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地方教育行政の現状と課題 

 

―― 高校教員養成についての一考察 ―― 

 

柴 原 宏 一＊ 

(2015年9月15日受理) 

 

 

Current State and Issues of Local Education Administration 

：A Study of High School Teacher Training 

 

Kouichi SHIBAHARA 

 

 

キーワード：教員養成、高等学校、授業、研修 

 

 本稿では、平成 18(2006)年 12月に成立・公布・施行された改正教育基本法から現在まで急速に進んできた教育改革につ

いて、教育振興基本計画、教育再生実行会議の提言、中央教育審議会の答申を概観することで、学校教育への期待を明ら

かにするとともに、それを実現する役割を担う教員の養成における課題等について考察した。 

 社会が大きく変容していく中、教育で子どもたちをどのように育てるかという問題は、今後の日本社会の在り方そのものに

関わる大切な問題である。近年、小中一貫教育、さらには高大接続と、従来の学校種間の枠組みが大きく変化しようとしてい

るが、本来は前期中等教育、後期中等教育として密接な関係にあるべき中学校教育と高等学校教育の繋がりについての議

論はほとんど聞こえてこない。高等学校への進学率が 98.4％1)である現在、義務教育(小・中)と義務教育以外(高校)という区

別ではなく、小・中・高と連続した授業力の向上のための取り組みの必要性を、高校教員養成の観点から述べた。 

 

 

はじめに 

 

 今、教育界は大きく変わりつつある。平成 27(2015)年 4月には教育委員会制度が大きく変わり、

大学入学者の選抜方法についても、平成32(2020)年度を目途に新しい制度導入に向けて検討が進め

られている。この変化の根源ともいえるのが、改正教育基本法、教育振興基本計画、教育再生実行

会議からの各提言、それを受けての中央教育審議会答申だ。特に、教育再生実行会議は、平成

25(2013)年 1月に会議の設置が閣議決定されて以来、2年半後の平成 27(2015)年 7月末までに8つ

の提言が出され、実現可能なところから改革に取り組んでいる。少子高齢化、グローバル人材の育 

―――――――― 
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成、地方創生のための人材育成などの課題解決のためにも、教育に期待が集まっている。 

 

 

１ 今の社会情勢と教育で育てる人材 

 

 今、世界は急速にグローバル化が進行し、人や物だけでなく、情報や価値観を含むあらゆるもの

が国境を越えて移動している。グローバル化により国境の壁を超えた移動が起こるので、現在日本

で起きている現象も、これまでのように国内だけの価値観だけで解決できるものではなく、世界の

中での解決を目指すことが必要になる。従って、世界に通じる(英語力を含む)コミュニケーション

力、論理的思考力等を身につけた人材を育成することが急務である。 

 また、今、日本が直面している喫緊の課題を考えるとき、世界に類を見ない速さで進んでいる少

子化・高齢化から派生する様々な課題への対応も重要である。総務省統計局によると、平成 27(2015)

年には約 1億 2,600万人の日本の総人口が、30年後の平成 57(2045)年には約 1億 220万人に、50

年後の平成 77(2015)年には約 8,130万人になると予測されており、50年間で実に4,470万人、率に

して 35.5％もの人口が減少することになる。また、総人口に占める 65歳以上(老年人口)の割合は、

平成 27(2055)年の 26.8％が 50年後の平成77(2065)年には 40.4％になるとも予測されている 2)。総

人口が減少することで、日本の社会全体の活力が低下し、生産年齢人口の減少に伴って生産拠点も

海外に移転するなど国内経済が悪化していくことが予想されるし、世界全体が知識基盤社会へと進

んでいることを考え合わせると、教育が育てる人材の質が重要になる。 

 

 

２ 教育基本法の改正、教育振興基本計画の策定、教育再生実行会議の設置 

 

(１) 教育基本法の改正と教育振興基本計画の策定 

 平成 12(2000)年 12月にまとめられた「教育改革国民会議―教育を変える 17の提案―」を受け、

平成 13(2001)年 11月に文部科学大臣が中央教育審議会に「教育振興基本計画の策定と新しい時代

にふさわしい教育基本法の在り方」について諮問した。それに対して中央教育審議会は、平成

15(2003)年 3月に、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を

文部科学大臣に答申し、その後、教育基本法の全面改正と教育振興基本計画策定へと進んでいく。 

 中央教育審議会の答申を受けた内閣は、平成18(2006)年、教育基本法改正法案を通常国会に提出

したが継続審議となった。同年 9月に内閣が替わり、その後の臨時国会で、同年12月 15日に教育

基本法改正法が成立し、教育基本法の第 17条第 1項 3)に教育振興基本計画の策定が規定された。 

 平成 18(2006)年 12月の教育基本法の改正後、文部科学大臣から平成 19(2007)年 2月に諮問を受

けた中央教育審議会は、平成 20(2008)年 4月、「教育振興基本計画について―「教育立国」の実現

に向けて―」を答申し、政府は平成 20(2008)年 7月 1日、教育振興基本計画を閣議決定した。 

 平成 20(2008)年に策定された教育振興基本計画は、平成 20(2008)年度から 10年間を通じて目指

すべき教育の姿として、「義務教育修了までにすべての子どもに自立して社会で生きていく基礎を育

てる」4)こと、及び「社会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てる」5)
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ことを掲げ、平成 20(2008)年度から平成24(2012)年度までの5年間(第 1期)に総合的かつ計画的に

取り組むべき施策の基本的考え方として「教育に関する政策を横断的に捉え直し、その総合的な推

進を図る。」6)ことを挙げた。さらに施策の基本的方向として、①社会全体で教育の向上に取り組む、

②個性を尊重しつつ能力を伸ばし、個人として、社会の一員として生きる基盤を育てる、③教養と

専門性を備えた知性豊かな人間を養成し、社会の発展を支える、④子どもたちの安全・安心を確保

するとともに、質の高い教育環境を整備する、の4つを挙げた 7)。 

 第 1期計画後半の平成 23(2011)年 6月、文部科学大臣が中央教育審議会に第 2期計画の在り方に

ついて諮問し、平成 25(2013)年 4月 25日、中央教育審議会は「第 2期教育振興基本計画について」

を答申した。その後政府は、中央教育審議会の答申に同年1月に設置された教育再生実行会議の提

言を盛り込み、同年 6月 14日に第 2期教育振興基本計画を閣議決定した。 

 第 2期教育振興基本計画では、取り組むべき施策についての基本的方向性として、①社会を生き

抜く力の養成、②未来への飛躍を実現する人材の養成、③学びのセーフティーネットの構築、④絆

づくりと活力あるコミュニティの形成、の4つを挙げ、その基本的方向性に沿った 8つの成果目標

と 30の基本施策(4のビジョン，8のミッション，30のアクション)を示した 8)。 

 

(２) 教育再生実行会議の設置 

 平成 25(2013)年 1月 15日、政府は首相直属の教育再生実行会議の開催を閣議決定し 9)、政府と

して教育改革を強く打ち出した。平成 25(2013)年 1月の会議設置以降、教育の各分野にわたって集

中的に審議が行われ、平成 27(2015)年 7月末までの間に、第 1次提言「いじめの問題等への対応に

ついて」(平成 25年 2月 26日)、第 2次提言「教育委員会制度等の在り方について」(平成 25年 4

月 15日)、第 3次提言「これからの大学教育等の在り方について」(平成 25年 5月 28日)、第 4次

提言「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」(平成 25年 10月 31

日)、第 5次提言「今後の学制等の在り方について」(平成 26年 7月3日)、第 6次提言「「学び続け

る」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方について」(平成 27年 3月 4日)、第

7次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教育、教師の在り方について」(平

成 27年 5月 14日)、第 8次提言「教育立国実現のための教育投資・教育財源の在り方について」(平

成 27年 7月 8日)、の 8つが出された。 

 これらの提言を受け、「いじめ防止対策推進法」の制定、「いじめの防止等のための基本的な方針」

の策定、道徳に係る学習指導要領の一部改正等、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律」の制定、スーパーグローバル大学創成支援、スーパーグローバルハイスクール、

大学教育再生加速プログラム、「理工系人材育成戦略」の策定、「学校教育法及び国立大学法人法の

一部を改正する法律」の制定、中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向

けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」、「高大接続改革実行プラン」

の策定、「学校教育法等の一部を改正する法律」案を平成 27年通常国会に提出、「地(知)の拠点大学

による地方創生推進事業(COCプラス)」、などの取り組みが進んでいる。 

 次に、急速に進む教育改革の中、教育振興基本計画等に述べられている、学校教育、特に小学校、

中学校、高等学校と 12年続く初等中等教育に対する期待と、それを担う教員について概観する。 
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３ 第 2期教育振興基本計画における初等中等教育と教員 

 

(１) 教育への期待と教育の使命 

 第２期教育振興基本計画はその前文で、現在日本が直面している危機を回避させ、今後、社会が

発展していくための基盤としての教育に対する大いなる期待 10)に言及している。 

 教育行政に対しても、「「人格の完成」や「個人の尊厳」などの普遍的な理念を継承しつつ，平成

18年に改正された教育基本法においては，①知・徳・体の調和がとれ，生涯にわたって自己実現を

目指す自立した個人，②公共の精神を尊び，国家・社会の形成に主体的に参画する国民，③我が国

の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の育成を目指すことが明確にされた。このよう

な理念を達成するためには，現下の社会経済情勢及び将来展望を十分に踏まえ，「教育立国」として

ふさわしい教育の在り方を具体的に検討し，必要な政策を実行することが求められる。」11)と、教育

立国実現に向けて果たすべき責務について述べている。 

 

(２) 義務教育段階における現状と課題 

 義務教育段階における教育について、義務教育の目的は国家・社会の形成者としての基本的資質

を養うこと 12)とした上で、義務教育段階における「確かな学力」の重要性について述べている 13)。

それに続けて我が国の児童生徒の学力の現状について、「現状は，新学習指導要領の目指す「確かな

学力」に照らし，いまだ多くの課題を抱えるものと言わざるを得ない。新学習指導要領は，平成23

年度から小学校で，平成24年度から中学校で全面実施されているが，その趣旨の実現に向けた教育

活動の充実のため，各学校における教育環境整備の推進や全国学力・学習状況調査の結果等を踏ま

えた指導方法の改善の提案など一層のきめ細かい支援が求められる。」14)と、課題を抱えている現状

に触れ、その課題解決のために教育行政が今後取り組むべき問題を提起している 15)。 

 

(３) 高等学校段階における現状と課題 

 高等学校段階については、「高等学校教育段階は，義務教育とは異なり個人の意欲・能力等に応じ

て進学が選択されるものであり，入学時点及び卒業時点における個々の生徒の能力・適性・進路等

に応じて高等学校の在り方が多様化している。また，高等学校への進学率は98％に達し，国民的教

育機関となっている状況を踏まえた対応が必要となっている。」16)と、国民的教育機関として期待さ

れる高等学校について述べ、更に、「生徒の多様な学習ニーズに応えるため，単位制高等学校や総合

学科など多様な高等学校教育の選択肢を提供するための制度を整備してきたが，･･･(略)･･･，多様

な高等学校の在り方を前提としつつも，公財政支出が成果に結び付くよう高等学校と大学の接続の

観点も含め，高等学校教育の質の保証等に本格的に取り組むことが喫緊の課題となっている」17)と、

高等学校での教育の質の保証についての取組が必要であることについて言及している。 

 

 

４ 教育再生実行会議の提言における初等中等教育と教員 

 

(１) 第 4次提言「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」 
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 本提言では、現在の高等学校教育について、高等学校教員や国・地方自治体が忘れてはならない

視点について述べている。つまり、高等学校教育においては、①基礎学力を習得させること、②志

をもって主体的に学び社会に貢献する能力を習得させること、③義務教育の基礎の上に、主体的に

学ぶ習慣と文系・理系を問わない幅広い教養を身に付けさせ、その上で、一人一人の個性の伸長を

図りつつ、一定の専門的な知識等を習得させるとともに、社会の発展に寄与する志や責任感を養う

こと、④体験活動を充実し、能力や意欲に応じて様々な進路に挑戦できるようにすること、⑤絶え

ず質の向上を図っていくこと、⑥高等学校関係者と大学関係者の間で様々な協議を行うとともに、

教員の交流を深めるなど、その機会の拡大を図ること、⑦外国語教育などにおいては高等学校より

前の段階からの連携強化にも取り組むこと、について述べている 18)ことを見逃してはならない。 

 

(２) 第 5次提言「今後の学制等の在り方について」 

 本提言では、世界に類を見ない速さで少子・高齢化が進行している日本の現状を踏まえ、日本が

将来にわたって成長し発展を続けるため基盤としての教育 19)について述べた後、「義務教育は、一

人一人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる基礎を培い、国家社会の形成者と

して必要とされる基本的な資質を養うものであり、知・徳・体をバランス良く育てる全人教育が必

要です。･･･(略)･･･高等学校段階の教育においては、第4次提言で述べたように、義務教育の基礎

の上に、変化の激しい現代社会において主体的な自己を確立し自ら学び行動していくための幅広い

教養と一定の専門的な知識、職業観等を身に付け、社会の発展に寄与する志や責任感を養うことが

求められます。生徒の能力や適性は多様であり、生徒の学習ニーズに対応した教育を受けられるよ

う多様化や特色化を図ることが重要です。」20)と、義務教育の基礎の上に行われる高等学校教育の重

要性について言及している。 

 また、教育を担う教員の養成・採用についても、「教員免許制度を改革するとともに、社会から尊

敬され学び続ける質の高い教師を確保するため、養成や採用、研修等の在り方を見直す。」21)とし、

質の高い教師を確保するために、養成・採用・研修を見直すことついても言及している 22)。 

 

(３) 第 6次提言「「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方につい

て」 

 本提言では、地方創生において、地域を動かすエンジンとしての「教育」への期待 23)と、その教

育を実践する教師を育成することの大切さ 24)について述べている。 

 

(４) 第 7次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教育、教師の在り方に

ついて」 

 本提言は、教員の養成等について、きわめて示唆に富む内容を述べている。まず、「はじめに」で、

今後の教育について、「こうした社会の変化の中を生き抜くためには、…(略)…、教育の在り方も変

わっていかなくてはなりません。また、十人十色の個々の才能に合わせて多様な教育を提供してい

くことも必要です。」25)と述べ、更に、「教育改革は、少なくとも 20年以上先を見据えて取り組まな

ければなりませんが、今現在の教育に携わる人たちは現在の常識や価値観を基準にしており、親世

代は自分が受けた 20 年以上前の教育を基準にして考えますので、そこには40年以上のギャップが
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あるという指摘もあります。」26)と、教育関係者が現在の常識や価値観を基準とするのではなく、将

来を見据えて取り組むべき姿勢の大切さについて言及している。 

 又、本文の冒頭「これからの時代を生きる人たちに必要とされる資質・能力」として、①主体的

に課題を発見し、解決に導く力、志、リーダーシップ、②創造性、チャレンジ精神、忍耐力、自己

肯定感、③感性、思いやり、コミュニケーション能力、多様性を受容する力、の3つを挙げ 27)、こ

れらの育成について、「与えられた課題を速く、正確に解決することに重点が置かれた、これまでの

教育では、培うことはできません。真に必要なのは、･･･(略)･･･体験型・課題解決型の学習です。

こうした学びを実現するため、教育内容・方法の抜本的な革新が不可欠です。」28)とし、「アクティ

ブ・ラーニングの推進、世界に伍する教育体制の確立」29)及び「ICT 活用による学びの環境の革新

と情報活用能力の育成」30)が重要であると述べている。 

 更に続けて、「教師に優れた人材が集まる改革」の必要性について、「教育内容・方法の革新が、

学校現場で効果的に実践されるかどうかは、直接、子供の指導に当たる一人一人の教師の資質・能

力と学校の教職員体制にかかっています。特に、今後実行される高大接続改革に対応した教育への

転換を図るためにも、教師の養成・採用・研修の改革が喫緊の課題です。」31)と説き、「教師の影響

力は子供の一生に及びます。このため、教師に優秀な人材を得ることが決定的に重要です。そのた

めには、･･･(略)･･･、国として、改めて教師に優秀な人材を求めるという姿勢を明確に打ち出す必

要があります。」32)と、教員に優れた人材を得ることの大切さに触れ、「国として、社会の変化を見

据えて、教師が身に付けておくべき資質・能力を明示し、それに基づきつつ、教師が、4 年間の教

職課程での学びで終わることなく、教職生活全体を通じ、体系的に学び続けられる体制を整備する

ことが不可欠です。そして、研鑽を積み、優れた指導力や人格を備えた教師が、大学での教師の養

成に携わり、次世代の優れた教師を育てるという好循環を創り出すことが必要です。」33)と、優れた

教師を育てるために教育行政が取り組むべきことについて述べている。 

 更に、採用後の研修について、「教育内容・方法の革新を学校現場で円滑に実施するためには、現

職教師に対する研修が緊要である。特に、今後実行される高大接続改革は、大学入学者選抜の改革

のみにとどまるものではなく、大学教育及び高等学校以下の教育を一体的に改革するものであ

り、･･･(略)･･･この改革を実現するためには、一人一人の教師が、これからの子供に培うべき力を

十分理解し、それに必要な教育を実践できる資質・能力を身に付けるための現職研修の改革が不可

欠である。」34)とし、「国、地方公共団体は、それぞれが行う教師の現職研修が、アクティブ・ラー

ニングなどの新たな課題を踏まえて計画的に実施されるよう、上述の教師の育成指標に基づく研修

指針等を策定する。その際、･･･(略)･･･、画一的な研修の履修を全ての教師に義務づけるのではな

く、各学校のニーズに合わせて、例えば、海外の研修プログラムへの参加や先進的な学校への出向

など、教師の育成指標に基づきつつ、他の研修等でも代替できるよう柔軟に運用することが必要で

ある。」35)、「研修を行うに当たっては、英語教育、道徳教育、特別支援教育等とともに、全ての教

科にわたり、アクティブ・ラーニングや効果的な ICTの活用等の新たな課題に対応し、真の「学力」

を十分に身に付けられる理論と実践的な指導力を的確に育成するための研修を充実する。」36)と、研

修内容等の工夫について国、地方公共団体が取り組むべき内容について言及している。 
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５ 中央教育審議会答申における初等中等教育と教員 

 

(１) 教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(平成 24年 8月 28日) 

 本答申は、教育再生実行会議設置の前年に出されたものだが、現在進められている教育改革にお

ける教員養成の基本的考え方として、その趣旨を十分に理解することが必要である。 

 答申では、これからの教員に求められる資質能力として、①教職に対する責任感、探究力、教職

生活全体を通じて自主的に学び続ける力、②専門職としての高度な知識・技能・教科や教職に関す

る高度な専門的知識・新たな学びを展開できる実践的指導力・教科指導、生徒指導、学級経営等を

的確に実践できる力、③総合的な人間力、の３つを挙げている 37)。 

 更に、教員養成についての取り組むべき課題として、「大学での養成と教育委員会による研修は分

断されており、教員が大学卒業後も学びを継続する体制が不十分である。このため、･･･(略)･･･、

教育委員会と大学との連携・協働により、教職生活全体を通じて学び続ける教員を継続的に支援す

るための一体的な改革を行う必要がある。」38)と述べ、現在の大学と教育委員会の関係についても「教

員になる前の教育は大学、教員になった後の研修は教育委員会という、断絶した役割分担から脱却

し、教育委員会と大学との連携・協働により教職生活全体を通じた一体的な改革、学び続ける教員

を支援する仕組みを構築する必要がある。」39)としながらも、「この場合、「大学における教員養成」

及び「開放制の教員養成」の原則については、今回の改革でも基本的に尊重する」40)と、開放制の

教員養成の仕組みの中での大学と教育委員会との連携・協働の必要性を述べている。 

 その上で、「研修」について、「教員は、日々の教育実践や授業研究等の校内研修、近隣の学校と

の合同研修会、民間教育研究団体の研究会への参加、自発的な研修によって、学び合い、高め合い

ながら実践力を身に付けていく。しかしながら近年では学校の小規模化や年齢構成の変化などによ

ってこうした機能が弱まりつつあるとの指摘もある。教育委員会においては、こうした校内研修等

を活性化するための取組を推進するとともに、組織的かつ効果的な指導主事による学校訪問の在り

方の研究など、学校現場の指導の継続的な改善を支える指導行政の在り方を検討していくことが求

められる。」41)と、研修に対する教育行政の今後の在り方に対する問題を提起している。 

 

(２) 新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜

の一体的改革について(平成 26年 12月22日) 

 本答申では、今後の教育改革が目指すべき方向性として、「初等中等教育から高等教育まで一貫し

た、これからの時代に求められる力の育成」42)を挙げている。その育成のため、「平成 19 年の学校

教育法改正により、･･･(略)･･･、3つの重要な要素（いわゆる「学力の3要素」）から構成される「確

かな学力」を育むことが重要であることが明確に示されたところである。こうした「確かな学力」

の育成を目指し、特に小･中学校においては、学力の3要素を踏まえた指導の充実が図られるよう、

多くの関係者による実践が重ねられてきた。････(略)････高等学校教育及び大学教育においては、

そうした義務教育までの成果を確実につなぎ、それぞれの学校段階において「生きる力」「確かな学

力」を確実に育み、初等中等教育から高等教育まで一貫した形で、一人ひとりに育まれた力を更に

発展・向上させることが肝要である。」43)と、初等教育、中等教育、高等教育の連続性の重要さにつ

いて述べている。 
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 しかしその一方で、高等学校を「選抜性の高い大学へ生徒が進学する高等学校」「「従来型の学力」

について中間層の生徒が多い高等学校」「「従来型の学力」の習得に困難を抱えている生徒が多い高

等学校」の 3 つに分けて考察した上で 44)、「こうした現状から課題として浮かび上がってくること

は、高等学校においては、小・中学校に比べ知識伝達型の授業に留まる傾向があり、学力の3要素

を踏まえた指導が浸透していないことである。」45)と結論づけ、「高等学校教育として生徒に共通に

身に付ける学力が確保されていないことも大きな課題となっている。」46)と、学力について高等学校

が解決すべき課題についても言及し、さらに、初等教育から高等教育までを貫く視点から、「幼児教

育、小・中学校で積み上げられてきた教育の成果を、高等学校、大学における教育で確実に発展さ

せていくことが必要である。」47)と述べている。 

 又、高等学校教員に必要な資質として「これからの高等学校教員には、課題の発見と解決に向け

た主体的・協働的な学びを重視した教育を展開するとともに、生徒の多様な学習成果や活動を適切

に評価することなどにより、これからの時代に必要な資質・能力を身に付けさせ、生徒一人ひとり

の可能性を伸ばしていく観点から指導を行う力量が求められる。」48)と述べ、その資質を持った教員

を養成するため、国や地方自治体、大学に、「開放制の原則の中でもこうした力が身に付くよう、教

員の資質・能力の向上に向け、教職課程を改善し、研修・採用等の方法を整備する。特に、大学の

教職課程において、教員に必要な資質・能力を育成するとともに、現職教員について、各主体の研

修においてこうした指導力を身に付けるプログラムが整備されるよう、必要な環境整備を図る。」49)

ことや「国は、高等学校教員が、課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びを重視した教育

を展開するとともに、生徒の多様な学習成果や活動を適切に評価することができるよう、きめ細か

な指導体制の充実を図るとともに、教員の資質・能力の向上に向け、教員の養成・採用・研修の改

善を図るための具体策を示すこと。」50)を求めている。 

 

 

６ 教育を担う教員の授業力 

 

 以上概観してきたことを、実際に学校で実践するのは教員であり、教員の資質・能力が向上しな

ければ改革は期待できない。そのため、大学での教員の養成課程や採用後の研修をとおして教員の

資質・能力の向上を図ることは、今後の日本にとって喫緊の重要な課題である。 

 子どもたちは、学校の中で、教員の指導のもとに様々なことを学んでいく。知識は勿論だが、も

のの見方・考え方、さらには生き方そのものまでも身に付けていく。つまり、教員は、授業をはじ

めとする教育活動全体の中で、どんな力を子どもたちに育みたいのかということを常に念頭に置く

ことが重要である。特に、教育活動の中でも中心を占める授業に対する取り組み方は大切である。

一口に「授業力」といっても、思い浮かべる「力」は人それぞれに違う。ここでは、中央教育審議

会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選

抜の一体改革について」で述べられている「課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びを重

視した教育を展開するとともに、生徒の多様な学習成果や活動を適切に評価することなどにより、

これからの時代に必要な資質・能力を身に付けさせ、生徒一人ひとりの可能性を伸ばしていく観点
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から指導を行う力量」を授業力と考え、ここに述べられている３つの観点から指導することのでき

る教員を養成することが重要である。 

 

 

７ 小学校、中学校教員中心の教育学部における教員養成 

 

 現在、教員養成の中核をなす国立大学法人の教育学部は、小・中学校教員、特別支援学校教員の

養成に主眼が置かれている。茨城大学教育学部のWeb ページ 51)には「学校教育教員養成課程では、

論理力、実践力、表現力を培い、魅力ある人づくりに力を入れるとともに、所属するコースや選修

に対応した各教科の専門性、あるいは特別支援学校の教師として必要な専門性を育みます。同時に

子どもの成長や発達に対応した教育的方法を身に付け、小学校、中学校の教師として自信をもって

教壇に立つことができる、真に実力のある教師を育てます。」とあり、宮城教育大学の Web ページ
52)にも「社会に対する教員の資質能力の向上に応えるため、教員養成に責任を負う大学として、幼

稚園・小学校・中学校・特別支援学校等における確かな指導力と学力、"教育の未来と子どもたちの

未来のために"豊かな実践力を持つ教員を養成することを目指します。」とあるように、多くの教育

学部では優秀な小・中・特別支援学校教員の養成を目指したカリキュラムが組まれており、高等学

校教諭免許状を取得できても、養成の中心はあくまでも小・中・特別支援学校教員である。その養

成の過程で、高等学校教育に興味関心のある者が高校教員を志願するというのが現状であり、教育

学部の目的からしてその人数は限られている。 

 

 

８ 採用後の研修 

 

 文部科学省による 53)と、平成 26 年度教員採用において、国立の教員養成大学・学部出身者で、

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教員、養護教諭、栄養教諭として採用された者の合計

8,573名のうち、高等学校教員採用者は712名(8.3％)であった。一方、全国で高等学校教員として

採用された者 5,127名のうち、一般大学出身者は 3,237名(63.1％)であった。開放制の教員養成の

原則から考えても、高等学校教員に一般大学出身者が多いのは当然である。そのため、採用後に行

われる一般大学出身者と教員養成系出身者の協働による研修が重要になる。一般大学では教職に関

する学習が少ないといわれるが、その反面、それぞれの教科について専門的に学ぶので、教職科目

を多く学んできた教員養成系大学出身者と一般大学出身者が現場で協力しながら子どもたちの教育

に携わる研修を行うことで、互いの資質向上が期待される。小学校、中学校はもちろん、高等学校

でも研修は行われており、それらの様々な研修をとおして、新規採用教員はその資質・能力を向上

させていく。採用後の組織だった研修を大きく分けると、任命権者である各教育委員会が研修セン

ター等で実施する研修、各学校内で行われる研修、さらに、教員の研究団体が行う研修に分けられ

るが、教育委員会の施策の中で、高等学校教員の授業力向上を目的とした事業や研修は、小・中学

校教員を対象としたものに比べて少ないと言わざるを得ない。それは、各高等学校間の特色化が進

んでいることから、小・中学校のように授業力向上のために一律の研修を行えないという事情もあ
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る。そのため、新規採用された多くの高等学校教員は、校内研修で参観した先輩教員の授業や、自

分が高校時代に受けた授業を参考にしながら自分の授業スタイルを創り上げていくことになる。新

規採用者の配属校が大規模校であるなら、同じ教科の先輩教員に学ぶこともできるが、小規模校に

配属された場合は、教科に自分一人しか配置されていないこともある。その場合には校内に見本と

なる先輩教員がいないことから、自分が高校生時代に受けた授業スタイルを思い浮かべながら毎日

の授業に臨むことになり、その結果、時代が求めている授業力が十分身につかないことも起こりえ

る。 

 また、小・中学校教員と高等学校教員の校内研修に対する意識の違いも重要である。多くの小・

中学校では、学校によって名称の違いはあっても、「研究主任」を校務分掌に位置づけ、その学校が

取り組むべき研究目標・内容について全教員の理解を図り、全員で目標に向けた取組を行っている。

原則として全教科を担任が担当する小学校はもちろん、教科担任制の中学校でも、教科ごとに研究

目標に沿った授業法を工夫する取組を行っている。つまり、学校全体で目標を設定し、全員が教科

の枠を超えて研究目標に向けて取り組む姿勢が、長い間に培われてきた。 

 しかし、高等学校は状況が異なる。文部科学省の「学習指導と学習評価に対する意識調査」54)に 

                   ※平成21年度文部科学省委託調査「学習指導と学習評価に対する意識調査」から作成 

 

よると、「指導と評価の一体化や教員の力量向上に学校全体で取り組んでいるか」との質問に対し、

小学校では管理職の 90.0％、教員の 82.5％が、中学校でも管理職の 82.7％、教員の 66.5％が「そ

のとおりだ」「どちらかというとそうだ」と肯定的な回答をしたのに対し、高等学校の肯定的な回答

は管理職で 54.8％、教員では 45.1％と、約半分にとどまっている。 

 一方、「評価基準の改善や評価方法の研究は教員個人に任されているか」との質問に、「そのとお

りだ」「どちらかというとそうだ」と回答したのは、小学校では管理職の 9.9％、教員の 17.5％、中

学校では管理職の 17.4％、教員の 33.6％に対し、高等学校では管理職で 45.2％、教員は 54.9％だ

42.2

35.6

36.0

25.3

14.4

11.4

47.8

46.9

46.7

41.2

40.4

33.7

9.3

15.3

15.5

25.8

38

40.9

0.6

2.2

1.9

7.8

7.2

14

100806040200204060

管理職

教員

管理職

教員

管理職

教員

小
学
校

中
学
校

高
校

図 学校等における学習指導や学習評価への取組状況

指導と評価の一体化や教員の力量向上に学校全体で取り組んでいる【Ａ】
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った。このことは、小・中学校教員と高等学校教員の意識の違いを端的に表していると同時に、授

業力向上のための研修に全校で取り組むことが難しい高等学校の実情が見えてくる。 

 

 

９ 小学校、中学校、高等学校をとおした授業力向上のための研修 

 

 初等教育と前期中等教育の連続性に係る課題は「中一ギャップ」で顕在化し、各自治体もその対

策に取り組んでいる。また、後期中等教育と高等教育の連続性については、高大接続の観点から現

在検討が進んでいる。そのような状況の中、本来は担保されるべき前期中等教育と後期中等教育の

連続性に関する議論が起きてこないのは不思議だといわざるを得ない。その連続性に問題がないの

ではなく、両者間に溝があることに対する認識が低いのではないだろうか。しかし、これからの時

代を生きる子どもたちに必要な資質・能力を育むために、12年間を見通し、各段階に応じた「課題

の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びを重視した教育」の工夫がもっとなされるべきである。 

 茨城県の小学校や中学校では、県教育委員会が中心となって、教員の授業力向上を目的とした「学

力向上推進プロジェクト事業」の中で「授業力ブラッシュアップ研修」に取り組み、各市町村教育

委員会でも、管内の教員を集めて研修会を実施してきた。また、小・中学校間の教員の異動も積極

的に行われているため、小・中学校をとおして授業力向上のための研修が行われやすい環境があり、

両校種をとおして「アクティブ・ラーニング」や「学びあい」による授業に取り組む素地がある。

しかし、中・高間では、授業力向上のための同様の研修は、ほとんど行われていない。 

 現在の小中一貫、高大接続の流れの中で、本来は中等教育を担うべき中学校と高等学校の間にあ

る授業観の大きな溝を、どうやって埋めればよいのであろうか。理想は、中学校と高等学校の教員

が、合同で授業力向上のための研修会を行うことである。それをとおして、高等学校の教員は中学

校で行われている「学びあい」などの授業を学び、中学校教員は高校入学までに生徒に身に付けさ

せておくべき知識や技能の程度を理解することができる。中でも一番大切なのは、多くの高校教員

が抱いている講義中心の授業観から脱却できることへの期待だ。 

 ところで、高等学校の授業はどうして変わることができないのだろうか。 

石井 55)によると、高等学校教員の特色として「一般的に教職に限らず専門職は、常に閉鎖性に陥り

やすい傾向があるといわれる。専門的な高度な知識と技術に守られていればいるほど素人の批判か

ら自由であり、そこから閉鎖性が始まる。高校教員の職務特性として学力が高い高校の場合は教え

る教材内容の水準は高いが、用いる技術は単純であり、授業は他の同僚教師から孤立した状況のな

かで行われる傾向が強い。たとえ特定の教員が高度な技術を開発したとしても、校内的に指導技術

の交流とその蓄積はなされない。さらに、高校の教員組織は相互不干渉性や閉鎖性が強い。」56)と述

べている。さらに、高校の授業が変わらない要因として、「高校の授業が変わらない要因は一人ひと

りの教員の意識というより、これまでの教育活動を通じて連綿と形成されてきた学校組織特性や教

員特性にあったと考える。学校組織は教育目標の曖昧さや生徒の多様さに対応するために教員に一

定の裁量権を与え、個々の教員が様々な課題を解消してきた。さらに高校教員の相互不干渉性主義、

そして自らの専門の知識を重視する教科主義等によって授業は閉鎖した空間のなかで行われてきた。

また、高校の教員は学校格差があるなかで、一定の期間を経て異動を繰り返す。そのために常に人
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が変わり協働性の低い組織となっている。」57)と高校教員の教科主義、相互不干渉主義を挙げ、さら

に「こうしたなかで、たとえば生徒による授業評価などが意識改革のために取り入れられたが、そ

の集計が教科単位であったり、学校単位であったりして、教員個人の振り返りにはなかなかつなが

らない。こうして、授業は個々の教員が担当するものという意識が強く、高校の授業は変わりにく

い状況にあるといえる。」58)と、高校の現状を端的に表現している。 

 高校教員のいう「専門性が高い」とは「教材内容の水準が高い」ということであり、授業力の高

さと必ずしも繋がるものではないので、小・中・高をとおした授業力向上の研修は必要なのである。 

 先日、県内の A 小学校で、「めぐる 電気のパワー」と題する 6年生の理科の授業を参観したと

きのことだ。教員が授業の目的を説明した後、子どもたちは班ごとに目的に沿った実験方法を話し

合い、その話し合いに基づいて必要な実験機材を前のテーブルから自由に持ってきて実験を行って

いた。その授業では教科書を机の中にしまわせ、話し合いの最中に子どもたちが教科書を見ること

はなく、それぞれが考えた様々な方法を出しあうが、その方法が上手くいくかどうか誰も分からな

いので自分の提案が班員から否定されることはない。そのため、もっとこんな方法もあるのではな

いかと、話し合いは活発に続いた。その話し合い後、各班がそれぞれ実験に取り組み始めたが、班

員の提案を一つ一つ確認していくときの子どもたちの真剣な表情や、成功したときの「やったー」

という喜びの表情からは、自分たちで問題を解決していく授業の楽しさを実感することができた。 

 その数週間後、県内のB高校の 1年生で、重力加速度の測定実験を参観する機会があった。その

授業では実験に必要な器具が予め用意されており、プリントには実験方法と測定結果を記入する枠

が印刷されていた。教員の説明後、生徒達は各グループで実験に取りかかったが、そこには自分た

ちが実験を組み立てていくという喜びの姿はなかった。高等学校段階では実験結果の考察をとおし

て生徒の課題解決能力を育てていくことに主眼が置かれているのだろうが、小学校の授業と違って

従来の授業スタイルとほとんど変わらず、「課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びを重視

した教育」を目的とした授業とは差があることを痛感した。 

 一方、新しい授業の形への取組も始まっている。県内のC高校では、全教室にプロジェクション

タイプの電子黒板を導入し、生徒の授業への意欲を喚起する取組も行われている。県内のD高校で

は、課外の時間に ICTを用いたアクティブ・ラーニングの試行も始まった。E中等教育学校では、

後期課程の教員が前期課程の授業を参観し、公開授業を行うことで授業力の向上に取り組んでいる。 

 また、茨城県教育委員会も特徴的な取組を始めている。平成 25(2013)年度の高等学校学習指導要

領実施にあわせた全校での英語授業へのディベート活動導入、中学校・高等学校の英語教員がハワ

イ大学でTESOLを学び、帰国後にその成果を小･中･高で共有する取組、中学校･高等学校をとおし

た道徳指導の研修等である。特に、高校英語へのディベート活動導入については、平成23(2011)年

度から平成 25(2013)年度までの調査から、主体的・協働的な学びを重視したディベート活動は、「生

徒にとっても、授業を担当する教員にとっても、効果がある」と結論づけられている 59)。 

 しかし、これらの取組はまだまだ一部のものでしかなく、全校・全教科にこうした取組を広げて

いくためにも、小・中・高をとおして「課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びを重視し

た教育」を目指した授業力向上のための研修を更に充実させることが必要である。 
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10 高等学校教員養成のための今後の取り組み 

 

 今、文部科学省は、国立大学の学部見直しを進めており 60)、人文・教員養成系学部を縮小して、

理工系学部の充実を図ろうとしている。そのためには、優秀な高校生が理工系学部に進学するよう

でなければならないが、その高校生を育てる高校教員の養成についてはあまり話題にならない。大

学が、優秀な高校教員を養成することの大事さに気付かなければ、大学に入学してくる学生の質の

向上は望めない。小学校、中学校の義務教育段階で、「アクティブ・ラーニング」、「学びあい」、「グ

ループ学習」、「課題解決学習」などを中心とした授業で子どもたちを育てても、高等学校入学後の

授業の多くが旧態依然の講義中心、一方的な教え込み形式では、それまで育んできた子どもの能力

の伸びも止まってしまう。そうならないためにも、大学で高等学校教員の養成に本腰を入れること

が必要である。開放制の趣旨を尊重し、教員養成系学部以外でも質の高い教員養成を行うため、課

題を克服して全学部を横断する高校教員養成プログラムを構築することが必要である。 

 現在、教員養成系学部と一般学部で、教員免許状を取得するのに必要な単位数に差はない。しか

し、教員養成系学部では、教職科目以外にもボランティア活動に積極的に取り組んだり、地域交流

を積極的に行ったりと、教員養成に特化した取組が充実している。それらの活動をとおして、学生

達は教員に必要な資質・能力を育んでいく。一方、一般学部は、当然ながら、その学部本来の科目

履修が中心であり、一般学部が教員志望者に対して独自のプログラムを行う例は、国立大学協会の

資料 61)を見てもそう多いとはいえない。そのため、現行の制度下で高校教員を養成するため、大学

に、教育委員会と連携した学部横断的な組織を置くことが必要である。 

 また、高等学校では学校間の学力に差があるが、「課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学

びを重視した教育」を目指した小・中学校と連携した授業力向上のための研修は可能であるし、中

学校教員と高等学校教員が互いの授業を知ることで、高等学校の授業が変わることが期待される。

高等学校教員が、今まで「専門性」という言葉に甘んじて時代の要求に応えてこなかったことにも

気づくはずである。そのために、教育委員会は、高等学校教員と中学校教員が互いの授業を知るた

めに、中学校教員と高等学校教員が一緒に授業力向上のために研修する場を作ることが必要である。

前出のグラフからわかるように、高等学校では管理職も半数近くが「評価基準の改善や評価方法の

研究は教員個人に任されている」と考えている現状を見ても、教育委員会主導で「中学校教員と高

等学校教員が協働しての授業力向上のために研修」を事業化することが、今の教育改革が目指して

いる「初等中等教育から高等教育まで一貫した、これからの時代に求められる力の育成」62)のため

には不可欠である。 

 併せて、開放制の教員養成における一般学部での高等学校教員養成の重要さを、大学、教育委員

会の双方が理解することも重要である。高等学校教員を目指す一般学部生に、高等学校でのボラン

ティア活動の場を提供したり、現職の高等学校教員と意見を交換する場を設けたり、優秀教員の授

業を参観させたりと、一般学部生が高等学校教員に魅力を感じるような、そして高等学校教員とし

て必要な資質･能力を育てる取組が早急に求められる。 
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おわりに 

 

 本稿では、最近の教育改革を概観した上で、その担い手としての教員、特に高等学校教員養成の

重要性について検討した。教育改革が「初等中等教育から高等教育まで一貫した、これからの時代

に求められる力の育成」63)を目指すとき、教員が学校種を超えて「課題の発見と解決に向けた主体

的・協働的な学びを重視した教育」の方法を身に付けることが重要である。特に、一般学部卒業者

が多くを占める高等学校教員の授業力における資質･能力は、大学に入学してくる学生の質にも密接

に関わってくる。今後は、大学と教育委員会の協働による優秀な高等学校教員の養成について、具

体の事例を詳細に検討することを課題としたい。 
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アカペラの音楽教育的側面に関する一考察 

 

～ パレストリーナを中心に ～ 

 

内 野 健 太＊ ・ 藤 田 文 子＊＊ 

(2015年9月15日受理) 

 

 

Study on music education aspects of a cappella: Around Palestrina 

 

Kenta UCHINO and Ayako FUJITA 

 

 

キーワード：音楽科教育，アカペラ，パレストリーナ 

 

この論文ではパレストリーナの作品の特徴を中心に，音楽教育的な視点から扱うことによって，アカペラの教育的価値を

考察することを目的とする。また，こういったことを背景に，現代におけるアカペラの諸相を考える。 

まずアカペラの定義を，資料や文献を用いながら明らかにする。そしてアカペラの語源に迫ることによって，パレストリー

ナがアカペラを考察する上で重要人物であることを明らかにする。更に，パレストリーナの作品の特徴や，当時の文化や背

景を知ることによって，アカペラの西洋音楽教育史的考察をさらに深めていく。 

また上記の記述を踏まえて、現代のアカペラの諸相に関して，主にプロフェッショナルな演奏家，作曲家の専門的な考察

も取り扱う。 

アカペラにおけるパレストリーナの作風を中心とした歴史的考察を，音楽教育的な視点から行うことによって，アカペラをよ

り教育的に扱うことが出来た。また現代のアカペラの諸相から、専門的にも教育的にも，研究が多面的に発展していくことを

確かめることが出来た。 

 

はじめに 

 

筆者はアカペラ（a cappella [alla cappella][伊]）1)（様々な文献を考慮した結果，微妙に使

い方は違うが，ここではアカペラ，ア・カペラ，ア・カッペラ，ア・カペッラ，ア・カッペッラを

同じものとして扱う。以下これらをアカペラとして表記する。）の演奏を初めて６年目になる。また，

幅広く音楽科教育におけるアカペラに関して研究を行っている。例えば，アカペラにおける音楽教 

 

 

―――――――― 

＊茨城大学大学院教育学研究科  ＊＊茨城大学教育学部音楽教育研究室 
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育史的な研究や指導法などにも着目し，様々な視点からアカペラについて考察している。 

筆者がアカペラを音楽教育的な視点から考察しようとした経緯としては，アカペラの演奏や，そ

の過程において得られたものが，学習指導要領の音楽科に表記されている目標と合致するのではな

いかと考えたからである。 

また筆者は，アカペラの実践の際，他のメンバーとの，多くのコミュニケーション活動を確認し

た。したがって，音楽の専門的な能力の向上のみならず，教育に必要なプロセスを踏むことが出来

る，と考えたためである。 

そもそも日本の音楽科教育では，小・中学校，高等学校すべて，表現と鑑賞の領域に分かれてい

る。また表現領域では，さらに，歌唱，器楽，創作の３つに分類される。特に歌唱の領域の題材で

は，合唱を題材にした授業がよく扱われる。近年は合唱に代わる形で，アカペラが取り扱われるこ

とも少なくない 2)。 

そこで今回は，アカペラの幅広い研究に加え，筆者がアカペラにおける歴史的考察を，パレスト

リーナを中心に行っていく。この音楽教育史的研究は，現在のアカペラにおける先行研究のみで手

に入れることが出来る成果を，さらに複眼的にも深化するためである。すなわちこの論文は，音楽

教育におけるアカペラの歴史的考察に主眼を置くことで，アカペラの音楽教育的価値を確認するこ

とを目的とする。 

本論文における先行研究は様々なものがあるが，それに対して吟味を行う。 

まず日本の小・中学校，高等学校を中心とした，音楽科教育における指導法とその研究の中には，

アカペラについて考察されたものも存在する 3)。このアカペラについてふれている項目では，教員

の視点にとどまらず，プロの演奏家や作曲家からもアカペラに対してのアプローチがある。 

例えばプロの演奏グループでは，スターダスト・レビュー（Stardust Revue）4)があげられる。

その他には合唱曲を多数書いている木下牧子(1956-)5)のような作曲家も，アカペラに対して造詣が

深い。 

また,より教育的なものであれば，アカペラのクラシック的アプローチも含む，近年メディアで放

送されているハモネプリーグ 6)などを中心とした世俗音楽を取り扱った題材もある。 

特にこの論文ではその流れの中で，アカペラに対するクラシック的アプローチを中心とし，更に

論を展開していきたい。つまり今回は，アカペラの生みの親とも呼ばれている，ジョヴァンニ・ピ

エルルイジ・ダ・パレストリーナ（Giovannni Pierluigi da Palestrina,1525頃-1594）7)（以下パ

レストリーナと略記）について焦点を当てることにする。ちなみに，アカペラを研究する上でパレ

ストリーナを中心とする理由は，パレストリーナの作曲技法が，アカペラの意味を網羅するからで

ある。またパレストリーナの作風が，まさにアカペラと呼ばれていたから，の主に２点である。そ

の考察については後にⅡで記述する。 

まずⅠではアカペラの定義について考察する。 

ⅡではⅠを踏まえて，パレストリーナの作曲技法をⅡ-A，パレストリーナの作風がアカペラと呼

ばれていたことに関して，Ⅱ-Bとして考察し，Ⅱの全体としてアカペラを音楽教育史的に考察する。 

そしてⅢではⅠ，Ⅱを踏まえて，パレストリーナが現代におけるアカペラに対しての影響のあり

方について，音楽教育的に検討する。 
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Ⅰ，アカペラの定義について 

 

アカペラを考察することにおいて，定義を明らかにしておくことは重要である。筆者は様々な文

献を考慮した結果，アカペラの定義は主に２つあると筆者は考える。 

ニューグローヴ世界音楽大事典によると「教会風に 8)」と「楽器伴奏のない合唱音楽 9)」と書か

れている。またラルース世界音楽事典のアカペラの項目では，それぞれ「礼拝堂風に 10)」と「楽器

伴奏を伴わない声楽曲すべて 11)」と記述してある。他にも様々なアカペラについての文献があるが，

意味としては大きく「宗教的なもの」と「楽器伴奏のない曲」という２つにまとめられると筆者は

考える。この論文では主にこの２つの意味を踏襲し考察していく。 

 

 

Ⅱ-A，パレストリーナの作曲技法について 

 

パレストリーナはⅠにおける，アカペラの２つの意味を網羅するような作品を残している。まず

作曲技法について論述する前に，パレストリーナの略歴について記したい。 

パレストリーナはルネサンス時代のイタリアの作曲家である。はじめはローマの聖歌隊や合唱や

オルガニストの職務をこなした。1554年には最初のミサ曲集を出版。当時の教皇と接点があり，こ

のミサ曲集を献上した。その功績が認められ，パレストリーナはシスティーナ礼拝堂の聖職者の一

員となるような動きも見られた。しかし当時のパレストリーナは妻帯者であったため，聖職者にな

ることは不適切であると教皇庁上層部が判断していた。 

その後パレストリーナは，「マエストロコンポジトーレ」という名誉称号を受けた。歴史上この称

号を得たのはパレストリーナを含め２人しかいないことに鑑みて，パレストリーナは立場や状況に

関わらず，当時の教皇庁の人々に幅広く認められていることがうかがえる。またパレストリーナは，

生涯を通して様々なミサ曲や典礼曲を多数作曲していく。教会関連の仕事のほかにも様々な職務を

もっており，その評価も高かった。それに伴い教皇庁は，聖職者としては認めてはいないが，あく

までもパレストリーナに対してはその功績をたたえ，高い地位を与えるような動きもあったようで

ある。 

以上の様々な事項を踏まえると，功績や評価が多数ある以上，音楽歴史上でパレストリーナは外

すことのできない作曲家であると考察する。そしてパレストリーナの作曲そのほとんどが宗教音楽

である。 

このような諸説 12),13)などに鑑みて，現代においてアカペラを考察する際，その定義や功績，関係

性からパレストリーナは欠かすことのできない存在である，と言えるのではないだろうか。 

さらに，パレストリーナの作風については，実際に楽譜を見ることでも説明できる。パレストリ

ーナは様々な宗教曲を作曲していくが，その代表的な曲としてふさわしいのは，《教皇マルチェッル

スのミサ曲》14)であろう。この曲は多声音楽の楽曲である。以下にその楽譜を転載する。 
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パレストリーナ作曲『教皇マルチェミスのミサ』15) 
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前頁の楽譜を見ても，当時の教会音楽には，詞（ことば）があったことは言うまでもない。同時 

に当時の教父は，歌詞が聞こえなくなることを嫌った傾向にあったようである 16)。理由としては，

この頃のイタリアの教会音楽は単純化，純粋化していたためではないかと考えられる。 

同時に公会議上で，ミサ曲（教会音楽）は言葉が明瞭に理解されるべきとの決議も出たようであ

る 15)。その問題を回避するために，楽器を使わず無伴奏であることも読み取ることが出来る。言い

方を変えるならば，パレストリーナの作曲様式は宗教上の無伴奏音楽であるものが多いということ

である。 

以上からパレストリーナの作風は，アカペラの定義である「教会風」と，「楽器伴奏のない曲」と

いう２者の意味に合致すると筆者は考察した。すなわち，アカペラを授業の題材として扱うことに

おいて，その関係性によりパレストリーナは欠かせない存在であることを，ここで改めて強調した

い。 

 

 

Ⅱ-B，パレストリーナの作風がアカペラと呼ばれていたこと 

 

ここでは，パレストリーナの作風がアカペラと呼ばれていたことについて考察する。 

例えば Palestrina,alla（パレストリーナ風に，つまりパレストリーナが作曲した曲の特徴）に

ついては，以下のように記されている。 

 

「……Palestrina who was the Inventor of a Style in Musick ,call’d from his own Name ,alla 

Palestrina,or rather,a Cappella,……17)」 

 

拙訳によると，「……（教会）音楽のスタイルの発案者であり，パレストリーナ風というより，彼

の作風はむしろアカペラと呼ばれていた……」となる。つまり，当時の作曲者の間で，また教父か

ら，パレストリーナの作風が「アカペラ」と言われていたと推測できる。この点を含め，パレスト

リーナと教会音楽が，深い関連性をもっており，その論拠を示すことに対しては，Ⅱ-Aで述べた通

りである。 

また，「パレストリーナ様式」については，「パレストリーナによって代表される，ア・カッペッ

ラによるポリフォニックな合唱曲をさす言葉 18)」と書かれている。このことから,パレストリーナ

の作曲したものはポリフォニックの音楽,いわゆる多声音楽であり,それはアカペラの２つの意味を

網羅している，ということに他ならない。 

 

以上Ⅱ-A，Ⅱ-B で，パレストリーナの作風とアカペラの関連性について述べた。これによって，

アカペラを研究する上で，パレストリーナを取り上げることが重要であることが分かるであろう。

もちろん，「教会風の音楽」は，パレストリーナ以前から存在していることは明確であるし，「無伴

奏の楽曲」まで広げれば，パレストリーナ以前にも，その曲が存在していた可能性は十分に考えら

れる。しかし，アカペラの定義についてふれるのであれば，パレストリーナの作風が，アカペラの

２つの定義に合致していることは言うまでもない。 
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したがって，アカペラを研究する上でパレストリーナが重要で，ある意味で原点のような存在で

あるといえるのではないだろうか。 

一方で，アカペラの定義の１つである「楽器伴奏のない曲」ということについて論述する際，教

会風の音楽以外の，無伴奏の曲全般についても言及する必要がある。 

Ⅰ-Aで述べたが，無伴奏の曲であれば，宗教音楽や世俗音楽に限らず，それはアカペラといえる

からである。逆にとらえるならば，パレストリーナはアカペラという言葉を通して，教会音楽以外

の世俗音楽にも影響しているといえる。 

この点から，アカペラにおけるパレストリーナが音楽教育史上でも大いに注目されるべきである

ことは必然である。そして，「アカペラ」という言葉が現代まで残っているのは，受け継ごうとした

人々が多数いるからであり，多くの支持があったことに他ならない。このことだけでもアカペラに

おける音楽教育史としてパレストリーナを扱うことは重要であるといえる。Ⅰでふれたが，「教会風」

という定義は一旦おいても，「楽器伴奏の無い曲」と「合唱」の２つの側面は，現代の音楽科教育の

中でも欠くことができないもの，と言えるのではないだろうか。 

一方で，パレストリーナの世俗的な影響，いわゆる現代におけるアカペラの諸相については，主

にⅢで考察する。 

 

 

Ⅲ，現代のアカペラの諸相 

 

現代におけるアカペラは様々な世代の人々に親しまれている。特に大学生を中心とする演奏団体，

サークルが多い。またその流れで，社会人団体でも様々なグループが存在する。 

特に大学生に焦点を当ててみよう。例えばあっしー19)によると，全国には少なくとも 230のアカ

ペラのサークルがあると公言している 20)。勿論，各都道府県それぞれに様々な特徴があるのはいう

までもない。しかし、このような大学のサークルで取り扱われる曲のジャンルは，様々な大学のラ

イヴに参加した筆者の経験上，宗教音楽を演奏していることは，比較的稀な傾向にある。すなわち

ロックやジャズといった世俗音楽の演奏が比較的多いことが現実であるということがいえるのでは

ないだろうか。 

このことに関して，渡辺・藤田は，「無伴奏合唱という意味でのアカペラは今日では一般的になっ

ている……21)」と述べている。つまりアカペラは宗教曲にはあまりとらわれず，無伴奏で演奏する，

という演奏形態に対しての意味合いが強いと考えられる。 

このようなアカペラを無伴奏で演奏する動きは様々な場所に存在する。茨城県におけるアカペラ

のライヴを例に挙げてみることにする。その中の１つに「アカペラフェスティバル in 水戸 22)」が

挙げられる。これは毎年１度，水戸芸術館にて行われるアカペラのみの野外ライヴで，茨城県をは

じめとする，栃木，福島などのサークルや社会人が多く出演する。そしてこの場でも，Ｊ-ＰＯＰや

ジャズなどの世俗音楽が多く歌われていたことから，アカペラは無伴奏という意味での使われ方を

していたといえる。 

以上，はじめに，で述べた様々な文献や諸相、論述と，上記のⅢでの記述を踏まえて，アカペラ

という言葉は宗教的な曲のものから現代の世俗音楽まで，幅広く指す言葉であるといえる。この点
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を踏まえて，アカペラを授業の題材にすることにおいて，歌唱の分野でのみならず，西洋音楽教育

史やそれをとりまく文化も，幅広く取り扱うことで，更なる質の高いものになる，と筆者は考察し

た。 

 

 

３，おわりに 

 

パレストリーナ以降，教会音楽で扱われた無伴奏音楽は，無伴奏コーラスという形で後世に伝わ

っていく。それはイタリアだけではなく，様々な国へと伝えられていった。特にパレストリーナの

影響を強く受け，弟子として扱われている，スペインのトマス・ルイス・デ・ビクトリア（Tomas Luis 

de Victoria,1548-1611）23)（以下，ビクトリアと略記）は，アカペラのⅠで示した定義を外れない

ままに，様々な楽曲を残している。 

今後は西洋音楽教育史的なアプローチとして，このビクトリアを中心に研究していく。また音楽

教育方法的な視点からは，声を中心に研究を重ねていた，コダーイ・ゾルターン（Kodály 

Zoltán,1882-1967）24)に焦点を当て，アカペラの指導の実践を中心に研究していきたい。 
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美術科と特別支援学校による連携の試み 

 

―― 絵画を軸とした芸術体験「レインボーミラクル for チャレンジド」の実践を通して ―― 

 

片 口 直 樹＊ ・ 蛭 田 清 子＊＊ 

(2015 年9 月15 日受理) 

 

 

A Cooperation between the Art course and Special school: Based on the Art experience Focusing on the 

Painting of the Project, “Rainbow Miracle for the Challenged”  

 

Naoki KATAGUCHI and Kiyoko HIRUTA 

 

 

キーワード：美術科，特別支援学校，芸術体験，連携事業 

 

 本稿は、著者二名が共同で企画・実行した、茨城大学社会連携センター主催の地域連携プロジェクト「レインボーミラクル 

for チャレンジド」について、その連携事業の全貌を明らかにし、そこで生じた事例について考察を深めることで、連携間双

方に関わる教育的有効性を明らかにすることを目的としている。まずは、大学と特別支援学校が連携するに至った経緯や目

的、一連の流れを解説した。次に、実践で生じた具体例を挙げ、対象となった生徒と学生にどのような教育的効果があった

かを、作品画像や当日の様子、レポートから考察した。結果、魅力的な題材の仕掛けや、本物の良さに触れ、意欲を引き

出す場の設定が、技術力そして表現力の向上には効果的であることが明らかになった。同時に、「気持ちを解放し、安

心して活動できる雰囲気づくり」が表現活動をする際の心の基盤として重要であり、さらに、「自己肯定感」と「自己

有用感」が、自らの内面を表現しようとする動機付けになることが示された。 

 

 

１ はじめに 

 

１−１	 本稿の目的	 

 近年、いわゆる地方大学においては、その地域に根差した研究や教育活動が盛んに勧められている。

このような産学官の連携は全国的に試みられ、著者の一人である片口が勤務する茨城大学（以下、大

学）では平成 24年度より重点課題の一つとして地域連携活動を打ち出しており、あらゆる形で研
究助成を行っている。茨城県内の自治体をはじめとした地域のステークホルダーと大学が連携して、

地域の戦略的な課題、問題を共有し、積極的な課題解決に取り組んでいる1)。 
―――――――― 

*茨城大学教育学部	 	 **茨城県立盲学校 
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	 本稿では、①その重点的な課題領域の中でも、「地域の教育力向上」を目指した戦略的地域連携プ

ロジェクトとして、平成 26年度に採択された事業「レインボーミラクル for チャレンジド〜美術
科と特別支援学校による連携の試み〜」の実践の概要を示す。②また、その事例をもとに、大学と

連携先との双方に関わる教育的有効性について考察する。③そして、その考察をもとに、教育及び

表現活動、並びに連携活動の意義について、探究することを目的とする。 
 

１−２ 問題の所在と方法 

（１） 大学と特別支援学校による連携事業について、どのような実践が行われたか、全体の概要を

明らかにし、それに至った経緯や構想、意図等の実態を解説する。 
（２） 実践対象となる特別支援学校生徒と大学生の双方に、どのような教育的有効性があったかを、

作品画像、実践当日の様子、レポートをもとに考察する。 
（３） 上記の考察により、教育及び表現活動、並びに教育機関間による連携活動の意義を探究し、

抽出された成果と課題を明らかにする。	 	  
 

 

２ 大学と特別支援学校の連携事業 

 

２−１	 連携の背景	 

	 本連携活動の発端は、実施された当時、茨城県立北茨城特別支援学校（以下、学校）において教

務主任であった、本稿著者の一人である蛭田より要請を受けたことによる。図工・美術教育におい

て、学校ではその特性に応じた様々な造形活動がすでに取り入れられており、様々な題材や教材の

工夫が試みられ、成果をあげていた。しかし、部分的には、児童生徒の個性を引き出せているか、

教員の誘導によりありきたりな表現になっていないか、教員好みの作品に仕上げたりしてはいない

か等を危惧する現状があり、児童生徒の能力や特性を生かした主体的な表現を引き出す指導法につ

いては課題とされていた。このような問題意識を踏まえ、以前より造形ワークショップ実践を行っ

ている大学教員の片口2)と連携し、新たな試みによる課題解決を目指した。 
 

２−２	 連携の目的と方法	 

	 連携にあたり、特別支援学校の絵画制作活動において、児童生徒の表現力が向上することを期待

し、描く喜びや伝えたい気持ちを高めるための題材や場の設定方法、支援の在り方等を探ることを

目的とした。また、大学教育学部美術科の学生を、実践者あるいは補助者として参加させることで、

相互教育を図ることを目的とした。「芸術家たちが既存の世界観やそこにある価値評価から逸脱し、

新しい表現を見出す背景には常に「ほかの場所」との出会いの衝撃があった」（嘉納，2013）ように、

大学と特別支援学校が出会うことで、双方にとっての「表現」を模索することが可能となる。	 

	 大学側の片口は、連携内容についての様々な視点からの調査、課題の抽出を行い、具体的な活動

内容を立案した。また、学生参加者の手配や活動の記録を行う等、実質的な運営を行った。報告を

兼ねた作品展示会を学内で開催し、最終的には、報告内容を備えたDVD付き冊子を作成した。学校

側の蛭田は、校内で活動の対象となる生徒を選定し、その特性や配慮点をもとに共同で内容を検討
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した。また、円滑な事業進行に向け、場所の設定や補助具の準備等、活動環境を整えた。さらに、

作品展示に向けた場所の確保や告知など、学校内外に情報公開を行った。	 

	 

２−３	 対象学校と生徒の選定について	 

茨城県立北茨城特別支援学校は、茨城県の県北に位置する知的障害の学校である。児童生徒は135	 

名（訪問教育5名を含む）、小学部50名、中学部36名、高等部49名である。児童生徒の実態は、

重度重複障害があり常時介助が必要な児童生徒から、外部の中学校から高等部へ入学し一般企業に

進む生徒までさまざまである。美術における表現方法についても、教材を用いて感触遊びをする段

階から自分の感じたことや思いを描画することができる生徒まで、さまざまである。	 

	 本実践では中学部１学生14名を選定した。小学部から高等部の中間であり、活動を行うにはほど

よい人数であることや、障害の状態が比較的軽度である生徒の割合が高く、言葉による説明を理解

したり相手を意識したりすることが比較的しやすいことから対象とした。しかし、知的障害は軽度

でも発達障害や場面緘黙があったり、家庭的に問題を抱えていたりなど、さまざまな困難を抱えて

いる生徒が多い学年である。また、外部の小学校から入学・転入した生徒が5分の１である。 

	 

２−４	 活動内容の構想と趣旨	 

	 義務教育課程において、美術の活動が、「豊かな情操を養うために特に適している」（文部科学省，

2008）と、中学校学習指導要領解説美術編に記されている。また、特別支援学校学習指導要領解説	 

総則等編（幼稚部・小学部・中学部）では、その豊かな情操を培うために、「美術科の指導において

は、主体的に表現し鑑賞する能力や態度を育てることを通して、意思表出の働きを助長したり、様々

な知識や技能を習得したりすることなどについても重視することが大切である」(文部科学省，2009)

と述べている。これらを念頭に、前述した活動の目的を達成するための、表現及び鑑賞活動を盛り

込んだ方策として、「絵画」を軸とした芸術体験を実践する二つの取組みを共同で計画した（表 1）。	 
	 調査段階で、特別支援学校では通常授業以外でも、近隣の中学校等との絵画を通した交流活動等

を行っていたと知る。しかし、それは大きめの模造紙に中学生と特別支援学校の児童生徒が一緒に

絵を描くというもので、顔を合せての描写活動ということでは、独特の緊張感や遠慮、描写力に対

する劣等感等により、自由な表現活動とまではいかなかったようである。一過性の交流イベントと

しては成果があると思われるが、そこで得た感覚を自身のその後の描写活動に生かせたかどうかと

いう点では、必ずしも効果的とは言えないだろう。そこで、描き合うという趣旨を発展させ、互い

の存在を知らせず、謎の「魔法使い」と作品を交換して描き足していくという手法を用いることに

した。生徒には自由な発想からの表現力の向上と、他者の介入による逆説的な自己の発見、描写力	 

の向上が見込まれると考えた。何より、それまでの自己表現としての絵画とは違い、他者と共同で、

かつ時間差を設けることで、それまでにない自身に眠っていた表現力が見出せるのではないかと考

えた。一方、「魔法使い」役を、教育学部で学ぶ大学生に担当させることで、間接的交流による相互

教育が可能となり、美術教育及び表現についての考察を深めることができると予想した。これを、

「つながるアート」と命名した。もう一つは、片口が生徒と共同で一枚の絵画を制作するものであ

り、制作時間を共有することで生まれる新たな美的観念の構築を図るものである。これを「にじの	 

たね	 in	 キタトク」と命名し、絵画の性質を活用した、造形ワークショップによる共同制作活動を

試みた。こちらは、「参加者が自ら参加・体験して共同で何かを学びあったり創り出したりする学び

と創造のスタイル」（中野，2001）として様々な分野で提案されている「ワークショップ」の性質を	 
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表１	 『レインボーミラクル	 for	 チャレンジド』活動内容	 

項目	 活動内容	 

レインボーミラクル	 for	 チャレンジド	 

※「レインボーミラクル」は、障害がある特別支援学校の子供たち（＝チャレンジド）に向けて、「『にじのたね』

を中心とする絵画活動が奇跡を起こす」ことを象徴したタイトルである 
名称	 

つながるアート	 にじのたね	 in	 キタトク	 

方法	 交換して描く絵	 共同で描く絵	 

目的	 表現力の向上「描く喜び・伝えたい気持ちを引き出す」	 

主題	 自分の感じたもの、描きたいものを描く	 

画材	 水溶性絵具等，キャンバス（53×65㎝）	 絵具，クレヨン，キャンバス（180×540cm）	 

方法	 

特別支援学校の生徒と大学生がキャンバスを郵送し交

互に絵を描き入れる。生徒側には「相手は魔法使い」と

説明。学生側にも生徒の情報を入れない。3名の学生が

一人4～5名の特別支援学校生徒の絵を担当。	 

片口が進行役（ファシリテーター）となり、教育学部美	 

術選修の大学生・院生8名が補助者として生徒14名（一

クラス７名）と共同作品を制作する。	 

日程	 2014年9月～10月，週毎に各二回実施	 2014年10月21日	 

場の

設定	 

中学部1年生教室において、通常は授業担当しない教員	 

（蛭田）がゲストティーチャーになり進行。大学では絵	 

画室を使用して制作。各2回実施。	 

特別支援学校体育館。第１部「つながるｱｰﾄ」のまとめ（魔	 

法使いとの対面）と第２部「にじのたね	 in	 ｷﾀﾄｸ」（前半	 

と後半に分ける）を一日で実施。	 

支援

方法	 

受容的態度で見守り、賞賛したり許容したりする言葉か

けを心掛ける。生徒の選択や意思を大切にすることを教

員間で共有。	 

画家の技術を見せる。落ち着いた語り口による受容的な

態度や賞賛、リラックスした雰囲気を心掛ける。教員は

基本的に指示をせず見守る。	 

教材

の	 

工夫	 

本格的な描画材（キャンバス・アクリル絵の具等）を使

用する。導入において、予め制作した下地により発想を

促す。	 

大きなキャンバスを使用。アクリル絵の具をバケツに用

意し、床にはブルーシートを設置。服装は汚れてもよい

ものを着用。	 

	 

生かしたものであり、グループによる造形活動として、「つながるアート」との差別化を図った。こ

れらを『レインボーミラクル	 for	 チャレンジド』と題し、段階的な取り組みとして9・10月での実

施、11・1月での発表・報告を予定した。	 

 

 

３ 連携活動の実際 

 

３−１ 事前説明  

	 実践にあたり、対象となる中学部 1学年担当の教員 7名に趣旨説明を行った。「にじのたね」に
ついては、片口がファシリテーターとして進行するものであり、ワークショップ活動の特質上、全

体の概要を説明するにとどめたが、「つながるアート」においては教員間で以下の点を意思統一した。 
① 「感じたことや描きたいものを、自由にキャンバスへ描かせる」 
② 「教員が誘導せず、生徒の気持ちに任せ、自らの動きでキャンバスの上に色を塗らせる」 
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③ 「壊したり塗りつぶしたりしてもよい。形を整え、きれいに仕上げようと教員が誘導するこ

とがないように見守る」 
	 また、同様に大学側参加学生３名にも趣旨説明をした。基本的には、自由な制作展開を心掛けさ

せたが、作業が滞った場合には片口によるアドバイスの機会を設けた。 
 
３−２	 「つながるアート」の実践	 

（１）活動準備	 8月下旬	 

	 大学絵画室において、参加を希望した学生 3名（大学２年生）と片口が木枠にキャンバス（F15
号）を張った。その上に下地材であるジェッソ（白）を塗り、対象生徒分である 14枚を作成した。
「つながるボックス」と命名した郵送用段ボールに入れ、事前説明時に届けた。 
（２）特別支援学校１回目	 9月1日（火）	 

	 学校中学部 1 年教室において、通常授業には参加しない蛭田が活動内容を説明した。「相手は魔
法使い！」、「自由に何でも好きなことを描こう」、「白いキャンバスのシミや盛り上がりをよく見て

描こう」、「キャンバス地にアクリル絵の具で描く」等、いつもと違う取組みに興味が湧いたようだ。 
（３）大学１回目	 9月第2週～中旬	 

	 大学絵画室において、学生３名がそれぞれの担当分を受け取った。描き足すまでには少々時間が

かかったが、１枚ずつ丁寧に対応している様子からは、学生たちにも本内容を理解し始めたような

印象が持たれた。期間中に自由に制作させ、作品が揃い次第、つながるボックスに詰め、返送した。 
（４）特別支援学校２回目	 9月19日（金）	 

	 学校中学部 1年教室において、まずは生徒に前回描いた絵をスライドで見せた後、戻ってきた絵
を披露し、全員でその反応を共有した。1 枚ずつ提示されるたびに歓声が上がり、「龍だ！」「東京
タワーだ！」と絵から気付く言葉が生徒たちから出る等、あたたかな気持ちに包まれる鑑賞場面だ

った。自分の絵に対しては照れ笑いをしながら、或は嬉しそうにじっと、気づいたことを一つ二つ

言葉で感想を言う等、強い関心をもって見ていた。その後の活動では、1 回目よりもスムーズに描
き始める様子があった。生徒たちは、魔法使いの絵に刺激を受け、思いがけない展開を楽しんでい

た。相手を意識して描ける生徒はその存在に思いを馳せながら、相手までは意識できなくても目の

前の絵の変化に気づいた生徒はそれを楽しみながら、何かしら自分の感じたことを自由に表現した。 
（５）大学２回目	 9月下旬～10月上旬	 

	 大学絵画室において、学生３名が作品の完成に向けて取り組んだ。前回よりは確信を持って臨め

ていた様子が印象的であった。一人で複数人（４名か５名）担当することで、子どもたちそれぞれ

の個性を把握しながらの描写は難しいものがあったに違いない。ただ、参加学生は皆作品を完成さ

せた経験があり、その苦労と喜びを知っているものだからこそ、柔軟に対応できたと考える。	 

（６）特別支援学校３回目	 10月21日（火）10:00〜10:30	 

	 学校体育館において、生徒が到着した作品を鑑賞した。体育館に入ってきた生徒たちは、まっし

ぐらに自身の絵に駆け寄り、歓声を上げ、絵がどう変わったか興味・関心をもって見ていた。その

後、「魔法使いとご対面」ということで、生徒と学生が初めて会う機会を設けた。魔法使いの正体が

大学の女子学生だったと知って驚く生徒達の様子が伺えた。最後に、共同作業として、大学生と並

んでキャンバス裏に名前を書き、記念撮影をした。初めての共同での活動だったが、絵を交換して
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いた経緯からか、前から知っていたような感覚があり、和やかな雰囲気で交流する様子が見られた。	 	 	 	 

（７）考察	 

	 生徒はキャンバスに描くことを通し、新しい技法の体験をした。そこでは絵画表現技術の向上が

見られた。魔法使いと絵を交換して描くという設定に加え、絵画技術力のある美術科の学生が対応

したことから、描きたい気持ちを引き出すことができたと考える。一対一であったことで対象が絞

られ、２回交換したことで互いに関わりが深まった。生徒にとっては、自分の絵を大切にしてもら

った感覚に溢れ、それにより自尊感情、表現意欲が引き出されていた。この体験は「自尊心を高め、

自己肯定感を高めること」（小野，2011）につながったであろう。これにより、絵を描くことに対

しての意欲の向上が見受けられた。	 

 
３−３	 「にじのたね	 in	 キタトク」の実践	 

（１）活動の流れ	 10月21日（火）10:30～11:45，13:15～14:15	 

	 前述した「つながるアート」のまとめの後、学校体育館において、1 学年１４名と片口を中心に
造形ワークショップを行った。担当教員７名、学生 8名は活動補助を行った。まずは、①片口の絵
画作品を交え、導入を行った（10：30～10：40）。次に、②活動の流れを説明し（10：40～10：50）、

