている学生の意見に引っ張られないようするために「対話促進者」として，

霊魂（老婆に髪を抜かれていた女性の死骸）を登場させた。この対話促進者の役割は大きかった。

ただし，模擬裁判として実施したため，何か結果を出さなければならないとして結論を急いでいた

ようにも思えた。それは，本事例を裁判という形態で有罪か無罪かを尋ねる形態にしてしまったこ

とも原因の一つであると考える。 

 あるグループでは，裁判官役の３名が，結論を出すために検察官役のグループが根拠とした箇所

と弁護士役のグループが根拠とした箇所を比較しながら，討論を進めている場面があった。この実

践の醍醐味は，このグループが行った討論にあったのである。もちろん実際の裁判では裁判官の役

割は判決を出すことであるが，本模擬裁判では，討論活動にこそ重要性があるので，判決に至る過

程を重視していた点は評価できる。裁判官同士が合意形成を図っていく過程では活発な意見交換が

あった。特に高校時代国語に良い印象を持っていなかったグループは，振り返りの中で，弁護士役

であった学生が，情に訴える作戦を採ったが，検察官役の学生に本文に沿った論理的な反論をされ，

さらに根拠を求められたときに何も言えなかった。情に訴えるにしても本文の描写を活用しながら，

論理的に組み立てれば良かったなどの声が聞こえた。この実践を構築したとき，これまでの教師主

導の授業から脱却し，生徒中心の授業にするため，生徒の興味を引くことを考え，模擬裁判という

形を借りてゲーム性のある勝負ごとにしたが，大学での実践において，この班の振り返りを聞いた

ときに，言語活動を充実させる仕掛けを作ることで，主体的な学びが生まれることに改めて気付か
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された。それは，他教科においても同じことが言えるのではないだろうか。 

 ２コマ目の授業終了後，学生たちに模擬裁判という形を借りた言語活動主体の授業をどのように

思ったかということで，「有益である」「やや有益である」「あまり有益でない」「有益でない」

のアンケートをとったが，「有益である」が74.0%「やや有益である」が26.0%で，参加した学生（50

名）全員が肯定的な答えだった。また，このような言語活動（合意を形成していく話し合い活動）

を行ったことが「あるか否か」を質問したところ，「ある」と答えた学生は 40.0%であった。本来

の話し合い活動（他人の意見を聞き立場の異なる両者が歩み寄り妥協点を模索する）が十分でない

ことが浮かび上がったように考える。ただし，この実践事例に全員が肯定的な答えを出してくれた

ことを考えると言語活動を用いた事例は，学生にとっては新鮮であると同時に，興味深いものであ

ったことが分かる。 

 今後，この実践を高等学校で行う場合は，裁判官が判決を考えるうえで議論をしている場面で，

役を演じていない他の生徒が，善意の聴衆として裁判に参加し，疑問に思うことや自分の考えを述

べるという場を設けることが望ましいのではないか。裁判官の役割は，多くの意見を調整し，その

討論で妥当と思われる結論，場合によってはそれが判決になるかもしれないが，合意を形成するこ

とが良いように思われる。大学生の場合は，自分の価値観がある程度構築されており，意見を求め

られても，討論になったとしても，それなりの意見を述べることができる。高校生の場合，その領

域に達しているものもいれば，まだ，その域に達していない生徒もいることもまた事実である。 

 

 

結語的考察 －道徳教育への示唆－ 

 

本研究では，高校国語科において言語活動の充実を図る指導事例の一つに取り上げられている模

擬裁判を活用して教材「羅生門」（芥川龍之介）を読み深める授業モデルを提示し，その実践的な

有効性を大学生対象の授業で検証した。 

改めて確認しておく必要もないと思うが，本発表で取り上げた「羅生門」の実践事例はあくまで

も討論型の国語教育実践である。そのためこの「羅生門」の実践が，そのまま道徳教育の実践にな

るわけではない。ただ，このような討論型の授業によってもたらされる充実した言語活動からは，

道徳教育実践として学ぶべき点も多いように思われる。ここでは結語的考察として二点ほど指摘し

ておきたい。 

 一つ目は，文学作品の対象化と討論活動の有効性についてである。先に指摘したように今回の授

業実践では，従来の「羅生門」の授業とは違って活発な言語活動がなされていた。それは，出典説

明や作者の創作意図を考えたり，作品の時代背景を理解したりした上で，登場人物の心情変化の分

析に入っていく「鑑賞読解」中心の国語の授業ではなく，読み手が作品の中の当事者となって特定

の役割を演技していくことが，受講生の言語活動の活性化を促したからであると思われる。ただ，

このような方法で著名な文学作品を読み解いていくことの妥当性については，様々な意見があるだ

ろう。確かに文学作品を分析してその価値と意義を問う時，こうした論究方法が適切なのか否かは

論議をよぶところであろう。批判的見解が出されることも十分予測される。しかしながら今回の授

業の趣旨は，そこに論点があるわけでない点に注意したい。 

ここで重要とされるのは，羅生門という作品を討論活動の一つの「ツール」と捉え，そのツール
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を活用した多様なコミュニケーションのあり様に焦点を当てていることである。つまり今回の授業

の場合，羅生門は鑑賞読解する対象ではなく，討議の対象として取りあげている。そうした点に着

目すれば，今回の授業では教材としての羅生門から，どれだけ実りある討議ができたのかが重要と

なる。ただ，羅生門を討議の対象として取り上げた場合にも気付かされるのは，優れた文学作品が

有する構成力と表現力の質の高さである。特に表現力に関しては，羅生門をめぐる作者による風景

描写の豊かさだけではなく，少しずつ変容していく登場人物の心の動きの表現方法の豊かさにもあ

らためて気付かされる。こうした表現力の豊かさが，多くの受講生が個々の役回りに深く入り込み，

積極的に討論活動を行えた理由の一つであったようにも思われる。このような点は，道徳教育教材

の質のあり方をめぐる問題にも関わるものであり，多様な役割演技を行う道徳教育活動の教材開発

にとって重要な示唆を与えてくれる。さらに優れた文学作品を道徳教材として活用することの可能

性も示しているように思われる。 

二つ目としては，「判決」に至る模擬裁判実践を道徳教育的に見たとき，どのようなことが指摘

できるかである。道徳教育において，裁判の判決を題材にして道徳的判断力を問う授業実践はこれ

までにも数多く行われてきた。例えば，モラルジレンマ教材を使った道徳性発達研究会の教育実践

はよく知られている。代表的なものとしては，教材「尊厳死を見つめて」があげられるだろう７）。

この教材は，米国で実際に起こったカレン・クインラン事件の裁判を扱ったもので，意識不明に陥

ったカレンさんの人工呼吸器を外すべきか否かをめぐる裁判をモラルジレンマ例話にした実践であ

る。具体的な授業としては，死ぬ権利を認めるべきか否かをめぐり，裁判長の判断が求められる討

論活動が展開される。ただこの実践の場合，討議活動の中心は，人工呼吸器を外す行為の正当性，

すなわち「尊厳死」を認めるか否かをめぐる論議に置かれており，羅生門の模擬裁判のように裁判

のプロセスを討論活動の中心におくものではない。その意味ではモラルジレンマ教材を使った道徳

教育実践とは大きく性格を異にする。 

 今回の羅生門の教育実践は模擬裁判の形式ではあるにせよ，原告の老婆と被告の下人を，検察官，

弁護人，裁判官のそれぞれが判決に向かって討論を展開していくものである。参考ワークシートの

形式からもうかがえるように，討論の展開はかなり本格的なものになっている。そのため話し合い

活動の展開過程も，論拠に基づいた明解な指摘や発言が必要とされる。実際の授業でも，あるグル

ープではかなりスリリングな討議が展開されていた。それぞれの役回りが明確になっているため，

個々の立場からの発言の趣旨ははっきりしていた。裁判官役が一人の場合と複数の場合では判決の

プロセスに違いは見られたものの，最終的に決定しなければならない有罪・無罪の判決理由の検討

にも様々な工夫がみられていた。そのような点から見て，この模擬裁判実践では言語活動を充実さ

せる仕掛けが，随所に組み込まれているように思われた。こうした点は，討論型の話し合い活動を

実践する際には大いに参考になった。 

 ただ，道徳教育実践への応用を考えたときには，様々な問題が考えられる。中でも問題となるの

は，討論の結果として判決を下すことの意味である。個々人がそれぞれの役回りを果たしてなされ

た結果としての判決の正当性は，話し合い活動の妥当性を示すものとして当然認められるべきであ

る。しかし，個々人の「道徳的価値及びそれに基づいた人間としての在り方生き方」の自覚を目指

す道徳教育の場合，一つの結論へと収れんしていく「判決」が最終的な目標になるわけにはいかな

い。道徳教育は，必ずしも特定の判断を決する教育活動になるわけではないからだ。個々人の多様

な価値観が認められ，自律的判断と自立的行動が行えるようにすることが道徳教育の課題である。

その点では，モラルジレンマ授業のように，特定の価値判断を下すのではなく，個々人の道徳的価

値判断にゆだねることの教育的意味は大きいと思われる。ただモラルジレンマ授業が，オープンエ

ンドの討論や話し合い活動で終わってしまい，結局価値や規範の内面化が不明瞭なままで個人の問
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題になってしまう問題から見ると，充実した話し合い活動の結果として判決がなされる模擬裁判実

践の意義も否定されるべきではないだろう。 

 こうした両側面を考慮した討論活動の一つとしては，個々人の対等な討論活動を尊重しながらも

話し合いによる合意形成を目指すディスクルス的な道徳教育活動の有効性も指摘されている８）。今

回の模擬裁判実践でも，例えば，模擬裁判のやり取りを第三者的な立場から見ていく「陪審員」の

役回りを設定して，判決の妥当性を討論することによって合意形成を模索する方法も考えられる。 

 

以上のように討論型の国語教育実践と道徳教育実践には，大きな相違があること言うまでもない。

ただ今回の発表で明らかになったように，国語科の試行的取り組みには参考になる点が多いように

思われる。特に言語活動の充実を図る話し合い活動の有効性は，今後十分に論究される必要がある

だろう。 

冒頭でも指摘したように茨城県では現在，高校 2年生のホームルーム活動における道徳教育の導

入を検討している。そのための道徳教材開発の取り組みと，試行的授業実践の取り組みが強く求め

られている。こうした取り組みを進めていくためにも，今後さまざまな教科領域やその他の教育活

動領域の優れた実践を参考にして，道徳教育の方法論的な研究を進めていきたいと考えている。 
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１）茨城県教育委員会HPより. 

（http://www.ibk.ed.jp/highschool/yutakanakokoro/doutoku/contents/h23syukei.pdf） 

２）文部科学省『高等学校学習指導要領』(平成 21年)，15頁. 

３）同書，22頁及び 25～27頁. 

４）同書，22頁. 

５）文化審議会答申「これからの時代に求められる国語力」(平成 16年)，15頁. 

６）三好行雄. 1976.『芥川龍之介論』(筑摩書房)，47頁.「羅生門」原文は，芥川龍之介. 1997.

『羅生門 蜘蛛の糸 杜子春 外十八篇』(文春文庫)，9～18頁を参照. 

７）荒木紀幸監修 / 道徳性発達研究会編 2013.『モラルジレンマ教材でする白熱討論の道徳授業

＝中学校・高等学校編』(明治図書)，130～135頁. 

８）渡邉満 2002.「教室の規範構造に根ざす道徳教育の構想」林忠幸編『新世紀・道徳教育の創

造』(東信堂)及び, 小川哲哉 2014.『主体的な＜学び＞の理論と実践－「自律」と「自立」を目

指す教育－』(青簡舎)，40～51頁を参照. 
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知的障害児の運動スキル評価の試み 
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知的障害児は運動機能の発達が遅れ，運動参加の機会を狭める一要因となるばかりでなく，安全確保や転倒・骨折の予

防，肥満や生活習慣病予防にも関わる課題と考えられる。個に応じた指導が必要であり，運動スキルの評価はその出発点と

して重要であろう。本研究は知的障害特別支援学校に在籍している小学部2年生から高等部3年生までの男女78名を対象

として，14 種の運動スキルについてビデオ撮影にもとづき分析し，知的障害児に適応可能な運動スキル評価表の作成を試

みた。作成された評価表を使ってビデオ再生により運動スキルスコアを求めたところ，年齢との間に一定の関係性は認めら

れず，本研究に関する限り，発育にともなう運動スキルの向上は観察されなかった。また，運動スキルスコアと担任教員の評

価の間には一定の関係性がみられたが，強いものではなかった。運動スキル評価表の妥当性，信頼性を確認していくととも

に，知的障害児の運動機能発達の実態を明らかにしていくことが課題といえる。 

 

 

はじめに 

 

知的障害児は一般に運動機能の発達が遅れるとともに，身体活動が不足しており（Foley et al. 2008, 

Phillips et al. 2011），これらが相俟って運動機能の発達がさらに遅れる可能性がある。スクールバス

での登下校が多いことや，放課後や休日に屋外で運動することが容易でないため，運動不足に陥り

やすく，また，幼少期の活発な運動も少ない傾向にある。学校卒業後は運動する機会がさらに限ら

れることから一層の運動不足となり，成人期以降の肥満や生活習慣病につながっていく危険性が高

まる。 

運動スキルの獲得はスポーツ参加の意欲と機会を増すだけでなく，安全確保や転倒・骨折の防止， 

―――――――― 

*茨城大学教育学部   
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さらに余暇の充実や QOL の向上にもつながっていくと考えられ，多くの運動経験をとおして多彩

な身体運動感覚を累積的に蓄積していくべきであろう。 

体育の授業は運動学習の大切な機会であり，ひとりひとりの運動スキルの状況を的確に把握した

うえで，個に応じた指導計画のもと，実践と評価を往復しつつ取り組んでいくことが必要と考えら

れる。運動スキルの評価はこれらの出発点として重要と思われるが，知的障害児の運動スキルの評

価は容易でない。観察的評価法については，中村ら（2011）による幼児の基本的動作様式の発達に

関する研究があり，そこでは移動系動作（疾走，立ち幅跳び），操作系動作（投球，捕球，まりつき），

平衡系動作（前転，平均台）のそれぞれについて 5段階の動作パターンにより発達段階を提示して

いる。また，勝二ら（2011）と勝二（2012）は知的障害児のためのアセスメント法開発を試みてお

り，歩く・走る，跳ぶ，スキップ・けんけん，投げる，受ける，蹴る，打つ，動的バランス，静的

バランスの9項目について検討している。 

本研究では特別支援学校の体育授業での使用をめざして，知的障害児の運動スキル評価表の作成

を試みるとともに，知的障害児の運動スキルの状況や，担任教員による評価との比較を行った。 

 

 

研究方法 

 

対象児は知的障害特別支援学校に在籍する小学部 2年生から高等部3年生までの男女 78名（男子

52名，女子26名）であり，保護者の同意が得られた者を対象とした。IQ不明の者が多いが，療育

手帳の取得状況は，最重度 14名（17.9％），重度 30名（38.5％），中度 15名（19.2％），軽度 15名

（19.2％）であり，その他に取得していない者 1 名と不明の者 3 名が含まれる。ダウン症が 16 名

（20.5％），自閉症が22名（28.2％）であり，BMIの国際判定基準（Cole et al. 2000, Cole et al. 2007）

によると，肥満が27名（34.6％），痩身が11名（14.1％）であった。 

下記の14種目についてビデオカメラで撮影し，後日，再生して分析を行った。撮影場所は児童生

徒が通学する特別支援学校の体育館であり，撮影と説明は調査者が行い，担任教員は児童生徒の把

握と運動遂行の補助を行った。分析にあたり，中村ら（2011）および勝二（2012）の評価表を参考

に，種目ごとに評価の観点を作成した（下記の【 】内）。つぎに，その観点の中からとくに重要と

考えられた観点に注目して評価表を作成した。 

なお，担任教員に質問紙により対象児童生徒の障害特性，身長，体重などを記入していただくと

ともに，各種目について日常の観察にもとづき，「できる」，「補助があればできる」，「できない」，

「わからない」の4件法で回答していただいた。 

1 前回り（マット）：【手のつき方，背中の形，両脚の引きつけなど】。 

2 開脚とび（とび箱）：高さは腰の位置より低く，とび箱に乗ったとき両足が床につかない高さ

を原則とした。【踏切方法，着手位置など】。 

3 ハードル走：10m程度の助走の後にハードル 1台を跳ぶ。高さは学年によって異なり 30㎝か

ら60㎝。【減速の有無，踏切位置など】。 

4 静止しているボールを蹴る：直径 18㎝程度のゴムボールを助走の後に蹴る。 

【軸足の踏込，軸足の位置など】。 
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5 動いているボールを蹴る：正面から転がってくるボール（上記と同じ）を助走の後に蹴る。 

【ボールへの接近方法，軸足の踏込など】。 

6 バットで打つ（野球）：5m前後離れた調査者がトスしたゴムボールを打つ。 

【タイミング，体幹部の回転など】。 

7 ラケットで打つ（バドミントン）：5m 前後離れて調査者と向き合い，できるだけオーバーヘ

ッドで打つ。【タイミング，体幹部の回転，肘の位置など】。 

8 その場でドリブル（まりつき）：直径 18㎝程度のゴムボールをつく。 

【連続性，ボールに接触する位置など】。 

9 走りながらドリブル：上記のボールを走りながらドリブルする。 

【連続性，ボールに接触する位置，移動速度など】。 

10 捕球（小さいボール）：5m前後離れた調査者からトスされたテニスボール（硬式または軟式）

をキャッチする。【タイミング，捕球部位など】。 

11 捕球（大きいボール）：5m 前後離れた調査者からパスされた直径 18 ㎝程度のゴムボールを

キャッチする。【タイミング，捕球部位，両手の構えなど】。 

12 走りながら捕球：5m前後離れた調査者とともに走りながら上記のボールをキャッチする。 

【移動速度，捕球部位，両手の構えなど】。 

13 投球：テニスボールを調査者に向かって投げる。 

【肘の位置，体幹部の回転，体重の前後移動など】。 

14 パス：直径18㎝程度のゴムボールを 5m程度離れた調査者にチェストパスする。 

【腕の伸展，脚の動き，ボールの軌跡など】。 

 

 

結果と考察 

 

運動スキル評価表の作成 

 

 表1に知的障害児の運動スキル評価表試案を示した。鍵となる評価の観点とともに，中村ら（2011）

および勝二（2012）に示される発達段階を参考に，動作パターンを4段階に類型化した。障害のな

い幼児を対象に開発された評価表には知的障害児が該当しない場合があることから，作成にあたっ

て下位の項目を加えた。一例をあげると，バットで打つ動作では「打とうとしない，または，ボー

ルに意識を向けることができない（段階Ⅰ）」，「ボールを打とうとするが，対応が遅れて，ボールを

打つことができない（段階Ⅱ）」などの項目を加えた。4 段階の動作パターンの下段に 10 分割の空

欄を設け，個々の児童生徒が 4段階のどこに位置するか，主観的にマークを付すことができるよう

工夫し，これをスコアと呼ぶことにした。段階Ⅰの左端を「0」とし，段階ⅡとⅢの境界を「50」，

段階Ⅳの右端を「100」とし，各段階内の位置については前後の段階をみて評価することにした。例

えば，ハードル走の段階Ⅲ（手前でスピードが低下し，ハードルの直前で踏み切る）では，段階Ⅱ

（手前で止まり，またぎ越す）および段階Ⅳ（ハードルの手前で踏み切ることができる）と見比べ

て，段階Ⅱに近ければ 50～62のスコアを，段階Ⅳに近ければ63～75のスコアを附すこととした。 
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表1 運動スキル評価表試案 

 

 

段階Ⅰ

とび箱に向かわない。また
は，乗ろうとしない。

両足で踏み切ることはでき
ないが，とび箱に乗り，両手
をついて少しずつ前に進む
ことができる。

両足で踏み切って，とび箱
に乗ることができるけれど
も，とび越すことはできな
い。

とび箱の手前で止まらずに
両足で踏み切り，両手をしっ
かりとついて，とび越すこと
ができる。

段階Ⅱ 段階Ⅲ 段階Ⅳ

前回りを行おうとしない。 両手で体を支えられず，横
回転になってしまう。また
は，回転できない。

背中を丸めたり，回転後半
の両足の引きつけができ
ず，立ち上がることができな
い。

両手で体を支持し，背中を
丸め，回転後半に両足を引
きつけて，流れの中で立ち
上がることができる。

前回り（マット）

開脚とび（とび箱）

ボールを蹴ろうとしない。
ボールを蹴ることができる位
置へ移動しようとしない。

向かってくるボールをその場
で待つか，または，ボールを
止めてから蹴る。または，押
しだす。

向かってくるボールにゆっく
りと近づきながら，ボールを
蹴ることができる。

向かってくるボールに走って
近づき，タイミングよく蹴るこ
とができ，意図した方向に
ボールがとぶ。

ハードルに向かおうとしな
い。または，ハードルに向
かって歩いて行き，ハードル
を跳ばないでまたぎこす。

ハードルに向かって走るけ
れども，ハードルの手前で
止まり，ハードルをまたぎこ
す。または，両足でとぶ。

ハードルに向かって走るけ
れども，手前でスピードが低
下し，ハードルの直前で踏
み切る。

ハードルに向かって走って
いき，ハードルの手前（スト
ライドの半分以上）で踏み
切ることができる。

ボールに興味を示さない。
蹴ろうとしない。

ボールに歩いて近づくか，
または，その場で止まって，
ボールを押しだすようにころ
がす。

ボールに走って近づき蹴る
ことができるけれども，軸足
の踏込みがなく，蹴り足の
振りが小さい。

ボールに走って近づき，軸
足を踏込み，蹴り足の力強
い振りによってボールを蹴る
ことができる。

バットを縦に振ったり，止め
たバットにボールを当てるこ
とができる。体幹部の回転
動作は少ない。

体幹部の回転動作ととも
に，タイミングよくボールを打
つことができる。空振りする
こともある。

打とうとしない。または，シャ
トルに意識を向けることがで
きない。

シャトルを打とうとするが，タ
イミングが合わず，シャトル
にふれることができない。

シャトルを打つことができる
が，体幹部を相手に正対さ
せ，腕の動きだけでシャトル
を打っている。

ラケットを後方に引き，体幹
部の回転動作とともにシャト
ルを打つことができる。

ラケットで打つ（バドミントン）

0 10

打とうとしない。または，ボー
ルに意識を向けることができ
ない。

ボールを打とうとするが，対
応が遅れて，ボールを打つ
ことができない。

バットで打つ（野球）

ハードル走

静止しているボールを蹴る

動いているボールを蹴る

20 30 40 50 60 80 90 10070
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表1 運動スキル評価表試案（続き） 

 

 