すぐさま③全員での地塗り活動（10：50～11：45）、④個々の描画活動を行った（13：15～14：15）。	 

（２）活動の導入	 

	 画家であり、ファシリテーターとして参加する片口の大きな油彩画作品を鑑賞した。生徒たちに

とって実物の絵画作品を見る貴重な機会であり、その後の活動に向けての動機付けとして役立った。	 

（３）活動の説明	 

	 場所を体育館後ろ側に移動し、真っ白な大きいキャンバスの前で説明を行った。描き方として「み	 

んなで一つの絵を作る」「絵の具を自由に塗る」「素手でも刷毛を使ってもよい」ことを確認した。	 

（４）造形遊びによる下地づくり	 

	 まずは手本として、参考用の小さなキャンバスに、片口が素手で絵の具を塗って見せた。突然の

展開に会場全体が興奮状態となった。続いて生徒が各クラス二名ずつ順番に前に出て、絵の具を素

手で塗った。友達からは「がんばれ」などの声がかかった。その後は少しずつ入り乱れながらの活

動となった。両手を使って絵の具をたっぷりとり、キャンバス上に広げることに一心になる生徒た

ち。その様子は目の前の絵の具とキャンバスに対しての集中と、自己を解き放つ解放感に溢れてい

た。絵の具に直接触れることに抵抗がある生徒は刷毛を使って描いたが、のびやかに大きく刷毛を

動かす様子は、やはりとても気持ちよさそうであった。中には、経験のなさから活動に対してやや

抵抗を示す生徒がいたが、ストレスにならないよう強要せず、本人の意思に任せた。すると、友達

の様子を見た後、自分から刷毛を使い塗りはじめる様子が見られ、皆と一緒の活動に溶け込んでい

った。片口は初段階として、2 枚のキャンバスをクラスごとにそれぞれ描くように説明した。ある

程度地塗り作業を行った後、一度離れて全体を見ることを生徒たちに促した。その際、クラスでキ

ャンバスを交換して作業を進めることで、より一体感のある地塗り作業が可能となると説いた。	 

（５）クレヨンによる描画	 

	 午後になり、地塗りの絵の具が凡そ乾いたところで集合した。片口が2枚のキャンバスを1枚に

つなぐように、白色で空を描き「このキャンバスを北茨城の山と思って描こう」と問いかけ、皆で
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クレヨンを使い、自由に絵を描いた。生徒たちはライオンやヘビ、花、友達の顔など思い思いの生

き物等を想像し、絵を描いた。片口をはじめ補助者である教員や学生の言葉掛けは、生徒の線や絵

を肯定し、受け入れたため、ゆったりと落ち着いた雰囲気の中、活動ができていた。	 

（６）考察	 	 

	 大きなキャンバスに素手で絵の具を塗るという経験は、通常の授業では体験できないダイナミッ	 

クな要素にあふれ、情緒の解放にとても効果的であった。絵の具の感触を楽しみながら描くことや、	 

乾ききらない絵の具の上にクレヨンで描くなどの体験には、教材の新しい気づきがあり、新しい表	 

現技法の獲得につながったと言える。出来上がった絵は、様々な色や線、絵の具の混ざり具合やク	 

レヨンの重なり具合が魅力的であった（図１）。一人一人が気持ちよく活動できる環境で「情緒の解	 

放」があり、それぞれの居場所を感じながら、お互いの良さを認め合い全体を共有する場となった。

この「空間の居心地よさ」が「絵に向かう動機付けになっている」（阿部，2013）のだろう。言葉が

なくても色や形でコミュニケーションする楽しさを体験することができていた。	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 「にじのたね in キタトク」の完成作品   

 

３−４ その他の関連活動 

（１）文化祭（キタトク祭）での作品展示会開催	 

【期日／場所】11月15日（土）9：00～14：00／北茨城特別支援学校プレイルーム他	 

【作品／内容】絵画15点，映像1点／本事業による作品とその趣旨を来場者に訴求する	 

（２）大学内での作品展示会開催	 

【期間／場所】1月6日（火）～11日（日）／茨城大学図書館一階展示室	 

【作品／内容】絵画15点，映像1点，写真2点／本事業による作品とその趣旨を来場者に訴求する	 

（３）展示会におけるギャラリートークの実施	 

【期日／場所】1月8日（木）17時～18時／茨城大学図書館一階展示室	 

【登壇者】青栁路子（大学教育学部准教授），片口，蛭田	 

【内容】事業企画者の視点と学校教育の視点から全体の活動を考察する	 

（４）ビジュアルブックの制作・配布	 	 

【期間／内容】2月～3月／「DVD付きビジュアルブック」としてまとめた報告書を関連機関に送付	 

 

 



茨城大学教育実践研究 34 (2015) 

  - 32 - 

４ 成果が顕著に見られた事例及び生徒の変容 

 

４−１	 T（男）の事例 
	 生活の様子、絵画の実態、知的障害は中程度の生徒である。独特な言動も見られるが、簡単な話

し言葉によるコミュニケーションができる。絵を描くことが好きで、人や物の形を凡その形を捉え

て描くことができる。表現技法の獲得、絵画表現力の向上において顕著に効果があった例である。

専門家が使用する教材「キャンバス」と、専門家のアドバイス「白色をよく見る」を効果的に吸収

し実践した。「魔法使いからのメッセージが隠れているかもしれない。」「盛り上がっているところや

しみのようになっている所をよく見て。」という担当教員のアドバイスを聞くと、キャンバスにじっ

と見入り、見えた線をなぞるように黄色い線を引いていた。絵が戻った時には、相手が描いた絵や

線に興味を持ち、嬉しそうにじっと見ていた。それらに触発されるようにして青い線等を描き足し

た（図２）。幾何学的な線や模様が主体になった作品は、専門家のアドバイスを聞き入れ、Ｔが独自

で描いた線がもとになったもので、今までに見られない描画や画法となり、生徒自身にとって新し

い描き方、技法の獲得となった。生徒と学生相互に相乗効果があり、生徒の描く喜びを引き出すこ

とに成功していたと言える。	 

	 

図２	 生徒Tと学生Yによる「つながるアート」	 

	 

４−２	 Ｎ（女）の事例 

	 知的障害は軽度の生徒である。言葉でコミュニケーションをとることはできるが、声はか細く、

自信のない様子が多々見受けられる。４月に小学校から入学したが、家庭的に複雑な面があり、家

では居場所がない様子である。黙って家を出たり、ハサミで服を刻んだりすることがある。中学部

入学当時は絵を描くことが苦手で、写真を脇において描く際も、色の選択、塗り方など、教師の指

示無しには進められない様子であった。「つながるアート」の最初の回では、何を描こうかと戸惑っ

交換回数	 生徒の様子	 生徒の描いた絵	 学生が描き加えた絵	 

1回目	 

教師のアドバイスをよく聞き、

キャンバスをよく見つめる。白

い絵の具の盛り上がりやうす黒

いしみのようなものを見つけて

なぞり、線を引いたり面を染め

たりした。	 

	 	 

2回目	 

嬉しそうにじっと絵を見てい

た。微笑みながら「信号みたい」

「会社」「時計の針」と感想を言

った。群青色の線など、自由に

無心な様子で線を描き入れてい

た。	 
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ていた様子もあったが、魔法使いから作品が送り返された際には、自分の絵を大切にされた嬉しさ

を感じ、とても喜び、相手が誰かを楽しそうに話しながら描き足していた。2 回目には同じモチー

フの色違いである花を描き加えたが、1 回目に描いたものに自信を得ていたこととで、少し変化を

つけようと工夫した様子が見受けられる（図３）。自分が表現した絵を相手が受け入れてくれたこと、

大切にされた感覚と、きれいな絵を描き足されて戻ってきた喜びによって、自己肯定感が高まり、

次の表現活動への意欲が引き出された例と言える。	 

	 活動後の様子から、Nの変容を少しだけ付け加えておく。11月に美術の授業で実施した「題材『コ
ラージュ作品』」では「つながるアート」で描いたモチーフと同じような花の絵を中心にして組み合

わせており、自分から活動に意欲的に取り組んでいる様子が見られた。一つ一つ確認・相談しない

と描けなかった一学期の様子からは大きく変化したのである。これは、「つながるアート」での体

験をきっかけとし、「にじのたね」との二段階での活動から、絵画における表現活動に自信が付き、

表現意欲が増し、技術的にも向上が見られた例である。学校生活全般において、入学当初から比べ

ると自信が付き、学校では楽しく活動している様子が伺える。自己の内面を表現する美術の活動に

おいて、顕著に「表現意欲の向上」とそれに伴った「表現技術の向上」が見られた例である。 
	 

図３	 生徒Nと学生 Iによる「つながるアート」 

 

４−３	 M（男）の事例 
	 Ｍは、知的障害は軽度であるが、場面緘黙の生徒である。自分から意思や気持ちを表出すること

が難しく、描画も教師の言葉掛けに促されて行うことが多い。授業の活動中、一言も話すことはな

かったが、絵で関わりを持つことができ、十分に達成感や満足感があった様子が伺える。「つながる

アート」で戻ってきた絵をじっと見つめていたＭの様子からは、必死にこらえていたが、驚きや嬉

しさで満ちていたと推察できる。自分が表現し描いた絵が受け入れられ、それをもとに予想以上の

絵が描き加えられたことで、自己肯定感とやりとりの達成感が沸き起こったのではないかと思われ

る。2 回目の活動が、学生により塗り絵のような枠で用意されたものであったことも、自分から表

交換回数	 生徒の様子	 生徒の描いた絵	 学生が描き加えた絵	 

1回目	 

初めは少し悩んでいたが、教師に

何を描きたいか聞かれ「花を描

く」と答え、褒められると描き始

めた。	 

	 	 

2回目	 

ウサギと花が描かれている。「う

わー、すごいね。」と喜び、前回

描いた花と同じモチ―フで青い

花を描き入れる。	 
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現することを拒否しがちなＭが無理なくスムーズに活動できた要因となった。枠の中を枠と同じ色

で塗る活動は、安心して取り組むことができる活動であった（図４）。また、Ｍが相手の意図を受け

入れ、提案に素直に従う気持ちになったことの表れである。つまり、Ｍもやりとりを返したことに

なる。絵の交換を通して、自己肯定感の高まりと相手とやりとりした実感や達成感を得ることがで

きたであろう。学生の描いた絵によって描く喜びが引き出され、色を塗って返事をしたい、気持ち

を伝えたいという意欲が引き出された。表現力の向上に成果があった例と言える。 
	 何かの形を描くとなると、自己表現への抵抗から、自由に描くことが難しいＭだが、「にじのたね」

では自由に絵の具をキャンバスに塗り広げればよいという活動内容の安心感からか、教師の言葉掛

けがなくても、自分から活動する様子が見られた。また、後半のクレヨンを用いての活動でも、キ

ャンバスの左下に自分の位置をとり、ずっとその場所で線を描き続けていた。その様子を片口や担

当教員、補助学生が静かに賞賛していたことで、Ｍは落ち着いて表現をし続けることができた。	 	 	 	 

これは、「つながるアート」で自己肯定感の高まりを味わっていたことが素地になり、自信をもって

「にじのたね」の活動ができていたと推察する。言葉ではやりとりできないが、絵を描くことで、

自身が全体の中の一部になったことを実感し、自分の居場所を見つけることができたのではないだ

ろうか。これらの「自己肯定感」「自己有用感」が高まる活動を日常的に行えば、場面緘黙の症状

は軽減するのではないかと思われた事例であった。	 

 

図４	 生徒Mと学生Yによる「つながるアート」	 

	 

	 

５	 提出レポートに見る「つながるアート」関連の記述	 

 
５−１	 学生I（生徒Nを対応）のレポートの考察	 

	 『（前略）子どもたちとの「絵だけでのコミュニケーション」は、思い返せば自分を見つめ直す時

間になっていたように感じる。』とあるように、生徒の絵に描き加えることの難しさを痛感し、にら

めっこするような感覚で画面と向かい合ったようである。相手である生徒を想像しながら、自己と

交換回数	 生徒の様子	 生徒の描いた絵	 学生が描き加えた絵	 

1回目	 

何を描いてもよいと言うと逆に迷い，

しばらく描けずにいた。教師の「自分

の顔を描いてみる？」の言葉掛けで、

キャンバスの左上方に顔を描いた。	 

	 	 

2回目	 

絵を見た時、表情を変えまいと平静を

保つ様子があったが、じっと見入る目

や口の微妙な動きから、驚きや嬉しい

気持ちが推測された。	 
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向き合ったことが解決の糸口となったようであり、他者（この場合は他者が描いた絵）を通して、

自己に気付きをもたらしていたと言える。また、『（前略）２度の交換により完成した絵は、今まで

私が描いてきた絵とは段違いに、その絵１枚１枚にかけられた思いがとても大きな絵になっていた。』

と捉えているように、試行錯誤の末に充実した作品が生まれることを実感することができたようだ。 
 	 
５−２	 学生Y（生徒T・生徒Mを対応）のレポートより抜粋	 

	 『1回目に私が描き加える時もひたすらこれでいいのかと不安に思いつつ描いていたのですが、2

回目に絵が帰ってきたときにみんなそれぞれ反応して描いてくれていたので、これでよかったんだ

なぁと安心し、とても嬉しかったです。それで、ようやく自信がついてきたのか、2回目は思いっき

り描けました。こういう風に絵の描きあいをしていると、なんだか絵の文通をしているような感じ

がしました。お互いのことを知らずにただひたすら絵だけで話をしているような感覚で、けれども

相手がどういう子なのか、どんな気持ちが込められているのかがだんだん伝わってきました。こう

いうことは今まで経験したことが無かったので、私自身も不思議な気持ちのまま描いていました。

絵だけでも会話をしたり自分のことや相手のことを伝え合ったりすることができるのだなと思うこ

とができました。	 

	 私は4枚描かせていただいたのですが、それぞれ個性があって、描きがいのあるものばかりでし	 

た。（中略）次に黄色い線が描かれていて、地図のような絵にとりかかって、上のかまぼこ型のも

のがメーターに見えたので、上に目っぽいのを描き、ロボットのようなものを思いついたので、そ

れに合わせてひたすら線を描いて機械のような感じを出して送りました。自分の好きなようにやっ

てしまったので、どんなのが帰ってくるのだろうとどきどきしていましたが、見てみると私の線に

合わせてさらにたくさんの線が描かれていたり、メーターのメモリの付け足してくれたりと、こん

なにも反応して描いてくれたんだととても嬉しかったです。私のことを分かって描いてくれたよう

な感じがしました。描いてくれた線から手や輪郭を作り、色を塗っていろんなロボットが出てくる

ように仕上げました。そして、最後に顔が描かれている絵に手を加えたのですが、男の子の顔だな

と思い、その子に友達を隣に描いてあげようと、女の子を描きました。男の子の絵がすごく笑って

いるので、それに合わせて笑顔に描きました。さすがに顔だけでは物足りない感じだったので、体

を描き、周りを様々な色で塗ってみることにしました。服の輪郭だけを描き、きっと色をのせてく

れるだろうと思いそのままにして送りました。帰ってきたのを見ると、服に色が塗られていて、私

のに合わせてくれたんだと嬉しく思いました。周りにさらにお友達を増やそうと思い、動物をたく

さん描いて仕上げました。後から聞いた話ですが、この絵を描いた子は描くのが苦手で、悩んだ末

に似顔絵を描いてくれて、それに私が女の子を描いたり背景に色を塗ったりして、それを見た時、

本当に嬉しそうにしていたというのを聞いて、私が描いたものは間違いじゃなかったととても安心

して、喜ばせることができて本当に嬉しかったです。私も誰かを喜ばせることができるのだなと思

いました。（一部表記改）』	 

	  

 

６ 総合的な考察から抽出した成果 
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	 ６−１	 表現力の向上	 

	 「つながるアート」には、自分一人の絵画制作では体験できないものがあった。生徒たちにとっ

て初めての教材を使用することで、技術的にも新たな視点で線描や彩色をすることができていた。

交換して絵を描き進めるという試みにより、作品が変化していく面白さや嬉しさを感じ、相手との

コミュニケーションを楽しみながら、新たな絵画の魅力を発見したようであった。	 

	 「にじのたね	 in	 キタトク」では、巨大なキャンバスに素手で描くというダイナミックな活動で

あった。体全身で描くことで生まれた思いがけない絵の具の表情は、参加者全員の感性を大いに刺

激したようである。前半の動的な作業に対し、後半は個々が気持ち良く活動できる静的な環境を設

定し、それぞれの居場所を感じながらもお互いの良さを認め合い共有するといった、言葉を介さず

とも色や形でコミュニケーションする楽しさ、心地よい一体感を創出することができた。通常の授

業では味わうことができない貴重な絵画体験により、個々の「情緒の解放」が見受けられた。	 

	 

	 ６−２	 自己肯定感の高まりと居場所	 

	 対象の中学部一年生は、知的に軽度だが場面緘黙や発達障害がある等、外部の小学校から入学し

た生徒の割合が高い。これら自己肯定感の低さや自己表現への自信のなさから積極的になれなかっ

たり反抗的な態度をとったりする様子が見られた生徒において、「自己肯定感の高まり」や「表現

意欲の向上」が見られたことで、通常の小・中学校における特別な配慮を必要とする児童生徒に対

しても有効な支援になると考える。「自己肯定感の高まり」と「居場所があることの大切さ」の重

要性が浮き彫りになったことが、特別支援学校で行った意味として大きな成果であったといえる。	 

	 

６−３	 場の設定について	 

	 「つながるアート」は9月から10月上旬にかけて実施したが、そのまとめとする魔法使い（大学

生）との対面を、「にじのたね」を実施する当日に設定したことで、活動の展開がスムーズに行われ

た。「つながるアート」で新しい絵画の手法や題材を体験し、当日は魔法使いの正体が分かった高揚

感を基に「にじのたね」の共同作品を制作したことで、より一体感が増し、効果的な活動となった。	 

	 

６−４	 大学生が活動に参加した効果	 

	 「つながるアート」では関わった学生が将来の図工・美術教師ということもあり、生徒の絵を受

け入れ、生かし、喜ばせたいという気持ちで描いてくれたようだ。それが生徒にも伝わり、「自分

の絵が受け入れられ、大事にされた」という満足感と、「予想以上の上手な絵になって戻ってきた」

という自分の絵が美化された感覚とで、「自己肯定感の高まり」や「やりとりした達成感」が促さ

れたのではないかと考える。年齢的に近く、絵画の技術的なスキルがある学生の描く絵は、特別支

援学校の生徒たちにとって、絵画へのあこがれや刺激となり意欲を引き出す効果があった。	 

	 一方、大学生にとっても教育実践を体験する良い機会であったといえる。「つながるアート」は

３名の学生で実施したため、一人が４～５名の生徒を担当することになり、負担は大きかったが、

生徒一人一人によって違いがあることが実感でき、それぞれにどのように対応して描くかという点

でとても考えさせられたのではないだろうか。一人一人の個性や特性に応じて描き方や内容を変え

るという力は、小・中学校、高等学校のどの教育現場においても生かすことができる。１４名の生
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徒に１４名の大学生が一人ずつ担当したならば、経験できなかったことである。	 

	 「にじのたね」実施時には、大学生・院生 8 名がスタッフとして参加し、前半は絵の具の準備等の補助

的支援にあたった。後半は一緒に絵を描く等し、その際は自然と許容する態度を維持しつつ、肯定的で

賞賛する言葉かけに努めていた。また、自ら楽しんで描いている様子があり、それらは、全体での温かな

一体感を作り出すことにも成果を上げていた。 

 
６−５	 教員の意識改善	 

	 全体を通し、特別支援学校担当教員には「生徒の気持ちに任せ、教員が誘導することがないよう

に見守る」ことに意識して取り組んでいただいた。通常の美術活動よりも教員からの支援が少なく

なったため、どうしたらよいか迷う生徒や、自分から描き始めることに難しさがあった生徒もいた

が、最少の言葉掛けにとどめ、無理強いせず、受け入れ、見守るように対応することで、生徒の作

品やその表情にも通常にない反応が見受けられたようである。重度重複の障害のある生徒に対して

の支援法に関しても疑問視し、なるべく本人の動きで活動できる支援の仕方を検討した。これまで

の指導法について考察する良い機会になった。	 

	 例えば、否定的な行為を教員が止めようとした一例がある。「つながるアート」において、制作過

程にあった絵を塗り潰した生徒がおり、当然のように制止したが遅かったようだ。しかし、交換し

て戻ってきた絵は塗りつぶした部分を生かした面白い絵になっていた。これは、潰したり壊したり

した後、新しい表現が生まれる可能性は無限にあることを示唆している。このことからも、生徒本

人から出てきた表現を教員側の意図で無理に誘導したり止めたりせず、生徒が心地よい状態で描け

るように環境を整えることが大切なのではないかといえる。	 

	 

６−６	 連携の意義	 

	 実践で刺激的だったことは、連携を模索する中から新しい視点が生み出せたことであった。例え

ば、「つながるアート」の導入において、絵を交換する相手を「魔法使い」と設定したことや、生徒

が使い慣れていないキャンバスを画材にすることで、特別感が増し、生徒の意欲向上につながった

と言える。また、予め下地に白色を施す事によって生まれた凹凸やグラデーションに視点を向けた

ことは、発想の転換をより自由な方向へと導いた。これらは連携により生まれたアイデアであった。

「にじのたね」においても同様であるが、より専門的な知識や経験は、このような実践を通した連

携の中で初めて生かされると実感した。	 

	 

６−７	 表現に欠かせないもの	 

	 今回の連携を通して、魅力的な題材の仕掛けや本物の良さに触れ、意欲を引き出す設定が、技術

力そして表現力の向上には効果的であることがわかった。同時に、「気持ちを解放し、安心して活動

できる雰囲気づくり」が表現活動をする際の心の基盤として大切であることが確認できた。「自己肯

定感の高まり」と「居場所があること」の心地よさが、心の幹を太くし、自らの内面を表現しよう

とする動機付けになる。そして表現力の向上につながるといえる（図５）。あらためて活動を振り返

れば、「つながるアート」が「心の解放」であり、「にじのたね」が「身体の解放」を意味していた

と推測できる。これらを段階的に実施したことは、やはり連携により成し得たものであった。そこ
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で、本連携事業において、次のような図式を導き出せたことが、最大の成果であったと考える。『感

動→心の解放→身体の解放→表現』。これは、今回の連携の試みから得られたものだが、特別支援学

校の生徒に限らず、そして美術分野だけに限らず、「感動」すなわち「心を動かす」ことが「表現」

の基盤として存在していることを示していると捉えたい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図５	 蛭田により活動後に導き出された全体構想図	 

 

 

７ まとめ 

 
	 本稿では、問題の所在に対応して、①大学美術科と特別支援学校による連携事業の実態を解説し、

全容を明らかにした。②実践対象となった生徒及び学生について、双方にどのような教育的効果が

あったかを、作品画像、教員が見た当日の様子、レポートをもとに考察した。③前述の考察により、

教育及び表現活動、教育機関間による連携活動の意義を探究し、抽出された成果を明らかにした。	 	 	  
	 無論、今回の試みをそのまま他の教育機関に一概に当てはめることができない。しかし、この実

践結果のエッセンスを、美術活動や表現活動の際に生かすことはできる。特別な配慮を必要とする

児童生徒の表現活動において、今回成果のあった支援の方法や配慮を行うことで、何かしらの成果

を上げることは、大いに期待できる。『レインボーミラクル	 for	 チャレンジド』は、会話が難しく

ても、相互のやり取りから生まれる言葉によらない気持ちの共有や相互理解を楽しむことができる

活動である。今後も継続した取り組みとして、形を変え、様々な教育機関において実践を試みる予

定である。 
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１）  平成 26 年度茨城大学社会連携事業会支援事業 戦略的地域連携プロジェクト報告書（茨城大学社

会連携センター発刊）において、地域連携活動の趣旨を記している。 

２）  片口は大阪市立鷺洲小学校（2009年）、常総市立大生小学校（2014年）より依頼を受け、絵画の仕組

みを活用した、造形ワークショップを実施している。他にも、幼稚園や教員研修においても、同様の

開催事例がある。 
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日米技術教育の比較による 

授業モデル考案に向けた ISM 構造チャートの作成 

 

―― 学習指導要領と技術リテラシーのためのスタンダード（全米標準）をもとに ―― 

 

雲 宮 有 一 朗＊ ・臼 坂 高 司＊＊ 

(2015年9月15日受理) 

 

 

Development of an ISM Structure Chart for a Class Model plan by the Comparison between Japan–U.S. 
Technological Education: Based on the Course of Study and Standards for Technological Literacy 

 
Yuichiro KUMOMIYA and Takashi USUZAKA 

 

 

キーワード：技術リテラシー，Standard For Technological Literacy，対応分析，ISM教材構造化法 

 
技術リテラシーを習得することは知識基盤社会かつ国際社会である現代において必要不可欠となっている。しかし，技術

リテラシーを育成するための授業モデルは，十分に確立できているとは言い難い。一方で技術教育を職業教育の一環とし

てとらえている海外諸国，その中でもアメリカ合衆国では社会で活用する能力としての技術教育が盛んに行われている。し

たがって，技術リテラシーの育成に重点を置くアメリカ合衆国の技術教育を参考に，学習指導要領に準拠した授業モデルを

考案できれば，生徒の技術リテラシー育成の一助となると考えられる。本研究では，ITEEA（International Technology and 

Engineering Educators Association）が考案した STL（Standards for Technological Literacy）と学習指導要領の関係を対応分析

用いて比較するとともに，ISM 教材構造化法を用いて技術リテラシーを育成するための授業モデルを考案することを目的と

した。対応分析の結果，5 単語（understand，material，able，create，inform）が STL と学習指導要領で類似性の高い単語であ

ることが分かった。また，作成した ISM 構造チャートより，「製品のマーケティング」は技術リテラシーの育成に直接関係する

要素であり，下位要素として「製造システム」，「ライフサイクル」，「アフターサービス」を含んでいることが示された。 

 

 

１．はじめに 

 

知識基盤社会かつ国際社会である現代において，私たちは日常に溢れる多くの情報の中から，自

ら適切なものを選択し，生活の中で活用していくことを求められている。日本産業技術教育学会は

―――――――― 
*藤沢市立六会中学校  **茨城大学教育学部 
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『21世紀の技術教育』1）の中で，技術的素養（技術リテラシー）を身につけることで，前述した要

求に対応していくことができると言及している。技術リテラシーは「技術と社会の関わりについて

理解し，ものづくりを通して，技術に関する知識や技能を活用し，技術的課題を適切に解決する能

力，及び技術を公正に評価・活用する能力」であり，「生涯学習全体における技術開発と価値創造に

よるイノベーションへ結びつく創造性を育成する核」と解釈されている 1）。また，平成 20 年 9 月

改訂の中学校学習指導要領技術・家庭編技術分野 2）においても，技術リテラシーに関する記述とし

て，例えば「技術を適切に評価し活用する能力を育てる」と明記された。これらのことから，近年

の技術教育では，技術リテラシーに関する指導が重要視されていることが窺える。 
しかしながら，現行の技術分野教科書における技術リテラシーの扱いは充実しているとは言い難

い。また，授業時数を十分に確保できていないことから，具体的な指導法についても十分に確立さ

れていないのが現状である 3）。したがって，技術リテラシーを育成するような授業モデルを提案す

ることは急務だといえる。 
そこで，技術リテラシーをどのようにして子どもたちに身につけさせていくべきかを検討するた

めに，諸外国で行われている技術教育に目を向けた。文献調査の結果，アメリカ合衆国，イギリス，

フランス，ドイツなど，多くの国において，独自の指導法により技術リテラシーに関する授業を行

っていることが明らかになった 4）5）。本研究では，諸外国の中でもアメリカ合衆国に注目する。 
アメリカ合衆国（以下，米国）は戦後の日本の教育に大きな影響を与え，現代の日本の教育制度

の礎を築いた。しかしながら，米国の教育は日本の教育とは大きく異なる特徴をもっている。それ

は，地方分権が進んでいるため，教育行政の権限が国ではなく各州に委ねられている点である。そ

のため，州毎にカリキュラムや制度は異なっている。そうした中で，共通の特徴として挙げられる

のが，安全意識の高さと職業科目としての技術科の存在である。安全意識については，PL 法の先

進国であることや，製作実習の際には防護眼鏡・ヘルメット・マスクを装着すること，救急用具が

常備されていること，安全な作業のための治具が充実していることなどから，その高さが窺える 6）。

これらは制度として定められた事項であるが，見習うべき点である。職業教育としての技術科につ

いては，製作技術を修得することよりも，コンピューターを使用したプレゼンテーションや製作工

程を理解し，流通や経済に学びを拡大していくような技術リテラシーを育成するための学問という

位置づけが強い。そのため，製作学習では最終的な製品の完成や技能の習得よりも，設計や製作の

方法，製作過程の理解と活用に関する学習が重視される。また，一般的な授業場面では，問題解決

活動を生徒に課し，ブレーンストーミングやプレゼンテーションなどの活動を通して，思考技術や

コミュニケーション能力の育成が行われている。このように，技術リテラシーに関する指導を重視

する教科を米国では技術科としている。 
さらに，米国は，技術教育を牽引してきた現在の ITEEA（International Technology and 

Engineering Educators Association）の前身である ITEA（International Technology Education 
Association）のTfAAP（Technology for All Americans Project）によって，NFS（全米科学財団）

とNASA（全米航空宇宙局）の協力の元，技術教育の大規模な改革と称して，STL（Standard For 
Technological Literacy）を作成した 7）。これは，米国の全州の技術教育をまとめたものであり，21
世紀以降の技術教育が目指すべき指針とされている。また，STLは，技術科を技術リテラシーの育

成を担う教科とも位置づけており，工学・数学・科学を活用する実生活に関わる学問であるとして
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いる。 
以上のことに踏まえ，STLによって確立された技術リテラシーに重点を置く教育の中から，学習

指導要領に準拠した内容をピックアップできれば，アメリカで確立された技術リテラシーに関する

授業を日本式に組み替えることができると考えられる。さらに，その内容を構造化することで，既

存の授業計画の中に技術リテラシーを育成するための指導を取り入れた授業モデルの作成ができる

ようになると考える。 
そこで，本研究では，STLと学習指導要領の関連性から技術リテラシーを育成するための授業モ

デルを考案するための示唆を得ることを目的とする。 

 

 

２．テキストマイニング 

 

 STLと学習導要領の関連性を明らかにするためには，文章の比較からキーワードを導く必要があ

る。そこで，本調査ではテキストマイニングを用いた。テキストマイニングとは，一般的に文字情

報を整理する際に使われる手法である。文章を単語単位に分解し，品詞ごとに分類することで，単

語の関連性を明らかにすることができるのが特徴である。なお，本調査ではKH Coderを使用した

8）。KH Coder とは，内容分析（計量テキスト分析）もしくはテキストマイニングのためのフリー

ソフトウェアである。本来は，新聞記事や質問紙調査における自由回答項目やインタビュー記録， 
Twitter 等の SNS によって得られる様々なテキスト型データを計量的に分析するために使用する。

主な機能としては，クラスター分析，多次元尺度法，共起ネットワーク，関連語探索，対応分析，

「文書×抽出語」表の出力などが挙げられる。分析結果の多くは視覚的に理解しやすく表示される

多く，容易に考察を行えるようになっている。フリーソフトウェアではあるが，多方面の研究に用

いられ，日々改良が行われており，使用者からの信頼が多く見受けられたため，今回の採用に至っ

た。 
テキストマイニングを行うためには，資料の文章データをテキストファイル化する必要がある。

そこで，Adobe Readerを用いてPDFファイルを txtデータ化した。言語の異なる文献を分析対象

とするため，翻訳によって生じる誤差に対処する必要もある。研究の初期では，学習指導要領とSTL
の翻訳版である『―技術教育の改革―国際競争力を高めるアメリカの戦略内容』を抜粋し，分析を

試みた。しかし，翻訳よって生じる誤差を避けることはできなかった。そこで，文部科学省から公

式に発表されている英語版の中学校学習指導要領技術・家庭編技術分野 9）とSTLの原文を用いて

分析を行うことにした。なお．本研究結果は，英語版の学習指導要領を用いて行った分析の結果に

基づいている。 

STL内のスタンダードのみを分析対象とするため，対象外の項目を取り除く作業を行った。さら

に txtファイル化するにあたり，KH Coder を使用した際にエラーが出ないように余分な個所を取

り除いた。本研究での分析対象を表１に示す。 
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表１ 分析対象である文献のページ数 

資料 項目 ページ 
STL Standard1~20 pp.21～197 

学習指導要領（技術分野） 内容A~D pp.1~9 
 

 

３．対応分析を用いた比較 

 

STLと学習指導要領から抽出・設定した技術リテラシーに関する語の出現数（一部抜粋）を表２

及び表３に示す。なお，単語数が多いため分析には頻出150単語のみを使用した。この2つの表を

基に対応分析を行った結果，2つの相関軸が得られた（図１）。 
単語を囲う円はその単語の文書内の出現頻度に合わせたバブルプロットであり，出現頻度の多い

ものほど大きくなっている。また，バブルプロットの他に座標上に存在する四角は，STLと学習指

導要領（技術分野）である。バブルプロットと同様に単語数が多いほど大きな四角になる。なお，

図１は分析対象の単語数が非常に多いため，特徴が見られないと判断された単語に関しては表記せ

ず，バブルプロットのみで表示されるように設定している。 
 第1軸を境に，STLに多く分類される語と学習指導要領に多く分類される語の分布が対局に配置

されている。この結果から，第1軸を「STL－学習指導要領」軸と命名した。 
 

表２ STLの頻出150単語（一部抜粋） 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 
technology 163 work 25 provide 18 transport 14 

design 101 make 24 solute 18 agriculture 14 
use 101 time 24 become 17 change 14 

product 79 effect 23 compute 17 manufacture 14 
process 71 material 23 create 17 order 14 
develop 59 problem 23 differ 17 possible 14 

understand 36 example 21 form 17 structure 14 
people 33 improve 21 good 17 study 14 

standard 33 new 21 live 17 tool 13 
student 33 resource 21 able 16 biotechnology 13 
engine 31 inform 20 control 16 involve 13 
many 31 world 20 way 15 step 13 
society 27 environ 19 build 15 ・ 

・ 
・ 

require 26 human 18 idea 15 
energy 25 need 18 nature 15 
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表３ 学習指導要領の頻出150単語（一部抜粋） 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 
technology 34 deliberate 9 mechanic 6 create 4 

regard 20 product 9 method 6 environ 4 
inform 17 student 9 active 5 family 4 
instruct 16 basic 8 apply 5 knowledge 4 

item 15 energy 8 convers 5 practice 4 
understand 14 home 8 economy 5 relate 4 

be 13 nurture 8 evaluate 5 skill 4 
follow 13 thing 8 content 5 accord 3 
live 12 consider 7 contented 5 acquire 3 
use 12 content 7 object 5 attitude 3 
able 11 design 7 procession 5 chapter 3 

material 11 given 7 proper 5 characteristic 3 
process 11 school 7 section 5 ・ 

・ 
・ 

learn 10 appropriate 6 base 4 
target 10 age 6 communal 4 

 

 

図１ STLと学習指導要領の対応分析結果 
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understand material able create inform 合計
St.1 19 4 8 7 2 40
St.2 17 17 16 2 14 66
St.3 19 6 12 3 4 44
St.4 6 10 12 2 10 40
St.5 11 7 3 5 5 31
St.6 6 1 9 4 2 22
St.7 16 8 13 8 10 55
St.8 6 9 3 4 1 23
St.9 3 1 2 5 4 15
St.10 7 0 10 3 3 23
St.11 4 20 20 4 10 58
St.12 8 2 23 4 13 50
St.13 1 2 17 5 18 43
St.14 9 3 11 2 17 42
St.15 18 3 9 4 2 36
St.16 10 2 18 2 1 33
St.17 12 1 19 4 42 78
St.18 12 1 4 0 59 76
St.19 12 44 21 4 2 83
St.20 16 0 17 2 2 37

第2軸に関しては，全ての要素が正の極限に位置している。このことから2つの文書の単語は同

系統の内容であることが推察される。したがって，第2軸は考慮しないものとした。 
STLと学習指導要領の座標の間にプロットされている単語に着目する。学習指導要領の内容に近

い STL の要素を選定するため，第 2 軸に対して正の極限に存在する単語のみに焦点をあてた。さ

らにその中から機能語を省いた内容語だけに着目すると，understand，material，able，create，
inform の 5 単語が抽出された。つまり，STL においてこれら 5 単語が多く含まれている箇所が学

習指導要領にもっとも近い内容であると考えられる。そこで，standard1～20（以下，St.1~20）で

上記5単語が出現する回数を集計した（表４）。 
表４から，関連 5 単語の standard 内の出現頻度は様々であることが分かる。そのため，今回は

選定基準を関連5単語の合計出現頻度とした。その結果，学習指導要領に最も近い内容をSt.19 と

判断した。なお，St.19 の概要は「生徒は製造技術の理解を深め，それを選択し，利用できるよう

になるだろう」となっている。 
 

表４ 関連5単語の出現数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

４．技術リテラシーを育成するための ISM教材構造化法 

 

分析結果から，St.19 が学習指導要領に最も近い内容の Standard であることが示された。しか

し，技術リテラシーを育成するための具体的な内容が示されたのみで，どのようにすれば技術リテ

ラシーが身に付くかといった論理的な内容の整理はできていない。ここでは，St.19 の内容を授業
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モデルとして活用するために，ISM 構造チャート 10）を作成し，技術リテラシーを育成するための

論理的なつながりを検証した。 

St.19の内容にはそれぞれ達成すべき内容の大枠が設定されている。構造化するにあたり，内容

の大枠で要素を選定した（表５）。 
 作成した ISM構造チャートを図２に示す。「製造プロセス」の下位要素として，「材料の分離・

成形・結合」，「手工具」，「人間が操作する機械」，「コンピューター制御された自動化された機械」，

「科学技術」，「材料の調質」といった日本の技術教育の内容として主に含まれるものが要素として

系列を成している。 
「製品のマーケティング」は，技術リテラシーの育成に直接関係する要素であり，下位要素とし

て「製造プロセス」の上位要素である「製造システム」，「ライフサイクル」，「アフターサービス」

を含んでいる。 
これらのことから，生徒のレディネスに合わせて，ISM構造チャートの下位要素から順番に学習

を進めていくことで，技術リテラシー育成の一助になると考えられる。 

 
 

表５ St.19の要素の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要素 内容 
S1 製造システム 
S2 材料の分離，結合，成形 
S3 材料の調質 
S4 製造プロセス 
S5 耐久性 
S6 非耐久性 
S7 ライフサイクル 
S8 材料の使用 
S9 手工具 
S10 人間が操作する機械 
S11 自動化された機械 
S12 アフターサービス 
S13 科学技術 
S14 物質の製造 
S15 物質そのものを変える 
S16 資源の入手 
S17 製品のマーケティング 



茨城大学教育実践研究 34(2015) 

 - 48 - 

 

図２ 技術リテラシーISM構造チャート 
 

 
５．まとめ 

 

本研究では，技術リテラシーを育成するための授業モデルを考案するために，STLと学習指導要

領の関連性を対応分析によって明らかにし， ISM教材構造化法を用いて ISM構造チャートを作成

した。その結果，以下の内容が明らかになった。 
 
（１）対応分析の結果，第1軸から正の方向にある内容語のunderstand，material，able，create，
informの5単語がSTLと学習指導要領で類似性の高い単語であることが分かった。また，standard
内で5単語の合計出現数が最多であったSt.19が学習指導要領の内容に最も近い内容であることが

示された。 
 

（２）St.19に関して，Standardの内容項目から要素をS1～S17まで設定し，それを基に ISM教

材構造化法で構造チャート化することができた。その結果，「製造プロセス」系列が，日本の技術教

育と類似した内容であることが示された。技術リテラシーの育成に直接関係する要素である「製品
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のマーケティング」は，「製造システム」，「ライフサイクル」，「アフターサービス」を下位要素とし

て含んでいることが分かった。 
なお，本研究結果により，技術リテラシーを育成するための授業モデルを考案するための示唆が

得られた。今後は，本研究で得られた知見を基に実証的な検証を行っていきたい。 
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大学生の洗濯行動の実態と課題 
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A Study on the Conscious Behavior of University Students about Home Laundry 

 

Michiko KIMURA 

 

 

キーワード：大学生，家庭洗濯，自立した洗濯，新型洗剤，柔軟剤 

 

 近年、洗剤や洗濯機の種類･機能が多岐にわたる中で、洗濯に対する大学生の意識や行動を把握することは、これからの

消費者教育・家庭科教育を考える上で重要な視点である。本研究では、新たな家庭洗濯のスタイルにふさわしい消費者教

育・家庭科教育を構築するための基礎的データを得ることを目的として、教育学部の２年生を対象として質問紙調査を実施し

た。その結果、大学生は小中高校の家庭科を通して洗剤や洗濯に関する知識や関心はあるが、自立した洗濯行動に結び

ついていないことが明らかとなった。この背景には、家庭科の実習・実験で洗濯を取り上げる機会が少ないことが関与してい

るのではないかと推察された。 

 

 

はじめに 

 

 家庭洗濯の省資源・省エネルギー化を目指した技術開発に伴い、洗剤や洗濯機の種類・機能が多

岐にわたっている。洗剤については、漂白剤や柔軟成分の含有、超濃縮タイプ、部屋干し対応、環

境対応等の性能が付与され、粉末・液体・ジェルボール等の形態を含めると、非常に多種類の洗剤

が市販されている。柔軟剤についても、最近では香り付けを重視する商品が主流となっている。こ

うした変化は、消費者の洗濯に関する知識や意識、行動に大きく影響していると考えられ、日本石

鹸洗剤工業会（2013）の調査では、消費者の洗濯行動が変容していることが報告されている。 

 大学生は、小学校および中学校家庭科では「日常着の手入れ」、高校家庭科では「被服管理」の分

野を通して、洗濯や洗剤に関する知識を身につけている。柔軟剤や漂白剤などの洗濯仕上げ剤の学

習は、高校家庭科で行われてきているが、菊池・生野（2014a、 2014b）は中学校家庭科で取り上

げる必要性を指摘している。その背景には、洗剤のみならず、柔軟剤や漂白剤の使用が増えてきて   

―――――――― 

*茨城大学教育学部 （College of Education, Ibaraki University） 
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・性別，年齢，家族形態（現在同居している家族構成）

・主に洗濯をしている人（自分自身，家族）

・家庭科で学んだ洗濯に関する学習経験の有無（小中高の校種別）と学習内容

・洗濯物の仕分け

・洗剤使用量と洗浄力

・界面活性剤の働き

・柔軟剤,漂白剤の特性

・アイロンの設定温度

価格が安い／汚れ落ちがよい／香りがよい／抗菌防臭効果／洗剤の成分／

使用量が少ない／洗濯物の傷みが少ない／肌にやさしい／環境にやさしい／
すすぎ1回ですむ

⇒1点(気にしない）)            2点(あまり気にしない)
　 3点(ある程度気にする)    4点(非常に気にする)

・洗濯の頻度，時間帯，使用している洗濯機の種類，洗剤の種類

・洗濯時に気をつけていること
　⇒気にしない，洗濯物の量，水量，洗剤使用量，仕分け

・洗濯機の設定

　⇒洗濯機まかせ，洗剤容器の表示に合わせる，洗濯物の量に合わせる，わからない

・柔軟剤使用の有無と使用頻度　（毎回使用，よく使用，たまに使用）

属
性

洗
濯
関
連
知
識

洗

剤

購

入

時

の

意

識

洗
濯
行
動

いることが挙げられる。大学生や社会人になって１人暮らしをする中で、初めて自分で洗濯をする

という人も多いのではないだろうか。一般的には、高校までに得た知識や経験に基づき、洗濯を行

っているのが現状だと考えられる。そこで、本研究では、大学生の洗剤に関する知識や洗剤購入時

の意識が洗濯行動にどのような影響を与えているかを分析し、新たな家庭洗濯のスタイルにふさわ

しい消費者教育・家庭科教育を構築するための基礎的データの蓄積を目的とする。 

 

 

研究方法 

 

１．調査概要 

茨城大学教育学部の２年生を対象として2015年2月に質問紙調査を実施し、106名（男子学生

29名、女子学生77名）から回答を得た。表１に示すように、調査票は、属性、洗濯関連知識、洗

剤購入時の意識、洗濯行動に関する質問から構成されている。属性では、性別、家族形態（現時点

で同居している家族構成）、主に洗濯をしている人、洗濯に関する校種別（小学校、中学校、高校）

の学習内容とした。洗濯関連知識では、洗剤の特性、洗浄作用、洗剤使用量と洗浄力の関係、柔軟

剤の役割などの質問項目を設定した。洗剤を選択し購入する時に意識する項目として、価格、汚れ

落ち、香り、抗菌防臭、洗剤成分、使用量、洗濯物の傷み、肌にやさしい、環境にやさしい、すす

ぎ１回について、どの程度意識しているかを質問した。洗濯行動では、洗濯時の留意点、洗濯機の

設定、柔軟剤使用について質問を設定した。 

 

表１ 調査項目 
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自分で洗濯 男 24名 （1人暮らし24名）

57名（54％） 女 33名 （1人暮らし27名）

家族が洗濯 男 5名 （母親が洗濯3名）

49名（46％） 女 44名 （母親が洗濯36名）

２．分析の視点 

 洗濯行動として設定した「洗濯する時に気をつけている項目数（洗濯物の量・水量・洗剤使用量・

仕分け）」および「洗濯機の設定（使用する水の種類・水量）」に対して、「属性（性別、誰が洗濯を

しているのか、小・中・高の家庭科の学習）」や「洗濯に関する知識」、「洗剤購入時の意識」の影響

を分析した。 

 

 

結果および考察 

 

１．調査対象者の特徴 

 対象学生は、全体では１人暮らしが49％、家族と同居が51％である。1人暮らしの場合、男子

学生ではその割合が高く86％、女子学生では35％の割合である（表２）。 

 表３に示すように、自分で洗濯している学生は54％、このほとんどは1人暮らしをしている学生

である。家族と同居している学生が自分で洗濯するケースは少ないことがわかる。一方、家族が洗

濯しているのは全体の46％であるが、その主体はほとんどが母親であった。 

 家庭科では、「衣服の手入れや洗濯」を取り上げているが、その学習経験を調べた結果を表４に示

す。家庭科で洗濯を学習した経験は、全体としては、「小学校でのみ学んだ」と回答する割合よりも

「小・中・高校すべての家庭科で学んだ」と回答する割合が高い。家庭科の男女共修は、中学校（1993

年から）、高校（1994年から）で実施されていることからも、回答結果に性別による有意差は認め

られなかった。 

 

表２ 対象学生の居住形態 

                

 

 

 

 

 

 

表３ 誰が洗濯をしているのか 

     

 

 

 

 

 

  

1人暮らし 25名（86％） 全体では

家族と同居 4名（14％） 1人暮らし　　52名（49％）

1人暮らし 27名（35％） 家族と同居　54名（51％）

家族と同居 50名（65％）

男

女

29名

77名
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表４ 家庭科で洗濯を学んだ経験（校種別） 

 

 

 

２．洗剤や洗濯に関する知識と洗剤購入時の意識 

２－１ 知識について 

 小・中・高校の家庭科で学習する洗剤や洗濯に関連する知識、主として、洗濯物の仕分け・洗剤使用量

と洗浄力・界面活性剤の働き・仕上げ剤の特性・アイロンの設定温度、などについて質問し、正解のみを１

点として合計点を算出した。 

知識（平均値）と、学生の属性＜性別、誰が洗濯をしているのか、家庭科の学習経験（校種別）＞との関

係をまとめたのが表５である。Ｔ検定の結果、知識と属性との間には有意差は認められなかった。 

 

表５ 学生の属性と洗剤や洗濯に関する知識との関係 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 意識について 

洗剤を購入する時に意識する１０項目について、どの程度、重視するかを４点法で質問したところ、重

視率（重視する、ある程度重視する、を選択した合計）を求めた結果を表６に示す。8割以上の学生が重

視する項目は、「汚れ落ちがよい、香りがよい、価格が安い」であった。一方、「洗剤成分、使用量が少な

い、すすぎ１回で済む」を重視する割合は５割以下であった。 

意識に関する１０項目について因子分析を行った結果、２つの因子が抽出され、それぞれ、＜洗剤性

能因子＞と＜環境・安全因子＞と名付けた（図１）。表５の結果と合わせて考察すると、学生は、洗

剤を購入する際に、環境や安全性よりも、洗剤の性能を重視して購入していると考えられる。 

＜洗剤性能因子＞および＜環境・安全因子＞と、学生の属性＜性別、誰が洗濯をしているのか、家

庭科の学習経験（校種別）＞との関係についてまとめたのが表７である。Ｔ検定の結果、属性との間に有

意な関係は認められなかった。 

  

小学校家庭科 小・中学校家庭科 小・中・高校家庭科 計

男 5名（24％） 9名（43％） 7名（33％） 21名（100％）

女 12名（20％） 23名（36％） 29名（45％） 64名（100％）

計 17名（20％） 32名（38％） 36名（42％） 85名（100％）
注）回答者85名中，　男女で有意差なし

知識平均値 有意差

男 5.24

女 5.60

自分で洗濯 5.60

家族が洗濯 5.39

小・家庭科 5.18

小・中学校家庭科 5.25

小・中・高校家庭科 5.86

なし

なし

なし
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図１ 洗剤購入時の意識（因子分析の結果） 

 

表６ 洗剤購入時の意識―各項目における重視率― 

 

 

 

３．大学生の洗濯行動 

３－１ 洗濯時に気をつけている項目について 

「洗濯物の仕分け・洗濯物の量・水量・洗剤使用量・すすぎの回数」の５項目について、洗濯時に気を

付けている項目を全て回答してもらい、その平均値を算出した。「気にしていない」と回答した学生は約２

割であった。表８に、項目数の平均値と学生の属性＜性別、誰が洗濯をしているのか、家庭科の学習経

験（校種別）＞との関係についてまとめた。Ｔ検定の結果、性別および家庭科の学習経験（校種別）にお

いて、有意差が認められた。すなわち、性別との関係では、女子学生の方が男子学生に比べて、洗濯時

に気をつける項目数平均値が有意に高いことがわかった（ｐ＜0.01）。家庭科の学習経験では、小・中・高

校＞小・中学校＞小学校、の順番で項目数平均値が有意に高かった（ｐ＜0.05）。誰が洗濯をしているの

かは関与していなかった。 

  洗濯機で水量を設定する際に、「洗濯機まかせ（自動洗濯）」にするのか、それとも「洗剤容器の表示

や洗濯物量に合わせる」のかについて、χ２検定を用いて学生の属性との関係を調べた結果、性別や誰

が洗濯をしているのか、の関与は認められなかった。これに対し、表９に示すように、「小・中・高校までの

全ての家庭科」で学習した経験のある学生は、洗剤容器の表示や洗濯物量に合わせて水量を設定する

割合が高く、洗濯機まかせにする割合が少ないことがわかった（ｐ<0.01）。 

大学生の洗濯行動の指標として考えた、「洗濯時に気をつけている項目数」および「洗濯水量の設定方

法」に対して、「洗剤や洗濯に関する知識」、「洗剤購入時の意識」が、どのように関わっているかを相関分

洗剤購入時の意識

価格が安い

汚れ落ちがよい

香りがよい

抗菌防臭効果

洗剤成分

使用量が少ない

肌にやさしい

環境にやさしい

洗濯物の傷みが少ない

すすぎ1回ですむ

因
子
分
析
の
結
果

洗剤性能因子

環境・安全因子

項目 重視率(%)

汚れ落ちがよい 85.8

香りがよい 84.0

価格が安い 81.1

抗菌防臭効果 71.7

洗濯物の傷みが少ない 60.4

肌にやさしい 56.6

環境にやさしい 50.9

使用量が少ない 45.3

洗剤の成分 44.3

すすぎ１回で済む 39.6

表７ 洗剤購入時の意識と属性との関係 

 

環境および安全性

に係わる因子

洗剤性能に

係わる因子
有意差

男 -0.024 -0.162

女 0.009 0.064

自分で洗濯 0.016 0.032

家族が洗濯 -0.018 -0.035

小・家庭科 -0.271 -0.239

小・中学校家庭科 0.010 -0.072

小・中・高校家庭科 0.183 0.323

なし

なし

なし
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析や回帰分析で検討したが、明確な関係性は認められなかった。 

以上のことより、大学生が自分で考え工夫して適切な洗濯を行う「自立した洗濯行動」には、自分で洗

濯しているかどうかよりも、「小・中・高校までの全ての家庭科」で学習した経験や「性別の違い（女子学生）」

が関与していることが推察された。自立した洗濯行動に知識が関与していなかった背景には、家庭科の

授業で洗濯の実習・実験を取り上げる機会が少ないことが影響しているのではないか、と推察される。 

 

表８ 洗濯する時に気をつけている項目数（平均値） 

      

 

 

 

 

 

 

３－２ 柔軟剤の使用について 

柔軟剤や漂白剤などの洗濯仕上げ剤の学習は、学習指導要領によれば、小・中学校の家庭科では取

り上げる項目に入っておらず、高校の家庭科で学習する内容となっている。大学生が柔軟剤についての

知識をどの程度もっているかを確認したところ、正解である「肌触りをよくする」は 92.5％、「静電気の発生

を抑える」は 16％であった。不正解の「繊維の傷みを修復する」は 21.7％、「吸水性をよくする」は 11.3％

であった。本来の柔軟剤の役割と考えられてきた「肌触りをよくする」や「静電気の発生を抑える」以外に、

最近では、「香りをつける」ことが柔軟剤を使用する目的になっている。今回の調査においても、85.8％の

学生が柔軟剤の役割として、「香りをつける」を選択していた。「香りをつける」ことを意識するあまり、標準

使用量を超えて使うことが問題として指摘されている。柔軟剤の使用は、「吸水性」を低下させるばかりで

はなく、「香り」が不快であると感じるケースもあるため、標準使用量を限度と考えて使うことが重要である。 

柔軟剤使用の有無を質問したところ、84％が柔軟剤を使用していた。χ２検定を用いて、柔軟剤使用の

有無と、学生の属性との関係を調べた結果、家庭科の学習経験（校種別）の関与は認められなかった。こ

れに対し、表１０に示すように、「女子学生」および「家族が洗濯している学生」の場合に、柔軟剤の使用率

が有意に高いことがわかった。「家族が洗濯している学生」の９割が女子学生であることを考えると、柔軟

剤使用の調査結果には女子学生の影響が強く反映されていると考えられる。 

「洗剤や洗濯に関する知識」および「洗剤購入時の意識」が、柔軟剤使用の有無にどのように関わって

いるかを相関分析や回帰分析で検討したが、明確な関係性は認められなかった。 

 

表１０ 柔軟剤の使用について 

  

  

 

 

 

項目数平均値 有意差

男 0.759

女 1.468

自分で洗濯 1.351

家族が洗濯 1.184

小・家庭科 0.706

小・中学校家庭科 1.250

小・中・高校家庭科 1.556

p<0.01

なし

p<0.05

使用せず 使用する 有意差

男 32.0% 68.0%

女 10.7% 89.3%

自分で洗濯 23.6% 76.4%

家族が洗濯 6.7% 93.3%

p<0.05

p<0.05

 

表９ 水量の設定について 

 

洗濯機まかせ
洗剤容器の表示や洗

濯物量に合わせる
有意差

小・家庭科 82.4% 17.6%

小・中学校家庭科 86.7% 13.3%

小・中・高校家庭科 50.0% 50.0%

p<0.01
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まとめ 

 

本研究では、大学生の洗濯行動に影響を与えている要因を分析し、次のことが明らかとなった。 

１）洗剤購入時の意識を調べたところ、大学生は、環境や安全性（成分／使用量が少ない／肌にやさしい

／環境にやさしい）よりも、洗剤性能（汚れ落ち／香り／抗菌防臭）を重視していることがわかった。 

２）小・中・高校の家庭科で学ぶ洗濯に関連する知識や、洗剤購入時に洗剤性能を重視する意識は、「自

立した洗濯行動」（自分で考え工夫して適切な洗濯ができること）に必ずしも結びついていない。自立し

た洗濯行動に、知識が関与していなかった背景には、家庭科で学習した知識を確認するための実習・

実験を行う機会が少ないためではないかと推察される。 

３）「自立した洗濯行動」には、「小・中・高校までの全ての家庭科で学習した経験」や「性別（女子学生であ

ること）」の関与が認められた 

４）８割以上が「香りづけ」を柔軟剤の役割としてあげており、近年の消費者志向に一致する結果となった。

知識や意識、家庭科で学習した経験は、柔軟剤を使う行動には関与していなかった。 

今後の課題としては、小・中・高校の家庭科で学習する経験の中身（実習や実験など）を明らかにして

洗濯行動との関連性を分析すること、性別（女子学生）の影響を明らかにすること、などが考えられる。 
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小学校家庭科「ミシン縫い」におけるデジタル教材の効果 

 

野 中 美 津 枝＊ ・ 田 中 菜 帆＊＊・ 中 山 香 理＊＊＊ 

(2015年9月15日受理) 

 

 

Study of Effectiveness of Digital Teaching Materials for Sewing Class in Elementary School home Economics 

 

Mitsue NONAKA，Naho TANAKA and Kaori NAKAYAMA 

 

 

キーワード：デジタル教材，ミシン縫い，小学校家庭科 

 

現在，ICT 教育が推進されており，1 人 1 台の情報端末環境を視野に情報端末等の教育効果や指導方法について実証

研究が求められている。一方，家庭科では近年の子どもたちの生活体験の少なさから，教員 1 人で被服実習や調理実習な

どの指導をすることが困難である。そこで，小学校家庭科におけるデジタル教材を開発して，授業効果について実証的に研

究してデジタル教材と授業設計の関係について検討することを目的とした。研究方法は，小学校家庭科 5 年の「ミシン縫い」

の授業実践の問題点を解決する iPadによるデジタル教材を開発して，デジタル教材を導入した授業を実践し，授業ビデオ，

学習者の授業後の自己評価からデジタル教材の効果を分析した。その結果，小学校家庭科の「ミシン縫い」において，iPad

によるデジタル教材を活用しながら授業を進めると，説明時間が短縮でき，学習者が主体的に作業を進められることが明ら

かになった。デジタル教材については，指導計画のどの段階で導入するかを指導者が見極めて授業設計に組みこむこと，

授業目標の達成に役立つデジタル教材，学習者の実践と同じデジタル教材が授業効果を高める上で重要である。 

 

 

Ⅰ．はじめにー研究の背景と目的― 

 

文部科学省は，21 世紀を生きる子どもたちに求められる力として情報活用力をあげ，平成 23 年

には「教育の情報科ビジョン」を取りまとめている。1 人 1 台の情報端末環境を視野に，教科指導

における情報通信技術の活用のため，情報端末等の教育効果や指導方法について実証研究が求めら

れており，教員養成学部と密接に連携して教育実習や教育研究を行う役割を持つ附属学校において

牽引的な役割を果たすことが期待されている 1）。平成 26年「ICTを活用した学びのあり方に関する

調査報告書」によると，指導者からみたICT活用における課題として，「授業準備に時間がかかる」

「自分の ICTスキルの不足」が 7割で 1位 2位に挙げられているが，3位には「授業の計画をたて

るのが難しい」で6割の教員が挙げ，「授業の進め方を変えるのが大変」「授業の進め方がイメージ 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **恵那市立山岡小学校  ***茨城大学教育学部附属小学校 
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できない」についても 4割の教員が挙げている 2）。今後，実際に ICTを授業に導入していくために

は，ICTをどのように組み込むのかといった授業設計に関する課題が大きいと考えられる。 

 一方，家庭科においては，平成20年の中央教育審議会答申の改善の基本方針で，「体験から，知

識と技術などを獲得し，基本的な概念などの理解を深め，実際に活用する能力と態度を育成するた

めに，実践的・体験的な学習活動をより一層重視する。」ことが明記されている 3）。しかしながら，

近年の子どもたちの生活体験の少なさによる理解の遅れや家庭科の授業時間の少なさから，教員 1

人で被服実習や調理実習などの指導をすることが困難であり，「パソコンなどのデジタル機器をも

ちい，何度でも見せること，見ることが可能であり，全体への指導ができることができるデジタル

教材」が有効であることが指摘されている 4）。近年，教育の情報化が進められているため，各都道

府県の総合教育センターの HP 等で家庭科のデジタル教材の実践事例や提案も公開されているが，

教科担任制の中学校，高等学校家庭科に比べて小学校家庭科は少ない。また，実習におけるデジタ

ル教材の実践事例のほとんどは，プロジェクターやテレビモニターを通して一斉に説明するために

活用したり，パソコンを教室に数台配置して児童生徒が確認するために見に行くといった活用方法

である。現実には，学校における ipad等の情報端末環境の整備はさほど進んでおらず，家庭科にお

いて情報端末（ipad）を活用したデジタル教材の開発をして授業実践し，デジタル教材の授業効果

を実証した研究は見当たらない。 

 そこで，茨城大学教育学部附属小学校において，平成26年に情報端末（ipad）の整備が進んだこ

とを踏まえ，小学校家庭科におけるデジタル教材の開発と授業効果について実証的に研究すること

にした。小学校家庭科の内容の中でも特に指導が困難である「ミシン縫い」を取り上げて，授業展

開における問題点を明らかにし，解決するためのデジタル教材を開発する。そして，デジタル教材

の使用の有無で授業効果を分析し，デジタル教材と授業設計の関係について検討することを目的と

した。 

 

 

Ⅱ．小学校「ミシン縫い」授業における問題点とデジタル教材の開発 

 

１．「ミシン縫い」授業における問題点 

小学校家庭科の「ミシン縫い」授業における問題点を顕在化するため，平成 25年，平成26年に

おいて，附属小学校の教育実習生で，5 年生の「ミシン縫い」による小物作りの授業を実践した３

名（実習生ABC，斉研授業 45分）の授業ビデオを分析した。その結果，①師範が見えない，②見本，

掲示物が見えにくい，③１人の指導者で40人に対応するのが困難，以上３つの問題点を抽出した。 

「①師範が見えない」については，実習生 A，実習生 B では，実際にミシンの縫い方を示範する

ため，児童全員を師範台に集合させて，指導者がミシンで返し縫いを実演して縫い方を説明してい

る。実習生 Aの場合，師範に要した時間は，集合；1分 6秒，説明しながらミシンの実演；6分 26

秒，解散させて分からない児童を残して説明；2分 32秒で，計 10分 4秒かかっている。実演する

指導者の後ろ側に全員の児童が囲み，後ろの児童はいすの上に載って見ているが，指導者のミシン

の手元がはっきり見えている児童は一列目の指導者の背後の児童に限られる。全く経験のない児童

に，「ミシン縫い」の示範をどのように行うかは常に課題であり，学校によっては，全員ではなく，
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2～3グループに分けて実演することもよく行われているが，示範の時間が2倍，3倍とかかり，教

師がそれだけ他の児童への指導ができなくなる。さらに，ミシンは電気で針が動くため危険も伴い，

教師の目が届かない時間が長くなることは，安全上からも好ましいとは言えない。 

 「②見本，掲示物が見えにくい」については，実習生ABCともに，小物作りの手順を説明するた

めに，拡大見本，模造紙で作業工程等の掲示物を貼り，工夫を凝らして説明をしている。実習生 B

では，大きな画用紙を布に見立てて，まち針の打ち方，作業手順を説明しており，導入から手順の

説明までに12分20秒，その後，全員の児童を集合させて，ミシンの実演，解散して，児童が席に

戻って作業を始めた時間は，授業開始から21分経過してからであった。家庭科室は，普通教室より

も縦長のため，拡大見本も教室の後ろの児童には見えにくく，手順の掲示物も見えにくい。そのた

め，各自の作業に入ってから途中で掲示物を確認するために黒板の前まで見に来る児童もいた。 

 「③１人の指導者で 40人に対応するのが困難」については，①②の問題点により，学習者の作業

が始まってから，示範し説明したはずの作業手順やミシンの扱いがわからず質問をする児童が多い。

その上，ミシンは，扱い方で，上糸が針から抜けたり，下糸が絡まってミシンが動かなくなるトラ

ブルが生じやすい。実習生Cでは，1台のミシントラブルに対応している間に，3名の児童が傍に来

て指導者の対応を求め，順番待ちで作業を進められない児童が出ている。45分という限られた時間

で，手順の説明やミシンの扱い，さらに最後の片づけにも時間がかかり，実習生ABCとも正味の児

童の作業時間は約20分だった。また，ミシンは2人に1台で，交代で使用するため，実習生ABCの

いずれの授業も，簡単な「ミシン縫い」の小物作りであるが，スムーズに終わって待っている児童

もいるが，時間内で終わらないまま片付けをしている児童がみられた。 

 

２．問題点を解決するデジタル教材の開発 

小学校家庭科「ミシン縫い」授業における問題点，①師範が見えない，②見本，掲示物が見えに

くい，③１人の指導者で 40人に対応するのが困難，を解決するためには，説明を効率的にするため

のデジタル教材，児童が作業を主体的に進めていけるように授業展開に沿ったデジタル教材が必要

である。そのため，具体的に２つの実践授業を取りあげて，授業展開に沿って問題点を解決するデ

ジタル教材を開発することにした。対象とした授業実践は，附属小学校5年生家庭科の「ミシン縫

い」の小物作りの授業で，平成25年9月12日実施；授業Ⅰ「コースター作り」，平成25年9月20

日実施；授業Ⅱ「しおり作り」の2つの授業（授業者は，教育実習生：田中菜帆）である。 

 平成 25 年に実践した 2 つの授業における問題点をもとに iPad で用いるデジタル動画を作製し

た。表1は，平成25年授業実践の問題点と，その問題点を解決するために作製したデジタル教材の

内容，図1は，実際に iPadに入れた動画の一覧である。 

平成 25 年授業の課題を解決するために，指導者の説明用と児童が繰り返し再生して主体的に作

業ができるように，授業の展開に沿ってデジタル教材を作製した。たとえば，授業Ⅰでは，「①1直

線縫い」「①2 縫い終わりの始末」「①3 方向変換」「②5返し縫い」は，指導者が基礎縫いを説明し

て児童が作業でわからない部分だけを見ることをできるように１つ１つの基礎縫いを分けている。

そして，「①4練習布での作業」「①6練習布での作業」「③7コースター作り」「③8コースター仕上

げ」は，児童が作業をする工程通りに，実物を使用した示範の動画である。さらに，実習は個人差

が大きく，早く終わった児童が積極的にミシンで模様付けができるように，模様入りのコースター 
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表1 平成25年授業実践の問題点と授業展開に沿って作成したデジタル教材 

 

図1 作成したデジタル教材；ipadの動画一覧 

 学習活動 平成25年授業の問題点 デジタル教材（動画） 

授
業Ⅰ

「
コ
ー
ス
タ
ー
作
り
」 

①基礎縫い 

・直線縫い 

・方向変換 

（練習布； 

2面を縫う） 

 

②基礎縫い 

・返し縫い 

（練習布； 

2面を縫う） 

 

③コースター作り 

・全員を集めて，基礎縫いの実演をしたが見

えない児童がいた。 

・返し縫いの仕方が理解できていない児童が

いた。 

・どこを返し縫いしたらよいのか，分かってい

ない児童が多かった。 

・ミシンの下糸が絡まったり，上糸が抜けてし

まったりした時に教師一人で対応できなか

った。 

・一度示範しただけでは，コースターの作り方

が覚えきれず，質問する児童が多かった。 

・コースターの仕上げや空いている部分に模様

の入れ方が分からない児童がいた。 

①1直線縫いの仕方 

①2縫い終わりの始末 

①3方向変換の仕方 

①4練習布での作業 

  （基礎縫い） 

②5返し縫いの仕方 

②6練習布での作業 

  （返し縫い） 

③7コースター作り 

 （作業工程の動画） 

③8コースターの仕上げ 

 （フリンジ） 

・作品例の写真 

授
業Ⅱ

「
し
お
り
作
り
」 

 

④ミシンの準備 

（平成 26 年授業

のみ） 

 

⑤コースター作り 

・まち針のさし方 

・しおり 

・ミシンの下糸が絡まったり，上糸が抜けて

しまったりと複数手が挙がったため，待って

いる間製作を進められない児童が出た。 

・全員を集めて，まち針のさし方を実演したが

見えにくかった。 

・黒板に貼った製作手順の図が小くて後ろの児

童は見えにくかった。 

・一度示範するだけではしおりの製作手順が分

からない児童がいた。 

 

④9下糸の巻き方 

④10上糸のかけ方 

④11下糸の入れ方 出し方 

 

⑤12まち針のさし方 

 

⑤13しおりの作り方 

 （作業工程の動画） 
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の作品例も写真で入れることにした。授業Ⅱでは，平成25年のミシントラブルの対処が大変だった

ことから，児童が自分でミシンの下糸や上糸が掛けられる様に動画を作製した。 

動画の作製に当たっては，これまでミシンを扱ったことのない児童にも分かりやすいように，ミ

シン針が進む様子や手の位置等が，実際に縫うときの目線になるように手前からアップでビデオを

撮影して動画を編集した。動画における作業がどのような操作をしているかを見ただけでは理解し

にくいため，「おさえを上げる」や「布の向きを変える」，「針をおろす」というように文字で示した

り，返し縫いの秒数を「1，2，3程度」と具体的に表示した。 

作製した動画は，ミシンが 2 人に 1 台に合わせて，附属小学校の iPad20 台にデジタル教材とし

て入れた。iPadの画面上に図 1の動画一覧が出るようにし，アイコンの画像をクリックすると，動

画が再生される。また，作品例の写真もiPadのカメラロールに一覧として入れた。 

 

 

Ⅲ．「ミシン縫い」におけるデジタル教材の効果 

 

１．授業実践と分析方法 

 デジタル教材を活用した授業実践については，教育学部附属学校園での共同研究として，平成25

年の授業Ⅰ，授業Ⅱに開発したデジタル教材を導入した授業実践を平成 26 年度の 5 年生に実践す

ることにした。実施日は，平成26年10月15日実施；授業Ⅰ「コースター作り」，平成26年10月

20 日実施；授業Ⅱ「しおり作り」で，授業者は，平成 25 年同様に田中菜帆が担当した。授業効果

については，デジタル教材を使用していない平成25年授業とデジタル教材を導入した平成26年授

業ビデオの比較，平成 26年授業後の学習者のアンケートから分析した。 

 

２．「ミシン縫い」におけるデジタル教材の効果 

（1）授業ビデオ分析から見たデジタル教材の効果 

1）指導者の作業説明時間の短縮 

授業Ⅱ「しおり作り」について，平成25年授業とデジタル教材を導入した平成26年授業におけ

る指導者のしおり作りの説明場面に要した時間を比較したのが表 2である。 

平成25年授業では，全員を師範台に集合させ，指導者が児童の前で実際にまち針のさし方等を示

範して説明したため，説明に 11分38秒かかっていた。一方，平成26年授業では各班に iPadがあ 

 

表 2 「しおり作り」における説明場面の所要時間の比較 

 平成25年 平成26年 

内訳 

集合…38秒  

説明…10分  

解散…1分  

集合…0秒 

説明…5分24秒  

解散…0秒 

合計 11分38秒 5分24秒 
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るためモニターテレビにデジタル教材の動画を映して，各自の席に座ったまま作業手順を説明した

ことから 5 分 24 秒と，同じ説明がおよそ半分の時間で説明ができている。家庭科室のモニターテ

レビは画面が小さいが，各自のiPadに同じ動画が入っていることを伝え，一斉にiPadの動画を確

認し，児童は各自の作業時に iPadのどの動画を見たら良いかがわかるようにした。示範のための時

間を削ることにより，児童の活動時間を延ばすことができた。 

2）指導者の机間指導にゆとり 

 学習者がiPadを使いながら作業を進めるため，指導者の机間指導にも違いが見られた。表 3は，

授業Ⅱ「しおり作り」の授業について，平成25年授業とiPadを導入した平成 26年授業の机間指導

における児童からの質問内容の比較である。 

 

      表3 「しおり作り」の机間指導における質問内容の比較 

 平成25年 平成26年 

質 

問 

内 

容 

・まち針のつけ方 

・使用後のまち針について 

・しおりの縫い方 

・上糸・下糸が抜けた 

・針が折れた 

・糸が絡まった 

・早く終わってどうするか 

・完成作品を見てほしい 

・上糸・下糸の対処 

・完成作品を見てほしい 

 

平成 25 年授業では，まち針のつけ方やしおりの縫い方といった示範であらかじめ説明した内容

をよく聞かれたのに対し，平成26年授業では，作品の縫い方や作り方に関しての質問は全くなかっ

た。これは，iPadに学習者が授業で作業する実物の作業工程の動画や作品例がそのまま入っている

ため，指導者に聞かなくても自分で確認できることによると考えられる。iPadに実際の作業工程の

動画及び作品例を入れたデジタル教材は児童にとって分かりやすく，指導者にとってもミシンの不

具合などの対処のみで済むため，机間指導にゆとりがあり，効率的な授業展開が可能となる。 

3）学習者の主体的な活動を促進 

 平成 25 年授業に比べて，平成 26 年の iPad によるデジタル教材を導入した授業での作業場面で

は，学習者自身がiPadを見ながら作業を主体的に進めて授業がスムーズに展開できているが，実際

にどのような場面で学習者が iPadを活用しているかを分析した。その結果，具体的な学習者のiPad

によるデジタル教材の活用方法として，3つの活用の仕方が挙げられた。 

①作業前の確認 

作業に入る前に，児童が分からず不安に思っている縫い方や作業工程の動画を繰り返し見ていた。

その都度確認してから作業に入るため，自信を持って作業に入り失敗なく作業を進めることに役立

っていた。特にミシンが 2人で1台のため，ミシンを待っている児童はこれから行う作業の動画を

熱心に確認していた。 
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②分からない箇所の確認 

縫い方について分からない箇所があっても，分からない作業部分の動画を見ることにより，教師

を呼ぶことなくスムーズに製作ができていた。平成 26 年の授業Ⅱにおける上糸や下糸の掛け方は

難しいが，2人に1台の iPadの動画を何度も見ながら，2人で協力しながら作業を進めていた。 

③発展課題に挑戦（作品例写真の参照） 

作業が順調に進み，全員が規定の直線縫いを終えると，発展課題の例として iPadに入れていた模

様入り作品例の写真を見て，次の指示を待つことなく，自分達で率先して，自分なりに直線縫いや

返し縫いを活用してオリジナルの模様を縫う児童の姿を多く見ることができた。 

4）効果的なまとめ（児童の作品例をモニターで写す） 

平成26年授業では iPadによるデジタル教材の導入により，指導者の作業説明の短縮，学習者の

作業もスムーズに進み，まとめにも違いが見られた。平成25年授業では，同じ 5年生の授業である

が「コースター作り」「しおり作り」とも最低限の周囲の直線縫いを終えることができない児童もい

たが，平成26年のデジタル教材を導入した授業では，全員が周囲の直線縫いを完了し，さらに模様

付けを工夫することができた。そのため，最後のまとめの際に，教師用 iPadで児童の作品を撮り，

モニター画面に児童の作品を提示した。実際に児童が作った作品を示すことで，本時の活動の振り

返りに役立つとともに，他の児童とも良い作品例を共有することができ，児童の作品作りに対する

意欲を高めることができた。 

（2）学習者アンケートからみたデジタル教材の効果 

1）学習者の「ミシンの基礎縫い」の自己評価 

iPadによるジタル教材を導入した平成26年授業Ⅰ「コースター作り」（10月 15日実施），授業Ⅱ

「しおり作り」（10 月 20 日実施）のそれぞれの授業後に，「ミシンの基礎縫い」の自己評価につい

て，5（よくできた）～1（よくできなった）の 5段階で，学習者に自己評価をしてもらった。5 段

階評価を得点化し，ミシンの基礎縫いの項目ごとに，授業Ⅰと授業Ⅱにおける学習者の自己評価の

平均点を算出して t検定で分析した結果を表 4に示す。 

 

表4 ミシンの基礎縫いの学習者の自己評価   （ｎ=37） 

基礎縫い項目 
授業Ⅰ：コースター 授業Ⅱ：しおり 

t検定 
平均 SD 平均 SD 

直線縫い 4.27 0.98 4.61 0.68 n.s. 