まりつきをしようとしない。ま
たは，できない。

一回目のリバウンドボールを
つくことができる。

その場でドリブル（まりつき）

飛んでくるボールにほとんど
反応しない。

飛んでくるボールに反応す
るが，対応が遅れて，ボー
ルに触れることができない。

飛んでくるボールに触れた
り，キャッチできることがあ
る。または，ボールを抱えこ
む。

飛んでくるボールを両手で
捕球することができる。

捕球（テニスボール）

走りながらドリブル

移動しようとしない。または，
捕球しようとしない。

ほぼ，立ち止まって捕球す
る。

ゆっくりと走りながら捕球でき
るけれども，直ちにパスにう
つることができない。

走りながら上手で捕球し，い
つでも相手にパスすることが
できる。

走りながら捕球（ドッジボール）

段階Ⅰ

飛んでくるボールにほとんど
反応しない。

飛んでくるボールに反応す
るが，対応が遅れて，ボー
ルを捕りそこなうことがある。

飛んでくるボールを下手で，
または，両腕で抱えこむよう
に捕球する。直ちにパスす
ることはできない。

飛んでくるボールを両手（親
指あわせ）で捕球し，直ちに
相手にパスできる体勢がと
れる。

捕球（ドッジボール）

段階Ⅱ 段階Ⅲ 段階Ⅳ

ドリブルをしようとしない。ま
たは，できない。

50 60

投球（テニスボール，片手）

パス（ドッジボール，両手）

ボールを投げようとしない。 体幹部を相手に正対させた
ままで，肘を後ろに引かず，
前腕だけで投げる。

相手に正対して構えるが，
肘を後ろに引き，両肩の上
下軸まわりの回転とともに投
げる。

ボールを投げようとしない。 両手でボールを投げようとす
るが，肘の伸展がみられ
ず，あまりボールが飛ばない
（１～２ｍ程度以下）。

相手にパスするけれども，
体全体の動きが不十分で，
ボール軌跡が山なりになり
やすい。

歩きながらドリブルができ
る，または，走りながらドリブ
ルするけれども単発的であ
る。

0 10 20 30 40 70 80 90 100

連続してまりつきができ，高
さや位置も安定している。

両足を前後に開き，肘を後
ろに引いて，体重の前後移
動と両肩の上下軸まわりの
回転とともに投げる。

脚からはじまる全身の動きと
ともに，胸の前からボールを
押しだし，ほぼ水平にボー
ルが飛ぶ。

走りながらドリブルするけれ
ども，体の向きやボールをと
らえる位置が不安定で，ドリ
ブルが続かない。

体の前でドリブルすることが
でき，安定して続けることが
できる。

連続してまりつきができるけ
れども，高さや位置が不安
定。
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作成された評価表を使って，個々の児童生徒のスコアを求めた。結果については後述するが，評

価表を試用したところ検討すべき課題もみられた。マット前回りでは両手による体の支持が不十分

で背中も丸まっておらず前転が滑らかでないにもかかわらず，体の柔らかさにより立ち上がること

ができる子どもが，とくにダウン症児に多くみられた。このような場合に段階ⅡからⅣのどこに位

置づけるべきか判断に迷った。また，ラケットやバットで打つ動作では，飛んでくるシャトルやボ

ールに対する対応が遅れて打つことができないけれども，体幹部の回転動作がみられ，タイミング

に関する段階とフォームに関する段階が一致しないことがあった。これもダウン症児に多かった。 

 

年齢と運動スキルスコアの関係 

 

 図1に年齢と種目ごとの運動スキルスコアの関係を示した。年齢とともにスコアの向上または分

散の拡大がみられるのではないかと予想したが，そうした傾向はみられず，年齢とスコアの間に有

意な相関関係もなかった。表 2は学校段階別（小学部低学年，小学部高学年，中学部，高等部）に

運動スキルスコアの平均値と標準偏差をまとめたものである。分散分析の結果，「走りながら捕球」

に，学校段階の進行にともなうスコアの向上がみられたけれども，他の種目ではそのような傾向が

みられなかった。年齢または学年進行にともなうスキルの向上がみられない点については，以下が

考えられる。すなわち，①評価表が不適切で児童生徒の運動スキルを的確に評価していない，②横

断データによる結果であり，ひとりひとりの児童生徒を縦断的に追跡しなければならない，③知的

障害児においては運動機会が限定されることもあり運動スキルの向上が難しい，④学齢期以前の運

動経験の影響が大きく，その後の向上がみられない。なお，保護者の同意が得られた児童生徒を対

象としている点や，対象数が少ないこと，小中学校から特別支援学校中学部または高等部へ入学す

る生徒も含まれることなどの影響も今後検討しなければならない。 

 

図1 年齢と運動スキルスコアの関係 （横軸：年齢，縦軸：スコア） 
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 図1 年齢と運動スキルスコアの関係（横軸：年齢，縦軸：スコア）（続き） 
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図1 年齢と運動スキルスコアの関係（横軸：年齢，縦軸：スコア）（続き） 

  

担任教員による判定と運動スキルスコアの関係 

 

担任教員に，「できる」，「補助があればできる」，「できない」，「わからない」の 4件法で回答して

いただき，それぞれの運動スキルスコアの平均値と標準偏差を表 3にまとめた。分散分析の結果，

いずれの種目においても平均値間に有意差がみとめられた。「できる」と評価された群のスコアが最

も高く，以下，「補助があればできる」，「できない」の順となった。したがって，運動スキル評価表

にもとづく判定と，日頃の観察にもとづく担任教員の判定には一定の関係性があると考えられるが，

標準偏差の大きさに表れているように，重複している部分も多く，両者間に強い関係性があるとは

いえないと思われる。これには，ビデオ撮影が一回の試技であり偶発性に影響されること，担任教

員への質問が曖昧で受けとめ方に教員間の差があったこと，なども検討課題であり，運動スキル評

価表の妥当性・信頼性を確認していかなければならない。 

表4は，担任教員による判定とビデオ分析における評価の観点との関係をまとめたもので，判定

可能者総数を分母とした割合を示したものである。教員により前回りができると判定された児童生

徒は多いが（58.9%），VTRで確認してみると「両手をしっかりとついている」者や（22.1%），「回

転後半に両足を体に引きつけている」者は少ない（26.7%）。ハードルを飛ぶことができるとみられ

ている児童生徒は多くなく（38.0%），VTRによるとハードルの直前ではなく，やや離れた位置から 
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表2 学年群別にみた各運動スキルスコアの平均値と標準偏差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

踏み切ることができる者は限られていた（20.7%）。ボールの投球はほとんどの児童生徒（90.5%）

ができるけれども，肘を後ろに引いてから投げる者（50.0%）や脚を踏み出して投げる者（43.8%）

は多くなかった。VTRでみると，ボール捕球は大きなボールで 9割以上（93.3%），小さなボールで

6割以上（60.3%）の児童生徒ができるけれども，腕全体で抱え込むようにキャッチする者も少なく

なかった（38.9%）。まりつきではボールタッチがやわらかくなく，まりつきが「できる」と判定さ

れた子どもの中にもボールをたたくような動作がみられた（34.6%）。ボールキックは教員によりほ

とんどの児童生徒が「できる」と判定されたけれども（94.1%），VTRでみると軸足の位置がボール

から離れている者（34.8%）や，腕や体幹部の逆方向へのひねり動作がみられない者（64.3%）が多

かった。ラケットでの打球では肩の回転動作がほとんどみられなかった（41.1%）。 

こうした動作のポイントをみきわめながら，ひとりひとりの指導方法を工夫していくことが大切

であり，本研究はその前提となる運動スキル評価表の試案を提示したものであり，今後の検討の中

で様々な意見を集約しながら改善して行きたいと考えている。 

 

 

 

小学低 小学高 中学部 高等部 全体

n=14 n=23 n=27 n=13 n=77

50.5 63.3 61.0 62.6 60.2 .967 .413

18.7 25.4 23.2 21.7 23.0

45.6 53.9 54.5 54.0 52.6 .664 .577

15.7 18.9 21.3 26.3 20.5

49.1 52.5 57.0 56.5 54.2 .394 .758

21.5 26.2 25.2 22.9 24.2

59.2 55.0 57.3 65.8 58.4 .896 .447

12.8 18.4 22.6 18.8 19.2

57.6 58.5 52.1 63.1 56.9 .698 .556

17.6 22.8 26.5 24.1 23.5

46.6 55.6 57.7 65.0 56.3 1.424 .243

17.1 25.5 24.4 23.7 23.7

42.7 43.6 54.0 55.8 49.2 1.881 .141

13.6 21.8 23.2 18.2 20.9

43.1 53.3 50.7 65.4 52.6 2.027 .118

20.6 24.5 25.2 23.6 24.4

32.7 40.4 39.5 53.6 40.9 2.113 .106

12.9 21.3 24.4 25.9 22.6

49.6 62.7 57.2 66.2 59.0 1.802 .154

18.7 20.5 21.9 19.8 20.9

59.3 64.0 70.0 73.8 66.9 2.583 .060

15.1 14.5 17.8 13.1 16.1

38.8 44.3 52.7 65.9 49.9 3.585 .018

20.8 24.2 26.1 19.3 24.8

49.5 56.7 54.9 66.8 56.5 1.598 .197

14.5 20.5 24.6 19.7 21.3

63.9 63.0 65.7 68.1 65.0 .324 .808

8.8 16.8 19.6 8.5 15.5

パス
（ドッジボール，両手）

F p

前回り（マット）

開脚とび（とび箱）

ハードル走

走りながら捕球
（ドッジボール）

捕球
（テニスボール）

捕球
（ドッジボール）

走りながらドリブル

投球
（テニスボール，片手）

静止している
ボールを蹴る

動いている
ボールを蹴る

ラケットで打つ
（バドミントン）

バットで打つ
（野球）

その場でドリブル
（まりつき）
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表3 担任教員による運動スキルの判定別にみたスコアの平均値と標準偏差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 全体

前回り 42 20 7 5 74

（マット） 69.6 46.4 31.9 72.6 60.0

19.2 17.9 23.5 9.3 23.1

開脚とび 21 6 34 14 75

（とび箱） 67.9 63.3 43.7 45.1 52.3

17.9 16.0 15.0 23.1 20.5

ハードル走 27 12 20 16 75

68.6 43.5 42.8 50.2 53.8

16.2 20.0 23.8 27.2 24.1

静止している 70 5 0 0 75

ボールを蹴る 59.6 38.0 58.2

18.8 14.4 19.2

動いている 52 12 9 2 75

ボールを蹴る 64.1 48.8 28.3 35.0 56.6

20.5 23.7 13.7 7.1 23.5

バットで打つ 23 14 24 12 73

（野球） 72.9 61.1 39.2 50.8 55.9

15.8 20.4 20.5 22.6 23.6

ラケットで打つ 26 15 20 11 72

（バドミントン） 65.7 45.1 38.1 35.9 49.2

12.5 14.9 19.6 23.4 21.0

その場でドリブル 39 11 24 1 75

（まりつき） 66.3 53.2 30.5 25.0 52.3

16.2 21.1 20.9 24.5

走りながら 40 11 23 1 75

ドリブル 53.2 33.7 22.5 15.0 40.4

19.7 14.9 14.4 22.4

捕球 51 18 7 0 76

（テニスボール） 66.0 47.7 37.1 59.0

17.8 18.9 22.9 21.1

捕球 51 18 7 0 76

（ドッジボール） 70.2 64.3 47.9 66.7

12.0 20.1 19.3 16.1

投球 68 6 2 0 76

（テニスボール） 59.6 33.8 7.5 56.2

19.5 5.8 3.5 21.4

教員による判定 n

１：「できる」 ２：「補助があればできる」 Mean

３：「できない」 ４：「わからない」 SD

教員による判定
運動種目
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  表4 担任教員による判定とビデオ分析による観点別にみた該当者の割合(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 計

前回り 両手のつき方が しっかりとついている 22.1 1.5 0.0 1.5 25.0

ついていない 36.8 23.5 8.8 5.9 75.0

回転後半に両足を 体に引きつけている 26.7 1.7 0.0 1.7 30.0

前に伸ばしている 40.0 18.3 5.0 6.7 70.0

開脚とび 両足で踏み切ることが できる 14.7 4.0 8.0 2.7 29.3

できない 12.0 4.0 38.7 16.0 70.7

手をつく位置が 前方（着地点側） 17.3 6.7 9.3 4.0 37.3

手前（踏切板側） 9.3 1.3 37.3 14.7 62.7

とび越すことが できる 13.3 2.7 1.3 2.7 20.0

できない 13.3 5.3 45.3 16.0 80.0

ハードル走 ハードルの直前で 止まらないでできる 31.5 6.8 8.2 15.1 61.6

止まってしまう 5.5 8.2 16.4 8.2 38.4

踏切位置がハードルの 手前やや遠くから 20.7 0.0 1.7 6.9 29.3

直前で 22.4 13.8 17.2 17.2 70.7

ハードルを 跳び越えることができる 33.8 7.0 11.3 14.1 66.2

またぎ越すことができる 4.2 9.9 12.7 7.0 33.8

蹴る 向かってくるボールを 蹴ることができる 83.8 1.5 0.0 0.0 85.3

蹴ることができない 10.3 4.4 0.0 0.0 14.7

軸足が ボールの近くにある 60.6 4.5 0.0 0.0 65.2

ボールから離れている 34.8 0.0 0.0 0.0 34.8

腕または体幹部を 逆方向に回している 31.4 1.4 0.0 0.0 32.9

回していない 64.3 2.9 0.0 0.0 67.1

バット ボールを打つことが できる 32.8 12.1 12.1 5.2 62.1

できない 5.2 8.6 13.8 10.3 37.9

体幹部の回転動作が ある 27.1 11.9 6.8 10.2 55.9

ない 10.2 8.5 18.6 6.8 44.1

ラケット シャトルを打つことが できる 36.8 12.3 12.3 3.5 64.9

できない 8.8 8.8 7.0 10.5 35.1

体幹部の回転動作が ある 3.6 1.8 3.6 1.8 10.7

ない 41.1 19.6 16.1 12.5 89.3

まりつき 連続してまりつきが できる 48.3 8.3 3.3 0.0 60.0

できない 15.0 6.7 18.3 0.0 40.0

移動しながらまりつきが できる 40.0 7.3 3.6 0.0 50.9

できない 29.1 9.1 10.9 0.0 49.1

ボールを つつみ込むように 32.7 1.9 1.9 0.0 36.5

たたくように 34.6 13.5 15.4 0.0 63.5

捕球 大きなボールをキャッチ できる 68.0 20.0 5.3 0.0 93.3

できない 0.0 4.0 2.7 0.0 6.7

キャッチする部位は 手のひら 43.1 16.7 1.4 0.0 61.1

腕全体で抱え込む 27.8 6.9 4.2 0.0 38.9

キャッチする手の向きは 両手あわせで 26.4 8.3 1.4 0.0 36.1

下手で 44.4 15.3 4.2 0.0 63.9

小さなボールをキャッチ できる 47.9 9.6 2.7 0.0 60.3

できない 20.5 13.7 5.5 0.0 39.7

投球 肘を後ろに 引いてから投げる 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

引かないで投げる 40.5 8.1 1.4 0.0 50.0

脚を 踏み出す 43.8 1.4 0.0 0.0 45.2

踏み出さない 47.9 6.8 0.0 0.0 54.8

１：「できる」　　　２：「補助があればできる」　　３：「できない」　　４：「わからない」（％）

教員による判定
VTR判定
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特別なニーズを持つ児童への通常学級における支援 

 

―― 特別支援教育支援員としての立場から ―― 

 

打越 由美子＊ ・ 丸山 広人＊＊ 

(2014年9月16日受理) 

 

 

Learning Support for Special Needs Child in Regular Classes from the Viewpoint  

of a Special Needs Educational Assistant 

 

Yumiko UCHIKOSHI and Hiroto MARUYAMA 

 

 

キーワード：通常学級における支援，特別支援教育支援員，参与観察 

 

本研究は，通常学級での生活に困難を抱える男児について，第一著者が特別支援教育支援員として関わりながら約 1 年

間参与観察した事例報告である。個別の支援を必要とする男児に対して，支援員的な役割で対応し，その関係性がどのよう

に変容していったのかを印象に残ったエピソードを取り上げ分析した。経過の分析として，ウィニコットが提唱した抱える環境

や錯覚・脱錯覚のプロセスを手がかりとした。 

その結果，筆者が男児を受容し抱える態度（“holding”）で関わったことや遊ぶことを通して，男児は支援員から心身ともに

抱えられているという感覚を得て，集団場面への適応が改善した。支援員の関わり方とそれに対する男児の反応は時期によ

って特徴的な変化が見られたが，関わりはじめて間もない時期から支援員を道具のように活用し，欲求を満たしてもらうこと

によって錯覚的な空間が創出され現実から離れた時空間が生まれた。そして，その空間がうまく維持できなくなることによっ

て，男児は現実の学校生活をどう過ごすのかに気づき，集団活動へと生活の場を移すことができるようになっていった。 

 

 

Ⅰ．問題と目的 

 

学校現場では，様々な要因が複雑に絡み合って，周囲との関係をうまく築けなかったり，集団生

活のルールを守って授業などの学校生活に参加できなかったりする子どもがいる。彼らは，様々な

特徴が出て状態の組み合わせも多様であり，他の子どもたちへの影響も大きいことから集団指導で

は対応が困難になる場合が多い。 

このようなことから，2007年度より文部科学省がスタートさせた新しい特別支援教育制度の中―

――――――― 

*那珂市教育支援センター  **茨城大学教育学部学校心理学研究室 
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で，「発達障害を含む様々な障害のある児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動の支援などを

行う『特別支援教育支援員』」（文部科学省，2007）が設けられ，通常学級に在籍していても必要な

らば個別の支援を提供していくことが求められるようになった。それは，一人一人の教育的ニーズ

を把握し，当該児童生徒の持っている力を高めるための適切な教育や支援を提供するものである。

しかし，直接そのニーズを訴えることが苦手な子どもの場合，支援員はその声をどのように拾い集

めればよいのだろうか。一人一人の持ち味を生かし，今何ができるかという視点から支援へつなげ

ていくにはどうあるべきなのだろうか。 

筆者はこれまで4年間，公立の小中学校において「生活指導員」との名称で勤務してきた。生活

指導員として，先に示した文部科学省の役割のほかに，子どもの安全確保や周囲の子どもへの障害

理解を促進する役割も担っていた。教師とは異なった立場で日常的に子どもと接し，対象児と周囲

の子どもあるいは教師との橋渡し的役割を担いながら子どもの成長を育むことが求められていた。 

しかしながら，子どもが何を求め，どのような学校生活を望んでいるのかを見るよう心がけるも

のの，問題行動にはこの方法と決まった対処方法が見出せなかったので，子どもの状態に応じた支

援とは一体どのようなものなのかつかむことができず大変苦慮した。特別支援教育支援員（以後，

支援員と略記する）として支援的場にかかわり，具体的に支援員が遭遇する出来事を記述し，その

なかで行ってきた対応の意味を見出している研究といったものはほとんどなく，支援員としての研

究が必要と感じてきた。そこで，本研究では，筆者が支援員として学校に入り，そこで生起する出

来事の意味を見出しながら支援することについて，フィールドワークをしながら追求することを目

的とする。 

 

 

                           Ⅱ．方法 

 

1．参与観察について 

学校生活の場で展開される支援の中に意味や意義を見出し，対人関係がどのように変化していっ

たのかを明らかにするには参与観察が中心のフィールドワークが有効と考えた。 

箕浦（1999）によれば，フィールドワークとは，「人と人との行動，もしくは人とその社会および

人が創り出した人工物との関係を，人間の営みのコンテキストをなるべく壊さないような手続きで

研究する手法」（pp3-4）である。また，フィールドへの関わり方は，すでに自分が通常の参加者と

して参与する「完全な参与者」，発達遅滞児童へのボランティア的援助などある役割を持ちながら観

察する「積極的な参与者」，フィールドに入るがその場の日常的な流れを崩さないよう積極的な役割

を担わない「消極的な参加者」，直接的な接触を一切もたない「観察者役割のみ」に分類できる（箕

浦，1999）。筆者のフィールドにおける位置づけは「積極的な参与者」であった。 

 

2．研究の概要 

（１）フィールドへのエントリー 

フィールドエントリーは，本研究における第二著者と筆者の連名で実践現場へ研究の依頼をし，

許可を得て可能となった。フィールドとなった小学校は，もともと第二著者がカウンセリングやコ
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ンサルテーションを行っていて，そのつながりによって実現した。子どもたちに対して筆者は，『み

んなのこと見に来てくれる大学院生です』と紹介された。日頃から空き教室を地域に開放している

学校だったことからも，違和感なく受け入れられた。 

フィールドエントリーに際して，集めたデータは研究に使わせていただくこと，個人情報その他

子どもたちや教師のプライバシー保護に努め，教育実践の向上につながるよう情報提供に努めるこ

とを伝えた。また，研究の成果はその内容が検討できるようにすることや，調査結果は当事者の個

人名が特定されないようデータの保管・管理を厳重にし，研究上の目的以外で公表しないことを厳

守する旨を添えた。記録は，支障のない範囲でその場においてフィールドメモによる筆記によって

採取しそれをもとにして，特別なニーズを持つ子ども（以下Ｘとする）と筆者のやり取りがどのよ

うに影響し合っているのかを詳細に記述するフィールドノーツを作成した。各エピソードにおいて，

教師や子どもたちはイニシャル，参与観察者である筆者は私（会話中ではイニシャル）と表記した。

その他，学級通信や学年通信などの資料や子どもたちの作品といったものもデータとした。分析は

エピソードごとに小考察を加え，最後に総合考察として筆者との関係の変容過程と今後の課題につ

いて述べることとする。 

 

（２）学校の背景 

 本研究では，小学校2学年に在籍するＸ（男児）に対して筆者が支援員的な関わりをしながら観

察を行った。研究の舞台は公立小学校であり，校区に養育困難な状況にある家庭の受け皿として児

童養護施設がある。近年は，虐待がきっかけで緊急保護された子どもや，親が養育できずに入園し

てくる子どもが多くなってきているという。当校にはそのような生育歴を持つ児童が通学しており，

Ｘもその一人であった。 

フィールドとなった学校では，自ら学び，心豊かで，たくましい実践力のある児童の育成を教育

の目標に掲げていた。各学年は 4学級ずつで構成され，その他に特別支援学級が複数設置されてお

り，全校児童数が700人を超えていた。職員構成は 50名弱であるが，その他に支援員が配属されて

おり子どものニーズに合わせて個別に細やかな対応を行っていた。また心の教室相談員が毎週派遣

されてもいた。このように，様々な援助者が教育現場に入ってそれぞれの役割を果たしているので，

手厚い支援が受けられる学校として近隣地域に知られており，遠方から校区内へ引っ越してくる家

庭や，校区外から通学する子どももいた。さらに，地域に開かれた学校が目指されており，高齢者

の生涯学習講座に教室を開放したり，地域の方や大学生がボランティアとして子どもたちの活動に

参加したりすることもあった。居住地域の他校と交流授業にも取り組んでいて，幼稚園や中学校と

の連携も強化していた。 

校長は，教育相談に関心があり，本研究における筆者のあり方について助言してくださったり，

実際の教室において子どもとの関わり方の手本を示してくださったりすることもあった。このよう

に本研究に対して大変理解を示してくださり，筆者のような大学院生の参与観察も快諾していただ

ける開かれた雰囲気があった。 

 

（３）観察調査の概要と対象児童 

調査期間は，201X年4月から201X＋1年3月までの約1年間週1，2回程度であり，午前中ある
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いは給食を含めた午後のみ半日間実施した。対象は進級時に編成された 2年生の教室で，子どもは

約30名，担任は教員歴 20年弱の女性である。考察の中心となるのは，その学級に在籍する子ども

Ｘと筆者との関わりで，調査期間中に記録したエピソードに基づき，筆者との関係にどのような変

化が生まれたかについて記述，考察する。 

Ｘの生育歴に関する詳細は得られていないが，1 年生の頃は集団になじめず，現行カリキュラム

や学習活動への困難を示していた。学校側は，親から適切な養育が行われず安定した親子関係を築

けなかった結果だと捉えていた。そのため，教室を抜け出してしまうＸに対して教師らは対応に苦

慮し，心の教室相談員による個別の支援が頻繁に行われていたという。 

 

3．学級における筆者の立ち位置 

観察における最初の約 2ヶ月間は，観察者としての役割に比重を置き基本的に普段の学級の生活

を尊重すべく，筆者自身は目立たないよう消極的な参加者として子どもたちの生活に参加した。し

かし，Ｘの加害行為によって周囲の子どもたちが危険にさらされる場面がしばしば見られたため，6

月下旬から学校側の要請により，支援員的な役割で参与観察することとなった。例えば授業や活動

を妨げる言動をとるＸに対して，子どもたちの安全確保のために筆者が仲介または対応したり，受

容的な関わりを通して学習面や対人面の支援を試みたりしながら観察を行った。 

 

 

                          Ⅲ．結果と考察    

 

本研究では，Ｘと周囲の状況およびそれに基づく筆者との関係を描くため，多くの観察場面から

その時期に特徴的な場面を取り上げて時系列に記述し，小考察を提示することとする。 

 

1．1学期 

 Ｘは授業中であるにもかかわらず離席をしたり他児へちょっかいを出したりすることで担任から

厳しく叱責され，それに対して机を蹴って抵抗するなどのことが毎時間のように繰り返されていた。

また，授業中であってもしつこく担任にしがみつき，担任はしがみつかれながらも授業をすすめて

いくという場面がしばしば観察された。それでもＸの感情が混乱したまま収まらず，担任の腕や背

中を殴ったりして授業を中断せざるを得ない時は，他の教職員がＸを教室から連れ出し，相談室な

どで落ち着くまで過ごすことが繰り返されていた。 

 担任は学級開きに際し，「Ｘの問題行動に対して注目を与えず意図的に無視する」という方針を学

級全体に提示し，あえてＸに関わらないよう子どもたちに呼びかけることで学級作りを始めていた。

その実現に向けて，Ｘ以外の他児に迷惑をかけてしまうかもしれないという気持ちも伝えたと話し

た。子どもたちはその意図を汲み取り，反発するような態度は見せず，担任の呼びかけに素直に応

じていた。4月当初，担任は集団から逸脱気味のＸに対して，ふさわしい行動が取れるよう配慮し，

落ち着きのないＸを膝の上に抱えるなども行い，Ｘに合った関わり方を模索していた。Ｘの逸脱し

た行為を担任の指導通りに無視するという雰囲気が作られ始めても，Ｘは他児にいたずらをして，

ふざけ合いが徐々にエスカレートし力任せに暴力や危害を加えることは収まらずにいた。 
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Ｘ自身は，集団に溶け込もうとすることもあれば，表情も乏しく無気力な態度を見せることもあ

った。新学年が始まった当初から教卓など机の下に潜り込み，隠れるような行為を度々していた。6

月になると自分に合った安心できる居場所を段ボールの中に見つけ，時間的・空間的に集団から距

離を取る様子や，教卓の下で寝そべって部分的に外部から遮断されて過ごしているような場面がみ

られた。そのような時は，担任らも授業に無理やり参加させず，見守る対応をとっていた。時に，

担任のユーモアな演出によって，Ｘは学級集団の笑いの中心に持ち上げられ，教室内の重苦しい空

気が軽やかな雰囲気に変わるということもあった。 

 基本的に厳しい指導が展開されていたが，その中で唯一保健主事のT子先生が甘えを許すという

情緒的な支援（抱っこ）を行っており，それによって落ち着きのないＸが集団活動を再開できる様

子も観察され始めた。筆者は家庭の中で不足していた子育て空間を学校生活の中で満たしていたの

ではないかと捉えた。このことは，6 月下旬以降，筆者が支援員としての役割を担いながら参与観

察する際の参考とした。 

 このような状況だったため，筆者は観察者という立ち位置を変え，6 月の後半から支援員のよう

な役割で教室へ入り始め，Ｘの欲求をＸが望む時に適切に満たしていく存在になろうと意識して関

わり始めた。7 月には筆者に対する加害行為もあったが，筆者は抵抗せずに向き合う姿勢で対応し

た。筆者がＸに関わり始めた時期の印象的なエピソードとして，担任と他児が全員プールへ向かっ

た後の教室内でＸの着替えを手伝った場面が挙げられる。その時，筆者はＸがどのようなことに興

味をもっているのかなどを質問し，Ｘも興味をもっている話題を筆者に投げかけるといった和やか

な時間を創出できた。その日，筆者が観察を終了して帰宅する時，Ｘは「明日も来る？」と筆者に

尋ね，Ｘが筆者との関係に向けて歩み始めているように感じられた。立場を変えた筆者の働きかけ

に対するＸの反応は良く，期待した反応が想定していたより早く得られた。 

 

2．2学期 

 １学期の関係性を継続するように，引き続きＸは自分の好き嫌いや興味あることを自分のペース

で筆者に伝えていたので，筆者は十分に聞こうと思いＸの話に耳を傾けていた。以下にこの時期の

印象的なエピソードを取り上げる。 

 

エピソード１  抱っこから授業参加を実現 

中休みとなったが，Ｘは英語科室で行った授業をうまくできず，悔しさと歯がゆさが入り混じっ

た表情で，前方の入り口付近の隅へ行き泣き崩れていた。うつ伏せになって体を丸め小声で泣いて

いたが，私が近づくと，指を火傷したことを語り出す。その後，三段構造のロッカーに体を丸くし

ながら入り込むと，生気が戻って穏やかな表情で安定していた。 
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筆者は泣いているＸが安心して心を開けるようにとＸの行動を見守り寄り添うよう関わった。は

じめＸは感情的にも身体的にも閉鎖的な態度で塞ぎ込んでいたが，筆者が近づき声をかけたことが

きっかけとなって，徐々につながることができた。その後Ｘがロッカーの中に入ったのは，守られ

ていて安心できる空間や環境を求めているように感じられた。ロッカーの中に入り環境からくるま

れるようにして不安定な気持ちを落ち着かせ，気持ちが和らいだことでさらなる心の安定へとつな

がったものと考えられる。抱っこをして教室に向かっているとき，Ｘはその抱っこがどこまで安心

できて確実なものなのかを試すかのように，身を乗り出してあちらこちらを見て回った。そうされ

ることによって，筆者はＸの動きに合わせてさらに強くＸを抱きしめねばならず，このような形で

関係の基礎のようなものが作られているように感じられた。このような状況の中で，抱っこされた

Ｘと筆者の間に和やかに親しむ雰囲気が作られ，満足したＸは，筆者の要求を受け入れることが可

能となることが増えていった。 

 

エピソード2  学習室へ行って遊ぶ 

算数の時間。１学期から抱っこなどの関わりをしていた T子先生も教室で指導をしていた。授業

開始のあいさつ時にＸは後ろを向き，面白がって男児の筆記用具を持ち出す。執拗な態度のＸに対

し，男児が困惑感を口にするが，しばらく様子を見ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：10月22日／曇り 

場面：休み時間（授業後の英語科室） 

 休み時間終了のチャイムが聞こえてきたので，私は次の授業参加を呼びかける。なかなかロッ

カーから出てこないXであったが，英語科室にAET（Assistant English Teacher）が入ってく

ると慌てて抜け出す。そして私に抱っこをせがんできたので，「じゃあ，抱っこして教室に行っ

て，図工の用意しようね」と言うと，Xは頬を緩ませてうなずきながら飛び付いてくる。抱っこ

の状態で X は，掲示板に掲げられている作品を見たいと身を乗り出して私の注意を引く。作品

を読んだり説明を加えたりして，気の済んだ頃を見計らって英語科室を出た。教室に戻るとほと

んどの子どもたちは授業の準備をしている。Xの机上にもスケッチブックが配布されていて，抱

っこから下ろすと約束通り授業に取り組み始める。 

日時：10月27日／晴れ 

場面：算数の時間に私と学習室へ 

 X はうつ伏せで這いつくばって私の方へ近づいて来る。そして私におんぶを要求してきたの

で，その気持ちに応じながら，学習室へ行くことを話し合う。X はいったん自席に戻って鉛筆

と課題プリントを持って満面の笑みを浮かべて来る。再びおんぶをすると，心配そうな表情の

T 子先生に，「学習室へ行くって言うんです」と状況を説明する。T 子先生は，「うん，いいん

じゃないですか」と別の教室へ行くことを認め，X と私は教室の出入り口で「行ってきます」

と一礼をしてから廊下に出る。 

 学習室でXは好きなキャラクターの話をしてきたり，影絵遊びやじゃんけん遊びに筆者を誘

ったりして過ごす。私は課題をやろうと提案するが，X は全く乗ってこない。授業終了のチャ

イムが鳴るまで気持ち良さそうにロッカーの中に入っていて，筆者を「入ってみて。やってみ

て」と誘って体験を共有しようとする。 
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これまでＸは自分がどうしたいのかといった意志表示をすることはあまりなかったのだが，この

時期からは，別室で過ごしたいという意思を筆者に伝え，それを筆者が先生たちに伝えるといった

ような関わり方が出始め，これまでのおんぶや抱っこ以上に筆者を道具的に活用し始めた。その結

果，Ｘは別室で何をするのかを自分で決め，必要なものを用意して教室を出ていくようになった。

用意したもので勉強することもあったが，遊びの世界を拡大して筆者を誘い込むことも少なくなか

った。そのような時，筆者は遊び相手としてＸに受け入れてもらえるよう関わった。Ｘの動きに合

わせる形で対応することによって，Ｘは生き生きと活動することが増えていった。そのような中，

次のような場面が観察された。 

  

エピソード3  集団に対する抵抗感 

 Ｘは相談室で心の教室相談員の C子先生に励まされながら課題を終える。私は担任の N子先生に

一緒に見せに行こうと誘い続けると，ようやくはにかみながら腰を上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

この時期のＸは，休み時間でも学習時間でも他児と楽しく交流する時間が増し，自ら仲間集団に

飛び込んでいく様子も見られた。他児はＸの特徴的な行動である粗暴にふるまう・すねる・いじけ

る・いたずらをする・つきまとう・しがみつくなどをある程度大目に見て，見逃したり許したりし

ていた。気配りのできる女児がＸに対して学習のフォローをしたり，絵が上手なことを引き合いに

出して称賛的に関わったりする場面もあり，学級の中で排除されることはなく過ごしてもいた。 

このような中，教室から離れ相談室で過ごすことは，他児と一緒にいる時間とは切り離されるこ

とになる。心の教室相談員（C 子先生）や筆者とのつながりが深くなった半面，Ｘは他児とのつな

がりが希薄になった違和感をこの場面で感じ取っているようであった。仲間集団から切り離されて

いるような感覚になって廊下で躊躇してしまったのだろう。これまで別室から教室に戻る時，なん

の躊躇もなく入室していたため，印象深い場面であった。 

 

エピソード4  加害行為と遊び 

学年別に校庭に整列し発表を聞いている中で，Ｘは砂いじりをしながら後ろの女児と談笑してい

る。そしてその様子を隣で眺めている 1学年男児に向けて，握っていた砂を男児の足に軽く当て始

めた。きょとんとした表情の男児は，繰り返し砂を投げてくるＸに対して次第に憮然とした表情に

なり，非難するように砂を払いよけて困惑感をあらわにする。歯向かってこない男児に対して，Ｘ

の行動が次第に勢いを増してきたことから，筆者はそれ以上砂を投げる行為を止めるようＸの手を

抑える。 

 

日時：1１月10日／晴れ 

場面：相談室から教室へ 

 C 子先生に見送られて教室へ向かうと，生活科の発表中であった。引き締まった空気の漂う教

室内を廊下から見て，X はその場で尻込みしてしまい中に入れない。今まで持っていたテスト用

紙を私に無造作に預けるので，一緒に入ろうと励ます。怖気づいた表情で後ずさりするXを勇気

づけ，一緒に教室へ入る。 
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筆者はＸの攻撃に対して,叱責を加えたり反撃したりせずにいた。Ｘの行動は攻撃的な気持ちとそ

れにブレーキをかけようとする気持ちがぶつかっているようであった。ブレーキをかけている方の

Ｘに関わり協力したいと考え，筆者はＸの様子を言葉にして伝えてみた。そして，Ｘが気持ちを切

り替えられるように働きかけ，周りに受け入れられる形で行動を起こすよう促し続けていた。Ｘの

攻撃性を他のものに切り替えるのに試行錯誤を重ねた結果，指相撲という筆者の提案に対して，Ｘ

の変化を引き起こすことができた。このことは筆者自身達成感を感じられる出来事であった。Ｘは

筆者を時間いっぱい活用して指相撲に興じていたが，終わりの合図によって終了できた。筆者には，

Ｘの中に攻撃的な部分とそれをコントロールする部分の両方があるように見え始め，これまでのよ

うな単にＸに合わせるだけでなく，筆者の方からもＸに働きかけ始めていた。 

 

エピソード5  教室に身を置く姿 

本時は国語の時間であり，単元テストをすることになっている。何か言いたそうなＸは筆者に近

づいてきて，教室の後方出入り口に目をやりながら，「んーん」と控え目に指し示す。「どこか行く

の？」と質問すると，「相談室」とやっと声にする。まだ表情が硬くその場に座り込んでいるＸに，

私は「うん，わかった。あいさつしてからね」「N先生に言わないとね」と話す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本時において，はじめＸは国語のテストはやらずに相談室へ行く意思表示をしていたので，着席

日時：11月30日／晴れ 

場面：マラソン大会の閉会式の時間 

 X は私の腕を器用に交わし続けながら，反撃しない無抵抗の男児に容赦なく砂をかき集めて

は投げて圧倒する。その行動は巧妙で，ブレーキが利かない様子である。私はXに対して，「怖

い顔してるよ」と笑顔で手を抑えつけながら強気の姿勢を示すと，X は一瞬表情を緩めて手を

止める。和んだ空気が流れたのも束の間，X は再び攻撃性を呼び覚まし，私の手を振りほどい

て男児に砂を投げ始める。すかさず制止しようとすると，X は握りこぶしで私の頭や上半身を

叩いたり，蹴飛ばしたりして，勢いを緩める様子はない。私が抱っこすることを提案すると，

座ったまま上半身だけを私に預ける。程なく指相撲に誘ってみると一気にあどけない笑顔が

戻り，喜び挑んでくる。そして，そのまま閉会式終了まで指相撲に興じる。 

 

日時：12月21日／晴れ・曇り 

場面：テストの時間 

 教室内では始まりのあいさつに続いて，子どもたちは机をテスト用に並び替えている。その様

子を立ち尽くして眺めているXに，「Xさんも机を動かさなくちゃ」と働きかける。Xはすぐに机

を黒板の方へ寄せると，立ったまま机の中から筆箱を取り出しているのが見える。N 先生がテス

ト用紙を配布する中で，いつも相談室に行く時はそうするようにXは自由帳をお腹の中に隠し入

れて立ったまま動かずにいた。N 先生がテスト問題のやり方を説明し終わると，机の脇に棒立ち

になっているXに気付く。そして何も言わずに椅子を引いてXを座らせる。Xは気が進まない様

子であるが，従順な態度で他児と同じようにテスト問題に取り組み出す。私はその後ろ姿を見守

っている。 
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せずに机の脇に立っていたと思われる。相談室へ持って行く筆記用具などをいつものようにお腹の

中に隠し準備していた。ところが，教室内の様子から筆者も別室での活動について，N 先生に申し

出ることができない雰囲気となってしまう。タイミングをつかめないでいる筆者の様子を察知した

Ｘも結局教室でテストを受けなければならない状況であると判断したようであった。他児とともに

学校生活を送り，できるだけ同じ課題を指示する担任の実践とＸの欲求に葛藤が生じていたと思わ

れる。このような葛藤は後のイライラにつながるのではないかと考えたが，目的であった相談室へ

は行かずに形だけでもテストを受けるよう態度を切り替えた。Ｘは葛藤を抱えつつも，その場面に

おける望ましい行動をできるようになってきていると感じた。テストを受けた後も，Ｘはイライラ

することなく過ごしていた。 

 

3．3学期 

「今日はなんだかちゃんとやっていましたね。始業式の時もわりと落ち着いていたんです。まぁ

波はありますけどね」と担任が語るように，Ｘは教室内で他児とほぼ同じ活動や課題をして過ごせ

ることが多くなってきている。担任からの声かけに対して過度に反抗的な態度を取ることもない。

一方で泣きわめくＸが廊下に出された際に筆者が関わる場面もあったが，暴力的な行動はなく，以

前のように執拗に物に当たることも少なくなっていた。このような状況の中で，この時期に印象に残っ

たエピソードを以下に述べる。 

 

エピソード6  本音と建前の出現 

本時は生活科の時間であり，色塗りの続きをしている子どもや，それが終わって自由帳を出す子

どもの姿も見られる。しばらくすると，Ｘは自由帳を洋服の下に隠し入れて笑顔をのぞかせながら

軽い足取りで筆者に近づいてくる。その姿からＸが相談室に行きたいのだと分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで同様，Ｘは筆者に身体的な甘えを受け入れてもらうなど引き続き筆者を活用していた。

しかしながら，集団場面におけるＸは，相談室に行きたいという自分の欲求と周りの諸条件の両方

を捉え，そこから仕方なしに適応的な行動に向かうといった場面がみられるようになっていった。

日時：1月1１日／晴れ 

場面：係りを決め，役割を果たす時間 

 休み時間となり，私はN先生にXが相談室へ行きたがっていることをまず伝えた。続けて，

次の授業では何を行うのか尋ねたところ，連絡帳の記入と係決めの話し合いがあるという。す

ると，そばで聞いていたXは表情を曇らせながらもすぐに自席へ戻って，他児と同じように連

絡帳を出して板書を始める。その後，係活動を決める際にも他児との話し合いに参加して「く

ばり係」になる。 

次の休み時間，X は「ねえ，早く行こう」「あっちでやる」と誘ってきたので，挨拶をして

からだねと返す。N 先生が，「X さん，早く席戻ってー。いっぱいあるんだからわかんなくな

っちゃうよ」と語気を荒げるとすぐに着席し，教室で他児と同じ課題をこなす。 

 私が本日の観察を終えて教室を出る時，給食の準備中である X に，「お勉強頑張ったね」と

声をかけると，「相談室行けなかった」とXは残念そうにつぶやく。 
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本音としては相談室に行きたいのだが，建前の方から状況を考えられているように思われた。 

 

エピソード7  ひとりでできる 

本時は生活科の時間であり，それぞれが作業の続きをしている。Ｘは次の工程になかなか取りか

かる様子がなく，「Ｘちゃん，頑張って」とN先生が繰り返す。それでもＸ一人の力では作業の手が

止まってしまうことを心配した N先生が，「できなければ U先生と一緒にやっていいから。すみませ

ん，Ｘさんのこと見てもらってもいいですか？」と教室の後ろにいる私に支援を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｘは，筆者に抱っこやおんぶをされることが少なくなり，自分で何かをすると言うようなことが

多くなった。この場面はなかなか作業が進まず，周囲からおくれをとっている時のものである。１

学期であったなら，Ｘはイライラしたり他児童にちょっかいを出したりし，それを注意した N先生

にしがみつくといった行動になったと思われる。ところがこの時期になるとＸは自分でやってみた

いことが増え，さらには，筆者よりもN先生の指示の方を重要視していた。これまで道具的に活用

していた筆者を不必要な時には捨てられる力が付いているように感じられた。 

 

 

                           Ⅳ．総合的考察    

 

 本研究では，観察者と同時に支援員のような役割を持つ筆者とＸとの関係性の変容について考察

してきた。その軸となるのは，筆者がＸを抱っこした関わりである。そこで，「抱っこ」の重要性を

理論的に指摘しているウィニコットの論を参考に，学期ごとに総合的な考察を加える。 

 

1．1学期 

 Ｘの逸脱した行動は，学校生活における対人関係場面で問題となりやすく，特に担任へのしがみ

つき行為や他児への迷惑行為・加害行為としてあらわれていた。問題が起こった際には，その場に

いる教職員が関わってその軽減や対処を繰り返していた。担任は一方ではＸのできない・やらない

といった甘えを許さないという方針をとりつつ，他方では，Ｘの心理的課題を受け止めつつ他児へ

の悪影響を防ぐという役割も担っていた。男性教師は規範意識への適応や学習課題の指示を担って

いた。教職員によってＸ はある程度強制的に望ましい集団行動へと導かれ，毅然とした対応での指

導を受けていた。学校生活では，他児に迷惑がかからないことが重要視され，その枠内で行動する

ことが求められていたといえる。 

日時：2月2日／晴れ 

場面：生活科の授業 

 私がXの席へ近づいて行くと，Xは迷惑そうな表情を浮かべながら，「自分でできる」と私を

手で負い払う。そしてXは，白紙を手にしながら全体指導中のN先生のもとへ駆け寄っては書

き方のヒントを尋ねる。途中で作業を中断し離席したり，周囲の他児を眺めたりして時間をや

り過ごすが，N先生から作業を続けるように注意されると，「書くー」と元気に答え，表情を引

き締める。 
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そのような状況の中で大きな転機となったのは，筆者が 6月下旬から学校側の要請により，支援

員としての役割で参与観察をすることとなった支援体制の切り替えである。筆者はＸを否定せずに

肯定的な関心のもとで関わりを持つよう心がけた。具体的には，感情がコントロールできず，当た

り散らす，大声で泣き叫ぶ，攻撃的になるなど自分本位で周囲を困らせるＸに対し，そのような状

態にじっと耐えながら見守ってきた。あきらめずに，根気よく付き合い，支援員としての立場でＸ

の話を聞き身近な存在としてＸに感じられるように過ごしていた。その結果，Ｘとの間に寛いだ時

間を作ることができ始めた。また，Ｘの欲求と担任の要請に応じながら，次の集団活動への参加意

欲を引き出すような関わりを繰り返した。Ｘに対して個別的に対応しなければならない問題をその

場で対処したり付き添ったりしたことで，担任は授業を続けることもでき，他児への影響が軽減さ

れたと考えられる。１学期はＸとの関係づくりを行う時期であったと考えられ，Ｘはその切り替え

にすぐに反応することができたので，この支援体制の切り替えはＸの状態にフィットできたのだと

考えられた。 

 