方向変換 4.14 0.87 4.41 0.88 n.s. 

返し縫い 3.89 0.91 4.41 0.72 n.s. 

 

ミシンの基礎縫いの各項目とも授業Ⅰと授業Ⅱで自己評価に有意差は見られないものの，自己評

価の平均点は，直線縫いは 4.27から 4.61へ，方向変換は 4.14から 4.41へ，返し縫いは 3.89か

ら4.41へと，どれも２回目の授業である授業Ⅱの方が若干高くなっていた。１回目の授業は，児童

は初めてミシン縫いに挑戦したわけであるが，平均点は 5 段階評価の約 4 点と自己評価は高く，

iPadによるデジタル教材を使用した授業は，短時間でミシンの基礎縫いに自信をもつ上で有効的で

あったと考えられる。 
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2）学習者のiPadによるデジタル教材の評価 

平成26年授業Ⅰ「コースター作り」（10月15日実施），授業Ⅱ「しおり作り」（10月20日実施）

のそれぞれの授業後に，iPadによるデジタル教材を評価してもらうために，「活用したい」「分かり

やすい」「おもしろい」についてどの程度そう思うか，5（とてもそう思う）～1（まったくそう思わ

ない）の5段階で評価してもらった。5段階評価を得点化し，iPad教材の評価項目ごとに，授業Ⅰ

と授業Ⅱにおける各項目の評価の平均点を算出して t検定で分析した結果を表 5に示す。 

 

表5 iPad教材に対する学習者の評価 （ｎ=37） 

評価項目 
授業Ⅰ：コースター 授業Ⅱ：しおり 

t検定 
平均 SD 平均 SD 

活用したい 4.03 0.91 4.19 0.93 n.s. 

分かりやすい 4.08 0.97 3.92 1.22 n.s. 

おもしろい 3.97 0.97 3.86 1.19 n.s. 

 

iPad を「活用したい」は，授業Ⅰの 4.03 から授業Ⅱの 4.19 へと高くなっていた。しかし，「分

かりやすい」は4.08から3.92，「おもしろい」も3.97から3.86へと，有意差はないものの若干評

価が低くなっていた。授業Ⅱでは，上糸・下糸のかけ方があり，今回大学のミシンを使って動画を

製作したが，附属小学校のミシンとミシンの糸かけ部分が異なり，児童がかえって混乱したためと

考えられる。 

 さらに，授業Ⅰおよび授業Ⅱの授業後のアンケートの自由記述のうち，iPad教材についての記述

内容を表6にまとめた。 

 

表6 iPad教材に対する自由記述 

記 述 内 容 人数 

・手順や動画が分かりやすかった。 18 

・活用したい。また使いたい。 8 

・動画はすごい。 2 

・iPadで分からないところもあった。（早すぎた） 2 

・iPadのミシンと附属のミシンとちがうから分かりにくい。 2 

・楽しかった。 1 

・動画を見てしおりができた。 1 

・先生にいちいち聞かなくてすむ。 1 

・待ち針の動画を見てうまくできた。 1 

・針に糸を入れる様子の動画が難しかった。 1 

・もっと明るいところで動画を撮ってほしい。 1 

・先生の説明で聞きのがしたところを確認できた。 1 

 



野中・田中・中山：小学校家庭科「ミシン縫い」におけるデジタル教材の効果 

 - 67 - 

18人が「手順や動画が分かりやすい」，8人が「活用したい，また使いたい」と iPadに対して好

意的に捉えており，iPadによるデジタル教材を導入したことでミシン縫いに対する関心や意欲を高

める効果的があったと考えられる。 

しかし，「iPadで分からないところもあった（早すぎた）」（2人），「iPadのミシンと附属のミシ

ンとちがうため分かりにくい」（2人）という感想もあった。これはともに「しおり作り」の授業後

の感想で，附属小学校のミシンとは異なる，大学のミシンでミシンかけ動画を作製したことが要因

である。動画を作製する際に，児童が使用するミシンと同様のもので撮影をすること，スロー再生

を入れておくなどといった児童の視点に立った動画の必要性が再認識された。 

 

 

Ⅳ．おわりに－デジタル教材と授業設計― 

 

 本研究では，小学校家庭科の内容の中でも特に指導が困難である「ミシン縫い」を取り上げて，

授業展開における問題点を解決するためにデジタル教材を開発し，デジタル教材の使用の有無で授

業効果を分析した。その結果，小学校家庭科の「ミシン縫い」において，iPadによるデジタル教材

を活用しながら授業を進めると，説明時間が短縮でき，学習者が主体的に作業を進められることが

明らかになった。この研究の総括として，デジタル教材と授業設計について検討したことをまとめ

る。 

①指導計画，授業設計の必要性 

 効果的なデジタル教材の導入のためには，題材の指導計画を立て，どの段階でデジタル教材を導

入することが良いのか，検討することが重要である。本研究の平成26年のiPadによるデジタル教

材を導入した授業実践では，附属学校園の共同研究として，5 年生家庭科の被服分野の指導計画を

検討し，全く初めての「ミシン縫い」でデジタル教材を活用することにした。学習者がミシン縫い

ができるようになれば，デジタル教材を見る機会はほとんどなく，様々な機能のある ipadはかえっ

て遊び道具になる危険性もある。学習者が効果的にデジタル教材を活用できる場面を指導者が見極

めて，指導計画や授業設計を立てることが基本である。 

②授業展開に沿ったデジタル教材 

 本研究で開発したデジタル教材の効果が高かったのは，授業展開に沿ってデジタル教材を作製し

たことが大きい。平成 25年授業の問題点を解決できるように，授業展開に沿って問題となった場面

ごとに活用できる動画を作製し，早く終わった児童への対応として発展課題の作品例の写真をデジ

タル教材としてipadに入れている。ICT活用に関する課題として，教師の多くが授業設計の課題を

挙げていたが，デジタル教材は，導入することが目的ではなく，授業の目標達成を助けるものでな

ければならない。現在の授業における問題点を明らかにして，それを解決すためにどんなデジタル

教材が活用できるのかを考えて，デジタル教材を導入することが望まれる。 

③学習者の実践と同じデジタル教材 

 今回，デジタル教材を開発して，実際に附属小学校の 5年生に授業実践をしたが，デジタル教材

の製作はすべて大学で行っている。ミシンの構造は基本的にどのミシンも同じであるが，大学のミ

シンが附属小学校のミシンと同型でないため，上糸を掛ける部品の位置が異なっていた。そのため，
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デジタル教材の動画をみることによって，かえって作業の混乱を招いてしまった。被服分野の教材

として，ミシンの基礎縫いやミシンの扱いの動画はHPでも公開されているが，学習者が実践するも

のと違うと混乱を招き，教育効果が損なわれることが示唆され，実際に学習者が実践することと同

じデジタル教材の重要性が指摘できる。今回の作製したデジタル教材の中でも，コースターやしお

りの実物をそのまま示範した動画は，児童が手順を確認する上で熱心に見ていた。デジタル教材の

製作は手間はかかるが，授業で示範することを考えれば，事前に示範の動画の教材を作製しておけ

ば，児童は自分の作業に合わせて何度も見ることができ，デジタル教材の効果は絶大である。 

 今後，ICT 教育の推進により，多くのデジタル教材が登場すると考えられるが，何のためにデジ

タル教材を活用するのか，指導者が授業目標を押さえて授業設計に適切に組み込み，デジタル教材

を活用していくことが必要である。 

 

 

注 
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児童が好む英語の授業とそうでない授業の質的分析 

 

 

猪 井 新 一＊  

（2015年9月15日受理） 

 

 

Qualitative Analysis of English Classes Which Primary School Students Like and Do Not Like 

 

Shin’ichi INOI  

 

 

キーワード：小学校外国語活動, 授業の質的分析, 繰り返し練習, インタラクション 

 

本研究は、児童が好む英語の授業の要因を、児童の英語の授業の好意度順位1位のクラスと順位32位のクラスの英語の

授業を質的に比較分析することによって、明らかにしようとするものである。その結果、1）繰り返し練習、2）インタラクション、3）

児童の積極性の 3つの要因が浮かびあがった。繰り返し練習では、32位クラスでは機械的な単純な反復練習がほとんどで

あったが、1位クラスではチャンツを取り込んだ繰り返し練習が含まれていた。インタラクションは、2 クラスにおいて、ALT と

個々の児童の間および児童間で観察されたが、1 位のクラスでは他の児童の発言をよく聞いて、反応することが伴われてい

た。児童の積極性については、普段から間違いを受け入れるようなクラスの雰囲気が必要であり、それには HRT の学級経

営が関与していると思われる。 

 

 

はじめに 

 

小学校外国語活動の授業において、児童はどのような授業を好み、どのような授業は嫌いなので

あろうか。その要因には、さまざまな要素が関係していると思われる。例えば、外国語活動の授業

は、日本人教師（多くの場合は学級担任）と外国人教師（ALT）とのティームティーチング（TT）

で、実施されることが多いが、学級担任（HRT）が主指導者である場合の方が、児童は授業をより

好むのだろうか、それとも ALT が主指導者の場合であろうか。あるいは、児童の英語の授業の好

き嫌いは、主な指導者が誰であるかは、さほど重要ではないのだろうか。さらには、HRT が英語

の教員免許を所有していた方が、所有していない場合より、児童は外国語活動の授業を好む傾向に

あるのだろうか。このような疑問がいろいろわく。そこで、2013年11月～2014年2月にかけて、

そして2014 年9月に茨城県内の公立小学校8 校、合計32の5，6年生のクラスを訪問し、授業 

―――――――― 

*茨城大学教育学部   
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参観をしビデオ録画するとともに、外国語活動に関するアンケート調査を児童・指導教師に対して

実施した。児童のアンケートは5項目からなり、その1つに学校の英語の授業の好き嫌いに関する

ものがあり、4段階の尺度（4. とても好きである、3. まあまあ好きである、2. あまり好きでない、

1. まったく好きでない）で回答してもらった（アンケートの詳細は資料を参照）。英語の授業の好

き嫌い（好意度）に関するクラスの児童の平均値を算出すると、平均値の上位3クラスおよび下位

3クラスは次の通りである。表 1には、平均値の他に、学校、学年―クラス、人数、英語特区・非

特区の別 1）、主指導、副指導、HRTの英語の教員免許所有の有無が示されている。 

 

    表1.  児童の英語の授業の好き嫌いに関する上位3クラスおよび下位3クラス 

順位 平均値 学

校* 

学年-クラス 人数 特 区 ・

非特区 

の別 

主指導 副指導 指導者の

英語教員

免許の有

無 

1位 3.64 E 6-1 28 非特区 ALT HRT 無 

2位 3.59 B 5-1 32 特区 HRT ALT 有 

3位 3.45 C 5-1 38 特区 ALT JTE** 有 

30位 2.80 H 6-4 30 特区 ALT HRT 無 

31位 2.60 A 6-1 30 非特区 ALT HRT 無 

32位 2.50 H 6-2 30 特区 ALT HRT 有 

（注）上位3クラス（1位～3位）および下位3クラス（30位～32位）が同時に示されている。 

*: 学校名はアルファベットにより示されている。 

**: JTE（Japanese Teacher of English）は外国語活動担当日本人教師を示しており、このクラス

（5-1）のHRTは英語の授業には関与していなかった。 

 

 児童の英語の授業の好き嫌いに関して、平均値の上位 3クラスおよび下位 3クラスに関し、特徴的なも

のを抽出しようとしてもかなり難しい。例えば、英語特区、非特区の要因によって、児童の英語授業の好き

嫌いを説明することは容易ではない。順位 1位のクラス（E校、6-1）は非特区にあるが、2位、3位のクラ

スの学校は特区にある。順位30位、32位のクラスは特区にあるが、一方31位のクラスは非特区にある。

また、誰が主指導・副指導であるか、さらには、HRT の英語教員免許の有無によっても、児童の英語の

授業の好き嫌いを説明しようとしても、困難である。順位 1位のクラスは ALT が主指導であるが、最下位

のクラスも ALTが主指導者である。順位 2位のクラスはHRTが英語の教員免許所有者であるが、最下

位のクラスも同様に HRTは英語の教員免許所有者である。このように、児童の英語の授業の好き嫌いを、

アンケート調査や英語特区・非特区、主指導・副指導などの外的要因のみによって説明しようとすることは、

調査の限界があることがわかる。そこで、本研究はビデオ録画した授業の分析を行うことによって、児童

の英語の授業の好き嫌いを質的に研究しようとするものである。もちろん、指導者（ALT, HRT）、教材、カ

リキュラなど各々の学校で異なり、さらにはわずか１回参観した授業の分析のみで、児童の英語の授業の

好き嫌いに関して、すべてを明らかにすることは無理である。したがって本研究では、児童の英語の授業
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の好意度順位1位のクラスおよび順位32位のクラスの授業を比較分析することで、児童の英語の授業の

好き嫌いを引き起こす要因をいくらかでも見つけようとするものである。 

 

 

                                    授業概要 

 

１．児童の英語の授業の好意度順位1位のクラス（E6-1）の授業概要（2014年2月○日授業参観） 

E小学校、6年 1組の児童の英語の授業好意度の平均値は 3.64である。4.0が「とても好きである」を

示しているから、かなり高い平均値である。E校は英語非特区にあり、5年生から週 1時間の外国語活動

の授業を実施している。1 年生～4 年生は学期あたり数時間であり、年間多くても 10 時間程度である。

ALTはアメリカ人で、業務委託型であり、HRTが児童の前に立つことはなく、さらには児童への日本語に

よる指示も行っていなかった。いわゆる ALT にほぼお任せの外国語活動の授業である。教材は「Hi, 

friends 2」を使用していた。当日の授業は「Hi, friends 2」のLesson 8「夢宣言をしよう」を扱っており、以

下のような授業展開がなされた。 

 

E①  ALTは、絵カードを用いながら、いろいろな職業（cabin attendant, farmer, dentist, vet, soccer 

player, artist, bus driver, etc.）を英語で発音し、児童全員が ALT の後を繰り返す。その後、 “I 

want to be a singer.” のように、 “I want to be～” の構文を用いながら職業の名前を入れ替えて

ゆく。ALTの後を、児童が繰り返し練習をする。 

 

E②  ALTがある児童1人に、歌手の絵カードを示しながら、 “What do you want to be～?” と聞くと、

その児童が、 “A singer” と答える。ALT はさらに、別な児童に 同じ絵カードを示しながら、 “My 

singer friend, what do you want to be?” と聞くと、児童は “I want to be a singer.” と答える。 

ALTは “Oh, OK.” と反応する。 他の児童はこのやり取りを聞きながら、賞賛したり、拍手をしたりす

る。このようなQ&Aを、ALTは合計6人の児童1人1人とやりとりをする。 

 

E③  次に、ALTは児童個人ではなく、クラス全体に歌手の絵カードを示しながら、 “My singer friends, 

together, please repeat. What, what, what do you want to be?” （下線部は強勢を置き、やや強

調して発音する）とリズミカルに言い、児童は同じように繰り返す。今度はALTが絵カードを自分の胸

元で左右に動かしながら、 “A singer, a singer, a singer, a singer, a singer” と 5回繰り返す。児

童も同様に繰り返す。このようなALTとクラス全体のやり取りが、 さらに 3回繰り返される。 

 

E④  ALTがHi, friends 2（教科書）の p. 40にある 3人（Sakura, Taku, Alexy）のそれぞれについて、

英語で紹介し、児童にメモをとらせる。ALTのSakuraのスピーチの紹介は次の通りである。  

“Hello. My name is Suzuki Sakura. Suzuki Sakura. [Japanese is OK.] I want to be a vet. I 

like animals. [Animals are dogs, cats, monkeys, bears, chickens, animals.] I like cats. I have 

a white cat. I have a white cat. I want a dog. I want a hamster, too. I want to be a vet. 

Thank you. [One more time. Ready? Listen.] Hello, everyone. My name is Suzuki Sakura. I 
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want to be a vet. I like animals. I like cats very much. I have a white cat. I want a dog. I 

want a hamster, too. I want to be a vet. Thank you. [Are you OK?” One more time? One 

more? Yes ? No? OK.]（[  ]の部分は、ALTが説明をしたり、指示をしている部分）。 ALTは 1語1

語をゆっくり、はっきり発音する。特に、文と文の間に長めのポーズを置く。残り2人（Taku, Alexy）に

ついても同様に、ALT が英語のスピーチをゆっくり読む。児童は、教科書にメモを書きいれながら、

ALTの英語を聞く。 

 

E⑤  ALTが次のように児童に指示をする。 “Today everyone will write a speech.（ワークシートを配

布しながら） Easy. Japanese is OK. A picture is OK.” と言う。そして、以下のように板書をする。 

1. Hello. 

2. I want to be a           . 

3. I like        . 

4. Thank you.  

 

   ALT は児童にスピーチを準備するように指示をする。 “Easy. OK. And you have 10 minutes. 

Pictures are OK. Pictures are OK. And I can help you.” その後、児童が各自でスピーチの準備

に取り掛かる。HRT と ALTは机間巡視をする。しばらくして、HRT と ALTで職業カードを黒板に張

っていく。5分程度経過したあたりから、スピーチ原稿ができた児童がALTにその原稿を見せる。児童

の一人が「声優」を英語で何というかとALTに聞く。 “Voice actor” とALTが答える。その後もALTは

何人かの児童の質問に個別に答える。 

 

E⑥ ALTは、“All right. Five, four, three, two, one, time. Now please get into your lunch groups.”

とスピーチの準備の時間は終了し、班ごとにまとまるように指示をする。児童は机を移動し、4～5 人

の班を作る。ALTが “All right. Now in your lunch groups, please give your speech. OK?” と

言うと、何人かの児童が “OK” と言う。ALT は黒板を指しながら、 “Once again, please listen. 

Hello. I want to be a ～. I like ～. Thank you. OK?” 児童はそれぞれの班で自分のスピーチ

の発表を始める。 

 

E⑦ ALTは “All right. Everyone, finished?” と言って、グループ内でのスピーチ発表が終了した児

童に挙手をさせる。2/3 程度の児童が挙手をしたことを確認すると、次のように指示をする。 “Next. 

Stand up. Give your speech to 10 friends. All right? ” 児童は、 男子同士、女子同士でスピー

チを言い始める。 

 

E⑧ しばらくして、児童を着席させた後、ALTが “Any volunteers?” と言って、児童2人を指さし、前に

来るように促す。促された児童は、躊躇せず前に出る。もう1人の児童が自発的に挙手をして、前に出

てくる。最初の児童は次のようなスピーチをする。 

S1: Hello.（原稿は持っているが、見ないで、皆に手を挙げながら）（他の児童も “Hello” と言う。） 

    I want to be Tokyo Olympic. （ALTは “All right.” と言い、親指を上げる。） 
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やりたい。出たい。 

    I like sports. （他の児童、「オー」と反応する。） 

Thank you. 

ALTは“All right.”と言い、拍手をする。他の児童も拍手をする。S1は 自分のスピーチの原稿をクラ

スの皆の前で掲げる。ALTは シールを 1枚S1にあげながら “Nice” と言う。 

 

2人目の児童が次のようにスピーチをする。 

S2: Hello. （S1の時と同様に、他の児童も “Hello” と返す。その後、スピーチの残りは一気に言う。）   

I want to be a baseball player.  

I like baseball.  

Thank you.  

他の児童、拍手をする。「早い」といった発言も聞こえる。 ALTがシールを S2に与える。 

 

  3人目の児童もスピーチを行い、他の児童が拍手をし、ALTからシールをもらう。 

  ALTが “Any more volunteers?” というと、さらに 3人の児童が挙手をし、前へ出ていく。 

  

  5人目の児童のスピーチは次の通りである。 

  S5: Hello. （他の児童からの反応が何もないために、今度は大きな声で再度言う。） 

     Hello. （他の児童も、 “Hello” と返す。） 

     I want to be firefighter.  

      I like cats. 

      Thank you.   

他の児童が拍手を送る。 

 

6人目の児童もスピーチをし、他の児童及びALTから拍手をもらう。そして、ALTからシールをもらう。

最終的には 6人の児童が自主的に教室の前に出て、スピーチをし、他の児童および ALTから拍手を

もらうことになる。 

 

E⑨  ALTが “Very good. Good job. Time over. Lesson 8, finished. Next, Momotaro. All right. See 

you.” と言って授業が終了する。 

 

２．児童の英語の授業の好意度順位32位のクラス（H6-2）の授業の概要（2014年9月○日授業参観） 

このクラスの児童の英語の授業の好意度の平均値が2.50であり、順位1位のクラス（E6-1）の平均値か

らは 1.0以上も下がる。3.0が英語の授業を「まあまあ好きである」ことを示しているから、このクラスの児童

の平均値は、授業が好きとまでは達していないことがわかる。H校は英語特区にあり、年間の英語の授業

時間数は50時間で、E校の35時間よりも1.4倍以上である。年間カリキュラムは市教育委員会が作成す

るが、具体的な学習指導案は各学年の外国語活動担当教員が作成する。教科書は Hi, friends を使用

していないが、関連させながら年間カリキュラムが作成されている。ALT（アメリカ人）は市の直接雇用で
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あり、E校のALT（業務委託）とは雇用形態は異なるが、授業はALTが主に展開していく点では、ほぼ同

じである。HRT は主に、児童同士でインタビューゲームをする際の指示を日本語で行った。当日の授業

概要は次の通りである。 

 

H① ALTが “How are you?” と挨拶をすると、児童が “I’m fine, thank you. And you?” と返す。  

その後、ALTが “Anyone happy?” “Anyone sleepy?” “Anyone hungry?” などと言いながら児

童に挙手をさせていく。その後、 “What day is it today?” “What’s the date today?” “What 

time is it?” と児童に発問をし、児童はクラス全体で答えていく。 

 

H② ALTが “Let’s do our rhyme.” と言って、マザーグースのある1節（2行分）を発音し、その意味に

ついて、ジェスチャーや日本語も入れながら、説明する。その後、その 1 節を児童に繰り返しをさせ

る。全体で繰り返してから、2列ごとに、繰り返させる。 

 

H③ ALTが “Today we are going to learn about places.” と言い、 “The question is ‘where do 

you want to go?’” と言い、この表現を 2 回ほど繰り返し、児童にも繰り返しをさせる。その後、 

“Where, do, you” の単語を 1 語 1 語ずつ発音し、児童にもそのように発音させる。今度は、 

“Where do you” “Where do you want” “Where do you want to” のように、1語ずつ追加して、児

童に繰り返させる。最後に再度、文全体を発音し、児童にも繰り返させる。そして、 “In Japanese? 

Do you know? Someone?” と言って、児童に発問する。ある児童が何かをつぶやくと、ALTは「ど

こにい行きたいですか」と言う。 

 

H④ ALTは “All right. Let’s learn about countries.” 黒板に貼ってある、国旗の描いてある絵カー

ドを指さしながら、 “France, France, France” と繰り返し、児童にも自分の後を繰り返させる。 “In 

Japanese?” と児童に聞く。児童は日本語で、「フランス」と答える。 “Italy” “Germany” “South 

Korea” “America” “the United States”についても同様にする。ALT はさらに、 “So other 

places.” と言って、黒板に貼ってある絵カードを指さしながら、”swimming pool” と言い、児童は繰

り返す。 “In Japanese” と言うと、児童は「プール」と答える。このようなやり取りをしながら他の単語 

“beach” “library” “park” “museum” “zoo” “Disneyland” “amusement park”の発音練習を繰り

返す。 

 

H⑤ ALTが“Where do you want to go?” と言うと、児童も繰り返す。ALTが日本語で「答える」と言い

ながら “I want to go to~” と言うと、児童も同様に繰り返す。今度はALTが1語ずつ、 “I” “want” 

と言うと児童も繰り返す。ALTがさらに “to go to” と言い、同じように児童も繰り返す。黒板にあるフ

ランスの国旗の絵カードを指しながら、ALTは “I want to go to France.” と言うと、児童も繰り返す。 

ALT は“France” の代わりに、 “Italy” “Germany” “South Korea” “America” “Brazil” を入れ

ながら発音し、児童も繰り返す。次に、ALT は “the” をつけながら、 “I want to go to the 

swimming pool” と言い、児童も繰り返す。さらに、 “swimming pool” のところに、 “beach” 

“amusement park” “Disneyland”  等を入れ替えながら言い、児童は繰り返す。ALT が 
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“Anywhere else”「他に行きたいこと」と聞くと、児童は “Japan” 「サイパン」「水星」「月」「太陽」「平

等院鳳凰堂」「グアム」などの場所を挙げる。 

 

H⑥ ALTはクラスを2つに分けながら、 “Let’s practice. This side A, （残り半分の児童を指さしながら）

B. A, where do you want to go?  B, I want to go to France. Ready? One, two.” と言うと、クラス

の半分の児童がそれぞれ、そのように繰り返す。 “OK. Let’s switch.” とALTが言い、反対側の列

の児童に “Where do you want to go?” と繰り返させ、残りの児童には “Germany”の国旗のカー

ドを示し “I want to go to Germany.” と繰り返させる。ALTは “Let’s practice in pairs.” と言い、

6列の児童をA,B,A,Bのように割り当てる。 “Face each other.”と言う。HRTが「向かい合ってごら

ん」と言う。ALT は “A, where do you want to go? B, I want to go to~何でもいい。 Ready?” 

ALTに促され、児童は “Where do you want to go?”とは言うが、その答えはあまり聞こえてこない。

B の列の何人かの児童は個人なりに、どこへ行きたいか考えている様子である。しばらくして、ALT

が “Finished? Switch. Ready? One ,two.” と言い、 “Where do you want to go?” と児童に言わ

せる。その答えは、やはり英語ではあまり聞こえない。ほとんど日本語で雑談をしているような感じで

ある。 

 

H⑦ ALTが “Do you want to play a game? Let’s play a game.” と言うと、HRTがワークシートを児

童に配布する。HRT が児童に筆記用具を準備するように指示をする。HRT は児童に次のように指

示をする。「まず、名前を書いてください。その下に、僕の、私の行きたい所を書きましょう。日本語で

もいい。全員立ちましょう。（   ）に自分の行きたい所が書けたら腰を下ろしましょう。」続けて、「今か

らインタビューするけど、どこに行きたいですか、何と言いますか」と児童に聞くと、児童はコーラスで 

“Where do you want to go?” と答え、HRTはさらに、「～に行きたいですは」と言うと、児童は “I 

want to go to” と答える。HRTは「会話をしたら、サインをもらいましょう。立って。Stand up. はい、

どうぞ」と児童に指示をする。児童は歩き回って、インタビューをしあう。ALT、HRT も同様に児童の

間に入って質問をする。児童はインタビュー相手にワークシートを渡し、サインをもらう。 

 

H⑧ ALTが “OK. Game over. Finished. Who has 10 people? 9? 8?” と言うと、4人の児童が挙手を

し、前に出ていき、それぞれALTからシールをもらう。 

 

 

分析および考察 

 

児童の英語の授業の好意度順位 1 位のクラス（E6-1）と順位 32 位のクラス（H6-2）の授業の特徴を比

較・分析を試みる。2クラスとも6年生児童のクラスで、ALTが主となって授業を展開している。ただ、E校

の ALT は業務委託型であるため、HRT の授業への関与は、見かけ上はほとんど見られない。したがっ

て、授業中、HRT が児童全員に対して指示を出すことは全くない。一方 H 校では、ALT は市の直接雇

用であるために、HRT は授業中、児童全体に向かって、必要と感じれば、適宜日本語で指示を出してい

る。 
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2クラスの授業内容の主な共通点は、以下の 4点のようにまとめられる。 

1） 絵カードを用いながら、指導する単語や目標文の練習をしている。 

2） 単語および目標文（疑問文および答えの文）の繰り返し練習がある。 

3） 目標文は、疑問文とその答えの文、各々1文ずつである。 

4） 児童が自分のことを言う活動場面がある。E6-1 では班ごとに、あるいは他のクラスメートに、自分の将

来なりたい職業についてスピーチをする。H6-2 では、自分の行きたい場所について、インタビューゲ

ームを通して、クラスの友人と伝え合う。 

5） ALTが褒美として、できた児童にシールを与えている。 

 

2クラスの授業中の活動内容や活動形態に関する主な相違点は、次の 2点である。 

1) 扱う単元内容が異なるため（E6-1は将来のなりたい職業、H6-2では自分の行きたいところ）、当然扱

う単語や目標文も異なっている。 

2) 児童の主な活動形態が異なる。E6-1 では、個人個人がスピーチを作成し、そのスピーチを、まず各

班内で発表し合い、さらに 10人のクラスメートとスピーチを発表し合った。H6-2では、児童はどこに

行きたいかについて、列ごとのペア活動後に、クラスメート同士で、インタビューをしあった。 

 

 英語の授業についての児童の好意度順位1位クラスと 32位クラスの違いを引き起こす要因は、各々の

HRT の学級経営、児童と ALT との間の信頼関係を含めて様々あると思われるが、授業分析からは 1） 

繰り返し練習、2） インタラクション、3） 児童の積極性の、少なくとの 3 つの要因が関係していると思われ

る。 

 

1) 繰り返し練習 

既に 2 クラスの共通点として上述したが、両方のクラスとも繰り返し練習をする。しかし、授業好意度順

位32位のクラスH6-2の繰り返し練習は、ALTの英語を、ただひたすら機械的に繰り返すことがほとんど

である。H②の rhyme の練習、H③の目標文の練習、H④の国、場所の英語の練習は、ほとんどにおい

て児童はALTの後を単に反復している。また、H⑤にあるように、単語を入れ替えて答え方の練習をする

際も、同様である。ALTが “France” のかわりに “Germany” を入れて“I want to go to Germany.” 

と言うと、児童は単にその英文を繰り返すだけである。H⑥では、列ごとに、 “Where do you want to 

go?” と質問をする役と、 “I want to go to～” と答える役を割り振ってはいるが、ALTが言う英語を、児

童は促されて機械的に繰り返しているに過ぎない。特に、質問に答える側の児童の声は徐々に小さくな

っていった。このような単純な繰り返し練習が、H6-2 の英語の授業の顕著な特徴であると言うことができ

る。以前中学校の英語の授業でよく行われたパターンプラクティスを想起させる。 

授業好意度1位のクラスE6-1でもE①のように、児童はALTの発音する英語（様々な職業の名前と、

それを “I want to be a~”に入れる目標文）をただ繰り返す活動はあった。しかし、そのような機械的な反

復練習だけではない。E③にあるように “What, what, what do you want to be?” “A singer, a singer, 

a singer, a singer, a singer” のように、ALTはチャンツを用いて、児童に繰り返し練習をさせた。児童は

とても喜んでこの繰り返し練習に参加していた。一方 H6-2 では、単なる機械的な反復練習がほとんどで

あり、それも授業中の児童の活動のかなりの部分を占めていた。その結果として、H6-1 では徐々に児童
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の声の繰り返す声が小さくなっていったが、E6-1 では楽しそうに児童が繰り返し練習をしていたこととに

関係しているのではないかと思われる。このような点に関して、金森（2011）も、教師や CDの後について

単にリピートさせるだけでは児童は飽きてしまい、何度も飽きずに取り組ませるための工夫が必要である

と述べ、その方法として、ある登場人物になりきって言ってみたりする、発音する速度を変える、リズムやメ

ロディーをつけ発音したりする方法などを提案している（pp.102~103）。E③のチャンツ練習は、まさに繰

り返し練習する際の変化をつける方法の 1つである。 

 

2) インタラクション 

 E6-1 では、E②のように ALT と児童個人とのやり取り（インタラクション）が見られた。ALT はわずか 6

人の児童ではあるが、児童1人1人に “What do you want to be?” と聞き、児童は “A singer” あるい

は “I want to be a singer.” と答えた。他の児童はそのやり取りを聞いて、「すごい」とか拍手しながら、

よく聞いて反応しているのである。ALTとのやり取りを成立させるこことができた児童は、達成感を感じ、さ

らに、クラスの仲間から賞賛されることで自信をつけていると感じられた。H6-2 クラスにおいても、H⑦の

児童同士のインタビューゲームの時に、ALTが教室の中を歩きまわりながら数名の児童1人1人に対し、

“Where do you want to go?” と聞いてはいるが、そのやり取りを他の児童が耳を傾け、反応することは

ほとんどなかった。ALT と児童個人個人がただ単にやり取りをするのでなく、E②に見られるように、その

やり取りを他の児童も聞いて、発言をしている児童に賞賛を送るようなクラスの雰囲気・態度が必要ではな

いかと思われる。特にH校は、英語特区にあり、児童は1年生の時から、英語の授業で定期的にALTと

ふれあっている。そのため、授業中、児童のALTとのやり取りだけでは不十分で、E②のように、そのやり

取りに他の児童が耳を傾け、互いを認め合うようなクラスの雰囲気が必要なのではないかと考えられる。

そのためには、普段からのHRTの学級経営が深く関与しているように思われる。 

E6-1 クラスにおいて、上述のようなインタラクションは ALT と児童との間にだけではなく、児童同士の

間にも見られた。E⑧におけるS1児童のスピーチであるが、出だしで “Hello” とクラスの皆に話しかける

と、聞き手側の他の児童も “Hello” と挨拶を返しているのがわかる。さらに、児童 S5 のスピーチの出だ

しであるが、“Hello” とクラスの皆に挨拶しても、何の応答がないので、S5 は再度、大きな声で “Hello” 

と言って、クラスの皆が “Hello”と返すのを促したのである。他の児童もそれに応じて、“Hello” と挨拶を

返している。単純な挨拶のやり取りではあるが、普段からこのような児童同士のやりとりをすることを意識し

た授業が行われているのではないかと推測される。 

E②のように、ALTと児童1人 1人のやり取りを他の児童は良く聞いて反応していたが、スピーチにつ

いても、同様のことが言える。発表している児童のスピーチをよく聞いて、賞賛を与えたり、驚きの反応を

したりしている。E②のような他の児童の ALT とのやり取りや、E⑧のようなスピーチ発表でも、他の児童

はとてもよく聞いて、反応している。ある意味では、聞いている児童は、発表している児童へ「聞いている

よ」とのフィードバックを与え、その児童とインタラクションをしているということもできる。インタラクションは

相手のことをよく聞かないと成立しない。E6-2 では、他の児童の発言、発表をきちんと聞く態度が育てら

れていると思われる。もちろん、週 1 回の外国語活動のみで、そのような聞く態度が身につくわけではな

いから、ここでもHRTの学級経営と密接な関係があるのではないかと思われる。 

太田（2013）は外国語活動ではインプットを中心としてインタラクションある活動の方が、繰り返しが多く

発話を求める活動よりも児童は好むと主張する。そのインプットとは、教師や他の児童が発言する英語で
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あり、その意味（内容）を聞いて分かった、理解できたという、いわゆる “comprehensible input” のこと

であると述べている。E②のALTと個々の児童のやり取りやE⑧の児童のスピーチは、他の児童にとって

は、太田（2013）の言うインプットになっている可能性が高い。そのようなインプットに基づいたインタラク

ションが外国語活動では大切ということになる。 

3) 児童の積極性 

 E6-1 クラスでは、E⑧にあるように合計 6 人の児童が教室の前で、自発的にスピーチをした。扱ってい

る単元内容がスピーチをすることであるが、6人もの児童が自ら積極的に自分のスピーチをしようとする積

極性は賞賛に値する。S1児童の “I want be Tokyo Olympic” は英語としては正確ではないが、その

思いをALTや他の児童が受け止めているのがわかる。さらに、最初の 3人がスピーチを終了し後、新た

に 3人の児童が、まったくALTに促されることなく、自分の意志で挙手をし、スピーチを英語でしようとす

る態度は、外国語活動の目標となっている、コミュニケーションを図ろうとする積極的態度そのものであり、

「コミュニケーション能力の素地」（文部科学省, 2008）ということができる。どのようにすると、このような態

度が養われるかは、わずか 1回の外国語活動の授業を分析しただけでは到底わからない。ただ、間違っ

ても受け入れられるようなクラスの雰囲気があることは確かであり、上述したが、普段の HRT の学級経営

と関わりがあるように思われる。H6-1 の授業では、インタビューゲームの直後、授業終了のチャイムが鳴

ったために、児童が自主的に発表する機会はなく、E6-1に見られたような児童の積極性については不明

である。 

 

 

                              結論 

 

 児童の英語の授業の好意度 1位のクラスE6-1と 32位のクラスH6-2の英語の授業を、質的に比較分

析した。その結果、2 つのクラスの英語の授業の好意度の差を引き起こすと思われる要因を、1）繰り返し

練習、2）インタラクション、3）児童の積極性の 3つの観点から分析を行った。繰り返し練習では、H6-2で

は、機械的な単純な反復練習がほとんどであったが、E6-1 ではチャンツを含んだ繰り返し練習であった。

E6-1で見られたインタラクションは、ALT と個々の児童、児童同士でみられたが、他の児童がそれをよく

聞いて、反応するようなものである。H6-2 でも、児童同士がインタビューゲームを通してインタラクション

はしているが、どうもそれだけでは不十分であり、他の児童のやり取りにクラスで耳をよく傾け、反応するこ

とを伴ったインタラクションが必要だと思われる。児童の積極性については、普段から間違いを受け入れ

るようなクラスの雰囲気が必要であり、それには、相手のことをよく聞くインタラクションにも必要なのだが、

HRTのこのような集団を作ろうとする学級経営が深く関与していると思われる。 

本研究において以上の 3 つの要因から授業を分析したが、それ以外の要因が関わっている可能性が

ある。とりわけ、各々クラスの HRT はどのような学級経営をしているかである。この点に関し、直接 HRT

に学級経営についてインタビューをしたり、英語以外の他の教科の授業で、HRT がどのような授業をし、

そして、児童がどのような態度を示しているかなどを調査する必要がある。また、今回の調査では、2 クラ

ス、各々わずか1回のみ参観した授業を比較分析した。もっと分析対象のクラス数を増やし、同一クラスを

複数回参観するとことなどが考えられる。今後、このような観点から総合的に、小学校外国語活動の授業

の分析する必要と思われる。 
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注 

 

1) 英語特区では英語教育は小学校 1 年生から開始され、当時、低学年では 30 時間、中学年では 40

時間、高学年では 50時間もの外国語活動の授業時間数が確保されていた。非特区では、学習指導

要領の通り、5、6年生がそれぞれ 35時間の授業時数であった。1～4年生は、各学期数時間程度と

いうことであった。 
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資料 

 

アンケート調査（児童用） 

 

これは，皆さんの英語の学習についてのアンケート調査です。皆さんの学校の成績とはまったく関係

ありません。ご協力をお願いいたします。 

（   ）年（   ）組 番号（   ） 

 

１．1） 現在，英語の教室（塾）へ行っていますか。    はい    いいえ 

  「はい」と答えた場合，いつからですか。幼稚園または保育園   小学校（   ）年生 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1299796.htm
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２．英語などの外国語は好きですか。 

4）とても好きである  3）まあまあ好きである  2）あまり好きでない  1）まったく好きでない  

 

３．学校の英語の授業は好きですか。   

4）とても好きである  3）まあまあ好きである  2）あまり好きでない  1）まったく好きでない 

 

４．英語の学習をもっとしたいですか。 

4）とてもしたい    3）まあまあしたい    2）あまりしたくない  1）まったくしたくない 

 

５．次の活動（ア~キ）は，それぞれどれくらい自信をもって取り組むことができますか。それぞれあて

はまる番号に○印をつけてください。 

4よくできる    3 だいたいできる    2あまりできない  1 ぜんぜんできない 

ア) 英語であいさつをする。 4 3 2 1 

イ) 英語の歌を歌う。 4 3 2 1 

ウ) 英語で月，曜日，動物などの名前をいう。 4 3 2 1 

エ) ゲームをする。 4 3 2 1 

オ) ALT（外国人）の先生の話の内容がわかる。 4 3 2 1 

カ) クラスメートと英語で会話やインタビューをする。 4 3 2 1 

キ) みんなの前で，英語を話す。 4 3 2 1 
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人との関わりの中で主体的に働く力を育てる作業学習 

 

――吹き出しの指導案およびエピソード記述を用いた実践研究―― 

 

錦織聡子＊ ・赤荻浩之＊＊・ 神戸久美子＊＊・ 芦田良衣＊＊・ 山崎敏子＊＊・ 渡邉慶＊＊・  

三中西純＊＊＊・ 奥本富美子＊＊＊＊・ 新嶌一隆＊＊＊＊＊・ 新井英靖＊＊＊＊＊＊ 

(2015年9月15日受理) 

 

 

Occupational Learning for children with Intellectual Disability  

to raise their self-directed attitudes and social relationships. 

 

Satoko NISHIKIORI, Hiroyuki AKAOGI, Kumiko KANBE, Yoshie ASHIDA, Toshiko YAMASAKI, 

Kei WATANABE, Jun SANNAKANISHI, Tomiko OKUMOTO, Kazutaka NIIJIMA and Hideyasu ARAI 

 

 

キーワード：作業学習，特別支援学校，主体性, 吹き出しの指導案, エピソード記述 

 

本稿では、作業学習を通して主体的に働く力を育てるために、「吹き出しの指導案」や「エピソード記述」という生

徒の内面を捉える手法を用いて研究を行った。これらの授業分析の手法を取り入れたことで生徒の内面理解が進み、

主体性を高める指導を展開することができた。本研究を通して、主体性を支える要素としては、基礎類型および職業

類型の生徒に共通して「安心感」がキーワードとして挙げられ、心理的な安定が基盤となることが明らかとなった。

また、主体性を高めるためには役割を与えたり、運営意識をもたせたりする仕掛けを講じ、積極性を刺激することも

効果的であることが明らかとなった。そして、こうした主体性を育てる指導を展開するにあたり、教員が生徒の内面

を質的に分析することが重要であったと考える。 

 

 

1．はじめに 

 

東京都（2005）では平成 26 年度東京都立特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づく都立特

別支援学校の指導内容充実報告書「各教科等を合わせた指導の充実」が作成され、その中で作業学

習などの各教科等を合わせた指導においては、（1）実際的・具体的な内容指導によって、（2）成

功体験を豊富にし、（3）主体的に活動に取り組む意欲を育てることが重要であると明記された。 

―――――――― 

＊東京都立田園調布特別支援学校  ＊＊東京都立矢口特別支援学校  ＊＊＊東京都立白鷺特別支援学校   

＊＊＊＊東京都立墨田特別支援学校 ＊＊＊＊＊東京都立港特別支援学校 ＊＊＊＊＊＊茨城大学教育学部 
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こうした点が強調される背景には、知的障害児の特性として「学習によって得た知識や技能が断片

的になりやすく、実際の生活場面で応用されにくいことや、成功経験が少ないことなどにより、主

体的に活動に取り組む意欲が十分に育っていないこと」（文部科学省，2009）があると考えられる。 

こうした中で、東京都立矢口特別支援学校高等部（以下、「本校」とする）では、作業学習に

関する研究を行ってきたが、作業学習の中で主体性を引き出す方法の検討やキャリア教育の観点か

ら生徒の良い点をほめ、伸ばしたい点を励ますことが重要であるという点が示されてきた。しかし、

「キャリア発達にかかわる諸能力」において示された４つの能力領域のうちの「人間関係形成能力」

「意志決定能力」に該当する「困った時に相談する力」や「人と協力して働く力」「達成感」などを

どう育てるかという点においては課題が残されていた。 

新井（2013）は、キャリア発達の基盤となる人間関係形成能力は、状況の中で学びながら、自

己理解や他者理解を行い、それぞれの人が「自分の思い」を実現していく中で人間関係を形成する

力を身に付けていくものであると指摘した。また、子どもと授業を質的に分析し、エピソードを中

心とした授業分析の方法を積極的に取り入れた研究の推進が求められると考えた。こうした指摘を

ふまえて、本校では生徒が主体的に作業学習を行うために必要な環境設定と、教員の適切な働きか

けや人との関わりを通して、協力して働くことや仕事への意識を高めることができるような実践を

展開しようと考えた。そして、生徒の内面変化を質的に捉え、関係性の中で主体的に働く力を育て

られるようにするための指導技術を高めることを目的に実践研究を行った。 

 

 

2．研究の方法 

 

本研究では、まず、各作業班で、関わりに困難を抱える事例生徒を挙げ、生育歴、家庭環境、ア

セスメント結果、インターンシップの様子などの情報を収集した。次に、作業工程の課題分析を行

い、教材教具や支援方法の手だてを工夫した。続いて、「吹き出しの指導案」の作成に取り組んだ。

「吹き出しの指導案」は、生徒の葛藤場面を切り取り、生徒の気持ち、教員の言葉かけと、予想さ

れる生徒の反応を吹き出しにしたものである。「吹き出しの指導案」をもとに、教員の働きかけによ

って生徒の内面がどう動くのか、仮説を立て、実践を行った。 

次に、実践の結果生じた出来事を「エピソード記録」にまとめていった。「エピソード記録」とは、

生徒の実態と教員の思い、象徴的な出来事における生徒の様子、言動の裏にある本来の生徒の姿、

教員がどのようなしかけや働きかけを行ったか、その結果、生徒の内面にどのような変化が生じた

のか、などを記述したものである。「エピソード記録」を重ね、検討を行い、最後に、教員の働きか

けや人との関わりが生徒の内面の変化にどうつながったのか、解釈を加えて考察した。 

 

 

3．基礎類型の作業学習改革～安心感をもてる工夫～ 

 

（1） わかりやすい環境の設定と関わりを生み出す仕掛け【軽作業班の取り組み】 

軽作業班では、高等部１年生重度重複学級に在籍している生徒を事例にした。ここではいらなく
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なった紙の回収、仕分け、リサイクルマークのスタンプ押し、シュレッダー作業を主に行っていた。

彼はシュレッダーを使い、紙を細かくする作業を行った。４月当初は、作業の途中で次に行う工程

を忘れて、続けてしまうことが度々あった。例えば、作業手順を間違えて、ゴミを捨てることを忘

れていても、気づかずにシュレッダーの作業を続けてしまい、容器が溢れてしまうことがあった。

教員が「シュレッダーの中身を捨てましょう」と言葉かけをすると、生徒は工程を思い出し、行動

に移していた。シュレッダーを回すことが好きなので、ゴミを捨てること、紙を補充することへの

行動の切り替えが難しい、待つことができないという２つの要因があったと推測された。 

そこで、「１つの作業を一定時間集中して行う」「作業の準備（始め）から片づけ（終わり）まで

を一人で行うことができる」「友だちと一緒に、同じ空間で作業を行うことができる」ことをねらい

にして、作業学習を進めることにした。特に、次のような「仕掛け」を考え、わかりやすい作業学

習の環境を生み出すことで、他者を意識しながら安心して作業に取り組めるように進めた。 

 

○教員の働きかけ  

・教員も同じ作業を行い、行動の模倣を促した。教員は、彼の行動をじっくりと観察し、間をおい

て言葉かけをした。グループの構成は生徒２人教員１人というグループで作業を共同で行った。 

○環境の構成 

・周りの作業を気にしないで、集中して作業ができるように仕切りを用意し、生徒２人はお互いの

様子が分かるように向かい合わせに座る環境を作った。 

・作業工程が分かるように、紙を置くトレイ、シュレッダーのゴミを捨てるゴミ箱を用意した。ゴ

ミ箱は側面を透明に加工し、上部にラインテープを貼った。 

      ゴミ袋 

 

 

 

      ゴミ箱  

     

紙補充用ボックス 

 

 

 対象生徒     生徒    教員 

○関わりを促す仕掛け 

・対面の友だちとの作業の協力を促すために「共有トレイ」を用意した。 

【共有トレイの役割】 

共有トレイにゴミ箱を入れると友だちがゴミを捨ててくれる。 

対面の友だちから共有トレイに紙補充用のトレイが入れられると紙を彼が補充する。 

※この２つの流れは、彼らが作業に慣れてきたころに、偶然生じたことから始めた方法である。 

・共有トレイを使い、相手に気づいてもらうこと、自分から気づくことの２点ができるように、教

員の支援を直接的な働きかけから間接的な働きかけに変えていった。 
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以上のように工夫すると、事例の生徒は一連の流れが分かるようになり、それに従って作業を黙々

と行うようになった。作業の準備から片づけまでを一人で行うこともできている。また、彼の作業

中の視野も広がりを見せている。視野の広がりから共有トレイの利用もできるようになった。共有

トレイにゴミ箱を入れた際、友だちが気づいてくれない場合もあり、友だちに声をかけてお願いし

ようという気持ちも芽生えてきていると感じた。 

その後、共有トレイの仕組みに慣れてくると、2 人は共有トレイに物が置かれる前に、自分たち

が気づいたときにゴミ捨てや紙の補充をするようになった。このように、他者を意識した作業学習

を展開することにより、生徒の内面も変化していったと考えられる。今後、作業学習の中で視野が

広がるにつれて、自主性に変化が出てくることを期待したい。具体的には、共有トレイをまったく

使わないでも、自分たちが気づいた時に、ゴミ捨てや紙の補充ができるようになるか。準備におい

て、対面の友だちが道具で足りないものを口にした時に、進んで取りに行くようになるか。シュレ

ッダーの故障があり、ハンドルを回すことができなくなった時に、担当教員へ伝えて、棚から新し

い物を取りにいくかなどを視点にして生徒の変化を見ていきたいと考える。 

 

（2）安心できる人との関わり【①手工芸班の取り組み】 

手工芸班では、気分にムラがあり、ネガティブになりやすい生徒Ａが前向きに作業に取り組める

ように働きかける工夫をした。Ａは、明るくてやる気もあるのだが、気分にムラがあり、周りの影

響を受けやすくちょっとしたことで落ち込んだり体調不良を訴えたりしていた。１学期前半の刺し

子作業では、縫い目が揃っていないことを指摘されると顔を真っ赤にして「ごめんなさい」「私がバ

カでした」等の否定的な言葉が出てくることが多かった。 

担当教員は、Ａのこうした特徴を「仕事に対する強度の固定観念から間違いを指摘されること

を恐れているのではないか。器用ではないために作業に自信が持てず、余計失敗を恐れている

のではないか。また、失敗を指摘されても何が失敗なのかよく理解できないので、軽く注意し

たつもりでも強く叱られた気分になってしまうのではないか」と捉え、失敗してもすぐ気持ちを

切り替え、自信をもって楽しく作業に取り組めるようになってほしいと思った。そこで、刺し子作

業からＡの好きなビーズ作業に変え、大きめの色の違いがわかりやすい２色のビーズを交互に通す

作業を行うことにした。技能面ではランクを下げて自信をもって取り組めるようにし、確認タイム

を作って教員が一緒に確認しながら自分で間違いに気づけるようにした。こうした作業に変え「間

違っても大丈夫！」という気持ちの切り替えを促す働きかけを積極的に行ったところ、次のような

変化が見られた（エピソード1）。 

エピソード1 

Ａさんは間違いの指摘にビクビクしている感じだったので、さりげなく「分からないときは

聞いてね！大丈夫だよ。失敗してもやり直せばいいよ」と言葉をかけ、遠目にチェックしなが

ら「確認作業を一緒にやってみようか？先生も見ていい？」と優しく働きかけた。このときＡ

さんが間違っている辺りを指さし、本人が気付いたら「大丈夫！問題なし！よく気がついたね。

ここまでよくできたね」とたくさん誉めた。「間違い」「失敗」という言葉を一切使わないで、

自分で気付いたようにもっていき、納得したら「直してみよう」と言葉をかけた。Ａさんは周
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りの影響を受けやすいので大きな声を出す生徒がいたりすると「怖い」と言ってテンションが

下がる。そんな時は「大丈夫？大変だよね」と同調しながら次のポイントの話をして話題をそ

らした。集中して作業している時も時々「いいね」「がんばってるね」等と気分を盛り上げる

ようにした。１回ごとにＡさんはリラックスして作業できるようになり、「いっしょに確認し

てみようか」と言われ、「あれ･･･」と言ってやり直すことができるようになっていった。小さ

な声で「先生･･･」と自分から伝えたり、自分から「大丈夫」と言ってやり直したりする姿も

見られるようになった。 

 

こうした変化が見られたころ、Ａに責任のある仕事を任せることで、モチベーションを高めら

れないかと考え、準備と片付けの確認、準備片付け表のチェック、報告の仕事を任せた。担当

教員が「ビーズ班班長として確認、よろしく」と明るい感じで言うと「はい！」と元気な返事

が返ってきた。自尊心に訴え、気持ちを込めて「Ａさんだから、お願いするけど･･･」と言う

と、「リーダーだから･･･」と言いながら張り切って行うようになった。 

また、自分が作った製品が誰かに喜んでもらえることがわかれば、もっと作業が楽しくなる

のではないかと考え、担任に協力してもらい「注文販売」を行ってみた。「○○先生からネック

レスの注文がありました」と言って担任の写真を見せるとニコニコして集中して作業していた。

また、製品を直接担任に届けてお金をもらう時は嬉しそうに顔を赤らめていた。「区役所販売」

に参加した時も、お母さんが製品を買いに来てくれたそうで、戻って来ると「おなかが痛かっ

たけど、がんばりました。」と報告していた。基礎類型の生徒にとっては「製品販売」の意味

はとても難しい。何となくでもよいので、作業と身近な人の笑顔が結びついて「作業が楽しい」

と感じられることがＡの自信につながっているのではないかと考えた。 

 

【②陶芸班の取り組み】 

陶芸班の事例生徒Ｂは、入学当初は学校に登校したくない、ずっと家にいたいという気持ちから、

登校時から泣いていることが多く、ロビー中に泣き声が響き渡ることが度々あった。陶芸室にいら

れず、たびたび教室の外に出て行き、授業に参加しても、全体指示を聞いて理解しているのに寝た

ふりをしたり、床に寝転んだり、泣き出したりすることも多かった。 

こうした実態の生徒に対して、担当教員は「理解力はあるのに、泣いたり陶芸室から出て行った

りしてしまうのは、失敗するのではないかという不安が強く、自信がないからではないか」と考え

た。それは、教員や友達の発言に敏感で、言葉かけや会話により行動が左右されやすく、励ましの

意味で「売る製品になるんだからちゃんと作らなければいけないんだよ」と追いつめるような言い

方をするとネガティブになり、作業できなくなることからも推測された。 

そこで、ポジティブな言葉かけで自信をつけさせ、その時々の調子によって、負荷のかけ方を調

整した。調子の悪い時は、少しみがけば完成するような物を選んで渡し、短時間で仕上げられるよ

うに配慮した。逆に、調子の良い時には、失敗してしまった場合、もう一度やり直すよう負荷をか

けた。その日の調子を見て、このように負荷のかけ方を変えることで、作業への取り組み方に次の

ような変化が現れた（エピソード２）。 
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エピソード２ 

11月中旬、登校中に電車の中の人の視線が気になって不安定になり、久しぶりに遅れて登校。

陶芸室には15分ほど遅刻して来た。先生の「待ってたよ」の言葉かけを受け、「よしやろう」と

いう気持ちになり、個別のスケジュール表を使って、いくつやるかを相談した。 

生徒は「釉がけ（素焼きした物を釉薬に浸すこと）丸皿２枚やります」と答えた。すでにカッ

プの釉がけを友達①が行っていたが、作業をやめてＢさんに譲る様子がみられた。それを受けて

生徒は残っていたカップ3個全ての釉がけを行った。休憩後、 

先生「丸皿の釉がけをしますか？」 

生徒Ｂ「やります！」と元気よく返事。友達①と２人で２枚ずつ丸皿の釉がけを行った。 

先生「２枚釉がけ終わりましたが、どうしますか？」 

生徒Ｂ「やります。」と返事が返ってきたので、引き続き釉がけを行った。 

先生「釉がけ２枚やったら、友達に代わりましょう。」と伝えたが、Ｂさんは指示を聞かず、

残り全部の丸皿の釉がけをした。友達は怒ることなく、「なんで全部やっちゃうんだよ」という

表情でにこにこしていた。結果としては、カップ3個と丸皿７枚合計で10の釉がけを行った。 

 

以上のように、生徒の言動や態度からその日の気分をいち早くつかみ、負荷のかけ方を調整しな

がら、気分がポジティブに向き、気持ちが継続するように言葉かけを行っていくこと、そして、そ

のような対応を考えられる教員の存在がとても大切である事例であった。すなわち、自分を理解し

てくれる教員がそばにいると感じることで、たとえ気持ちがネガティブに向いていても、ポジティ

ブ感情のスイッチを入れる言葉かけによって立ち直ることができたのだと考える。さらに、その教

員を軸に、同じ活動グループのおおらかな性格の友達と競争しながら作業したり、待ってもらった

り、待ってあげたりする関わりあいの中で、作業に気持ちを向け続ける力が身についたと考える。 

 

（3）リーダーとしての自覚【革工班の取り組み】 

革工班は、「リーダー」に任命された事例生徒Ｃが、他の生徒が作った製品の確認という責任ある

仕事を任された実践であった。事例生徒Ｃは、人とかかわるのが好きでクラスではリーダー的な存

在であり、クラス内のある生徒と一緒に頑張り、お互いにわからないことをカバーしようという前

向きな女子であった。しかし、時々、無意識に否定的な言葉を使って話してしまい、相手を傷つけ

てしまうことがあった。特に、困ったことがあるとあせってしまい、手が止まり、言葉遣いが悪く

なってしまうこともあった。学級担任や作業学習担当の教員は、困ったことや失敗に気づいたらす

ぐに教員に報告して、言葉遣いをきちんとできるようになってほしいという思いがあり、それに加

えてリーダーとして責任感をもって製品づくりに取り組んでほしいと感じていた。 

こうした中で、Ｃをリーダーにして、他の3人がＣに製品を確認してもらうなど、生徒どうしで

作業を進めてもらうようにした。このとき、教員はＣの気持ちを支えながらも、責任と自覚をもっ

てもらうように働きかけることを心がけた（図1：革工班の吹き出しの指導案参照）。 
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切り取り場面① 一つのテーブル内のリーダーとして、自分の製品を含め、他生徒（①②③さん）の 

製品をチェックし、製品として基準に達しているものだけ教員に報告する。 

≪図１：革工班「吹き出しの指導案」≫ 

 

 

 

手立て 

・チェック表を用意し、生徒同士で確認することで自ら考ようとする姿勢を育み、判断力を高めら

れるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような作業学習を展開したところ、Ｃは以下のように変化していった（エピソード3）。 

エピソード3 

Ｃさんを一つのテーブル内のリーダーに任命し、自分の製品を含め、チェック表を使用して他者

の製品を確認する作業を任せた。Ｃさんは「リーダーに任命しますので他の人の製品もよろしくお

願い致しますね」という言葉かけを教員がすると笑顔で「はい」と答えていたが、緊張している様

子が伺えた。初めて他の生徒が製品をもってきた時には「はい、うーんと・・・あれ、なんかこれ

線はいってない？これ線はいっているよね？」と、とまどいあせっている様子で、言葉遣いも意識

せずに会話をしていた。しかし、2 人目、3 人目になると徐々に慣れ、無言でチェック項目を確認

し、記入したあとに一言、「ここがちょっと薄いからね、あとは大丈夫！」と必要な言葉のみを選

び、言葉遣いも少し意識するようになってきた。また、彼女の一生懸命取り組む姿勢を他の生徒も

感じ、テーブルに活気がでていた。また、日常生活でも母に自分が作った製品を買ってもらったり、

区役所販売を経験し、製品が売れたりすることで、良い製品を作り、評価されることの喜びや充実

感を覚え、今まで以上に作業を好きになったと感じられた。 

 

予想される生徒②の反応 

・あれ？なんて報告するんだっけ？ 

わかんないよ～ 

 

T1 

ケース 

生徒Ｃ 

生徒① 

教員の願い 

・困ったことや、失敗に気づいたらすぐに

教員に確実に報告してほしい。 

・リーダーとして他の生徒の活動の様子を

把握し製品を正確にチェックしてほしい。 

・正しい言葉遣いができるようになってほ

しい。 

予想される生徒①の反応 

・（分かってるよ）・・・ 

ぶつぶつ 

・しまった、失敗した。 

生徒③ 生徒② 

予想される生徒③の反応 

・あ～言われちゃったから

やらなきゃな～ 

・いわれるのやだなー 

予想される生徒Ａの気持ち 

・あれ？これ大丈夫かな、どうしようかな、

どういえばいいのかな。 

・自分でできるからとにかくやってみよう。 

・いつもと同じだから大丈夫、わかっている

もん。 

教員の働きかけ 

・どの部分に気を付けてみれば良いか細部にわたって丁寧に繰り返し指導する。 

・必要に応じて他の生徒への対応をアドバイスする。 
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以上のように、Ｃはリーダーに任命されてから、常に前向きに取り組む姿勢が見られ、お手本と

なる言葉遣いを意識するとともに、自分の道具の整理整頓を行うようになった。そして、道具の準

備や片付けを他者に合わせながら行うことを心がけ、自分の作業に取り組みつつ他の生徒の様子を

伺いながら困った人を見たらすぐに助けにいけるようにもなった。他の人にリーダーと認められて

いることを実感したＣの中に責任感が芽生えた結果ではないかと考えた。 

 

 

4．職業類型の作業学習改革～安心感をもてる工夫～ 

 

（1）作業工程表の作成を通した技術面の向上と確実性 

 平成 26 年度まで、本校では作業学習の工程分析を進めてきた。これにより、手順表や教材教具

の工夫、納期を示す個別カレンダー、メモの活用などの環境設定を行い、１学期後半には、作業ス

キルを習得することができた。確実に作業できるようになったことで、人との関わりの中で、生徒

が考えたり、判断したりする「葛藤場面」を作る素地ができたと考える。こうした点において、関

わりや働きかけを工夫する作業学習の改革を実践する場合においても、作業内容を教員が十分に熟

知していることは重要であり、これを土台にして進められなければならないと考える。 

 

（2）責任ある仕事を任される【総合加工B班の取り組み】 

 総合加工B班のＤは、職業類型３年である。今まで指示されたことには「わかりました」と答え

るこことが多かった。これは、今までの経験で「わかりました」と言わないと、先に進まないから、

『進めたい！終わりにしたい』という思いだけで言ってしまうものであった。しかし、実際にやっ

てみるとわからないことに気が付くことが多かった。ただ、「わかりました」と答えたのに「わかり

ません」と言うと叱られるかもしれないと思ってしまい、そのまま仕事をすすめミスにつながって

しまうことが多かった。 

Ｄが以上のような特徴をもっているのは、今までの経験の中で、自分を周囲の人と比べてしまう

傾向があるため、周囲の人が気になってしまうのではないかと考えた。一方で、勝気なところもあ

り、自分よりできないと思われる人に優越感を感じることもあるのではないかと考えた。そこで、

Ｄには作業学習の中で次のように指導していこうと考えた。 

 

●一つの仕事を任せて責任を持たせる。         

自信と責任感をもってもらうために、最後のアイロン仕上げを任せることにした。相手を意識し

て仕事をするように、身近な人に仕事の依頼をしてもらい、納期を明確にして、最終仕上げをする

工程を任せる。アイロン仕上げの後、そのままラッピングまで任せることで、自分の仕事がお客様

の手に渡る最後の工程であることを意識できるようにした。 

●メモを活用して、自分の手順表をつくる。 

作業技術面の習得については、アイロン仕上げをした完成品の見本を示し、どのように仕上げア

イロンをかけたらいいかわかりやすく提示し、理解できるようにした。手順を説明し、覚えられな
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いところはメモをとるように話した。また、仕上げの仕事なので、気になるところがあったら報告

する必要があることを伝えた。自分のメモしたことを確認しながら仕事をすること、それでもわか

らなかったら教員に質問することを伝え、教員は距離を置いて見守るように接し、Ｋさんが自主的

に仕事ができるよう、また質問ができるように環境の設定をした。 

 

以上のように作業学習を進めたところ、Ｄの意識に変化が見られた（エピソード4）。 

エピソード4 

＜刺し子布巾の仕上げ   ―ハロウィーンの柄－  納期を意識し、間に合った！ ＞ 

3年生の生活単元学習の授業で、ハロウィーンは11月30日に行う収穫祭であることについて学

習した。そのため、納期に間に合うように仕上げなければならないことがすぐ理解できていたので

しょう。ハロウィーンの模様の刺し子の依頼があると、「10月中に仕上げてラッピングして納品し

ないと、時期外れで売れなくなるかも」と教員の言葉かけにすぐ反応し、時間を意識しながら取り

組んだ。仕上げのスピードや丁寧さも出てきた。ラッピングも、購入する人にどこを見せようかと

考えながらできるようになってきた。 

＜刺し子布巾の仕上げ―至急の仕事を任された―  

「Ｋさんお願い」手工芸班のチーフの先生から直接の依頼があった！＞ 

今までは、手工芸班の生徒からの依頼があったが、突然、手工芸班の先生からの至急の依頼があ

った。先生に直接頼まれたことで『頼られている！』『自分にしかできない。自分がやらなければ』

という思いになったのか、その日は前回の作業の時間に予定していた仕事があったにもかかわら

ず、自分で判断して「刺し子の仕上げアイロンを先にやります」と伝えてきた。そして、前半の授

業の中で、４枚の刺し子布巾の仕上げを終了してすぐ納品することができた。今までは、『言われ

たことをやればいい、今日の仕事をやればいい』という気持ちだったが、『任せられたからには、

少しでも早く仕上げて納品したい』という気持ちに変わっていったように思われる。 

＜刺し子布巾の仕上げ －自分が販売を担当する－ 

納期を意識し確実な仕上げをするようになった！＞ 

12月の市役所販売に向けて、クリスマス柄の依頼があった。12月4日は、自分自身が市役所販

売をすることを決めていたこともあって、さらに確実なアイロン仕上げができるようになってき

た。仕事のスピードもあがってきた。「Ｄさんに販売も任せるのでお願いします」と言葉をかける

と、洗濯から始めて仕上げ納品までをその時間内にできるようになった。やり直しなしで、その日

のうちに納品することができ自信につながった。4日に販売の後、自分の仕上げた刺し子がすべて

完売したことについて目を輝かせて報告してくれた。 

 

 この事例から、人を意識して仕事をすることは、相手の気持ちを理解することにも繋がり、コミ

ュニケーション能力も向上するのではないかと考えた。言い換えると、Ｄは、人を意識しながら作

業をしたことで、しっかり自分を見つめ、結果として自信につながったと考える。 

 

（3）モデルとなる身近な人の存在【総合加工A班の取り組み】 

 総合加工A班では、尊敬できる優しい先輩とペアを組み、先輩のやり方をまね、教えてもらいな
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切り取り場面 生徒同士（３年生徒）との関係の中で、封入作業に取り組む 

がら作業する取り組みを行った。事例の生徒であるＥは高等部１年生男子であった。4～6月は作業

中の居眠り、集中力の欠如が著しく、人の話を聞いている間にしゃべりだしてしまうため、きちん

と指示を聞いてその通りの仕事をすることが難しかった。 

また、手の汚れや、ぬれた手で扱うことによって製品がダメになってしまうという意識もあまり

なかったため、製品には不良品が多かった。もともと手先は器用で、はさみを使って線上を正確に

切ることや、プリントの三つ折りなどはとてもきれいに仕上げられる技術はもっていたが、作業が

始まると眠くなってしまい仕事が手につかない状態であった。こうした生徒に対して、次のような

指導のポイントを設定し、以下のような「吹き出しの指導案」を考えて作業学習を進めた。 

 

ポイント１、優しく安心できる先輩と毎回ペアを組んで作業する環境を用意し、人との関係の中で

頑張れる気持ちを引き上げる。(心の支えとなる重要アイテムを作る) 

ポイント２、今やっている作業の納期がわかり、期日や時間の意識を持って作業できるよう、個別

のカレンダーを用意したり短い言葉で説明したりする。(意図的な追い込み) 

ポイント３、「これをやり遂げたい」と思える仕事を用意し、自分なりにがんばってうまくいった

経験を積むことで自信につなげる。(自信を持たせるプロセス) 

 

 吹き出しの指導案 （総合加工A班） 

 

 

手立て 

・生徒複数で協力して作業する環境を意図的に作り、一人で作業しているのではないことを意識する。（協力） 

・カレンダーを提示し、行事がいつだから、今日が締め切りなのかに気付けるようにする。（納期の意識） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される先輩の反応 

自分の仕事を早く終わらせ、G さんを

気遣ってそっと手伝う。 

教員の働きかけ 

今日が封入 30 部、宛名シール、切手

貼り、納入書記入を含めて納期です。 

あなたたちは、どうしますか？ 

T1 

ケース生徒Ｅ 生徒① 

予想される生徒Ｅさんの気持ち 

・同じ作業ばっかりだと眠くなっちゃうなー… 

 

教員の願い 

・今日中に作業を終わらせてほしい。 

・生徒同士で話し合って、やり方を考

えてほしい。 

 

 
予想される生徒Ｅさんの反応 

やばい！今日までだって失敗できない

し、あせるな～。 

予想される先輩の反応 

Ｅさんが焦らないように、優し

く声をかけよう！ 

予想される生徒Ｅさんの反応 

先輩がいてくれるから、大丈夫！頑張るぞ！

寝てられないや。 
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こうした「仕掛け」のもとに作業学習を行うと、Ｅは次のように変化した（エピソード5）。 

エピソード5 

１学期は技術の向上とともにポイント１の人との関係性を重視し、「一緒に組むペアの先輩に認

めてもらう、わかってもらう」ことから始め、「信用してもらえるような仕事をしたい」⇒「先輩

のように仕事ができるようになりたい」と意識の変化に着目し指導を行った。 

あこがれは心を動かす原動力になる。また、こうなりたいというモデルがすぐそばにいることで、

実際に作業場面で先輩のやり方をまねしたり、教えてもらい吸収できた。また、あこがれとモデル

が共存することで彼の中での内面に変化が生じ、仕事に対する意識が変化した。 

2 学期は次のステップとしてポイント２とポイント３に取り組んだ。納期を意識した複数の作業

の設定を試み、意図的に追い込まれた状況の中であっても、終わらせることができるギリギリのラ

インを提示し、乗り越えた達成感を感じられるように作業場面を設定した。 

10 月になると、完成予定数の宛名シールと切手貼りを約 1 時間の作業内にすべて完成し、その

日に納品できる状態まで仕上げることができるようになった。この頃の作業では気がゆるんだり、

眠くなるような様子は見られなかった。 

こうした授業を積み上げていく中で、1 学期当初に見られた眠気による仕事への集中力欠如や製

品の不良は全く見られなくなり、言葉使いや報告、教員の指示をもらう時の姿勢やビジネスマナー

も含め、「作業＝仕事」という意識に変化が見られるようになった。 

 