2．2学期 

 何らかの不快な出来事から興奮状態に陥ると感情爆発を起こし，担任へのしがみつき行為に展開

していた1学期とは違い，Ｘは個に応じた支援体制のもとで筆者との関わりが増えていった。筆者

はＸには保護的で支持的な環境が必要だと感じ，Ｘの要求を適切に満たしていこうと考えた。具体

的には1学期における保健主事の T子先生が取った対応である「抱っこ」に倣い，抱っこやおんぶ

などをしながらＸの要求をしっかりと受け止めるよう支援し，遊び相手をすることで穏やかな空間

を感じられるような関わりを持った。そうすることでＸは，自分の興味関心のある話題を自分のペ

ースで筆者に語ってきたので，筆者は最後まで話に耳を傾けた。完璧とはいえないまでも，Ｘに対

してほどほどに献身的な対応を繰り返していた。 

その一方で，筆者は学校生活の様々な場面で目指されている行動，望ましい態度，場に応じた身

の処し方などについても丁寧な関わりをした。次第にＸは自分の落ち着ける場を創出すべく，自分

なりの判断で筆者とともに教室から出て別の場所で過ごすという選択をするようになった。つまり，

Ｘは自分の望みや期待を把握するようになって，独自の欲求（相談室へ行く）を明確に持ち始めた

と言えるだろう。筆者がＸの要求に手を差し伸べていたことから，Ｘは筆者を支援員として受け入

れ，互いに関心を共有し，一方からの働きかけを十分に受け止めるようになった。Ｘと筆者は「ウ

ィニコットの基本的観点である母親と子どもが相互に共同的に体験を積み上げていく」（川上，2012，

p186）に似た時間を経験していたことになるのではないだろうか。エピソード2・3・4で示したよ

うに，Ｘは次第に筆者と関わる段階から筆者を活用する段階へと変容し，Ｘは筆者の要求にも応じ

ながら学校生活で目指されている行動にも目を向けるようになったと考えられる。 

Ｘが筆者を活用できるようになることは，本来，Ｘが自分の力で成し遂げていくことを筆者が肩

代わりして満たしていくということであり，それは，筆者がＸの代理として機能することと言える。

このことはエピソード４で示したように，Ｘの二つの力（攻撃的力とコントロールする力）のうち，

筆者がコントロールする機能の一部分を担っていたということになるだろう。Ｘが心地よく学校生

活を送れるように筆者は活用されながら，徐々にＸのコントロールする部分を肩代わりし始めてい

たのだと考えられる。 
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しかしながら，筆者が支援員のような役割でＸの要求に応じることは，Ｘに集団不適応感を抱か

せることにもなった。エピソード 3で示したように，教室外で過ごすことでＸは担任や他児との間

に距離を感じることとなり，教室の中に入りづらい，自分から溶け込めないという感情につながっ

たと推測される。Ｘの学校生活を支援する筆者の存在が，担任や他児の精神的疲労を軽減しながら

もＸを必要以上に教室から遠ざけてしまったことは否めない。この時，Ｘが違和感のようなものを

感じていたのは幸いであった。この違和感はＸを教室の中で受け入れていこうというこれまでの一

貫したN先生の働きかけや，それを感受していた教室の雰囲気が背景となっていたからこそ生まれ

たものと考えられる。 

筆者が行ったＸの要求にできる限り応じるという支援は，学校の中では例外的なものであり現実

的空間とはいえない。しかし，Ｘにとってその対応は現実になされたものであり現実である。つま

りこのような例外的な対応を現実と思うのはいわば錯覚であり，このような支援は錯覚の空間を形

成することとなる。子どもの要求にできる限り応じることによって，結果としてこの錯覚を十分に

満たすべく関わりながら，完全には満せないことによって脱錯覚が生じ，そこに子どもは現実を見

出し，現実を受容することにつながっていく（ウィニコット,1979）。本研究の場合，筆者や C子先

生と過ごすこちら側の錯覚空間から向こう側の教室（現実空間）を見出すことによって，Ｘがこの

錯覚から覚めるような出来事がエピソード 3であったと思われる。なんの躊躇もなく別室に行けて

いたこれまでと違い，「このようなことをしていたらまずいのではないか」という不安や「みんなか

ら離れていく」といったさみしい感覚とともに現実を見出したのだと思われる。それがエピソード

5 のような，別室にいく機会を逸し，別室に行くことへの躊躇につながり，結果的に現実的な空間

での生活が広がっていったと考えられる。 

 学校には授業の始まりや終わりを告げるチャイム（合図）が規則的に流される。本研究では，こ

の錯覚空間を打ち破るものとしてチャイムがあり，いくら授業中に遊んでいようとも，チャイムに

よって規則的に現実が立ち現れていた。チャイムによって現実に引き戻され場面が変わり，仕切り

直されることがＸの適応を促進した側面もあると考えられる。対象児童に積極的に合わせていくと

いう支援では，対象児童の情緒を満たし安定を図るといった目的だけでなく，チャイムによる現実

出現にも意義があることを見出すことができた。 

 

3．3学期 

Ｘは1，2学期の頃に比べると集団生活に溶け込んでいる状況が増えてきた。同時に，自分で考え

て行動し，集団からの逸脱を回避できるような様子も観察された。Ｘは他児にも認められていると

感じることで自信がつき，集団生活への意欲がますます高まり学習に積極的に取り組んでいたので

あろう。そのような中，エピソード 7でＸが「自分でできる」と表出したように，しばらくの間は

一人となり，筆者の手助けがなくても不安や混乱もなく状況に対処でき，一人を楽しむことができ

るようになった。また，Ｘは課題を進めるよう担任から指示されると，集中力を途切れさせながら

も反論することもなく機敏な動きで望ましい反応を示していた。 

この時期に感じたことであるが，学校生活に潜む様々な空間や場所そのものが，Ｘを逸脱行為か

ら守る効果があった。Ｘは学校場面における様々な環境の中で自己判断や決定力を身に付け，望ま

しい行動ができるようになっていた。そして，筆者の支援がなくてもやっていけるだけの手立てを
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持つようになり，集団活動に戻っていくようになっていった。 

 

4.その後のＸについて 

 筆者の参与観察は１年間という取り決めだったのでこの１年で終了した。その後の様子を最後に

述べておきたい。学年が上がり担任がN先生から他の女性教師に変わり，クラス替えもあったこと

から，4月当初のＸは不安げな様子であったという。そのためか 2年生の時と同じように他児童に

ちょっかいを出したりかんしゃくをおこしたりすることもあったが，担任へのしがみつきはなく，5

月の連休明けには急速に落ち着いたという。「Ｘよりも心配な子は他にたくさんいる」と学級担任が

述べるように，Ｘの行動が大きく問題化することはなくなっていった。 

 

5．本研究の総括と今後の課題 

 本研究では，特別なニーズを持つ児童が過ごしている学校生活において何が起こっているのかを

支援員としての立場から把握し，その意味を追究することを目的とした。以下に特別なニーズを持

つ児童への支援に対する展望について支援員としての立場から述べたい。 

本研究で明らかになったことは，特別なニーズのある対象児に対して，厳しさよりもいかに

“holding”できるか，その中で支援員が上手に利用されながら錯覚空間が形成され，そのような錯

覚から目覚め脱錯覚することへと向かうことによって現実適応を促すことが鍵であった。支援員と

しての筆者の関わりを概観すると，Ｘの欲求に完全に対応していく関わりが（1，2 学期），時間が

経つにつれて少しずつ減ってきた。これはウィニコットの理論からすると自然な流れであり，Ｘの

自立を促すものであったと捉えられる。Ｘにとって必要だったのは温かく肯定的に抱きかかえられ

る環境の中で繰り返される支援（抱っこ・遊び）であった。また，Ｘが筆者との出会いを利用し，

必要がなくなったら捨てるようなイメージ（3 学期）であった。あくまで支援員は支え役であり，

対象児の適応が促進されるように支援員を活用していく視点も重要となる。支援員が対象児の欲求

を適切に満たしていく存在となることは，対象児の主体性・自発性・創造性の基礎となる。支援員

が対象児にほどほどに合わせていくことが，対象児がまずまず正常に育っていくうえで必要となる

構えと感じた。 

本研究における参与観察で，筆者が支援員のような役割を担ったからこそ現場との距離が近くな

り，日常的な現象について直接見聞きでき，多くの方面から情報を収集することができた。また，

子どもや教師らと関わる立場で記述するという方法をとることによって，生の姿も描けた。分析者

であると同時に，参与観察を行っているため，場面の固有性について詳しく検討することも可能と

なった。一方で筆者とは異なる立場や別の視点から記録を分析し，その場面の意味づけや現象を捉

え直す余地がある。本研究で対象としたのは小学2年生の男児であり，女児やそれ以外の学年に目

を向けた研究がまだ十分でないことから，ここで得られた知見をすぐさま子ども一般に当てはめる

ことは控え，さらに事例研究を重ねていかねばなるまい。さらに学校生活に限って対象児を考察し

てきたが，地域や家庭環境も含めた子どもの立場や心の理解といった視座も重要になろう。 
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 本研究は，思春期における自立の支えとなるもののひとつとして，アニメ，マンガ，ゲーム等にハマるという現象が存在す

ることを明らかにすることを目的とし，中学，高校の頃，それらにハマっていた経験のある大学生男性２名，女性３名の計５名

を対象に，半構造化面接調査を実施した。得られたデータに対し，M-GTA の方法による質的分析を行い，マンガ，アニメ，

ゲーム等にハマることは思春期における自立の支えとなっているのか，どのような理由・機能があるのかを検討した。作品に

親的存在を超える，人の汚い側面を引き受けていくなどの思春期的取り組みのテーマがあり，自分を重ねることで自分作り

をする為の内的作業を手助けしていたと考えられた。また，共通の趣味を持つ友人を作るきっかけとなり，様々な活動に広

がることもあり，安心できる居場所としての機能や，自分なりの価値観の形成を促進する側面があり，親からの分離を促進す

るものとなっていたと考えられた。また，当時ハマっていたことは現在の自分にとって必要な経験であったと感じられており，

当時感じていたことが自分の根底にあると感じられていた。中学，高校にマンガ，アニメ，ゲーム等にハマることは，思春期

を乗り越え，自立する為に，内側や外側から支える大切なものを得ていたことが明らかになった。 

 

 

問題と目的 

 

臨床場面でも日常でもマンガやゲーム，アニメについて語る中学生，高校生を見ることは少なく

ない。西村（2004），高見（2004），森定（2008）は事例研究でクライエントが語るアニメ，マン

ガ，ゲームから，事例理解の象徴的な示唆を得ていた。笹倉（2009）は 心理療法において，クラ

イエントが漫画やアニメをについて語ることは，同一性や主体の不確かさを抱えるクライエントが 
―――――――― 
*医療法人南山会  **茨城大学教育学研究科 
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自分について語り，それらを新たに再構築していくのを助ける働きをすることを示唆している。 
Bros（1962）は，思春期・青年期を「第二の分離個体化」と呼び，親から心理的に離れ，自立し，

個を確立し，内在化された幼児対象からの独立を目指す時期であるとしている。そのような思春期

は親離れや自己の確立など多くの課題を求められる不安定な時期でもある。 

思春期という不安定な時期を支えるものとして居場所（居心地の良い場所）が挙げられる。渡辺・

小高（2006）が高校生に理想の居場所イメージを描かせたところ，「趣味やキャラクター」を描画

した者は少なくなかったという結果が得られた。原田（2006）では青年期の自己確立や自己形成を

支えるものとして，親子関係や友人関係などの重要な他者以外に，思想や宗教性など非人格化され

た自己対象や，演劇などの活動，趣味，動物などがもたらす自己対象体験が見いだされた。しかし

自立を支えるものとして，それまでの親子関係や友人，その他重要な他者という人間関係などが検

討されていることが多いが，その人がその時期，またはそれまでの人生において没頭していた趣味

などを取り上げて調べた研究はほとんどないと原田（2006）は述べている。 

思春期の課題である親からの分離，アイデンティティの構築を助けるものとして，思春期に何か

没頭できる趣味を持つことが考えられる。筆者はその中でもマンガ，アニメ，ゲームに注目した。

マンガ，アニメ，ゲームなどは，親からは否定的評価をされるにもかかわらず，中学生，高校生が

夢中になることが多いものである。マンガ ，アニメ，ゲーム等は既存の産物であるが，その中で自

分の心の課題にぴったりくるストーリーをメディアの中から見つけ，それに自分を重ねることがで

きる。また，中学生，高校生にとっては，それらを媒介とし，友人関係を築く人も少なくはない。 

思春期に，マンガ，アニメ，ゲームなどに「ハマる」と表現される程没頭することが，思春期の

課題に取り組む支えとして，どのような機能を持つかを明らかにしたい。 

 

 

対象と方法 

 

1.対象 

大学生，大学院生，男性2名，女性3名の計5名を対象とした。面接協力者の募集は筆者の知人

に研究の主旨を説明し，協力を求めた。対象者を知人の大学生，大学院生とした理由は，①直接中

学生，高校生にインタビューを行う場合，彼らは正に思春期課題の渦中にある為，現在感じている

ことを言語化することが難しい可能性があること，②中学，高校の時にアニメや漫画，ゲームなど

に没頭したことが，思春期の混乱を乗り越え，自分を作る助けになっていたかを考えるためには，

その年代を過ぎていて振り替えることができることが必要である，③中学，高校の頃，マンガ，ア

ニメ，ゲームにハマっていたことを初対面の人に話すことに抵抗を感じ，表面的なことで面接が終

わる可能性がある，④当時の親子関係，友人関係を問う為，当時のネガティブな感情を思い起こす

場合があるため，面接後のフォローも必要に応じて可能な状況が望ましい。以上のことから，対象

者を上記に絞った。 
2.調査期間 

2009年7月から12月である。 

3.データの収集手順 
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回想を促し，面接の材料とする為，調査者が準備したフェイスシートに中学，高校それぞれの時

期にハマっていたこと・自分がそれにハマっていたことに対する親の反応・当時の親からの干渉度

やそれに対する順守度などについて記述してもらった。 
面接形式は半構造化面接とし，中学生，高校生でハマっていたことを自由に話してもらいながら，

以下の質問を行った。 
①ハマっていた対象，②対象に出会ったきっかけ，③ハマっていた時の気持ち，④ハマったこと

による認知や思考の変化，⑤ハマった対象を通しての友人関係，⑥親との関係，⑦ハマった対象に

今でも関わっているか，⑧ハマっていたことと今の自分との関わり，を中学・高校のそれぞれの時

期に分けて聞き取りを行った。 
 インタビュー1回あたりの時間は1時間から2時間であった。インタビュー内容は，逐語録作成

の為，ICレコーダーを用いて，録音した。また，5名の協力者のうち，聞きたいことを補足する為，

3名に後日再インタビューを行った。内訳として，1名は3度，2名は2度インタビューを行った。 
4.データの分析方法 

1) 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチについて 

 データ分析は木下（2003）によって開発された，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ

(M-GTA（Modified Grounded Theory Approach）)を用いて行った。グラウンデッド・セオリーと

は，データに基づいた（grounded on data）理論である。つまり，外側から出来合いの理論や概念

枠組みをトップダウンで押しつけるのではなく，データとの対話の中からボトムアップ的に作り上

げられた，現象理解のための枠組みである。それによって生み出された理論は，否定されることも

完成することもない，プロセスとしての理論である。 
 M-GTA は人間を対象にある“うごき”を説明する理論を生成する方法である為，ヒューマンサ

ービスなどのプロセス的特性を持つ研究に適しているとされる。それが現場で応用されることによ

って検証でき，さらに現場で実践され，必要な修正がなされることによって，より活用可能な理論

として成り立つことが可能となる（木下，2007）。 
本研究はマンガ，アニメ，ゲーム等に“ハマる”という現象，及び，それに伴った友人関係や親

子関係，及び自分自身の心の動きを見ていくことを目的とするため，M-GTA による分析が適して

いると考えた。 
2) データ分析の手順 
 データの分析は修正版M-GTA に基づき，まずインタビュー全体を逐語に起こしたものを熟読し

た上で，「マンガ，アニメ，ゲームにハマるとはどういうことで，どんな意味を持っていたか」「ハ

マることから得られるものは，どのように思春期の課題を取り組む支えとなるのか」ということに

着目し，一つの具体例（バリエーション）を挙げる。そしてそれに類似する具体例をも説明できる

と考えられる，「概念」「定義」を名付け，分析ワークシートを作成した。そして，他の類似例をデ

ータから探し，ワークシートのバリエーションに追加記入していく。その際，具体例が豊富に出て

こなければ，その概念は有効ではないと判断した。同時並行で，新たな別の概念があれば，同様に

ワークシートを作成する。また，ワークシートには，理論的メモを作り，概念検討の際に考えたこ

とや，恣意的にならないように概念の対極例を記入することとした。 
分析で生成した概念と他の概念との関係を個々の概念ごとに検討し，関係図として作成し，プロ
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セスとして図式化したモデル図を作成した。この図を作る為に，バリエーション同士，概念同士，

カテゴリー同士，の比較検討を随時行いながら（継続的比較分析），それぞれの概念やカテゴリーの

完成度や関係性を高めていく作業を行った。その際に，類似概念や対極概念の可能性について検討

し，分析する側の解釈が実際のデータに存在しているのかについて，データに立ち返り，確認する

作業も併せて行った（理論的サンプリング）。 
3) 概念生成の例示 
 本研究で行った概念の生成過程について，以下に例示する。 
ハマっていた作品について語ってもらう中で，「（自分の世界がゲームの中の世界だと気付いた主

人公が，ゲームの会社に）乗りこんでいって，で，そういうのを操作しているのを壊して，完全に

切り離すっていうか，ゲームをしている人達の世界と自分達が住んでいる世界が繋がってるんです

が，その繋がりをなくして，これはこれでいけるようにするって」という語りがあった。筆者は“自

分をコントロールする創造主への造反，自分として生きていく”と解釈した。そこで “自分を支配

する存在や強い親的存在などを超えたいという思い”と定義し，他のバリエーションも包括しうる

概念名を考え概念名を＜親的存在を超える＞とした。 
 
 

結果と考察 

 

M-GTA による分析によって，生成された概念数は 57，中カテゴリー数は 15，大カテゴリー数は

4 であった。それらを基に生成された概念関係図を図 1，2 に示す（図 1 と図 2 は左右に繋がって

いる）。次にM-GTAで得られた分析結果を文章化したストーリーラインを以下に示す。ストーリー

ラインとは，分析結果を確認する為に，生成した概念とカテゴリーだけを用いて，結果を簡潔に文

章化したものである。文中で概念は＜＞，中カテゴリーは【】，大カテゴリーは{}として記した。ま

た，文中の「」はインタビューデータからの引用である。 
 

1. ストーリーライン 
マンガ，アニメ，ゲームという{ハマる対象の内容，魅力，理由}としては，まず，作品に＜恋愛，

性的要素＞，＜親的存在を超える＞，＜人間の汚い側面も引き受けていく＞という【思春期的取り

組み】と思われる内容があり，自分の投影対象となりうるところに魅力を感じている。＜傍にいて

くれる存在＞＜身近な人からの情愛の大切さ＞という【絆を感じる】といった思春期では距離を取 
る現実の親に代わる存在や，情を感じる恋人，仲間，パートナーへの憧れなどを感じている。＜物

語を変化させる力がある＞，＜キャラに特別な何かがある＞，＜冒険をし，姫や世界を救う＞，＜

人は立ち直れる＞，＜戦いたい＞，＜強くしていき，敵を倒し，報酬を得る＞という【自分を重ね

る】ことで，自分は凄い存在であるという誇大感や自分がいることで物語が進んでいく自己効力感

が生まれている。そして＜ずっとその世界が続いて欲しい＞，＜ファンタジーの世界に浸る＞とい

う要素もある。 
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 さらに，その対象にハマることで，＜やり込んでいて詳しい＞，＜暇さえあれば行い，気づけば

長時間経過＞，＜欠かさずチェック＞，＜ハマっている対象さえあれば満足＞という【ハマってい

る状態】になる。 
 また，そうやってハマることを土台にして，{ハマることによって得られたもの}がある。＜友達

ができる＞，＜皆と行う楽しさ＞を味わう，＜物理的距離のある人と知り合える＞といった【共通

の趣味を持つ友達との関わり】が得られている。また友達とではなく，＜自分一人で楽しむ＞とい

う，ハマるものがあることで一人でも安心して楽しむことができるという状態も見受けられる。ま

た＜自分の凄さを披露できる＞，＜エネルギーをもらう＞，＜作品や友達に認められる心強さ＞と

いう【認められる体験】をしている。＜他者からの刺激で自分が向上＞すること，＜多角的な見方

を得る＞こと，＜自分の基になる＞という思春期の課題である【自分を作る】ことに役立っている。

さらに，＜逃避手段＞，＜スッキリする＞といった【現実が辛くても解消できる】ことは，疾風怒

涛と呼ばれる思春期の激動において，自分のどうしようもできなさや＜いらだち＞に対し，向き合

い続けることはしんどく，何かにハマることは，それを和らげたり，一時的に目を逸らす手段とな

っている。 
 ところで，中学生，高校生がマンガ，アニメ，ゲーム等にハマっている時，【ハマっていることに

対する親の態度】が否応なく絡んでくる。ハマる対象や親の価値観によって，親の反対を受けずに

＜親からは容認，歓迎される＞こともある。一方でまず，ハマる対象や時間の使い方について，＜

親からコントロールされる＞が，中学生から高校生へと時間が経過すると，＜親の心境，態度の変

化＞があり，＜親からは容認，歓迎される＞と変化していくことが見られる。 
 そのような親からコントロールされることや，クラスメイトなどの周囲の人のことが気になる（特

に思春期では，過剰な程周りの自分への評価が気になるものである）と，【周囲に望まれることを意

識】し，＜他の人の目を気にして自分が出せない＞状態になったり，＜ハマることによる罪悪感や

自責感＞を感じたり，＜親の言う事を守る＞行動を取る。これは程度により現在も持続する人もい

るが，＜大人に構わず自分のしたいことをする＞，＜自分で欲しい物が選択できる＞，＜親に秘密

を持つ＞といった【親からの自立】を遂げる人もいる。 
 さて，彼らがハマっていることに傾倒し，【より深くハマる】と，＜ハマる内容が広がる＞ことで

＜オタクになった＞と感じている。また彼らは＜ハマっていた物を基にした作品を作る＞ようにな

り，さらに＜オリジナル創作活動を行う＞ことによって＜プロになりたい＞と夢を持つことがある。 
 ここまで挙げたことは中学生，高校生の頃のことであるが，彼らが大学生，大学院生という{現在

の状況}になると，当時ハマっていたことに関しては，＜やらなくなる＞，＜やらなくなったジャン

ルがある＞，＜以前程の熱意がなくなる＞，＜忘れていた＞，＜当時の付き合いがなくなる＞など

【ハマることは過渡的であった】という人達がいる。思春期という激動の時代を生ききったことで，

自分を守る為にハマっていたことをもはやする必要がなくなったのである。だが，＜今もやる＞，

＜今も変わらぬ思いや技術＞などハマっていたことが現在も継続していて，＜友人関係が続く＞，

ハマっていたことで得ていたものが＜自分の根底にある＞など，【ハマっていたことは今の自分の構

成要素】となっているところがある。 
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2. 各カテゴリーと概念の説明と考察 
1) ｛ハマる対象の内容，魅力，理由｝ 
この大カテゴリーは、以下の①～③の中カテゴリーとその他の2つの概念から構成される。 

①【思春期の取り組み】 
【思春期の取り組み】は＜恋愛，性的要素＞，＜親的存在を超える＞，＜人間の汚い側面も引き

受けていく＞の3つの概念で構成される。 
＜恋愛，性的要素＞は，恋愛要素があると，より熱が入ったり，性的描写に初めて触れて驚いた

りすることである。ハマっている作品で登場人物の恋愛に触れることで，ドキドキしたり，じれっ

たくなったり，二人の恋が上手くいって欲しいと願ったりと，心が動いていく。思春期という異性

を気にする年代において，疑似的に恋愛を体験することができる。 
そんなふうに自分を愛し＜傍にいてくれる存在＞に憧れていく（この概念は後に記載）。また，性

的な描写の作品に触れることは思春期という身体の変化，性的なことへの関心の高まりに対しての

刺激となったり，知識を吸収していくツールともなる。身体の変化や異性の存在を受け入れる助け

になっていると考えられる。 
＜親的存在を超える＞とは，自分を支配する存在や強い親的存在を超えたいという思いである。

親的存在を超える為に努力したり，倒したり，取り入れたりすることによって，成長していく主人

公に同一化していると考えられる。思春期は親からの自立意識が高まり，親への反抗を示したり，

今まで当たり前だと思っていた価値観に疑問を感じる時期である。河合（1983）は思春期を超える

には，親離れをする手段として，内的な親殺しが行われると述べている。主人公に自分を投影する

ことで，内的な親殺しを疑似的に体験していく側面があると考えられる。 
＜人間の汚い側面も引き受けていく＞とは，主人公が人は良い面ばかりではなく，汚い面があっ

たり，人によって様々な事情があることを知り，ショックを受けることもあるが，それを受け入れ

ていくという部分に魅力を感じることである。思春期は今まで絶対的に正しいと思っていた大人が，

実はいつも正しくはない，矛盾していることがある，と気がつく時期である。初めはそれが許せず

に嫌悪感を抱いたり，反発や＜いらだち＞を感じるが，成長に伴って，次第に悪い所も含めての大

人を受け入れることができるようになる。それと同時に本人にとっても，自分の中にある悪や汚い

部分（＝シャドー（影））を取り入れる作業を行う。感情移入した登場人物が体験すること，考えて

いることに触れることで，疑似的な体験を通して，思春期的な課題に取り組む側面がある。このよ

うにハマった対象の持つテーマは性的関心，恋愛，親からの自立，多様な見方，価値観などの取り

入れに関するものであり，このような思春期における主人公に自分を重ね，惹かれていると示唆さ

れる。 
②【絆を感じる】 
＜傍にいてくれる存在＞とは，主人公のことを思い，傍にいてくれる存在に憧れることである。

自分のことを思い，愛してくれる人がいることへの憧れであり，先に挙げた＜恋愛，性的要素＞に

発展することもある。また，語りでは，傍にいてくれる存在として，使用人や飼い犬といった，自

分に従属する存在を指していることがあった。無条件に自分のことを思い，仕えてくれること，自

分の支配下にあることは，現実での自分の思い通りになることばかりではない自己愛の傷つきや，

親は万能ではないことへの気づきに対する癒しとなっていると思われる。 
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＜身近な人の情愛の大切さ＞は，作品に家族愛，きょうだい愛，友情などの絆という生きる上で

の幸せが描かれていて，それがあれば，どんな困難も乗り越えられると感じるというものである。

思春期は本当の家族，親に反発したり，距離を取る傾向にある。今まで自分の傍にいた親から離れ

ることによる不安を【絆を感じる】ことで，解消することにも繋がっていると考えられる。 
③【自分を重ねる】 
＜物語を変化させる力がある＞とは，主人公の存在で，状況や登場人物の心情に変化が起こるこ

とである。自分がいることで，物語が進み，状況や他のキャラの心境の変化を引き起こすこととな

り，自己効力感を感じていると考えられる。主人公に自分を重ね合わせて，自分も自分自身の人生

の主人公なのだと思うことに繋がってくると示唆される。 
＜キャラに特別な何かがある＞とは，魔法を使える，お姫様である，運動が上手い，物怖じしな

いなど，自分にはないものを持つキャラに憧れを抱くことである。さらに，そのキャラに近づこう

として，コスプレをしたり，そのキャラと同じスポーツを始める人もいる。これは，自分が特別な

存在であると思いたい思春期心性に訴えかけるものがあるからではないかと考えられる。さらに特

別な能力や才能があるわけではない自分を受け入れていくというプロセスは思春期の大切なテーマ

である。岩宮（2009）はどんなに憧れても手に入らない力があることに打ちのめされて，理不尽な

思いを自分で抱え，自分の分をわきまえていくことは，大人になるために大切なプロセスであると

いう。 
＜冒険をし，姫や世界を救う＞とは，主人公が世界の危機を救ったり，ヒロインを守ったり，冒

険していくことに魅力を感じることである。自分と同世代のキャラクターが世界を救ったり，ヒロ

インを守るという重大な使命を帯び，冒険していく英雄譚は誇大な自己が生き生きとできる世界で

ある。そんなヒーローストーリーに大事な要素でもある＜戦いたい＞は，戦って敵を倒すという快

感や自分や大切な存在を守る為に戦うことである。思春期の不確かな自分を確かめたり，自分の思

いを守ったり，情緒不安定でコントロールできない心的エネルギーの発散の場となったりしている

ことが示唆される。 
そして主人公を＜強くしていき，敵を倒し，報酬を貰う＞ということにも魅力を感じている。報

酬としてアイテムや装備を集めることは，思春期において，社会的な場面に応じて付ける様々な仮

面を自分で模索したり，自分の証を残そうとすることにも繋がっていく。自分とは何か，自分の力，

自分の強さをゲームの中で視覚的に感じることで自分を確かめていると考えられる。 
④その他；＜その世界がずっと続いて欲しい＞＜ファンタジーの世界に浸る＞ 
 ＜その世界がずっと続いて欲しい＞という概念は，自分の好きな作品は終わらずにずっと続いて

欲しいという思いである。好きな作品の主人公のストーリーが終わっても，子ども世代の話（主人

公の血が続く）が始まり，その中に親となった主人公が登場する（思春期を通り越して成長した主

人公に会える）と嬉しくなることを語る人がいた。また，自らそのキャラクターや世界観を基に二

次創作を行う人もいた。それは自分の大切にしている存在が自らの中に生き続けともに成長してい

くことに繋がるものであろう。 
＜ファンタジーの世界に浸る＞という概念は，現実で体験できないような不思議な世界観で，予

想外のことが起きる作品に触れることで，自分が疑似的にその世界を体験することである。岩宮

（2003）は，思春期という心身ともに大きな変化を体験することで，それまでの状態の象徴的な「死」
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を迎えるといい，この「死」のイメージ体験は，この世の理を超えた異界の体験に繋がっていく為

に，思春期は異界に親和性が高くなるという。思春期では自分を模索していて，自分が不確かにな

る状態で，現実という世界，現実の自分の確かさとは何なのかを意識的，無意識的に考えることが

あると思われる。{ハマる対象の内容，魅力，理由}を見ていくと，思春期という疾風怒涛の時代を

乗り越え，自分作りをしていく為の内的な作業を手助けするような内容が多く見られた。 
2) 【ハマっている状態】 
 【ハマっている状態】という中カテゴリーが抽出された。日常語として定着している「ハマる」

という状態について，今回の協力者が語ったことからデータに即して明らかになったことについて

考えていきたい。 
 まず，＜他の人に邪魔されたくない＞という概念は，周りが見えないくらい没頭していている時

は，誰にも邪魔されず，自分一人で作品の世界浸っていたいということである。思春期的な内的な

作業をする時は一人の世界に籠り，蛹のように内閉することで，内で育っていく物を見守ることが

大切であると山中（1978）は述べている。「ハマる」ことで一人の世界で内的作業を行う状況を作

り出している側面があると考えられる。 
＜暇さえあれば行い，気づけば長時間経過＞という概念は，毎日のように，暇さえあればハマっ

ていることをして，いつの間にか長時間が経っている状態のことである。＜欠かさずチェック＞と

いう概念は，続きが気になる作品をワクワクして待ち，雑誌などで欠かさずチェックすることであ

る。＜ハマっている対象さえあれば満足＞するということは，ハマっていることがあれば満足で，

それ以外のことはどうでも良いと思える程，傾倒していることである。他のことに興味が薄れ，生

活の中で大きなウェイトを占めることである。＜やり込んでいて詳しい＞は，何度もそれを繰り返

し行っていて，詳しいということである。その詳しさを自慢することでの優越感を味わうことがで

きるという語りもあった。 
 このようにハマることで，ハマっている世界に集中して，外の世界から離れ，一種の守られた世

界が作られている。その守られた世界で楽しさを感じたり，仲間関係で盛り上がったり，優越感を

味わったりしながら，その世界に浸っている。思春期に必要とされる「居場所」となっていると考

えられる。 
3) ｛ハマることにより得られたもの｝ 
 この大カテゴリーは以下の①～④の中カテゴリーで構成される。 
①【共通の趣味を持つ友達との関わり】 

ハマっている物を通して＜友達ができる＞という概念が生成された。ハマっていたことからの繋

がりは自発的なもので，自分が獲得したように感じる。友達と一緒にハマっているものの楽しさを

味わうのが良いという＜皆で行う楽しさ＞という概念も生成された。作品の内容について話し合っ

たり，一緒にハマっていることを行うなど，自分だけでハマっていた物を楽しむだけでなく，友達

と一緒にすることが楽しい。友達と一緒に達成感や楽しさを味わうのが良い。インターネットや文

通をし，＜物理的距離のある人と知り合える＞という概念も生成されている。インターネットや文

通雑誌を通して，普通の日常生活では出会わない人と出会うことである。 
このように，【共通の趣味を持つ友達との関わり】は，ハマっている物を媒介にし，自己を表現し

たり，友達とコミュニケーションを取る機会を作っていく。袰岩（1996）は，思春期，青年期では，
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自分の中へ他者のパーソナリティ特性や集団特性を取り入れることで自我機能を発達させたり，自

己表象や社会・文化体系における自己意識（帰属意識）を高めるという同一化を行うとする。この

ように何かにハマるということが，チャムシップの関係の形成の手助けをしていると考えられる。

思春期に何かにハマることで【共通の趣味を持つ友達との関わり】がつくられることは，親から離

れるという思春期の課題に寄与していると考えられる。 
＜皆で行う楽しさ＞とは対局にあるように思われる＜自分一人で楽しむ＞という概念も生成され

た。自分一人で楽しみ，その作品の世界に浸ることで，ゲームキャラクターを強くしたり，満足感

を得たりしているようであった。そして好きな作品に浸った後に，「漫画とか小説が好きっていう気

持ちは人に話すとさらに増える」とあるように，＜皆とやる楽しさ＞というそれを友達と共有する

段階に移行するのではないかと考えた。また，新たに好きな作品ができれば，＜自分一人で楽しむ

＞に戻ったり，それを友人と共有する＜皆で行う楽しさ＞とを行ったり来たりを繰り返すことが見

られていた。 
②【自分を作る】 
友達が自分より高い技術を持っていて，自分もそれに対抗して，練習し，上手くなるという＜他

者からの刺激で自分が向上＞という概念が生成された。友達の持つ技術に憧れたり，友達より上手

になりたいという思いが生じ，ライバルと切磋琢磨することで，自分も技術が上がっていく。技術

が上がることが，自分の自信に繋がったり，また，この時の技術（イラストを書くなど）が現在も

健在であり，将来への資本となっていることも語られていた。 
人には色々な立場があり，一つの正しい見方だけなく，様々な見方があることを知るという＜多

角的な見方を得る＞という概念が生成された。「みんながみんな登場人物幸せになって終わるって言

うのは出来過ぎだなって思うようになりました。それから。ちょっとこう斜めに見ることを学んだ

っていうか。学びたいとは思わないんですけど。色んな方面から見れるようになったというか」な

ど，自分が今まで見てきたことが，一面的な物の見方であり，色々な人がいて，様々な事情がある

ことを受け入れていくという語りが見られた。これは前述した【思春期的取り組み】の＜人間の汚

い部分も引き受ける＞という概念とも繋がっていて，人間の汚い部分も引き受けられる作品に触れ，

自分の中に取り入れることで，自身も多角的な見方ができるようになっていくことを表している。 
今まで知らなかった知識や思想に触れることにより，自分を作っていく糧となるなど，今後の自

分のあり方に影響する作品に出会っているという＜自分の基になる＞という概念も生成された。今

まで知らなかった知識，思想を知り，それを取り入れたり，捨てたりする，自分を作って行く過程

である。また自分の基となるような，今後こういうことをしたいという思いを抱かせるような作品

との出会いにより，その作品を「人生のバイブル」と称す語りもあった。 
【自分を作る】というカテゴリーは，思春期の発達課題である「自分とは何か」「自分は何をしよ

うとしたいのか」という自分のアイデンティティを作っていくことと関連が深い概念であると考え

られる。中学・高校時代は自分について考え始める時期である。自分に対する意識が高くなって，

自分自身や周囲に過敏になり，情緒不安定になったりすることもある。アニメ，マンガ，ゲームに

ハマることは，そんな自分を支えたり，時には刺激を与えたりしながら，自分の内的なものがゆっ

くりと育っていくことを保証する守りとなっていると考えられよう。 
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③【認められる体験】 
＜自分の凄さを披露できる＞という概念は，ハマっている物について，友達より優れた知識や技

術を披露して，優越感に浸るという内容である。勉強では勝てないので，アニメ，マンガ，ゲーム

なら勝てるという代償の適応規制を使うことで，健康的に自己愛を満たしている語りも見られた。  
＜エネルギーをもらう＞という概念は，作品に励まされて自分が頑張っていけたり，ハマること

が心の拠り所としての役割を果たし，エネルギーをもらっていること現すものである。「そういうの

に熱中して，心の拠り所っていうとちょっと変な感じするんですけど，漫画とかゲームの世界に甘

えるって感じが今ちょっとありますね」などの発言があった。アニメやマンガ，ゲームにハマるこ

とが親からの分離を和らげる役割を担う部分があると考えられる。 
作品や仲間に自分の考えを肯定される心地になることを述べた＜作品や友達に認められる心強さ

＞という概念も生成された。作品に自分の思いが投影されたり，仲間に自分の考えを肯定され，こ

う思うのは自分一人ではないと肯定されることで，自分らしい自分を出せる心強さを感じることが

述べられていた。思春期は自分への問いかけが起こり，自分は認めてもらえるような自分ではない

のでは，という不安が高くなる時期であり，その時期に何かにハマることで，【認められる体験】が

されることに意味がある。 
④【現実が辛くても解消できる】 
何かにハマることで一時期の快楽を得たり，嫌なことがあった時の逃避手段としてハマったもの

を利用することがある＜逃避手段＞という概念が生成された。思春期は疾風怒涛の時代で，この時

期には，先生や親，何もかもにむかつきを感じる情緒不安定さ＜いらだち＞がある。そのような時

は対処として，離れた方が良いこともある。そんな時に気晴らし，逃避手段という方法が取れると

いう精神的健康さに繋がる概念である。 
作品を味わったり，仲間といると，とても居心地の良さを感じる＜スッキリする＞という概念も

生成された。「そんな何回読んでも泣けるような，自分の中で泣ける漫画だったんで。結構なんか泣

きたい時はそれ読めばスッキリする。」という発言のように，読むことで発散，カタルシス効果があ

るようであった。また友達といても同様に楽しくて居心地が良いと感じる語りも見られた。このよ

うに何かにハマることが，思春期の時期に【現実が辛くても解消できる】力を与えていると考えら

れる。 
4）｛ハマっていることに対する親の態度と自分の行動，その変化｝ 
 この大カテゴリーは以下の①～④の中カテゴリーで構成される。 
①【ハマっていることに対する親の態度】 
親から自分がハマっていることを止められたり，心配されたり，怒られたりしていた＜親からコ

ントロールされる＞という概念が生成された。特に中学生の頃はその干渉が強い傾向にあった。親

からのそんな反応に対して，反発する人もいれば，飄々と流す人，親がそう思うのは当たり前だと

受け取る，など様々であった。親が口を出してきて，時に友人と親の間で板挟みになることもあり，

辛さを感じる人もいた。 
＜親からコントロールされる＞はしばらくすると＜親の心境，態度の変化＞に移行していた。高

校生になると親の心境の変化があった為か，規制が緩くなったことである。親が子どもの年齢・成

長に合わせて，親のコントロールの程度を変えていっていると思われる。落合・佐藤(1996)が提唱
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した親子関係からみた心理的離乳の過程における「親が外界にある危険から子どもを守ろうとする

親子関係」から「親が子と手を切る」関係に移行したといえる 。＜親の心境，態度の変化＞が生じ

ることによって，＜親からは容認，歓迎される＞ようになってくる。 
＜親からは容認，歓迎される＞とは，小説にハマっていた場合は奨励されたていたなど，親から

見てハマっている対象が望ましい物ならば歓迎したり，度を越えなければ良いと，容認されていた

ことである。また，テスト前は止められるが，それ以外なら容認するなどの条件付きの容認をして

いたり，上のきょうだいが先にハマっていて親に耐性がついていたから容認するなども見られた。 
②【周囲に望まれることを意識】 
異性や，自分の趣味を共有できない人の目を気にして，＜他の人の目を気にして自分が出せない

＞という概念が生成された。アニメやマンガ，ゲームにハマっていること，自分はオタクだという

ことを隠そうとする（世間，それに親しくない友人からひかれるのではないか，と思う）ことであ

り，思春期の他者の目や評価がとても気になる時期の表れである。  
＜ハマることによる罪悪感や自責感＞とは，ハマることにより，周りに迷惑をかけたり，すべき

ことを疎かにして，罪悪感や自責感を感じていることである。深夜アニメを見る為に徹夜して学校

で居眠りをしたなど，ハマっていることで，社会的に望まれることをしないことや，また，誰かに

迷惑をかけることが気になっている状態である。マンガ，ゲーム，アニメにハマることは，時間や

お金の消費に繋がることも見られた。 
また，ハマることに対する親の意見を守っていたという＜親の言う事を守る＞という概念も生成

された。「一時間したらゲーム10分してもいい」など，＜親からコントロールされた＞ことを守っ

ているという語りがあった。それはハマっていることをする為なら対価を厭わないことでもあり，

それをする為にエネルギーを費やすことができていたということでもある。また，自分でしたいこ

とはあるが，親の意見と違っていたので，それができなかったという人もいて，＜親からコントロ

ールされる＞ことをはね返すことが困難な人も存在した。 
③【親からの自立】 
＜大人に構わず自分のしたいことをする＞とは，大人の言う事に囚われず，自分で考え，自分の

したいことをするということである。＜親からコントロールされる＞ことはある程度守るが，自分

のしたいことをしていて，そのしたいことをする為に，親を誤魔化したり，隠れて行ったりするこ

ともあるという内容である。それは誰かに強制されるのではなく，自分からしたいことを選択して

いる状態である。反抗対象を見返そうと努力したり，時に大人の評価を絶対的なものとせずに，自

分で考えることができることでもある。 
行動範囲の広がりや自分で自由に使える金銭が増えたことで，選択の範囲が増えたという＜自分

で欲しい物が選択できる＞という概念が生成された。「私はこの世にマンガは少女マンガはなかよし

とリボンとチャオしかないと思っていたんですけど，高校に入ったらその書店にマーガレットとか

花夢とか少コミとか置いてあるのをみて」など，新しいジャンルの発見で新しい世界が広がったり，

高校が電車通学になったなど行動範囲の広がりにより，外界への興味が広がったことが語られてい

た。今までは親が与えた，許した物に触れてきたが，年齢が上がるにつれ，自分で選択できるよう

になったことで，親からの分離の第一歩となっているようであった。 
ハマっていることをしている時は，親に見られたくないので，隠れて行ったり，共有できる友達



枝井・守屋：思春期における自立の支えとなるもの 

 - 197 - 

と一緒の時だけ行う，＜親に秘密を持つ＞という概念も生成された。親とはできないことでも，チ

ャムシップの関係だから分かち合えるようになる。これは親に秘密を持つという思春期の心性をよ

く表しているといえよう。 
【親からの自立】とは，心理的離乳という思春期の発達課題の表れである。「好きなことに対して

だと，親の考えとか，親の意思，っていうのに，なんか，逆らってまでちょっとやってみたくなる

部分て言うのは，多分にあると思うんで，そういったきっかけには，親とぶつかるきっかけ，ぶつ

かったり，親から離れていくきっかけになったりはすると，思います」など，【ハマることにより得

られたもの】を土台として，【親からの分離】をしていく。 
④【より深くハマる】 
あるハマった物から派生し，別の物にハマっていく＜ハマる内容が広がる＞という概念が生成さ

れた。サークルを立ちあげたり，ハマっていた作品の世界で行われていること（スポーツ，囲碁等）

をしたり，ゲームの音楽を勉強の時に聞いたり，インターネットでハマっていることについて深く

調べたり，サイトを作ったりと，ハマったことから派生して，様々な活動を行っている。また，ハ

マっていることに関する仲間と繋がりたくて，自分と共通点のある人を探し，ネットで不特定多数

に声を掛けることも見られた。 
ハマっていた作品を鑑賞するだけでなく，自ら創作をすることを始める＜ハマっていた物を基に

した作品を作る＞という概念が生成された。ハマっていた作品を基にして，イラストを書いたり，

物語を作る二次創作をしたり，コスプレ，アフレコをするという語りが得られた。このような行動

はハマっていた作品の世界を外に持ち出し，自分の一部としたり，より自分のストーリーに合った

形にしていくことに繋がる。 
一方，ハマった作品に感化され，自分から設定やキャラクターを考え，ストーリーを作るといっ

た，＜オリジナル創作活動を行う＞という概念も生成された。自分の技術を高める為にマンガの絵

を模写したり，上手な友達に教わったり，様々な文章の表現方法を読んだりという努力をしている。

オリジナル作品に自分の分身が入り，物語を紡いだり，また自身を顧みて本当の自分を考えたり，

誇大的になったりする語りが見られた。「自分は何ものか」という思春期的課題を内的に行うことに

役立っていると考えられる側面もある。 
このように上記を通して，小説家や声優などになりたい，と思うようになる＜プロになりたい＞

という概念が生成された。小説家や声優などハマっていたことに関する仕事がしたくて，そのため

の活動することである。だが，親に「声優になった人みんなが成功できるわけじゃないし，なんか

そんな博打な職業をすぐにやるんじゃなくて，大学行ってからでもいいんじゃないって言われて」

という語りもあり，親に反対され＜親にコントロールされる＞ことも多いようである。 
5）｛現在の状態｝ 
 この大カテゴリーは以下の2つの中カテゴリーで構成される。 
①【ハマることは過渡的であった】 
 ＜やらなくなる＞と言う概念は，中学，高校の頃ハマっていたことは，熱意がなくなったり，諦