 この事例からわかることは、人との関係性の中で得られた「こういう人になりたい」と願う強い

気持ちや、できるようになったことの積み重ね、よりレベルの高い仕事への挑戦、それを乗り越え

評価されたことでの自信の獲得などが内面の変化をもたらす要因であったと考える。 

 

（4）話し合いという葛藤場面【①清掃班の取り組み】 

清掃班の事例生徒Ｆは、スイッチのon／offがはっきりしており、スイッチが offの時は集中力

が欠如しやすかった。他のことに気を取られ、説明を聞いていないことも多かった。友達へのかか

わり方が一方的で、同じ質問を何度も繰り返したり、手順の間違いや雑に作業していたことを指摘

されても、「これでいいんです」と、自分の主張を曲げないことも多かった。一方で指示待ちが多く、

周囲の状況を見て自分から役割を見つけて行動することが難しかった。 

そこで、生徒同士が話し合う場面を設定し、話し合いをとおして役割を決め、友達と協力しなが

ら作業を進めた。また、相互評価をすることにより、作業への意欲と自信につながるよう指導した。

テーブル拭きの作業では、4～5人のチームで話し合いにより毎回リーダーを選出した。リーダーの

役割は、拭くテーブルの割り振り、メンバーの報告を受けてきちんと清掃できたかの確認、清掃が

終了したことを教員へ報告することとした。リーダーを決める際には、誰か一人に偏らないように

して取り組んだところ、次のような様子が見られた（エピソード６）。 

エピソード６ 

「では、みんなで話し合って今日のリーダーを決めてください。」 

リーダーはなるべく均等に経験してほしいと考えていたが、Ｆはまだリーダーを務めた回数が



茨城大学教育実践研究 34(2015) 

  - 92 - 

少ないので、教員はＦにやってほしいと画策していた。積極的な生徒①や生徒②がリーダーに立

候補する。2人ともすでに何回かリーダーは経験済みであった。Ｆは話し合いには消極的であり、

リーダーを務めることに負担を感じているようだった。 

教員はなるべくなら生徒の自主性に任せて選出したいところだが、前述の思惑もあったので

「先生は全員にリーダーを経験してほしいと思っています。今日はリーダーの経験が少ない人に

やってほしいと思いますがどうでしょうか？」と投げかけた。生徒①は空気を読むのに長けてい

るので、すぐさま「そうですね。」と相槌を打ってくれた。続けて「今日はＦさんにやってもら

ったらどうでしょうか？」と意見を出してくれた。立候補はしないものの、友達から推薦される

と「では、やってみようかな」という気持ちはもてるようになってきた。チームでフォローしあ

う下地ができて、リーダーの役割もある程度の見通しをもつことができていた。 

「今日のリーダーをやります。」とＦから発言があり、他のみんなも承認したので本日のリー

ダーはＦに決定した。目論見どおりに進められた。 

 「では、生徒①はこの2つ、生徒②はこの2つ、生徒③はこの2つ、生徒④はこの2つ、私は

この2つを拭きます」とＦが指示を出す。ちょうど割り切れる数ならうまく配分できるようにな

ってきている。１学期はうまく配分できなかったが、２学期は配分できるようになってきている。

余りが出る数だと誰にどこを割り振るか迷ってしまうことがあるが、そんな時はチームを組んで

いる生徒たちから自発的に「～した方がいいと思います」と助け舟が出された。 

わからない時は自分から友達に「どうやったらいいですか？」と相談して解決しようとする場

面も見られるようになってきた。相談できるようになってきたのは大きな進歩である。 

 全員がテーブルを拭き終わったら、それを確認するのもリーダーの役割であった。この流れも

生徒全体に定着してきている。 

 

このように、リーダーに選出されることで、Ｆに少しずつ変化が見られるようになった。自分が

リーダーになった時は、非常に集中して取り組んでいた。自覚をもってリーダーを務めることがで

きるようになってきたのは成長した点だと感じた。周囲の状況を見て、自発的に行動し、かつ友達

とも協力できるようになることが今後の課題である。 

 

【②食品加工班の取り組み】 

食品加工班では、作業量を調整することで、チームで協力しなければ、時間内に終えることがで

きない状況を生み出し、リーダー役の生徒に効率を上げるよう働きかけるという実践を行った。事

例の生徒Ｇは、職業類型の２年生で、理解力は高く意欲もあるが、手先はあまり器用ではなく、仕

上がりが雑になってしまいがちな生徒であった。普段から、わからないことがあっても自分から聞

くことができず、もじもじしていることが多かった。また、報告も教員に声をかけるタイミングや、

何と言っていいのかがわからず、立ち尽くしていたりすることが目立つ生徒であった。自信の無さ

からか作業中は声も小さく、行動もマイペースであるが、負けず嫌いなところがあり、時間はかか

るが、一つの作業を黙々とやり続けられるのが強みであった。 

そこで、１学期は作業に慣れてもらうと共に、人と会話する楽しさや、相手にわかってもらった

り認めてもらったりした時の楽しさを感じてもらえることを心がけながら、基本的な作業を全般的
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に経験してもらった。2学期からは、作業内容の中からＴが興味や意欲をもってできることを探し、

コミュニケーションを苦手とするＧには、まずは少人数でできる環境が適切であると考え、「計量作

業」を任せてみたところ、次のような様子が見られた（エピソード7）。 

エピソード7 

仕掛け１  ～計量作業のチーフに指名～ 

「計量作業」は、作業単位としては最小の2名でできる仕事であった。この場面で、Ｇ君を作業

のチーフに指名した。相方はＨ君。計量作業は一人でやろうと思えば黙々と進めることができるの

で、初めはＧ君も二人で組んでいるにも関わらず、一人で作業をこなしていた。Ｈ君と何をどう話

せばいいのか、わからないという様子が見て取れた。 

仕掛け２  ～作業量の増加～ 

そこでＧ君をもう少し追い込むために、二人で協力しなければ時間内に終えることができない作

業量に増やしてみた。１回目と同じく“一人で”仕事をしていたＴ君は、予想通り、この日の予定

の作業を終わらせることができなかった。私は作業のまとめの場面で、このチームが時間内に作業

を終わらせられなかったことを皆の前で触れた。負けず嫌いのＧ君にとっては悔しく、また恥ずか

しくもあったと思う。 

仕掛け３  ～課題提起～ 

前回のやり残しをやってもらった。私が言うまでもなくＴは前回やり残したことを覚えていて、

すぐに準備に取りかかった。私はアドバイスとして「なぜ前回終わらなかったのか？」「どうした

ら効率を上げられるか？」を投げかけ、班で協力することを促してみた。このとき、相方をＨ君に

したのには理由があった。Ｈ君はとても素直で真面目な性格であり、Ｇ君の申し出はほぼ100％受

け入れられると想像できた。予想通り、この日は二人で分担などを話し合い、仕事をやり遂げるこ

とができ、私は皆の前でその成果を褒めた。Ｇ君にとっては、この経験は新しいこと（協力して作

業を行うこと）を獲得する喜びと自信につながったと確信している。 

仕掛け４  ～＋αを引き出すために…～ 

しかし、言われたことをこなすだけでは自主的な仕事とは言えない。そこでさらにＧ君のリーダ

ーとしての主体性を身につけたいと考えた。具体的な仕掛けとしてＧ君のプライドを刺激する言葉

かけを行った。ある日の計量作業で、任された仕事量をこなしたものの、作業台の上にはこぼれた

粉が散らばっていた。そこで私は「二人のチームワークもよくなって早く仕事ができるようになり

ましたね。でも粉をこぼしてしまっているのが残念です。こぼさないようにできたら、より完璧で

すね」と言ってみた。褒められると思っていたＧ君にとっては寝耳に水だったに違いない。任され

た仕事は「小麦粉を165ｇずつ、15個量ること」で、それさえクリアできればいいと思っていたは

ずだからだ。次の計量の機会の際にＴ君は私に質問をしに来た。どうすればよいかしばらく迷って

いた様子だったが、別の教員が声をかけるなどして、Ｇ君の行動を促してくれたのだ。こうしてＧ

君は困ったときの対処法を身につけてきたのではないかと感じた。今ではわからないことがあると

即座に自発的に教員に聞きに来ることができるようになっている。 

 

こうした実践を通して、４月当初は困ったことがあっても、なかなか自分から動くことができず、

声をかけてもらうのを待っているＧであったが、リーダーを任されることでどうしたらよいかを考
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える機会が増えた。また、2学期になって間もなくＧはインターンシップに行ったことも大きく影

響した。インターンシップという「外の社会」は、Ｇにとっては逃げ場のない状況であった。しか

しここで、負けず嫌いの性格が功を奏し、「自分で何とかしなければ…」と奮起できた。このとき学

校で行ってきた“困ったとき”にどう対処すればよいかを考える指導が、インターンシップという

“外の社会”で自己判断能力を伸ばすよい機会になったのではないかと考える。 

 12月になると、Ｇはペアで仕事をすすめることがスムーズになり、教員が間に入らなくても二人

で仕事の段取りを話し合いながらすすめられるようになってきた。コミュニケーションがとれるよ

うになることで、相手の気持ちを理解し、人々と豊かな関係を築く力が身についたと考える。 

 

 

5．作業学習改革の成果と生徒の変化 

 

（1）作業学習全体を通して認められる成果（生徒の変化） 

 以上のような実践を進めた結果、作業学習を通して以下のような生徒の変化が認められた。 

①一人一人のスキルは確実に上がり作業製品としての出来も良くなった。作業班全体としてチーム

で協力する態度が身についてきた。 

②報告、連絡、質問の意識が全体的に向上し、生徒間でも「ありがとうございました」「お借りして

もよろしいでしょうか」の言葉が自発的に聞かれるようになった。 

③リーダーを務めることで責任感が伸長し、リーダーを支えようという相互の協力関係が生まれた。

生徒同士で問題解決をすることで達成感や自信につながった。 

④対象生徒へのアプローチの仕方について教師間で話し合ったことが他の生徒にも応用できた。 

なお、本稿では研究対象とした事例生徒の変化を中心に示してきたが、こうした変化は事例の生

徒だけでなく、高等部全体に見られるようになってきたと感じている。 

 

（2）作業学習以外の場面での成果～大田区役所作業製品販売実習のエピソードから～ 

また、以上のような生徒の変化は作業学習以外のところでも見られた。大田区役所での作業製品

販売実習に際しては、2014年度は、6月から職業類型生徒２名に加え、基礎類型からも１名の生徒

が販売実習に参加するようにした。時間の関係で担当する生徒へ丁寧な事前指導をすることが難し

く、基本的なあいさつや接客用語（いらっしゃいませ、少々お持ちください、ありがとうございま

した）など簡単な確認で販売を開始することが多かった。その中でも、基礎類型の生徒が職業類型

の生徒を手本に主体的に工夫して接客に取り組んだり、職業類型の生徒がお互いにサポートし合っ

たりするなど、生徒の主体的な工夫や生徒同士が協力して考え、取り組む様子が見られた（表1）。 

 

表1 大田区役所での販売実習のエピソード 

販売実習の

エピソード

① 

職業類型の生徒が「いらっしゃいませ。ブレスレットいかがでしょうか」などと声

を出し始めると、基礎類型の生徒も「（革製品）いかがでしょうか。」などと、製品

名を自分の担当している製品に置き換えて言っていた。また、「これは、○○です。
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○円です」など製品の説明を自主的に行っていた。 

販売実習の

エピソード

② 

購入するお客様の接客をしている生徒の後ろで、自主的に計算機で購入金額を計算

し始め、会計がスムーズになるようにサポートする生徒、陶芸製品をお客様が購入

する際、接客していない生徒が、自主的に緩衝材（ビニール製のプチプチ）を用意

し始め、接客している生徒をサポートする様子があった。 

販売実習の

エピソード

③ 

なかなかお客様が足を止めない時や製品が売れない時に、担当教員が、「なぜ売れな

いと思うか」「何を変えればよいか」を皆で考えるように助言すると、「並べ方が良

くないのかも」、「並べる場所がよくないのかも」、「色が、若すぎるのかも」（区役所

の来客の年齢層を見て）などの意見を出し合って、工夫や改善していた。 

 

 

6．まとめと考察 

 

本研究を通して以下の点が結果として得られた。まず、今回の作業学習の取り組みを通して、基

礎類型の作業班においては、「これならできる」といった安心感を与えることや、「この人の言うこ

となら聞こうかな」といった関係づくり、リーダーなど役割の任命によりモチベーションを高める

工夫が主体性を引き出すために重要であるということが示唆された。一方、企業就労を目指す職業

類型においては、自尊感情や自己肯定感を得られるようにする工夫を行うことや、「安心感」をベー

スにして「責任ある仕事」を役割として任せることが重要であると考えた。 

2点目は、「吹き出しの指導案」の作成および実践を行うことにより、生徒の気持ちを予想しなが

ら言葉かけをすることや、生徒が考え、判断するように働きかけを行う場面が多くなり、教員が子

どもに働きかける指導のレパートリーが増えた。また、「エピソード記述」を何度も書き直し、生徒

の内面について話し合う中で、生徒が互いに学び合い、深め合う指導を展開することができた。 

以上のように、生徒を質的に捉えて指導を展開すると、生徒がチームで協力したり、リーダーを

支えようとする姿が見られたことが本研究の大きな成果であったと考える。こうした姿は、結果と

して「人間関係形成能力」や「意思決定能力」が高まることに通じると考える。今後、本研究の成

果を日常生活や現場実習など、作業学習以外の場面に広げていくことができるかどうかが課題であ

ると考える。 
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 養護教諭の性同一性障害に対する認識と児童生徒との関わりや対応を明らかにするために養護教諭174 名を対象に質問

紙調査を実施した。性同一性障害への認知度は高く，性同一性障害あるいはその疑いのある児童生徒に関わったことのあ

る養護教諭は少なくなかった。そして，今後も増えるであろうことを予測していた。その児童生徒との関わりの中で，性同一性

障害を生物学的な性の違和感としてのみ捉えるのではなく，当事者の心の中の困難感や辛さを理解するなど，多面的に判

断しようとしていた。支援の方法として，当事者の状況把握に努め，思いや葛藤を知り，養護教諭の専門的知識を提供し，カ

ミングアウトや相談があった場合やなかった場合を考慮し具体的に方法を講じながら支援しようとし，さらに学校全体での共

通理解を図り支援の体制を作ろうとしている実態が明らかとなった。一方,養護教諭自身も対応や支援に迷いや葛藤，困難感

を持っていた。 

 

Ⅰ はじめに 

 

性同一性障害（Gender Identity Disorder, GID）とは，生物学的性別（sex）と性の自己意識（gender 

identity）とが一致しないために，自らの生物学的性別に持続的な違和感を持ち，自己意識に一致

する性を求め，時には生物学的性別を己れの性の自己意識に近づけるために性の適合を望むことさ

えある状態 1)である。生物学的性別が女性で，性の自己意識が男性である場合を FtM

（Female-to-Male），生物学的性別が男性で，性の自己意識が女性である場合を MtF

（Male-to-Female）という。体の性の変異に関わる性分化疾患や性的指向による同性愛，文化的に

性役割に属される服装をしない異性装とは異なる。 

 平成13年にTBSドラマ「3年B組金八先生」第6シリーズにおいて，主人公の一人が性同一性  

―――――――― 

*茨城大学教育学部教育保健教室  **茨城県立茎崎高等学校 
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障害を抱える者として描かれた。当時，この番組で初めて性同一性障害を知った人も多く，広く一

般に知られるきっかけとなった。平成 15 年 4 月に性同一性障害の当事者である上川あやが，日本

で初めて性同一性障害であることを公表の上，統一地方議会選挙に立候補し当選した。立候補の際，

世田谷区選挙管理委員会に対して戸籍上の記載とは異なる性別での届け出が受理され，当選後の特

別区議会議長会が発行する議員名簿にも申し出通りの性別で掲載された。さらに，同年7月には「性

同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」2)が成立し，同法の定める要件を満たすとき，

家庭裁判所の審判により，性同一性障害者の戸籍上の性別変更が可能になった。平成 24 年 1 月に

は，「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」が改訂され第 4版 3)では，思春期前期の性

同一性障害の症例に対する身体的治療がガイドラインに含められ，性ホルモン療法の開始年齢の引

き下げや二次性徴抑制治療が可能になった。このように，年々，性同一性障害に対する認知度は高

まり，法律も整備されはじめ，身近なこととして捉えられるようになってきた。しかし法律や医療

分野などの一部分で整備が進む一方で，性同一性障害について学ぶ機会は非常に少なく，正しい知

識がないための偏見や周囲の戸惑い，性同一性障害者自身も大きな不安を抱えている。また，性同

一性障害者が快適に人生を送れる社会的環境についても整備は未だ不十分で，性同一性障害者はこ

のような状況に苦しみ続けているのが現状である。特に学校教育現場においては，性同一性障害に

関する情報提供の少なさ，教職員や保護者，地域住民の理解の低さによって，児童生徒自身が自分

の性別違和感に不安を抱えていることも少なくない 4)。また，周囲の児童生徒が理解するための教

育が現状では不足していると言える。平成 18 年に兵庫県の小学生男児が入学時から女児として通

学していること，平成 22 年には，埼玉県の公立小学校に男児として通学していた児童が 2 年生の

途中から女児としての登校が認められたと報道された。これらを受けて，平成 22 年 4 月に文部科

学省 5)から都道府県の教育委員会等へ「性同一性障害の生徒に対する教育相談の徹底と本人の心情

に配慮した対応を」という通知が出され，性同一性障害という新たな健康課題について学校は適切

な支援を早期に実施していく姿勢が期待された。また，それよりも以前の平成 20 年に出された中

央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り，安全安心を確保するために学校全体としての取組

を進めるための方策について」6)において，現代的な健康課題の多様性に伴う養護教諭による支援

の重要性が示されている。すなわち様々な問題を抱える児童生徒が健康に学校生活を送るためには，

児童生徒の心身の健康を管理する養護教諭が果たす役割は重要である。様々な問題の中でも性同一

性障害は，新しく認識された課題でありその対応は十分に検討されなければならないであろう。 

そこで本研究は，性同一性障害に対する養護教諭の認識を明らかにし，さらに性同一性障害を抱

える児童生徒が学校に在籍した場合に養護教諭としてどのように対応していくか，児童生徒への支

援のあり方についての考えを明らかにすることを目的として，養護教諭を対象として質問紙調査を

実施した。 

  

Ⅱ 研究方法 

 

１ 調査対象と調査方法 
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表１　調査対象者の属性

性別 ｎ ％
男性 1 0.8
女性 121 98.4

無回答 1 0.8
年齢 ｎ ％

２０代 24 19.5
３０代 30 24.4
４０代 33 26.8
５０代 36 29.3

養護教諭経験年数 ｎ ％
１～５年 22 17.9

６～１０年 13 10.6
１１～１５年 19 15.4
１６～２０年 12 9.8
２１～２５年 16 13.0
２６～３０年 24 19.5
３１～３５年 12 9.8
３６～４０年 5 4.1

調査対象は，I県を中心とした関東の小学校（52名），中学校（28名），高等学校（90名），特別

支援学校（4名）に勤務する養護教諭174名である。 

独自に質問紙調査を作成し，I 県内の養護教諭を対象にプレテストを行い，調査内容に修正を加

えた。調査は「性同一性障害」の理解の程度や考えなど自由記述と選択肢式を併せた無記名の自己

記入式の質問紙である。学校長に調査許可依頼，養護教諭に調査協力の依頼と質問紙を，返信用封

筒を同封し学校宛てに郵送し，回答は郵送にて回収した。赴任した経験校種は尋ねたが，現在の勤

務学校名は尋ねていないため，回収した回答者の現在の所属校種は不明である。123 名から回収さ

れ（回収率70.7％）,有効回答率は100.0%である。解析には，Microsoft Excel 2010を使用した。自

由記述については，すべて Excel に記載しデータとした。それぞれの質問に自由記述の回答を初期

コードとし，その文意を分割し意味を損ねないようにしながら，ひとつの意味単位になるように集

約させるコード化を行い，サブカテゴリーを生成した。さらにサブカテゴリーからカテゴリーを生

成した７）。調査期間は，2013年10月中旬～12月中旬である。 

２ 倫理的配慮 

質問紙のはじめに調査協力願い，調査結果は統計的に処理されるものであること，質問紙はすべて無

記名で，学校名や個人は特定されないこと，調査結果は研究のみに活用されること等を記載し，研究に

同意した者のみに回答用紙の提出を求めた。 

 

Ⅲ 結果と考察 

 

１ 調査対象養護教諭の属性 

 研究対象の養護教諭123名の性別は男性1名，女性121名，

無回答 1 名であった。年齢は 20 歳代から 50 歳代に渡り，20

歳代が 24 名（19.5％）と一番少なく，年代が高くなるにつれ 

やや多くなる傾向があった。経験年数については，26～30 年

が 24 名と最も多く，次いで 1～5 年が 22 名であった（表１）。 

 勤務経験校種を尋ねた結果，「高等学校のみ」が最も多く， 

40 名（32.5％），次いで「小学校と中学校」37 名（30.1％），「小

学校のみ」18名（14.6％）,「小・中・高等学校」と「高等学校・特

別支援」は 5 名（4.1％）だった。 

出身大学での専門分野では，教育系が一番多く 91 名 

（74.0％），次いで学際系（栄養，家政，体育，社会福祉， 

心理）の 14 名（11.4％），看護系 10 名（8.1％）だった。   

２ 調査結果 

「性同一性障害という言葉を聞いたことあるか」どうか尋ねた結果，「聞いたことがある」と対象者 123 名

全員が知っていた。2010 年の小中学校教員対象の調査 8）で，「聞いたことがある」とする回答が 78.8％に

止まっていたことに比較すると周知度は飛躍的に高まったことになる。近年，性同一性障害についてマス
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ｎ ％

はい 90 73.2

いいえ 32 26.0

無回答 1 0.8

表2　今までに｢性同一性障害」
について学んだことがある

ｎ ％

テレビ 47 52.2

インターネット 39 43.3

ドラマ 22 24.4

研修会・講演会 40 44.4

大学の授業 27 30.0

高校までの授業 2 2.2

専門誌 30 33.3

雑誌 12 13.3

養護教諭 7 7.8

同僚 4 4.4

その他 8 8.9

無回答 1 1.1

表3　｢性同一性障害」につい
てどこで学んだか

メディアで取りあげられる回数も増え，性同一性障害をカミングアウト

している芸能人のメディア出演も日常的であり，認知度が高まってい

ると考えられる。さらに，「性同一性障害について学んだことがありま

すか」と尋ねた結果は，「はい」と答えたのは 90 名（73.2%）に止まった

（表２）。その 90 名に対し，「性同一性障害についてどこで学びました

か」と尋ね，その他を含む 11 項目から複数回答可として選択させた

結果（表３），その学びの方法として最も多かったのが「テレビ」で 47

名（52.2%）だった。次いで「研修会・講演会」40名（44.4%）だった。これ

は性に関する教育講演会等で学ぶ機会があるのではないかと思わ

れる。また，「インターネット」39 名（43.3%），「専門誌」30 名（33.3%）と

するものもあり個別に学んでいると考えられるが，「テレビ」「ドラマ」や

「インターネット」などのマスメディアによるものが多く、メディアの影響

は小さくない。その他の内訳としては，新聞，教員免許更新時の講習

等であった。小中学校教員対象調査 8）でも性同一性障害について知

った方法は，「テレビ」（93％），「ドラマ」（40％）が多くを占めた。しか

し，「講演会」や「本」とする者は 5％程度で，今回の調査対象の養護

教諭はより専門的な機会で知識を得ていると思われる。 

「『性同一性障害』とはどのようなものだと思いますか」につい

て，自由記述で回答を求めた結果 122 名（99.2％）から回答を得た。言葉からコードを抽出し，類

似するものをサブカテゴリー化し，さらにカテゴリー化した結果，【性における障害】，【社会的困難

を抱えている】，【その他】の 3つに集約できた（表４）。多くの者は「性別の不一致」（コード数：

98）と記述し，おおむね性同一性障害を理解していた。しかし，「生物学的性別と性の自己認識の不

一致のために自らの生物学的性別に持続的な違和感を持つ」１）と性同一性障害の定義を記述した者

は半数程度であった。これは芸能人ではない一般人においては，性同一性障害であることはあまり

公にされておらず，実際に学校教育現場では性同一性障害の児童生徒の存在が明らかになりにくい

ことや周囲にいなければ正確に学ぶ機会がないためと考えられる。また，【社会的困難を抱えている】

のカテゴリーの中には「生きづらいもの」（コード数：12）や「苦しみがある」（コード数：6），「偏

見があるもの」（コード数：2）などのという記述もあり，生物学的な問題とは異なった当事者の心

的内面について言及していた。 

「『性同一性障害』を抱える人についてどのような印象を持ちますか」と尋ね，自由記述で回答を得た。

123 名全員から回答が得られた。コードを抽出し，カテゴリー化した結果，【困難感】，【認知】，【特別では

ない】，【その他】の４つに集約できた（表５）。半数以上が【困難感】であった。特に，「苦悩が多そう」（コー

ド数：45），「生きづらそう」（コード数：40）とする者が多く，社会の理解がまだ不十分であるために当事者

は苦悩しているであろうという心情を理解していると考えられる。また，【認知】というカテゴリーでは，「テレ

ビなどで活躍している性同一性障害の芸能人等を見ると，様々な困難を乗り越えてきた人としてとても尊

敬できる」といった記述もみられた。一方，【特別ではない】というカテゴリーも得られ，性同一性障害であ

るからといって特別な印象は持たないという者もみられた。【その他】には，「今後ますます増えていきそう」

という考えもあり，以前よりは性同一性障害を抱える人々の存在が少しずつ社会で認められ始め，法律の
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改正等も進んでいるためカミングアウトしやすい状況もあり，「特別」ではなく今後の増加を予想するのだ

ろうと思われる。しかし，多くは心の中の葛藤や生きづらさなどを思いやっていた。 

 

 

性同一性障害が疑われる児童生徒がいると仮定した場合，「どのようなことからその児童生徒が性同一

性障害であることを疑いますか」と尋ね，自由記述で回答を求めたところ 120 名（97.6％）から回答を得た

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

性別の不一致
「生物学的性別と心理的性別の不一致」「体の性と心の性が異なる」
「身体と精神の性別が一致しない」「肉体と違う性意識を持っている」
（98）

違和感 「自分の性別に違和感がある」「肉体的な性に違和感がある」　（15）

自己否定感
「自分の身体の性を受け入れられない」「自己を肯定しづらい」「自己
の性に嫌悪感を持つ」　（6）

先天性 「生まれつき」「胎児の頃の脳の形成過程が深く関わっている」　（5）

その他
「後天的な理由によって起こる障害」「医療機関や医師の診断が出てい
るもの」「一つの障害」　（4）

生きづらさ 「生活しづらい」「日常生活において困難が多い」　（12）

苦しみ 「苦悩する」「葛藤がある」「悩んでいる」　（6）

偏見 「社会的役割期待に不全感」「偏見がある」　（2）

その他
「本人も障害かどうか迷う」「内面的混乱がある」「本人の意思や教育
ではどうにもできない」「個人によるもの」「最近認識されつつある」
「心の病気」　（6）

表4　「性同一性障害」とはどのようなものだと思うか

社会的困難を抱
えている

性における障害

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

苦悩・葛藤が多い
「悩みが深そう」「苦労が多そう」「葛藤がありそう」 「大変そう」
（45）

生きづらい 「社会の理解が不十分」「社会的困難が多そう」　（40）

周囲の理解やサポートが必要
「様々な人の助けが必要」「認められるべき」「気の毒」「辛そう」
「苦しそう」　（28）

孤独 「一人で悩みを抱えていそう」　（17）

戸惑い
「周囲と自分の考える性との違いに戸惑いを持っている」「自分の性
に対して戸惑いがある」「心が不安定そう」（11）

自分を出しにくい
「自分らしく振る舞えない」「打ち明けることが難しそう」「他言し
にくい」「消極的」「自己肯定感が低そう」　（10）

理解できない 「理解できない」「わからない」　（3）

個性の一つ
「自分らしさを大切に思う人」「自分に正直な人」「個性の一つ」
「繊細な人」　（6）

偏見の減少
「最近は昔よりカミングアウトしやすくなったように思う」「メディ
アを通して認知度が高まった」　（4）

尊敬する 「苦しみを乗り越えて来た人として尊敬できる」　（3）

特別ではない 特別ではない 「特別とは思わない」「普通」　（13）

その他 その他

「性転換手術」「ニューハーフ」「金八先生の上戸彩」「性に関する
情報の中で占める割合が高い」「障害」「異性っぽい」「今後ますま
す増えていきそう」「自己確立まで時間がかかりそう」「変わってい
る」「人と違う」　（11）

表5　「性同一性障害」を抱える人に対する印象

認知

困難感
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（表６）。その結果，【児童生徒の特徴】，【児童生徒を取り巻く環境】，【児童生徒が抱える問題】の3つのカ

テゴリーに集約できた。3 つの中で最も多かったのは，【児童生徒の特徴】だった。しぐさや話し方，一人

称が異性のようである等の「言動」（コード数：138）からの疑いであった。次いで多かったのは，服装や髪

型等の「外見」（コード数：70）であった。目に見えやすい児童生徒の特徴に気づく傾向があると言える。ま

た，【児童生徒を取り巻く環境】では体育や健康診断での様子や友人に異性が多い，他の教職員や保護

者，疑われる児童生徒の友人等からの情報等から性同一性障害を疑うとの記述が得られた。当事者の様

子に加え，周囲との関わり方の観察や周囲からの情報なども重要であると思われる。さらに，【児童生徒

が抱える問題】では，児童生徒が服装やトイレの使用，更衣する場，水泳の授業等の場面において，自

分自身の生物学的性別でいなければならないことについて抵抗感を持っていることや自身の二次性徴

や自己の性に嫌悪感を抱いている等，「児童生徒が抱える性への問題から気づくことによって性同一性

障害を疑う」との記述が得られた。また，性に関する問題ではなく，「登校しぶりや不登校の傾向がある，

友人関係の悩みがある，感情的になりやすいといった悩みやトラブルの根底には性同一性障害という問

題を抱えているのではないかという視点で疑う」という記述も得られた。性同一性障害の当事者は，自殺

念慮，自殺未遂・自傷行為，不登校などの合併症が発症している 9）ため，このような視点をもち児童生徒

をみることは非常に大切であると思われる。調査対象の養護教諭は，表面に表れる問題だけでなく，児童

生徒の心の奥にあるものへも焦点を当て，様々な視点から児童生徒を観察し性同一性障害かどうかを確

認判断しようとしていることが窺えた。 

 

性同一性障害が疑われる児童生徒がいると仮定した場合，「養護教諭として，その児童生徒に対してど

のような対応をとりますか」と尋ね，自由記述で回答を求め 118 名（95.9％）から回答を得た。回答されたも

のは，回答者により状況が設定され，その状況により対応が異なっていたため，次の a)～d)の 4つの条件

に分類し検討した（表７）。 

a）相談や申し出，カミングアウトがあった場合 

b）相談や申し出，カミングアウトがない場合 

c）相談や申し出，カミングアウトはないが，日常生活に支障がある様子や困った様子，体調の変化に 

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

言動 「しぐさ」「話し方」「会話」　（138）

外見
「髪型」「服装」「スタイルを気にする」「こだわりがある」
（70）

嗜好 「趣味」「関心事」「遊び」「持ち物」　（22）

人間性 「性格」「態度」「考え方」「雰囲気」　（17）

対人関係 「友人関係」「恋愛対象」「「異性・同性との接し方」　（52）

情報
「本人による訴え」「周囲の児童生徒の話」「周囲の児童生徒の様
子」「職員からの話」「保護者からの話・家庭での様子」　（18）

日常生活の様子
「保健体育の授業」「健康診断時」「宿泊学習時」「保健室来室
時」　（18）

抵抗感・嫌悪感
「制服の拒否・服装」「着替え」「トイレ」「プール」「水着」
「健康診断」「宿泊学習時の入浴」「二次性徴」「自己の性」
（38）

悩みやトラブル
「不登校・登校しぶり傾向」「悩みを相談される」「情緒不安定」
「感情的になりやすい」「友人関係の悩みやトラブルがある」「ス
トレスを感じている」　（10）

表6　どのようなことからその児童生徒が性同一性障害であることを疑うか

児童生徒の特徴

児童生徒を取りま
く環境

児童生徒が抱える
問題
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カテゴリー 対　応 ａ ｂ ｃ ｄ 計

つらさを理解する 1 3 4

ありのままを受け止める 3 6 1 14 24

担任に相談する 1 1 4 6

保護者への対応方法を教職員と相談する 1 1

情報交換をし，共通理解を図る 2 1 3

保健主事に相談する 1 1

スクールカウンセラーと連携する 1 1 1 3

医療機関と連携し支援する 1 1 2

保護者と相談する 1 1

話を傾聴する 6 10 4 13 33

守秘を約束する 1 1

相談にのる 1 1 3 5

本人の気持ち・要望を聞く 3 5 1 3 12

気になることや相談内容を記録する 1 1 2

カウンセリングを行う 2 2 4

助言・指導する 1 1 1

サインがないか注意深く観察する 1 1

見守る 5 1 6

児童生徒が打ち明けるのを待つ 4 4

機会があれば話す 4 4

友人関係を把握する 1 1

信頼関係を作る 6 1 5 12

味方でい続けることを伝える 2 2

一個人として接する 1

話しやすい人であることをアピールする 1 1

どのように支援するか考える 10 1 8 4 23

本人の意思を尊重した対応をとる 2 1 1 9 13

ケース会議を開く 1 1

専門医を紹介する 1 2 3

支援団体を紹介する 1 1 2

話をする機会を積極的に作る 2 3 5

児童生徒に情報提供する 1 1

保護者に働きかける 1 2 2 5

保護者に家庭での様子を聞く 1 1 1

学校に働きかける 1 1

トイレへの配慮 1 1

検診時に配慮する 1 1

プライバシーを守る 1 1

宿泊学習での配慮 1 1

特別な対応はとらない 2 16 10 28

医師の指示に基づく対応 2 2

合　計 33 73 38 82 226

表7　性同一性障害が疑われる児童生徒に対し，どのような対応をとるか

受容的態度

連携

支援

アプローチ

配慮

その他

相談活動

見守り

信頼関係

               a：相談等あり　　　　b：相談等なし

               c：相談等はないが，日常生活に支障がある様子等みられる　 　d：相談等の有無の区別なし
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現れている様子等が見受けられる場合 

d）特に相談や申し出，カミングアウトの有無を区別する記載がない場合    

なお，表中の a b c d 欄の下の数字は，その対応数で，合計226 であった。 

その結果，【受容的態度】【連携】【相談活動】【見守り】【信頼関係】【支援】【アプローチ】【配慮】【その他】

に集約できた。対応としては，本人からの相談や申し出，カミングアウトの有無により対応が異なるものの，

共通して多く記述が得られたものに「ありのままを受け止める」，「話を傾聴する」，「本人の気持ち・要望を

聞く」，「どのように支援するか考えていく」，「本人の意思を尊重した対応をとる」であった。これらは性同

一性障害が疑われる児童生徒がいた場合の基本的な対応であると同時に，養護教諭のすべての健康相

談活動に通じて言えることであろう。本人の気持ちに寄り添い，本人の希望に沿った対応が望まれる。そ

れに加え，相談状況や児童生徒の状態等の実態に合った対応をとることで，よりニーズに合った支援に

近づくと考える。相談の有無などの条件によって対応は異なる傾向をみせたが，相談や申し出，カミング

アウトはなくても，日常生活に支障がある様子などを観察し対応しようとしていた。しかし，「特別な対応は

とらない」とする記述もみられ，養護教諭自身の対応の困難さもうかがえる。画一的な対応ではなく，本人

の相談によく耳を傾け，本人の要望に沿って必要ならば専門機関に相談して対応すべきであろう。 

性同一性障害が疑われる児童生徒がいると仮定した場合，「養護教諭として，どのように学校に働きか

け，取り組みますか」について自由記述で回答を求め，117 名（95.1％）から回答を得た。その結果，【共

通理解】，【支援体制】，【配慮】，【その他】の 4 つに集約できた（表8）。 

   

畔田ら 10）は，性別違和感を抱える生徒に対しての支援方法とし，関係者らの連携，支援体制の整備を

報告しているが，調査対象の養護教諭も同様なことを必要としていた。性同一性障害が疑われる児童生

徒がいる場合の養護教諭としての学校への働きかけや取り組みとして，【共通理解】を中心とする【支援体

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

情報提供
「保健だより」「講演会の実施」「教職員へ必要な情報の資料を配
布する」「校内研修の実施」「学校医からの情報を提供する」
（41）

情報交換
「職員会議での提案・検討」「関係職員との話し合い」「支援方法
の確認」「保護者への対応方法の検討」　（40）

連携

「学級担任」「関係職員」「管理職への報告・相談」「生徒育成
部」「生徒指導部」「部活動顧問」「スクールカウンセラー」「家
庭との連携体制づくり」「医療機関・専門機関」「教育相談部」
「校内支援委員会」　（82）

チーム支援 「支援体制づくり」「ケース会議の実施」　（7）

性同一性障害の児童生徒
への配慮

「学校生活環境の整備」「制服の検討」「トイレの検討」「着替え
への配慮」「水泳学習への配慮」「プライバシーを守る」　（15）

周囲の児童生徒への配慮
「集団保健指導の実施」「配慮方法の検討」「友人やクラスメイト
への理解を深める」　（8）

その他

「本人の望みがかなうように働きかける」「一概には言えない」
「困難を抱えていなければ特に学校へ働きかけない」「まずは保護
者に働きかけ、医療機関で診断されてから学校全体で取り組む」
「わからない」「保護者からの依頼があれば職員全体に知らせる必
要がある」「人権問題であって養護教諭が中心に働きかけることは
ない」「いじめになっているようなら担当部署に要請する」（23）

配慮

表8　養護教諭としてどのように学校に働きかけ、取り組むか

共通理解

支援体制
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制】作りがベースとなることが明らかとなった。まず，学校内で共通理解するために，養護教諭としての視

点で，保健だよりの作成や校内研修，講演会の実施によって保護者や教職員，児童生徒に性同一性障

害に関する情報を提供する。また，関係職員と情報を交換・共有し，連携していくことで，徐々に支援体制

が確立されていくものと思われる。さらに，管理職へ報告や相談をし，職員会議等で性同一性障害が疑

われると診断された児童生徒を教職員全体へ周知し，その実態や望まれる支援等についての提案・検討

を重ねていく。そうすることで学校内での支援体制が整備され当事者の児童生徒や周囲の児童生徒への

配慮や学校環境の改善につなげることが可能であると思われる。情報を共有し，養護教諭が個々の対応

で終わらせることなく学校全体で，あるいはチームを組織し支援していく必要があろう。また，その際には

プライバシーを守るため細心の注意を払う必要がある。 

 「今までに『性同一性障害』と診断されている又は疑われる児童生徒と関わったことがありますか」とい

う問に対して関わったことがあるとしたのは，45 名（36.6％）であった。さらに，関わったことのある 45 名に

対し，今までに性同一性障害の何人と関わったかを尋ねた。関わったことのある人数は 1 名としたものが

27 名（60.0％）と最も多かったが，4 割は複数と関わり,中には 4 名と関わったことがある養護教諭も 2 名

（4.4％）みられた。すなわち，学校では性同一性障害の児童生徒に接する機会は稀ということではなく関

わる可能性が十分あるということであろう。 

 「性同一性障害と診断されている又は疑われる児童生徒の学年や性別，児童生徒や保護者から相談

された内容，判断や診断に至った経緯等はどのようであったか。また，その児童生徒に対してどのような

支援をしたか，差し支えない範囲でお答えください」という問から得た結果を表９に示した。「差し支えない

範囲」，としたために関わった児童生徒の学年や性別，診断の有無などの条件が判明しない事例もあっ

た。得られたのは 48 事例である。 

その関わった経験のある養護教諭が行った支援の一例として，養護教諭から児童生徒へ直接的な支

援には「話を聴く」，「相談活動の実施」，「受容する」，「声かけ」，「見守る」，「児童生徒を尊重する」等で

あった。環境改善のための支援としては，「教職員への周知」，「スクールカウンセリングへ繋げる」，「学級

担任との相談」，「制服やトイレへの配慮」，「体育の授業，内科検診，修学旅行時の部屋や入浴への配

慮」，「更衣場所の提供」，「医療機関へ繋げる」，「保護者の話を聞く」，「保護者へのカミングアウトのフォ

ロー」等が挙げられた。本人からの申し出はなかった場合や支援を段階的に進めていくことが出来なかっ

た場合等，状況によっては「特に支援はしなかった」という記述もあったが，児童生徒の実態や相談内容

を踏まえての支援を行っていた。過剰な対応は当事者の負担や逆効果にもなりかねないため養護教諭

には臨機応変に対応する力が求められよう。また，支援する中で苦労したことでは，「特に苦労はなかっ

た」という養護教諭がいる一方で，「児童生徒の要望はできるだけ叶えたいが，口外しないでほしいという

要望には，連携する際に苦労した」や「支援方法に悩んだ」という記述が得られ，児童生徒の状況にもよる

がやはり養護教諭自身が支援する上で困難を感じることが明らかとなった。また，「インターネットを通じて

知識を得ており，インターネットを通じて知り合った交際相手がいる場合もあり，指導に苦慮する」といった

記述もあり，社会の理解度の低さや性同一性障害に関する教育環境が整っていないことから，当事者の

児童生徒は身近なインターネットを通じて情報収集し，画面の向こう側の相手と悩みを共有し合い，会っ

たこともない相手と交際する現状が明らかとなった。しかし，性同一性障害のインターネットによる活動の

役割は小さくはないが，内容は不十分である事も指摘されている 11）。さらに，インターネットを通じて知り

合った相手の危険性は，性同一性障害をもつものだけの問題ではなく，種々の事件に巻き込まれることも



茨城大学教育実践研究 34(2015) 

 - 106 - 

あるので注意が必要である。さらに支援したことがある養護教諭の自由記述には，「君たちは異常ではな

いというメッセージを伝え，何をサポートできるか模索するも，彼らに養護教諭の姿はどう映っていたのか

わからない。本当のところ，心から彼らを受け入れられていない自分もいる。養護教諭としてすべての生

徒を受け入れたいという建前の気持ちがあるが，正直自分はどれほど彼らを理解できるのかという葛藤が

混在する。彼らは，自分は何なのかを知りたがっており，的確に答えられない自分たちがいる。」と自身の

葛藤の記述がみられた。また，「性同一性障害の芸能人に対し，偏見がそんなにない時代なので，若者

には受け入れ感があると思うが，まだまだ企業などには理解されない現状がある。」といった社会の理解

度の低さを指摘した記述も得られた。性別違和を持つ者は，就業の困難を抱え，貧困に陥りやすい層だ

という報告 12）もあり，未だ一般社会では十分に認知，理解がされにくい現状があり社会の変化が求められ

る。 

 

謝辞：本研究にご協力くださいました養護教諭の皆様に感謝致します。 
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表９　養護教諭が関わった・気づいた児童生徒からの相談内容・過程やそれに対する支援

相談の過程

・

日常の様子等

・制服がスカートであ
るためはけない。

・学校行事で制服の日
は休みたい。

・スカートをはきたく
ない。

・戸籍を変えられるよ
うにしたい等。

・かなり情緒不安定な行動が
目立っており，関係職員で面
談や相談をしていた。

・性同一性障害への疑いを持っての
相談活動はできなかった。

・母親が外国人ということも
あり「自分は何人なのか」と
いうアイデンティティへの喪
失感はあるようであった。

・卒業後，男装をしていることを
知った。

・保護者の理解もない中で，
本人も自分の状態を認めるこ
とが出来ず苦しんでいた。

・登校時や放課後に声かけや話を聴
いた。

・関わりはあったが，不登校
になってしまい，ほとんど話
せなかった。

・支援等の話に入ることはできな
かった。

・既に本人が校内である程度
のポジションを築いているよ
うだった。

・赴任した時には高3で，大学入学

へ向けて取り組んでいた時期で相談
はなかった。

・カウンセリングに通ってい
る時期もあったが，スクール
カウンセラーと話すことで落
ち着いている時期だったた
め，詳細は聞いていない。

・カウンセラーへのとり継ぎ程度
で，特に支援はしていない。

・過去には海外での性別適合
手術等を考え，カウンセラー
に相談していたようだ。

・男になりたい。

・月経時に精神的に不
安になる。

・男になりたい。
・性のこと以外にも家庭のこ
と，性格のことなど問題多々
あり。

・生徒指導主事に相談し，制服のズ
ボン着用を認めてもらった。

(保護者は認めていな

い。）

・毎日のように保健室に来
室。

・担任や関係の先生方に理解しても
らえるよう状況を話した。

・修学旅行時や合宿では部屋の風呂
を使えるよう配慮した。

・スクールカウンセラーとのカウン
セリングを定期的に実施。

・本人の意向により，医療機関での
支援をした。

・医師から学校生活で必要な配慮
（制服の変更，使用するトイレにつ
いての周知，体育の授業への配慮，
内科検診への配慮）について助言し
てもらった。

・修学旅行の際，入浴に配慮した。

・本人が困難と感じていることに関
して，話を聴き，状況の改善に協力
した。

9

高
２
・
男

子 無
本
人

8

7

女
子
生
徒

本
人

5

既
卒
・
男
子

養
護
教
諭
の
気
づ
き

特になし

6

高
３
・

女
子

本
人

無

養
護
教
諭
の
気

づ
き

特になし

3

女
子
生
徒

無

養
護
教
諭
の
気
づ
き

特になし

・日頃から不安定な性格で保
健室に多く来室。

№

学

年

・

生

物

学

上

の

性

別

医

療

機

関

に

よ

る

診

断

相
談
者

相談内容 支援

2

高
校
・
女

子
本
人

・制服等の学校のルールは守らせる
ようにした。

1

中
学
・
女

子
本
人

・小学校の時のランドセルは
黒だった。

・ジャージ登校を認めた。

4

中
１
・
男
子
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・話を良く聴く。

・信頼関係を作る。

・話を良く聴く。

・信頼関係を作る。

・その当時の現状で上手く
やっていた。

・担任が周りの児童に対して
理解を深めるのに言葉を選ん
でいたと思う。

・男子の友人が少なく，輪に
入れない。女子の友人が多
く，気が合う。

・その当時の現状で上手く
やっていた。
・担任が周りの児童に対して
理解を深めるのに言葉を選ん
でいたと思う。

・男子の友人が少なく，輪に
入れない。女子の友人が多
く，気が合う。

・ややオネエ言葉。

・女子の集団やママさんバ
レーで生き生きする。

・その当時の現状で上手く
やっていた。

・担任が周りの児童に対して
理解を深めるのに言葉を選ん
でいたと思う。

・制服着用が苦痛。

・水泳で女子が更衣室
で着替えているところ
にいると気分が悪くな
る。

・同性が好き。

・自分は性同一性障害
だと思う。女子だが男
子の心を持っている。
男子として扱われると
嬉しい。

・学級担任，養護教諭，スクールカ
ウンセラー，生徒指導部長（制服指
導を生徒指導部が行っているので）
と定期的な面談。

・スカートをはきたく
ない。男子の制服を着
たい。

・女子のスラックス制服着用の許可
（現在はまだ実現していない）。

・女として振る舞いた
い。化粧をしたい。

・訴えをよく聴いた。

・「死にたい」との訴
え。

・困難を感じている部分に対応し
た。

・男子トイレに行けな
い。

・訴えをよく聴いた。

・男子としてやってい
くのがつらい。女性と
して生きたい。

・困難を感じている部分に対応し
た。

・制服のスカートをは
くのが嫌。

・カウンセリングを勧めた。

・月経が来ると精神不
安定になる。

・女子の制服にズボンを導入した。

・相談者には「人それぞれだから尊
重してあげてほしい」と伝えた。

・該当生徒からの訴えはなかったの
で，他の生徒と同じように接した。

21 高
２

・

男

子
無

本
人

・本人の様子への過去
のいじめについて。

・とにかく話を聞いた。

・保健室で話す。

・保健室から教室まで付き添った。
22

本
人

20

既
卒
・
女

子
生
徒

友
人

・同性同士で付き合っ
ているのが不快。

18

高
１
・
男
子

本
人

19

高
１
・
女

子
保
護
者

・制服が嫌で不登校気味にな
る。

16

女
子
生
徒

無
本
人

17

高
２
・

男
子

本
人

・抑うつ状態。

15

中
１
・
女
子

本
人

・アレルギーを理由として「異装
届」を提出させ，儀式以外の普段の
授業をジャージで受けることを許可
した。

14

中
１
・
男
子

養
護
教
諭
の
気
づ
き

特になし
・特に相談がなく，養護教諭として
の支援は行っていない。

13

中
３
・
男
子

養
護
教
諭
の
気
づ
き

特になし
・特に相談がなく，養護教諭として
の支援は行っていない。

12

小
５
・
女
子

無
保
護
者

・男子の制服を着用し
たい。

・養護教諭としての支援は行ってい
ない。

11 高
３

・

男

子

担

任

か

ら

の

情

報 特になし
・動作やしぐさに違和感があ
る。

10 高
２

・

女

子

本
人

特になし ・周囲は知らない。
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・来室時には受容を心がける。

・しぐさ，口調，服装等，否定しな
い。

・来室時には受容を心がける。

・しぐさ，口調，服装等，否定しな
い。

・メンタル面での相談。

・水泳の授業時の対応。

・自分は性同一性障害
なのではないか。

・「相談したい」と言われた際に，
別室で話を聞いた。

・女子の格好をするこ
とや胸のふくらみが嫌
だと感じる。

・スクールカウンセリングを勧め，
受けることになったが，自由登校期
間中で，都合が合わなくなってし
まったため，結果的には受けないま
ま卒業した。

・制服が嫌であまり学校に来
なくなり，退学してしまっ
た。
・中学校の時から悩んでい
た。
・親にも知られたくない。

28
本
人

・同級生（同性）に好
意を持って異性として
接していたが，相手が
大変困惑していた。

・ただ気持ちを受け止めていた。

・胸を潰すシャツを着てお
り，見た目は完全に男子。

・別名を名乗っており，明ら
かにそうだと分かった。

・周囲の生徒たちからは受け
入れられていて，一見問題な
く過ごしていた。

・生活の中であらゆることが心の障
害になっていることを理解するよう
に努めた。

・女子の制服がスカートだけ
でなく，スラックスもOK

だったため，その点制服によ
る苦痛がない環境は良かっ
た。 *29，30，31　各別事例

・胸を潰すシャツを着てお
り，見た目は完全に男子。

・別名を名乗っていた。

・周囲の生徒たちからは受け
入れられていて，一見問題な
く過ごしていた。

・生活の中であらゆることが心の障
害になっていることを理解するよう
に努めた。

・女子の制服がスカートだけ
でなく，スラックスもOK

だったため，その点制服によ
る苦痛がない環境は良かっ
た。

・毎日の生活すべてが
つらい。

・胸を潰すシャツを着てお
り，見た目は完全に男子。

・精神科に通院し，ホ
ルモン治療を受けてい
る。

・別名を名乗っており，明ら
かにそうだと分かった。

・卒業したら出来るだ
け早く性別適合手術を
受けたい。

・周囲の生徒たちからは受け
入れられていて，一見問題な
く過ごしていた。

・女子の制服がスカートだけ
でなく，スラックスもOK

だったため，その点制服によ
る苦痛がない環境は良かっ
た。

31

女
子
生
徒

有
本
人

29

女
子
生
徒

養
護
教
諭
の
気
づ
き

特になし

30

女
子
生
徒

養
護
教
諭
の
気
づ
き

特になし

・「秘密にしてほしい」と言われた
ので，何もしていない。

26

高
３
・
女
子

無
本
人

・体調不良で保健室来室が多
い生徒だった。

27

高
１
・
女
子

本
人

・制服のスカートで登
校するのが嫌等。

25
養

護

教

諭

の

気

づ

き

・本人がひそかに悩んでいる
状態。

24

中
３
・

男
子

無

養

護

教

諭

の

気

づ

き

特になし

23

中
２
・

女
子

無
養

護

教

諭

の

気

づ

き
・中3になるとき転校。

・女子トイレに入るのが嫌だったよ
うなので，なるべく人が少ないよう

な遠いトイレを使わせた。

・女子トイレに入るのが嫌だったよ
うなので，なるべく人が少ないよう

な遠いトイレを使わせた。

・女子トイレに入るのが嫌だったよ
うなので，なるべく人が少ないよう

な遠いトイレを使わせた。

・生活の中であらゆることが心の障
害になっていることを理解するよう
に努め，見守ることくらいしかでき

なかった。
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・いじめやからかいの対象と
なっていた可能性があった。

・男女問わず，話を聞いてく
れる職員にまとわりつき，離
そうとしない傾向があった。

・女子用水着の着用に
違和感。

・スクールカウンセラーと面接を勧
め，卒業までカウンセリングを受け
させた。

・制服のスカート着用
に抵抗あり。

・日常的には気分のむらがあり，必
要に応じて保健室で対応する。

・インターネットで調
べた専門関を受診した
い。

・保護者へのカミングアウトを勧
め，打ち明けることが出来た。

・保護者に失望するの
で打ち明けられない。

・埼玉の医療機関で診断される。
（保護者は否定的）

・乳房切除手術をした
い。

・生徒指導部へのアプローチとし
て，制服の女子用ズボンを提案。

・女装が好き。

・芸能界にも興味があ
る。

・持ち物がメタリックや鎖が
ついた装飾品，黒などで疑
う。

・男子の方が気を遣わないと
のこと。

・多数の男子に囲まれている
のを見かけ，面談し打ち明け
られる。
・東京で男子に間違えられた
と自慢する。

・好きな人は女性。

・クラスメート（女子）に抱
きつくなどのしぐさから疑
う。一部の女子職員の手を触
るなどの行為もあった。

・保護者には打ち明け
ていない。

・担任（男性）と連携し，本
人と面談する。

・反抗的な態度。

・1年で退学してしまった。

・男になりたい。
・興奮が収まらない時などは，休ま
せたり，話をきいたりした。

・女が好き。 ・性認識の悩みを聞いた。

・女子と真剣に交際し
ている。

・訴えをよく聞く。

・男子の制服着用希
望。

・カウンセリングにつなぎ、継続。

40

高
１
・

男
子

・制服，トイレ，体育等は男
子として，それ以外は女子と
して生活している。

・受け入れられている感じ。特にな
し。

・海外に行きたい。

（3年の進路選択・決定

時;手術希望）

・スカートに着替えた
い。

・好きな人が同性と異
性の二人いる。

・着替えの場所として保健室を提供
した。

41

男
子
生
徒

本
人

・特に思い悩んでいる様子は
ない。

42

高
３
・
男

子
本
人

38

高
３
・

女
子

本
人

・問題行動が多かった。

39

高
２
・
女

子
本
人

37
高

１

・

女

子

本
人

・男子の制服希望。 ・特になし

36

高
１
・
女
子

養
護
教
諭
の
気

づ
き

・相手を見て行動するように助言す
る。

・来室時に何か出来ることを聞いて
みるが，「そっとしておいて」との
ことで，具体的には見守ったのみ。

35

高
２
・
女
子

養
護
教
諭
の
気
づ
き

・友人関係（女子）に
ついて。

・見守ったのみ。

33

高
２
・
女
子

本
人

・水泳部。

34

高
３
・

男
子

無
本
人

・保健室来室時に打ち明けら
れる。

32

男
子
生
徒

本
人

・進路に迷っている。
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・個を認める。

・他者の言動で傷ついた時は抱えこ
まず相談にこられる関係を築く。

・専門医を紹介する。

・本人や周囲のケア・対応。

・関係職員のみコアチームで共有す
る。

・授業等，性で配慮が必要であれば
配慮をする。

・可能な範囲で気を配る（進路等）

・中２で自覚。 ・修学旅行は職員の部屋の風呂使用

・中３で診断。
・診断後はジャージ登校。卒業式も
ジャージで参加。

・男子トイレに入られると他の男子
が困るため，女子トイレを使用。

・男子の服装になりた
い。高校まではスカー
トを我慢して穿いてい
た。

・性差のない美容師という職
業を選択したとのこと。

・卒業後，美容学校に
行く。その際，学校で
女子のユニホームを作
らなくてはならないこ
とに非常に抵抗があ
る。どうしたら良い
か。

・ユニホームの件は美容学校
と相談することになった。
・本人がネットで調べ県外の
クリニック（心療内科）を受
診しながら，就業の方向性を
決めていったよう。

・SNSでやり取りして

いる年上の女性に自分
の本当の性別を伝える
かどうか悩んでいる。

・本人がインターネットで「性同一
性障害」について多くのことを調べ
ていたので，情報提供しなかった。

・相手に対して恋愛感
情を持っている。

・受診の面で，医療機関を教えてほ
しいとのことであったので，スクー
ルカウンセラーに繋いだ。

・進路について。 ・定期的に生徒から話を聞いた。

・家族，身近な人への
カミングアウトについ
て。

・母親の動揺が強かったため，ス
クールカウンセラーとの面談を設定
した。

・異性に憧れていた。

・2年にわたり日常的に関わ

りがあったが，卒業後に初め
て打ち明けられた。

・相談当時は浪人生だったこともあ
り，今はこの問題に焦点を当てずに
受験に向かうよう伝えた。

・本当に好きか分から
ないままカモフラー
ジュで異性とも付き
合っていたことなど。

・身なりも性格も男勝りで、
女子に人気があった。

・同時にわたしはそのままのあなた
でいいと思うこと，勇気ある打ち明
けに感謝し，今後も相談に来るよう
伝えた。

48

既
卒
・
女
子

本
人

47

高
３
・
女
子

本
人

・話をよく聞く。

46

高
３
・
女
子

無
本
人

44

中
学
・
女
子

有
保
護
者

・男子の制服で登校さ
せてほしい。

45

高
３
・
女
子

本
人

43 無
本
人

・カミングアウト。
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養護教諭養成課程の学生の養護教諭志望に対する意識調査 
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キーワード：養護教諭  養護教諭像 志向性 

 

 

養護教諭の志願者数は年々増加傾向にあり、養護教諭は人気の職業の１つとなっている。そのような中で、養護教諭養成

課程には養護教諭への志向性が高い者が入学してくると言われているが、養護教諭養成課程の学生の志向性や適正感は

在学中プラスにもマイナスにも変化していくという報告もある。そこで、本研究では今後の学生の指導に活かすことや養護教

諭養成教育の充実を図ることを目的に、学生の養護教諭への志向性の変化の有無や学生が持つ養護教諭像について質問

紙調査を実施した。その結果、養護教諭への志向性は大学入学当初から高く、在学中もその意識は継続していくことが明ら

かとなった。一方、養護教諭への志向性は、養護実習後、特に中学校での養護実習後に一時的に下がる者がみられた。こ

のことは、学生自身のイメージしていた養護教諭像や学校現場と現実に差異が生じたためではないかと考えられる。すなわ

ち、養護実習は学生の養護教諭志向性に対して大きな影響を及ぼし、養護実習の指導内容、実習の期間や時期等検討

する必要があること、幅広い養護教諭観を育てる教育がなされる必要がある事が示唆された。 

 

はじめに 

 

近年、社会環境や生活環境の変化に伴い、学校現場における児童生徒の健康課題として、友人や

家族の人間関係、いじめ、不登校、児童虐待などメンタルヘルスに係る健康課題や性の問題行動、

薬物乱用、感染症やアレルギー疾患の増加などが挙げられる。 

2008年の中央教育審議会保健・安全部会における答申 1）において、養護教諭の職務は学校保健推

進の中核的な役割を果たすことや、多様化している児童生徒の健康課題解決に向けた健康相談活動

がますます重要になっていると述べられており、養護教諭に期待される役割が拡大してきているこ

とが伺える。そのような中、養護教諭は人気ある職業の１つであり、養護教諭の志願者数は年々増    

―――――――― 

*茨城町立大戸小学校  **茨城大学教育学部 



茨城大学教育実践研究 34(2015) 

- 114 - 

 

加の傾向にある 2)。養護教諭志望者数増加の背景には、養護教諭免許を取得可能なのは教育学部の

養護教諭養成課程の大学だけでなく、看護や健康・栄養・スポーツ・福祉等に関する学際系の学部

でも取得できることなども考えられる。その中でも、教育学部養護教諭養成課程には養護教諭への

志向性が高い者が入学してくると言われている 3）。 

大川ら 4)は、養護教諭養成課程の学生の養護教諭志向性や適正感は在学中の学外実習等の影響を

受け変化していくと報告している。そこで、本研究では、Ｉ大学の教育学部養護教諭養成課程の学

生を対象に、学生指導に生かすことや養護教諭養成教育の充実を図ることを目的に、学生の養護教

諭への志向性の変化の有無や学生が持つ養護教諭像について調査した。 

 

 

調査方法 

 

1 対象と期間 

Ｉ大学教育学部養護教諭養成課程 1年生31名、3年生31名を対象とし、質問紙調査を2011年11

月に行った。なお、調査は 1 年生、3年生ともに無記名、自己記入式とし、Ｉ大学の講義担当教員

の許可を得て講義開始前に配布し、記入終了後にその場で回収した。調査の目的及び調査への協力

の任意性に関して配布前に口頭で説明し、調査対象者の了承を得た。質問紙の回答を提出すること

で調査に同意したものとし、1年生31名、3年生31名から回収され、回収率は100％であった。 

 

2 調査内容と回答方法 

 回答は、選択肢から選ぶ方法と、自由記述で得た。自由記述で得られた回答は、言葉を抽出しコ

ード化し、サブカテゴリ化した。得られたサブカテゴリをさらにカテゴリ化した。 

1）現在の養護教諭への志向性 

現時点でどの程度養護教諭になりたいと思っているかを①是非なりたい、②できればなりたい、

③なってもならなくてもどちらでもよい、④なる気はない、⑤なりたくない、⑥なるかどうか迷

っているという6項目から選択させた。 

2）養護教諭を志望した時期と志望動機 

 上記の設問で、①是非なりたい、②できればなりたい、のいずれかを選択した3年生に対して

養護教諭志望の時期と志望動機について、下記の表１に示すその他を含む 15の選択の中から複数

選択可として回答させた。 

 

表１　養護教諭志望の理由
　①親に勧められているから

　③養護教諭に勧められたから
　④自分の学生時代（小・中・高）の養護教諭にあこがれているから
　⑤養護実習に行って素晴らしい養護教諭と出会ったから
　⑥養護実習を実施して養護教諭の職務はやりがいがあると感じたから
　⑦養護実習を実施して保健室は学校の中の重要な場所だと思ったから
　⑧養護教諭は価値ある職業だと思うから
　⑨教員は安定した職業だと思うから
　⑩自分の性格に適した職業だと思うから
　⑪身体や心のケアに興味があるから
　⑫保健室が好きだから
　⑬子どもが好きだから
　⑭大学で学んだことを活かせるから
　⑮その他

　②学校（小・中・高）の先生に勧められたから
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3）養護教諭を志望しなくなった時期とその理由 

１）の養護教諭への志向性の設問に、養護教諭志向性無しとする③なってもならなくてもよい、

④なる気はない、⑤なりたくない、⑥なるかどうか迷っている、を選択した3年生の学生に対し

てのみ、養護教諭になりたいと思わなくなった時期とその理由について、表2に示したその他を

含む14の選択肢から複数選択可として回答させた。 

表2 養護教諭を志望しなくなった理由 

 

4）なりたい養護教諭像  

１年生に対してどのような養護教諭になりたいかを自由記述で回答を得た。 

5）養護教諭に対するイメージ 

 3年生に対し、養護教諭に持っているイメージを自由記述で回答を得た。 

 

 

結果 

 

1 養護教諭志望の有無              

 1年生と3年生の養護教諭志望について

表３に示した。 

1年生では「是非なりたい」54.8％、「で

きればなりたい」25.8％で合わせると約8

割が養護教諭になることを希望している。

また、3年生は、「是非なりたい」 61.3％

と「できればなりたい」 29.0％ で約9割

の学生が養護教諭になることを志望してい

る。          

しかし、1年生では「なってもならなくてもよい」3.2％、「なるかどうか迷っている」16.1％、3

年生では「なってもならなくてもよい」6.5％、「なる気はない」3.2％で養護教諭を志望しない者も

少数みられた。 

 ① 教員採用試験の倍率が高いと聞いた（確認した）から 

 ② 他の職員の養護教諭の職務に対する認識が自分の持つ養護教諭の認識と異なっていたから 

 ③ やりがいがある職務だと思わなかったから 

 ④ 学校に対するイメージが違っていたから 

 ⑤ 病院実習に行き，自信がなくなったから 

 ⑥ 養護実習に行き，判断力・診断力に自信がなくなったから 

 ⑦ 養護実習に行き，救急処置に自信がなくなったから 

 ⑧ 養護実習に行き，健康相談に自信がなくなったから 

 ⑨ 養護教諭の職に対して魅力を感じなくなったから 

 ⑩ 自分の性格に適さない職務だと思ったから 

 ⑪ 実習校で苦労したから 

    ※どんなことか具体的に書いてください。 

     （                                 ） 

 ⑫ 子どもがあまり好きでないことがわかったから 

 ⑬ 実習中，子どもとのコミュニケーションがうまくとれなかったから 

 ⑭ その他 

表３　現在の養護教諭志望の有無 (%)

１年生 n=31 ３年生 n=31
是非なりたい 17(54.8) 19(61.3)
できればなりたい

8(25.8) 9(29.0)

なってもならなく
てもかまわない 1(3.2) 2(6.5)

なる気はない 0 1(3.2)
なりたくない 0 0
なるかどうか迷っ
ている

5(16.1) 0
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2 養護教諭になることを志望した時期 

 現在、養護教諭に「是非なりたい」「できればなりたい」と回答した3年生28名が養護教諭にな

ることを志望した時期については表４に示したとおりである。

 

養護教諭になることを志望した時期は「入学前から」が67.9％と最も多く、次いで「小学校の養

護実習中」10.7％、「入学当初」7.1％であった。 

  

3 養護教諭養成課程を受験した理由 

 1年生がＩ大学の養護教諭養成課程に入学した理由については、図１に示した。 

 もっとも多かったのは、「養護教諭に憧れていたから」、ついで、「どうしても養護教諭になりたか

ったから」と入学前から養護教諭志向が高い学生が多かった。また、「援助する仕事に就きたいから」

「身体や心のケアに興味がある」「保健室が好きだから」「子どもと関わる職業に就きたいから」も

多くみられた。

 

  

3年生が養護教諭を志望した理由は図2に示した。 

「身体や心のケアに興味がある」、「子どもが好きだ」、「養護教諭の職務はやりがいがある」「学生  

時代の養護教諭にあこがれて」を選択した者が多くみられた。 

表４　養護教諭を志望する学生の養護教諭になることを志望した時期 N=28

入学前から 入学当初 1年後期 2年前期 2年後期
3年4月当
初

小学校の
養護実習
中

小学校の
養護実習
後

病院実習
中

中学校の
養護実習
中

中学校の
養護実習
後

n(%) 19(67.9) 2(7.1) 0 1(3.6) 0 1(3.6) 3(10.7) 1(3.6) 0 1(3.6) 0

0 5 10 15 20 25

二次試験の方法が自分に合っていたから

親の勧め

授業者にならない教員になりたかった

医療系の職に就きたかったから

自宅から通学できるから

高校時代の先生のすすめ

自分の学力に適していたから

子どもと関わる職業に就きたいから

保健室が好きだから

人の役に立つ・援助する仕事に就きたかったから

身体や心のケアに興味関心があったから

どうしても養護教諭になりたかったから

養護教諭に憧れていたから

（人）

図１ 養護教諭を志望しI大学を受験した理由
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4 養護教諭を志望しなくなった時期 

 養護教諭に「なる気はない」、「なってもならなくてもよい」、「迷っている」と回答した学生は、1

年生で6名、3年生は3名みられた。1年生には志望しなくなった時期を尋ねていないが、3年生が

養護教諭を志望しなくなった時期は、「3年の4月当初」が 2名、「中学校での養護実習後」が 1名

だった。 

 

5 養護教諭を志望しなくなった理由 

 養護教諭に「なる気はない」、「なってもならなくてもよい」、「迷っている」と回答した学生に対

してその理由を尋ねた。1年生は自由記述で、3年生は14の選択肢の中から複数回答可として選択

させた結果は、表5、表6に示した。 

1年生では、「教員採用試験の厳しさ」「養護教諭の役割や仕事を学ぶたびに自分にはできそうも

ないと感じてしまうから」「他人を思いやる職業につけるのか不安」などが理由として挙げられた。 

3年生では、「自分の性格に適さない職務だと思ったから」「養護実習に行き，救急処置に自信が

なくなったから」「子どもがあまり好きでないことがわかったから」「実習校で苦労したから」を理

由としていた。 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

その他

自分の性格に適した職業だ

保健室が好きだ

保健室は学校の中で重要な場所

養護教諭は価値ある職業だ

養護教諭の職務はやりがいがある

身体や心のケアに興味がある

（人）

図2 養護教諭を志望した理由（複数回答）

表６　3年生が養護教諭を志望しなくなった理由  n=3
救急処置に自信がなくなった
実習校で苦労した
自分の性格に適さない職務だ
子供があまり好きでないことが分かった

表５　1年生が養護教諭を志望しなくなった理由　　　n=6
教員採用試験の厳しさ
結婚が大変そうだから
他にもやりたいことがあるから　
感情のコントロールができず，人と付き合うのがへたなのに
他人を思いやる職業につけるのかという甘えからくる不安
養護教諭の役割や仕事を学ぶたびに自分にはできそうもない
と感じてしまうから
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６ 3年生が持つ養護教諭のイメージ 

3 年生が持つ養護教諭のイメージについて自由記述によって回答を得た。コードを抽出し、サブ

カテゴリ化し、さらにカテゴリ化した結果、表７に示したとおり、【人柄・雰囲気】【健康相談活動】

【専門家】【安心感・母性】【受容的】【救急処置】【教員とは違う】【執務量】【採用が困難】の９つ

のカテゴリが抽出された。 

表７　3年生が持つ養護教諭のイメージ ｎ=31

カテゴリ サブカテゴリ(n) 主な コード TN

人柄・雰囲気 優しい(10) 優しく，人の気持ちがわかる

いつも笑顔(4) 明るく，笑顔であること。

明るい(4)

温かい感じの雰囲気を持っている(3)

冷静でてきぱきしている(3) 実習を等して，頼りない，怖い。

ほんわか(2) 判断力や柔軟な対応ができる。

元気(1) どんな話も聞いてくれる

女性らしい(1) 冷静でてきぱきしている

気配りできる人(1) 縁の下の力持ち

自己管理がしっかりできる人(1) いつも落ち着いていて冷静に対応している

判断力や柔軟な対応ができる(1) いつも明るく，元気。

落ち着いていて冷静に対応している(1) 丸みがある。

意見をしっかり言える（１）

学校全体を見回せる人（１）

子どもに対する記憶力がすごい（１） 子どもに対する記憶がすごい・

子どもたちに好かれている（１） 子どもたちに好かれている

頼りない（１）

孤独（１）

こわい（１）

健康相談活動 話を聞いてくれる（４） 安心して相談できる

困ったことがあったら何でも相談できる（２） 困ったことがあったら何でも相談できる

安心して相談できる（２） 何でも話を聞いてくれる

優しく人の気持ちがわかる（１） いろんな話をしても大丈夫

理解してくれる人（１） 悩みがあるときは真剣に話しを聞いてくれる

心を開きやすい（１） 心を開きやすい

話しやすい（１）

専門家 知識を持っている（３） なりたいイメージとして，知識を持っているイメージ

体や心についての専門家（１） 知識がある

身体や性などのデリケートな問題に対応できる（１） 専門職として学校で重要な役割を担っている

健康の専門家（１）

専門職として学校の重要な役割を担う（１）

安心感・母性 安心できる（２） 学校でのお母さん的役割。いつでもまずは

学校でのお母さん的役割（３） 受け入れてくれる

愛情あふれる存在（１） お母さんのような存在。いると安心する。

面倒見がよい（１） 温かく，愛情あふれる存在。あこがれ。

受容的 受容的（２） いつでもまずは受け入れてくれる

いつでも受け入れてくれる（１） すべてを受け入れてくれる優しい先生

すべて受け入れてくれる（１） 受容

子どものありのままを受け入れる（１） いつでも迎えてくれる優しい人

いつでも迎えてくれる優しい人（１） 子どものありのままを受け入れる

救急処置 応急処置をしているプロ（３） 応急処置をしてくれる

少し薬品のにおい（１） 少し薬品のにおい。

衛生管理が不完全（１） 応急処置をしてくれる。

教員とは違う 他の教員とは違う（１） 一般教員とは違う角度から子どもと関われる

一般教員とは違う角度から子どもと関われる（１） 他の教員とは違う

執務量 実は事務が大変（１）

職務も大変（１）

あまり忙しくなさそうな雰囲気（２） 暇そう。実は事務が大変。

採用が困難 教採の倍率が高い（１） 教採の倍率は高いし，職務も大変だと思う。 1

39

7

ほんわかした面を持っている一方で，しっかりしており，き
びきびと動く時もある

子どもたちだけでなく，先生方や保護者の方々の様子に
気配りできる人。そして，明るく笑顔であること。

担任の先生は忙しそうな雰囲気があるが，養護教諭はあ
まりそういう雰囲気をださない（だけ。）だから，話しやす
い。 4

5

10

2

7

6
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「優しい」「明るい」「笑顔」「温かい雰囲気」「ほんわか」等のサブカテゴリが抽出され、優しい温