めて，今はやらなくなってしまっているということである。労力がかかること，抵抗を感じること

があるという語りが見られる。＜やらなくなったジャンルがある＞という概念は，ハマっていたこ

と（ゲーム，マンガ等）自体は続けているが，時間がかかる RPG ジャンルのゲームはやらないな
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ど，やらなくなったジャンルがあるということである。時間がかかることと，自分のすべきこと，

との時間の配分という，現実的な検討能力と欲求をコントロールする力がついたり，親や大人への

反抗という時期を過ぎ，戦うというテーマの作品に熱意がなくなったりする。さらに，据え置き機

からポータブルゲームへ移行する人もおり，じっくり腰を据えてゲームの世界に浸るというより，

暇つぶしに行うことへと移行している。 
ハマっていたこと自体は続けているが，以前程の熱意はないという，＜以前程の熱意がなくなる

＞という概念が生成された。思春期に強く求めていたものが，現在では自分のテーマに合わなくな

り，ある程度に落ち着くという心境の変化がある。さらに以前はインターネットで不特定多数の人

に語りかけていたが，現在はきょうだいや友人などの身近な人へと移行している語りも見られた。 
＜忘れていた＞とは，当時はハマっていたが，ハマっていたことを忘れていて，面接をする中で

思い出したということである。協力者はすっかり忘れていたことに驚いていた。＜当時の付き合い

がなくなる＞とは，ハマっていた時に一緒にそれを楽しんでいた友人と疎遠になることである。「定

期的に会って競うっていうか競い合う友だちがいないと，格ゲーはやんないですね」と，ハマって

いたことをしなくなることと，友達が疎遠になることは相互に影響しあっている。また，インター

ネットや文通といった直接会う友人ではない人とは，関係が切れやすいことも語られた。 
このように，中学，高校時代にハマっていたことは，今はやらなくなったり，熱意がなくなった

り，当時の付き合いが切れてしまうことがある。思春期という時代を乗り越えるためには必要だっ

たハマるということが，思春期を乗り越えた為に，もう必要がなくなったといえよう。 
②【ハマっていたことは今の自分の構成要素】 
＜今もやる＞と言う概念は中学，高校の頃，ハマっていたことを今でもやっているということで

ある。また，一人でできることは続けているが，皆とすることは会えなくなるとやらなくなってい

るという語りもみられた。 
＜今も変わらぬ思いや技術＞とは，当時の思いや技術を今も持っているということであり，面接

の場で当時描いていたイラストを再現してくれた協力者もいる程であった。また，当時の趣味，嗜

好，気持ちを変わらずに持ち続けているという語りもあった。また「私は小説も書くことも好きな

んですけど，それをもしうまくいけば何歳になってもいいから投稿して，公募に，それがうまくい

けばいいなと思う」と現在も夢を叶えたいと願う人もいた。   
＜友人関係が続く＞とは，ハマっていた当時，それを一緒に楽しんでいた友人との付き合いが今

も続いているということである。普段は会えなくてもイベントの場で会えて活動を続けていること

もある。また，ハマっていることが媒介としてなくても，友人として地元で集まったりもする。つ

まり，当時の＜共通の趣味の友人関係＞は今後も続く一生物の財産になり得ることである。 
当時ハマっていたことは必要な経験であり，それがなければ今の自分はいない＜自分の根底にあ

る＞という概念が生成された。ハマっていたことにより得ていた友人関係や作品への思い，行って

いた活動などが自分の糧となっていて，時に今も続いていることもあるなど，とても大切な体験で

あったと感じているということである。ハマっていたことは自分を作る上での土台となり，今も自

分の根底にあることであり，それまでの過程は大切な自分が辿ってきた自分作りの道筋であったと

示唆される。 
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今後の課題 

 
本研究は M-GTA で分析を行った。M-GTA によって生み出された理論は，否定されることも完

成することもない，プロセスとしての理論であり（木下，2003），本研究によって得られた知見は

すべてを網羅することはできない。よって，本研究が現場に返され，実践されたり，本研究を土台

として新たな研究が行われることで，より洗練された概念が作り上げられることとなるのである。 
本研究の問題点としては，第一に，大学生，大学院生を面接協力者としたことである。一定以上

の知的能力があり，大学入学という課題を成し遂げた群であり，データの偏りがあることが挙げら

れる。第二に，筆者の知人を協力者としたことから，ハマったことがきっかけで仲間ができた人を

抽出していたことが挙げられる。 
このような点からも，心理臨床場面で課題となる，ひきこもっていて，アニメ・マンガを見たり，

ゲームをしているばかりという群に対しては，本研究結果だけでは網羅しきれないと考えられる。

対象者を引きこもり経験者にひろげたり，より個別の事例研究を積み重ねていくことが求められる。 
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高校生の登校回避感情からの回復の過程 

 

―― 複線径路等至性モデルによる分析 ―― 

 

伊 籐 寿 美＊ ・ 正 保 春 彦＊＊ 
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A Study of Recovery Process from School Avoidance Feeling of High School Students:  

－Analysis by Trajectory Equifinality Model 

 

Hisami ITO and Haruhiko SHOBO 

 

 

キーワード：高校生、登校回避感情、不登校、複線径路等至性モデル 

 

本研究においては、高校生における不登校や学校不適応に関する対策の必要性から、登校回避感情を抱え一時的に登

校できない状態に陥った経験があり中途退学を考えた経験がある高校生が、不登校や学校不適応から回復し中途退学とい

う危機的状況を回避して卒業に至ったプロセスを明らかにすることを目的とした。 

対象は困難な状況をのりこえて登校回避感情から回復し卒業に至った高校生 5 名で、回復の過程において支えとなった

人との関わりや支援内容についてインタビューによる調査を実施し、語りの内容を複線径路等至性モデルにより分析した。 

高校生が登校回避感情から回復し卒業に至る過程において、再登校を始める前には「教師」及び「保護者」からの理解や

熱意、本人の困難さに寄り添った対応が存在し，登校を再開する時には問題解決的な考え方を獲得することや困ったことが

あったら教師からサポートを受けることができるという感覚を持っていたことが語られた。その後、継続的な登校を支える要因

としては「友人」からのサポートの知覚が高まり、「友人同士の支え合い」が成立したこと、「保護者」「教師」からは実際におこ

なわれた様々なサポートが機能していた。その結果、登校回避感情からの回復の過程において、「保護者」「教師」からのサ

ポートを受けながら、友人同士で相互交流を持つこと、学校環境を「教師」から見守られている環境として感じるこが重要であ

ったと考えられた。 

 

 

はじめに 

 

高校生の不登校は小中学校とは異なり放置すれば中途退学となるケースも多く、将来の進路に大

きな影響を及ぼすことが懸念される。また、完全な不登校ではなくても学校不適応状態にあり遅刻

――――――――	 	 	 	 
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や欠席を繰り返しているうちに、結果的に単位の修得ができずに中途退学に結びつくことや、教室

に入れずに保健室登校などの別室登校をする生徒も多くみられる（日本学校保健会、2006）。	 

文部科学省（2009）は「高校段階における不登校は、いわゆるニート、ひきこもりといった社会

的問題との関連も指摘されていることから不登校への支援にあたっては若者の将来的な社会的自立

に向けて支援するといった視点をもつことが重要」で、「不登校の要因・背景は様々で、学校におけ

る指導体制を充実することはもとより、家庭や学校外の関係機関と積極的な連携を図るなど、学校

復帰による高等学校卒業などの不登校生徒の社会的自立に向けて支援する必要がある。」と示してい

る。しかし、高等学校は学校によって特色があり、生徒の実態が学校ごとに様々で一律の対応が難

しいという面もあり、不登校の早期発見や予防的な介入、支援についての研究が十分とは言えない

状況がある。	 

	 森田（1991）は、不登校の形成メカニズムを解明するために『学校に行きたくない』という感情

（登校回避感情）をもちながら学校に通っている者、すなわち不登校の『グレーゾーン』の存在を

把握し、なぜ登校回避感情を抱えながらも完全な不登校にならずに登校することができたのかとい

う問いの立て方は重要な戦略ポイントになると指摘している。このような中、有賀（2013）は高校

生の登校回避感情は対人恐怖心性や不定愁訴との関連があり、学校への反発的な感情や友人からの

孤立感が強いと指摘している。そして、対人恐怖心性と不定愁訴の訴えは不登校の潜在群を捉える

ための重要な指標であり、担任を始め養護教諭による適切な支援の重要性やコンサルテーションシ

ステム構築の必要性を説いている。	 

平成 24年度「児童生徒の問題等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省、2013）の報告

によると高校生の不登校数は 57644人（1.72％）で前年度より増加し、そのうち 31.8％が中途退学

し、8.3％が原級留置となっている。一方、北村（2007）が養護教諭に対して行った調査の結果では、

高等学校時代に中途退学や不登校の状態になっている生徒の多くが将来ひきこもり生活に陥る可能

性が強いことが指摘されており、高校生の不登校については学校臨床心理学及び学校保健学的な対

応や支援が強く求められている。 

高等学校は学力等で層別化され、学校により校風や特色がある。生徒の不登校や中途退学を生み

出す高校は偏差値の高い高校も含むという指摘（清田・黒崎、2004）もあるが、中途退学をする生

徒の割合は定時制・通信制や入試偏差値の中位・下位の学校で多くなっており（酒井・林、2012）、

課題集中校や定時制高校において中途退学者が多いことは否めない。厚生労働省（2007）のニート

状態にある若年者に対する調査によると、高校、大学、短大、専門学校のいずれかで中途退学を経

験したものが 3割を超え、4割弱が不登校を経験しており、学校教育段階での躓きを経験している

者が多いとされている。高校生の不登校は「ひきこもり」「ニート」などの社会的自立に困難を抱え

る青少年の問題との関連が指摘され、大きな社会問題のひとつであると考えられる。 

そこで、高等学校においては校風や学校の特色に応じて不登校や学校不適応に関する対応や支援

の在り方についての事例を蓄積し有効な支援や対応策を検討することは、若者の将来的な社会的自

立のために有効であると考えられる。高校生の不登校や学校不適応の理由には複合性があり、その

プロセスや軌跡を明確にすることは困難だが、学校不適応や不登校からの回復の過程を生徒が困難

な状況にあってもうまく適応する力が発揮された過程であったと捉え、その過程における学校の対

応や支援及び学校環境について検討することを目的とした。	 



伊藤・正保：高校生の登校回避感情からの回復の過程 

 - 203 - 

	 

 

対象及び方法 

	 

１	 対象 

	 高校生活において一時的に継続して登校できなかった経験があり、中途退学を考えた時期もあっ

たが回復して卒業に至った高校生 5名（男子 3名、女子 2名）であった（表 1）。 

 

表1	 面接協力者プロフィール 

 性別 中退を考えた時期 継続して登校できなくなったきっかけや経緯 

Ａ 女 高3 同級生からネット上の悪口を書かれた 
Ｂ 女 高3 友人とのけんか 
Ｃ 男 高3 異性との交際の行き詰まり 
Ｄ 男 高2 学校事故の再体験（フラッシュバック） 
Ｅ 男 高2 祖母の死によるショック 

 

２	 調査時期 

平成 25年 2月下旬から 3月上旬。 

 

３	 調査方法 

インタビュー調査。面接内容は各人の許可を得て、ICレコーダーを用いて録音した。手順は以下

の通りとした。 

① 簡単に自己紹介を行い、研究の目的、内容、方法、倫理的配慮、研究中及び研究後の対応につ

いて十分に説明をして各人が納得し同意が得られた場合に面接を開始した。 

② 面接中は調査対象者と支持的な関係性を保ち、一時的に登校できない状態が始まってから、高

校に継続的に通えるようになり卒業に至るまでのプロセスとその時の出来事や周囲（友人・教

師・保護者）からの支え、さらにその時の本人の心的状態が回復に至るまで心の状態や変化に

ついての語りを重点的に取り扱った。 

 

４	 面接時間 

	 面接回数は 1名につき 1回で面接時間は 43分から 45分であった。 

 

５	 分析方法 

データ分析には複線径路等至性モデル（Trajectory Equifinal Model；以下TEMと略記）（サトウ他、

2006）を用いた。TEMは時間を捨象することなく、多様な経験の径路を提示する分析方法である。

そのため個人の経験の多様性を記述するのに適した手法で、非可逆的時間における「等至性」と「複

線径路」という概念を特徴とした質的研究法である。ある主題に関して焦点をあてて研究する時に、
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人間の行動、特に何らかの選択とその後の状態の安定や変化を複線性の文脈の上で描くための枠組

みである。TEMにおいては「等至点（Equifinality Point；EFP）」、「必須通過点（Obligatory Passage point；

OPP）」、「分岐点（Bifurcation Point；BFP）」、「社会的方向付け（Social Direction；SD）」などの概念

（表 2）を用いて、複数の個人の流れあるいは個人の中に可能性的に存在する複数の体験の流れを

比較分析し非可逆的時間を軸にすることによって、個人独自の文脈や体験の流れの分析と個人間の

比較を実現できるものである。 

等至性とは人が経験を重ね、異なる径路を辿りながらも類似した結果に辿りつくということを示

す概念で、その等至性を実現する点を等至点（EFP）と呼び、研究上の焦点化がなされる点である。

また、両極化した等至点（Polarized EFP；P-EFP）を設けて研究の焦点である等至点（EFP）の価値

づけを中和することが推奨されている。TEMにおいては個々人がそれぞれの多様な径路を辿ってい

たとしても、等しく到達するポイント、等至点（EFP）があるという考え方を基本としており、複

線径路とは発達径路の多重性を示すための概念で、ひとつの等至点までの径路の多様さを表してい

る。分岐点（BFP）はある経験において実現可能な複数の径路が用意されている状態で、複線径路

を可能にする結節点のことである。必須通過点（OPP）という概念は、実証研究を行うなかでTEM

のなかに取り入れられた概念で「全員が必ず」という強い意味ではなく、「多くの人が」という若干

広い意味で考えられている。分岐点（BFP）や必須通過点（OPP）において選択を強要するような

背景要因については社会的方向付け（SD）として描いた。 

 

表 2	 TEMの用語 

用語 意味 

等至点（EFP） 多様な経験の径路がいったん収束する地点 

必須通過点（OPP） 論理的・制度的・慣習的にほとんどの人が経験せざるをえない地点 

分岐点（BFP） ある選択によって、各々の行動が多様に分かれていく地点 

社会的方向づけ（SD） 分岐点や必須通過点において選択を強要するような背景要因 

 

６	 分析手順 

	 サトウ（2006）が示したTEM実践のための手順に従い、本研究においての手順は以下の通りと

した。 

① インタビューの内容を逐語化し、意味内容が１つの命題に言及しているまとまりごとに切片化

した。 

② 切片化した内容を意味のまとまりごとにグルーピングしてカテゴリー化し、その内容を端的に

表現するカテゴリーをつけ、最終的に 28個のカテゴリーができた。以下＜カテゴリー＞と表記

した。 

③ 各経験を表現する＜カテゴリー＞を時系列順にならべ、出来事のプロセスにおいて等至点、分

岐点、必須通過点、社会的方向付けなど、ポイントとなる点を見出すとともに、これらが生徒

の発達や行為にどのような影響を与えていたのかについて検討した。 
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④ 以上を網羅したTEM図を作成するとともに、全体を見返すことで説明可能性について検討し

た。なお、＜カテゴリー＞の抽出からTEM図作成までの手続きは、筆者ならびに臨床心理士 1

名、教員経験のある学校心理士 1名の計 3名で実施した。 

 

７	 倫理的配慮 

	 本研究のインタビュー調査は学校長及び学年主任に研究の趣旨を説明し同意を得た。また、協力

者には研究調査への協力は強制ではないこと、研究調査に協力していただいた場合にも途中で中断

したい場合にはいつでも中断が可能であることを説明し承諾を得た。分析においては調査協力者の

匿名性を守秘するために地域や個人を特定できないように配慮した。 

	 

 

結果 

	 

１	 時期に区分した卒業に至る過程 

	 5 名の面接協力者によって語られた一時的に登校できなくなってから卒業に至る過程を逐語化し、

第 1期＜潜在的な登校回避感情＞（EFP）から＜学校へ行かなくなる＞（OPP）まで、第 2期＜学

校へ行かなくなる＞（OPP）から＜中途退学を考える＞（OPP）まで、第 3期＜中途退学を考える

＞（OPP）から＜継続して登校する＞（BFP）まで、第 4期＜継続して登校する＞（BFP）から＜高

校卒業＞（EFP）までのように 4期に分け個人ごとに時間経過にそってまとめた（図 1、図 2）。 

 

２	 卒業に至るまでの時系列的記述 

① 第 1期	 ＜潜在的な登校回避感情＞（EFP）から＜学校へ行かなくなる＞（OPP）まで（図 1

参照） 

	 A、B、C、D、Eの全員が友人関係または学校環境に安心できず、不安な気持ちを感じていて＜

潜在的な登校回避感情＞を経験していた。 

	 Aは失恋を経験した後から、周囲の人から悪口を言われているのではないかと思うようになって

いた。また、親友が自分以外の他の友人と話すだけでも不安になり、友人との関係に安心すること

ができなかった。いつもさみしいという気持ちを抱えていた。 

Bは社交的で明るく、大人数のグループに属して友人が多いようにも見えたが、実はグループの

他の友人には異性の交際相手がいてBとは話が合わなかった。グループ内では、いつもその場にい

ない友人の悪口がささやかれ、Bは安心してグループに属していたわけではなかった。 

Cは成績もよく、他のクラスには仲の良い友人も複数いて、順調に学校生活を送っていた。しか

し、同じクラスの異性と交際するようになり、友人から執拗なからかいや冷やかしを受けるように

なり、安心して教室にいることができなかった。 

Dは中学時代に教室で転倒して窓ガラスに体当たりする事故を経験し、ガラス片による切創が動

脈近くにまで達するほどの大怪我をし、その事故が原因で中学時代は欠席が多かった。高校に入っ

てからはなるべく欠席しないように登校していたが、高校入学後も学校生活に不安を感じていた。 



茨城大学教育実践研究 33 (2014) 

 - 206 - 

Eは高校入学時より友人関係が苦手で、家でも学校では安心して過ごせる場がなく登校意欲が低

かった。中学校までの主な養育者は父方の祖母で、祖母が足を骨折して自宅での生活が困難となり

施設に入ってからは、Eは自宅にひとりで生活していた。父親は仕事が多忙なためほとんど自宅に

帰らず、ネグレクトが心配されていた。 

A、B、C、D、Eの 5人は遅刻が増え、保健室を利用するなどしながら学校になんとか行ってい

た状態で、＜がまんして登校＞していたと語られた。継続して登校できなくなった＜きっかけ＞は、

Aは関係の良くない友人からネット上に悪口を書きこまれたこと、Bはグループ内のいちばん話し

やすい友人とケンカして仲違いしてしまったこと、Cは異性との交際に行き詰りを感じたことで、3

名については「対人関係」によるものであった。Dは、中学時代に学校で命に関わる大怪我をした

という過去の体験が再体験（フラッシュバック）されたこと、Eは主な養育者であった祖母の死と

いう喪失体験による「心的外傷体験」であった。 

＜きっかけ＞の後、継続して登校できなくなった要因としてA、B、C、D、Eの全員が精神的に

も身体的にも異変を感じていた。A、B、Cは「気持ちがふさぎ込んだ。」「うつっぽくなった。」「ス

トレスをため込んだ。」という＜気持ちの落ち込み＞を体験し、A、C、D、Eは「身体が重い。」「だ

るくて動けない。」「息苦しい。」「過呼吸を起こして倒れるようになった。」などの＜体調の悪さ＞を

強く感じて、＜学校へ行かなくなる＞に至った。 

 

② 第 2期＜学校へ行かなくなる＞（OPP）から＜中途退学を考える＞（OPP）まで（図 1参照） 

学校へ行けなり、A、C、Dは＜ネガティブな考え＞が頭の中を駆け巡った。Aは「今まで仲よく

してくれていた友人も本当は私のことを嫌いだったのではないか。」と考えた。Cは「このまま交際

が本当に終わってしまうのではないか。」という不安な気持ちでいっぱいだった。Dは、高校に入っ

たら中学までのように欠席を少なくすると親と話し合っていたのに自分を「なさけない。」と考える

にようになった。 

A、B、Eは＜家庭からのサポートのなさ＞が影響していたと思われた。Aの母親は経済的なこと

などで頭がいっぱいでAに対して無関心な状態、Bの母親は夫との不仲でBのことに気がまわらな

い状態で、学校でのストレスを抱えたAやBにとって養育者が無力化していた。A、Bは母親の様

子から判断して、自分の学校のことどころではないと感じていたと語られた。Eは、主な養育者だ

った祖母が亡くなったが、そのことを父親から知らされず、告別式後に「叔母からの電話で知らさ

れた。」ことで、父親に対しての怒りや不信感が強まり、養育者からの拒絶にあったと感じた。 

そして、A、C、D、Eは「呼吸困難感」「吐気」「パニック発作」「倦怠感」など＜身体症状が継

続・悪化＞した。Bは、学校に行かずに外出していて、生徒指導上の「問題行動」を起こした。ま

た、Aはリストカットなどの「自傷行為」をするようになった。そして、Eは気持ちの落ち込みを

「自分でなんとかしよう」と思っていたが、なんともならずに時間がすぎていった。A、B、Eは自

分ひとりではどうしたらいいかわからずに＜適切でない対処＞をとっていた。 

Cは学校に行くと「またパニック発作になる」のではないか、Dも学校に行くと「また悪いこと

が起きるのでは」ないかと考え、＜予期不安＞に苛まれるようになり、さらに登校を回避する状況

になった。そして、Cは明日こそ学校に行こうと思っても足が学校に向かわずに「電車で遠くにい

ってしまった」、Dはアルバイトには行けるのに学校に行こうとすると「家から出られない」、Eは
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明日こそは学校へと思っていても「布団から出られない」というように＜行こうとしても行けない

＞という状態を経験した。 

このような状況で学校に行けないまま時間が過ぎ、欠課時数が増加したためA、B、C、D、Eの

全員が一度は＜中退を考えた＞と語られた。A、Bは家庭が落ち着かない状況では自分の学校どこ

ろではない、Cは交際相手と別れるぐらいなら学校に通う意味はないのではないか、Dは心身とも

にこんなにつらいのならばいっそ学校を辞めたら楽なのではないか、Eは進級できそうにないので

あれば辞めるしかないのではないかという考えに至り＜中途退学を考える＞経験をしていた。 

 

③ 第 3期＜中途退学を考える＞（OPP）から＜継続して登校する＞（BFP）まで（図 2参照） 

A、B、C、D、Eの 5人は登校できない状態が続き、＜学校からの介入＞を受けた。 

Aの場合は、担任が欠席していたAに電話をしてAの様子に重大な異変を感じとり養護教諭と一

緒に家庭訪問をした。養護教諭はAの心身の状態を把握すると、母親に精神科の受診を勧めた。担

任からは心身の状態が安定するまでゆっくり休んでも大丈夫だと伝え、Aの＜困難さに寄り添う＞

対応をした。学校がAを見放すことはないことを伝えてAを安心させ、Aの母親には学校に来ても

らい、担任・学年主任から「娘さんを守ってあげられるのはお母さんしかいませんので。」と、Aに

対する適切なかかわりをお願いした。Aは自分が欠席している間に友人が離れてしまうことを心配

したため、担任は＜教師のサポート＞として、Aが病気の療養のために欠席しているがすぐに戻っ

てくることを親しい友人に伝え、Aが安心して学校に戻れるように友人関係に配慮した。 

B、C、D、Eの 4名は、欠課時数が増加したことから保護者とともに学校に呼び出され面談が実

施され、このままでは進級・卒業に影響がでると言われ状況を改善するようにという指導を受けた。 

Bは欠課時数が累積していた上に、生徒指導上の問題行動を起こしていたが、反省の様子がなく

面談で反抗的な態度をとってしまい、Bの母親は「自分の子育ては間違っていたのではないか。」と

落ち込んでしまった。Bは母親の様子を見て「このままではまずいな。」と感じたと語られた。そし

て、Bの母親は「どうしても（Bを）卒業させたい。」という＜保護者の熱意・理解＞をBに伝え、

学校の指導にそって登校するようにBの送迎を始めた。Bが登校しても教室に入れずにいると、保

健室で養護教諭が話を聞いてくれ、Bの＜困難さに寄り添う＞対応をしてくれた。養護教諭はBの

友人関係についての悩みを聞くと、ケンカしてしまった友人と一緒にいた時のBがいちばん生き生

きしていたと助言をしてくれ、Bは＜教師のサポート＞を受けたと感じた。その後、ケンカしてし

まった友人と関係を修復し、「大人数のグループには復帰しない。無理して大勢の友人と付き合おう

とは思わなくなった。」という心境になり、問題解決のために＜考え方を変える＞ことができた。 

Cは両親に「学校に行かずに今まで何をしていたんだ。」と叱られたが、事情を話すと両親はC

の気持ちを理解してくれ、Cは＜保護者の熱意・理解＞を感じた。担任もCの気持ちを理解してく

れ、友人の冷やかしやからかいにあい、異性との交際に悩み学校に行けなかったCの大変さを理解

し、＜困難さに寄り添う＞対応をした。Cは「とりあえず来いよ」と他のクラスの親しい＜友人か

らの励まし＞に応じて登校してみたが、パニック発作が起こるかもしれないと思うと教室にはなか

なか行けなかった。保健室に行くと養護教諭が何も言わずにそのまま受け入れてくれたので安心で

き、＜教師からのサポート＞を感じた。しばらくは登校しても保健室で過ごし、他のクラスの親し

い友人たちと交流しながら回復していった。 
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Dは面談後、父親と学校に行けないことについて語り合った結果、＜保護者の熱意・理解＞を感

じ「中学時代の事故のことを理由に、今嫌なことから逃げると一生逃げ続けなくてはならなくなる。」

と思うようになった。また、中学時代からの友人がDの家に遊びに来て、「学校で待ってるぞ。」「学

校やめんなよ。」と＜友人からの励まし＞を受けた。そして、父親との語り合いから、「学校には何

か新しいことを探して、そこから学びを得るために行く。」と学校に通う意義を見いだし、「悩むよ

りも、状況判断が先。そして解決するにはどうするか解決の糸口を探す。それをひとつひとつ解決

に向けて努力すると気が楽になってくる。」という問題解決的な思考を獲得し、＜考え方を変える＞

ことができたと語られた。 

Eは学校から面談の連絡が父親に入り、父親にわからないように学校を休んでいたことを知られ、

ひどく叱られた上に暴力を受け、Eにとって大事なゲーム機を取り上げられてしまった。「このまま

では父親に何をされるかわからない。」と思ったEは面談のために登校すると、保健室で養護教諭

にケガの手当てを受け、祖母が亡くなったことを養護教諭に話をして＜困難さに寄り添う＞対応を

してもらった。面談において、担任はEが学校を続けるためには父親の協力が必要であることを説

明して、父親にEに対する適切なかかわりをお願いした。そして、担任もEが毎日登校できるよう

に朝モーニングコールをしてEに登校を促すなど＜教師のサポート＞を強化した。すると父親も担

任からの申し出に理解を示し、父親が朝Eを起こして送り出してから仕事に行くようになった。 

 

④ 第 4期＜継続して登校する＞（BFP）から＜高校卒業＞（EFP）（図 2参照） 

中途退学を考えながらも、登校回避感情を抱え不登校や学校不適応からの回復過程を歩んでいる

と、欠課時数が進級・卒業の要件を満たす＜ギリギリラインに到達＞した。すると、A、B、C、D、

Eは、＜継続的に学校へ行く＞ようになった。 

Aは友人たちが以前と変わらすに「今まで通りの付き合い」をしてくれたことに安心した。そし

て「一緒に卒業しよう」と言う友だちの思いに応えたいと思い＜友人同士支え合う＞ようになった。

家庭で困難なことがあると保健室の養護教諭のもとに行き、親についての不満を聞いてもらい気持

ちを落ち着かせた。担任は放課後によく教室に来て、Aが友人と教室に残っていると、担任がさり

げなくその輪に入ってきて一緒におしゃべりをしてくれ、＜教師から見守られている感覚＞をもて、

担任がそばにいて友人関係を見守っていてくれていると感じて、「自分はさみしい人間だ。」と思う

気持ちが少し和らいだ。高校を卒業することはAには意味のないことだと思っていたが、学校に行

き、教師に支えてもらい、友人と支え合う関係をもてたことに対して周囲に対する＜感謝の気持ち

＞を語り、なんとか無事に卒業に至った。 

Bは＜保護者の支え＞に恵まれ、母親に完全に送迎をしてもらいながら学校に通い続けた。女子

生徒のグループに入ることをあきらめたBは、教室ではおだやかな男子生徒のグループに入れても

らい孤立することはなかった。その中の一人の男子生徒は、自分も学校を途中で退学しようと思っ

たが思い止まった経験のある過年度の生徒で、Bのことを支えながら「一緒に卒業しよう。」とお互

いに励まし合い＜友人同士支え合い＞が成立した。また、Bは欠課時数が多く、学習上の困難があ

り成績が悪く卒業が危ぶまれた。Bが担任に成績について相談すると、担任はBの＜困難さをカバ

ーする＞ために、各教科担当者からB専用の特別な課題を出してもらい、学校では休み時間や放課

後にBが課題に取り組むようにまめに声をかけた。家では＜保護者が支え＞となり、母親が課題を
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確認して必ずBに課題をするように声をかけた。また、進路面でも看護師になりたいというBの希

望に応え、担任が学校に通いながら資格が取れる就職先を探して、就職や進学の勉強に付き合うな

ど力になった。自分ひとりでは、途中で面倒になり投げ出してしまっていたと思うが、保護者や友

人、担任に支えられて卒業まで辿りついたと＜感謝の気持ち＞を感じて卒業を迎えることができた。 

Cは学校内で安心できる保健室で友人たちと交流しながら、交際相手との関係も改善された。す

ると＜友人同士支え合い＞の関係になり、Cも友人たちも卒業まで全く欠席や遅刻をせずに一緒に

登校するようになった。教室ではからかいや冷やかしにあい嫌な思いをすることはあったが、担任

が放課後に声をかけてくれ、趣味の釣りの話をして気晴らしをさせてくれた。また、元気がないと

担任の方から気づいて「どうした？」と声をかけてくれ＜見守られている感覚＞があった。ストレ

スがたまり気持ちが沈んだ時は、友人関係や異性との交際の悩みなどを相談した。Cは卒業までが

んばれたのは、親、友人や交際相手、担任の教師のおかげで＜感謝の気持ち＞感じて卒業できた。 

Dは、登校して教室でゲームをしていると、通信機能で同じ教室内に同じゲームをしている人が

いることに気付き、話をするきっかけができた。すると、ゲーム仲間が増えて友人関係が広がり、

Dにとってゲームは人とつながるためのツールだった。ゲームを通して仲良くなった友人が自分に

悩みを相談たり、信頼してもらえることがうれしかった。自分も友人に愚痴をこぼしたり、相談す

ることができるようになり＜友人同士の支え合い＞が登校意欲につながった。「問題解決的な考え方

や学校へ通うことの意義だけでは卒業までもたなかった。」と語り、ゲームをしてはしゃぐなど一緒

に楽しいことをするという友人関係が学校に継続的に登校する支えだった。放課後にゲームをして

学校に残っていると、教師が声をかけてきてなにげない会話をすると＜教師から見守られている感

覚＞がうまれ、学校が自分の居場所だと感じられた。そして、卒業に至る過程において「友人の存

在がいちばん」と友人に対する＜感謝の気持ち＞を表現した。 

Eは父親が朝起こして学校に行かせるようになり、＜保護者の支え＞のおかげで継続して登校で

きるようになった。そして、担任とスクールカウンセラーが父親にEが 5日間無遅刻で登校できた

ら，Eにゲーム機を返すように働きかけた。その結果Eはゲーム機を返してもらい、学校でゲーム

をしていると、ゲーム好きな友人が声をかけてきてゲームを通して一緒に遊ぶようになった。そし

て、ゲームの中で仲間に助けてもらうことや仲間を助けるなどの場面を通して、＜友人同士の支え

合い＞を経験した。高校入学時には友人はいらないと言っていたEだったが、ゲーム仲間たちと交

流することを励みに学校に継続的に登校するようになった。しかし、Eは油断すると登校意欲が下

がってしまう傾向があったので、担任はEが朝登校しないと電話をかけて昼までには学校に来るよ

うにと気にかけ、担任がEの＜困難さをカバー＞ていた。しばらくするとEは、担任や養護教諭が

自分のために役立つ情報や支援をする人だと理解し、「日常生活上の困りごとを相談したりすると、

助言してくれたりなんとかしてくれる便利な人」と理解し、困ったことがあるとなんでも相談し、

＜教師から見守られている感覚＞があった。また、長い時間ゲーム仲間と一緒にいると疲れてしま

うEに、養護教諭はひとりになりたい時には保健室を利用することを勧め、本人が無理のない範囲

で友人関係を楽しめるように配慮した。進路決定の時期になると、他者と円滑なコミュニケーショ

ンをとることが苦手なEは就職で内定をもらうのは困難だったが、担任がEの＜困難さをカバー＞

しながら最後まで指導をした。Eは「卒業したいとは思ってはいたが、自分が卒業できるとは思っ

ていなかった。」、「自分ひとりの力で卒業できたとは思っていない。」という語りが得られた。 
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                           考察 

	 

本研究の目的は、困難な状況に陥り一時的に登校できなくなった高校生が、中途退学を回避して

卒業に至るプロセスにおいてどのような心的過程を経て登校回避感情から回復して卒業に至ったの

かを明らかにし、高校生の登校回避感情からの回復の過程における有効な学校の対応や支援を検討

することであった。高校生の不登校や学校不適応から回復するプロセスにおいては、保護者と教師

と生徒が一体となって前向きに奮闘する語りが多くみられた。様々な理由により一時的に登校でき

ない状況からもう一度学校に行き始めるためには、保護者や教師のサポートが適切に機能して生徒

が困難な状況にうまく適応する力を促進または導き出すことが必要であった。インタビューによる

調査の逐語記録からTEMを用いて不登校から復帰するまでのプロセスを図式化し、以下のことが

明らかになった。 

第１期において、A、B、C、D、Eの 5人は潜在的な登校回避感情を抱えており、完全な不登校

ではないがグレーゾーンの生徒であったと考えられた。ガマンして登校していた時に＜対人関係＞

や＜心的外傷体験＞などの＜きっかけ＞が付加要因として加わったことで、登校できない状態にな

ったと考えられた。その後、ストレス反応として＜気分の落ち込み＞、＜体調の悪さ＞が目立ちは

じめて、＜学校へ行かなくなる＞という状況に陥ったと考えられた。 

第２期には、欠席していた生徒が＜ネガティブな考え＞に苛まれながら、苦悩する様子が語られ

た。＜家庭のサポートのなさ＞により登校することから遠ざかる気持ちや、＜身体症状の継続・悪

化＞により登校できない状況に追い詰められていく心境が語られた。このようなストレスの高まり

から「自傷行為」や「問題行動」などの＜適切でない対処＞へ進むものもみられ、生徒が登校回避

感情をコントロールして登校を継続するためには家庭からの適切なかかわりの重要さが示唆された。 

	 また、＜身体症状の悪化＞に悩みながら、学校に行くとまた悪いことが起こるのでは、またパニ

ック発作が再発するのではという＜予期不安＞により、学校へ＜行こうとしても行けない＞という

プロセスが示された。これは、学校ストレスによる苦痛が大きければ大きいほど強くなると考えら

れ、この状態からの回復には、＜保護者の熱意・理解＞や＜教師が困難さに寄り添う＞共感的な対

応や、学校に行って困ったことがあれば＜教師のサポート＞を得ることができるという安全で安心

な環境が保障されることが重要だと思われた。 

第 3期には、欠課時数が増加し本人たちが中途退学を考え始める頃に＜学校からの介入＞があり、

家庭訪問や保護者とともに面談が実施されていた。それがきっかけとなり、B、C、Dは＜保護者の

熱意・理解＞によって登校する気持ちを刺激されるが、それだけでは不登校からの回復は困難で、

＜友人から励まし＞や＜教師からのサポート＞を知覚することが登校回避感情の回復の過程では大

きな働きをしていたと思われた。これは、人を規範的な世界に押しとどめる要素に着目するHerschi

（1969）のボンド理論におけるアタッチメントが機能し、「友人」や「教師」からのサポートが生徒

と学校社会をつなぎとめる社会的絆となり登校を促進したと考えられた。子どもが学校につなぎと

めるアタッチメントは、子どもにとって大切なキーパーソンである友人に対して抱く愛情や尊敬の
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念で、キーパーソンとの関係性によって登校回避感情をもちつつもなんとか登校することにつなが

ったのではないかと思われた。 

また、B、C、Dのように＜保護者の熱意・理解＞に恵まれなかった場合でも、A、C、Eのよう

に＜教師が生徒の困難さに寄り添う＞ことにより、否定されずに気持ちを受け入れてもらえたと生

徒が感じて、情緒的なソーシャルサポートとして機能したと推測された。困難さに寄り添い「大変

さを理解してくれた」「安心させてくれた」という教師の共感的理解が、生徒の登校に対する不安や

嫌悪感が軽減されることが示唆された。 

しかしB、Dにおいては、「保護者」からのサポートが有効に機能し、父親からのサポートが得ら

れたDや、母親や養護教諭からのサポートが得られたBは、問題解決的な思考を獲得し、＜考え方

を変える＞という対処行動がみられ、困難な状況にうまく適応する力が機能したと推測された。 

	 第 4期で、もう欠課や遅刻が許されない状況、＜ギリギリラインに到達＞すると、A、B、C、D、

Eは追いつめられ、なんとか学校に行こうとする様子が語られた。学校生活上の困難感の強いB、E

については＜保護者の支え＞が得られたことで継続的な登校が維持される大きな要因であった。B、

Eは一時的に＜家庭のサポートのなさ＞を経ていたことを考え合わせると、学校から保護者に対し

て適切なかかわりをお願いすることが、生徒が困難な状況にうまく適応する力を発揮するために有

効であることが示され、保護者からのサポートは高校生においては重要であることが示唆された。

また、A、B、C、D、Eのすべてが通過する第 4期の＜友人同士の支え合い＞は、継続的に登校す

る意欲を維持するために最も重要な要因であったと考えられた。サポートの授受を意味する＜友人

同士の支え合い＞は、生徒が「教師」や「保護者」といった大人からのサポートを知覚していると

ことが前提であると思われた。友人関係におけるサポートの授受の規定因は、親の養育態度が関連

しているという報告もみられ、友人同士で支え合う関係は、どれだけ自分が助けられた経験がある

か、どれだけ自分が周囲からのサポートを受けた体験があるかが関係しているのではないかと推測

された。そして、自分を支えてくれるサポートが周囲の大人から与えられることを経験的に学び、

友人からのサポートを高く知覚することが、生徒の困難な状況にうまく適応する力を促進すると考

えられた。さらに、B、Eは進学や就職などの重要な局面で本人たちの困難さが表面化するが、＜

教師が困難さをカバー＞し、進学や就職を乗り越えることができた。それは教師として当然のサポ

ートではあるが、本人にとっては成功体験を支える重要な「教師」からのサポートであり、教師に

対する信頼感を強める要因であったと推測される。 

A、C、Dは、日々の日常生活上の困難感が強いわけではないが、彼らの活動や様子を教師がそば

で見守りながら、適切なタイミングで声をかけ、教師と何気ない会話をすること、友人関係を見守

ることが情緒的な安定に大きな影響を与えていたと語られた。学校環境が＜教師から見守られた環

境＞であると生徒が認識することで、生徒たちにとって学校が安全・安心の場であり、居場所とな

ることが示唆された。 

そして、Bは自分だけでは途中で面倒になって、卒業をあきらめていたと思うが、「保護者」「教

師」「友人」のサポートに対する＜感謝の気持ち＞が＜高校卒業＞に向けての大きな原動力であった

と語られ、周囲からのサポートが登校回避感情を抑制する重要な要因であることが明らかになった。

A、C、Dにおいても同様に「保護者」「教師」「友人」など他者に対する感謝の気持ちが語られたが、

「友人」に対する感謝についての語りはA、B、C、Dの 4人に見られた。Eについては、「自分が
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卒業できると思わなかった。」という表現をしているが、Eは自分ひとりの力では卒業に至ることは

困難であったことを認識しており、「教師」や「友人」などの他者を自分が困っている時に支援して

くれる存在だということを理解できたことが、Eの登校回避感情の抑制に有効だったと考えらえた。 

以上をまとめると、高校生の登校回避感情の回復の過程には、「保護者」「教師」などの大人から

のサポートが、「友人」のサポートよりも先行して機能する必要が示された。そして、「保護者」「教

師」などの大人からのサポートを知覚することにより、「友人」からのサポートを知覚し、友人間で

のサポートの授受を経験することにより、登校回避感情の回復が促進されていくと考えられた。そ

して、回復の過程において重要だった語りに、学校環境が安心・安全の場であり、＜教師から見守

られている環境＞だと生徒が認識していたことであったと考えられた。教師と何気ない会話をする

こと、そばにいて友人関係を見守られていたこと、適切なタイミングで声をかけてくれ元気がない

ことに気付いてもらったこと、教師の存在が生徒たちにとって見守っていると環境として機能する

ことにより、生徒が学校を安心・安全な環境と理解し登校回避感情を抑制していたと考えられた。 
岸（2012）は生徒の安心・安全感を育む環境づくりのために、学校に取り入れる臨床心理分野の
理論として、Winnicot（1965）の「抱える環境」（holding environment）が有用であるとしてい
る。岸（2012）は「子どもたちにとっての抱えられる環境」になりうる大人として以下の５点を挙
げている。①自分たちのことがわかってもらえている。②自分たちの「しでかすこと」が、大人た

ちの中では想定内のことになっている。③いちいちうろたえない大人、パニックにならない大人。

④「しでかしたこと」を叱りながらも（外枠での守り）、しっかり対応してくれる（内枠での守り）

大人、⑤安心して身を委ねられる大人。つまり、抱える環境を子どもに提供するためには、大人が

自分自身の経験に向き合い、子どもたちの「しでかすこと」を想定内のことにする作業が必要だと

されていた。また、抱える環境は、優しく赤ん坊を母親が抱えるようなイメージの「抱える」こと

だけを意味するものではない。高校生であれば生徒が不適切な逸脱行動をとって、学校環境から脱

落することがないように、教師側でしっかりと一定の力でつかむ、生徒を保持する意味もあると考

えられ、教師が学校のなかで生徒に一定の許容範囲を示して指導にあたり、制限や指示を適切に与

えることも抱える環境の一部であると考えられる。 
そのためには、「教師」や「保護者」などの支援者は生徒たちの問題行動に日々曝され、支援者自

身が精神的に疲弊していくということには十分注意しなくてはならない。「保護者」や「教師」など

の支援者が生徒にとっての抱える環境として機能するように、支援者の心身もケアができるような

支援体制が必要であると考えられた。  
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Satoshi HIROKI，Ayumi WATANABE,Sayuki SHIINA and Yoshikuni TOJO 

 

 

キーワード：特別支援学校高等部，総合的な学習の時間，キャラクター作成，キャラクター活用 

 

「問題の解決や探求活動に主体的，創造的，協同的に取り組む態度を育てる」という特別支援学校高等部の総合的

な学習の時間の目標 1)2)3)4)に沿って，自分の学校や地域について知る学習を進める中で，生徒から自然発生的に「本校

のオリジナルキャラクターを作りたい。」という声があがった。生徒が主体的に「キャラクターの公募，候補作品の作

成，投開票，決定」の活動を行った。まず広報をして，学校の特徴を表現したキャラクターを公募した。それぞれの

生徒のイメージがふくらみオリジナルキャラクターが具体化していった。集まったキャラクターを一覧にして「ゆる

キャラグランプリ」と題した全校投票を行い，オリジナルキャラクターを決定した。自分たちのキャラクターの製品

を作りたいという希望が出て，作業学習製品としてキャラクターグッズを作製したり，卒業記念品としてキャラクタ

ーが縫いつけられた電子黒板カバーを作製したりした。また学校運営でも，校内外の広報活動に積極的にキャラクタ

ーを活用している。既定の学習計画にとらわれず，生徒のその時々の興味関心を大切にして単元目標や活動内容を柔

軟に変えていくことで，生徒が主体的，創造的，協同的に活動を続けることができた。この実践で生徒が作成した「と

んがりやどかりちゃん」は，自分たちが作った学校オリジナルキャラクターとして児童生徒の意識に浸透してきてい

る。 

 

 

はじめに 

 

茨城大学教育学部附属特別支援学校では，昨年度から「感じる・考える・伝え合う 授業づくり」

というテーマで授業づくりの実践研究に取り組んでいる。総合的な学習の時間では，学校や生徒の 

―――――――― 

*茨城大学教育学部附属特別支援学校  **茨城大学教育学部 
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実態に応じて教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習ができる 3)。その実践を通して研究テーマ

に迫りたいと考え，昨年度の高等部では研究対象の授業を総合的な学習の時間とした。 

昨年度の高等部の在籍生徒数は，22名である。内 9名が小学部から本校に在籍する生徒，8

名が中学部から，5 名が高等部から本校に入学した生徒である。また，8 名の生徒が自閉症及

び自閉的傾向を併せ有する。さらに，てんかんや肢体不自由を併せ有する生徒も3名在籍する。 

全体での指示を聞いて活動する生徒，教師とのかかわりをとおして活動する生徒など，実態

は様々である。素直で明るい生徒が多いが，指示を待っていることが多く，自分から問題を発

見して解決していこうとする気持ちを育てることが課題である。 

総合的な学習の時間では，問題の解決や探求活動に主体的，創造的，協同的に取り組む態度を育 

てることが目標の一つである。また， 変化の激しい社会に対応して，自ら課題を見付け，自ら学び，

自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育てることなどをねらいとする

ことから，思考力・判断力・表現力等が求められる「知識基盤社会」の時代においてますます重要

な役割を果たす。体験的な学習の横断的・総合的な学習，探究的な活動は，子どもたちの思考力・

判断力・表現力等をはぐくむものである 4)。このような総合的な学習の時間のねらいに沿って，「自

分の学校について知ろう」「地域について調べよう」という単元を設定し，順に学習を進める中で，

生徒から自然発生的に「本校のオリジナルキャラクターを作ろう」という声があがった。 

本稿で，キャラクター作成の経緯とキャラクターの活用実績を報告する。 

 