かいイメージである【人柄・雰囲気】である。また、「受容的」「話しやすい」「話を聞いてくれる」

「困ったことがあったら何でも相談できる」「理解してくれる人」「安心して相談できる」「いつでも

まずは受け入れてくれる」「すべてを受け入れてくれる」「優しく人の気持ちがわかる」「心を開きや

すい」のサブカテゴリが抽出でき、【健康相談活動】とした。すなわち、相談しやすい先生というイ

メージを持っていた。さらに、「知識を持つ」「心や体の専門家」「身体や性などのデリケートな問題

に対応できる」「専門職として学校の重要な役割を担う」から、学校の中で心や体の健康の【専門家】

としてのイメージ、「学校でのお母さん的役割」「安心できる」「愛情あふれる存在」といったサブカ

テゴリが抽出でき、養護教諭に対して【安心・母性的】なイメージを持っていた。  

 

7 1年生のめざす養護教諭像 

 1年生がどのような養護教諭になりたいかを自由記述で回答させ、3年生が持つ養護教諭のイメー

ジと同様にカテゴリ化した結果を表 8に示した。 

 

  

 1年生がなりたい養護教諭像は，「信頼性」「専門性」「健康相談活動」「母性」「安心感」「人柄・

雰囲気」という6つのカテゴリが抽出された。「信頼性」「専門性」のカテゴリに含まれる記述が多

い。ついで、「健康相談」に関する記述が多かった。1年生には「救急処置」に関する記述はみられ

なかった。 

 

 

 

 

表８　どのような養護教諭になりたいか(１年生） n=31
カテゴリ サブカテゴリ ｎ

信頼性 児童、生徒に頼られる養護教諭 5

子どもや教員、保護者に信頼される養護教諭 4

子どもの心を踏みにじらない養護教諭 1

専門性 子どもの心身の健康のサポートができる養護教諭 4

子どもの目線に立って深い理解ができる養護教諭 4

健康についての知識を常に探求していく養護教諭 1

子どもたちを様々な面から支援できる養護教諭 1

知識をしっかり持っている養護教諭 1

健康相談活動 子どもの変化に気づける養護教諭 2

人の痛みがわかる，受け止めらる養護教諭 2

どんなことにも対応できる養護教諭 1

生徒一人ひとりにきちんと対応し，ニーズに応えられる養護教諭 1

学校生活を送るための支援に欠かすことができない 1

いろんな人の架け橋になれる養護教諭 1

母性 優しいだけじゃなく，強い養護教諭 2

学校の中のお母さんのような存在の養護教諭 1

広い心を持って接することができる養護教諭 1

いつも笑顔で子どもたちを受け止めることができる養護教諭 1

安心感 安心できる存在になる養護教諭 3

みんなの心を安らげる養護教諭 1

保健室にいて安心できると言われるような養護教諭 1

穏やかな雰囲気を持った養護教諭 1

子どもと気軽に関われる養護教諭 1

教師とも子どもとも仲がよい養護教諭 1

人柄・雰囲気
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考察 

 

1 養護教諭志望の有無と理由との関連                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 養護教諭養成課程に在籍する 1年生の8割、3年生の9割が養護教諭になることを望んでいる。1

年生の入学理由は、「養護教諭へのあこがれ」「どうしても養護教諭になりたい」が多く占め、養護

教諭への強い志向性がみられた。養護教諭との関わりから影響を受け「養護教諭」そのものへの志

向が高まる 5)ことが報告されているが、それと同様なことがあったのではないだろうか。 

また、3年生が養護教諭を志望した時期は約7割が「入学前から」で、次いで「小学校の実習中」

が約1割だった。これらのことから、養護教諭養成課程に入学する大学生は、入学前から養護教諭

になりたいという意識を強く持って入学し、在学中もその意識が継続していくと言えよう。高岡と

大谷３)は「養護教諭養成課程に入学するということは、入学時点で職業を限定していることもあり、

養護教諭という職業を強く意識し、ある程度の覚悟ができているので入学時の養護教諭志向を高め

ている」としている。さらに、小学校での養護実習後に養護教諭になることを志望していることか

ら、小学校での養護実習は、養護教諭志望への意欲を高める要因であることが伺える。 

しかし一方では、3年生の 1割には「なるかどうか迷っている」「なる気はない」がみられ、在学

中に進路について迷いや不安が生じ、養護教諭への指向性の低下が見られた。高岡と大谷３)は志向

性の変化について、養護実習前と養護実習後に不安や学校に対する失望感、疲労感などで一時的に

志向性の低下が起きる学生がいることを報告している。本研究でも 3年生で養護教諭を志望しない

と回答した学生は、志望しなくなった時期として中学校での実習後を挙げている。志望しない理由

は、「自分の性格に適さない職務だと思ったから」「養護実習に行き、救急処置に自信がなくなった

から」「子どもがあまり好きでないことがわかったから」「実習校で苦労したから」であった。この

ことから、養護教諭を志望し入学してきても、養護実習中に救急処置や児童生徒との関わりの中で、

養護教諭としての自信を喪失するような経験を通し、養護実習での経験が学生の志向の低下に影響

を与えていることが推察される。養護実習の指導者の意図や内容と学生の意識や実態とに差異があ

るのではないかと思われ、指導内容、実習期間や時期を検討する必要があろう。また、養護実習に

おいて学生はコミュニケーション能力を高める必要性があると感じているという報告６）もあり、児

童生徒、教職員と上手にコミュニケーションが図れなかった際にも、自信喪失となり志向性の低下

に繋がっているのかもしれない。さらに、養護実習を通して養護教諭が自分に適さない職業だと感

じた学生は、自分が養護教諭に対して抱いていたイメージや大学で学んできた養護教諭観と学校現

場における養護教諭の職務を経験することにより養護教諭像に差異が生じたのではないかと考えら

れる。 

 

2 1年生のなりたい養護教諭像と3年生が持つ養護教諭に対するイメージの比較 

 1年生がなりたい養護教諭として自由記述したものを分析した結果、「信頼性」「専門性」「健康相

談活動」「母性」「安心感」「人柄・雰囲気」の６つのカテゴリから構成されていた。このことから、

１年生から養護教諭は健康に関する専門的知識を有している専門職であることと養護教諭自身の人

間性を意識していることが伺える。また、「健康相談活動」に関する記述が多いことから、養護教諭

の職務の中で特に「健康相談活動」を重視していることがわかる。なりたい養護教諭については、
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梶原と永井７）の報告でも「優しく相談しやすい」「好感をもてる多面性を持っている」「子どもを中

心に考え信頼関係がつくれる」など養護教諭の児童生徒への接する姿勢について挙げており、本調

査でも同様な結果が得られ、信頼を獲得し、相談活動を重視した養護教諭を目指している傾向であ

る。 

 3年生が持つ養護教諭に対するイメージでは、「健康相談活動」「保健室経営」「救急処置」といっ

た職務に関するものと「明るさ」「優しさ」「母性」「安心感」といった養護教諭の雰囲気や人柄が抽

出された。廣原と中村８)は養護教諭養成課程の学生対象の調査では望ましい養護教諭の要件として、

「指導力と教養」「良好な人間関係」「多角的視点と基準の確立」「学校内外に広く人的資源がある」

「組織力」「優しさ」を抽出し、養護教諭の職務内容の専門性と人間性が必要であると認識していた

ことを報告しており、同様に今回の調査対象の3年生も養護教諭の職務の専門性と人間性を重視し

ていると思われる。 

 「信頼性」「健康相談活動」が挙げられ、「保健室経営」「救急処置」についての記述が１年生では

みられなかった。今回の調査では明らかにすることはできなかったが、養護教諭を志望する学生は、

大学入学までに養護教諭から救急処置などの身体のケアを受けたことよりも精神面でのケアを受け

た経験が多かったため、その経験からこのような結果だったのではないかと推察される。また、3

年生は養護実習を通し、精神的な関わりだけではなく救急処置能力など、より幅広い養護活動、保

健活動の必要性を知ることにより1年生との違いがみられたのではないかと思われる。 

また、後藤ら９)は「養護教諭」からイメージする語について、1年生では「受容」「相談」「優し

い」「聴く」などの語で表されており、４年生では「職務」「救急処置」「癒す」などの養護教諭の職

務や特質、保健室の機能を意識した語が挙がったことは、学生が養成教育での学びや経験を通し、

養護教諭の職務の実際を理解していることの表れであると述べている。本調査でも「保健室経営」

や「救急処置」といった養護教諭の職務に関する語は1年生ではみられなかったが、３年生ではみ

られたことは、養護実習での経験を通して養護教諭の職務についての理解が深まったことの表れで

はないかと思われる。「明るさ」「優しさ」「母性」「安心感」といった養護教諭の持っている雰囲気

や人柄を表す言葉は、1年生がなりたい養護教諭像からも3年生が待つ養護教諭のイメージからも

抽出された。「受容」「相談」「母」「優しい」「温かい」「聴く」などの語は、養護教育の過程で変化

せず、養護教諭を目指すにあたっての根幹のイメージであり９）、「明るさ」「優しさ」「母性」「安心

感」は、養護教諭が持つ資質なのではないかと思われる。今後は、相談のしやすさや養護教諭の人

間性への着目だけではなくさらに、学生自身の養護教諭観が広がるような教育が必要であろう。 

 

 

まとめ 

 

養護教諭養成課程の学生は、入学前から養護教諭への志向性が高く、入学直後や小学校での養護

実習を通してさらに志向性が上がる。しかし、一方では志向性の低下も見られ、養護教諭への志向

性を低下させるのは、3年生の4月や中学校での養護実習後であり、理由として、「救急処置に自信

がなくなった」「実習校で苦労したから」などが挙げられた。養護実習は学生の養護教諭志向性に対

してプラスにもマイナスにも働き、養護実習の指導内容、実習の期間や時期等検討する必要がある。 
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1年生が目指す養護教諭像から、「信頼」「健康に関する専門家」「健康相談活動」「援助者」「母性・

安心感」「優しさ」という6つのカテゴリを抽出した。3年生が持つ養護教諭のイメージからは「人

柄・雰囲気」「健康相談活動」「専門家」・「安心感・母性」「受容的」「救急処置」「教員とは違う」「執

務量」「教員採用が困難」という９つのカテゴリを抽出した。3年生は1年生よりもサブカテゴリ数、

カテゴリ数とも多く、大学での学びや養護実習や病院実習を経験し、それらを通してより具体的な

養護教諭像を形成していた。しかし、対象が地方の1大学の学生に限られているため、養護教諭と

して養成されている学生一般の知見としては普遍化できない面もあろうが、養護教諭に対する意識

や学びについての考えの一端を明らかにすることができた。 
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本研究では，大学生611名を対象として，高等学校時における保健学習の状況，イメージ，関心度，現在の健康に

関する認識について，無記名自記式質問票を用いて検討を行った．結果として，保健学習の重要性や必要性，健康観

についてはかなり肯定的に捉えている様子がうかがえた．一方，保健学習への関心・意欲については低い傾向がみら

れた．学習教材として多く用いられていたのは，教科書もしくは教科書とワークシートの併用形式であった．保健学

習での既習内容を日常生活において実践したり，振り返ったりすることは少ない様子がみられた．性に関する学習に

ついては，中学校・高等学校においてはほぼ実施されており，思春期における性機能の成熟や妊娠のしくみ，性感染

症に関する項目については学習実施率が高かった．以上の結果より，保健学習のさらなる充実を図るため，生徒の興

味・関心，意欲を高めるような学習方法の工夫や学習教材の開発などが，今後より一層必要であることが示唆された．  

 

 

はじめに 

 

近年のライフスタイルや社会環境の急激な変化は，学齢期の子どもの心身の健康に大きく影響を

及ぼしている．児童生徒の健康課題の多様化・深刻化をふまえて，これらの様々な課題へ適切に対

応できる資質・能力を身に付けることが求められている．このような状況により，学校における保

健学習の重要性はますます高まり，児童生徒の発達段階に応じて充実を図ることがより必要となっ

てきている． 

そこで本研究では，保健学習のさらなる充実を図るため，高等学校に焦点を当てて保健学習の現

状把握を行い，課題について検討することを目的とした．また，児童生徒の健康課題の中で特に

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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性に関する問題が急増している状況（日本性教育協会 2013）や，担当教員が性に関する学習・指導 

に困難感を持つことが指摘されている現状（鹿間 2014, 槌谷ら 2009）をふまえ，保健学習の内容

のうち，性に関する学習状況について項目別に検討を行った． 

 

 

研究方法 

 

（１）調査対象者・調査方法 

2014 年４月～2015 年６月に，関東地区の大学（２校）に在籍する１年次～４年次の大学生 611

名を対象として，集合法にて回想法による無記名自記式質問紙調査を行った。 

  

（２）調査項目 

高等学校での保健学習に関する内容，学習教材，学習意欲，保健学習に対するイメージ，既習内

容に関する現在における活用状況，現在の健康に関する認識について，４件法もしくは５件法で尋

ねた．性に関する学習内容については項目毎に３件法で尋ねた． 

 

（３）解析方法 

 得られたデータの集計には，統計ソフトIBM SPSS Statistics 20 for Windowsを使用した．欠損

値については項目毎に解析対象より除外した． 

 

（４）倫理的配慮 

研究の主旨，個人情報の保護方針，結果は統計的に処理するため個人が特定されることはないこ

と，得られた情報は本研究以外に使用することはないこと，調査への参加・回答は任意であること，

成績には一切関係しないことなどに関する説明を調査票へ記載した．また調査開始時に本調査責任

者が直接口頭で対象者へこれらの説明を行った．調査票の提出をもって，本人より調査への同意を

得たと判断した．  

 
 

結果・考察 

 
（１）本調査の対象者 

本調査の対象者611名の内訳は，男性239名（39.1％），女性367名（60.1％），未記入５名

（0.8％）であった．学年は１年次161名（26.4％），２年次367名（60.1％），３年次70名（11.5％），

４年次９名（1.5％），未記入４名（0.7％）であった． 

 

（２）高等学校における保健学習の状況 

 対象者が保健学習についてどのような考え方やイメージを持っていたかについて，表１に示した． 

「保健の学習は大切だ」，「保健の学習は健康な生活を送るために重要だ」という項目に「そう思う」，
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「どちらかと言えばそう思う」と考えていた者は 90％以上を占めた．また，「保健の学習は学校で

の勉強において必要だ」との項目においては９割近くの者が「そう思う」，「どちらかと言えばそう

思う」と回答しており，保健学習の重要性を強く感じていたことが分かった． 

一方，「保健の学習が好きだ」，「保健の学習は面白い」，「保健の学習は楽しい」との項目に「そう

思う」，「どちらかと言えばそう思う」と考えていた者は約 40％であり，「そう思わない」と考えて

いた者は２割にのぼることが分かった． 

以上の結果より，高等学校での保健学習の重要性は強く感じてはいるが，学習自体には面白さや

楽しさを感じていないことが示唆された．これらの実態については高校３年生を対象とした調査で

も同様の傾向が指摘されている（日本学校保健会，2012）．日本学校保健会（2012）の調査結果によ

ると，「保健の学習が好きだ」に対して「そう思う」，「どちらかと言えばそう思う」との回答は38.0％

（本調査 46.2％），「保健の学習は楽しい」は 34.0％（同 40.9％），「保健の学習は大切だ」90.6％

（同96.7％）であり，保健学習に対する考え方については，いずれの項目においても同様の傾向が

みられた．保健学習に対する興味・関心や意欲を持たせるような学習指導の在り方や授業の工夫が

今後より必要であると言えよう． 

 

 

表１ 高等学校での保健学習に対する考え方・イメージ 

 

 

次いで，高等学校での保健学習で最も多く活用されていた学習教材について，学年別に表２に示

した．授業で用いられている教材は教科書のみ，もしくは教科書とワークシートの併用のケースが

約９割を占め，ビデオやDVDなどの視聴覚教材の活用は極めて低い結果であった．視聴覚教材は多

様な情報を伝えられることや注目を引きやすい教材として有効であることが指摘されている（杉山

ら 2009）．本調査においても，学習教材に関する自由記述回答によるとDVDを用いた学習について

質問項目 そう思う
どちらかと言えばそ

う思う

どちらかと言えばそ

う思わない
そう思わない わからない 合計

度数 45 237 199 97 33 611

％ 7.4 38.8 32.6 15.9 5.4 100.0

度数 354 237 17 2 1 611

％ 57.9 38.8 2.8 0.3 0.2 100.0

度数 239 310 41 13 8 611

％ 39.1 50.7 6.7 2.1 1.3 100.0

度数 128 327 97 47 12 611

％ 20.9 53.5 15.9 7.7 2.0 100.0

度数 57 205 229 101 19 611

％ 9.3 33.6 37.5 16.5 3.1 100.0

度数 245 313 36 11 6 611

％ 40.1 51.2 5.9 1.8 1.0 100.0

度数 96 286 149 55 25 611

％ 15.7 46.8 24.4 9.0 4.1 100.0

度数 57 193 237 108 16 611

％ 9.3 31.6 38.8 17.7 2.6 100.0

度数 231 304 46 17 13 611

％ 37.8 49.8 7.5 2.8 2.1 100.0

度数 200 332 53 13 13 611

％ 32.7 54.3 8.7 2.1 2.1 100.0

度数 144 315 101 28 23 611

％ 23.6 51.6 16.5 4.6 3.8 100.0

N=611

 7) 保健の学習をすれば心や身体の不安や悩みを軽くしたり解決したりするのに役立つ

 8) 保健の学習は楽しい

 9) 保健の学習は学校での勉強において必要だ

10) 保健の学習をすれば社会に出てからの生活に役立つ

11) 保健の学習をすれば国民全体の健康づくりに役立つ

 1) 保健の学習が好きだ

 2) 保健の学習は大切だ

 3) 保健の学習をすれば、私の今の生活に役立つ

 4) 保健の学習をすれば、健康な生活が出来るようになる

 5) 保健の学習は面白い

 6) 保健の学習は健康な生活を送るために重要だ
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は「学習内容に興味が湧いた」，「面白かった」，「分かりやすかった」などの肯定的な感想が多く挙

げられていた．しかしながら，学年に依らず保健学習におけるこれらの教材の積極的な活用はあま

り進んでいない様子がうかがえた．本研究では未検討であったグループワーク，ロールプレイング

などの他の学習方法の活用状況についての検討は今後の課題としたい． 

 

 

 表２ 高等学校での保健学習で最も多く活用されていた学習教材 

 
 

 

高等学校での保健学習に対する感想および授業中の態度について，学年別に表３に示した． 

最も回答が多かった感想は「楽だった」（高校１年次34.0%，高校２年次33.1%）であった．次い

で多かったのは「つまらなかった」（高校１年次24.2%，高校２年次21.8%）であり，およそ半数以

上が「楽だった」もしくは「つまらなかった」と回答していた．また，「授業中は寝ていた」，「授業

中は他教科の勉強をしていた」との回答は両学年とも 10％程度みられた．表２で示されたように，

学習教材の活用不足が「授業のつまらなさ」につながり，ひいては学習内容へ興味・関心を持つこ

とや授業への集中の妨げになっている要因の一つであることが推察された． 

 

 

表３ 高等学校での保健学習に対する感想および授業中の態度 

 
 
 
（３）高等学校での保健学習（既習内容）に関する現在における活用状況 

保健学習の既習内容に関する日常生活における実践状況について，表４に示した． 

既習内容を日常生活に活かしている者は，「している」，「どちらかと言えばしている/活かしてい

る」を合わせて30％程度であった．前述したとおり，保健学習はその重要性は認識しつつも，既習

内容の活用・実践にはそれほど結びついているとはいえない様子がうかがえた． 

学年 教科書のみ ワークシート
教科書・

ワークシート
ビデオ・DVD その他 合計

度数 269 16 265 28 29 607

％ 44.0 2.6 43.4 4.6 4.7 99.3

度数 246 17 265 37 34 599

％ 40.3 2.8 43.4 6.1 5.6 98.0

N=611

高校１年次

高校２年次

学年 楽だった 楽しかった 面白かった 厳しかった
つまらな
かった

授業中は寝
ていた

授業中は他
教科の勉強
をしていた

その他 合計

度数 208 68 59 16 148 32 17 23 571

％ 34.0 11.1 9.7 2.6 24.2 5.2 2.8 3.8 93.5

度数 202 74 62 17 133 34 24 16 562

％ 33.1 12.1 10.1 2.8 21.8 5.6 3.9 2.6 92.0

N=611

高校１年次

高校２年次



青栁直子：高等学校における保健学習の現状と課題 

 - 127 - 

一方，インターネットなどのメディアを利用した情報収集は，全体の半数の者が日頃から実施し

ていた．学習効果を高めるため，保健学習においては課題学習などにおける情報通信ネットワーク

などの活用は今後より一層重要となる．このため，適切な活用のためにもメディアリテラシーの向

上は保健学習の充実においてより必要となると言えよう． 

  

 

表４ 高等学校での保健学習（既習内容）に関する現在における活用状況 

 

 
 
（４）健康の価値に関する認識状況 

 現在における健康の価値に関する認識の様子について，表５に示した． 

 「健康は何をするにも必要だ」との回答は，「そう思う」が76.8％であり，「どちらかと言えばそ

う思う」（22.1%）を合わせると，ほとんどの者が「必要である」と考えている様子がみられた．ま

た，「健康は幸せな生活を送るために重要だ」との回答についても，「そう思う」が 70.9％であり，

「どちらかと言えばそう思う」（26.5%）を合わせると，ほとんどの者が「重要である」と考えてい

る様子がみられた． 

一方，「健康は何よりも大切だ」との回答は「そう思う」が56.0％であり，他項目より低かった．

充実した幸せな生活のために健康は必要であるとの認識はあるが，場合によっては健康の保持増進

よりも他の活動を優先するよう状況がある様子がうかがえた． 

  
 

表５ 健康の価値に関する認識状況 

 
 
 
（５）性に関する学習の実施状況 

小学校から高等学校までで，性に関する学習を行ったかどうかを校種別にまとめた（表６）． 

質問項目 している
どちらかと言えばし
ている/活かしてい

る

どちらかと言えばし
ていない/活かして

いない

していない/活かし
ていない

合計

度数 31 148 290 140 609

％ 5.1 24.2 47.5 22.9 99.7

度数 34 201 278 97 610

％ 5.6 32.9 45.5 15.9 99.8

度数 97 209 199 106 611

％ 15.9 34.2 32.6 17.3 100.0

N=611

1) 高校の保健学習の内容をもとに自分の生活や身の回りの環境について振り返っ
たり考えたりしていますか

2) 高校の保健学習の内容を自分の生活に活かしていますか

3) テレビや新聞、インターネットなどで健康に関する情報を見たり調べたりしています
か

質問項目 そう思う
どちらかと言えば

そう思う
どちらかと言えば

そう思わない
そう思わない わからない 合計

度数 469 135 4 3 0 611

％ 76.8 22.1 0.7 0.5 0 100.0

度数 342 223 31 7 8 611

％ 56.0 36.5 5.1 1.1 1.3 100.0

度数 433 162 11 1 3 610

％ 70.9 26.5 1.8 0.2 0.5 99.8

N=611

1) 健康は何をするにも必要だ

2) 健康は何よりも大切だ

3) 健康は幸せな生活を送るために重要だ
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 性に関する学習は学習指導要領にも学習内容として位置づけられているが，中学校（91.3％），高

等学校（93.1％）においては学習がほぼ行われている様子がみられた． 

  
 

表６ 性に関する学習の実施状況（校種別） 

 
 
 
次いで，性に関する学習内容の実施状況（保健学習や保健授業を受けたかどうか）について，学

習項目別に示した（表７）． 

学習実施項目は，多い順に「男女の身体のしくみ」（96.9％），「HIV/エイズ」（96.9％），「避妊方

法」（93.8％），「妊娠のしくみ」（92.6％），「性感染症（クラミジア，淋病など）」（92.6％）であっ

た．思春期における性機能の成熟や妊娠と健康，性感染症に関する項目は学習実施率が高かった． 

学齢期の子どもの性に関する現状として，著しい体格向上に伴う性的成熟の早期化がみられる．

性行動の低年齢化・活発化，望まない妊娠，性感染症や性被害の増加などの問題も深刻化している．

また，性情報の氾濫や性産業の拡大など，若年層を取り巻く社会環境も大きく変化している。晩婚

化，不妊治療や高齢出産の増加などの現状をふまえると，保健学習において今後は妊よう性の問題

についても大きく取り上げられると考えられる．これらの性に関する知識の理解・習得が適切な性

行動や行動選択に結びつくような授業や保健指導を行う必要性はさらに増していくといえよう． 

一方，学習実施が低い項目は，「性同一性障害」（32.7％），「性の不安・悩みについての相談窓口」

（46.8％）であった．「性同一性障害」に関しては，現行の学習指導要領には盛り込まれていない（文

部科学省 2008）．しかし，学校における性同一性障害の児童生徒への支援についての社会の関心の

高まりを受けて，平成27年4月に文部科学省は同性愛，性同一性障害などを含む性的少数者である

児童生徒への学校での対応例をまとめ，全国の教育委員会などに通知した（文部科学省 2015）．こ

れらより，保健指導や総合的な学習の時間などを活用して，児童生徒の知識・理解を深めるように

するとともに，十分な配慮と支援を行うことができるような教職員の校内体制作りが求められてい

る． 

 
 
 

 

学校種 はい いいえ
おぼえていな

い
合計

度数 384 40 178 602

％ 62.8 6.5 29.1 98.5

度数 558 7 37 602

％ 91.3 1.1 6.1 98.5

度数 569 9 24 602

％ 93.1 1.5 3.9 98.5

N=611

中学校

高等学校

小学校
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表７ 性に関する学習内容の実施状況（項目別） 

  
 
 
 

まとめ 

 

児童生徒が心身ともに健やかに日常生活を過ごし，生涯を通した健康作りの基礎を培うために，

学校保健活動は必要不可欠である．児童生徒が抱える健康課題の多様化・深刻化が進んでいる現状

をふまえると，その中心とも言える保健学習の充実はより一層求められていると言えよう． 

本研究で得られた結果の解釈については，想起法による限界はあるが，保健学習の重要性や必要

性，健康観については肯定的に捉えている様子がうかがえた．一方，保健学習への興味・関心や意

欲については低い様子がみられた．保健学習の充実には，生徒の興味・関心や学習意欲を高めるよ

うな学習方法や学習教材の工夫・開発が今後より一層必要であることが示唆された．  

 
 

学習項目 受けた
受けてい

ない
おぼえて
いない

合計

男女の身体のしくみ
度数 592 2 6 600

％ 96.9 0.3 1.0 98.2

男女の心理の違い
度数 397 63 141 601

％ 65.0 10.3 23.1 98.4

恋愛
度数 308 126 165 599

％ 50.4 20.6 27.0 98.0

結婚生活
度数 317 124 159 600

％ 51.9 20.3 26.0 98.2

妊娠のしくみ
度数 566 13 22 601

％ 92.6 2.1 3.6 98.4

性交（セックス）
度数 442 89 68 599

％ 72.3 14.6 11.1 98.0

避妊方法
度数 573 9 19 601

％ 93.8 1.5 3.1 98.4

人工妊娠中絶
度数 515 30 56 601

％ 84.3 4.9 9.2 98.4

HIV/エイズ
度数 592 2 7 601

％ 96.9 0.3 1.1 98.4

性感染症（クラミジア，淋病など）
度数 566 14 21 601

％ 92.6 2.3 3.4 98.4

セクシャルハラスメント
度数 412 58 129 599

％ 67.4 9.5 21.1 98.0

性の不安・悩みについての相談窓口
度数 286 104 210 600

％ 46.8 17.0 34.4 98.2

性同一性障害
度数 200 197 204 601

％ 32.7 32.2 33.4 98.4

N=611
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 iPS 細胞を用いた再生医療社会実現に向けた思考基盤づくりの提案 
 
 

石 原 研 治＊ ・ 小 原 由 子＊＊ 

(2015 年 9 月 15 日受理) 

 
 

Suggestion of Model Education of Regenerative Medicine using iPS Cells to Children 
 

Kenji ISHIHARA and Yuko KOBARA 

 
 

キーワード：再生医療，iPS 細胞，ビンゴゲーム 

 
	 再生医療社会実現に向けて国民の思考基盤をつくることを目的とした。すなわち、未確立の技術である再生医療に

は乗り越えなければならない課題も数多くあり、それらの課題を乗り越えるには医療の享受者である国民が再生医療

の在り方を考える必要がある。そこで、その手段の一つとして、国民が再生医療に対して興味を持ち理解を深めるこ

とができる教具 (iPS さいぼう BINGO) を作成した。 

 

 

はじめに 
 

京都大学の山中伸弥教授はマウス1) およびヒト2)	 由来の細胞からiPS細胞を作り出すことに成功
し、イギリスのケンブリッジ大学名誉教授のジョン・ガードン博士と共に、2012年ノーベル生理学・
医学賞を受賞した 3)。現在、iPS細胞を活用した疾病原因の解明、新薬の創出、細胞移植治療などの
研究が進められており、2014年 9月 12日には滲出型加齢黄斑変性の患者に対して患者の皮膚由来
の iPS細胞から作製されたシート状の網膜細胞を移植して、視機能の維持、改善することを目的と
した臨床試験が世界で初めて実施された 4)。さらに、来年度はパーキンソン病、血小板減少症の臨

床試験が予定されており 5)、iPS細胞を用いた再生医療技術はさまざまな疾患で臨床試験の段階に入
り、再生医療が治療法の１つに加わる日も着実に近づいている。 

iPS 細胞を活用した再生医療の技術は、治療法や有効な薬のない疾病を患う患者さんに新たな希
望をもたらした。しかし、希望と同時に未知の医療技術に対して不安を抱く人も多い。 
私たちの調査結果 6) では、 iPS細胞や再生医療に対して心配や不安を抱く人が 4 割程いることが
明らかになった。命に関わる再生医療において、国民の抱く心配や不安を限りなく低くすること 

―――――――― 
*茨城大学 教育学部 教育保健教室	 	 **茨城大学 教育学部 養護教諭養成課程 卒業生 
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は重要である。これからの再生医療社会実現に向けて、心配や不安の声を解消する活動が必要なの

ではないかと考えられた。そこで、国民が再生医療に対して興味を持ち理解を深めることができる

教具 (iPS さいぼう BINGO) を作成した。 
 
 

方法 
 

	 「iPSさいぼう BINGO」を作り、実践として iPS細胞に関する基本的な知識の教授を行い、事後
質問紙調査を行った。2014 年 12 月 23 日に茨城大学でシンポジウム「iPS細胞と再生医療の現状
とその未来」を開催した。第 1 部の中で「iPSさいぼう BINGO」を実践した。 

 

 
 

結果 
 

[1] BINGOシート 

 BINGOシートは以下のようなものを作成した。ピンク、水色、緑、黄色の 4色のシートがあ
り、4 色のシートそれぞれに記載されている問題内容は異なる。マスには 2種類あり、iPS 細
胞やヒトの体にまつわるクイズが書かれている「クエスチョンマス」、iPS 細胞を使用した治
療を受けるかどうかを尋ねる「インタビューマス」である。 
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[2] ルール 
ルール (1) 
参加者は、会場内を自由移動しながら違う色の BINGO シートを持った人と 2 人 1 組にな

る。同じ問題が記載されている同色の BINGO シートの人とは組むことができない。 
 
ルール (2) 

2 人組ができたら、組んだ人と BINGO シートのマスに書かれているクイズあるいは質問を
出し合う。それぞれのマスのクリア条件は以下のとおりである。 
・クエスチョンマス 
クエスチョンマスでは相手に問題を出して、相手が正解出来たらスタッフからシールをも

らって右下の四角にシールをはることでマスを開くことができる。ただし、相手が不正解の

時はシールをもらうことはできずマスを開くことはできない。シールは互いに出し合った後

にもらいに行く。 
・インタビューマス 
インタビューマスでは、マスに書かれている質問を相手にインタビューして、相手の答え

を下の四角に書くことでマスを開くことができる。その際、理由も尋ねる。 
 
ルール (3) 
質問の仕方として、問題を出した人は答える役に、答えた人は出す役に交替する。お互い問

題を出し合い、マスが開いたらシールをスタッフから貰って貼る。この流れが終了したらお礼

を言って次の違う色の BINGO シートの人を探す。ただし、違う色の BINGO シートの人で
あっても、同じ人とは 2 回以上はできない。 
 
ルール (4) 
制限時間を設ける。(公開シンポジウムでは 10 分で行った) 

 

[3] 当日の流れ 
	 当日は以下のように流れで行った。 

2 min 

(2 min) 

○挨拶 

「おはようございます。本日の第一部《iPSさいぼうビンゴをやっ

てみよう》を担当します小原由子です。よろしくお願いします。」 

 

 
1 min 

(3 min) 

○テーマ発表＜iPSさいぼうビンゴをやってみよう＞ 

「これから皆さんに iPS細胞についてもっと知って頂きたいと思

い，入り口で配布した iPS 細胞のビンゴをやって頂こうと思いま

す。」 
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2 min 

(5 min) 

○ルール説明 

「このビンゴは自分でマスを開けていかない少し変わったビンゴ

です。それではどうやって開ければよいのかルールをパワーポイ

ントを使って説明します。また，説明に使用するパワーポイント

を印刷した資料が配布した冊子の15ページにありますので参考に

してください。」 

 

1 min 

(6 min) 

ルール①「それでは説明を始めます。BINGOシートには 4 色あ

ります。立って移動しながら違う色の BINGO シートの人と 2 人 

1 組になってください。同じ色のシートの人とは組まないでくだ

さい。」 

 
1 min 

(7 min) 

ルール②「次にルール②です。組んだ人と BINGO シートのマス

に書かれている問題あるいは質問を出し合いっこします。マスに

は，iPS 細胞やヒトの体にまつわる問題が書いてあるクエスチョ

ンマスと，主に様々な病気で iPS 細胞を使った治療を受けるかど

うかをたずねるインタビューマスがあります。開けたいマスの問

題あるいは質問を相手に 1 問だけ出すことができます。」 
 

1 min 

(8 min) 

＜クエスチョンマス＞ 

「それではまずクエスチョンマスについて説明します。相手に問

題を出し，相手が正解出来たらマスを開けることができます。開

いた時はその証としてお互いに問題を出し合った後にスタッフか

らシールをもらって貼ってください。不正解の時はシールをもら

うことが出来ません。」 
 

1 min 

(9 min) 

＜インタビューマス＞ 

「続いてインタビューマスです。インタビューマスでは，相手に

インタビューしてその答えをマスに書くことでマスが開きます。

理由も聞いてみて下さい。」 

 
1 min 

(10 min) 

ルール③「問題を出した人は答える役に，答えた人は出す役に交

替しましょう。マスが開いてスタッフからシールをもらい，はる

ことができたらお礼を言って次の違う色の BINGO シートの人を

探しましょう。同じ人とは 2 回以上はできません。」 
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3 min 

(13 min) 

「以上がルール説明です。それでは，ゲームに入る前に普通のビ

ンゴは真ん中のマスを自分で開けて始めますよね？そこで問題を

解く練習として二人組は組みませんが，真ん中の問題を自分で解

いてみましょう。」 

 
1 min 

(14 min) 

「はい，できましたか？正解は③です。正解した人は手を挙げて

ください。スタッフがシールを配ります。」 

 
10 min 

(24 min) 

○ビンゴ開始（10分） 

「それではビンゴゲームを始めましょう！制限時間は10分です。」 

 
1 min 

(25 min) 

○ビンゴ終了 

「はい，時間なのでビンゴをやめて元の席に戻りましょう。」 

「どのくらい開きましたかね。全部開いた人はいますか。そのか

たは 後に賞品を贈呈します。」 

 

2 min 

(27 min) 

○解説 

「ここで iPS細胞について簡単にパワーポイントと解説シートを

つかって説明していきたいと思います。解説シートを配ります。」 

「（解説後）他の問題の解説については，解説シートを参考にして

ください。」 

 

2 min 

(29 min) 

○賞品授与 

「それではお待ちかねの方もいると思いますが，9個開いた人へ商

品を授与したいと思います。9個開いた人は前にきてください。」 

「おめでとうございます。」 

・賞品を渡していく。 

BGM 

1min 

(30min) 

○まとめ 

「皆さん，少しでも iPS細胞について知ることが出来ましたか？

ここで学んだことと第二部で学ぶことと合わせて，みなさんが再

生医療社会をイメージしやすくなれば良いなと思います。それで

は第一部	 ＜iPSさいぼうビンゴをやってみよう＞を終わります。

ありがとうございました。」 
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[4] アンケート結果 
	 iPSさいぼうBINGOを行ったあとアンケートを実施した。 
(1) 対象属性 
シンポジウムに参加した小学生から成人の 47名を対象とした。 

 

(2) iPSさいぼうBINGOをやってみて、iPS 細胞や再生医療に関して理解が深まりましたか? 
	 ねらいの 1つである再生医療に関する基礎的な知識の教授を行い、どのくらい理解が深まったか
を明らかにする目的で、「iPS 細胞をやってみて、iPS 細胞や再生医療に関して理解が深まりました
か?	 (選択肢) そう思わない・あまりそう思わない・どちらでもない・少しそう思う・そう思う」
と質問した。その結果、「そう思わない」と回答したのは 0 名 (0%)、「あまりそう思わない」が 2
名( 4.3%)、「どちらでもない」が 1名 (2.1%)、「少しそう思う」が 10名 (21.3%)、「そう思う」が 34
名 (72.3%)であった。 

 

 

(3) iPSさいぼうBINGOの中でほかの参加者の方々と交流を持ったことで話しやすくなりましたか? 
	「iPSさいぼうBINGOの中でほかの参加者の方々と交流を持ったことで話しやすくなりましたか?	
(選択肢) そう思わない・あまりそう思わない・どちらでもない・少しそう思う・そう思う」と質問
した。その結果、「そう思わない」と回答したのは 0名 (0%)、「あまりそう思わない」が 0 名 (0%)、
「どちらでもない」が 6 名 (12.8%)、「少しそう思う」が 15 名 (31.9%)、「そう思う」が 26 名  
(55.3%)  であった。 
 

72.3% 

21.3% 

2.1% 4.3% 0% 

iPS細胞や再生医療に関して 
理解が深まったか	

そう思う	

少しそう思う	

どちらでもない	

あまりそう思わない	

そう思わない	



石原・小原：iPS さいぼう BINGO の作成 

 - 139 - 

 
 
 

(4) 自由記述	
	 アンケート 後に自由記述欄を設けた。そして本研究に対する意見だと明らかなものを以下にま

とめた。 
・中学生にもわかりやすい内容であった。 
・ES細胞と iPS細胞の違いがわかった。 
・説明が分かりやすかった。 
・BINGO企画がよかった。 
・iPS 細胞というものが少し身近に感じられるようになった。早く医療に取り入れられたらよいと
思う。 

 
 

考察 
 

 (1) iPSさいぼうBINGOを通して iPS細胞や再生医療について理解を深めることが出来た 
	 iPS細胞や再生医療に関する知識の教授を目的として iPSさいぼうBINGOを作成し、 iPSさいぼ
うBINGOを通して iPS 細胞や再生医療について理解を深めることが出来たかどうかを事後アンケ
ートで尋ねたところ、「少しそう思う」が 10名 (21.3%)、「そう思う」が 34名 (72.3%)だった。以上
の結果から、iPSさいぼうBINGOは iPS細胞や再生医療について理解を深める教具として有効的だ
と考えられた。ただし、制限時間が短いと BINGO になる可能性が低くなり、ゲームとして楽しむ
余裕を奪ってしまう可能性があるため、対象者に合わせて制限時間の設定を調整する注意があると

思われる。 
 

(2) iPSさいぼうBINGOを通して、参加者同士の交流を深めるには有効的である 

55.3% 31.9% 

12.8% 

0% 0% 

ほかの参加者の方々と交流を持った
こで話しやすくなったか	

そう思う	

少しそう思う	

どちらでもない	

あまりそう思わない	

そう思わない	
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	 事後アンケートにて iPSさいぼう BINGOを通してほかの参加者の方々と交流を持ったことで話
しやすくなったかどうか尋ねたところ、「少しそう思う」が 15名(31.9%)、「そう思う」が 26名(55.3%)
であった。以上の結果から、参加者同士の交流を深めるには有効的であったと考えられる。当日の

参加者は自ら活発に移動し、積極的にゲームに取り組んでいた様子であったため、ゲームを楽しん

でもらうためにプレイヤー同士が簡単にコミュニケーションする段階で 適なのではないかと考え

られる。初対面であっても本 BINGO ゲームを通して交流を深められるようになり、例えば、ディ
スカッションなど意見交換などをする全段階として本 BINGO を取り入れると、知識の教授や復習
とともに交流を通して活発な意見交換ができるようになるのではないかと思われる。 
 

(3) 総括 
	 再生医療に関する知識は複雑な内容を含んでいる。そのような複雑な知識を正しく理解できる方

法が、再生医療の発展とともに不可欠になると想定し、分かりやすく、かつ楽しんで学んでもらえ

るように、iPSさいぼう BINGOを考案した。アンケート結果から、iPSさいぼう BINGOは、プレ
イヤー同士のコミュニケーションを通じて楽しさを味わいながら、iPS 細胞や再生医療について理
解を深める教具として有効的であることが明らかになった。 
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再生医療と iPS 細胞について理解するための教育学部的な教材の開発 

 
 

石 原 研 治＊ ・吉 田 香 菜＊＊ 

(2015 年 9 月 15 日受理) 

 
 

Development of Model Education for Regenerative Medicine and iPS Cells  
 

Kenji ISHIHARA and Kana YOSHIDA 

 
 

キーワード：再生医療，iPS 細胞，意見交換 

 
	 よりよい再生医療社会をつくっていくための第一歩として、まずは私たち国民が再生医療と iPS細胞について知る

ことが重要である。再生医療社会にむけて自分に出来ることは何なのか、iPS 細胞の利用方法や、今後日本が直面す

ると思われる課題を通して、一人ひとりが自分に出来ることは何か、考えを深めることを今回の意見交換会のねらい

とした。 

 

 

はじめに 
 

	 2012年に京都大学の山中伸弥教授はノーベル医学生理学賞を受賞し、日本人の受賞は 2010年以
来 19人目、医学生理学賞では 1987年の利根川進さんに次ぎ 2人目の受賞者となった。山中氏は皮
膚などの体細胞から、さまざまな細胞になる能力を持った iPS細胞（人工多能性細胞）を作り出す
ことに成功し、ケンブリッジ大学のジョン・ガードン博士との共同受賞となった。一度成熟した細

胞を初期化することを証明し、発生学の基礎に革命をもたらしたことが受賞理由だが、そこには、

先々の医療への貢献に対する大いなる期待もこめられている。 
iPS 細胞は大きく二つの可能性をもち、一つは事故や病気で傷んだ組織や臓器に iPS 細胞から分
化した正常な細胞を成長させることで機能を取り戻させようという再生医療への応用であり、もう

一つは患者の体細胞から iPS細胞をつくることによってさまざまな疾患の細胞モデルを構築し、病
気のメカニズムの解明や新たな治療、薬の開発を行うものである 1)。本年度 9月 12日には加齢黄斑
変性の女性に対して iPS細胞から作成された網膜細胞の移植手術が世界で初めて行われ、iPS細胞 
―――――――― 

*茨城大学 教育学部 教育保健教室	 	 **茨城大学教育学部養護教諭養成課程 卒業生 (現 宮崎県 川南町立 多賀

小学校 養護教諭) 
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を使った再生医療の確立に向けた第一歩となった 2)。次いで筋ジストロフィー、糖尿病あるいはパ

ーキンソン病などについても研究が進められており、私たち国民が iPS細胞を用いた治療方法を医
療の選択肢の一つとして考える日も遠くはなく、現在の子どもたちはまさにこの社会を生き抜いて

いく存在である。今後、教育現場では、これから迎えるであろう再生医療社会を一人一人が受け入

れていくだけでなく、将来自分自身が再生医療に関わる立場になった際に自分の望む意思決定や行

動選択ができ、QOLを高めていけるような教育を行っていく必要がある。特に、養護教諭は学校の
中で唯一医学的な知識を有しているため、常に最新の知識を得て情報を発信していかなくてはなら

ない。 
	 そこで、本研究では、将来、自分自身が再生医療に関わる立場になった際に、自分の望む意思決

定や行動選択ができ QOL を高めていけるよう、いのちや人同士の支え合いの大切さ、そして再生
医療社会をともに創っていくという視点から、教育学部的な再生医療についての授業を行い、その

際の教材の開発をおこなうことを目的とした。 
 
 

方法	

 
	 茨城大学研究推進プロジェクト「iPS 細胞による新しい再生医療社会を迎えるための新規教育領
域の創出」の一環として、2014 年 12月 23日に開催された公開シンポジウム「iPS細胞と再生医療
の現状とその未来」において、第 3部意見交換会『私たちの考える未来の再生医療と iPS細胞』で
行った。参加者は中・高校生、大学生そして保護者と、年齢層が幅広く、中学生でも理解できるよ

うな内容構成をおこなった。 
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結果	

	

[1]	意見交換会のねらい	

	 よりよい再生医療社会をつくっていくための第一歩として、まずは私たち国民が再生医療と iPS
細胞について知ることが重要である。再生医療社会にむけて自分に出来ることは何なのか、iPS 細
胞の利用方法や、今後日本が直面すると思われる課題を通して、一人ひとりが自分に出来ることは

何か、考えを深めることを今回の意見交換会のねらいとした。	

	

[2] 全体の流れ	

5-6 名のグループを作り着席。 
(1) 導入  
「私たちの考える未来の iPS細胞と再生医療社会」というテーマであり専門的である。中学生で

も iPS 細胞や再生医療について理解することができ話し合いにも参加しやすくするためには、より
分かりやすい伝え方が重要となってくる。授業を行う際に学習効率や理解の促進につながる効果的

な教材の 1 つである「視覚的教材」を導入に使用することにした。 
	 特に、養護教諭の行う授業という点に注目し、単に iPS 細胞と再生医療について理解するためだ
けの授業ではなく、命の大切さについても触れるため、意見交換に入る前に「ヒトの成り立ち」に

ついて説明することにした。ヒトの体は約 60 兆個の細胞から成り立っており、細胞一つ一つが役
割を持っている。たった一つの受精卵からスタートした私たちの命はとてもかけがえのないもので、

ヒトが誕生することはいくつもの奇跡が重なり合ったものだということを伝えた。 

 
(2) 展開 
「iPS 細胞による再生医療は必要だと思いますか？必要ないと思いますか？」という発問を最初
に行い、これまで iPS細胞や再生医療の輝かしい側面や常識を覆す研究の概要を学んできた参加者

たちが、iPS 細胞や再生医療についてどのように感じており、そもそも iPS 細胞による再生医療は
必要だと思うのか、必要ないと思うのかを明らかにしたいと考えた。 
意見交換では、本年度当研究室が栃木県・茨城県・静岡県・長野県・宮崎県の高校生 2569名に対
して行った再生医療と iPS細胞に関するアンケート 3) の結果を用いながら進めていき、参加者全員
の意見を互いに知ったり、共有しやすくしたりするためにクリッカーを用いることにした。また、

グループで話し合うなどのグループ活動や、具体的な事例について検討するケースメソッドなどを

取り入れ、より一層一人一人の考えが深まるような内容にした。また、iPS 細胞による再生医療に
よって、今後、治療が可能となると言われている病気について知り、iPS 細胞を用いてこれらの病
気の革新的な治療方法を開発することが再生医療の重要なミッションの 1つである事を理解しても
らいたいと考えた。そして、iPS 細胞はいろいろなものになれる多能性幹細胞であるが、病気やけ
がの治療のほかにどんなことに使うことが可能になるか考え、そこから iPS 細胞の利用方法の可能
性について考えてもらうことにした。化粧品会社コーセーが今年の 10月に iPS細胞を使って 67歳

の日本人男性の肌の細胞を、同じ人の 36 歳時点の肌とほぼ同じ状態に若返らせることに成功した
ニュースを教材の 1 つとして用いり、美容や若返りなどの医療外利用についてはどう考えているの
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か意見を出し合ってもらうことにした。 
	 当研究室による中・高・大学生の iPS細胞と再生医療に対する意識・関心・理解の調査 4) では、
iPS細胞や再生医療について知っている者の割合はともに高い傾向にあることが分かったが、「副作
用」「安全性」「治療費」といったことに注視していることが分かった。このことから、中・高・大

学生らが iPS 細胞や再生医療に関して詳しい知識を得る機会は少なく、それによって不安が生じて
いるのではないかと考え、問 3 で「これから再生医療社会を迎えるにあたって、疑問に思うこと、
不安に思うことはありますか？」という発問を行い、参加者つまり一般市民の率直な意見を出して

もらうことにした。そして、高校生へのアンケート結果を通して、今後私たち国民に、iPS 細胞や
再生医療が浸透していくためにはどのような体制作りが必要なのか、今年行なわれた滲出性加齢黄

斑変性の手術についてのニュースを用いて、問 4「自分がそれぞれの立場だった場合、知りたいこ
とや不安に思うことはありますか？」という事例でケースメソッドを行ってもらうことにした。法

律の整備 (患者側、医療者側ともに守られるか) がされるか、患者への環境整備、サポート体制が

確立されるかなどのアンケート結果を通して、 iPS細胞や再生医療が浸透していくためにはまだま
だ整えていかなくてはならない問題や、解決していかなくてはならない課題が多くあるということ

を学んだ上で、問 5「これまでに出てきた課題を解決するためには、どうしたら良いだろう？」と
いう発問をし、社会と私たちは密接にかかわりあっていることを理解してもらいたい。 

 

(3) まとめ 
	 これから再生医療社会を迎えるにあたって、解決していかなくてはならない課題は多くあり、様々

な方面からのサポートが必要であるということ、そして、患者さんをサポートする方法は医療ばか

りではなく、その後の生活面、金銭面、心のケア、少しでも不安をなくせるようにサポートする医

者、産業化に向けて進めていく企業の人、新しい法律 (再
生医療推進法) について考える人たちなど、多くの人た
ちが様々な方面からより良い道を探しつつあることを学

び、再生医療社会を迎えるにあたって、私たちが新しい

知識を知ろうとすることはとても重要であり、これから

社会に出ていく自分たちには、新しい社会を共に創って

いく役割があるということを伝えた。最後に、参加者全

員に「研究を行っている方へ」、「私たちにもできること」

というテーマでメッセージを書いてもらった。 

 
[3] 実施日	 2014年 12月 23日	 第 3部	 15:00～16:30	 	 会場	 B205 

	 本時の指導 
(1) 実施	 吉田 香菜 
(2) 準備・資料 
	 クリッカー、ワークシート、受精卵と人体のイラスト 

 (3) 展開 
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 学習内容・活動 予想される反応・指導上の留意点 

導

入

20

分 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ワークシートとクリッカーの配布 
使用方法や、使用する目的について説
明する。 

iPS 細胞について理解する。 
・たった一つの受精卵が細胞分裂を繰り返し、赤ちゃんになって
いくまでの過程を通して、ヒトの身体の成り立ちについて理解し、
ヒトは60兆個の細胞が集まってできているということを学ぶ。 
 
 
 
・細胞が「分化」するということはどういったことなのか学ぶ。 
 
＊1個の細胞から60個の細胞になる間のどこかで、神経の細胞や
筋肉の細胞、皮膚の細胞などの、機能を持った細胞へ変化する過
程を「分化」という。 
 
 

ホワイトボードに教材を貼り付け説明
していく。保健や理科で学んだ知識を
使いながら、視覚的にも理解できるよ
うにする。 

 
「子どもと大人」でたとえて説明する。 
子どもは将来どんな職業にもなれる可
能性を持っている。幹細胞も同じで、
どんな細胞にもなることができる。中
学生である自分たちはまさに幹細胞で
あり、未分化の状態である。 
 

たった一つの iPS 細胞も、フィーダー細胞をはじめとする周りの
細胞や、研究者の熱心な研究によって作製されている。細胞も生
き物であり、かけがえのないものであるということを知る。 
 
ヒトはたった一つの細胞、受精卵から始まる。細胞は分裂という
方法でふえ、役割分担をし、協力し合って一人のヒトが出来上が
る。 
私たちも同じように、気づかないうちに互いに助け合って生きて
いる。  

 
展

開

45

分 

高校生2569名に対してiPS細胞や再生医療について調査した結果
を用いて iPS細胞や再生医療について意見交換を行う。 
問 1「 iPS細胞による再生医療は必要だと思いますか？必要ない
と思いますか？」 
→クリッカーを使って全体で意見を共有する。 
1部・2部などで学んだことを踏まえて、自分は賛成か反対か考え
る。再生医療のメリット、デメリットを出しあう 

 
 

 
少数派の方から意見を聞いていく。 
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iPS 細胞による再生医療によって、今後治療が可能となると言わ
れている病気について知る。 
いずれも現在の医療では治療や完治がむずかしいといわれている
ものばかりで、iPS 細胞を用いてこれらの病気の革新的な治療方
法を開発することが、再生医療の重要なミッションである事を学
ぶ。 
 
iPS 細胞は何にでもなれる万能細胞であるが、このほかにどんな
ことに使うことが可能になるか考える。  

革新的な治療方法を開発することは素
晴らしいことで、多くの人が救われる。 

「このニュースを知っている人はいますか？」 
	 化粧品会社コーセーが今年の 10月に iPS細胞を使って 67歳の
日本人男性の肌の細胞を、同じ人の36歳時点の肌とほぼ同じ状態
に若返らせることに成功したニュースを聞く。 
 

 
完治の難しい病気に対しては賛成が多
いが、美容だとどうなのか？ 

問2「再生医療が美容に使われることについてどう思いますか？」 
→クリッカーを使って全体で意見を共有する。 
 
なぜそう思うのかグループの人と話し合い、発表する。 
 
同じ質問に対して高校生ではどのような結果が出たのか、また、
同じグループでも中学生や保護者がどのように考えているのか知
ることで、多様な価値観があるということを学ぶ。 
＊ iPS細胞や再生医療が、病気やけがの治療に使われることにつ
いては賛成がほとんどであったのに対し、美容に対しては様々な
意見があることが分かる。 
 

 
予想される反応 
賛成…いつまでも若くいたい、若い方
がいい、誰にも迷惑をかけない 
反対…年相応の美しさがある、自然の
老化に反する、見た目は関係ない 

 
「不死のため iPS細胞や再生医療が利用されると良いと思う。」と
いう質問に対するアンケート結果を見て、そう思わないと答えた
高校生は 37％であることから、不死については反対の意見も多
く、今後再生医療社会を迎えるにあたって大きな課題となること
を学ぶ。 

 

問 3 これから再生医療社会を迎えるにあたって、疑問に思うこ
と、不安に思うことはありますか？ 
・医療費 

これから再生医療社会を迎えるにあた
って、日本でも国をあげて体制づくり
に取り組んでいる。しかし取り組むべ
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・法律 
・倫理面 
 

き課題はまだまだ多いのが現状であ
る。 

高校生へのアンケート結果を通して、今後私たち国民に、iPS細
胞や再生医療が浸透していくためにはどのような体制作りが必要
なのか学ぶ。 
 

 

今年行なわれた滲出性加齢黄斑変性の手術では、患者さん本人の
皮膚細胞を使って、iPS細胞から網膜シートを作製し、移植した。 
→	 しかし今後は iPS細胞ストックによって、白血球の型が合う
人なら他人の細胞からでも移植できるようになる。 
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A さん…健康上に問題はなく、iPS 細胞ストックに興味を持ち、
今回自分の皮膚を提供することになった。 
Bさん…Aさんの皮膚細胞から作られた iPS細胞由来の網膜シー
トを使って、黄斑変性の手術を受けることになった 
問 4「自分がそれぞれの立場だった場合、知りたいことや不安に
思うことはありますか？」 
グループで話し合い、発表する。 
 
 
問 4「自分がそれぞれの立場だった場合、知りたいことや不安に
思うことはありますか？」 
グループで話し合い、発表する。 
 

 
 
＊ホワイトボードに板書 
予想される意見 
A…どのように採取するのか、痛いの
か、どのように使われるのか、個人情
報は守られるのか 
B…治療費はどのくらいなのか、副作用
はないのか 

法律の整備 (患者側、医療者側ともに守られるか) がされるか、
患者への環境整備、サポート体制が確立されるかなどのアンケー
ト結果を通して、 iPS細胞や再生医療が浸透していくためにはま
だまだ整えていかなくてはならない問題や、解決していかなくて
はならない課題が多くあるということを学ぶ。 
 
問 5	 これまでに出てきた課題を解決するためには、どうしたら
良いだろう？ 
	 グループで話し合い、ワークシートに記入する。 
 
社会と私たちは密接にかかわりあっている。これから再生医療社
会を迎えるにあたって、解決していかなくてはならない課題は多
くあり、様々な方面からのサポートが必要であるということを学
ぶ。 
 

 

 
・正しい情報を発信する窓口の設置 
・患者さんや医療者が守られるような
法律の整備 
・保険や、経済的な援助 
・再生医療の臨床試験で生じた損害を
補償する賠償責任保険を損保ジャパン
が開始 

ま

と

め

20

分 

患者さんをサポートする方法は、医療ばかりではない。その後の
生活面、金銭面、心のケア、考えれば、本日出てきたこと以外に
もいろいろある。 
 
・Aさんのように皮膚細胞の提供者 
・生きている細胞を毎日毎日培養し、熱心に研究を続ける研 
究者 
・少しでも不安をなくせるようにサポートする医者 
・一日でも早く復帰できるように支える理学療法士 
・新しい法律(再生医療推進法)について考える人たち 
・産業化に向けて進めていく企業の人 
多くの人たちが様々な方面からより良い道を探しつつあることを
学ぶ。 
 
 

患者さんだけでなく、患者さんを取り
巻く家族も支えていかなくてはならな
い。不安に思う気持ちは家族も一緒。 
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 [4] 当日の様子  

    
 

[5] アンケートの結果 

	 参加者 21名に対して、意見交換会終了後にアンケートに答えてもらった。 
問 1	 iPS細胞が今後どのようなことに利用されるのか理解することが出来ましたか (n=21)。 

 

 

「iPS細胞が今後どのようなことに利用されるのか理解することが出来ましたか。」という質問に対
して、よくできたと答えた人は 9名、だいたいできたと答えた人は 12名で、どちらでもない、あま
りできなかった、できなかったと答えた人はそれぞれ 0人であった。このことから、参加者全員が
iPS細胞の今後の利用法について理解できたのではないか。 

0	

0	

0	

12	

9	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	

できなかった	

あまりできなかった	

どちらでもない	

だいたいできた	

良くできた	

 
・コーセーもその一つである。 

再生医療社会を迎えるにあたって、私たちが新しい知識を知ろう
とすることはとても重要であり、これから社会に出ていく自分た
ちには、新しい社会を共に創っていく役割があるということを学
ぶ。 
 
問 6「問 5で出てきた課題を解決していくために、自分ができる
ことを考えてみよう」 
まとめの記入用紙に自由に書く 

「未分化」の状態である自分たちは、
これから何にでもなることができ、両
親から受け継いだバトンを、次の世代
へつないでいかなくてはならないこと
を理解する。 
 
 
→まとめの記入用紙を配布する。 
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問 2	 これから再生医療社会を迎えるにあたって、直面すると思われる課題について考えることが
出来ましたか (n=21)。 

 
 

「これから再生医療社会を迎えるにあたって、直面すると思われる課題について考えることが出来

ましたか。」という質問に対して、よくできたと答えた人は 14名、だいたいできたと答えた人は 7
名であった。どちらでもない、あまりできなかった、できなかったと答えた人は問 1と同様にそれ
ぞれ 0人であった。このことから、参加者のほとんどが、今後直面すると思われる課題について考
えを深めることが出来たのではないか。 
 

問 3	 今回使われた教材は、この意見交換会にふさわしかったですか (n=21)。 

 

 

「今回使われた教材は、この意見交換会にふさわしかったですか。」という質問に対して、ふさわし

かったと答えた人は 20名、ややふさわしかったと答えた人は 1名、どちらでもない、あまりふさわ
しくなかった、ふさわしくなかったと答えた人はそれぞれ 0人であった。ほとんどの参加者が、今
回用いた教材について興味を持ち、ふさわしいと感じてもらえたのではないか。 
 

問 4	 意見交換会を通して考えが深まりましたか  (n=21)。 

0	

0	

0	

7	

14	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	

できなかった	

あまりできなかった	

どちらでもない	

だいたいできた	

良くできた 	

1	

20	

0	 5	 10	 15	 20	 25	

ふさわしくなかった	

あまりふさわしくなかった	

どちらでもない	

ややふさわしかった	

ふさわしかった	

0 

0 

0 
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「意見交換会を通して考えが深まりましたか。」という質問に対して、とても深まったと答えた人は

13人、深まったと答えた人は 7人、どちらでもないと答えた人は 1名だった。あまり深まらなかっ

た、深まらなかったと答えた人はそれぞれ 0人であった。参加者のほとんどが意見交換を通して、
自分の考えを深めることが出来たが、どちらでもないと答えた参加者もいた。 
 

問 5	 意見交換会についての感想をご自由にお書きください。 
・第 2部で聞いただけでは考えようと思わなかったことを考えることができ、自分の意見を持つこ
とができた。再生医療に対する意識が変わった。 
・みんなで意見交換を行ったり、吉田さんのお話を聞いて、いろいろな考えを深めることができま

した。なかなかこういった機会を取ることは難しいと思うので貴重な経験でした。準備等お疲れ

様でした。ありがとうございました。 
・意見交換ができてよかった。ありがとうございました。 
・またこのような機会を作ってください。 
・意見交換で自分の思想の幅が広がりとても良かったです。 

・和やかな場で意見を交換出来て、iPS 細胞や再生医療について興味・理解が深まったと感じまし
た。 
・まったく面識のない方とグループになって、討論するのは少し緊張しましたが、様々な考えに触

れ、考えを深めることができたのでよかったです。 
・自分だけではなく、ほかの方の意見を聞くことができてよかった。これからのことをみんなで意

見交換し共有できたので、将来どうなって行くか楽しみです。 
・新しい側面から iPS細胞や再生医療について考えを深めることができました。 
・話し合いの時間がもう少し取れたら良かったです。高校生のアンケートの結果「どう思いますか」

に対して、「どちらでもない」が賛成・反対なのかよくわからなかったです。 
・意見交換でいろいろな方の意見を聞いて、考えが深まりました。説明もとてもわかりやすく面白

かったです。ありがとうございました。 
・自分の今の素直な考えを改めて考えることもできたし、ほかの人の考えから色々と考えさせられ

ました。とても良かったです。 
・再生医療の今後に期待したいです。 

0	

0	

1	

7	

13	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	

深まらなかった	

あまり深まらなかった	

どちらでもない	

深まった	

とても深まった	
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・やっぱり話し合いをすると人の意見が聞けるので、考えが深まったり、別の考え方に気づいたり

していいなと思いました。 
・担当の吉田さんの話がとても聞き取りやすかったです。もう少し考える時間を長くしていただけ

ると有難いです。 
・意見交換を行うことによって視野が広がり、考えを深めることができました。 
・名前を聞くだけであった iPS細胞のお話を具体的に考える良い機会となりました。お疲れ様でし
た。 

 

[6] メッセージ記入 

	 意見交換会の最後に参加者全員に「研究を行っている方へ」、「私たちにもできること」というテ

ーマでメッセージを書いてもらい、後日京都大学 iPS細胞研究所へ郵送させていただいた。 
「研究を行っている方へ」 
・病気に苦しむ人のために、1日でも早く良い情報が届くよう願っています。 
・治療法のない病気で苦しむ方へ、画期的な治療方法を生み出してください。 
・iPS細胞を使った医療を待ち望んでいる方たちのためにも一日でも早い導入をお願いします。 
・iPS細胞を用いた再生医療によって治せる病気が増えることを期待しています！ 
・大変なご苦労とは思いますが、実用化に向けて研究にご尽力ください。 
・再生医療は、心待ちにしている人も多く、期待されている分野だと思います。再生医療が選択肢の 1つとなる未来
を待っています。 
・まだ知らない新しいものを作り出していくのは大変だと思いますが頑張ってください。 
・倫理的な面や、体制など、社会に浸透させていくためには難しいこともたくさんあると思いますが、再生医療社会

の実現を願っております。 
・一人一人が自分の意見を持てるよう、将来現場で指導ができるようになりたいと思いました。そのために、正しい

知識を得る機会を作ることが必要だと感じました。技術向上や広く情報を提供できるようにアピールしてください。 
・八代先生のお話を聞き、改めて iPS細胞の可能性を知ることができました。課題はまだあるかと思いますが、研究
者の方々の理想の再生医療が実現するよう祈っています。 
・よくない情報も隠さないで表に出してください。 
・iPS細胞が私たちの未来の大きな希望です。 
・iPS細胞は確実によりよい社会を創っていくために必要なものだと思います。これからも研究頑張ってください。 
・今まで救うことができなかった命も iPS細胞によって救うことができるようになることを心から願っています。 
・私たち日本国民が安全に再生医療を受けられる世の中を創ってくださることを願っています。 

 
「私たちにもできること」 
・正しい知識を身につけるようにすること。将来教育現場でも iPS細胞について子どもたちに情報を発信していけた
らいいと思います。 

・将来、万が一けがをしたときに自分の細胞が使えるように細胞の保存や他人への提供をしてみたいと考えています。 
・研究者と一般市民の距離が縮まるよう、まずは学ぼう！知ろう！という気持ちが大切になるんだと感じています。 
・友達にも正しい iPS細胞や再生医療の正しい知識を伝え、再生医療の発展に努めたい。 
・自ら進んで最新の情報に目を向ける。正しい知識を身につけ、周りに伝えていく。 
・新しい情報に目を向け、楽しみに待っています。 
・正しい知識の理解のためにも、シンポジウムや研究会に積極的に参加したいと思います。 
・正しい知識を求めて、関心を持って知る！ 
・養護教諭を目指すものとして正しい知識を身につけ、情報発信に努めたいと思います。 
・再生医療についての理解や考えを深める教育を推進していきます。 
・近いところからでも、再生医療に関して話し合いをしたいと思います。そういった中から、自分にできることを考
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える機会を有意義に活用したいと思います。 
・正しい知識を得て、メリット・デメリットを把握し、自らの意見を持つことが大切だと思いました。そして意見交

換することも必要だと思いました。 
・よくない情報も受け止めます。 
・養護教諭という立場から、iPS細胞についての正しい知識を子どもたちに伝えていきたい。 
・みんなで力を合わせて、高い価値観を持とう。 
・再生医療について知識を増やし、もっと勉強を頑張りたいと思います。 
・教員になって子どもたちに正しい知識を与える！ 
 

 

図 京都大学 iPS 細胞研究所内ロービーに展示された参加者のメッセージ 
 
 

考察 
 

 この意見交換会を行うにあたり、参加者は中・高校生、大学生そして保護者と年齢層が幅広く、一般的な

意見交換会となるように中学生でも理解できるような内容を構成することを心がけた。 また、参加者は公

開シンポジウムの第 1 部で基礎知識を学び、第 2 部で京都大学 iPS 細胞研究所の八代嘉美先生か

ら最新の研究についてやこれからの社会についての講話を聞いており、それらを踏まえた上で自分たち

には何ができるかという視点で意見交換を行うことが重要であった。 
 一人一人の反応を見ながら進めていくことで、参加者の声をすぐに拾うことが出来る。教室内の

隅々まで目を配り、できるだけ教室内を巡回して参加者の表情をよく見て声を拾うようにした。人

から発せられる意見は、その人の考えや性格、これまでの生き方なども影響しており、その人その

ものとも言える。子ども一つ一つの意見をしっかりと受け止め、どんな意見であっても大切に扱う

ことは、授業を行う上で大前提であり、意見を大切に扱うことがその子どもを大切にすることにつ

ながる。たとえその意見が正解でなくても、丁寧なリアクションをとることが、「あなたの意見を受

け止めています」「あなたを認めています」というメッセージにつながると考える。特に養護教諭が

行う保健の授業は、正解があるものよりも、正解がないものの方が多い。自分の考えが重要となっ

てくる。今回の意見交換で話し合う内容も、正解のあるものはなかった。そのため、すべての発言

に対して丁寧な対応を心がけ、相手の意見を尊重するという姿勢を示せたと思う。アンケートの中
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で「吉田さんの話が聞きやすかった」という感想を書いてくださった人もおり、丁寧な説明ができ

たとのではないかと考えられる。 
	 アンケートの結果から、「iPS細胞が今後どのようなことに利用されるのか理解することが出来ま
したか。」という質問に対して、よくできたと答えた人は 9名、だいたいできたと答えた人は 12名
であった。iPS 細胞を移植することによっていろいろな病気の回復の可能性があるとして様々な機
関で研究・開発がされており、八代先生も「我々研究者が行っている研究は、一般市民の常識を覆

す研究である」と述べている。パーキンソン病や脊髄損傷など、いずれも現在の医療では治療や完

治がむずかしいといわれているものばかりで、iPS 細胞を用いて病気の革新的な治療方法を開発す
ることが、iPS 細胞を用いた再生医療の重要なミッションの一つとなっている。しかし、美容や若
返り、不死などの、医療外の目的で利用することも可能であり、参加者からは、利用方法の線引き

といったものが難しいという意見が多く聞かれた。また、美容に iPS 細胞を用いるのであれば、現
在の医療では完治が難しく、治療方法のない病気を患っている人たちを優先して iPS細胞を使って

ほしいとの意見も多く聞かれた。このことから、いろんなものになれる iPS細胞をどのように使っ
ていくべきなのか、利用方法の線引きについて考えていく必要がある。 
 「これから再生医療社会を迎えるにあたって、直面すると思われる課題について考えることが出来
ましたか。」という質問に対しては、よくできたと答えた人は 14名、だいたいできたと答えた人は
7 名であった。今回の意見交換会では、治療費や法律の問題、医師の医療技術の向上、安全性の確
保などが課題として挙がり、そもそも再生医療や iPS細胞について知る機会や学ぶ機会が少ないと
の声も挙がった。再生医療や iPS細胞についての情報を発信したり、身近に相談できる窓口があれ
ばよいのではないか。実際にこの意見交換会をよい機会であると感じ、またこのような機会を作っ

てほしいと書いてくださった参加者もいた。まずは正しい知識を得ることが、ともに再生医療社会

を創っていくための第一歩になるのではないか。アンケートの結果、参加者からも「新しい側面か

ら iPS細胞や再生医療について考えを深めることができた」、という声が挙がり、新聞やニュース等
でなかなか表に出ない課題について考えてもらうことができたと思われる。 

	 「意見交換会を通して考えが深まりましたか。」という質問に対して、とても深まったと答えた人

は 13人、深まったと答えた人は 7人、どちらでもないと答えた人は 1名だった。グループでの話し
合いの中で、想定していたよりも多くの意見が出たため、発表に充てる時間が多くなってしまった。

アンケートの中に「もう少し考える時間がほしかった」という感想もあり、全体的に駆け足になっ

てしまったように感じる。また、グループで話し合った後にもグループで出た意見を踏まえて改め

て考える時間を取った方がいいと感じた。参加者からは「和やかな場で意見を交換出来て、iPS 細
胞や再生医療について興味・理解が深まったと感じました。」「まったく面識のない方とグループに

なって討論するのは少し緊張しましたが、様々な考えに触れ考えを深めることができたのでよかっ

たです。」「自分だけではなくほかの方の意見を聞くことができてよかった。これからのことをみん

なで意見交換し共有できたので将来どうなって行くか楽しみです。」「自分の今の素直な考えを改め

て考えることもできたし、ほかの人の考えから色々と考えさせられました。とても良かったです。」

「やっぱり話し合いをすると人の意見が聞けるので、考えが深まったり別の考え方に気づいたりし

ていいなと思いました。」「意見交換を行うことによって視野が広がり、考えを深めることができま

した。」といったような意見が多く、グループでの話し合い活動によって自分にはなかった考えに気
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づき、いろいろな視点から考えることができたのではないかと思われる。 
 

私たち国民が iPS細胞を用いた治療方法を医療の選択肢の一つとして考える日も遠くはなく、現
在の子どもたちはまさにこの社会を生き抜いていく存在であり、今回の意見交換会では、iPS 細胞
や再生医療についてまずは興味を持ってもらえるような内容づくりを心がけた。昨年度の本研究室

による中・高・大学生の iPS細胞と再生医療に対する意識・関心・理解の調査では、iPS細胞につ
いて知っている、再生医療について知っていると答えた者はともに高い傾向にあることが分かった

が、iPS 細胞や再生医療に関して知りたいことを複数回答可で質問したところ、副作用やどのよう
な病気が克服されようとしているのか、移植する臓器 (組織) の安全性、治療費はどのくらいかか
るのかなどがあり、このことから、中・高・大学生らが iPS細胞や再生医療に関して詳しい知識を
得る機会は少なく、それによって不安が生じていると感じた。今後教育現場では、これから迎える

であろう再生医療社会を、一人一人が受け入れていくだけでなく、将来自分自身が再生医療に関わ

る立場になった際に、自分の望む意思決定や行動選択ができ、QOL を高めていけるような教育を
行っていく必要があり、その中で将来自分が養護教諭としてできることを考えた。 
	 実際の意見交換会では、参加者からは「第 2部で聞いただけでは考えようと思わなかったことを
考えることができ、自分の意見を持つことができた。再生医療に対する意識が変わった。」、「名前を

聞くだけであった iPS 細胞のお話を具体的に考える良い機会となりました。お疲れ様でした。」と
いった感想をいただき、iPS 細胞や再生医療について知るきっかけになったのではないか。研究者
と一般の市民の間では、iPS 細胞や再生医療についての意識や期待などに関して大きな差があり、
その差を一歩ずつ縮めて、研究者と一般市民の距離を埋めていくことが、いまの私たちにできるこ

とだと思われる。 
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キーワード：横書き，左横書き,書写指導,横書き教材 

 

文字を縦書きしていた日本に横書きが登場し、縦書きと横書きが併用されるようになるが、公用文で左横書きが求め

られるようになったことで、横書きが普及し定着することになる。小中学校の書写学習では、学習したことを日常の書

字活動に生かすことが求められており、実社会で主流である横書きについてその書字指導を充実させることが望ましい。 

そこで、横書きが登場する経緯や教科書における横書き教材の分量の推移を調査したところ、少しずつではあるが小学

校の書写教科書における横書き教材が増えていることがわかった。しかし、このような状況があるのにも関わらず、大学生を

対象にした平成８年と２６年の調査から、横書きの指導がほとんどなされていないことが明らかになった。 

本研究では、横書き書字指導の現状を報告し、横書きの指導の課題を整理する。 

 

 

１．はじめに 

 

現行の学習指導要領１）の書写に関する内容には、「縦書き」「横書き」といった書字方向に関する

記述はないが、小中学校の書写学習を日常の書字活動に生かすことを求めており、実社会では横書

きが主流であるから、横書きの書字指導も含めたものである。 

現行学習指導要領の書写に関する内容には、第３学年及び第４学年に「配列に注意して」や第５

学年及び第６学年に「用紙全体との関係に注意し、文字の大きさや配列などを決める」、「目的に応

じて」とあり、配列や用紙全体については、縦書き横書き両方の指導事項である。 

指導に際しては、現在の左横書きが主流になった背景や小学校の書写教科書における横書き教材

についてふまえておくことが望ましい。そこで、横書きが主流となった背景や横書き教材につい 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **つくば立沼崎小学校 
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て次項で述べる。 

  

 

  ２．日本の書字における横書きについて 

 

 屋名池２) は、横書きの条件として、「二行以上であり、かつ行変わりの部分が意味の切れ目でな

いもの」と定義している。そして古代の日本に、「横書き」と見て取れるものがなかったわけではな

いが、創案者以外に用いられることなく、個人の珍奇な試みとなっているものが主であることから、

「横書き」が一般的に世間に広まったのは、西洋文化の影響を受けた近代以降のことであると述べ

ている。 

 そして「横文字が横書きであることは、一目見ればわかる」が、その方向について手がかりがな

ければ、「日本語の一行一字の縦書きを日頃見慣れていた人たちにとって、右から左へ文字を並べて

ゆくことは当然の選択だった」として、最初は、「右横書き」であったという。 

「右横書き」から「左横書き」の確立に大きく関わるのが「綴じ」であり、「書字方向は本の仕立

て方と密接な関係」があったのである。「左へ行移りする縦書き」は「右綴じが最も無理がな」いが、

「縦書きと左横書きが一冊の内に共存する場合は」、「縦書きの日本語が主体なら、右綴じにし、横

書きの欧語は横転させて収めるのが自然」であり、この実例も多いという。この「綴じ」の問題を

解決する方法として登場したのが「左横書き」で、「横書きされる外国語と共存するために、日本語

を外国語の書字方向に合わせ、現在の『左横書き』形が生み出された」のである２)。 

 このように文化面から日本に浸透してきた左横書きが、後の現代社会で定着する背景には、公用

文における公式な書字方向となったことが要因であると武部３)は指摘する。「官庁用語便覧」として

編集された『公用文の手引き』（昭21・12・24 内閣通達）では、「文字は、漢字とひらがなとを交

えて用い、たてがきを本体とする、場合によっては、全文を左横書きとする」と書かれ、この時点

では、公用文は縦書きが本体で、場合によって全文を横書きにするという程度だったが、「執務能率

の増進により、公用文の改善」（昭 24・4・5）で、書類の書き方について、「一定の猶予期間を定め

て、なるべく広い範囲にわたって左横書きとする。」となったことで公用文の左横書きが、積極的に

進められることになったのである３)。 

 さらに武部３)は、国語審議会の建議「公用文の左横書きについて」の別冊「公文書の横書きにつ

いて」から、右手で書く場合の左横書きの利点を、「書きやすい。書いた後をこすらない。数式・ロ

ーマ字の書き方と一致する。綴りこみやすい。」など九項目にまとめ、この理由が横書きを積極的に

推進することになったと述べている。 

以上のことから、公用文における左横書き推進が現在の左横書きの定着につながるのである。 

 

 

３． 書写教科書における横書き教材 

 

(１) 書写教科書における初期の横書き教材 

 実社会における横書き普及が、教育の現場にはどのように反映されていったのであろうか。教科
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書に掲載された教材全てが授業で取り上げられるわけではないが、指導の上では指標となるもので

ある。そこで、教科書資料４)に掲載された教材をもとに、日本で公用文の改革が始まった昭和 24

年から昭和46年までの横書き教材を抽出したものが資料１である。昭和26年発行のものから横書

きの教材が扱われるようになっている。教科書に横書き教材が取り上げられるようになったのは、

公文書での横書き採用の流れが教育現場にも反映されたものといえるが、縦書き教材に比べて横書

き教材が少ない。 

横書きの教材では、数字やローマ字の書き方に関するものを扱っている。特に当時の第４学年の

学習内容となっていたローマ字については、筆順や名前の書き方など基本的な事項を横書きで示し

ている。また、町の看板や作品の題名、図書カード、ポスターなどを掲載し、実生活で見られるも

のが教材として提示されている。ただし多くは、教材を提示するのみで、横書きで書く際の注意点

を示すもの（昭和46年の『あたらしいかきかた』東京書籍 五年生）は少ないようである。 

 

(２) 平成4年以降発行の小学校書写教科書における横書き教材の割合 

公用文が横書きされることによって、その後の書写教科書に横書き教材が取り上げられるように

なるが、小学校書写教科書における横書き教材の分量は、どのくらいなのであろうか。 

平成 4年に横書きの指導に着目した研究を行っている広川５)は「新学習指導要領になって、平成

4 年度に小学校・平成 5年度に中学校の教科書が改訂になったが，教科書には横書き指導用の教材

がどのくらい載せられているのだろうか。」と平成4年発行の小学校書写教科書三社（光村図書、教

育出版、東京書籍）の横書き教材についてページ数と硬筆教材に占める割合を算出している(資料２ 

上段：横書き教材のページ数、中段：硬筆教材の全ページ数、下段：横書き教材の割合（％）)。  

この結果から、横書き教材の少なさを指摘し、「低学年では、ほとんど０に近く、中学年で数％、高

学年でも一割には満たない。」、「教材自体がこれだけ少ないことに加え、教科書の指導書にある指導

内容も、かなり貧弱である。」と述べている。 

広川５)の調査を参考に、平成 8 年度以降の小学校書写教科書６)における横書き教材の分量を調査

したものが、資料３である。さらに、資料２・３における、硬筆教材における横書き教材の割合を、

学年ごとに推移を表すグラフにしたものが資料４である。 

広川５)が指摘するように、平成 8年以降の教科書でも低学年の横書き教材の分量は少ないが、全

体に占める割合は少しずつ増えてきている。中学年、高学年については、教科書会社や学年によっ

て差はあるが、低学年に比べて増える傾向にあり、また第６学年の三社の割合を平均してみると、

平成4年度は9.9％だったのに対し、平成23年度では21.8％（小数点第一位以下省略）と、10％以

上増加している。横書き教材数の増加を見れば、横書き指導の充実を目指していることがうかがえ

る。 

 

(３) 現行書写教科書の横書き書字教材の内容 

教科書会社によって横書き教材の扱いは異なるが、横書き教材について、平成27年発行の光村図

書、教育出版、東京書籍の三社の書写教科書をもとに、低学年、中学年、高学年ごとの指導内容を

確認する。 

 



茨城大学教育実践研究 34(2015) 

 - 160 - 

①  低学年（第１学年及び第２学年） 

第１学年の教科書では、三社とも、横書きは「ひだりからみぎにかく」という書字方向を提示し

ている。同じ紙面に、マスに書いた数字に書き順を示している。 

特に光村図書では、行の中心と文字の中心をそろえて書いた絵日記を教材にし、「かきはじめは、

いちじ空ける。」、「せんからはみ出さないようにかく。」「小さい字や「，（、）」や「。」はまん中より

も下にかく」と明記している。また行の中心と文字の中心がそろっていることに気づくよう、後半

の１行にのみ、行の中央に赤い点線で中心線が引かれている。書き始めを１字空けることや、罫線

をはみ出さないように書く、行と文字の中心をそろえるといたことは、縦書きでも同様であるが、

横書きの場合でも中心に気をつける必要があることや句読点の位置を留意点として示している。 

三社に共通するのは、書字方向や数字の書き方などの基本的な事項と横書きの掲示物、絵日記な

ど実用的なものを教材としていることである。 

第２学年の教科書については、光村図書では、横書きの手紙の例を提示し、第１学年と同様の指

示をしている。教育出版では、横書きの観察カードや手紙を示し、「ます目がないときは、下のせん

にそろえて書こう。」の留意点を付記している。東京書籍では、横書きのマスのノート教材を示し、

「横書きのときは、「，（コンマ）」は「、」で書くこともあるよ。」を付記し、横書きの表記について

触れている。また、「ありがとうをとどけよう」と題する紙面に、「読みやすく、ていねいに書くこ

と」とした縦書きの手紙教材があり、その参考例として、横書き教材の「かんしゃじょう」を小さ

く掲載している。 

低学年の教科書での横書き教材の分量が少ないとはいえ、与えられた行に対する横書きの書き方

について、光村図書では行と文字の中心をそろえる書き方、教育出版では文字を下にそろえる書き

方を提示している。東京書籍では特に提示していないが、その際、相手に伝わるよう読みやすく書

くことに気づかせるような紙面になっている。 

 

②  中学年（第３学年及び第４学年） 

 単元での扱いは異なるが、第３学年の教科書では三社とも横書きの書き方には２通りあることを

提示している。具体的には観察日記や掲示物の例で、配列に気をつけることを指導内容としている。 

光村図書と東京書籍では、ローマ字を掲載しており、特に、光村図書では、大文字と小文字を書

く際の高さの違いに触れている。 

第４学年では、ノートや見学メモといった、学校生活での文字を書く活動をふまえた教材を用い

て、読みやすく書くために、文字の大きさや、字間、配列などに留意させようという内容になって

いる。特に教育出版では、「ふり返ろう」で「配列に気をつけて読みやすく書いたかな」として自己

評価を求めている。 

中学年の教科書では、漢字とかなの大きさや配列に重点を置いた教材が多くみられる。身近にあ

る教材をもとに、見る相手にとって読みやすいよう意識して書くように、と促している。教材を視

写するというのではなく、学校生活で横書きをする時のモデルを提示するという形式になっている。 

 

③  高学年（第５学年及び第６学年） 

 学習指導要領でも示されているように、文字を書く活動が多くなる高学年は、書写学習を日常の
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書字活動に生かすことがいっそう求められている。高学年の教科書では、三社とも、横書き教材の

紙面が設けられ、目的や用紙に合わせて読みやすく書くことが重視されている。 

 第５学年の教科書では三社とも、紙面構成を考えて読みやすく書く横書き教材が掲載されている。

筆記具を選択することや、見出しの書き方、矢印や囲みを用いるなどして、情報をわかりやすく伝

えるため、読み手を意識して書くことの大切さを示す内容になっている。 

「すばやく書き留めるために」として光村図書では、インタビューの要点を横書きで書き留めた

例を載せ、「筆圧を弱めると、速く書ける。」として終筆を軽くしたものや許容の字形で提示してい

る。「単語だけ書き留める」、「かじょう書きにする」といった注意点は、縦書きでも共通であるが、

横書きで提示したのは、横書きでメモをとることが多いと想定したものと思われる。同様に、「目的

に合わせて書く」で教育出版も、許容の書き方の例や「筆圧を軽くして書く」などの留意点を示し、

横書きのメモの取り方の教材を掲示している。 

 なお毛筆学習でも取り上げている紙面の余白については、縦書きの場合だけでなく、横書き教材

でも触れ、配列を意識して「読みやすく書こう」を目指している。 

第６学年では、三社とも、調べ学習の発表資料や行事や体験学習に関わる資料といった学校生活

での具体的な場面でのメモや掲示物を書くことを想定して、横書きで整えて書く際の留意点を考え

させるという内容になっている。 

教育出版では、読み手によく伝わる発表資料を書くために、「話し合ってみよう」として、グルー

プで一つの掲示物を横書きで作成する場合の留意点を考えさせている。 

東京書籍では、横書きの例を提示しているが、書く方向も選択することを求めている。光村図書

では、資料に、縦書きと横書きの両方の手紙の書き方を提示している。 

  

 現行書写教科書の横書き教材は、学習指導要領をふまえ発達段階に合わせた具体的なものが多く

取り上げられており、低学年では横書きで丁寧に書くこと、中学年では漢字と仮名の文字の大きさ

や配列に注意した書き方、高学年では目的や用紙に合わせた書き方を学習するものになっている。

学校生活でも横書きで書くことが多いことから、掲示物や発表資料を教材として取り上げ、書常の

書字活動に生かす取り組みをうながすものとなっている。 

 

 

４．横書き書字指導に関する実情 

 

 横書きの教材の分量や内容を概観する限りでは、横書き教材が質、量ともに充実してきているが、 

横書きの指導は、どうであろうか。広川５)は、平成8年に横書き書字の指導の実態を把握するため 

に、長野県内の小中高大生千名を対象に横書きに関する調査を実施している。縦書き、横書きのど 

ちらが書きやすいかの調査から、「横書きの習慣は、小学校中学年で既に始まっており、中学校時代 

に急激に浸透し、高校の段階では完全に定着しているということができる。」と報告している。  

そして、学校教育での横書き書字指導が必要であるとして、信州大学教育学部の学生 65名に対し 

て、「今までに学校で横書きの指導を受けたことがありますか」という質問の調査を行ない、「ある」

と答えたのは、わずかに6.2％であり、「ある」と答えた人に、指導を受けた内容について尋ねてみ
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ると、「小学校の習字の時間に、ただ手本を見て書いただけ」と答えた人がほとんどであったと述べ、

「指導らしい指導は、ほとんど行われていないと考えてよさそうである」と述べている。 

 そこで平成26年4月に茨城大学の学生を対象に同様の調査を行った。対象学生は、中学校国語 

免許取得対応の「書道」受講者 60名である。「横書きの指導を受けたことはありますか。」の質問に 

は、あるが5名(8.3％)、ないが 22名(35.7％)、覚えていないが 33名(55％)であった。広川５)の調 

査結果と大差ないものであり、横書きに関する指導があまりされていないという結果になった。 

「ある」の指導の内容は、「文字の大きさや行を通してのバランスについて。」「手紙を書く授業で 

線にそって書き、文字の大きさを均等にそろえるように言われた。」「中２の国語で横書きのペン字 

の課題が出された。」「小・中学校の書写のときに指導された。」「研究発表会でポスターを書くとき 

にアドバイスされた。」「表作成のときに指導された。」というものであった。 

また、「横書きをするときに意識していることがあれば具体的に書いてください。」の質問には、

33 名が、まっすぐ横に書けるようにする、下をそろえるようにすると回答している。「文字の大き

さをそろえること」についても 7名、文頭、文字の位置をそろえるが 9名あり、横をそろえて書く

ことに配慮しているものが49名、8割以上の回答数であった。  

さらに「小・中学校ではどのような横書きの指導があればいいと思いますか？」と聞いたところ、

回答は様々であったが、まっすぐに書く、行間、字間、文字の大きさなど、横書きで書いたものを

きれいに見せるための方法、といったものがあった。また、ノートの取り方、原稿用紙の書き方、

履歴書の書き方など、実用的なものの書き方の指導を求めるものもあった。 

次に同年10月に、小学校書写科目を受講する茨城大学1年生109名を対象に、「小学校や中学校

での横書きの指導を受けたことがあるか。」について調査したところ、あると答えたのが 8名(小学

校が2名、覚えていないが6名)で全体の約7％、覚えていない 82名と指導がなかった 19名を合わ

せると、9割強の大学生が横書きに関する指導を受けてないと回答している。 

指導があったとする8名にその内容を聞いたところ、「横書きは左から書く。」、「手紙の書き方、

ローマ字の書き方」、「特に細かな指導はなく，横書きの練習をした。」というものであった。 

 平成8年の広川５)の調査と本稿における平成 26年の調査から、小学校書写教科書の横書き教材は

増えていても、小学校での横書き指導は十分でないということが明らかになった。  

 

 

５．横書き書字指導における課題 

 

書写学習を日常の書字活動に生かすことが求められていること、そして実社会においては横書き

が主流であることをふまえるならば、横書きの指導を充実させる必要がある。教科書における横書

き教材が増えているにも関わらず、横書きの指導が充実しないのはなぜであろうか。 

理由の一つには、書写の学習時間が十分に確保されていないことがあるだろう。さらに学校生活

における様々な書字活動に、書写学習を生かすといった取り組みや意識が希薄であることがあげら

れるだろう。 

次に、検討しなければならないのは、文字の横の中心と、従来縦書きに適した文字を横書きする

ことによって、生じる字形の変容についてである。 
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教科書の横書き教材を概観したが、例えば、指導事項に「文字の中心を罫線の中心に合わせて書

く」ことが挙げられていても、文字の横の中心を意識させたり、書き確かめさせたりする指導が行

われてきているとは言い難い。広川５)が、「各文字の中心のつかみ方を指導せずに、『文字の中心を

罫の中心に合わせて書け』と言っても指導したことにはならないのである。」と、指摘しているが、

平成8年以降の書写教科書でも、横書きの際の文字の横の中心について、どのように意識すればよ

いのかについては、具体的ではないのが現状である。 

 次に縦書きに適した文字を横書きすることによって生じる字形の変容についてである。広川５)は、

横書きが児童生徒に定着しているとはいえ、「縦書きに適しているものを無理に横書きしていること

に変わりはない」として、実態調査により、明らかになった字形等の問題点を次の6点にまとめて

いる。 

(1)横書きをした場合、誰でも概形が正方形に近くなる傾向がある。 

(2)横書きが書きやすい人の方が、概形が正方形に近い傾向がある。 

(3)罫線を傾けて書くことにより、縦画が傾く傾向にある。 

(4)横書きにより、回転部分の退化が起こる。 

(5)字間の幅を統一しにくい。 

(6)文字の中心が把握しにくい、行が通しにくい。 

 (1)については、「横書きの場合は横に文字を連ねていくので、横に飛び出す部分を短く抑えないと、

隣の文字にぶつかってしまう。それを避けるために、横幅の変化をなるべくなくそうとする意識が

働き、概形が正方形に近づく傾向がある。」と説明する。そして「この傾向が高じていくと、「土」

と「士」の区別がつきにくくなり」、いわゆる「丸文字」に近づき、「文字の乱れの原因になる。」と

述べている。 

(2)については、「横書きに慣れれば慣れるほど概形が正方形に近づき、問題傾向が強まる」と言

う。「横線を引く場合、少し右上がりの方が書きやす」いが、「横書きの場合、横画は水平に書く方

が行も通りやすいし、次の文字へもつなげやすい」ことから、「実際に書くときは少し右上がりに書

いて、書き上がった文字の横画は罫線に平行になっている。」ようにするために、紙面を右肩上がり

に傾けた状態で書くようになるというのである。 

そしてこのように書くと(3)で指摘するように、縦画まで傾いてしまい、文字の左右相称といった

造形がとりにくくなってしまっていると述べている。 

(4)についてであるが、次の文字をすぐ右側に書くことになる横書きでは、縦書きの際の終筆の最

下部まで行かずに次の文字に進む方がつなげやすいので、回転するような運筆がおろそかになると

いうのである。この場合の字形は、「丸文字」「マンガ文字」そのものであると指摘する。 

(5)については、途中に長く書く横画がある文字の場合、最初の画の書きはじめに留意して書かな

いととなりの文字と接することになり、このことが、字間を統一しにくい要因であるとする。 

(6)については、「横書きの行を揃えていくには、各文字の横の中心を把握しなければならないが、

文字の横の中心はとらえにくい。そのため、曲がりやすい」と述べ、縦書きで文字の中心をそろえ

るより、横書きで横の中心をとらえることの難しさを指摘している。 

 本来縦書きであったものを横書きにすることで生じる問題については、小竹７)も、そもそも、横

書きや横組書式への転換によって生じる「字形的損傷」について論及されることが少ないと指摘し
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ている。そして、横書きによる手書き文字の「損傷や阻害」を検証することなく、現代の筆記を看

過しており、このことが横書きによる字形の異なりについて論及することを希薄にしていると述べ

ている。 

 手書きという動きによって、文字の形も変化してきた歴史的背景をふまえるならば、本来縦書き

に適したものを横書きにする際、横に書字方向を変えるだけで対応できるというものではないこと

になる。小竹７)が指摘するように、横書きによる手書き文字の「損傷」を見極めずにいるのであれ

ば、教科書の横書き教材が、縦書きで整えた字形を横組みに配列したものとなっている、というこ

とになる。このことが、教科書の横書き教材で提示される学習内容が、配列に関するものを中心に

せざるを得ないということとも関連していると言える。 

 一方、教科書の書字教材は、整った字形の提示も求められていることから、横書き教材であって

も、縦書きに適した字形を横に配列したものとならざるを得ないことになる。低学年のうちは、あ

る程度時間をかけて書くことができるので、問題にはならないかもしれないが、高学年になれば、

日常の書字活動に生かすために速さを意識する必要があり、書写教科書の横書き教材が視写を目的

にしていないとしても、実際には、縦書きに適した字形を意識しながら、横に書き進めていくこと

を要求していることになり、日常に生かすという速さを意識すればするほど、無理が生ずることに

なる。このことが、横書き書字指導の充実を阻害する要因の一つであり、検討が必要である。 

 

 

６． 横書き書字指導における今後の課題 

 

横書き書字指導を充実させていく上で、いくつかの課題があるが、中学生を対象にした「横書き」

の実践授業を行い、広川５)は、次のように述べている。 

指導内容は、前述した「横書きをすることによって生ずる問題点」を理解させることから始

めたい。理解といっても、単なる知識として与えるのではなく、感動や驚きなど心の動きを伴

った深い理解をさせる必要がある。なぜなら、単なる知識として伝達しただけでは、それが日

常の書字・観字活動に生きて働くとは考えにくいからである。「横書きは書きやすい」と考え

ている児童生徒に「横書きは結構難しく、注意して書いたり見たりしなくてはならない」と意

識変革をもたらすような指導内容にしなくてはならない。 

ここでは、手書きすることが本来多様な要素を含むことそのものを学習内容とし、学習者に考え

させるという提案がなされている。自ら考え、課題解決を目指す学習活動を促がす指導が求められ

ている今日、書字の歴史的背景を教材とし、学習者自身に手書きについて、また書字方向について

積極的に考えさせる取組みが必要なのである。広川の言うように、日頃何も意識せずに書いている

横書きで、整えて書くことは実は難しいことを小学校高学年あたりから、気づかせるような働きか

けが必要である。そのためにも、指導者自身が手で文字を書くことに関する知識や理解を深めるこ

とが欠かせない。 

妹尾谷８)は、「学校教育における『縦書き・横書き』の使い分けの指導」の論考で、次のように言

う。 

日本の書字形体は極めて特殊なものと言える。それにも関わらず、現行の学習指導要領に 
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   はその内容に関する事項が定められていない。特殊でわずらわしいものとして捉えるのでは 

なく、その特性を活かした学習を促すべきではないだろうか。 

なぜ日本には縦書きも横書きも存在しているのか、そのことに子どもたちが関心を持ち切

めに使い分ける力を身につけるために、実際に様々な書き方を体験することが有効だろう。 

また、指導者が書字の歴史を正確に理解していることが必要になる。 

妹尾谷が言うように、横書きの問題をとらえるためには、縦書きとの使い分けの視点と合わせ

てとらえていくべきであり、そのためにも指導者が書字の歴史について理解を深めていかなけれ

ばならないのである。 

 

 

７．おわりに 

 

  実社会における横書きの定着をふまえるならば、書写学習で横書きの指導を充実させる必要が

ある。しかし、小学校書写教科書における横書き教材が増えていても、横書き指導あまりなされ

ていない実態がある。その要因には、書写の授業時数の確保が難しいだけでなく、縦書きしてき

た文字を横書きすることによって生じる字形の変容や、横書きで整えて書くことの難しさについ

て十分な検討がなされていない実情もある。 

こういった課題を改善するためには、手書きすることそのものに多様な実態があることや、縦書

き横書きを使い分けているという書字の歴史について、指導者が理解を深めていくことが欠かせ

ない。 

整った字形や配列の留意点のみを学習させるのではなく、文字を手書きしてきた文化的・歴史

的背景も、発達に応じて学び深められるような書写学習を目指す必要がある。 
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創作紙芝居アーカイブサイトの運用 

 

―― 第1報 サイトの構築について ―― 

 

林 延 哉* 

(2015年9月15日受理) 

 

 

Development and Operation of an Archive Site for Creative Picture-Story Shows ( Kamishibai ) : First Report; 

Building of Web Site 

 

Nobuya HAYASHI 

 

 

キーワード：平絵紙芝居，立絵紙芝居、茨城大学紙芝居研究会, プロジェクト科目, ウェブサイト 

 

茨城大学紙芝居研究会（茨城大学教育学部情報文化課程専門科目子ども文化プロジェクト立絵・紙芝居班）は、約10年間

立絵紙芝居・平絵紙芝居の制作・実演・研究を行ってきた。その間に平絵作品 40作品以上、立絵作品 10作品以上を制作し

てきたが、その保存と公開については手付かずのままだった。2010年に一旦着手した紙芝居アーカイブサイトの構築は、東

日本大震災や研究会の制作作品の増加によって 2011 年以降進展のないままだった。今回、情報文化課程が廃止されるに

伴い、その専門科目であるプロジェクト科目も閉講となる。そこであらためて、この間に制作された紙芝居の保存・公開・共有

について検討すべきと考え、進展のないままだったアーカイブサイトの構築・運用を再開することとした。サイトには各作品

の実演動画、各絵と脚本、PDF データを掲載することとし、閲覧環境としてはスマートフォン、タブレット等の携帯端末を想定

した。本報告執筆時点で、平絵作品30作品あまりが既に公開されているが、実演動画など不備な点も多く、現状はまだ、「暫

定公開」という状況である。 

 

 

茨城大学紙芝居研究会（子ども文化プロジェクト立絵・紙芝居班）について 

 

茨城大学紙芝居研究会は、この 10年来紙芝居の研究、制作、学外での上演を継続して行ってきた。 

茨城大学紙芝居研究会は、子ども文化プロジェクト立絵・紙芝居班がその実体である。 

プロジェクト科目は茨城大学教育学部情報文化課程の基幹科目のひとつである。 

学生の主体的・協同的な学習・活動によって課題を達成し、その成果を発表する。立絵・紙芝居

班班は、子ども文化プロジェクト内の一班として、かつて自らが楽しんだ経験のある「紙芝居」と

                                                   
* 茨城大学教育学部情報文化教室 
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いうものを、今改めて大人の目で、見返し、捉え直し、その可能性や発展を探る活動をしている。

「茨城大学紙芝居研究会」は、対外的な活動をする際の、子ども文化プロジェクト立絵・紙芝居班

の別称である。 

茨城大学紙芝居研究会（今後、子ども文化プロジェクト立絵・紙芝居班ではなく、茨城大学紙芝

居研究会、あるいは単に研究会の呼称を用いる）の活動上の主たるテーマのひとつは、「立絵」紙芝

居の復活であり、立絵スタイルの紙芝居の制作と実演である。 

しかし、2012年の水戸市「ぴ〜すプロジェクト」への参加をきっかけに平絵紙芝居（いわゆる通

常の紙芝居）の制作と実演の機会が多くなってきている。 

2012年の「ぴ〜すプロジェクト」では、主催の水戸市より声をかけていただき、水戸空襲に題を

とった平絵紙芝居『ある紙芝居屋の物語〜それでも、黄金バットはやってくる〜』の制作と実演の

機会を与えていただいた。総枚数117枚、実演時間40分強の作品を制作し、水戸市博物館を始め、

水戸市平和記念館、水戸市立図書館などで公演を行った。これをきっかけに阿見町の予科練記念館、

笠間の筑波海軍航空隊記念館での実演もさせていただいた。 

水戸市主催の平和イベントであり、テレビ、ラジオ、新聞などでも、学生による戦争紙芝居の実

演ということで取り上げていただいた。 

『ある紙芝居屋の物語』をきっかけに、茨城県近代美術館からは 2013年の岡倉天心展の際にロビ

ーにて実演する子ども向けの岡倉天心紹介紙芝居を、また城里町の健康増進施設からは、地元出身

の日本初の女性教師である黒澤止幾子を紹介する紙芝居の作成の依頼を受けることになったのだが、

とりわけ茨城県生協のお誘いによる広島での被爆体験者の聞き取りに基づく紙芝居制作は、水戸空

襲に続いて、戦争について学ぶ良い機会となった。作品は『茂木貞夫物語』として 2014年末に完成

した。104枚、約30分の作品となり、2015年 1月の水戸市内での実演を皮切りに各地で上演を重ね

ている。 

2015年 7月 22日から 8月 30日にかけて水戸市立博物館で開催された企画展「戦後 70年 戦争

の記憶を未来へ」でも、関連行事として、7月26日、8月16日の両日、紙芝居実演と茂木貞夫氏本

人によるお話、という形式で実演を行っている。筑波海軍航空隊記念館の「戦後 70週年記念 語り

継ぐ記憶プロジェクト」の企画展の中でも、8月22日に実演を行なった。2015年8月6日には、新

潟市中央区万代市民会館でも実演を行っている。これらの実演は全て、プロジェクト科目を履修し

ている2年次、3年次の学生、及び 4年次の学生が行っている。 

また、『茂木貞夫物語』は、制作中から地元 NHKが取材を行ってくれており、2015年 2月に県域

のワイドニュース内で特集としてその製作過程や活動が紹介された。 

2015年度の現在も、栃木県在住の被爆者の聞き取りと、それに基づく平絵紙芝居の制作を進めて

いる。 

 

制作作品の保存の必要性 

 

茨城大学紙芝居研究会の発足の経緯は佐々木他（2005）に詳しいが、当該論文の中で登場する当

時の学生である渡辺まどかが、自らが当時所属していたプロジェクトの絵本班を紙芝居班に作り変

えたところから、情報文化課程プロジェクト科目の一部として茨城大学紙芝居研究会が活動するこ
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ととなった。したがって、茨城大学紙芝居研究会の発足は 2004年、プロジェクトの一部として活動

が重なっていくのが2005年頃からであり、結果として 2015年を発足10周年としても誤りではない

だろう 1)。 

この間、履修学生により数多くの紙芝居が制作されてきたが、結果としてその全てが現在残って

いるわけではない。 

個人の制作物である場合もあり、その場合はプロジェクトの履修修了後、あるいは卒業時に持ち

帰るということもある。共同制作の作品は研究会の所蔵として残されているものも多数あるが、散

逸してしまったものもある。 

単年度、あるいは半期ごと、場合によっては 4 分の 1 期で集結を迎える単発の授業ではなく、3

年間に渡る必修授業であり、複数学年に渡る履修者の間で成果や活動が継承されていくプロジェク

トという特殊な形態の授業の成果物であるからには、そこでの成果物を何らかのかたちで保存する

ことは重要なことであろう。しかし、そのことに思い至るのには実は時間がかかり、履修学生が制

作した紙芝居のアーカイブを、研究会が具体的に考え始めたのは 2010年であった。 

 

制作作品の保存と公開への考え方 

 

学生が制作した紙芝居作品の保存を考える場合、保存するものとその簡便な検索・閲覧方法が問

題になってくる。 

また、平絵紙芝居と異なる、立絵紙芝居独自の課題もある。それは、動作（操作）の保存をどう

するか、という問題である。 

加えて、プロジェクト科目の課題のひとつは成果の外部への発表・公開ということであるが、こ

れを作品の保存と結びつけて考えられないか、ということも課題としてあがり得る。 

そこで、茨城大学紙芝居研究会で制作された紙芝居の保存と公開に関して、2010年時点では次の

ような方針を立てた。 

 

（1） 制作実物（とその代替物）の保存 

まず、可能であるならば制作された実物を保存する。 

研究会の活動としての各所での紙芝居実演のためには、制作してきた紙芝居は実演のための資産

そのものであり、実物が保存されることは重要である。 

しかし、個人の制作の場合、制作者が作品を持ち帰りたいという場合もあるので、全ての平絵紙

芝居について、デジタルスキャンデータを作成（紙芝居の表裏とも）することとし、これを実物と

伴に、あるいは実物の代替品として保存する。 

スキャンデータがあれば，実物が存在しない場合も、どのようなものが制作されたのかを確認す

ることは可能であるし、十分な解像度でデータを作成すれば、それを印刷することで、実演に使用

できるレベルの紙芝居を「再現」することもできる。実物が存在している場合も、実演時の汚損な

どが起きた場合に、代替品を作成するための元データとして使用できる。 

 

（2） 簡便な一覧方法の用意 
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作成したスキャンデータを簡便に一覧できる方法を確保できれば、紙芝居の内容を確認するのに、

いちいち実物に当たる必要がなくなる。データを保存したコンピュータにアクセスすれば全ての作

品の内容が確認できるようになる。 

そこで、スキャンデータを閲覧するためにウェブページの仕組みを利用する。ウェブページは、

ページ記述のためのHTML、CSS、Javascriptと言った文法に従ったテキストデータとして記述され

たコードによって作られているが、これを利用し、一紙芝居あたり、ウェブページ 1ページを対応

させ、その1ページの中で、当該紙芝居の全てのページのデータを閲覧できるようにする。ウェブ

ページの仕組みを利用することにすれば、閲覧に必要なソフトウエアはウェブブラウザのみになり、

特別なソフトウエアを必要とすることもない。必要なデータを自身と同じフォルダ（ディレクトリ）

内に置くようにウェブページの内容を記述するようにすれば、そのフォルダ（ディレクトリ）を

DVD-R等に保存することで、1作品1DVDに保存し、閲覧することも可能になる。 

 

（3） 動画による記録 

紙芝居のデータとは別に、紙芝居の実演時の動画を保存する。 

これは元々は、立絵紙芝居の記録として考えたものである。 

平絵紙芝居は、原則として、指定された順番に絵を提示しながら、その絵に対応した脚本を語る

ことで芝居を進行させることが出来る。紙の順序が分かれば、その紙芝居の実演を観たことがない

者でも、実演は可能である。 

しかし、立絵紙芝居の場合、紙人形を舞台の中で操作して演じる（立絵紙芝居がどのようなもの

なのかについては、三田村（1992）、姜竣（1997）、林（2011）等を参照のこと）。その動作は、研究

会内では学生から学生へ練習を通して伝達されている。脚本にはメモ程度のものは書かれるが、詳

細な動作は記載されないし、実際上詳細な動作の記載は困難でもある。 

そのため、何らかの事情で上記の伝達が途切れると操作が不可能になってしまう。実際、研究会

制作の立絵紙芝居の中には、すでに動作が分からず実演出来ないものも存在する。 

そこで、立絵紙芝居については、実演そのものを動画に録画しこれを保存することで、立絵の動

きそのものを記録として保存することとする。 

上記は立絵についてであるが、平絵紙芝居についても、その実演風景を動画に残すこととする。 

その理由は、次の「（4） 公開について」の部分で述べる。 

 

（4） 公開について 

データをインターネット上で公開する。 

デジタルデータの閲覧のためにウェブの仕組みを利用するということは、それをネットワーク上

のサーバーで公開すれば、ネット上で紙芝居を閲覧できるということになる。動画に関しても同様

である。これにより、茨城大学紙芝居研究会の成果物を公開するというプロジェクト科目としての

課題を達成できる。 

インターネット上では、紙芝居に関連したサイトは多数存在している。 

その中には、動画やスライドショーを用いて、紙芝居の内容を提示しているサイトも少なからず

存在している。そのようなサイトでは、しばしば、動画画面いっぱいに紙芝居の絵を表示し、その
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絵を提示しながら、音声ファイルに録音したその絵に対応した語りが流れるようになっている。す

なわち、絵と音でその紙芝居を鑑賞できるようになっている。 

勿論、そのような提示方法は、インターネット上での紙芝居の提示方法としてはひとつの方法で

ある。 

一方、茨城大学紙芝居研究会では、紙芝居は、あくまでも紙芝居自体・語り手・観客がその場を

共有することによって初めて紙芝居として成立する（鈴木（2007）、まつい（1998））という点にこ

だわりを持ってきた。特に街頭紙芝居が持っている、子どもと大人とが紙芝居という装置を媒介に

してその場を楽しむという場の共有を大事にしたいと考えてきた。例え、実演する内容が教育紙芝

居的なものであっても、場を共有して楽しむというスタンスは持ち続けたいと考えてきた。 

その観点からは、動画で紙芝居を提示するとしても、あたかもコンピュータが紙芝居を演じるよ

うに、あるいは、アニメーションのように提示するというやり方は必ずしも相応しいとは考えられ

ない。 

そこで、公開サイトでは、動画を掲載する第一の目的は、その紙芝居の内容を知ってもらうとい

うことであったとしても、「そのページで『紙芝居』を観てもらう」だけではなく、実演時の雰囲気

を含めて感じてもらえるような動画を掲載したいと考えた。 

そのため、掲載する動画については、できるだけ実際の観客を前にした実演風景を録画したもの、

それがかなわないならば、少なくとも学生がその紙芝居を演じている様子を、語り手である学生も

含めた状態で録画したものを掲載することとした。勿論それは「生」といえるような状態にはなり

得ないのだが、紙芝居の絵のみを提示し、録音した音声ファイルをその絵に合わせて再生するとい

う形式よりも、紙芝居に対する研究会の考え方が出るのではないかと考えてのことである。 

また、公開サイトからは、紙芝居の PDFデータをダウンロード出来るようにすることにした。こ

れは、ページを閲覧して関心を持った閲覧者が、自ら紙芝居を演じることができるようにするとい

うことである。「動画を見て、あるいは画像データを見て、面白そうと思ったら、各自で PDFデータ

をダウンロードしてプリントアウトし、それで紙芝居を演じて下さい」という提案である。 

結果として、公開サイトでは、それぞれの紙芝居の実演動画とスキャンデータ、PDF データを掲

載する。 

 

（5） 立絵紙芝居について 

2010年時点では、立絵紙芝居については、動画データで動きを記録しておく、という以上の方針

は立てられていなかった。 

 

2010年当時のウェブページの設計 

 

前述の方針に従って、アーカイブページが設計された。 

図1がそのページの概観である。 

ページのコーディングに使用した言語は HTML、CSS、Javascriptで、コーディングは当時、情報

文化課程4年次で情報文化広報プロジェクト・プロジェクトリーダーであった学生が担当した。当

該学生は立絵・紙芝居班の所属する子ども文化プロジェクトとは異なるプロジェクト所属であった
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が、サイト作成への協力者としてアーカイブサイトのコーディングを担当してくれた。 

閲覧環境はパソコン上のウェブブラウザを想定し、横幅固定のデザインになっている。 

閲覧ユーザにとって煩わしいリンクによるページの移動をできるだけ行わない方針で、動画・画

像・脚本が1作品1ページで表示されるようにデザインされている。なお、装飾的レイアウトはペ

ージの仕様が固まってから行うこととして、あくまでも機能を提供することに徹しているために、

ページ全体は非常に“そっけない”ものになっている。 

ページは大きく上下の 2つの部分に分かれていて、上部分は当該紙芝居に関する基本情報（制作

年、脚本と絵の制作者、あらすじ、場面数）と、実演動画、そして PDFファイルへのリンクが置か

れている。 

2010年当時、実演動画はムービーファイルをサイト内に保存することを想定していた。コーディ

ングに使用したHTML5では動画の扱いがそれまでの HTML4などに較べて簡素化され扱いやすくなっ

たが、代表的な複数のウェブブラウザが共通して表示できる動画フォーマットが定まっておらず、

サーバー上に同内容の二種類のフォーマットの動画を保存し、閲覧時に表示に使用されるブラウザ

を検知して表示動画を切り替えるようにした。 

下部分は紙芝居の各絵の表示部分で、下部のサムネールをクリックすると、上部に大きな絵が表

示され、その隣に対応する脚本が表示される。左向き並びに右向きのボタンをクリックすると、次々

と絵を切り替えることができる。 

図1 2010年版アーカイブページ 
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簡単な構成のページであるが、内部の構造的には、実際に運用がなされてからは、必ずしもウェ

ブのコーディングに長けていない学生がアーカイブデータの追加を行うことも想定して、ページの

コーディングとデータ部分を切り分け、1 作品用のファイルが保存されているフォルダを複製し、

所定のファイル名で所定のフォルダに画像を保存し、所定のテキストファイルに基本情報と脚本を

記述して保存すれば、ページが表示される際にはそのデータが読み込まれ、当該紙芝居用のページ

が構成されるように設計されている。アーカイブデータの追加をする学生は、所定の大きさの画像

ファイルを作成し、所定の名前をつけて所定のフォルダに保存し、基本情報ファイルをテキストエ

ディタやワープロを使って、複製前のデータに習ってそれを上書きしながら新しい紙芝居の情報を

記入していけば、その紙芝居用のページが出来上がるようになっている。 

2011年3月の東日本大震災がなければ、このページを雛形に創作紙芝居のアーカイブサイトが構

築されていたであろう。 

 

今回（2015年版）のページの設計 

 

（1） アーカイブサイト構築の再開 

2010年に作成したアーカイブ用ページを用いたアーカイブサイトの構築は、2011年3月の東日本

大震災によって頓挫した。茨城大学も被災し、建物倒壊のような被害こそなかったものの授業運営

は混乱を極め、また、IT機器類なども落下・破損などの大きな被害を被った。 

一方で、茨城大学紙芝居研究会は先述した水戸空襲紙芝居や岡倉天心、黒澤止幾子の伝記紙芝居、

原爆紙芝居など、外部からの依頼による紙芝居の制作等が続き、アーカイブサイトの構築は有耶無

耶の内に保留された形になってしまった。 

そして、文部科学省・日本政府の方針によって全国国立大学教育学部内の新課程の廃止が決まり、

茨城大学教育学部情報文化課程も 2016年度入学者を最後に課程の歴史を閉じることとなった。その

実体が情報文化課程の専門科目である茨城大学紙芝居研究会も、当然情報文化課程の廃止とともに

消滅する。ここに来て、この10年余りの学生たちの活動の成果を何らかの形で保存し後世に留める、

あるいは資産として共有してもらうことをあらためて考える必要がでてきた。 

そこで、一旦保留状態で頓挫していたアーカイブサイトの構築を再び開始することとした。 

今回は、ページのコーディングを担当する学生が見つからなかったため、担当教員である筆者が

ページのコーディングを行った。データに関しては研究会メンバーや研究会 OGの協力なども得て制

作している。 

 

（2） スマートフォン、タブレットへの対応優先 

今回のアーカイブページであるが、その掲載項目は、2010年版と原則として変わっていない。 

各作品毎に基本情報の他、実演動画、各場面の画像及び脚本、ダウンロード用の PDFを掲載する。

1作品1ページというページ構成に関する考え方も基本的に変わっていない。 

2010年版と大きく異なることは、2015年版では、基本的な閲覧環境としてスマートフォンやタブ

レットを想定しているという点である。 

2010年時点では、ウェブサイトの閲覧はパソコンのウェブブラウザを使用することが最も普通の
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閲覧スタイルであった。しかし現在、ウェブページの閲覧に日常的に用いられるのはスマートフォ

ンやタブレットなどの携帯型端末に移ってきている。そこで、今回は、スマートフォンなどでの閲

覧に無理がないようなページ構成を基本とすることとした。 

その場合、同ページがパソコン上のウェブブラウザで表示される場合に、パソコンの表示画面、

操作環境への最適化が行われる必要があるが、今回作成するページは比較的単純な構成であり、ス

マートフォン用のページをパソコン上のウェブブラウザで表示しても、それほど大きな支障はでな

いため、当面はスマートフォン等を想定したページのみを作成し、運用開始後の閲覧者の反応によ

って、その後の対応は検討することとした。 

スマートフォン、タブレットなどの表示画面は狭い上に、画面の大きさや使用されているウェブ

ブラウザなど、パソコン同様様々な仕様のものが存在する。 

また、パソコンと異なり、スマートフォン、タブレットは簡単に縦向き、横向きに変更ができる。

それに合わせて表示画面の横幅と縦幅が変化する。 

加えて、スマートフォン、タブレットには指を使って操作するという独自のインターフェースが

存在する。 

こうした、スマートフォン、タブレット独自の特徴的な環境に個別に対応することはコーディン

グ作業をいたずらに煩瑣にする。そこで今回は、サイトのコーディングに際してモバイル用サイト

構築用のライブラリである jQuery Mobile を利用することとした。 

 

（3） Youtubeの利用 

また、今回のサイトでは実演動画をアーカイブ用のサーバーに置くのではなく Youtube にアップ

ロードし、その埋め込みリンクをページに置くことにした。 

これによって、独自のサーバーに動画を保存する必要がなくなりサーバー内の保存容量を節約出

来る。 

が、それ以上に再生環境を選ばなくなるという利点が生まれる。Youtube の動画はスマートフォ

ンでもパソコンでも問題なく再生でき、またネットワークに接続されたゲーム機やテレビなどでも

表示できる場合がある。Youtube を利用することで、動画を閲覧可能な鑑賞者を増やすことが出来

る。 

録画した動画の不要部分を切り取った後、Youtube サイトにアップロードし、埋め込み用リンク

を取得するだけであるので、動画の作成に関する手間も削減できる。 

ページのコーディングにしろ、データの作成にしろ、煩瑣になればなるほど、サイトの維持管理

は複雑になるので、利用することで作業が効率化出来、単純に出来るものは利用することが望まし

い。 

 

（4） 具体的なページの内容 

図2は、今回作成したサイトのインデックスページである。ページのトップではなく、各紙芝居

がリストアップされているページ中盤のキャプチャー画像である。パソコン版のブラウザの横幅を

狭くして表示したものだが、スマートフォンなどで表示された場合も、おおよそこのような状態で

表示される。 
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一行一行がひとつの作品へのリンクボタンとなっており、サムネールと紙芝居のタイトル、ごく簡単な

内容説明が表示されている。この行をタップ、あるいはクリックすると、各ページに表示が切り替わる。 

図3が個別の作品ページのトップ部分である。 

作品の表紙画像、タイトル、あらすじ、制作年、脚本と画の制作者、場面数が上部に記載され、

下部に、動画、画像と脚本、 PDF 、それぞれのデータが置かれている。 

図 4 が、下方向にスクロールした状態であるが、動画、画像と脚本、PDF はそれぞれ畳まれた状

態で表示される。 

動画の部分を開くと図 5のようになる。 

先に述べたように、ここに表示される動画は、Youtubeの埋め込み動画になっている。 

画・脚本の部分を開くと、図 6のようになる。 

2010年版ではボタンやサムネール画像のクリックで、大きく表示される画像を切り替える仕様に

なっていたが、スマートフォンなどでは指を使ったスクロールに関して利用者はあまり抵抗を感じ

ていないため、単に縦に順番に画像を並べるだけの仕様にしている。脚本は各絵の下に表示される。 

図7はPDF部分を開いたところである。 

図2  2015年版インデックスページ 
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図3 作品ページのトップ部分 図4 作品ページの下位部分 

図5 動画表示部分 
図6 画・脚本表示部分 
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PDFは全ての場面の表と裏をそれぞれスキャンして PDF化したものが zipアーカイブされて一つ

のファイルになっている。 

これは、先にも述べたとおり、画像データを印刷、厚紙に貼るなどして閲覧者が紙芝居を作成し

て実演する際のデータであり、従ってこの部分は、スマートフォンやタブレットでも表示されるが、

実質的には、利用はパソコンでこのサイトを表示した場合に限られるであろう。 

ちなみに、インデックスページへの「戻る」ボタンやリンクは置いていない。 

個別の作品ページヘは、多くの場合インデックスページから移動してくることが想定され、その

場合インデックスページに戻るには、ブラウザ標準の戻るボタンを利用すればよい。標準で搭載さ

れているものはそれを利用する方が、スマートフォンなどの場合、リンクやボタンのために狭い表

示領域を消費する必要がなくなる。 

以上が、個別の作品ページの構成である。 

 

現状 

 

現在、平絵紙芝居44作品、立絵紙芝居 12作品が研究会所有として残されている。 

研究会で制作、実演された作品はこの数以上あるが、制作者が持ち帰ってしまったものや、散逸

してしまったものもある。 

また、立絵の場合、既に操作方法が現在のメンバーに継承されていないものや、紙人形が全て揃

図7 PDF部分 
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っているのかどうか確認できていない作品も存在する。 

現在は、平絵紙芝居の公開を先行させている。本報告執筆時点では、30作品余りをサイトに掲載

しているが、その多くには実演動画が伴っていない。実演動画は追って追加していく予定である。 

立絵に関しては、動画のみが存在する作品もあるので、そちらの方を先行して公開していくこと

も考えているが、作品のアーカイブという点では、どのようなデータ化を行うかは未だ検討中であ

る。 

本報告の執筆時点では、「暫定公開」程度の状態であるが、既にインターネット上にデータはアッ

プロードされており、インデックスページへの URL は、茨城大学紙芝居研究会の Facebook ページ

に掲載されている。 

今少しデータが整備された後には、閲覧者の感想、コメントなども得られるような工夫も加えて

いきたいと考えている。 

公開されているページの URL は、「茨城大学紙芝居研究会 紙芝居アーカイブ」

（ http://project-hp.net/kamishibai/ ）である。 

 

注 

 

1) 石山（2008）は、日本で唯一の網羅的な紙芝居年表であるが、この中の 2004年8月の部分には「27日

〜29 日、「茨城大学教育学部紙芝居研究会」（代表渡辺まどか）の学生ら、群馬県立土屋文明記念文

学館にて共同製作の「立絵」を実演し、話題を呼ぶ」、2005年8月の部分には「茨城大学教育学部紙芝

居研究会（代表渡辺まどか）の学生、群馬県立土屋文明記念館にて立絵の復活を目指し、創作立絵を

実演。好評。以降、同館のボランティアグループなどに立絵の制作・実演の我が広がる」という記載があ

る。 
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図鑑写真のタイプとサイズに関する比較研究 

―― 植物図鑑における同定用写真の要件 ―― 

 

斎 木 健 一＊ ・ 林  延 哉＊＊ ・ 中 西  史＊＊＊ 

(2015 年9 月15 日受理) 

 

 

Most suitable photograph style for plant identification 

 

Ken'ichi SAIKI, Nobuya HAYASHI and Fumi NAKANISHI 

 

 

キーワード：植物図鑑，写真，野草，同定  

 

 中学校理科における野外観察の授業の問題点の一つとして、教員の野草同定能力の不足が指摘されていたが、学習指導

要領の改定により、小学校でも校庭の野草を調べる授業が行われることになった。一般に理科の専任である中学校教員に

比べ、小学校教員の植物に関する知識は乏しい。従って、基礎知識が不十分でも校庭に生育する植物の名前が同定できる

ような図鑑の必要性が高まっていると考えられる。本研究では、植物の知識に乏しい教員が植物の同定のために写真図鑑

を選ぶ際にはどのような写真が望ましいかを調べるために、東京学芸大学および千葉大学の教員免許取得希望学生234名

を対象に実験を行った。実験ではタイプとサイズの異なる 4 種類の野草写真のカードを学生に配り、写真の野草を探させた。

実験終了後にアンケートを取り、どのような写真が同定に適しているかを調べた。調査の結果、植物同定のための写真は、

形がはっきりと見える実物大・白バック写真が最も適していること、大きさは実物大が望ましく、生えている環境を見せるため

には生態写真を用いるのが望ましいことが明らかになった。 

 

 

１．はじめに 

 

平成 20年 3月の学習指導要領の改定により、従来中学校理科二分野「生物の観察」で行われて
きた「校庭や学校周辺の生物の観察」と同様の内容が、小学校理科第 3学年でも「身近な自然の観
察」として実施されることとなった。小学校学習指導要領解説理科編には「環境との関わりについ

て学習をすすめることや，身の回りの生物の様子を比較しながら調べ、生物の様子やその周辺の環

境との関係をとらえるようにする。ア	 生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこと。イ	 生物は，

その周辺の環境とかかわって生きていること。」と記されている(文部科学省,2008)。また、同指導
要領には「野外での学習に際しては,毒をもつ生物に注意する」との記述もある。生物の色、形、大 
―――――――― 

*千葉県立中央博物館	 	 **茨城大学教育学部	 	 ***東京学芸大学自然科学系 
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きさについて認識することや、生物とその周辺の環境との関係について考えること、さらに指導時

に毒を持つ生物に注意するためには、生物の同定が不可欠である。 
しかし、小中学校教員や教員志望学生を対象とした調査から、野外に生息・生育する生物を識別

する能力のある教員・教員志望者は非常に少ないことが明らかになっている。たとえば長崎(1999)
は千葉県市川市内の全中学校の理科教員を対象としてアンケート調査を行い、野草を利用した野外

観察を困難にしている理由を尋ねた。その結果、約 3割の教員が「教師側が野草の名前をよく知ら
ない」ことを挙げている。岡田・菅井(1985)の大阪府の小学校教員を対象とした調査では、校庭の
自然の生物を使った観察を指導する場合、問題だと思われる主な点を選択肢から選ぶ問いに対し、

回答者の 48%（48 人）が「校庭に生息・生育する動植物の名前がわからない」を選んでいる。近
年の教員志望学生を対象にした植物名の知識度調査でも、同様の結果が得られている(松森ほ
か,2009; 斎藤ほか,2011; 畦,2011) 。 
生物を同定するための最も一般的かつ基本的なツールが図鑑である。したがって教員には図鑑を

選び、使いこなすことが求められる。教科書においても、図鑑を組み込む（石浦ほか,2015, 有馬ほ
か,2015）、図鑑の使い方を説明する（有馬ほか,2015）などの対応が取られているが、市販されて
いる図鑑に比べ、組み込まれた図鑑に掲載されている生物の種数は少ない。例えば須田(1992)によ
る、東京都下 21校の小学校校地に生育する野草の調査結果をもとに計算すると一校あたり平均 99
種の野草が生育している。これに対し、上述の教科書の図鑑に掲載されている野草は、石浦ほか

(2015)で 14種類、有馬ほか(2015）では 10種類にすぎない。したがって、校地の野草を同定する
ためには、市販の図鑑を利用する必要がある。 
	 植物図鑑で使用されている写真は、自然の中での植物の姿を撮影した生態写真（角版写真）と白

い背景の上に対象の植物だけが写っている白バック写真（白抜き写真）とに分けることができる。

生態写真、白バック写真とも歴史は古く、日本最古のカラー写真図鑑「原色高山植物」（山川, 1928）
で両方とも用いられている（斎木,2014）。「原色高山植物」では、白バック写真が主であり、生態
写真は一部での使用に留まっている。その後、白バックのカラー写真は原色野外植物圖譜全４巻(牧
野,1932-1933)や原色日本野外植物図譜全 7巻（奥山,1957-1963)などで使用された。しかし当時、
複数の写真の位置やサイズを自由に組み合わせて図版をレイアウトすることは困難であり、これら

の図鑑では､一枚の図版の植物は一枚の写真上に同時に撮影せざるを得なかった。従って、異なる花

期の花や異なる生育地の植物を同一ページに掲載することはできなかった。また、根を含む植物全

体を掲載しているため、実物よりかなり縮小して掲載されており，細部の識別が困難であった。こ

うした理由から、学習図鑑での使用も、学研の原色学習ワイド図鑑（矢野,1973）で白バック写真
が用いられた程度で、その後同社から出版された植物図鑑でも、主にイラストが採用されるように

なった。 
	 カラーの生態写真が全面的にもちいられたのは学習図鑑では「旺文社カラー学習図鑑１ 植物」（庄
司ほか,1968）から、一般向け図鑑では 1974 年に刊行された「野草ハンドブック・１春の花」(冨
成,1974a)からである。後者の著者でカメラマンの冨成忠夫氏は、「野草ハンドブック・３秋の花」
で、「ボケを重視し、バックの表現に苦労する・・・以下略」と述べており、自分のねらいが素直に

出た写真として、バックのきれいにぼけた写真を挙げている(冨成,1974b)。これに対し、永田(1991)
は、周囲の環境も確認できる写真を多く掲載し「本書の狙いのひとつは植物の生えている環境も表
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現することである。」としている。 
	 その後、多くの図鑑は植物画もしくは生態写真を用い、白バック写真は少数派に留まっていたが。

しかし、スキャナーによる撮影とコンピュータによる画像処理の普及した結果、「葉で見分ける樹木」

(林,2004)が出版されて以降、急速に白バック写真を用いた出版物の数が増加した。現在は、これら
二つの方法が並び立つ状態と言える。 
	 このように植物図鑑に使われる写真は大きく変化、多様化している。本研究では、一般的な教員

が求める図鑑、すなわち植物の知識が乏しくても校庭に生育する植物の名前が同定できる図鑑の写

真とはどのようなものかを、写真のタイプとサイズの二つの観点から調べた。	

	

	

２．調査内容 

 

2.1	 調査時期 
	 2013年 5月 13日、5月 20日、5月 21日。 
 
2.2 調査対象 
 東京学芸大学および千葉大学

の教員免許取得を希望する学生

計234名（表１）を被験者として調

査、実験を行った。今回の調査

では、被験者が植物の名前を知

っていた場合、写真を見ずに植

物を同定できてしまうため、実験が成立しない。そこで、各社教科書に共通して掲載されている校庭の野

草 6 種について、被験者の知識を問うアンケートを事前に行った。その結果、被験者の野草同定能力は

一般に乏しく，実験に大きな影響のない範囲であることが確認できた（表２）。 

 
2.3 調査方法 
 オオイヌノフグリ、タチイヌノフグリ、カタバミ、ハルジオン、ヒメオドリコソウ、キュウリグサの 6 種について，

白バック写真・生態写真を、それぞれ実物大および実物の 1/2 倍に縮小して印刷したカードを準備した

表１：調査実施日，場所，人数 

   表２：代表的な春の校庭の野草６種についての被験者の知識 

実施日  実施場所  科目 人数
2013年5月13日  千葉大学  小学校理科教育法 62名
2013年5月13日  千葉大学  理科授業論 71名
2013年5月20日  東京学芸大学  中等理科教育法II 81名
2013年5月21日  東京学芸大学  自然探究実践法 20名
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（図１）。カードの大きさは、実物大写真で A4 サイズ、1/2 縮小の写真でハガキサイズとなった。 
 被験者(受講生）は 4 人一組の班をつくり、調査者が担当する受付で班ごとに、白バック写真・生態写真

を、それぞれ実物大および 1/2 に縮小して印刷したカードを 1 種類受け取った。被験者は、カードを見な

がら該当する野草を探した（図２）。発見した野草の一部を採取して受付に持ち帰り、調査者に見せた（図

３）。調査者は、被験者の同定結果を採取した植物片から判断し、正解の場合は次の 1 種類のカードセッ

トを渡し、再び野草を探させた。この作業を 6 種類について繰り返した。全ての班が 6 種類の野草を探し

終わった時点で 同定活動を終了した。 
  アンケート調査を行い、どのカードが野草を探すために適しているかを問うた（図４）。 

 

図１：生態写真 (A) と白バック写真 (B)。それぞれについて実物大と 1/2 縮小の 2 種類のカードを準備した。 

図２：カードを見ながら該当する野草を探す被験者      図３：受付で見つけた野草のチェックを受ける様子        
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３．結果と考察 

 
	 アンケート集計の結果、写真の縮尺については「実物大写真がよい」が白バック写真と生態写真

をあわせると 239人となり、「1/2縮小がよい」の 90人をはるかに越え、実物大写真の使いやすさ
が確認された（表３）。写真のタイプ〈白バック写真・生態写真）については「白バック写真がよい」

170人、「生態写真がよい」159人で、明確な差は見られなかった（表４）。 
	 これらの結果について、回答のコメント(表５）を分析したところ、写真のタイプと縮尺の特徴に
ついて、次のようにまとめることができ

た。 
（A）実物大・白バック写真は葉や花の
形がわかりやすい 
	 もっとも評価が高かった実物大・白バ

ック写真では、評価の理由として「葉や

花の形がわかりやすい」という意見が多

かった（回答番号 1,2,5,6,8）この意見は
他の三つの種類のカードでは全く見られ

ず、実物大であることと白バックである

ことの相乗効果であると推定できる。 
（B）実物大写真の長所は、形がわかり
やすい（回答番号 1,4,9）、大きさがわか
りやすい（回答番号 2,8,15)、細部まで見
える（回答番号 5,7,17)の３点である。 
	 これらの意見は、実物大・白バック写

真と実物大・生態写真に共通して見られ

たので、実物大写真の特徴と考えた。こ

の他、「大きくて見やすい」(回答番号
3,16)という意見もあったが、見やすいと
いう表現が曖昧で、何が見やすいのか判

断できなかったため長所としては取り上

表３：写真の縮尺による使いやすさの違い           表４：写真のタイプによる使いやすさの違い 

図４：アンケート用紙。(2)で二つ以上に〇を付けた被験者がいた

ため、表 3,4 で合計が被験者数 234 名を越えている。 

写真の縮尺  写真のタイプ 使いやすい(人) 使いにくい(人)  写真のタイプ  写真の縮尺 使いやすい(人) 使いにくい(人)
 白バック写真 132 42  実物大 132 42

 実物大  生態写真 107 32  白バック写真  1/2縮小 38 95
 合計 239 72  合計 170 137
 白バック写真 38 95  実物大 107 32
 生態写真 52 109  生態写真  1/2縮小 52 109
 合計 90 204  合計 159 141

 1/2縮小
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げなかった。他方、実物大写真の短所としては、陰や植物(背景）と重なって見づらい（回答番号
18,34)という感想が寄せられている。 
（C）生態写真の長所は、生えている場所の様子、生育環境がわかる（回答番号 12,29)、生え方が
わかる（回答番号 13,30)の２点である。 
	 生え方とは、直立型、つる型、匍匐型、

叢生型など草本の生活型にあたる概念を

表現したものと捉えた。これら生態写真

の長所は、そのまま白バック写真の短所

となっている。即ち、白バック写真では、

生育環境がわからない（回答番号 26) 、
生えている様子がわかりにくい（回答番

号 26）という感想が寄せられている。 
（D）縮小写真の長所は、小さな画像で
すむため、取り回し、持ち運びやすい大

きさにできること（回答番号 21,23,28)
である。 
	 逆に実物大写真では、大きすぎて使い

づらい（回答番号 9,19)。持ち運びにく
い（回答番号 10,20)という感想が寄せら
れている。こうした回答は写真そのもの

では無く、写真を印刷したカードの大き

さに対する感想であると考えられる。縮

小写真がハガキ大のカードに印刷されて

いたのに対し、実物大写真は A4サイズ
のカードに印刷されていたため、このよ

うな回答となったのであろう。もちろん

市販されている植物図鑑でも、図鑑の大

きさと写真の縮小の程度には強い相関が

あり、小さな図鑑ほど、図版を縮小して

印刷されている。 
	 以上の(A)-(D)の結果から、植物同定の
ための写真は、大きさは実物大が好まし

く、形を見せるためには白バック写真、

生えている環境を見せるためには生態写

真を用いるのが望ましい、ということが

できる。 
 

 
 表５：アンケート結果 
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４．おわりに 

 

	 一般に、理科の専任である中学教員でも野草の名前に関する知識は乏しく、「身近な自然の観察」

は、苦手意識をもつ教員の多い単元であった。したがって、これを教えなければならない小学校教

員の現状は深刻であることが推測でき、「身近な自然の観察」の学習が確実に行えるように、植物に

ついての基礎知識に乏しい教員でも容易に野草の同定が行える図鑑を開発する必要がある。現在、

野草図鑑において用いられる図版の多くは写真であり、初心者は写真と実物の絵合わせを行うこと

により、同定を行っている。従って本研究の結果は、同定しやすい図鑑の選択、制作に向けての重

要な知見であると考えられる。 

 

謝辞：本研究では、千葉大学における調査で同大学の山下修一先生に全面的なご協力をいただいた。

記して感謝する。 

	 本研究は JSPS科研費 24501081の助成を受けたものである。 
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タブレット端末を利用した 21 世紀型コミュニケーション力 

育成のための体験型研修教材の開発 
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Development of the Teaching Materials Using Tablet PC in Practical Training Programs to Cultivate 

Communication skills in the 21st Century 

	

Yuki KOBAYASHI, Masuo MURAI, Yukie SATO, Hitoshi NAKAGAWA and Hiromi WATANABE 

	

 

キーワード：21 世紀型コミュニケーション力，タブレット端末，体験型研修教材，開発 

	

本研究の目的は，タブレット端末を活用した２１世紀型コミュニケーション力育成のための体験型研修教材を開発すること

である。開発する体験型研修教材は，校内研修や教育委員会等主催の研修を支援することを意図している。研究の結果，

ⅰ）21 世紀型コミュニケーション力の概説，ⅱ）タブレット端末というツールの特徴，ⅲ）演習，ⅳ）演習のふり返り（グループ

ディスカッション），ⅴ）研修全体のまとめ（共有化）の 5 つから展開する研修内容を決定し，研修を支援するための研修用ス

ライド，研修用スライドの解説，研修の手引きの 3 つから構成される体験型研修教材を開発することができた。 

        	

 

                           はじめに    

	

	 財団法人コンピュータ教育開発センター（現：一般社団法人日本教育情報化振興会）では，21世

紀型コミュニケーション力は，学習指導要領の重要な視点である「言語活動の充実」に含まれると

捉え，2009 年度から 21 世紀型コミュニケーション力の育成に向けたプロジェクトを立ち上げ，研

究を開始している。筆者らも属する本プロジェクトでは，21世紀型コミュニケーション力を以下の

ように定義づけている。	

	 『小学校学習指導要領に対応させながら言語活動と情報活用能力をキーワードに，コミュニケー

ション力を「主体的に情報にアクセスし，収集した情報から課題解決に必要な情報を取り出し，自

分の考えや意見を付け加えながらまとめ，メディアを適切に活用して伝え合うことにより深めてい 

くことができる能力」と定義している。これをスキルの視点で捉えると，「人やメディアにアクセス

――――――――	 	 	 	

*茨城大学教育学部	 	 **金沢星稜大学	 	 ***放送大学	 	 ****日本教育情報化振興会 
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するスキル」「複数の情報から必要な情報を取り出し新たに情報を生成するスキル」「メディアを活

用しながら表現・交流し合うスキル」になる。このようなスキルは学校の教育活動全体を通じて身

についていくものであり，私たちはこれを端的に「21世紀型コミュニケーション力」と称すること

にした。（中川ほか,2011）』	

	 そして，全国の教員への実態調査や学習指導要領との関連から21世紀型コミュニケーション力を，

協調的段階としての「対話」「交流」と，主張的段階としての「討論」「説得・納得」の4つの段階

に整理し，一つの指針として21世紀型コミュニケーション能力表（図1）を作成している（同掲）。	

	

	

図1	 21世紀型コミュニケーション能力表	

	 	

	 さらに，21世紀型コミュニケーション力の育成という観点から，参加体験型の研修パッケージを

開発している（山本ほか,2013）。参加体験型の研修内容としては，近年学校現場で活用されること

が多い「パネル討論」「ブレーンストーミング」「KJ 法」「イメージマップ」「バズセッション」「ポ

スターセッション」といったコミュニケーション手法や思考ツールの6種で構成され，教師が研修

の中で体験・習得したものを，実際の授業の中で活用してもらおうという意図で開発されている。

「パネル討論」「ブレーンストーミング」「KJ 法」「イメージマップ」「バズセッション」「ポスター

セッション」は総合的な学習の時間での活用ばかりではなく，教科学習の中で活用される事例も確

認することができ，活用頻度の高さが予想できる（中川ほか,2012）。	

	 またコミュニケーション手法，思考ツールの活用とともに，急速に整備・活用されつつあるのが

タブレット端末である。文部科学省（2015）の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査

結果」によると平成27年度3月現在156,356台のタブレット端末が整備されており，平成26	年3

月の2倍以上となっている。タブレット端末は文部科学省（2011）が例示するように，個別・協働・

一斉のそれぞれの学習方法での活用が期待されるICT機器である（図2）。撮影・編集・発表（プレ
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ゼンテーション）を一台で行うことができるタブレット端末の整備台数は，今後も着実に増加する

と見込まれる。	

	

図2	 教育の情報化ビジョンで示されているタブレット端末活用の例 

	

	 このような現状から，本研究では，	21 世紀型コミュニケーション力を育成する新たな方向性と

して，先に示した「パネル討論」「ブレーンストーミング」「KJ法」「イメージマップ」「バズセッシ

ョン」「ポスターセッション」に加え，今後様々な学習場面での活用が予想されるICT機器である「タ

ブレット端末」の利用を考えるに至った。タブレット端末を利用して，21世紀型コミュニケーショ

ン力を育むための体験型研修教材を開発することで，今後の21世紀型コミュニケーション力育成に

寄与できると考えている。	

	

 

                           研究の目的 

	

	 本研究の目的は，タブレット端末を活用した２１世紀型コミュニケーション力育成のための体験

型研修教材を開発することである。開発する体験型研修教材は，校内研修や教育委員会等主催の研

修を支援することを意図している。 

 

 

開発方法	

	

想定する導入形態	

	 タブレット端末の整備及び活用が，自治体，各学校，教員個人などさまざまなレベルで進められ

ている。大阪府堺市のような教師一人一台環境の整備，茨城県古河市のような児童生徒一人一台環

境の整備など，一度に多数のタブレット端末を導入される事例も散見されるが事例としては一般的

とはいえない。大規模な整備の前に，財政面を考慮したりモデル校を設置して効果を検証したりし

ながら，各学校に10台程度から1学級分に相当する40台程度の導入が多く見られる。したがって，
開発する体験型研修教材においては，グループに 1台程度の整備形態を想定し開発を進める。 
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体験型研修教材の開発の手順	

（１）体験型研修教材の内容を決定する。21世紀型コミュニケーション能力表では，主として低

学年では「対話」と「交流」，主として中学年では「交流」と「討論」，主として高学年では「討論」

と「説得・納得」の力を身に付けることを目指すと示されている。そこで体験型研修教材の内容は，

上記3つのことがらを体験できる演習をそれぞれ開発する。演習1では対話と交流の体験を行う。

演習2では交流と討論の体験を行う。演習3では討論と説得・納得の体験を行う。	

（２）体験型研修教材で扱う教材を選定する。第一筆者は本教材作成にあたり,タブレット端末導

入校3校の情報担当者を対象にタブレット端末の活用状況に関する予備調査行った。その結果，カ

メラ機能の活用が多いことが明らかになった。したがって，体験型研修教材で扱う教材として写真

を用い,さらに研修の運営上,著作権の心配のない写真を採用することにした。演習1では，風景や

伝統行事等の写真を使用し，写真から感じ取れる日本の良さを伝え合う。演習2では日本各地の写

真を示し，グループ内で根拠を示しながら議論し場所当てクイズを行う。演習 3 では，4 枚の写真

を使用して仮に想定したある観光地の魅力を伝え合うプレゼンテーションを行う。	

（３）主として第一筆者が体験型研修教材を作成した後，現場教師・教育委員会関係者・教育学

研究者を交えた場で改善へのヒアリングを行う。また実際に本教材を校内研修や地域の研究などに

活用し，講師役を務めた方から再度ヒアリングを行い，妥当性を評価し改善を図る。	

	

	

体験型研修教材の基本方針	

	

	 体験型研修教材の基本方針を以下の3つに定めた。	

	

	 ①90分程度で「対話，交流，討論，説得・納得」4つのすべてを体験でき，分割実施もできる。 
	 ②研修までの準備が容易で，どのタブレット端末であっても本研修が実施できる。 
	 ③本教材に沿って行えば，研修担当者は研修を実施することができる。 
 
	 ①について，学校現場の日常的な業務を考えると 120分〜180分といった長時間の研修時間を確
保することは難しい。したがって，90分程度で 4つのコミュニケーションレベルを体験的に学ぶこ
とができるように基本方針を定める。 
	 さらに近年実施されている研修形態の中には，30分程度の短時間に実施できる研修を数回設定す
る事例もある。したがって「対話，交流」を体験的に学ぶ演習 1，「交流，討論」を体験的に学ぶ演
習 2，「討論，説得・納得」を体験的に学ぶ演習 3をそれぞれ各 30分程度で実施できるように設計
する。また，それぞれ独立したテーマを用意することで，研修を実施する側の事情により，取り組