 

総合的な学習の時間の単元について 

 

総合的な学習の時間での授業づくりを行うにあたり，高等学校学習指導要領解説 2)や「今求

められる力を高める総合的な学習の展開（高等学校編）」5)，『障害児教育の「総合的な学習の時

間」』6)，『特別支援教育の「総合的な学習の時間」－実践撰集－』7)等の読み合い，他の学校の

総合的な学習の時間の実践資料の収集，他の教科との違いの整理等を行い，主旨の共通理解を

図った。 

年度初めに確認した総合的な学習の時間の単元「自分の学校について知ろう」「地域について調べ

よう」の目標は，「自分が生活している学校や地域について調べたり情報を集めたりして，主体的に

生活する気持ちを育てる。」であった。 

この目標に沿って，生徒が学校周辺を探索して案内マップを作成したり，学校概要を調べて学校

新聞を作ったりする活動（図 1）を設定した。その後，生徒の興味関心を大切にしながら，内容を

その都度検討し，調べる対象を広げ，自分の居住地のゆるキャラについて調べて発表する活動 

（図2）を行った。 

このような学習を進めるうちに，生徒は，学校の特徴についての理解が深まり，また市町村の多

くに特徴を表現したキャラクターがあることを知った。生徒から「学校の特徴を表したキャラクタ

ーを作成しよう。」という声があがったのは必然であった。 

その声を受けて以後の学習計画を再考し，以下のような単元（表1）と目標を設定した。 

 



廣木ほか：学校オリジナルキャラクターの作成と活用 

 - 219 - 

単元名「ゆるキャラグランプリ」 

単元目標 

・学校の特徴をとらえたキャラクターを自分たちで考える活動を通して，様々なアイディアを出し

それを実現する意欲と態度を育てる。 

・キャラクターを考えて活用する活動を通して，生徒が学校に親しみを持ち，学校を取り巻く方々

と話したりかかわったりすることができる。 

・バザーで販売する中学部高等部の作業学習製品等にキャラクターをはることで，学校をアピール

できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図1 学校新聞づくり         図2 ゆるキャラの調べ学習 

 

表1 単元名及び活動内容 

期日 単元名 活動内容 

5月16，23，30日 自分の学校について知ろう 学校新聞づくり①②③ 

6月27日 
地域について調べよう 

居住地のゆるキャラを知ろう 

7月 4日 居住地の特色を知ろう 

7月11日 

ゆるキャラグランプリ 

ゆるキャラを考えよう① 

学校の特色について知ろう 

7月18日 
ゆるキャラを考えよう② 

ゆるキャラをデザインしよう 

9月 5日 
ゆるキャラを考えよう③ 

ゆるキャラグランプリ投票をしよう 

 

 

キャラクターの作成について 

 

（1）キャラクター決定までの経緯 

高等部の生徒だけでなく中学部の生徒にも広報して，学校の特徴を表現したキャラクターを公
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募した。次時に，それらのイラストのコピーを提示し，生徒が好きなものを選び着色した（図3，

図 4，図 5，図 6）。それぞれの生徒のイメージが徐々にふくらみ具体化していった。自分たちで

キャラクターを決める企画を考えたことで，多くの生徒が主体的に取り組んだ。 

真剣に学校の特徴を考えて，考えつくすべての情報を盛り込み丁寧にイラストを描いた（図3）

生徒の姿や，普段は絵を描くことの少ない生徒がアイディアを出して楽しそうに描いたイラスト

（図4）は，とても印象的だった。 

  

図3 トンガリーバッスンタイムーン 

高等部2年 男子 

生徒の学校イメージが多く盛り込まれている。

施設や備品，活動内容や給食についてイラスト

で描かれている。学校の特徴を真剣に考え表現

しようとする姿が見られた。 

図4 スマイルさん 

高等部1年 男子 

シンボル的存在であるとんがり館と，スクー

ルバスをかわいらしく表現している。絵を描

くことの少ない生徒が，自分からアイディア

を出して描いた貴重な作品である。 

  

図5 さくらの団子 

高等部1年 女子 

グラウンドにある時計塔からイメージをふく

らませ，団子のイラストになった。 

図6 ランニングバス 

高等部2年 男子 

スクールバスと，毎日バスに乗っている友達

をユニークな発想と色彩で表現している。 
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次に，生徒が考えたキャラクターを一覧にし掲示して，小学部児童，中学部高等部生徒，職員

が投票をした（図 7，図8）。これも生徒の企画である。生徒が，一覧表を持って小学部，中学部，

高等部，職員室を回って，投票を呼びかけた。 

最多得票は，中学部 2年女子生徒が考えた「とんがりやどかりちゃん」だった（図 9）。 

「ゆるキャラグランプリ」受賞を祝して，全校児童生徒の前で表彰を行った。最多得票のキャラ

クターの仕上げとデジタルデータ化をプロに依頼した（図10）。 

  グランプリを受賞した生徒を含め，多くの生徒がイラストに取り入れたのが，本校のシンボル

的存在であるとんがり館（図11）である。とんがり館は，学校施設としては珍しく三角形の屋

根と時計を持つ印象に残る建物である。宿泊を伴う活動ができる生活訓練棟であり，通常は児童

生徒が，課題学習，音楽，自立活動等の学習活動を行っている。 

 

 

 

図7 ゆるキャラグランプリ掲示            図8 投票の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 「とんがりやどかりちゃん」原画     図10 「とんがりやどかりちゃん」仕上がり 
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図11 とんがり館全景 

 

（2）キャラクター「とんがりやどかりちゃん（図10）」の特徴及び趣旨 

①特徴（原画作成の生徒のイメージ） 

・やどかりの仲間でとんがり館そっくりの家を持っている。 

・落ち着きがない性格である。 

・かわいい大きなはさみを持っている。 

・「とんがり」と「やどかり」の名前が韻をふんでいてかわいい。 

②趣旨（教員考案） 

・学校の特徴的な建物であり，小学部生から高等部生までなじみのある「とんがり館」をモチー

フとしている。 

・やどかりの動きが，本校の児童生徒のイメージに合っている。 

・やどかりは，住む家を変えて成長していくことから，とんがり館を構えた学校から巣立って 

活躍する社会人になってほしいという願いに合っている。 

・「とんがり館（本校）」を安全基地として安心して外に出て活躍してほしい。 

 

 

キャラクターの活用について 

 

（1）生徒の活動において 

・小学部の卒業記念品として，電熱ペンでキャラクターを描いた掲示を作った。 

・中学部生徒が本校のキャラクターの製品を作りたいと希望したのを受けて，作業学習製品とし

てキャラクターグッズを作製し，12月に地域に開放した本校のバザーで販売した（図12）。 

・中学部の卒業記念品は，自分たちで何を作るか考えた結果，キャラクターが縫いつけられた電

子黒板カバーを作製した（図13）。 

・高等部の全ての作業製品に，キャラクターのシールを貼った。 
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（2）学校運営において 

・校内外のパンフレット等で活用している。 

・ホームページのトップページで紹介し，保護者や地域の方々，OB・OG職員に周知した。 

・「とんがりやどかりちゃん」生誕と地域のロータリークラブ 40周年を記念し，キャラクターの

ピンバッジを1,000個作製した。公開講座参加者や地域の方に配付する。 

・運動会の職員ユニホームとして，キャラクターが入った Tシャツを作成した。 

・今年度から本校主催の研究研修のつどいの総称を「やどかりくらぶ」とした。 

 

 

 

 

図12 バザーでのキャラクターグッズ販売   図13 中学部平成25年度卒業生記念品 

 

 

まとめと今後の課題 

 

この実践を通して，生徒は自分たちで考えアイディアを出し「キャラクターの公募，候補作品の

作成，投開票，決定」の企画から運営までの活動を行うことができた。生徒が様々なアイディアを

出し，それを実現する体験ができたことで，生徒が達成感を味わうことができた。また，学校の特

徴をとらえたキャラクターを考えて活用する活動を通して，生徒が学校に親しみを持ち，学校に関

係する方々と話したりかかわったりすることができた。「とんがりやどかりちゃん」は，自分たちが

作った学校オリジナルキャラクターとして児童生徒の意識に浸透してきており，様々な場面で児童

生徒が自分から活用しようとする場面が増えている。これからも児童生徒に愛されるキャラクター

として大切に活用できるように支援をしていきたい。 

今回の実践で心がけたことは，既定の計画にとらわれず，生徒のその時々の興味関心を大切にし

て単元目標や活動内容を柔軟に変えていくことであった。生徒のアイディアを大切にして，それを

実現するような活動変更や支援を行なうことで，キャラクターの作成という活動に主体的，創造的，

協同的に取り組み続けることができたと考える。今回の取り組みは，自ら課題を見付け，自ら学び，
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自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育み，思考力・判断力・表現力

等をはぐくむため1つの実践例となったのではないかと考える。 

しかし，活動の評価が課題として残った。今回の実践では活動内容の充実に重点が置かれており，

評価についてはその方法と内容において十分とは言えない面が見られた。生徒の活動において適切

な評価をするためには，単元計画作成時に指導と評価の一体化の視点から周到な計画をする必要が

ある。また評価基準を設定する際には，学校で定めた評価の観点を基にして，単元の目標や内容，

育てようとする資質や能力及び態度を踏まえることが必要である 8)。生徒のその時々の興味関心を

大切にして単元目標や活動内容を柔軟に変えていくのと同時に，その活動を適切に評価する方法や

内容についても考えていく必要があるだろう。 

この実践を通して，学校，地域を調べる活動から本校の特徴やキャラクターに意識が向いた。こ

の実践の後には，その意識が広がり，日本や世界の文化について主体的に体験したり調べたりする

学習につながっていった 9)。 

学校運営的な視点では，キャラクターを使った校内外の資料やグッズの配付を通して，学校を地

域にアピールできた。今後もキャラクターを使って本校をPRすることで，特別支援教育の理解啓発

につながることを期待する。 
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高等部総合的な学習の時間の取り組み② 

 

―― 外国新発見！日本再発見！ ―― 

 

渡 邉 鮎 美＊ ・ 廣 木 聡＊ ・ 椎 名 幸 由 紀＊ ・ 東 條 吉 邦＊＊ 

(2014年9月16日受理) 

 

 

Integrated Study in a Special High School for Students with Intellectual Disabilities, 

Part 2: Discover Foreign Countries and Rediscover Japan! 

 

Ayumi WATANABE,Satoshi HIROKI,Sayuki SHIINA and Yoshikuni TOJO 

 

 

キーワード：特別支援学校高等部，総合的な学習の時間，授業づくり，異文化交流 

 

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いて判断することや，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や資質が求められている。新学習指導要領では「言語活

動の充実」が明記され，思考力・判断力・表現力等を育み，主体的に学習に取り組む態度を養うことの重要性が述べ

られている 1)。研究を通して，一人一人の“感じる”を大切に，自ら考え，思いや考えを伝え合いながら，子どもたち

が生き生きと活動し，成長していくことができる授業づくりにせまっていきたいと考える。 

高等部で行う総合的な学習の時間の授業の中で，外国の音楽や料理に触れる体験を通して異文化を感じることで，

「日本のことも調べたい。」「調べたことを伝えたい。」という思いを引き出すことにつながるような取り組みを考える。

さらに自分たちの可能性に気付き，自分にできることを考え，誰かの役に立ちたいという思いにつなげられるような

授業づくりと，評価の在り方について実践，研究を行った。 

 

 

はじめに 

 

茨城大学教育学部附属特別支援学校では，昨年度から「感じる・考える・伝え合う 授業づく

り」というテーマで授業づくりの実践研究に取り組んでいる。総合的な学習の時間では，学校や生

徒の実態に応じて教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習ができる 2)。その実践を通して研究テ

ーマに迫りたいと考え，昨年度の高等部では研究対象の授業を総合的な学習の時間とした。 

昨年度の高等部の在籍生徒数は，22名である。内９名が小学部から本校に在籍する生徒，８ 

―――――――― 

*茨城大学教育学部附属特別支援学校  **茨城大学教育学部 
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名が中学部，５名が高等部から本校に入学した生徒である。また，８名の生徒が自閉症及び自

閉的傾向を併せ有する。さらに，てんかんや肢体不自由を併せ有する生徒も３名在籍する。 

全体での指示を聞いて活動する生徒，教師とのかかわりをとおして活動する生徒など，実態 

は様々である。素直な明るい生徒が多いが，指示を待っていることが多く，自分から問題を発

見して解決していこうとする気持ちを育てることが課題である。高等部で行う総合的な学習の

時間の授業の中で，外国の音楽や料理に触れる体験を通して異文化を感じることで，「日本の

ことも調べたい。」「調べたことを伝えたい。」という思いを引き出すことにつながるような取

り組みを考える。さらに自分たちの可能性に気付き，自分にできることを考え，誰かの役に立

ちたいという思いにつなげられるような授業づくりと，評価の在り方について実践，研究を行

った。 

 

 

総合的な学習の時間について 

 

 一昨年まで行っていたキャリア教育の研究を通して，生徒のキャリア発達を育むために「人

を意識できるような場面設定，実感を伴った学習場面の設定，自分で活動を振り返ることがで

きる状況設定」の大切さが分かった。周りの人とかかわり，実際の体験的な活動を伴いながら

学習できることや自分の取り組みを振り返ることができるような状況づくりを設定して経験

を積み重ねることの必要性を感じた。 

そこで，「感じる・考える・伝え合う 授業づくり」というテーマを受けて，高等部では「五

感を使って感じることのできる体験活動を取り入れられること」「生徒たちの学習の取り組み

から柔軟に学習展開や内容を変化させて取り組めるもの」で実践をしたいと考えた。総合的な

学習の時間では，学校の歴史を調べることや教員へのインタビューを行って学校新聞を作った

り，自分たちの居住地について理解を深めるためにゆるキャラを調べ，特色を発表し合ったり

する学習を行ってきた。また，自分たちの学校を地域や近隣の方々にもアピールできるような

学校のオリジナルキャラクター作成に挑戦するなど，生徒の興味・関心が高く，自主的に発言

する姿が見られ，互いの活動が学びにつながるような活動を行ってきた 3)ことを受け，より研

究テーマに迫りたいと考え，総合的な学習の時間で実践を進めることにした。 

総合的な学習の時間での授業づくりを行う際に，高等学校学習指導要領解説 4)や「今求めら

れる力を高める総合的な学習の展開（高等学校編）」5)，『障害児教育の「総合的な学習の時間」』
6)，『特別支援教育の「総合的な学習の時間」－実践撰集－』7)等の読み合い，他の学校の総合的

な学習の時間の実践資料を集める，他の教科との違いを整理する等，共通理解を図った。 

 

 

「外国新発見！日本再発見！」の実践について 

 

高等部では総合的な学習の時間を「はあとタイム」と呼んで学習を行ってきた。自分たちが

実際に見たり，聞いたり，触ったりするといった，五感を使って「感じる」体験を通して新た
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な気付きを促し，自分たちができることを「考え」，分かったことや気付きを周りの人と「伝え

合うこと」ができる姿を引き出すテーマとして，異文化交流を考えた。異文化を感じる授業を

行うにあたり，実際に外国の方と直接触れ合う体験をしたいと考え，一昨年度一緒に学習活動

をしたことがある附属小学校のＡＬＴでガーナ出身の先生をお招きした。実際に外国の方と触

れ合い，共に活動することは生徒たちにとって一番の学びや気付きにつながり，外国を肌で感

じる良い機会になると考えた。 

グループを学部縦割りで編成し，部の全員で取り組んだ理由は，学年の枠を越えて共に活動

することでリードする先輩の姿を見ることや，様々な新しい発想を聞いて自分の考えにつなげ

ること，自分から発言したり積極的に活動したりできない生徒も，できることや得意なことを

生かして役割分担することで，どの生徒も協力して活動することができると考えたためである。

そして，講師の附属小学校ＡＬＴを交えての授業では，ガーナの太鼓や鳴子等の楽器に実際に

触れ，音や振動を肌で感じるなど，心を揺さぶるような体験活動を行うようにした。また，外

国の料理を知るという授業では現地のオイルを使った調理活動を通して，味や香りを感じ，日

本の料理との違いや共通点を考えられるようにした（図 1）。このように，グループごとの学び

を深める時間と，学部全体で感じ合ったことを共有できる時間を組み合わせて授業を積み重ね

た（図 2，図 3，図 4，図 5，図 6）。 

 

   
図 1 調理活動             図 2 グループ発表場面① 

 

外国と日本の文化を改めて知るにあたり，教員の予想としては，「スポーツ」「料理」「音楽」

が候補に挙がると考えており，初めは音楽や調理を中心に学習を進める予定であった。しかし，

実際に子どもたちが自分で「調べてみたい」と感じたものについて意見をまとめたところ，「料

理」「遊び」「日本の名所や観光地の紹介」「行事や特色などの文化的なもの」という項目が挙が

った。そこで，「料理・遊びグループ」「日本紹介グループ」「文化グループ」という３つのグル

ープに分かれ，それぞれの学びを深める調べ学習の時間を設けた。 
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図 3 グループ発表場面②          図 4 日本のお茶紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

こと 

図 5 グループ発表場面③           図 6 振り返り場面 

 

また，授業を進めるポイントとしては，生徒自身が課題を見付け自ら取り組むことを大切に

することである。実際，教員が生徒の反応を予想して初めに授業計画を立てていたが，生徒た

ちの様子やつぶやきをさらに大切にすることを意識し，計画を随時変更しながら授業づくりを

進めてきた。外国の文化について知るうちに，生徒からは「附属小学校ＡＬＴに日本のことを

紹介したい。」「外国のことをもっと知りたい。」「こんなことをしてみたい。」という積極的な発

言が出るようになってきた。そこで授業内容を組み直して柔軟に学習が進められるようにした。 

 

 

評価について 

 

自分たちの取り組みや互いの活動を評価し合える取り組み，生徒の変化を評価するものとし

て，今年度は「学習シート（個人の自己評価）（図 7）」，「いいな！ボード（グループ相互評価）

（図 8，図 9，図 10）」，「エピソード記述」を使用した。実践の中で評価をどのようにするか話

し合った結果，ポートフォリオ評価を用いて毎回の授業の取り組みを積み重ねられるようにす

ること，いつでも振り返ることができるようなものを考えた。 

学習シートは，一人一人自分の取り組みを見つめ直すものとのとして「学習シート」への記
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入を取り入れた。これは，自分の目標や活動内容を書

き，授業の最後に振り返った内容を書くようにした。

振り返りの欄は生徒によって自分の言葉で書いたり，

取り組みの様子を表したシールを貼ったり，実態によ

って方法を変えた。また，繰り返し使えて，短時間で

使えるように改善しながら工夫した。 

「いいな！ボード」は，グループごとの発表で互いの

発表を聞いた後，周りの教師と話し合って「分かった

こと」「発表の良いところ」について「いいな！」と

いうグッドサインマークの イラストの個数（１～３

個）（図 8）や表情イラストカード（図 9）で意見を示

し，発表したグループに見せることで互いに評価し合

えるようにした。しかし，使っていく中で「項目が分

かりづらい」「もっと分かったことや気付きを伝え合

うものにしたい」という意見が出てきたことを受け， 

改善を重ねてより使いやすいものにした。項目も変更し，「なるほど」「質問」「うーん（分か

りづらい）」という３点を設けることで，単なる情報の伝達にとどまらず，また，発表を聞くだ

けでなく，日本と外国を比較して感心したことや分かったことを明確にすることや，「もっと

詳しく知りたい。」「ここはどうなっているのか。」と感じた新たな疑問を意見として取り上げ

られるものにした。（図 10）そうすることで，より理解を深められるようにしたいと考えた。 

 

 

図 8 いいな！ボード①  図 9 いいな！ボード②    図 10 いいな！ボード③ 

 

エピソード記述は，実践の振り返りとして，昨年度までの研究で活用してきた「エピソード

記述」を用いることにした。これは，「感じる・考える・伝え合う」というテーマを受けて生徒

の表情や様子，発言からどのように感じ，考えたのかを教師が読み取り，その変化を追って質

的に評価する必要があると考えたためである。３つのグループの中で，それぞれ一人ずつ対象

を決めた。その際，五感を使った実際の体験から感じる段階の生徒，感じたことをうまく言葉

では表現できないが自分なりの感じ方をして考えている生徒，自分の表現ではあるが言葉で思

ったことを伝えようとする生徒として視点を分けて一人ずつ取り上げた。授業後にグループの

教員同士で様子を伝え合い，記録を積み重ねることで次時の教師のかかわりや支援の手立てを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 学習シート 
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考えられることができた。内容としては生徒自身の実態のベースとなる背景，授業中の実際の

行動や様子の事実（エピソード），エピソードから読み取れる気持ちや感じたことの変容の３

点で記録を重ねてきた。 

 

 

まとめと今後の課題 

 

実践を重ねてきて，ＰＤＣＡサイクルで授業実践を積み重ねることの大切さを感じた。毎回，

授業後に取り組みを振り返ると，必ず改善点が挙げられた。座席の位置，時間配分，発表の仕

方など，工夫や改善を行った。また，生徒の自主的な活動を十分に引き出せない時には支援の

手立ての工夫を話し合い，アイディアを出し合うことで次時の支援につなげることができた。 

また，体験的な活動を取り入れ，授業の中に驚きや感動の瞬間をつくることも有効であった。

今回の授業では，音や振動，味などの五感に訴える要素を多く含んだ体験的な学習を取り入れ

ることで，十分に「感じる」ことができたと考える。感じることから日本と外国の共通点，違

いについて考えることにつなげることができた。また，分かったことや気付いたことをまとめ

発表する活動を取り入れることで，自分たちの調べたことが他の人に伝わる喜び，新しく発見

したことをぜひ伝えたい，という気持ちを引き出すことができたと考える。 

 そして，評価の工夫である。自己評価，相互評価，質的な評価を組み合わせることで，教師

が多面的に変化を追うことができるようになった。また，生徒自身が十分に自分の取り組みに

ついて振り返ったり，グループとして評価を受けたりすることでグループのメンバー同士での

協力につなげることができたと考える。 

最後に，外国への意識の広がりがあったと感じる。取り組みを通じて，自分たちの身近な生

活の中にある外国の要素に気付くこと，自分たちが住んでいる日本について改めて理解が深ま

ったこと，外国での出来事に関心を向けて話題にする様子が増えた。今回，自分たちが調べま

とめたことを伝え合うことから外国に関心を持ち，思ったことや考えたことを発言・発信して

いくという周りの人の役に立つための第一歩を踏み出すことができたと考える。実践を振り返

り，今後の課題としては，高等部としての目指す姿を引き出すための総合的な学習の時間にお

ける指導の継続や工夫や，他の教科や授業場面における「感じる・考える・伝え合う」のテー

マを受けた授業作りの実践，教師の支援や評価の在り方の探求が挙げられる。今後の授業を通

じて，今回挙げられた課題についてさらなる授業づくりを研究し，実践を継続していきたい。 
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