む順序を変更したり，任意に演習を選択して取り組んだりすることも可能となるようにする。 
	 ②について，この研修を実施する場合，講師を担うのは情報教育担当者になることが多いと想定

できる。現状，情報教育担当者は，機器の整理や管理に関する負担が大きいことが明らかになって

いる（小林ほか,2007）。研修の実施に関わる負担感を少しでも軽減するために，容易に準備ができ
るようにする。また近年，全国的にタブレット端末の整備が進んでいるが，整備されるタブレット
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端末のOS（Operating System）はAndroid，Windows，iOSが混在している現状である。OSの
種類に依存せずに研修が実施できるようにする。 
	 ③について，研修用スライド，研修用スライドの解説，研修の手引きを準備し本教材に沿って研

修を行えば，研修担当者は研修を実施することができるようにする。上記の点を考慮して，研修は

以下のような展開（90分）採用した研修の枠組みを決定した。 
ⅰ）21世紀型コミュニケーション力の概説 
ⅱ）タブレット端末の特徴の説明 
ⅲ）演習 1 
ⅳ）演習 1のふり返り（グループディスカッション） 
ⅴ）研修全体のまとめ（共有化） 

	 例えば演習 3だけを使用する場合には，以下のような展開になる。なお，鉤括弧はスライドのタ
イトルを意味する。 
	 ⅰ）21 世紀型コミュニケーション力の概説として，「今なぜコミュニケーション力なのか」とい
う本研修が実施される社会的背景の説明，「21世紀型コミュニケーション力」の定義と対話，交流，
討論，説得・納得の 4つの段階の説明，「コミュニケーションツールとしてのOne of them」として，
タブレット端末を活用する際の指導目的の重要性について説明を行う。 
	 次に，ⅱ）タブレット端末の特徴の説明として，「タブレット端末」のツールとしての特徴や「活

用のバリエーション」「活用の段階」として，学習形態による活用の種類の説明を行う。 
	 ⅲ）演習 3として，4枚の写真（図3：http://www.photo-ac.comより）を使用して仮に想定した
ある観光地の魅力を伝え合うプレゼンテーションを行う。まず，研修担当者が事前に考えておいた

内容をプレゼンテーションし，想定する相手や観光地の特徴をどのように想定するかによって，プ

レゼンテーションは多様に考えられることを伝える。そして，演習3では相手が観光地を訪問した

くなるように説得・納得することが大切であることを説明して，研修参加者にプレゼンテーション

を即興で考えてもらい，実際にプレゼンテーションを行う。	

	

	  

	  
図3	 演習 3で使用する 4枚の写真 

演習 2，演習 3を繰り返す 
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	 ⅳ）演習 3のふり返りとして，①プレゼンテーションを考えるときに気をつけたこと，②他のメ
ンバーのプレゼンテーションを聞いて思ったこと，③考えられる他の学習場面の 3点についてグル
ープ内でディスカッションを行う。 
	 最終的には，ⅴ）研修全体のまとめとして，グループディスカッションで出された内容を共有化

し，研修担当者から今後の活用の見通しを述べる。 
 
 

体験型研修教材	

	

研修用スライド	

	 コミュニケーション力が求められる背景，21 世紀型コミュニケーション力の説明，研修の目標，

演習の際の指示や説明などが示されているスライドである（図4）。電子黒板やプロジェクター等の

大型提示装置に示すことで理解が促進されたり，視覚的に提示したりすることで研修担当者の指示

が明確になり研修が運営しやすくなる。	

	 また，研修スライドはMicrosoftのPowerPointで作成し，研修担当者がそれぞれの事情に応じて

変更できるようにした。	

	

	 	

図4	 研修用スライドの例	

	

研修用スライドの解説	

	 研修担当者が一人であっても研修を進行できる研修スライドの解説を作成した（図5）。研修用ス

ライドの解説は，研修を実施する際の指示，発問，説明や研修用スライドに付加するような情報（ポ

イント）が記載されている。	

	 また，研修用スライドの解説は，MicrosoftのPowerPointのノート機能を利用して作成し，対象

に応じて研修担当者が，加筆修正できるようにした。	
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図5	 研修用スライドの解説の例	

	

研修の手引き	

	 研修担当者が研修の時間配分や留意事項を参照できる研修の手引きを作成した（図6）。研修の手

引きは演習ごとに作成し，それぞれA4サイズの用紙 1枚に収まるように配慮した。A4サイズの用
紙 1枚に収めることで，研修の最中でも容易に内容が理解でき研修担当者を支援できると考えた。 
 

	 	  
図6	 研修の手引きの例 
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研修の実際	

	 	 平成 27年 8月末現在，6カ所にて開発した体験型研修教材を使用した研修が実施された。研修
主催者及び開催日時は次の通りである。大田原市教育委員会，平成 27年 7月 7日(火)・高森中央校
区，平成 27年 8月 4日(火)・岡山市立岡山中央中学校，平成 27年 8月 5日(水)・みやき町立中原
小学校，平成 27年 8月 26日(水)・仙台市立六郷小学校，平成 27年 8月 31日(月)・船橋市立総合
教育センター，平成 27年 8月 31日(月)。 
	 例えば，平成 27年 8月 31日の船橋市立総合教育センターで開催された研修では，演習 1と演習
2が用いられた。研修担当者からは，参加の反応などおおむね良好だったが，演習 2の場所当てク
イズで用いた写真には，答えを決定づける明確な根拠がないために，やや間延びする感じになって

しまったという意見や主張的レベルである「討論」を体験するためには，根拠が輻輳するようなし

かけが必要だという意見が出された。 
	 これらの指摘に対して，演習 2の場所当てクイズの際には，根拠が複数見つけられるようにタブ
レット端末で提示する写真資料だけではなく，地図帳などの資料を並行して用いるという改善の方

向性が考えられる。 
	 例えば，平成 27年 8月 31日の仙台市立六郷小学校で開催された研修（図7）の研修担当者から
は，それぞれの演習内容と対応するような授業場面の提示をすることで，授業イメージの獲得によ

りつながるのではないかという改善案が出された。すでに本教材の中には，各演習に 1枚ずつ授業
場面の写真が挿入されているが，研修時間とのバランスを考えながら，授業場面の写真をさらに多

く採用するという改善の方向性が考えられる。 
 

	  
図7	 仙台市立六郷小学校で開催された研修の様子	

	

	

結	 論	

	

	 本研究の結果，ⅰ）21世紀型コミュニケーション力の概説，ⅱ）タブレット端末というツールの
特徴，ⅲ）演習，ⅳ）演習のふり返り（グループディスカッション），ⅴ）研修全体のまとめ（共有

化）の 5つから展開する研修内容を決定し，研修を支援するための研修用スライド，研修用スライ
ドの解説，研修の手引きの 3つから構成されるタブレット端末を活用した体験型研修教材を開発す
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ることができた。 
 
 

今後の展望	

 
	 今後の展望として，研修担当者から出された案件を整理し，本教材を改訂していく必要があ

る。本研究にて開発した体験型研修教材を活用した研修受講者に対して，使用感や実際の授業への

活用などを調査し，本教材の評価を行う予定である。 
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小学校複式学級での環境・防災教育に関する授業実践の一例 

 

―― 鹿児島県瀬戸内町立嘉鉄小学校における教育ボランティア体験にもとづいて ―― 

 

野 澤 春 菜* ・伊 藤 孝**・小 松 隆 一*** 

(2015 年9 月15 日受理) 

 

 

Lessons on Environmental and Disaster Education by an Educational Volunteer in a Combined Elementary 

School Class: Case Studies from Katetsu Elementary School, Setouchi, Kagoshima Prefecture 

 

Haruna NOZAWA, Takashi ITO and Ryuichi KOMATSU 

 

 

キーワード：環境教育、防災教育、複式学級 

 

鹿児島県瀬戸内町立嘉鉄小学校における三週間におよぶ教育ボランティアの一環として、環境教育、防災教育に関する

２コマの授業を実施した。最初の授業では、通常は全く異なる気候・自然環境下に暮らし、奄美を訪れたことのなかった第一

著者が「外からの視点」で小学校周辺の自然・地形的特徴を眺め、その自然・地形・地質の貴重さ・特異性等を児童に伝える

よう様々な工夫を試みた。２コマ目の授業では、これら本地域の地理的な位置づけ・地形的特徴から想定される自然災害に

ついて児童とともに考える内容とした。授業を通して、普段児童が暮らす生活圏は亜熱帯特有の生物に恵まれていること、

嘉鉄集落が山に囲まれた小規模な平地のうえに発達しており、それを踏まえた自然災害への注意が必要であること、などを

ある程度実感させることができた。 

 

 

はじめに 

 

教科書に書かれている内容と普段毎日の生活のなかで目にする事象・できごと・地形等、それら

の関連性を明確に意識することは難しい。教科書に書かれていることは、なぜか、どこか遠くので

きごとと思ってしまいがちである。例えば、小学校での地学の分野として、現行の小学校学習指導

要領では、第５学年において、「B	 生命・地球」での「（３）流水の働き」の項に「流れる水の働き

（侵食・堆積）」、「雨の降り方と増水」等があり、流水の各種特徴を学んだうえで、河川に関連する

災害について取り扱うことになっている（文部科学省	 2008）。また、第６学年においては「B	 生命・

地球」「（４）土地のつくりと変化」において、「土地やその中に含まれる物を観察し、土地のつくり	 

                                                   
*鉾田市立大洋中学校	 	 **茨城大学教育学部	 	 ***鹿児島県瀬戸内町立嘉鉄小学校 
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	 	 	 	 	 図１ 嘉鉄湾と嘉鉄集落 
	 

や土地のでき方を調べ、土地のつくりと変化についての考えをもつことができるようにする」とあ

り、そこでは多くの人々が暮らす低地・台地のなりたちについても学習することになっている（文

部科学省	 2008）。しかし、教科書を順に学ぶだけでは、実際のところ、普段自分たちが生活してい

る場所が、教科書における学びのどのような場所にあたるのか、またそこではどのような自然災害

の可能性があるのか等、実感しつつ理解することは難しい。	 

そこで本研究では、豊かな自然に恵まれ、校庭の目の前が亜熱帯生物の豊富な遠浅の湾（図１）

という環境に恵まれた鹿児島県大島郡瀬戸内町立嘉鉄小学校（図２）において、地域の特徴を踏ま

えた環境教育・防災教育の一環として、授業実践を行った。ここでは、特に本校での三週間に及ぶ

教育ボランティア期間中に実施した２コマの授業について論ずる。	 

	 

	 

瀬戸内町立嘉鉄小学校の概要と教育ボランティアについて 

	 

瀬戸内町立嘉鉄小学校は、奄美大島本島で最も南に位置する小学校であり、瀬戸内町嘉鉄集落の

ほぼ中央にある（図２）。集落に面する嘉鉄湾から直線距離約50mの距離であり、校舎の二階からは

その嘉鉄湾を望むことができる。全校児童19名（滞在時現在）の小規模校で、基本的には	 １・２

年学級、３・４年学級、５・６年学級と、３つの複式学級の単位で授業が行われている。	 

今回、筆頭著者の野澤は、教育ボランティアとして嘉鉄小学校に3週間（2014年10月27日～11

月14日）滞在する機会に恵まれた。この期間、野澤は、小松が担任を務める５・６年学級において

補助としてT2の役割を担うとともに、最後二日間に研究授業を2コマ担当した。この５・６年学級

は、５年生１名、６年生７名の計８名（男子１名、女子７名）で、このうち、奄美大島以外で暮ら

した経験のある児童は合計３名である。	 
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図２	 奄美大島における嘉鉄集落の位置づけと地形：A.	 奄美大島における嘉鉄集落の位置（Google	 

Map を一部改変）、B.	 嘉鉄集落とその周辺の等高線陰影図（国土地理院・地理院地図を一部改

訂）、C.	 嘉鉄集落とその周辺の色別標高図（国土地理院・地理院地図色別標高図を一部改変）。	 

 

 

瀬戸内町立嘉鉄小学校における授業実践について 

	 

ここでは、野澤がT1として担当した２コマ分の授業実践について、その概略を述べる。	 

今回の２コマの授業実践では、亜熱帯における地域の地質的・地形的特徴を生かした環境・防災

教育をテーマとした。特に、小学校５年生理科「流れる水のはたらき」、６年生理科「大地のつくり

と変化」の単元につながる内容とした。１コマ目の授業は環境教育の視点、２コマ目は防災教育の

視点を中心に授業を構成し、２コマの授業を通して児童が自分の住んでいる地域を見つめなおし、

自然への畏敬の念を深めることを目標に設定した。また、自然から得ている恵み、一方で、災害の

もととなる自然の脅威についても考えられる内容とした。	 

（１）１コマ目の授業展開	 

この授業では、児童の住む奄美と筆頭著者野澤の故郷である茨城を比較するかたちで行った。と

くに、海に注目し、海の色・砂浜を構成するものの違いに焦点をあて、以下のような授業展開とし

た（図３）。	 

最初に授業の主題「身近な自然について考えよう」を提示した。５・６年の児童を対象に、事前
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に行っていた、嘉鉄または奄美大島の自然環境で良いところに関するアンケートの結果をランキン

グ形式で示した（図４-A）。アンケートでは、海がきれいと答えた児童が多かったので、海を導入と

した。次に、奄美大島と茨城の海の違いについて海の色、砂の色、砂に塩酸をかけたときの反応と

いう３つの項目に沿って考えさせた。海の色を比較する際には、２つの場所の写真を提示した（図

４-B）。砂については、嘉鉄湾と茨城の海岸からあらかじめ採取した砂を児童一人ずつに配り、実際

に見たり触ったりできるようにした（図４-C）。続いて、砂に塩酸をかけることで起こる反応から砂

の構成物を考えることとした。この実験は、児童を教室の前に集めての演示実験形式をとった。ワ

ークシート（図５）に基づき、奄美大島と茨城の海の違いについて各自考察する場面では、これま

で学んできた気候・生物などの科学的知識と観察結果を総合して考えるように指導した。各自考察

をした後、２人から３人のグループに分かれて結果・考察を話し合った。最後、本時のまとめとサ	 

	 

	 

	 図３	 １コマ目の指導案	 
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ンゴの生育環境の条件などから奄美大島の自然の特徴を伝えた。	 

（２）２コマ目の授業展開	 

本時も奄美大島と茨城を比較することで、奄美の特徴を明確にする構成とした。嘉鉄集落は嘉鉄

湾に面し、周りは山に囲まれ集落の標高は海抜２～３ｍである。きれいな海が近くにあり豊かな自

然に恵まれるが、その位置づけから津波・土砂災害等の対象地ともなる可能性がある。また、平成

23年には豪雨により嘉鉄集落も水害を受けた経験があることから、嘉鉄集落の地形的特徴をつかみ、

自然災害発生時の対応まで考えさせることをねらいとした（図６）。	 

	 

	 

図４	 １コマ目で使用した主なパワーポイントのスライド：A.事前アンケートのランキング、B.	 奄

美と茨城の海の様子の違い、C.	 奄美と茨城の海岸の砂の違いについての問いかけ	 

	 

	 

図５	 本授業で使用したワークシート（左が１コマ目、右が２コマ目）	 

	 



茨城大学教育実践研究 34 (2015) 

 - 204 - 

授業では、前半でパワーポイントを活用して、前回の復習、奄美大島と関東平野や茨城の位置関

係を確認するとともに、地形の相違点などについて時間をとって確認した（図７-A〜C）。ここでは

国土地理院のＨＰ（http://maps.gsi.go.jp/#15/28.139343/129.346547）から引用した標高ごとに

塗色された地図（以下、色別標高図と呼ぶ）を奄美大島全体と関東平野と2つ用意して、そこから

奄美大島の地形的特徴を観察した（図７-B）。色別標高図から地形的特徴を読み取れない場合を想定

して、衛星写真も用意した（図７-C）。次に、嘉鉄集落で想定される自然災害を考える（図７-D）と

っかかりとして、その色別標高図を提示した（図７-E）。そこで観察結果を２、３人の児童に発表し

てもらい、意見を共有した。奄美大島の周りには海があり、山が多いことを把握させた上で、本授

業の主題「嘉鉄で自然災害が起こったらどうしたらいいか考えよう」を再度提示した（図７-D）。ま

ず、自然災害にはどのようなものがあるか、児童に思いつくかぎりワークシート（図５）に書かせ

た。そして、児童が住んでいる嘉鉄集落で仮に自然災害が発生した場合に備えてしなければならな

いこと、また自然災害が発生した場合にするべきことを一人一人考えさせ、その後全体で発表しつ	 

	 

	 

図６	 ２コマ目の指導案	 
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つ考えを共有した（図７-F〜H）。最後に、瀬戸内町や嘉鉄集落などの自治体でとられている災害に

ついて備えの一例として瀬戸内津波防災マップ（図８）や地域生活支援ネットワークマップを紹介

し、皆で現物を見ながら確認した。	 

	 

	 

授業実践における児童の様子 

	 

（１）１コマ目の授業に対する反応（図10）	 

１コマ目の授業に対する児童の反応について、授業中の児童の様子や発言、および児童が記述し

たワークシートをもとに述べる。奄美大島の海と茨城の海の写真に基づいた色の違いに関しては、

奄美大島の海は、透き通っている水色、茨城の海は色が濃く深い色という意見がでた。砂の色につ

いては、奄美大島の浜の砂は白に近い色・薄茶色など、一方、茨城の浜の砂は黒っぽい色と感じた

ようだ。実際に２つの場所の砂を児童に一人ずつ渡すと、今まで砂の色は白っぽいのが当たり前と	 

	 

	 

図７	 ２コマ目で使用したパワーポイントのスライド：A.日本列島における奄美と茨城の位置確認、

B.	 奄美大島と関東平野の地形の比較（色別標高図）、C.	 奄美大島と関東平野の地形の比較（衛

星写真）、D.	 自然災害に関して考えを促す導入、E.	 嘉鉄とその周辺の色別標高図（図１-C と

同）、F.	 嘉鉄周辺の土砂くずれの例、G.	 学区内にある津波注意を促す標識、G.	 嘉鉄小学校前

にある津波注意を促す標識	 
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思っていた児童たちは、黒に近い色の砂を興味深く見たり触ったりした。どちらも海の浜の砂であ

るのに、どうして色が違うのかという問いを投げかけたところ、奄美大島の海にはサンゴがあると

気付いた児童もわずかにいたが、ほとんどの児童は考え込んでいた様子だった。茨城の黒っぽい色

の砂を観察していた児童が、自らの経験から磁石を近づけたところ、少し引き寄せられ、砂鉄が含

まれているということを見つけ出した。	 

砂に塩酸をかけて、構成物を推測する演示実験の際には、児童は「砂から泡がでる！」と声をあ

げて驚いていた（図10-C）。改めて奄美大島の砂の色はなぜ白に近い色なのかという発問をしたが、

すぐにサンゴがあるという意見が出てこなかった。サンゴ起源の砂であるから塩酸と反応するとい

うことを導く説明が不足していたと考えられる。そこで、海にすむ生き物や海水の温度などの観点

から考えるよう指示した。すると、海水の温度が茨城と比較して奄美大島では高いので、海にすむ

プランクトンがちがうのではないかという意見がでた。	 

授業の最後に、海水の温度や海の深さ、海がきれいであることなどの条件が奄美大島にはあるた

め、サンゴが生息しそれらが浜の砂になっていることを伝えると、少し驚いた様子が見受けられた。

児童にとって身近な海を題材としたが、当たり前だと思っていた海の風景は、ほかのところと比較

すると全く違うというこちらの意図をうまくつかんでもらえたと感じた。また、塩酸を使った実験

をしたことで、更に興味を持って観察をしていた。	 

（２）２コマ目の授業に対する反応（図11）	 

２コマ目は、前半はパワーポイントを使い、色別標高図や航空写真を活用した（図７）。最初に奄

美大島と関東平野の２つの色別標高図の読み取りをし、気付いたことをワークシートに記入すると

いう活動を行った。凡例を見ながら考えるように伝えたが、標高図に親しみがないのに加え、凡例

の見方についての説明が足りなかったこともあり、考え込んでしまう児童もみられた。自然災害に

はどのようなものがあるか、という問いかけに対しては、地震、津波、土砂崩れ、台風、竜巻、水

害などのほかに、大雪という奄美大島では起こる可能性の低い災害も挙がった。授業の中盤では、

前半で扱った色別標高図の読み取りを踏まえ、嘉鉄集落の地形的特徴を確認した。すなわち、嘉鉄

集落は海に近く集落中心部の標高が海抜１～２ｍである、海に面している南以外の三方は急峻な山

に囲まれているなど、集落とその周辺の地形的特徴と関連付けて、嘉鉄集落で警戒すべき自然災害

について考えた。その結果、津波や水害が発生した場合には集落全体が飲み込まれる、プールのよ

うになってしまう、また土砂崩れの場合には山が崩れて道路が通れなくなる、などの被害が挙がっ

た。一方で、指導者側の前半の色別標高図の説明不足などから集落の地形や災害のイメージがうま

くつかめなかったと考えられるような意見もあった。災害に備えてやっておくべきこととして、防

災グッズの準備や避難経路・場所の確認など、学校での避難訓練などでの体験も踏まえ、皆理解し

ていた。実際に災害が発生した場合に取るべき行動としては、地震が起きた時は頭を守るなどの初

期の対処法や公民館に避難する、津波が来たら高いところ（近くにあるマネン崎展望台、権現山、

ハートの見える丘など具体名も挙がった）に避難する、地域の人と助け合って避難するという意見

が出た。児童のうち６名は津波が発生した場合の行動について記述しており、日ごろから海が身近

にあること、東日本大震災における津波の映像が鮮明に記憶に残っていることなどがうかがえた。	 

自治体で取られている災害対策として、今回は瀬戸内町が作成している瀬戸内津波防災マップ（図

８）と嘉鉄地区地域生活支援ネットワークマップを用いて全員で確認した（図11-E）。防災マップ	 
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図８	 瀬戸内津波防災マップ（清水地区、嘉鉄地区、蘇刈地区、伊須地区）（https://www.amami-	 

setouchi.org/sites/default/files/-4.pdf）	 

	 

	 
図９	 瀬戸内津波防災マップの嘉鉄地区の拡大図（出典は図７と同）	 
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図10	 １コマ目の授業の様子：A.	 パワーポイントを活用し、授業の導入をしているようす、B.	 奄

美と茨城の海岸の砂を観察している児童のようす、C.	 奄美と茨城の砂に塩酸をかけてみる演

示実験をしているようす	 

	 

	 

図11	 ２コマ目の授業の様子：A.	 パワーポイントを活用した、奄美と茨城の位置の確認、B.	 気付

いた点を説明している児童のようす、C.	 ワークシートに取り組む児童、D.	 グループごとに意

見交換をしているようす、E.	 瀬戸内津波防災マップの現物を用いて、その見方を解説、F.	 嘉

鉄地区地域生活支援ネットワークマップを見ながら、気付いた点について意見の交換	 

	 

を初めて見た児童も多く、防災マップ中の航空写真や地図に自分の家が写っていたこともあり、土

砂崩れが起こったら自分の家が飲み込まれてしまう、など想像しながら興味を持って見ていた。	 

最後に嘉鉄小学校付近の標高についてのクイズをした。小学校の校門の近くにある電柱に掲示さ

れている津波警戒用の標高の写真を撮影し、数字の部分を隠して使用した（図７-H）。毎日、その前

を通って通学しているにもかかわらず、多くの児童が正しく答えられず、そのことを児童自身驚い

ているようであった。	 

授業後の児童との会話では、今回の授業を通して災害について改めて考えることができた、嘉鉄

集落は土地が低いので津波に充分気をつけないといけないことが分かったなど、こちらの意図を理

解してくれた児童がほとんどであることがわかった。しかし、ワークシートの児童の記述を見ると、

考えをうまくまとめられなかったものも見られ、また感想には災害の勉強は難しいという意見もあ
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り、今後、授業の組み立て方・授業法の改善が必要であると考える。	 

	 

	 

おわりに 

	 

児童が普段学ぶ教科書は、その性格上、一律的なものが多く、必ずしも地域の特殊性に配慮され

たものではない。また我々は誰しも毎日目にしているものについては、そのすばらしさ・貴重さ等

に、鈍感になっており、目の前にいかにすぐれた素材があったとしても、気付かないことも多い。	 

これらの点を踏まえ本試みでは、奄美に初上陸した筆頭著者が素直に感動した点を中心に据え授

業を組み立て、「外の視点」を重視し、授業を組み立てた。また、１コマ目では、人間が自然から受

けている恩恵を意識できること、２コマ目では、一方の「脅威として自然」を意識できることにも

注意して構成した。	 

上で述べたように児童の理解はかなり深められたが、授業構成・授業法についても数多くの反省

点を残すこととなった。この経験を踏まえ、今後、「環境教育・防災教育と連動した教科横断型の総

合学習教材の開発」、「自然災害に対する防災や減災の意識を高め、かつ持続可能な社会のあり方を

模索できるような自然科学リテラシーの醸成」につとめていくつもりである。	 
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富士山をフィールドとした多面的学習プログラムの実践−１ 
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Takashi ITO, Shin-ichi KAMIKURI, Naoki KATAGUCHI, Hisashi OTSUJI and Hiroshi HASHIURA 

	 

 

キーワード：富士山、スケッチ、地学、美術 

	 

平成26 年度茨城大学教育学部の授業「地学野外実習」を、富士山をフィールドにして実施した。今回は、地学的な要素に加

え、美術の要素も盛り込んだ内容とし、特に、プロの画家でもある美術科教員の指導のもと、遠方より富士山の地形および周

辺環境をスケッチし、それがフィールドでの観察にどのような影響を及ぼすか、という点に注目した。受講学生が提出したレ

ポートにより、スケッチの実施がその後のフィールドでの観察の際、視点の明確化等に大きな働きをもつことが示唆された。 

        	 

 

                           はじめに 

	 

義務教育課程において、スケッチは主に図画工作および美術の分野で扱われている。中学校学習

指導要領解説美術編（文部科学省、2008a）では、「スケッチの活用」がまとめられており、その一

つ目として、「自然や人物、ものなどをじかに見つめて、諸感覚を働かせ、様々な視点から対象をと

らえて描くスケッチ」と挙げられている。さらにこれについて、「自然や対象の美しさ、造形的な面

白さ、情緒、生命感やものの存在感、美の感動や不思議などを感じ取ることを大切にする」と続く。

このように、「対象をとらえる」重要な手段として、スケッチの活用が推進されている。	 

科学の分野でも「絵画が科学であったフィレンツェ派（塩野、2009）」の流れを汲み、デジタル技

術が進んだ今日においても、スケッチは自然誌分野の調査・研究における基礎として認識され、重

要な位置を占め続けている（例えば、盛口、2012）。ただ、学校教育における理科としてスケッチが

扱われるのは、少なくとも小学校と中学校の学習指導要領および同解説において、中学校理科の第

二分野、（1）植物の生活と種類においてのみであり、地学の分野での扱いはなされていない（文部

                                                   
* 茨城大学教育学部 
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科学省、2008b）。高等学校の理科ではスケッチは再び扱われなくなり（文部科学省、2008c）、現在

の大学生の多くは自然科学的なスケッチについてほとんど学んでいないと言ってもよいだろう。	 

近年、特に小学校低学年の児童に対しては、事物の観察にスケッチはかならずしも有効ではない

という問題提起もなされている（藤川・林、2015）。そこでは、児童が絵を描くことに多くの時間と

エネルギーを費やしてしまい観察対象を見ること自体の時間は長くない、（観察の）対象物自体より

も周辺の無関係のもの（例えば、植物で言えば鉢植え）を先に描き始める等、理由が挙げられてい

る。対案として、スケッチを行わず文字による記録を取ることで、対象の観察が深まるということ

が、児童の用いる語彙・文節数などを根拠に主張されている。また、高野（1965）は、小学生、中

学生、高校生、大学生の観察能力に着目し、「観察能力の発達速度は年齢の定数乗に反比例する」と

指摘している。一方、発達段階にかかわらず、スケッチを行うことが観察の深化等にどのような効

果を発揮するかという点を、定性的・定量的に論じている研究は見当たらない。ここでは、平成26

年に茨城大学教育学部授業「地学野外実習」において、富士山の地形および周辺環境をスケッチす

るという行為が、各観察地点における自然科学的な観察活動や富士山のイメージの醸成等にどのよ

うな影響を及ぼすか、という点を中心に考察した（図１）。	 

	 

 

図１	 科研費研究「富士山をフィールドとした多面的実践学習プログラムの開発とそれによる

教科間相互作用」の概念図（伊藤ほか、2013）：本論文では、特に、地学と美術の教科間相

互作用について検討した（図中の薄いオレンジ色枠の部分）。	 
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平成 26 年度地学野外実習について 

	 

平成26年度の「地学野外実習」を受講したのは、茨城大学教育学部の２年生３名、３年生５名、

４年生２名の計10名であった（学生A〜J）。選修・コースごとの内訳は、教育基礎１名、社会教育

１名、理科教育３名、環境コース５名である。	 

富士山をフィールドにした「地学野外実習」は平成23年にも実施しており、その概要は伊藤ほか

（2012）として公表済みである。平成26年度の野外実習ではほぼ同様の観察地点を設定したが（図

２）、地学系の研究室に所属する三年生３名（理科教育2名、環境コース1名）のゼミ活動の一環と

して行った富士山に関する調べ学習および現地における予備調査（図３）を踏まえ、数地点、観察

候補地を追加した。今回の実習で使用した巡検案内書の基本部分は、このゼミ活動の成果である。

なお、この３名（学生A〜C）は実習にも参加した。	 

本実習は、平成23年度と同様、事前指導・野外実習・事後指導の三つに大きく分けられる。事前	 

 

 
図２	 「地学野外実習」における観察地点（Google	 Mapを改変）：地点のポイントがオレンジに塗

色されている場所は、実際に訪れることができたところ。オレンジの枠で囲まれている地点は、

富士山のスケッチを実施した地点。	 
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指導は、本実習に関する事務的なアナウンスも含め、平成26年６月20日、７月２日、７月17日、

８月６日、９月12日に実施した。この事前指導に関して平成23年度と大きく異なる点は、事前指

導の最終回となる９月 12 日までに小山（2013）を精読してくることを課題としたこと、また 9 月

12日の時点における受講学生それぞれの「イメージの富士山」を描いてもらった点である。ここで

は、写真等を参照せず、受講学生の頭のなかの「富士山」を描くこととした。具体的には、まず30

秒間目をつむり「自分の富士山像」をイメージしたのちに、それを20分間で12色の色鉛筆を用い

て表現した（図４、５）。そのあと５分程度で、箇条書きで文章でも表現した（表１）。	 

野外実習は平成26年９月16日から９月20日間、４泊５日の行程で行った（図２）。現場の観察

に関しては前回と同様であるが、今回は、初日・最終日に富士山の全体像を描くスケッチを実施し

た。（図２、４、６）。特に、初日のスケッチはプロの画家でもある美術科教員の指導により行われ

た。厳密に言えば美術におけるスケッチと自然科学におけるスケッチは異なるが、ここでは、そこ

にはこだわらず、これまでの経験に基づく素描（写生）としてとらえることとした。また、美術科

教員、後半合流した理科教育教員は、各地点へ可能な限り同行し、自然科学的な観察のようすを参

与観察するとともに、美術や防災教育の視点から補足説明を行った（図７）。夕食後は、平成23年

度は基本自由行動としたが、平成26年度は宿泊先で研修室を確保し、全員が集まり、巡検案内書、	 

 

 

図３	 「地学野外実習」に先立ち実施した予備調査のようす：A.伊豆半島と本州の衝突を実感（神

縄断層：Stop	 0）、B.	 宝永噴火の噴出物のはぎ取り標本（玉穂桜公園、Stop	 28）、C.	 三島溶岩

に見られる柱状節理（景ヶ島渓谷、Stop	 32）、D.	 スコリア層の観察（太郎坊：Stop	 27）	 
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図４	 「地学野外実習」における受講学生のスケッチ：学生A〜Cは３年次のゼミ活動として富士山

の学習と現地における予備調査を実施した学生。学生D〜Jは本実習のみの受講学生。	 	 
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図４	 つづき	 

	 

	 

図５	 「富士山のイメージ」のなかに描かれた宝永火口と宝永山	 

	 

地質図、富士山関連図書、インターネット等用いて、当日に観察した事項の復習・まとめの時間と

した。	 

	 事後指導は二度計画され、初回は実習から10日経過した９月30日に実施した。平成23年度のよ

うなモデル実験（伊藤ほか、2012）は行わず、実習中に撮影した写真等を用い、地質学的な観点か	 
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図６	 「地学野外実習」におけるスケッチのようす：A〜E は実習初日の本栖湖畔（Stop８）、F〜H

は実習最終日の御殿場市国立中央青少年交流の家、A.スケッチのようす、B.スケッチの際、観光

客とのやりとり、C.	 美術科教員もスケッチを開始、D.	 美術科教員によるスケッチに関するまと

め、E.	 自ら描いたスケッチと記念写真、F〜G.	 スケッチのようす、H.	 富士山を背景に記念写真	 
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表１	 受講学生の富士山に対するイメージ（実習参加前および実習参加約１年後） 
学生	 実習前	 約 1 年後	 

学生A	 

・宝永火口、宝永山	 

・樹海	 

・登山道	 

・言葉にすると「雄大な自然の芸術」となる	 

・黒色寄りの色	 

学生B	 

・円すい形	 

・宝永火口と小御岳	 

・湖に映る逆さ富士	 

・山頂に残る雪	 

・スコリアが多く、荒々しい	 

・湧水が生活に使われたり、古くから人々の信仰の対象であっ	 	 

	 	 たりするなど、人々の暮らしと深く関わっている	 

・雲がかかっている時間が長い	 

・噴火によって、昔の人々を苦しめてきた	 

学生C	 

・空の上という、人が至ることができないところにある	 

・神々しさ	 

・恐ろしさ	 

・一言でたとえるならば、両親のようなイメージ	 

・人々の生活に密接に関係	 

学生D	 （当日欠席）	 ・時と共に変化してきた自然にできた美術品	 

学生E	 

・夏は全体的に黒く、冬は雪に覆われている	 

・下の方は森に覆われている	 

・登っている人がいるはずだが、見えない	 

・山頂は、くもりだと雲で見えない	 

・近そうに見える	 

・飛行機からみると案外小さい	 

（回答なし）	 

学生F	 

【山】	 

・青くて形がきれい。	 

・見る方向によって姿がちがう。	 

・岩やら石やらの道でごつごつ	 

・上部は木がなくて岩と空！という景色が広がる	 

・冬が長い。地上よりも早いうちから雪化粧をまとう。	 

【周辺】	 

・湖もある。滝もある	 

・観光ガイドブックなどの写真によくのっている	 

・すその周辺の紅葉がキレイ	 

・高速道路は、山を避けるようにくねくねした形で通っ	 

	 	 ている	 

・樹海がある	 

・湾の近くにある	 

	 

・変わりつつある、時間軸のある断面	 

・岩だらけの斜面にへばり付くように高山植物が生えている	 

・日本のトレードマーク、日本人の心の中でのシンボル	 

・富士山と地域との強い結び付き	 

・特別な山	 

学生G	 

・上部は雪や雲などで白い	 

・中央部は木などがなく水色	 

・下部は森林などで薄緑色や緑	 

・周りには湖や川があるので景色が素晴らしい	 

（回答なし）	 

学生H	 

・雪におおわれているところ	 

・山全体のイメージは青で、たてにすじのような線が入	 

	 	 っていって、ところどころまだらもようがある	 

・山の端は、ふもと付近が木々に覆われているというイ	 

	 	 メージで緑、その上は茶色	 

・夏、山頂部分に雪がかかっていない	 

・形は三角ではなく、側火山である宝永山が存在する	 

学生I	 

・雪のまわりからやや下にかけて雲がある	 

・白い部分の下は青いイメージ	 

・裾部分は緑がちらほら	 

・山頂部分平等ではなく凹凸している	 

・富士山の傾斜も真っ直ぐでなく、凹凸がある	 

・意外に傾斜がゆるやか	 

・山体は、噴火口や他の火山の影響で急な斜面である	 

・あまり高い位置ではない場所に霧のような雲が見られる	 

・富士山の下腹から中腹は青から緑のイメージに変わった	 

・思っていたよりも木が生えている	 

学生J	 
・ドーンと中央にある	 

・グラデーションがかかってる	 

・規模がとても大きい	 

・地域の生活に密接に関係している	 
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ら実習の振り返りを行った。また、美術科教員により、富士山が描かれた代表的な美術作品の紹介

も併せて行った（図８）。ここでは、高階ほか（2013）を中心に、世界的に知られている葛飾北斎の

『冨嶽三十六景	 神奈川沖浪裏』をはじめ、「日本絵画に見る富士」、「信仰における富士」を紹介し、

解説することで、スケッチとはまた違った美術的な視点を提示した（図８）。二度目の事後指導は、

実習から約２ヶ月経過し、各自実習のレポートも提出した後になる11月17日に実施した。この回

は国語科教員により、久保田（2013）を中心に、富士山に関する文学作品に関する解説が行われた。	 

最後に、野外実習の実施から約１年経過した平成27年８月初旬、電子メールにて、その時点にお

ける富士山のイメージを尋ねるメールインタビューを実施した。設定した期限までに、受講学生10

名中８名から回答があった。その結果は事前の富士山のイメージと併せ、表１としてまとめてある。	 

 
	 

提出レポートにおけるスケッチ関連の記述 

 

ここでは、授業の課題としたレポートのなかから受講学生によるスケッチ関連の記載を抜粋し（表

２）、スケッチを実施した効果、富士山のイメージの変化等について考察する。	 

スケッチに関する記述は大きく６つに分類できる。まず、一箇所に長時間（初日は約1.5時間、

最終日は約１時間）留まり、富士山を観察したことで、「改めて気付いた点」があると受講学生が感

じているということである（表２−A）。気付いた点として、雲の流れの速さ（天気の移り変わり）（４

件）、山肌の質感（１件）、森林の範囲（１件）、町の広がり（１件）、山の傾斜（１件）、山のかたち

（１件）が挙げられた。初日の雲がかかった富士山のスケッチを反映してか、雲の流れの速さに関

する記述が最も多かった。このように気づきを多数意識でき、多角的な視点が得られるという点は、

野外で対象を観察しつつスケッチするメリットの一つであろう。この対象を観察しつつスケッチす

るという行為そのものの効果として、「結果的に自然科学的な現象の理解に繋げることができる」、

「多々ある情報を選別し、焦点化ができる」（表２−B）と総括しているものもあった。また、スケッ

チに続くそれぞれの地点における観察によって、スケッチでは何気なく描いた平面・斜面等に、地

質学的な意味が潜んでいることを知り、驚く様子も読み取れた（表２−C）。	 

事前指導の際「イメージの富士」を明確にしておくことに関しては、３件の記述がある（表２-D）。

「イメージの富士」を描くことは、受講学生自身の富士山像を整理することに役立ったばかりでは

なく、野外観察への動機付け、観察対象である富士山への興味・関心の醸成という意味で有意義で

あったようだ。また、「イメージの富士」を明確にしておくことで、「イメージの中のお椀型の富士

山と、実際に見た壮大で荘厳な富士山の両方が重なることで、富士山を特別「美しい」と感じるの

ではないか」と、「美」について踏み込んだ記述も見られた（表２−E）。	 

「地学野外実習」に美術の先生が同行しスケッチの実習をすることに関連して、１件のみではあ

ったが、「地学的な観点と美術的な観点を合わせることの面白さに気がつくことができた」というポ

ジティブな記述があった（表２−F）。画家でもある美術科教員が実習初日に受講学生と同じ条件でス

ケッチを行ったことで、少なからず、刺激を与えることができたと考える。同じ観察対象を設定し

ても、画家が描いたスケッチと自身のそれとは明確な捉え方の違いがあることに気付いたであろう。

ただ、美術科教員は初日と二日目のみの同行であり、初回のスケッチを共にすることが関わりのほ	 
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とんどであったため、現地での絵画鑑賞など、美術的な観点の学習については次回への課題となる。	 

以上、課題レポート中におけるスケッチ関連記述から判断すると、中学校学習指導要領解説美術

編（文部科学省、2008a）でまとめられている「スケッチの活用」のように、受講学生は自然をじか

に見つめて、諸感覚を働かせ、様々な視点から対象をとらえて描くことができていると思われる。

さらに自然や対象の美しさや面白さ、情緒、生命感やものの存在感、美の感動や不思議などを感じ

取ることができたと思われる。少なくとも大学生のレベルでは、藤川・林（2015）で問題にされた

ような「絵を描くことに多くの時間とエネルギーを費や」す割には、「観察対象を見ること自体の時

間は長くない」にはあたらない可能性がある。今回、「スケッチすることに多くの時間とエネルギー

を費やした」が、そのコストに見合う、観察課題の抽出、観察対象に対する新たな気づき等、多数

の正の側面が得られたように思われる。	 

 

 

美術の視点からみた今回の試み 

 

ここでは主に、受講学生によるスケッチ（図４）および記述（表１、２）などをもとに、美術的

な視点から、イメージの富士山、現地でのスケッチについて考える。	 

	 

表２	 提出レポートにおけるスケッチ関連記述の抜粋 
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まず、スケッチについてであるが、これまでにも美術的なスケッチ、自然科学的なスケッチと記

しているように、その用途、目的によって捉え方が違ってくる。一般的に、いわゆる美術的なスケ

ッチは、対象から受けた作者の感情的（あるいは主観的）観察による内的イメージを表出した描写

と捉えられる。一方、自然科学的なスケッチは、同じく対象から受けた観察者の観測的（あるいは

客観的）観察による具体的正確性を備えた描写と言えるだろう。両者にとって、感情的、観測的観

察が相互に働きつつも、視点の違いによる特性が生ずる。	 

	 事前指導におけるイメージの富士山と野外実習における富士山のスケッチの違いを見れば明らか

なように、実習中のスケッチにおいてはイメージの段階では見受けられない当日の気象状況や周辺

環境の影響が顕著に画面上で捉えられている。近景に当たる湖や刻々と変化する山腹にかかる雲の

様相は、スケッチとして画面を構成するにあたって、この上ない現実性をもたらしており、観測的

観察が生かされている。反対に、イメージの富士山で描かれている太陽の位置などは現実のもので

はない。観察対象として富士山を捉える上で、この観測的観察により描かれた、周辺にある一見「無

関係」とされるもの（ここでは天候や麓の木々や湖等）こそ、より多角的な視点を持つための重要

な要素と言えるだろう。「約１年後の富士山のイメージ（表１）」において、「地域の生活との結び付	 

 

 
図７	 教科間交流のようす：A.理系の受講学生と美術科教員のスナップショット（富士宮口五合目）、

B.	 スコリア層観察ようすを美術科教員にも見て頂く（太郎坊、Stop	 27）、C.	 防災教育の観点か

ら宝永噴火を振り返る（伊奈神社、Stop	 23）、D.	 理科教育を専門とする教員による説明を聴く

（伊奈神社、Stop	 23）	 
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き」について４件記されているが、対象の周辺にあるこの「無関係」のものによって、より人間（あ

るいは自身）との結び付きを意識することができたのではないかと推察する。学習者と対象物とを

媒介するものとして、「無関係」とされる周辺環境への認識が、その気付きの一因になったと考える。	 

	 美術的に見れば、「山肌の質感」（表２）について述べた学生がいたことは見逃せない。対象を見

るだけでなく、実際に足を運んで直に触れた者にしか得ることができない「感覚」であり、その感

覚こそが、表現において重要な、現実性（リアリティー）の創出に欠かせないものだからである。

富士山を大胆にデフォルメして描いた片岡球子（1905〜2008）に見られるように、現場で身体ごと

実感して対象を捉えようとすることで、「対象の本質を探り求める」（中村、2015）ことができるの

ではないだろうか。写生における再現的意味合いを薄め、「対象から感受した印象を強く表出」（土

岐、2015）させることで、対象を捉える側の感情的観察が画面に反映された、代表例である。今回

の実習では、このような作者の内的イメージを強烈に反映させたスケッチは見受けられなかったが、

実習最終日の学生 J（図４）のスケッチにある、山の起伏を表現した強い線は、単なる描写力の欠

如ではない、確かな感受性が反映されている描写と言えるだろう。	 

	 現場では実習初日と最終日にスケッチを行ったが、両者の違いから、５日間の実習を通して得た

知識や感覚による捉え方の変化を見て取ることができる。特に、最終日のスケッチに描かれた宝永

山の突起は、各自が明確な意識を持って表現したと言ってよい。そこでは、現場へ赴いた実感と、	 

 

 
図８	 事後指導の一環として行った富士山をモチーフにした芸術作品の鑑賞：当日使用したスライ

ドの抜粋	 
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実習の中で得た様々な学びが、確信的な描写につながっていると推察できる。これは、先に述べた

感情的観察と観測的観察が、相互に働きかけた結果と言える。ちなみに、事前指導の際、イメージ

の富士山として宝永火口と宝永山を描いた受講学生がいたが、そのうちの２名は文字による記述で

も「宝永火口」「宝永山」と明記している（図５、表１）。彼らが事前に調べ学習や現地での予備調

査を行っていたことで、すでに富士山の地形や成り立ちについての知識を持ち、視点の焦点化が行

われていたと捉えることができる。	 

今回、事前学習段階で絵画作品の鑑賞を取り入れていないこともあり、受講学生にとって、富士

山の「美」に関する意識はそこまで高くなかったと言える。ただ、美術科教員が同行し、スケッチ

を連続的に行ったことで、美術的な意識が加わったことは間違いないだろう。当然ながら、本格的

に美術を学んでいる学生ではないため、造形的な要素を含んだ、いわゆる美術的なスケッチを見る

までは至らなかった。受講学生の学習状況からして、いわゆる自然科学的なスケッチに傾斜したこ

とは言うまでもない。それぞれの視点において、対象を捉えるポイントが違うことは明らかであり、

偏りがあって当然である。しかし、スケッチによる動機付けは今までにないという意味でインパク

トがあっただろうし、また、現場で描いたことによって、イメージと実際のギャップを目に見える

かたちで感じ取ることができ、考察をより深い位置へと導けたと思われる。 

以上のことから、今回のスケッチによる試みが、対象物である富士山に対する①多角的な視点の

取得、②興味・関心の醸成、③学習における他分野（美術）との接続に寄与したと判断する。	 

 

 

まとめ	 

	 

平成28年の「地学野外実習」は再び富士山をフィールドに実施予定である。その際は、今回事前

学習では扱わなかった富士山に関する美術・文学作品を積極的に教材として取り入れ、野外観察を

実施する予定である。地学と芸術を接続し、より多面的な学習の場を創出することで、その教育的

な効果を測る計画である。また、それ以外の機会では、野外実習で地学的な観察を行うことが、芸

術表現にどのような影響を及ぼすか、美術科の学生を対象として、筑波山をフィールドに実施予定

である。ここでは、今回扱ったスケッチについての考察を深めるとともに、教科間相互作用が成し

得る教育的な効果について検討したい。	 
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グループ･アプローチ・エクササイズの下位分類に関する一考察 

 

―― 構成的グループ・エンカウンター、グループワーク・トレーニング、インプロを比較して ―― 

 

正 保 春 彦＊  

(2015 年9 月15 日受理) 

 

 

A Studｙ on the Classification of Group Approach Exercises 

 

Comparison of Structured Group Encounter, Group Work Training, and Improvisation 

 

Haruhiko SHOBO 

 

 

キーワード：構成的グループ・エンカウンター，グループワーク・トレーニング，インプロ 

 

現在、学校現場では子どもたちの人間関係をめぐるさまざまな問題が生じており、それらに対応する手段としてグループ・

アプローチが活用されている。グループ・アプローチにはさまざまな技法があるが、それらの活動は大きく分けて、かかわる

活動、知る活動、表現する活動の 3 つに大別されると考えられる。本研究では、構成的グループ・エンカウンター（SGE）、グ

ループワーク・トレーニング（GWT）、インプロを例に、それらの諸活動に上記の3つの側面がどれくらい含まれているかを検

討した。その結果、3つの活動はそれぞれ共通してかかわる活動に支えられながら、SGEは知る活動が過半を占めつつ、か

かわる活動も大きな割合で存在していた。反対にGWTはかかわる活動が過半を占める一方、知る活動も一定の割合で存在

していた。インプロは表現する活動が中心で、残りはすべてかかわる活動で知る活動は全く含まれなかった。学校現場では

さまざまな活動を折衷的に行わざるを得ないことがしばしばあるが、そのような場合に、これらの 3 分類はグループワークの

機能を理解する上での助けになることが考察された。 

 

 

はじめに 

 

1.学校現場におけるグループ･ワーク	

	 学校現場で不登校やいじめ等が問題になってから既に久しい。これらの問題の背景にはさまざま

な要因があると考えられるが、その中の主なものとして子どもをめぐる人間関係の変化があると考

えられる。	

―――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科 
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	 先ず地域社会の変化がある。現代の地域社会においては、地縁・血縁による関係性は失われ、以	

前のような結びつきは失われている。また少子化の問題も看過できない。1950年代に約2.0以上あ

った合計特殊出生率は2005年には1.26までに減少し、近年は少し持ち直してはいるが、それでも

1.3〜1.4前後に留まっている。これにより、子どもたちが家庭において持つきょうだい関係にも影

響が現れている。このことに加え、子どもたちの遊び方も大きく変化した。ゲーム機などの普及に

より、子どもたちの遊びは人工化・間接化し、直接的な人間関係の中で遊ぶことは少なくなった。

さらに近年は携帯電話やSNS等の普及により、相互のコミュニケーション手段も大きく変化した。

昨今は、誰もが手軽に相互交流・発信能力を有することになったが、それに伴うべきマナーや規範

意識の熟成は十分とは言い難く、これに付随してさまざまな問題が発生している。	

	 このような状況の中で、従来は家庭や地域社会が担ってきた子どもたちの人間関係能力の育成を

学校が担わざるを得ない状況が生じている。そして、そのような学校現場で子どもたちの人間関係

力を促進するいわゆる心理教育（サイコ・エデュケーション）の方法として、近年、グループ・ア

プローチが注目されている。	

	 野島(1982)によればグループ・アプローチとは「個人の心理的治療・教育・成長、個人間のコミ

ュニケーションと対人関係の発展と改善、および組織の開発と変革などを目的として、小集団の機

能・過程・ダイナミクス・特性を用いる各種技法の総称」とされる。すなわちグループ・アプロー

チは、人と人とのかかわりをその基本としつつ個人や集団の問題解決・発展を目標として成り立つ

ものと言える。どの活動もメンバー相互のかかわりがあって初めて成り立つものであり、かかわり

のないグループ・アプローチはあり得ない。	

	 文部科学省は『生徒指導提要』（2010）において「教育相談の新たな展開		 教育相談で活用でき

る新たな手法等」として8つの技法を提案している。その中にはグループ・エンカウンターやピア・

サポート、ソーシャルスキル・トレーニングなどのグループ・アプローチ技法が挙げられている。

ここで言うグループ・エンカウンターとは構成的グループ・エンカウンター（SGE）のことである。

生徒指導提要において取り上げられた各種技法は、学校現場での活用に適したものであるが、その

他にもグループワーク・トレーニング（GWT）、インプロなど学校現場で使える様々な技法が存在す

る（後述）。	

	 筆者は平成20・21年度の茨城県教育研修センターの教育相談に関する研究に助言者として関与し、

その成果は「グループ・アプローチを進める上で教師が感じる不安やとまどい軽減ハンドブック」

としてまとめられた（茨城県教育相談センター、2010）。同報告書の中では教育現場で活用可能なさ

まざまなエクササイズが「実践事例」として紹介されている。また同センターではその他のさまざ

まなエクササイズを「校内研修で使えるエクササイズ集」としてホームページにアップしている。

それらはSGEにとどまらず、SSTやGWT、インプロなどの諸活動の中から、学校現場での実践におい

て有効と思われるさまざまなエクササイズをピックアップして紹介したものである。また正保

(2012)は高校でSGE、GWT、インプロを合わせて実践し、その効果について報告している。ここで活

用されているこれらの諸活動の理論的背景はさまざまであり、いわば折衷主義的な立場をとる形と

なっているが、これらは理論的な背景よりも、現場での実践可能性を重視した、いわばプラグマテ

ィックな姿勢と言える。	
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2.構成的グループ・エンカウンターについて	

	 ところでそれらの諸活動の中でもSGEはより広い概念的広がりを持ち、さまざまな効果を持つ多

くの活動をその中に包含している。そして、このことがSGEが広く実践されてきた所以でもあるの

だろう。	

	 SGE は 1970 年代より國分康孝が提唱し、実践してきた活動であり、その初期の主要概念は國分

(1981)にまとめられている。同書の中で國分はかつてアメリカで行われていたいわゆるエンカウン

タームーブメントの諸活動を列挙し、その 大公約数を「ホンネとホンネの交流が持てるようにな

るための集団体験」であるとしている。そして、自らが提唱するエンカウンターについては「心と

こころのふれあい」、「ホンネとホンネの交流」であるとしている。また、エンカウンターの反対に

位置するものはホンネとタテマエの共存する「ゲーム」であるとした上で、エンカウンターは「裏

表のない人間関係」であるともしている。すなわち、ここではエンカウンターとは人と人との直接

的な人間相互の関係性であるということが強調されていると言えるだろう。	

	 他方、その後の著作において片野・國分（2001）は構成的グループ・エンカウンターの原理につ

いて「構成的グループ・エンカウンターはふれあいと自己発見を促進するものである」と述べてい

る。ここでは「ふれあい」という関係性に関する視点が維持される一方、「自己発見」という従来直

接は言及されなかった視点が導入されている。また片野は同書の中で「自己発見とは自己盲点に気

づき、それを克服することである」とも述べている。「ふれあい」は他者との関係性を指す言葉であ

るが、「自己発見」は他者とのかかわりを通して自らを理解することを意味しているといえる。	

	 さらに、片野は、國分が直接片野に語ったという「構成的グループ・エンカウンターのすべては

自己開示なんだ」「自己開示につきる」との言葉を同書の中で紹介している。ここで言う「自己開示」

は自分自身を他者に開き示すことであるが、SGE の提唱者である國分自身が自己開示を 重要点と

して示したと言え、このことは注目に値すると思われる。	

	 このように見てくると構成的グループ・エンカウンターは、当初他者とのかかわりを促進するこ

とを主眼として始められたが、その後の発展を経て、他者とかかわりつつその中で自己理解を進め

ることにも力点が置かれるようになったと言えるのでないかと考えられる。	

	 ところで國分(1981)はエンカウンターすることの例として(1)ホンネを知る（自己覚知）、(2)ホン

ネを表現する（感情表現）、(3)ホンネを主張する（自己主張）、(4)他者のホンネを受け入れる（他

者受容＝傾聴訓練）、(5)他者の行動の一貫性を信ずる（信頼感）、(6)他者とのかかわりを持つ（役

割遂行）の6つを挙げている。これらはいわばエクササイズの機能分類であるが、この区分はその

後必ずしも一貫している訳ではない。片野・國分（2001）においては、さまざまなエクササイズは

自己理解、自己受容、自己表現・主張、感受性、信頼体験、役割遂行として再整理されているが、

これは表現は一部異なっているものの、國分(1981)に比較的近い分類と言える。他方、國分（1996）

や國分・國分（2004）では自己理解、他者理解、自己受容、自己表現・自己主張、感受性（の促進）、

信頼体験と整理されている。	

	 これらの諸分類はSGEの諸活動が6つのカテゴリーに分類されているという点は共通しているが、

その内容・定義については一定の幅が存在しているようである。この中で特に「役割遂行」につい

ては國分(1981)および片野・國分(2001)のいずれにおいてもワークショップにおける役割分担がそ

の例として挙げられているが、そもそも前提となっている実践の場が異なっており、学校現場にお
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ける実施などに即して考えた場合は実態にそぐわないと言える。そして、もう一つの分類ではこの

役割遂行が省かれ、他者理解がそれと入れ替わる形で設定される。SGE では他者理解は自己理解と

いわば一枚のコインの裏表のような関係にあるが、学校現場等での実践を考えた場合、この他者理

解は非常に重要と言える。また自己表現・自己主張という分類については、その他の書籍では単に

自己主張と表記されることが多い（例えば、國分、1996、國分、1996b）。このため、ここでは自己

理解、他者理解、自己受容、自己主張、感受性の促進、信頼体験という分類に基づいてSGEを考え

ることとしたい。	

	 ここでこの6つのカテゴリーについて、その内容と代表的エクササイズ例を表1にまとめる。	

	

表 1.SGE エクササイズの機能と内容 

機能：概要 エクササイズ例 内容 

自己理解：自分の盲

点を理解する 

WANTED! 
予め用意された項目に基づいて二人一組で相手に質問

し合うことを通して、自分のイメージに出会う 

私の四面鏡 
チェックリストを用いて、小グループの中で各自の印象を

互いにフィードバックし合う。 

自己受容：ありのまま

の自分を受け入れる 

私は私が好きで

す。なぜならば… 

集団内で｢私は私が好きです｣と宣言した上で、その理由

を順に発表し合う 

他者理解：他者の未

知の側面を知る 

スゴロクトーキング 
スゴロクをしながら指定された話題について話すことを通

して、相互理解を深める 

ブラインドデート 
匿名で作成したプロフィールを見て、誰のものかを推測

する 

自己主張：自分の本

音を語る 

月世界（NASA） 
月面で生き残るために必要な物品についてグループで

コンセンサスを得る 

ライフボート 
難破船で救命ボートに乗るべき人の条件についてグル

ープでコンセンサスを得る 

感受性：心の感度を

高める 

ふわふわ言葉と

チクチク言葉 

普段使っている言葉を言われて嬉しい言葉と傷つく言葉

に分けて振り返る 

電話で SOS 
図形を言葉で伝えることを通して、言語的コミュニケーシ

ョンの難しさや留意点に気づく 

信頼体験：他者を信

頼する 

トラストウォーク 
目を閉じた状態で他者の誘導に身を委ねて歩くことを通

して、他者への信頼を体験する 

トラストフォール 
目を閉じた状態で後ろに倒れ、他者に支えてもらうことを

通して、他者への信頼を体験する 

	

	 このうち、自己理解、自己受容、他者理解の各エクササイズは、いずれもメンバーの自分自身や

他者に関する理解･認識がなくてはなしえないものであり、どれも自分自身や他者のパーソナリティ

に対する認識と不可分の機能を持つと言える。例えば、「WANTED!」を行うことによってメンバーは
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他者から見られた自分に出会う体験をし、「スゴロクトーキング」を通して他者に関するこれまで知

らなかった側面を知るようになる。また「私は私が好きです。なぜならば…」では、自分に対する

自身の見方を再確認した上で、それを表現し、受け入れる体験をする。	

	 これに対して感受性や信頼体験のエクササイズは、自分や他者のパーソナリティに関する認識を

必ずしも必要としない。「ふわふわ言葉とチクチク言葉」は他者に対してそのような言葉を使用する

ことに対する心の感度を高める活動であり、「電話でSOS」は他者に対して語る自らの言葉に対する

意識を高める活動であるが、これらはいわばかかわりやコミュニケーションの機能をより高度化か

つ洗練することを目的としており、個人のパーソナリティに関する理解を深めることは必ずしも求

められていない。さらに、信頼体験は自らの体を他者に委ねるというボディワークが主体になり、

これもパーソナリティに関する認識や理解はほとんど必要とされない。	

	 このような中で、自己主張は両者の特徴を併せ持つ課題である。「月世界（NASA）」は、一種の極

限状況での生き残りために所定の条件内での 善と思われる解答を目指して自らの考えを主張し、

他者と協議し、コンセンサスを得るというものである。このようなエクササイズには前提として科

学的な根拠があって、基本的に正解が用意されていることが一般である。しかし、一見同じような

極限状況での生き残りという設定でも「ライフボート」という課題は、難破船に乗り合わせたさま

ざまな年齢、性別、職業、人種の人々の中から救命ボートに乗り、生き残る人を選ぶというもので

ある。そこでは自分の価値観などが問われることになり、かつこれらの課題の場合は必ずしも正解

がない。しかし、このような価値観を主題として他者とかかわりあうことは、とりもなおさず自分

自身の価値観と向き合うという体験を必然的に含むことになり、それは自己理解や他者理解を伴う

ことになる。このため、自己主張をテーマとするエクササイズは他者とかかわる側面と参加者相互

に対する理解･認識を深める側面を併せ持つ課題であると考えることができる。	

	 以上をまとめると、SGE におけるエクササイズは大きく分けて、パーソナリティに関する認識や

理解を前提とするものと、そのような認識･理解は必要とせず、もっぱら他者と関わることに専念す

るものの2つに大別することができると言える。	

	 現在、構成的グループ・エンカウンターが学校現場で広く活用されているのには、一つには構成

的グループ・エンカウンターの他者とのふれあいを促進するという側面が活用されていることは否

定できない。はじめに述べたように現代は他者のかかわりが希薄になりがちである。そのような状

況の中で、他者とのふれあいやかかわりを意図的に構成していくという点で構成的グループ・エン

カウンターは非常に有効な手段と言える。	

	 また、そのようにかかわりが希薄になっている中で、自己発見を進めていくという側面も非常に

有用であるといえる。他者とのかかわりの中で自分自身について理解を深めていくことは、より現

実的かつ実質的な意味で理解を深めるという点で非常に有効と言える。しかし構成的グループ・エ

ンカウンターにおける自己発見はその構造上単に自己発見に止まるものではない。なぜなら構成的

グループ・エンカウンターにおける自己発見はふれあいすなわちかかわりを介して行われるが、こ

のことはかかわる相手の側における他者発見（理解）を前提としているからである。すなわちかか

わり合う両者にとって、一方の側における自己発見（理解）は他方の側における他者発見（理解）

を意味し、かつ必然としているのである。	

	 ところでこのように構成的グループ・エンカウンターを「ふれあいと自己発見」の側面から認識
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した場合、その他のグループ・アプローチ諸活動はどのように認められるだろうか。	

	

3.ソーシャルスキル・トレーニングについて	

	 相川・佐藤(2006)によれば、ソーシャルスキルは対人関係を円滑に運ぶための知識とそれに裏打

ちされた具体的な技術やコツと定義されている。また渡辺(1996)は、対人関係での問題を対人的相

互作用の練習不足が原因で不適応を起こしているものと捉え、適切に練習して上手になれば問題は

解決するとし、治療効果のみならず予防効果や教育効果も期待している。そこでは他者とのかかわ

りのスキル（技能）が問題とされ、他者を理解することは全く含まれない。ソーシャルスキル・ト

レーニングは、あくまでも対人的技能のトレーニング＝訓練を目的とするものと捉えていいだろう。	

	

4.グループワーク・トレーニングについて	

	 坂野（1989）によればグループワーク・トレーニングは「パーティシペイターシップを養成する

こと」が目的であるとされる活動である。ここでパーティシペイターシップとは「自ら進んで積極

的に参加し、責任を分担する協働者」であるとされる。ここでは他者とのかかわりが主要な課題と

なるのであるが、グループワーク・トレーニングに関するエクササイズ集の中では、単に他者との

かかわりに止まらず、自己発見（理解）に関するエクササイズも広く紹介されている。例えば坂野

(1989)では(1)情報を組み立てるエクササイズ、(2)力を合わせるエクササイズ、(3)聴き方を学ぶエ

クササイズ、(4)コンセンサスの良さを学ぶエクササイズ、(5)友人から見た自分を知るエクササイ

ズ、の5つのカテゴリーのエクササイズが紹介されている。情報を組み立てるエクササイズとはメ

ンバーの一人一人に細分化された別個の情報が与えられるという一種のインフォメーション･ギャ

ップ状態の中で、相互に協力してそれらの情報を組み立てることによって所定の正解に達するとい

う課題である。また力を合わせるエクササイズは与えられる情報は必ずしもメンバー毎に異なって

いる訳ではないが、課題を解決するにはメンバー同士で協力することが不可欠な条件が設定される

課題である。この2つのタイプの課題は構成的グループ・エンカウンターにはない、グループワー

ク・トレーニング独自の課題であると考えられる。これに対して、聴き方を学ぶエクササイズは構

成的グループ・エンカウンターの感受性の課題と類似し、またコンセンサスの良さを学ぶエクササ

イズは同じく構成的グループ・エンカウンターの自己主張の課題に、友人から見た自分を知るエク

ササイズは自己理解の課題にそれぞれ類似している。すなわち、グループワーク・トレーニングは

構成的グループ・エンカウンターと重なる領域を持ちつつ、独自の領域を持つ課題であると言える。

そして、ここでのグループワーク・トレーニングの独自の領域は、先に挙げた他者とかかわる領域

に属しつつ、構成的グループ・エンカウンターとは異なった独特な構成を提案するものといえる。	

	

5.インプロについて	

	 インプロは即興(インプロヴィゼーション)のことであり、「既成概念にとらわれないで、その場の

状況･相手にすばやく柔軟に反応し、今の瞬間を活き活きと生きながら、仲間と共通のストーリーを

つくっていく能力」（絹川、2002）と定義される。	

	 この即興は音楽･美術･ダンスなどの芸術分野での創作･表現手段の１つとして実践されているが、

教育現場で現在実践されているのは即興演劇としてのインプロである。即興演劇では、文字通り台



正保：グループ･アプローチ･エクササイズの下位分類に関する一考察 

 - 231 - 

本や打ち合わせのないところで場面（シーン）が演じられる。台本がないので、プレイヤーはその

時その場で相手役とかかわりつつ、ストーリーを創らなければならない。そこでは高度なレベルで

の他者とのかかわりが求められ、そしてその結果としての表現･創造活動が行われることになる。こ

こでインプロにおける表現･創作活動をグループ･アプローチの観点から整理してみると、他者との

かかわりによって成り立ちつつ、相手のパーソナリティに関する新しい理解は必要とせず、なんら

かのイメージ･世界を表現するということである。そしてこれもグループ･アプローチの一つの機能

として捉えることができると言える。	

	 このようなインプロは、そのトレーニングのために多くのゲームがある（絹川、2002、吉村、2006、

インプロ･ジャパン、2002など）。そしてこのインプロは近年演劇領域のみならず、教育やビジネス

分野にも浸透しつつある。教育分野では前述の茨城県教育研修センターでの実施が既にあり、ビジ

ネス分野でも主として営業関係者向けのワークショップが多数開催されている他、経営者を対象と

した書籍も出版されている（レオナルド、ヨートン、2015）。	

	 このインプロは先に述べたように他者とのかかわりとそれをベースにした表現・創作活動から成

り立っており、そのためのトレーニングとしてのインプロ・ゲームもこの2つの領域に関する活動

から成り立っている。また、インプロの表現活動をグループ･アプローチの一つの機能として捉えた

場合、前述の構成的グループ・エンカウンターやグループワーク・トレーニングにも一部に表現活

動にかかわるエクササイズの存在を認めることができる。例えば、構成的グループ・エンカウンタ

ーにおける「共同絵画」というエクササイズ（國分、1996）は、小グループで言葉を使わないでコ

ミュニケーションしながら１つのまとまりのある絵を描くというものであるが、ここでは他者とか

かわりつつ、描画という形で表現活動が行われることになる。またグループワーク・トレーニング

においては「編集会議」というエクササイズ（横浜市GWT研究会、1989）があるが、これは小グル

ープに対して絵が描かれた数枚のカードを渡し、相談して配列を決め、一つの物語を作るという課

題である。可能な配列のパターンにはある程度の制約があるが、創られる物語は自由な創作による

ものであり、正解はない。そして、これらの活動はいずれも他者とかかわりつつ表現活動を行うも

のであるが、それらの活動はパーソナリティに関する直接的理解はなしに行われるものである。	

	

6．各種の活動のまとめと本研究の目的	

	 このように各種のグループ･アプローチ技法はそれぞれさまざまな特徴を持っており、その形態は

さまざまであるが、その機能は大きく分けて、(1)かかわること、(2)パーソナリティについて理解

すること、(3)表現することの3つに分けることができるのではないかと考えられる。いずれもグル

ープ･アプローチ技法であるので、かかわることはすべての活動に共通するが、かかわること基づき

つつ、相互にパーソナリティについて認識・理解する活動がある。また同じく関わることに基づき

つつ表現する活動があるのである。	

	 グループ･アプローチをこのように捉えた場合、この3分類によりさまざまな技法を再定義するこ

とができるのではないかと考えられる。そうすれば、さまざまな技法が共存する現状において、諸

活動を一定の指針に基づいて再整理することが可能になり、学校現場等でのより効果的な実践の助

けとなるのではないかと考えられる。そこで本研究においては、構成的グループ・エンカウンター、

グループワーク・トレーニング、インプロの3つの技法について、それらに属する個々のエクササ
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イズを上記の3の観点に基づいて分類し、その実態を明らかにしつつそれぞれの成り立ちを検討す

ることを目的とする。	

	

	

方法	

	

1.分類と定義	

	 構成的グループ・エンカウンター、グループワーク・トレーニング、インプロのエクササイズ集

各2冊に掲載されているエクササイズを分析し、その内容に基づきエクササイズの要素を分類する。

その際、かかわること(Interaction)、知ること（Cognition）、表現すること（Expression）の 3

つの観点に基づくものとする。各観点に関する定義は以下によるものとする。	

(1)かかわる：他者とのかかわりを実践するもので、以下に述べる「知る」または「表現する」のい

ずれの要素も含まないもの。正解を求める作業も含む。	

(2)知る：他者とのかかわりに基づき、自分や他者のパーソナリティや価値観、生活環境等について

理解を深めたり、情報を共有したりするもの。	

(3)表現する：他者とのかかわりに基づき、新しいアイディア、イメージ、ストーリーなどの表現を

生み出すもの。	

	 なお、エクササイズに複数の要素が含まれると認められる場合は、その中でより重点が置かれて

いると認められる要素に基づいて分類する。	

	

2.対象書籍	

	 分析に使用した書籍を以下に示す。いずれも各分野における代表的な書籍であり、各技法につい

ての理論的解説というより、エクササイズの紹介が中心となったものである。	

○構成的グループ・エンカウンター	

	 『エンカウンターで学級が変わる	 グループ体験を生かしたふれあいの学級づくり	 小学校編』	

（以下『エンカウンターで学級が変わる･小学校編』）國分康孝監修、岡田	 弘編集、図書文化、1996

年、全185ページ。	

『エンカウンターで学級が変わる	 グループ体験を生かしたふれあいの学級づくり	 中学校編』（以

下『エンカウンターで学級が変わる･中学校編』）	 國分康孝監修、片野智治編集、図書文化、1996

年、全205ページ。	

○グループワーク・トレーニング	

『学校グループワーク・トレーニング』	 坂野公信監修、横浜市学校GWT研究会著、遊戯社、1989

年、全130ページ。	

『協力すれば何かが変わる	 続・学校GWT』（以下『協力すれば何かが変わる』	 坂野公信監修、横

浜市学校GWT研究会著、遊戯社、1994年、全159ページ。	

○インプロ	

『インプロゲーム	 身体表現の即興ワークショップ』（以下『インプロゲーム』）	 絹川友梨著、晩

成書房、2002年、全343ページ。	
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『即興【インプロ】の技術』（以下『即興の技術』）	 吉村竜児著、日本実業出版社、2006年、全201

ページ。	

	 尚、これらの対象書籍のうち構成的グループ・エンカウンター、グループワーク･トレーニング共

に、今回分析に使用した書籍は同じ監修者・出版社によるものであり、いわば姉妹書である。これ

に対して、インプロにおいて分析に使用した書籍はそれぞれ全くことなる著者・出版社によるもの

である。また、『インプロゲーム』については収録エクササイズが多く、かつ類似のエクササイズが

複数並置されている箇所が少なくないが、各エクササイズは常に別個のエクササイズとして集計し

た。	

	

	

結果と考察	

	

	 各書籍に紹介されているエクササイズを、方法において述べた「かかわる」「知る」「表現する」

の定義に基づいて整理･分類した。結果を表2および図1に示す。	

	

表2	 各活動別のかかわる・知る・表現するの割合	

     活動	 構成的グループ・エンカウンター	 グループワーク・トレーニング	 インプロ	

書名	

エンカウン

ターで学級

が変わる	

小学校編	

エンカウン

ターで学級

が変わる	

中学校編	

計	

学校グルー

プワーク･

トレーニン

グ	

協力すれば

何かが変わ

る	

計	
インプロゲ

ーム	
即興の技術	 計	

かかわる	 17(44.7)	 7(19.4)	 24(32.4)	 11(61.1)	 14(82.4)	 25(71.4)	 45(26.3)	 7(16.3)	 52(24.3)	

知る	 19(50.0)	 28(77.8)	 47(63.5)	 6(33.3)	 3(17.6)	 9(25.7)	 0(	0.0)	 0(	0.0)	 0(	0.0)	

表現する	 2(	5.3)	 1(	2.8)	 3(	4.1)	 1(	5.6)	 0(	0.0)	 1(	2.9)	 126(73.7)	 36(83.7)	 162(75.7)	

計	 38(100.0)	 36(100.0)	 74(100.0)	 18(100.0)	 17(100.0)	 35(100.0)	 171(100.0)	 43(100.0)	 214(100.0)	

         

件数（％）	

	

	 その結果、構成的グループ・エンカウンターにおいては、かかわりに関するエクササイズが32.4%、

知るに関するエクササイズが63.5%、表現するに関するエクササイズが4.1％であった。また、グル

ープワーク・トレーニングにおいては、かかわりに関するエクササイズが 71.4%、知るに関するエ

クササイズが25.7%、表現するに関するエクササイズが2.9％であった。インプロにおいては、かか

わりに関するエクササイズが24.3%、知るに関するエクササイズが0%、表現するに関するエクササ

イズが75.7％であった。	

	 このことから構成的グループ・エンカウンターは知る活動がその過半を占めるが、かかわる活動

も大きな割合で存在している一方、表現する活動はごく一部であると言える。これに対してグルー

プワーク・トレーニングは構成的グループ・エンカウンターの知るとかかわるが逆転する形で、か

かわる活動が大部分を占めつつ、知る活動も一定の割合で存在している一方、構成的グループ・エ



茨城大学教育実践研究 34 (2015) 

 - 234 - 

ンカウンターと同じく、表現する活動はごく少数に限られると言える。他方、インプロは様相を全

く異にし、表現する活動が全体の約3/4を占める一方、残りはすべてかかわる活動であり、知る活

動は全く存在しなかった。構成的グループ・エンカウンターとグループワーク・トレーニングがい

ずれも学校現場などでの実践を念頭に置いたものであるのに対し、インプロは本来演劇活動に属す

るものであるため、これはある意味当然のことであるかもしれない。	

	 	 	 	

	 構成的グループ・エンカウンターに関して書籍別に見てみると『エンカウンターで学級が変わる・

小学校編』は書名の通り、小学生を主な対象としたものである。この中では、かかわりを目的とし

たもの(44.7%)と知ることを目的としたもの(50.0%)がほぼ同じ割合で拮抗していた。これに対して

『エンカウンターで学級が変わる・中学校編』は同じく書名の通り、中学生を主な対象としたもの

であるが、ここではかかわりを目的としたものは 19.4%に減少しており、代わりに知ることを目的

としたものが大半(77.8%)を占めていた。このことから、構成的グループ・エンカウンターは小学生

などの低年齢においては他者とのかかわりの力を育てる活動として用いられる側面が強いのに対し、

中学校年代においては自分や他者を理解するために用いられる側面が強いのではないかと考えられ

る。また表現する活動はいずれにおいてもごく一部に限られ、また小学校･中学校合わせて3件あっ

た表現する活動のうち2件は同じ｢共同絵画｣という活動であった。このことから構成的グループ・

エンカウンターにおいては他者とかかわることと自他を知ることが主目的で、表現力を高めたり、

創造性を発揮することは本来目標と考えられていないのではないかと考えられる。	

	 グループワーク・トレーニングに関して書籍別に見てみると『学校グループワーク・トレーニン

グ』と『協力すれば何かが変わる』はいずれもかかわる活動の紹介が中心である。特に『協力すれ
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ば何かが変わる』においてはかかわる活動が 82.4%であり、大半がかかわる活動の紹介に充てられ

ている。また『学校グループワーク・トレーニング』では 33.3%と 1/3 が知る活動の紹介に充てら

れているが、その内容は既にそれ以前に出版された構成的グループ・エンカウンターの書籍におい

て紹介されていたものと重複する部分が少なくなく、明確な違いが見出せなかった。表現する活動

についても表現的要素が含まれている活動が1件あるのみであり、積極的に表現活動を推進しよう

とするものではなかった。このことから、グループワーク・トレーニングは他者とのかかわりを促

進することをあくまでも主目的とした活動であり、自他を知ることはそれに比べると従属的な位置

づけで、表現することに至ってはほとんど目的とされていないと言って過言ではないと考えられる。	

	 後にインプロであるが、先に述べたように構成的グループ・エンカウンターとグループワーク･

トレーニングの分析において使用した書籍がいずれも姉妹書の関係にあるのに対し、インプロの分

析において今回使用した書籍は、全く独立して書かれた書籍である。加えて『インプロゲーム』は

総ページ数が343ページと比較的大部の書籍であるのに対し、即興の技術』は総ページ数が201ペ

ージと約1.7倍の開きがある。そこで紹介されているエクササイズも前者が171件であるのに対し、

後者では43件にとどまっていることも併せて確認しておきたい。	

	 インプロについては知る活動が全く含まれておらず、表現する活動が大半である点は先述の通り

である。かかわる活動については『インプロゲーム』においてはかかわる活動が 26.3%と全体の約

1/4を占めているのに対し、『即興の技術』では16.3%とその半分程度であり、両者はこの点におい

て若干異なっている。『インプロゲーム』におけるかかわる活動の中身はいわゆるウォーミングアッ

プを目的とした活動が大半であるが、同書ではウォーミングアップについて一章が充てられ、その

中で多くのウォーミングアップ･ゲームが紹介されていることがその大きな要因であると考えられ

る。	

	 しかしなんと言ってもインプロでは表現する活動が全体の約 75.7%を占め、表現する活動がその

中心であることは言を俟たない。これはインプロが本来演劇における活動であることによると言え

る。絹川（2002）も言うように、インプロとは新しいストーリーを創っていく活動であり、自らの

アイディアを自由に表現していく活動である。	

	 その上で、このインプロにおける表現活動は、かかわる活動によって大きく支えられていること

を見逃すことはできない。予め定められたシナリオや台本のないインプロでは、その時その場での

他者とのかかわりが特に重要である。用意された筋書きがない状況の中でシーンを創っていくには、

瞬間瞬間におけるパートナーとの高度なかかわりの力が求められる。一旦場面が始まってしまえば

「待った」は利かないのである。すなわち、インプロは表現する力を育てる活動であるが、その力

はかかわる活動に大きく依存していると言える。このことが、インプロの書籍における活動の割合

にも表れていると言えよう。近年は「生きる力」や「新しい学力」の育成が注目されるが、正解の

ない状況の中で、他者とかかわりながら自己を表現していくこのような活動は今後ますます注目さ

れていくのではないかと考えられる。	

	 以上のように、構成的グループ・エンカウンター、グループワーク･トレーニング、インプロの各

活動において、かかわる活動、知る活動、表現する活動がそれぞれの重みをもって活用されている

ことが見てとれた。しかしこのうち、知る活動、表現する活動はいずれも他者とかかわることによ

って成り立っていることを忘れてはならないだろう。グループワークにとっては他者とのかかわり
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は正に生命線と言える機能である。これら

の関係を図2に示す。すべての活動はかか

わるという大きな枠組みの中で行われなが

ら、かかわりつつ知るという活動やかかわ

りつつ表現するという活動があり、またそ

れらのいずれをも含まない活動がある。	

	 このようにさまざまなグループ・アプロ

ーチ諸活動は、かかわる活動、知る活動、

表現する活動の3つに大別されることが確

認された。ところで、さまざまなグループ

ワークを学校現場において実践する教師の

側では、どのような活動をどのような場合

にどのように実践すればよいのか分からない、という声が少なくない。例えば、大関（2001）は目

的を明確にしないまま行った中学校でのSGEの失敗例を挙げ、「何のためにやるのかわからなければ、

やる気はおきない」と述べている。また、はじめに挙げた「グループ・アプローチを進める上で教

師が感じる不安やとまどい軽減ハンドブック」（茨城県教育相談センター、2010）は正にそのような

教師の不安に対応しようとして作られたものである。現在、多くのグループワーク技法が存在して

いるが、前述のようにそのうち構成的グループ・エンカウンターだけでも6種類の機能がある。そ

して、それらの諸技法が折衷的に実践されることも少なくない。このような中で、どの活動をどの

ように実践すれば、どのような効果が得られるのかということはにわかには認識しがたい。一方現

場の教師はこのような心理教育的プログラムにかかる諸活動の理論やグループ・アプローチの指導

法に必ずしも精通している訳ではなく、明確な目標設定もないまま、エクササイズ集を片手に見よ

う見まねで実践せざるを得ない場合も少なくないと思われる。	

	 そのような場合、上記の3分類を参考にすることは、現場の教師にとって大きなサポートとなる

ことが期待される。すなわち、その活動をすることで他者とかかわる力を育てたいと思うならばか

かわる活動に属するエクササイズをすればよいことになる。自分や他者についての理解を深めたい

と思うなら知る活動に属するエクササイズをすればよい。そして、活動を通して創造性を発揮し、

自らを表現する力を育てたいと思うなら表現する活動に属するエクササイズをすればよいことにな

る。そしてそれらの共通の基盤にはかかわる活動が存在するのである。注意したいことは、これら

の活動はどれが重要とかどれが優位というものではなく、それぞれの目的を持って存在していると

いうことであり、児童・生徒の状況と教師の目的に応じて、適宜組み合わせて実施されるべきだろ

う。	

	 はじめに述べたように、現在、従来は家庭が行ってきた人間関係に関する学びを学校が担わざる

を得ない状況が生じている。そのような中で教師は多かれ少なかれ、否応なくグループワークに関

わらざるを得ない。今回提案した3分類はそのような場合の活動の指針として助けになることが期

待される。	
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New Screening Questionnaire Development for Bullying in Junior High School: Pilot Study of Validity 
 

Michiko YANAGITA and Ryuta KANEMARU 

 

 

キーワード：いじめ，中学生，スクリーニング 

 

いじめの早期発見・早期対応のためにより精度の高いいじめチェックリストを作成することを目的とし，本研究では予備調

査として中学生用いじめスクリーニング尺度（生活アンケート）を作成・実施した。生徒がより正直に回答しやすいように，いじ

めに関連しない意識や行動，またいじめと関連するかもしれない生活に関する質問項目を取り入れ，最終的に 55 項目と自

由記述のアンケートを作成した。また得られた結果に対して，より妥当性のある質問項目を選定するための分析を行い，更

に 9 名にインタビュー調査を行った結果，質問項目の妥当性が検証された。探索的因子分析による因子の精査においては

「LINE 因子」「被害因子」「加害因子」「傍観因子」の 4 因子構造がみられた。LINE の項目で 1 因子を構成したことから，学校

の中でのいじめと LINE によるいじめは別の現象であることも示唆された。学校現場でのいじめの実態を把握するために，

LINE因子の項目を除いた被害，加害，傍観の各高群を抽出し特徴を調べた結果，被害高群のうち67%が傍観高群でもあり，

52%が加害高群でもあった。一方，被害役割のみになっている生徒は，被害高群のうち 19%だった。被害生徒の一部で役割

が固定していることに加えて，いじめに関する役割が重複していることが明らかになった。 

 

 

はじめに 

 

文部科学省は平成18年度の調査から，いじめを「当該児童生徒が，一定の人間関係のある者から，

心理的，物理的な攻撃を受けたことにより，精神的な苦痛を感じているもの。」と新しく定義した。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表面的・形式的に行うことなく，いじめられた

児童生徒の立場に立って行い，起こった場所は学校の内外を問わないとしている。これは端的にい

うと，行為を受けた側が苦痛を感じるものは全ていじめ被害とみなす，と広い視点に立ったもので 

―――――――― 
*茨城大学大学院教育学研究科学校臨床心理専攻  **茨城大学大学院教育学研究科 
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ある。また文部科学省は，いじめの早期発見についての基本的考え方として，いじめは大人が気づ

きにくく判断しにくい形で，遊びやふざけあいの延長にあるものだと認識し，ささいな兆候であっ

ても疑いを持ち，軽視することのないように呼びかけている。そして，定期的なアンケート調査や

教育相談を実施して，実態把握に取り組むことを推進している。国立教育政策研究所の生徒指導リ

ーフ「いじめアンケート Leaf.4」では，多くの教員がいじめの問題に対して楽観的であることや，

いじめを「発見できている」かのように思い違いをしないようにと指摘している。 

いじめの早期発見のために，国，都道府県，市町村，あるいは各学校単位で，様々な取り組みが

なされている。実態調査の質問紙も多種多様である。そんな中，いじめに関する調査用紙にはスト

レートな質問項目が多くみられ，児童生徒が正直に回答しづらくなかなか実態を把握することが難

しいということも指摘されている。全国の質問紙の中には，神奈川県教育局の「すれ違うときに大

げさに人によけられる」，静岡県教委の「発言すると，おかしくないのに笑う」，鳥取県教委の「パ

ソコンや携帯電話で嫌なことをされた」など機微に通じる質問項目もある。だが，質問項目がいじ

めに関するものばかりであると，生徒はアンケートの目的に気が付いて正直に回答しなくなるとい

う可能性が否定できない。一方で，いじめ以外の領域を設けた質問紙「i-check」（梶田・住本，2015）

や，学校適応感を測定することでいじめの実態把握や対応策を考えることのできる「アセス」（栗原・

井上，2010）なども開発・販売されている。また，福岡県教育委員会は「自己概念」「学習意欲」な

ど6領域と自由記述からなる「学校生活アンケート」を作成し，いじめの早期発見・早期対応を呼

びかけている。これらのように「いじめ」のみにスポットライトを当てない質問紙を作成すること

はいじめの早期発見に効果的である。いじめのスクリーニングのためのアンケート作成にゴールは

無く，常に時代背景や学校文化に合わせ，新しいものを作成し，学校にとってアンケートの選択肢

が多くあることが望ましいであろう。 

 

目的 

 

時代背景を取り入れまた少しでも生徒が事実を回答しやすいように配慮した中学生用いじめスク

リーニング尺度を作成するための予備調査を行うことを目的とした。尺度にはいじめに関連しない

生徒の意識や行動について，また，いじめとの関連がありうるかもしれない生活についての質問項

目を取り入れ，生徒がより正直に答えやすい，かつ簡便な新しいいじめアンケート（いじめチェッ

クリスト）を作成することを目指した。得られた結果に対して，より妥当性のある質問項目を選定

するための分析をおこなった。 

 

方法 

 

尺度：全国各地のいじめアンケート，内閣府「低年齢少年の生活と意識に関する調査報告書」等

を参考に，いじめスクリーニング尺度である「生活アンケート」を自作した。項目作成にあたって

は，いじめの加害，被害，傍観について，自身の意識と行動をチェックできるようにした。項目は

現場の中学校教員とディスカッションしながら，生徒本人がいじめと思っていないような内容や，

LINEに関する項目も多く取り入れた。また回答しやすいように，いじめに関連しない生活に関する
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質問項目も取り入れた。最終的に 55項目（全て5件法）と自由記述欄になった。仮定した因子とそ 

れぞれの項目数は，「被害」19項目，「加害」7項目，「傍観」5項目，「生活一般」24項目（「生活」

5項目，「援助資源」9項目，「意識」10項目）とした。さらに自由記述欄を設けた。 

調査対象および調査方法：学校長から調査の同意を得た X 県内の公立中学校 1・2 年生の計 283

名（1年男子71名，女子76名，2年男子58名，女子75名, 不明3名）から回答を得た。フェイス

項目として学年，性別，クラス，出席番号，面接希望の有無の回答欄を設けたが，クラスと出席番

号については任意記入（「書きたくない人は書かなくてかまいません」）とした。 

インタビュー調査：上記調査回答者の中で，インタビュー調査可能と回答した生徒36名のうち，

後述する被害，加害，傍観高群に当てはまっており，かつ実際にインタビュー可能だった 9名に，

回答の妥当性を検証するためのインタビュー調査を行った。 

倫理的配慮：質問紙の実施の前に，回答は自由意志に基づくこと，回答しないことによって不利

益は生じないこと，回答した内容には守秘性が保たれることを保証した説明文を回答者全員に配布

した。また，説明文，質問紙兼回答用紙の他，長形 3号の封筒を全員に配布した。研究者以外が回

答を見ることの無いように，各回答者が回答後の用紙を折りたたんで封筒に入れてから，各教室で

担当教員により回収された。学年末で 3年生は受験シーズンであったため，1,2 年生のみを対象に

実施した。 

調査時期：2015年2～3月。 

 

結果と考察 

 

1） 各因子と学年・性別の特徴 

 被害，加害，傍観の得点を従属変数，学年と性別を独立変数とした 2要因の分散分析をおこなっ

た。その結果，被害，加害，傍観の全てにおいて，学年や性別の主効果は見られず，また交互作用

もなかった。いじめについては，特定の学年や性別に偏って起きている事態ではないと推察できる。

なお傍観については性別の有意差はなかったものの，女子が男子より得点が高い傾向があった。今

後，対象者を増やして分析を行うことでこの傾向を更に分析できるだろう。 

 

2） 探索的因子分析による因子の精査 

 いじめ行動に関連する項目の因子は仮説により被害，加害，傍観の 3因子に分けられていたが，

実際に生徒が回答した際にどのような項目のまとまりが見られたかを分析するために，探索的因子

分析（主因子法・プロマックス回転）を行った。最終的に結果の解釈妥当性を考え，「LINE因子」「被

害因子」「加害因子」「傍観因子」の 4因子構造を採用した（表 1）。仮説では LINEに関する 4項目

は，加害，被害，傍観にそれぞれ分けられていたが，LINEの4項目で1因子を構成した。このこと

から，学校の中でのいじめとLINEによるいじめは別の現象であることも示唆される。今回対象者と

した中学生の LINE利用率は，教員の話から約 70%前後と推測されているが，おそらく LINEを利用

している生徒はそれにまつわる加害と被害の両方を経験しやすい，ということが表れたと考えられ

る。また，傍観因子に仮定していた「39．最近，同級生が人に嫌なことをしているのを見かける」

という項目は，被害因子にまとまった。 
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表1．探索的因子分析の結果 

 

項目 因子負荷量 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

Ⅰ LINE因子 (α= .870)     

47 LINEなどで友達にメンバーから外されたことがある。 .849 .294 .228 .110 

49 LINEなどで友達にメンバーから外されている。 .818 .263 .294 .190 

48 LINEなどで友達がメンバーから外されたことを知っている。 .784 .141 .201 .253 

46 LINEなどで友達をメンバーから外したことがある。 .755 .157 .334 .274 

Ⅱ 被害因子 (α=.659)     

22 友達から、今、嫌なことをされていると感じる。 .141 .696 .110 .256 

36 友達に仲間はずれにされている。 .152 .682 .253 .495 

43 掃除や給食の仕事を押し付けられることが多い。 .183 .550 .119 .088 

39 最近、同級生が人に嫌なことをしているのを見かける。 .252 .486 .207 .446 

Ⅲ 加害因子 (α=.710)     

51 つい友達を傷つけてしまう。 .266 .237 .820 .316 

52 つい友達をいじってしまう。 .204 .030 .657 .348 

32やり返すことは悪くないので、友達にたくさんやり返している。 .191 .177 .582 .106 

Ⅳ 傍観因子  (α=.571)     

35 友達が仲間はずれにされていることを知っている。 .226 .332 .305 .853 

因子寄与率 (%) 28.0 12.3 9.1 5.0 

累積因子寄与率 (%)    54.5 

 

3） 被害・加害・傍観高群の特徴 

 全体の質問項目に対して，LINEに関する項目だけにまとまりがみられたことから，ここではLINE

ではなく学校現場でのいじめの実態を把握するために，LINEに関する項目を除いた被害，加害，傍 

観の各項目について高群を抽出した。抽出の仕方は，現場の教員とのディスカッションにより，典

型的ないじめ被害，加害，傍観と言える項目として，それぞれ被害3項目・加害3項目・傍観2項

目を選び，その項目数×粗点の中間点を基準にした。それぞれの特徴を調べた結果，被害高群のう

ち67％が傍観高群でもあり，また，52％が加害高群でもあった。被害高群のうち加害や傍観が低群

であった者，つまり，完全に被害役割のみになっている生徒は，被害高群のうち19%だった（図1）。 

これにより，被害の当事者はいじめを見ている確率も上がる可能性があること，被害を受ける生

徒の一部は被害役割が固定している可能性があることが考えられる。更に，被害・加害・傍観のす

べてにおいて高群だった者は，被害高群のうち 43%だった。この重複の仕方を検討すると，いじめ

の被害，加害，傍観は，多くの場合役割が完全に固定するものではなく，同時に経験されている生

徒もいるという実態も見えてきた。 
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図1．各因子の高群の生徒人数 

 

4)  IT相関による項目の精査 

全質問項目のうち被害因子，加害因子，傍観因子の平均点との相関係数が.70 以上だった項目は

10 項目で，それぞれの因子に仮定したトップダウン項目とすべて一致した。さらに，相関係数.40

以上のものを含めると全部で17項目になった。この中で，各因子に仮定していなかった質問項目2

つが抽出された。1つは，被害因子と.42で相関があった「53．自分を理解してくれる人は周りにい

ない」，もう1つは，加害因子と.63で相関があった「50．理由もなく人を傷つけたくなることがあ

る」であった。前者は援助資源因子に，後者は意識因子に仮定されていたものであるが，それぞれ

被害因子と加害因子との間に中程度以上の相関がみられたことは興味深い。 

 

5) 自由記述の分析 

質問項目の終わりに設けた自由記述欄に記入があったのは，283名中34名で，約12％だった。内

訳は，1年生24名（男子10名，女子14名），2年生10名（男子3名，女子7名）だった。なおこ

のうち，各群高群にあたる生徒は計22名だった。記載された内容は主に 5つに分類することができ

た。一つ目はアンケートに対して肯定的なもので，「自分の回答が役立ってほしい」「スッキリした」

「定期的にやった方がいい」「自分を見つめ直せた」などがあった。「見つめ直せた」という記述は

肯定的な記述計18件のうち5件に及んだため，二つ目の分類とする。三つ目は，「特になし」「やる

意味あるの？」など否定的なもので，計 10件あった。四つ目は「どうすればいいですか？」など訴

えるもので計3件あり，中には直接的にいじめ被害を訴えるものが1件あった。そして五つ目はア
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ンケートに関する質問などでその他とし，これは計 3件だった。各高群に該当した者の記述内容と

件数は表2の通りである。 

 
表2  各高群の自由記述の内容と件数 

 
 肯定的 見つめ直し 否定的 訴え その他 
被害高群（被害のみ）    1  

被害高群（＋傍観） 2 1    

被害高群（＋加害）      

被害高群（＋加害，傍観） 3  1   

加害高群（加害のみ） 2 1 2 1 1 

加害高群（＋傍観）   2   

傍観高群（傍観のみ） 2 2   1 

  
 加害高群（加害のみ）の生徒にすべての分類で記述があったことから，加害生徒からの声が多く

出ていることに注目したい。否定的な記述はすべて加害高群に属する生徒からのものだった。また，

傍観高群にあたる生徒は，加害高群と重なる生徒以外は，肯定的・見つめ直しの記述が多かった。

これらのことからアンケート実施に対して，加害高群の生徒は歓迎せず，傍観高群の生徒は歓迎し

たという状況が見えてくるといえるだろう。また，加害のみ高群の生徒の中に，肯定的・見つめ直

し・訴えの記述があったことから，アンケートをきっかけとして意識や行動が変化する可能性があ

ることも示唆される。 
 

6) インタビューの分析 

被害高群（被害のみ） Aさん 

「22．友達から，今，嫌なことをされていると感じる」に対する【あてはまる】の回答について『冷

やかし，悪口，いやみがある。存在が邪魔などと言われる』，「23．友達からされる嫌なことは，長

い間続いている」に対する【あてはまる】の回答について『仲間外れは小学校の時から』という発

言があった。これにより，被害の有無と程度が確認され，質問紙の結果と一致したことがわかった。 

被害高群（被害のみ） Bさん 

「20．友達から以前，嫌なことをされた」に対する【あてはまる】の回答，および，「24．以前，友

達からされた嫌なことを忘れられない」に対する【あてはまる】の回答について，共にそうである

ことが確認された。これにより，現在の被害ではなく過去の被害の影響が大きいことがわかった。 

被害高群＋傍観高群 Cさん 

「22．友達から，今，嫌なことをされていると感じる」に対する【とてもあてはまる】の回答，お

よび「23．友達からされる嫌なことは，長い間続いている」に対する【とてもあてはまる】の回答

について，『先生に相談している』という発言があった。これにより，被害の有無と程度が確認され

た。 
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被害高群＋傍観高群 Dさん 

「22．友達から，今，嫌なことをされていると感じる」に対する【あてはまる】の回答について『友

達が嫌なことをされていることが嫌だ』，また，「39．最近，同級生が嫌なことをしているのを見か

ける」に対する【どちらでもない】の回答について，『友達が嫌なことをされているのを見たとき，

何も言えなかった』という発言があった。これにより，被害よりも傍観の程度が高いことがわかっ

た。 

被害高群＋傍観高群 Eさん 

「36．友達に仲間外れにされている」に対する【とてもあてはまる】の回答について，『部活で仲間

外れにされている』と発言があった。これにより，傍観よりも被害の程度が大きいことがわかった。 

加害高群（加害のみ） Fさん 

「52．つい友達をいじってしまう」に対する【とてもあてはまる】の回答についてそうであること

が確認された。また，「32．やり返すことは悪くないので，友達にたくさんやり返している」に対す

る【とてもあてはまる】の回答について，『嫌なことをした人は嫌いない人，になるので』と発言が

あった。なお，「20 友達から以前，嫌なことをされた」と「31 嫌なことをした人は，同じように

嫌な経験をした方がいいと思う」に対して双方とも【とてもあてはまる】の回答だったことについ

て，そうであることがわかった。これらの結果を受けて，加害行為が確認されるとともに，過去の

いじめ被害も確認されたといえる。 

加害高群＋傍観高群 Gさん 

「39．最近，同級生が嫌なことをしているのを見かける」に対する【どちらでもない】の回答につ

いて『昔あったな，という感じ』，「51．つい友達を傷つけてしまう」に対する【とてもあてはまる】

の回答について『自分では軽く言っているつもりが，友達は傷ついているかも』，「32．やり返すこ

とは悪くないので，友達にたくさんやり返している」に対する【とてもあてはまる】の回答につい

て『イラッとしたらやり返す』という発言があった。やり返すことについてその理由を尋ねると，

『わかんない。・・・家庭事情かな』と答えた。これらより，加害の有無と程度が確認されると同時

に，加害の背景にあるものの一端が見えた。 

傍観高群＋被害高群 Hさん 

「39．最近，同級生が嫌なことをしているのを見かける」に対する【どちらでもない】の回答につ

いて『あるんだろうな，と思う』との発言があった。また，「20．友達から以前，嫌なことをされた」

に対する【とてもあてはまる】の回答がそうであることが確認された後，「43．掃除や給食の仕事を

押し付けられることが多い」の回答が未記入であることについて尋ねたところ，『・・（つけ）忘れ

てはいないと思う』と述べ，43の質問は答えづらかったということを示唆した。これらより，傍観

の程度と，現在の被害の可能性が確認されたといえる。 

傍観高群（傍観のみ） Iさん 

「35．友達が仲間外れにされていることを知っている」に対する【どちらでもない】の回答につい

て『一時期，仲間外れにあっている人を知っていた。今もあると思う』という発言があった。また，

「22．友達から，今，嫌なことをされていると感じる」に対する回答が【全くあてはまらない】だ

ったことについてそうであることが確認できたが，「47．LINE などで友達にメンバーから外された

ことがある」に対する【あてはまる】，「49．LINEなどで友達にメンバーから外されている」に対す
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る【どちらでもない】という回答については，『LINEで外されたときは，嫌だな～と思った』，『LINE

では，誰かが外して，（その後）外されちゃう。学校のいじめとは別の世界』という発言があった。

このインタビューにより，傍観の実態がわかると共に，LINE因子の裏付けがされた。 

ある高群とある高群に重なりがある生徒の場合，どちらの群がより実態に近いのかがインタビュ

ーによって明らかになった点があるが，全体として，項目に関する回答と，各高群へのあてはまり

に齟齬はみられなかった。このことから，質問項目とその回答と，実態の間には大きな乖離はなく，

質問項目の妥当性が検証されたといえる。その他，加害の背景にあるもの（過去のいじめ被害や家

庭環境），また，LINE因子の裏付けが示唆される発言があったことには意義があるといえるだろう。 

その他，注目したいのは，インタビューに答えた 9名全員が，「5．体調が悪いと感じることがあ

る」の質問に対して，【とてもあてはまる】か【あてはまる】と回答していたことである。この質問

項目の平均値は［1:全くあてはまらない～5:とてもあてはまる］という range に対して 3.12(SD 

=1.32)だったので，インタビューに協力してくれた生徒は皆平均よりも健康面に不安があったと考

えてよいであろう。また，加害高群の生徒2名は双方とも「9．家の人に困ったことを話せる」「26．

自分はいつでも家族に頼れると思う」に対して【全くあてはまらない】と回答しており，インタビ

ューでもそのことが確認された。これらの質問項目の平均値は，項目9が2.62(SD=1.33), 項目26

が2.47(SD=1.17)だった。 
 

総合考察 

 

本研究では，生徒が正直に答えやすいいじめスクリーニング質問紙を作成することを目的とし，

パイロットスタディとして「生活アンケート」を実施した。質問紙の結果を統計的に分析して質問

項目の精査をおこなうことに加え，インタビューによっても質問項目の妥当性を検証した。 

質問項目の吟味について，まず，LINEに関する被害，加害，傍観の質問が，学校場面での質問と

は別のまとまりとなったことについて考えたい。これはインタビューにおいて『学校のいじめとは

別の世界』という生徒の声があったことからも，学校生活でのいじめとインターネットでのいじめ

は同質のものではないということを示す。つまり，学校生活上いじめ被害とは全く無関係な問題の

ない生徒であっても，ネット上では辛いいじめ被害を受けているというケースが想定される。ネッ

ト上のいじめが生徒の心身に大きな負担を及ぼすことは想像に難くなく，このケアについても考え

なければならないが，学校生活を送る上でのいじめ被害と，ネット上のいじめ被害は，別次元で検

討する必要があることが示唆されたといえるであろう。いずれにしても，現実とネットの双方にお

いて生徒が心身の負担を負っている可能性があるということを留意しなければならない。 

次に，今回，被害,加害,傍観と因子を仮定して質問項目を作成したところ，傍観因子に仮定した

項目が被害因子と同じまとまりになったことについて考える。これは，いじめの四層構造（森田・

清水，1999） に着目したことで役割の分割を仮定したことに対し，役割には重複性があることを示

した。これまでの多くのいじめ研究において，役割重複に言及したものは筆者の調べた限り見当た

らず，この視点を持っていじめ対応にあたることに意義が見出せるのではないだろうか。それによ

り，役割が単独で固定している生徒（特に被害）の深刻度を推測することにも役立つのではないか

と考える。 
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また本論文では詳細を報告しなかったが，項目の精査の中で，被害，加害，傍観の各因子に仮定

していなかったにもかかわらず相関を示した項目が 2つ抽出されたことに注目したい。援助資源因

子に仮定していた「53．自分を理解してくれる人は周りにいない」が被害因子と，意識因子に仮定

していた「50．理由もなく人を傷つけたくなることがある」が加害因子と中程度の相関があった。

この結果は自由記述やインタビューの結果に通じるものでもあるといえ，いじめに関わる生徒を理

解する上で重要な示唆を与えるものと考える。インタビューの結果，質問項目の妥当性が検証され

たが，自由記述欄の結果を合わせて回答者である生徒の状態を理解しようとするとき，特に加害生

徒の声の広がりが目立ったといえる。自記式の質問紙調査には，調査対象者の防衛が働きやすく虚

偽の回答をしたり回答を拒否することがある，というデメリットがあることを考慮すると，加害高

群に属する生徒の数は調査結果よりも多いと想像できる。このことを踏まえると，声を上げた加害

高群は，かなりの少数派となるだろう。その少数派の声の広がりに注目することは，いじめの早期

発見・早期対応において重要なことだと考える。それは，生徒のSOSの声を適切に拾うことにもつ

ながるであろう。また，被害高群の生徒に対しては，理解者の存在を彼らに伝えることの重要性を，

改めて考える必要がある，ということを調査結果は示したのではないかと考える。 

 

今後の課題 

 

本研究では，いじめの有無のスクリーニングに関する質問項目の妥当性が検証された。今後更に，

質問紙の信頼性と妥当性の検証を続け，尺度を完成させた上で大規模な調査を行うことが最大の課

題である。そして同時に重要な課題は，いじめ発見後に彼らを適切に理解して援助することである。

そのため今後，より有効ないじめ対応のために，更に項目を精査してスクリーニングに関する項目

だけでなく，効果的に援助因子の項目を混在させた簡便なアンケートとして尺度を完成させること

を目指したい。 

本研究の目的はいじめの早期発見までにとどまっているが，真にいじめの問題を解決するために

は，あまりにも多くの課題がある。森田・清水（1999）が言うように，いじめ問題は私たち大人社

会の反映であり，「対症療法」であれ「予防教育」であれ，原因や背景の認識が不適切な場合は，い

じめの事態をいっそう悪化させる。いじめが発生しているかどうかという観点だけではなく，いじ

めの原因や背景を適切に把握できる総合的な質問紙は，今後更に必要とされるであろう。また，小

玉（2011）は，アンケート調査は事件を発見するためではなく，教師の観察と感性を裏付けるため

のものとして補助的に使用されるのが望ましいと述べている。 

本研究の結果を通して，被害であれ加害であれ傍観であれ，いじめに関わる生徒には「信頼でき

る大人に理解してもらう」という体験が必要であることを感じた。生徒をいじめから守るためには，

アンケートの内容以前にアンケートを実施する大人が子供から信頼されることが大切であろう。そ

して，いじめに対応する際は，学校現場だけでなく家族をはじめとした生徒を援助する大人の社会

全体として広く視点を持つことが肝要だと考える。このような観点に立って今後も，いじめ対応に

役立つ更に精度の高い簡便なアンケートを作成していきたい。 
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本研究の目的は、実習において習得されるべき知識・技能の意識化と課題の明確化をうながすための中学校技術・家庭

科（家庭分野）におけるガイダンスを提案することである。研究方法としては、まず家庭科ふりかえりカルテを使用したガイダ

ンスの指導法を考案し、茨城大学教育学部附属中学校1 年生の抽出1 クラスの生徒を対象に授業実践を行った。そして、授

業実践前後の生徒たちの小学校家庭科の振り返りの記述を質的データとして扱い、内容分析を行うことにより授業の効果を

検討した。検討の結果、生徒たちはできたこと、できるようになったことは意識しやすいが、充分にはできなかったことについ

ては意識しにくい傾向があることが示された。だが、ふりかえりカルテを確認することによって、実践後には実践前より広い領

域を網羅して小学校で習得する知識・技能の振り返りができたことが確認された。また、これにより本人が自覚していなかっ

た課題をも意識することができ、本実践のねらいは一定の効果をあげたことが確認された。 

 

 

関心の所在と目的 

  

 家庭科における基礎的・基本的な知識・技能の習得をめぐっては、従来、さまざまな問題が指摘

されてきた。この問題は被服製作実習を通じて培われる知識・技能に関して特に深刻である。集約

すれば次の3点に整理することができよう。 

 第一は、習得状況の実態に関わる問題である。平成19年に国立教育政策研究所が実施した調査1）

によれば、中学校で学習する「まつり縫い」ができた中学生は約半数にとどまっている。また、群

馬県教育委員会が実施している技能調査2）においては、調査対象の中学生のうち、小学校で学習す 

―――――――― 
*茨城大学教育学部附属中学校  **茨城大学教育学部 



茨城大学教育実践研究 34(2015) 

 - 250 - 

る「玉結び」や「玉どめ」が適切にできた者は半数程度であったと報告されている。 

第二には、習得状況についての自己認識と実態との乖離に関する問題である。小学生と大学生を

対象とした調査 3）によれば、「ボタンつけ」や「名前の縫いとり」が「できる」と自己評価した者

の割合は、実際の技能調査でできた者よりも少なく、技能に関する自己評価では過小評価する傾向

があることが報告されている。また、大学生を対象とした別の調査 4）では、「半返し縫い」につい

ては、自己評価では「できる」とした者が9割強にのぼったが、実際にできた者は半数に満たず、

技能に関する自己評価では過大評価する傾向が示されている。 

第三には、習得すべき知識・技能が明確化されていない問題である。特に平成10年改訂の学習指

導要領において題材指定の緩和がなされたことにともない、被服製作実習では子どもたちが作りた

い物を各自が選択して取り組むことができるようになった。これは子どもたちの意欲を喚起するう

えでは大いに役立つが、その一方で製作自体が目的化する傾向を生みだし、身に付けるべき知識・

技能が子どもたちに明確に認識されないという実態を生みだしていることが指摘されている5）。 

以上の問題点は、いずれも相互に関連しているが、とくに3点目の指摘は重要である。なぜなら、

これは作品をいかに完成させることができたとしても、子どもたちにとっては実習の学習のねらい

が不明確であることを意味しており、家庭科における知識・技能の習得を阻害している要因のひと

つはこの点にあるのではないかと考えられるからである。  

家庭科における知識・技能の習得状況の改善に向けては、指導方法や評価の工夫を検討した研究

6）や、小・中学校、高校の系統性に配慮して題材の選定や配列を検討した研究7）など、指導者の視

点から改善をはかる取り組みについては多くの研究が行われてきたが、学習者の視点に立った研究

は管見の限り見られない。 

そこで本研究は、特に小学校から中学校への接続期に着目し、中学校技術・家庭科（家庭分野）

における家庭科振り返りカルテを使用したガイダンスの指導法を考案し、特に調理実習、被服製作

実習を通して小学校家庭科で習得されるべき知識・技能の意識化と課題の明確化に対する効果を検

討することを目的とする。 

現在、学校教育現場では広く小中連携教育が推進されている。本研究で提案する家庭科振り返り

カルテを使用したガイダンスは、小学校の学習記録を中学校での学習指導に生かす試みであり、家

庭科の小中連携教育の提案につながるものでもある。 

 

研究方法 

 

本研究の目的に沿って、家庭科振り返りカルテ（詳細後述。以下、「カルテ」）を用いたガイダン

スの指導法を考案し、授業実践を行った。そして、授業実践前後の生徒たちの小学校家庭科の振り

返りの記述を質的データとして扱い、内容分析を行うことにより、授業の効果を検討した。 

 

2.1  家庭科ふりかえりカルテについて 

 本実践で使用した「カルテ」とは、家庭科の基礎的・基本的技能の定着をはかることを目的とし

て、小学校用、中学校用にそれぞれ開発された自己評価表である 8）。子どもたちができるだけ客観

的な評価を行うことができるよう、習得すべきことがらとそのポイントが1枚のシートに簡潔に示
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されている。題材や学期の終了時に、既習事項の達成状況について子どもたち自身がチェックする

が、達成状況については小学校2年間、中学校3年間の反復学習の過程において生じた変化も記録

することができる。本研究で分析に使用したのは小学校用の「カルテ」である。 

 

2.2  指導方法の考案 

 技術・家庭（家庭分野）のガイダンスは、現行の学習指導要領（平成20年改訂）において新設さ

れた内容である。小学校家庭科の学習内容を踏まえ、中学校の学習の見通しをもたせるために、家

庭分野の学習の最初に履修させることとなっている。 

 家庭分野のガイダンスにおいては、小学校との題材の重複を避けるため、生徒たちに小学校の被

服製作実習や調理実習における題材の確認をすることが一般的である。だが、生徒たちに習得すべ

きことがらの意識化を促し中学校での課題意識を喚起するためには、小学校で扱われた題材ととも

に、それらの実習を通して学習した知識や技能等を想起させることが重要である。そこで、本実践

では、小学校の学習の振り返りの際に「カルテ」を使用するとともに、小学校家庭科の学習の振り

返りと各自のその達成状況、中学校で取り組みたいことについて各自が記入できる欄と、小学校で

の学習内容が中学校でどのように発展するのかを示す系統図を盛り込んだワークシートを作成し、

使用した。 

 

2.3 効果の検討 

 本研究で分析するのは、ガイダンスの実践前後における小学校家庭科の実習で習得が目指される

知識・技能の意識化と課題の明確化の変化である。 

 授業実践前に小学校家庭科の学習についての振り返りシートを配付し、小学校家庭科の学習を記

入してもらった。授業実践後、「カルテ」を見ながら各自がワークシートに記入した小学校家庭科の

振り返りと、授業実践前に記入した振り返りシートの記述内容について、特に知識・技能面での学

習を把握しやすい食生活領域、衣生活領域に限定し、調理実習と被服製作実習を通して習得してお

くべき知識・技能の意識化と課題の明確化の状況を比較検討した。検討にあたっては、小学校家庭

科の食生活領域の調理実習に関わる内容（以下、調理領域）、衣生活領域の被服製作実習に関わる内

容（以下、被服製作領域）から主な学習項目（後述）を選定し、各項目について、習得すべき知識・

技能のポイントを的確におさえて振り返りができているか、自分自身が達成できなかった課題は明

確かを判定した。選定した学習項目は、調理領域では、「食事の役割」、「食品と栄養素」、「1食分の

献立」、「調理計画」、「野菜の切り方」、「味付け」、「調理法」、「用具の安全と衛生」の8項目、被服

製作領域では、「ボタン付け」、「製作計画」、「手縫い」、「ミシン縫い」、「目的に応じた縫い方」、「用

具の安全」6項目である。 

 

2.4 授業実践の概要 

 本実践は2015年4月、茨城大学教育学部附属中学校1年生の抽出1クラスの生徒を対象に実施し

た。分析にあたっては、対象クラスの生徒のうち、小学校のときに「カルテ」を使用して家庭科の

指導を受けてきた生徒27名の「カルテ」を用いた。27名の出身小学校は、水戸市内の公立小学校2

校、茨城大学教育学部附属小学校のいずれかである。 
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 指導の展開過程を表１に示した。  

 

結果 

 

授業実践前後の振り返りに関する記述内容について検討した結果を表2、表3、表4に示した。以

下、これらの表にもとづき、知識・技能の意識化と各自の課題の明確化について、授業実践前後に

おける違いを検討する。 

 

3.1 知識・技能の意識化 

まず、調理領域について検討する。事前の振り返りで習得するべき知識・技能に関して言及され

ていたものは19人（70.4％）であった（表2）。うちわけは、「食品と栄養素」（三大栄養素、五大

栄養素、栄養バランス、食品の栄養的特徴等を含む）が18人（94.7％）と大半を占め、その他は、

「調理計画」1人（5.3％）、「野菜の切り方」（包丁を使って切る、皮をむく等を含む）が1人（5.3％）、

「味付け」1人（5.3％）であった（表3）9）。 

事後の振り返りにおいて新たな知識・技能に関する記述がみられたものは19人（70.4％）であっ

た（表2）。うちわけは、「食品と栄養素」7人（41.2％）、「調理法」（ゆでる、いためる、火加減等

を含む）6人（35.3％）「野菜の切り方」5人（29.4％）、「食事の役割」1人（5.9％）、「1食分の献

立」1人（5.9％）、「調理計画」（調理手順等を含む）1人（5.9％）であった（表3）。 

すでに確認したとおり、振り返りで言及された学習項目は内容に偏りがみられ、特に事前の振り

返りでは「食品と栄養素」に言及したものが多かった。事後の振り返りでは言及された学習項目に

やや拡がりがみられ、「調理法」、「１食分の献立」、「食事の役割」など、新たな項目についての言及

も確認された。 

 具体的な記述内容の変化を示すと、事後に初めて知識・技能に関する記述がみられたものでは、

事前の振り返りでは、「全然作ったりすることがなくて、小学校で調理したりするのは初めてだった

けど、少しは作ることができるようになりました。」（NO.6）、「クッキングはとても上手にできて、

最後にはハンバーグやチャーハン、マーボードーフなどができるようになりました。」（NO.12）など、 

表１ 「カルテ」を使用したガイダンスの展開過程 

時間 内 容 生徒の活動 

5分 
・「カルテ」の返却 

・本時の学習を確認する 

・「カルテ」に小学校家庭科における学習内容等が記載 

されていることを確認する 

20分 ・小学校における学習を振り返る ・「カルテ」に小学校家庭科で学習したことを記入する 

5分 
・小学校と中学校の学習のつなが 

 りを確認する 

・小学校の学習が中学校のどのような学習に発展する 

 のかを理解する 

15分 
・中学校の学習で取り組みたいこ 

 とを確認する 

・小学校の学習の振り返りをふまえ、中学校で各自が取   

 り組みたいことを考え、ワークシートに記入する 

5分 ・カルテの整理・回収 ・「カルテ」を提出する 
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 表2 授業実践前後の記述内容の変化 

 サンプル

番号 

調理領域 被服製作領域 

知識・技能 課題 知識・技能 課題 

1 ◎       

2 ○   ◎   

3 ○   ◎   

4 ◎       

5 ◎   ○ ◎○ 

6 ○ ○ ◎○ ◎ 

7 ◎       

8 ◎○   ○   

9 ◎○ ◎○     

10 ◎○ ○ ◎○   

11 ◎○   ○   

12 ○   ◎ ◎ 

13 ◎   ◎   

14 ◎ ○     

15 ○ ○ ○   

16 ◎○   ◎○ ◎○ 

17 ○   ○  ○ 

18 ○   ◎ ◎ 

19 ◎○ ◎○ ◎○ ◎○ 

20 ◎○ ◎○ ◎   

21 ◎○ ○ ◎○ ◎○ 

22 ◎   ○   

23 ○   ◎○ ◎○ 

24 ◎○ ○     

25 ◎○ ○ ◎○ ◎ 

26 ◎ ◎ ◎○ ◎○ 

27 ◎○ ○ ◎ ◎○ 

◎数,○数 19,19 4,11 15,14 11,8 

1）◎は授業実践前の振り返りに記述がみられたことを示す． 

2）○は授業実践後の振り返りに、新たな記述がみられたことを示す． 
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表3 授業実践前後で意識された知識・技能と言及のあったカルテ数 

                              （単位：点） 

調理領域 被服製作領域 

    学習項目 実践前 実践後     学習項目 実践前 実践後 

 食事の役割 0 1  ボタン付け 1 0 

 食品と栄養素 18 7  製作計画 0 3 

 1食分の献立 0 1  手縫い 10 4 

 調理計画 1 1  ミシン縫い 5 7 

 野菜の切り方 1 5  目的に応じた縫い方 3 2 

 味付け 1 0  用具の安全 0 0 

 調理法 0 6   
  

 用具の安全と衛生 0 0   
  

 

漠然と調理実習をしたことに触れた記述や、数は多くないものの調理実習の題材を記した記述がみ 

られたが、事後の振り返りでは、「栄養素
．．．

のバランスに気を付けて一食分の食事
．．．．．．

を考えることができ

た。」（NO.6）、「にんじんやしんがあるものなど、包丁を使って色々な
．．．．．．．．．

切り方ができた
．．．．．．．

」（NO.12）（傍

点、筆者）など、小学校家庭科で習得しておくべき知識・技能について適切な基本用語を用い、ポ

イントをおさえた記述や、調理実習を通じて学習した技能について具体的に記した記述が確認され

た。事後に新たな知識・技能が追加された記述でも、事前の振り返りでは、「栄養バランス
．．．．．．

などに気

をつけてお弁当を作ることができた」（NO.16）、「栄養バランス
．．．．．．

を考え、作ることができた」（NO.20 ）

などであったものが、「野菜を正しく調理して、野菜全体に火が通るようにした
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」（NO.16）、「栄養

バランスを考え、五大栄養素も入れ、家族の好き嫌いを考えて作ることができた。クッキングの時

に、時間調節
．．．．

や火加減
．．．

があまりできずにしら玉がくずれてしまった。」（NO.20）（傍点筆者）など、

より具体的で、学習項目も複数にわたって書かれていることが確認された。 

次に被服製作領域について検討する。事前の振り返りで知識・技能に関する記述がみられたもの

は15人（55.6％）であった（表2）。うちわけは、「手縫い」（なみ縫い、返し縫い、かがり縫い、

玉結び、玉どめ等を含む）10人（66.7％）、「ミシン縫い」（ミシンによる直線縫い、ミシンの操作、

上糸・下糸の準備等を含む）5人（33.3％）、「目的に応じた縫い方」（三つ折り、端の始末等を含む）

3人（20.0％）、「ボタン付け」1人（6.7％）、であった（表3）。 

事後の振り返りにおいて新たな知識・技能に関する記述がみられたものは14人（％）であった。

うちわけは、「ミシン縫い」7人（50.0％）、「手縫い」4人（28.6％）、「製作計画」（製作手順等を含

む）3人（21.4％）、「目的に応じた縫い方」2人（14.3％）であった（表3）。 

授業実践前後で比較すると、被服製作領域でも調理領域と同様、言及された内容は事後にやや拡

がりがみられたものの、内容的な偏りは存在し、事前、事後とも「手縫い」と「ミシン縫い」に言

及したものが多い一方、「ボタン付け」に言及したものは事前の振り返りで1人いたに過ぎなかった。 

具体的な記述内容の変化を示すと、事後に初めて知識・技能に関する記述がみられたものでは、

事前の振り返りでは、「ソーイングはしっかり丈夫に作れた」（NO.5）、「ソーイング全般」（NO.8 ）

など、漠然とした記述が多かったが、事後の振り返りでは、「特に返し縫い
．．．．

などは丈夫にできた」
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（NO.5）、「処理する部分を考え、布を断つ
．．．．．．．．．．．．．．

ことができるようになった」（NO.8）（傍点筆者）など、

実習を通じて学習したことがらを、基本用語を用い、具体的に記した記述がみられた。また、事前

の振り返りにおいて、「ソーイングはミシンの操作が難しかった」（No.23）など知識・技能について

言及したものでも、事後の記述では、「ミシンの上糸と下糸の操作
．．．．．．．．．．．．

がわからなかった」（NO.23）（傍

点筆者）など、いっそう具体的に記述されているようすが確認された。 

 

3.2 課題の明確化 

 生徒たちに自覚された課題の授業実践前後の変化について検討した結果を表2、表4に示す。 

 まず、調理領域について検討する。事前の振り返りで自身の課題について言及したものは 4 人

（14.8％）であった（表2）。うちわけは、「食品と栄養素」2人（50.0％）、「野菜の切り方」1人（25.0％）、

「その他」（料理の見栄え等を含む）1人（25.0％）であった（表4）。事後の振り返りで新たな自身

の課題に言及したものは11人（40.7％）であった。うちわけは、「調理法」5人（45.5％）、「野菜

の切り方」3人（27.3％）、「食品と栄養素」1人（9.1％）、「食事の役割」1人（9.1％）、「調理計画」

1人（9.1％）、「その他」（食材の選択等を含む）1人（9.1％）であった（表4）。 

次に被服製作領域について検討する。事前の振り返りで自身の課題について言及したものは 11

人（40.7％）であった（表2）。うちわけは、「ミシン縫い」7人（63.6％）、「手縫い」3人（27.3％）、

「ボタン付け」1人（9.1％）、「目的に応じた縫い方」1人（9.1％）であった（表4）。事後の振り

返りで新たな自身の課題に言及したものは8人（29.6％）であった（表2）。うちわけは、「ミシン

縫い」5人（55.6％）、「目的に応じた縫い方」2人（22.2％）、「手縫い」1人（11.1％）、「その他」

（作品の完成度等を含む）2人（22.2％）であった。 

事前の振り返りで自身の課題について言及したものの具体的な記述例を示すと、「人参を半月切り
．．．．

にするのがよくできた。食物の栄養素の分類
．．．．．．

が難しかった。」（調：NO.26）、「ミシンは学校でやるの

は初めてだったけど、なみ縫いや返し縫い
．．．．．．．．．

はできるようになりました。ボタン付け
．．．．．

が難しかったで

す。」（被：NO.6）、「ソーイングなどはよくできました。ミシンの返し縫い
．．．．．．．．

が難しく、線に沿って縫

うことができませんでした」（被：NO.12）、「縫い方にはかがり縫い
．．．．．

など様々な縫い方があることが

わかった。時に応じて使い分ける
．．．．．．．．．．

ようにするのが難しかった。」（被：NO.21）（傍点筆者）などであ

った。 

どちらの領域でも、事前の振り返りで自身の課題を意識できていたものは、習得するべき知識・

技能についても事前の振り返りで的確に意識できており、食生活領域で事前に課題が意識されてい

た4人全員、衣生活領域では11人中9人が、事前の振り返りにおいて習得するべき知識・技能につ

いて的確に意識できていた。 

 事後の振り返りで新たな課題に言及したもののうち、食生活領域では11人中8人、衣生活領域で

は8人中5人は、事後の振り返りにおいて知識・技能に関しても新たな記述が追記されており、事

後に見出された課題は新たに意識された知識・技能に関する内容が記されていた。具体的な記述例

を示すと、事前「栄養バランスやいろどりに気をつけて弁当が作れた。」、事後「栄養バランスを考

えて献立を立てた。野菜を火で炒める
．．．．．．．．

時間が短かった。」（調：NO25）、事前「ミシンの使い方が難し

かった。でもきんちゃくやバッグは上手にできた。」、事後「手縫いやミシンを使ったことで、自分

できんちゃくを作ることができた。フリンジ
．．．．

や布を断つ
．．．．

ことがうまくできなかった。」（被：NO.19）
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などであった。 

また、特に食生活領域の事前の振り返りでは、「おいしいお弁当をつくった」（調：NO.14）、「料理

が少しできるようになった」（NO.27）など、取り組んだことやできるようになったことを漠然と示

した記述が散見されたが、事後の振り返りでは、「どれが新鮮な食材かわからず食品を選んでしまっ

た」（NO.14）、「野菜をきれいな形で正しく切れなかった」（NO.27）など、学習過程で自分が躓いた

こと、充分にはできなかったことを追加した記述がみられるように変化している点が確認された。 

 

表4 授業実践前後で意識された課題と言及のあったカルテ数 

                                （単位：点） 

調理領域 被服製作領域 

学習項目 実践前 実践後 学習項目 実践前 実践後 

 食事の役割 0 1  ボタン付け 1 0 

 食品と栄養素 2 1  製作計画 0 0 

 1食分の献立 0 0  手縫い 3 1 

 調理計画 0 1  ミシン縫い 7 5 

 野菜の切り方 1 3  目的に応じた縫い方 1 2 

 味付け 0 0  製作用具の安全 0 0 

 調理法 0 5  その他 0 2 

 調理用具の安全と衛生 0 0 
   

 その他 1 1 
   

 

 

考察 

 

以上の結果から、次の3点を確認することができる。 

 第一に、中学生の小学校家庭科における知識・技能の振り返りには偏りが存在すること、第二に、

達成できたこと、達成できるようになったことは意識されやすいが、充分達成できなかったことに

ついては意識されにくい傾向があること、第三に、したがって意識されにくいことがらを振り返る

手立てを工夫することにより、本人が自覚していなかった自身の課題が見出しやすくなること、で

ある。 

 本実践の取組は、生徒たちに「カルテ」を手掛かりとして小学校家庭科の既習事項を振り返らせ

るところに特徴があった。「カルテ」には家庭科の実習で扱われた題材が記入されているわけではな

く、実習等を通じて習得されるべき知識・技能のポイントが簡潔に示されている。また、小学校 2

年間の学習を通じた各自のその達成状況も記入されている。本実践の結果からは、「カルテ」を確認

することによって生徒たちはより広い領域を網羅して小学校で習得されるべき知識・技能を振り返

るとともに、本人が自覚していなかった課題をも意識することができたといえ、「カルテ」を用いた

ガイダンスは一定の効果をあげたといえる。 
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 ところで、本稿の冒頭で述べた題材指定の緩和に伴って生じている「製作自体の目的化」という

問題に改めて立ちかえってみると、本実践の結果からは、振り返りの内容に偏りはあるものの、調

理領域では70.4％、被服製作領域では55.6％と過半数の生徒が事前の振り返りで習得すべき知識・

技能のポイントをおさえた記述をしており、扱われた題材自体について言及していたものは少数で

あったことから、従来、指摘されてきたような「製作自体の目的化」という傾向は見出されなかっ

た。これについてはいくつかの理由が考えられる。 

 第一に、本実践の対象となった生徒たちは、いずれも小学校家庭科において「カルテ」を用いた

指導を受けきたということである。彼らは小学校において題材終了時、あるいは学期末に、「カルテ」

を用いて学習してきたことがらの中から習得すべき知識・技能を確認し、自身の達成状況について

記入してきた経験をもつ。このことが、知識・技能の明確化につながったと考えられる。この点を

確認するためには、「カルテ」を使用した指導を受けてきた生徒とそうでない生徒とで比較検討する

作業が必要である。 

 第二に、「製作自体の目的化」という傾向は、小学校段階よりはむしろ、中学校、高校における学

びのプロセスにおいて徐々に進行していく可能性があるということである。現在、小学校の家庭科

における実習では、基礎的な知識・技能の習得に力点が置かれている。また、被服製作実習では子

どもたちが作りたい物を各自が選択して取り組むとはいうものの、子どもたちの意欲や達成感を高

めるため、意欲的に取り組めば完成させることができる題材をとりあげることがほとんどである。

しかし、学校段階があがるに伴い、基礎的な知識・技能を活用し、より複雑で難易度の高い題材に

取り組むことになる。このプロセスにおいて、製作自体が目的化する傾向が生ずるのではないかと

考えられる。したがって、今回は中学校における最初の家庭科の授業で振り返りを行ったが、中学

校で学年が進行する過程における知識・技能の意識化の変化、あるいは高校段階における変化の状

況を調査することが必要である。  
 

まとめと課題 

  

家庭科の授業時間数の減少にともない、家庭科における基礎的・基本的な知識・技能の定着に問

題が指摘されるようになって久しい。限りある授業時間数のなかで基礎・基本の定着をはかるため

には、異校種間の学びを効果的につなぎ、積み上げ型の学習を意識していくことがきわめて重要で

ある。本稿では、異校種間の学びを効果的につなぎ、基礎的・基本的な知識・技能の定着をはかる

ための家庭科のガイダンスについて提案した。 
本実践における効果は、小学校における「カルテ」を用いた指導のあり方に大きく依存すると考

えられるが、本稿ではその点を検討することができなかった。また、「カルテ」を使用した実践の後

でも、習得するべき知識・技能の意識化や課題の明確化が促されなかった者がいたが、そうした生

徒達に対する指導法の工夫についても今後、検討の余地を残している。これらの点について検討し、

より実践的な指導法を提案していくことが今後の課題である。 
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運動が苦手なダウン症児への体育の授業づくり 

 

――投能力の向上を目指して ―― 

 

椎名幸由紀* ・ 髙草木 博** ・ 滑川 昭**・ 勝二博亮*** 

(2015年9月15日受理) 

 

 

Physical Education Lessons for Throwing Performance Improvement in a Child with Down Syndrome 

 

Sayuki SHIIINA, Hiroshi TAKAKUSAKI, Akira NAMEKAWA and Hiroaki SHOJI 

 

 

キーワード：知的障害特別支援学校，小学部，投動作，動機づけ 

 

本稿では，知的障害のある運動が苦手なダウン症児が，体育の授業を通して教材・かかわり方・場面設定を工夫す

ることで，運動に対して前向きな気持ちに変容し，技術面でも向上を示した経過について報告する。本児は運動への

苦手意識から体育に前向きに取り組めずに座り込む場面が多かった。しかし，運動会の練習が始まると，興味・関心

のあるダンスで積極的に活動する様子が見られるようになった，さらに，競技の玉入れでは教員が適宜賞賛などの言

葉かけをすることで，自発的な行動が増えるようになった。そこで，体育の授業でも，導入の準備運動にダンス的要

素を取り入れながら，ボール運動として投動作を中心とする授業実践を行った。授業では，本児が「やってみたい」

と思える活動内容を設定し，楽しくかつ試行錯誤しながら「できた」という経験を重ねることで，次第にボールを使

って自発的に体を動かすことができるようになっていった。さらに，投げ手と対側の足を踏み出す投動作パターンを

習得するために教材を工夫したところ，後方から前方への体重移動をしながら投げることができるようになり，運動

の技術面でも成長を遂げた。これらの結果から，知的障害児の運動発達支援においては，「投げたい」という動機づけ

を十分高めた上で，投動作パターンを支援していくことが重要であることが示唆された。 

 

 

はじめに 

 

茨城大学教育学部附属特別支援学校では，平成 25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。平成 26年度は小学部，中学部，高

等部の学校全体で体育の実践研究に取り組んだ。本稿はその実践研究の小学部の事例報告である。 

 ダウン症児は知的障害に加え，筋緊張の低下により姿勢や運動の遅れが見られることはよく知ら 

―――――――― 

*茨城県立北茨城特別支援学校  **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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れている。一方で，音楽が好きで，リズムに合わせて体を動かすことを好むダウン症児は多いが，

そのような事例でも年齢が上がるにつれて体重増加が加わり，次第に運動を嫌がるケースが目立つ

ようになる。本稿の対象児であるダウン症児（以下，本児）もダンスなどは好きであったが，運動

に対する苦手意識が見られ，体育の授業では座り込んで動かないことが多かった。そのため，本児

を含め児童全員が自発的に体を動かせるような体育の活動内容や教材，教師の働きかけについて検

討する必要性を感じていた。 

特別支援学校小学部学習指導要領 1）において，体育の目標は「適切な運動の経験を通して，健康

の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」こととされている。さら

に「特に小学部の段階では，児童が楽しく思い切り身体を動かすことが，体育の出発点である」と

述べられている。そこで，体育のボール運動の授業において，児童が楽しく活動しながら投動作を

習得できるような授業づくりを行い，児童の「おもしろそう，やってみたい」という気持ちと，動

きの「感じ」や「気付き」を大切にした授業を実践していきたいと考えた。 

本稿では，体育の活動内容や教材，教師の働きかけを工夫することで，運動が苦手なダウン症児が，

自分から活動に参加するようになり，技能面でも向上を示していった約３か月間の経過を報告し，小学部

における知的障害児の運動発達支援について検討することを目的とする。 

 

 

対象児童の実態 

 

本児は，ダウン症の小学部４年生男子であった。

明るくおだやかな性格で，教師や友達と触れ合って

遊んだり，ダンスをしたり，歌を歌ったりすることを好

んでいた。普段は自己主張の強い児童たちの陰に

隠れてしまい，あまり目立つ存在ではなく，気持ちが

乗らないと動かなくなり，教師の注意を引いて甘えた

い様子が見られていた。疲れやすく，運動に対する

苦手意識があり，体育の時間は集団から離れたり，

ランニング中に座り込んだりすることが多かった。そ

のような場面では，教師が声を掛けて手を引くと，一

旦は動き出すものの，すぐに離れて座り込んでしま

うことが多かった（図 1）。したがって，授業全体を通

して，自分から動くことは比較的少なかった。 

ボール運動で授業づくりを行うにあたり，実態をとらえる一つの指標として「知的障害児の基本運動ア

セスメントシート」2), 3)を用いて「操作運動」についてアセスメントを行い，授業で扱う動きを絞り込んだ。本

児を含め小学部高学年８名について実態把握を行ったうえで，授業では「強く投げる」，「ねらって投げる」

動きを取り上げることにした。支援前（9月初旬）に実施した本児のアセスメント結果は表1のとおりである。 

 

 

 

図1  体育の授業で座り込む本児 
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体育の実践 

 

体育の授業は，本児を含めた4年生3名，5年生2名，6年生3名の計8名の児童で行った。こ

れまでボールを使った授業として，全員が座った状態で教師や友達にボールを転がす「コロコロキ

ャッチ」を実践してきた。本児においては，教師や友達といった「人」を意識してボールを転がす

ことはできていたものの，ねらった場所に転がすためにはどのように体を動かせばよいのか，など

の課題が残った。また，活動に飽きてくるとボールを転がそうとしない場面も見られ，授業全体が

止まってしまうこともあった。このような背景には，本児において活動内容は理解できているもの

の，積極的に行いたいと思わせるような活動になっていなかったことが推察された。そこで，基本

的な動作パターンの習得を目指す前に，本児を含む授業に参加する全ての児童にとって，楽しいと

思える活動を行う中で「できた！」といった成功体験から「もっとやってみたい！」や「体を動か

すって楽しい！」という思いがもてるような授業を行っていきたいと考えた。そのような授業を積

み重ねることで，これからの運動に対しても「意欲」や「やる気」を持って取り組み，それが適切

な動作パターンの習得につながっていくのではないかと考えた。 

そこで，「ねらえ！とばせ！ボールで運動会」という単元で，児童に「ボールで運動会をしよう！」

と呼びかけ，体育の授業の中で楽しみながら基本的な投動作を身に付けられるようにした。活動の

中では楽しさを感じられるようにするため，ボールを投げて的に当てることで倒れたり落ちたりす

るなど，視覚的にも分かるように工夫したり，くす玉割りなどグループ活動として友達と一緒に行

う活動を取り入れることで協力することを感じられるようにしたりした。具体的には，橋本ら 4）が

実践したペットボトルを利用した「ロケット投げ」を取り入れた（図 2）。「ロケット投げ」は，ひ

もを通したペットボトルをロケットに見立てて，それを遠くに投げる遊びであり，より成熟した投

表1 基本運動アセスメントシートによる本児の操作運動発達段階（支援前） 
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動作パターンを促しながら「強く投げる」ことを意識づけることができる。授業では，投げる方向

にパネルを設置し，ペットボトルがそこまで到達して当たると，パネルが割れて落下するような仕

掛けも作った。これによって，「強く投げる」ことのモチベーションを高めるようにした。さらに，

段ボール箱に児童の好きなお化けのキャラクターが貼られた段ボール箱を並べておき，それをねら

ってボールを投げて当てる「お化け倒し」も行った（図 3）。授業の最後には，「みんなで」「強く」

「ねらって」投げる活動として，児童全員での「くす玉割り」を行った（図4）。 

さらに，子ども自身がひじの上げ方（高さ）や引き方，足の位置などを意識できるようにするた

めに，オノマトペを活用した言葉かけを試みた。その際，勢いよく投げた時はどのような音で表す

ことができるか，について児童と共に考え，その音（シューッ）と同じように投げることができた

か，投動作を終えた際に確認するようにした。また，タブレットや大型モニターを積極的に活用し，

グループ活動や最後の振り返りの時間において自分や友達の動きを確認できるようにした（図 5）。 

以上の活動について，実際に用いた体育授業の指導案を図6に示す。なお，この指導案は，次項

に述べる一連の支援を経て，公開研究会の研究授業として使用したものである 5）。 

 

 

図5 タブレットを活用した振り返り 

 

図2 ロケット投げ 

 

図3 お化け倒し 

    

図4 くす玉割り 
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図6 体育授業における指導案 5） 

小学部高ブロック 体育 指導略案 

日 時：12月４日（木） 

                          場 所：小学部プレイルーム 

指導者：T１髙草木 博，T２滑川 昭， 

T３椎名幸由紀，T４鳩山裕子 

１ 単元名 「ねらえ！とばせ！ボールで運動会」 

２ 目 標 

 ○「強く」，「ねらって」を意識してボールを投げることができる。 

 ○簡単なきまりを守り，教師や友達と一緒に楽しく運動する。 

３ 展 開 

時間 学習内容・活動 指導・支援上の留意点 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

４ 

１ 本時の学習内容・活動を知る。 

 ⑴ 始めのあいさつをする。 

 ⑵ 前時の学習内容を確認する。 

 ⑶ 学習内容や目標を聞く。 

 

 

 

 

２ 準備運動をする。 

 ⑴ ダンス（GUTS！）を踊る。 

⑵ 身体ほぐし・のばし運動 

３「ボールで運動会に向けて練習しよ

う」 

 ⑴ お化け倒し ねらう 

 

 

⑵ ロケット投げ 強く 

 

 

⑶ 投げてポン，落とせくす玉  

強く・ねらう 

 

 

 

 

４ 整理体操をする。 

 

５ 本時のまとめをする。 

 ⑴ 振り返りをする。 

⑵ 次時の学習内容を知る。 

⑶ 終わりのあいさつをする。 

 

・児童の表情や動き等を見たり，簡単な質問をしたり

することで，児童の健康観察を行う。 

・グループ活動の始めに，各々の目標について触れる

ことで，頑張ることを意識して活動に取り組めるよ

うにする。 

・オノマトペなどを使いながらわかりやすく言葉をか

けることで，体の動かし方を意識してダンスに取り

組むことができるようにする。 

・全員で輪になって取り組むことで，友達や教師の動

きを見ることができるようにするとともに，模倣で

きるようにする。 

・投げる時に「ギュっと引いてシュー」とオノマトペ

を使うことで，後ろに引いて前方に投げることがイ

メージできるようにする。 

・足形を置き，足を一歩踏み出した時の姿勢を作るこ

とができるようにすることで，より肘を引くという

方へ意識を持つことができるようにする。 

・教師も一緒に楽しく投げることで，思いっきり楽し

く投げることができるようにする。 

・くす玉に当てるには今日の練習でやったこと「ギュ

ッと引いてシュー」を思い出して取り組むことがで

きるように話をする。 

・T２以下は振り返りで使うことができるようにタブ

レットで動画や写真を撮るようにする。 

・一人一人がんばったことやできたことを発表した

り，映像や画像で活動を振り返ったりすることで，

本時の活動への自信を高めるとともに，次時への意

欲を高められるようにする。 

・写真で振り返ることで，どんな投げ方の練習をした

のか，次にがんばることなどを考えることができる

ようにする。 

 

ボールで運動会に向けて，「強く」，

「ねらって」投げる練習をしよう。 
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児童の変容過程 

 

１. “できる”と思うと自分から動き出す（第1期：９月） 

運動に苦手意識を持つ本児に対し，楽しく活動に参加してほしいと考えた。そこで，本単元における本

児の目指す姿を「活動を楽しみ，友達と一緒に運動することができる」とし，技能の向上をねらいとするより

も，まずは「関心・意欲・態度」に目標を置くこととした。 

夏休み明けに足のかかとを負傷したため，約１週間体育の授業を見学していた。怪我が治り，久しぶり

の授業が始まると，大怪我をしているかのように足を引きずり，活動中は教師と手をつないで離そうとしな

かった。そこで，玉入れの玉を使って，箱に玉を投げ入れる活動を行った。玉入れは毎年運動会で行っ

ていて，本児も好きな活動の一つである。最初は上級生が箱の中にたくさん玉を投げ入れる様子をじっと

見つめていた。本児の番になると，教師と手をつないだままではあるが，教師が渡した玉を投げて箱に入

れることができた。「入った。すごいね。」という教師の言葉かけに，教師とつないでいた手を離し，自分か

らどんどん箱に玉を投げ入れていた。それまでのように足を引きずる様子はなかった。 

普段の授業では教師の支援を受けて活動することが多い本児だが，玉入れの要領で玉を箱に投げ入

れる活動は，本児にとって分かりやすく取り組みやすかったと思われる。教師は活動を無理強いせず，ま

ずは一緒に友達の様子を見て本児が活動を理解できるように心掛けた。その後の授業でも，やり方が分

かって自分にもできそうだと感じられれば，自分から動き出す様子が見られるようになった。 

 

２．楽しく活動する姿が増えていく（第2期：10月～11月初旬） 

体育の時間の導入に，ウォーミングアップとしてランニングを行っていた。本児はこのランニングの際に

座り込んでしまうことが多かった。また他の児童についても，途中で走るのをやめて後ろから走ってきた児

童がぶつかってしまったり，教師が手を引かないと走ろうとしなかったりする様子が見られた。そこで，楽

しくウォーミングアップができないかと考え，ランニングに替えてダンスを取り入れることにした。 授業が

始まり，教師がその日の学習内容を説明している間，本児はじっと座っていたが，ダンスの曲が流れ出す

と意気揚々と立ち上がり，笑顔で元気いっぱいに踊り始めた（図 7）。汗をかくほど最後までしっかりと体を

動かしていた。その後の活動の際も座り込むことはなく，スムーズに参加することができた。 

この時期に「ロケット投げ」を初めて行っ

た。本児は他の児童が投げている様子を

じっと見つめていた。自分の番になると嬉

しそうに立ち上がり，ペットボトルロケットを

飛ばし始めた。最初はパネルまで届かな

かったが，自分から何度もチャレンジし，

活動に没頭する様子が見られた。繰り返し

て飛ばすうちについにパネルまで届き，

「やったー。」と声を上げて喜んでいた。さ

らに，他の児童を応援したり，友達のため

にペットボトルやパネルを準備したりする

姿が見られるようになった。 

 

図7 ダンスで体を動かしている場面 
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授業の導入にダンスを取り入れたことで，ランニング以上に活動量を確保できたと考える。また，その後

も活動に積極的に参加できるようになった。「ロケット投げ」は本児にとって大好きな活動になり，友達にも

同じように楽しさや達成感を味わってほしいという本児の思いが，応援や準備など今までには見られなか

った行動につながったと思われる。 

 

３．技能面でも変化が見られる（第3期：11月中旬～11月末） 

体育の授業を楽しみにするようになり，授業中に座り込むことはなくなった。授業を参観した中学部・高

等部の教師から，本児の目標を「技能」に置いてもいいのではないかという意見が出された。体育の時間

には動かなくなってしまうことの多かった本児に対して，これまで「関心・意欲・態度」に目標を置いていた

が，検討した結果，目指す姿を「足を前に出して強く投げることができる。」とし，技能面に目標を置くことと

した。 

ロケット投げのロープを少し上向きに調整した。本児が投げる動作に合わせて，教師が「ギュっと引い

てシュー」と言葉をかけるようにした。なかなか的まで届かずにいたが，試行錯誤を繰り返しているうちに，

「ギュッと引いて」という声に合わせて自然に腕を後ろに引いて投げるようになっていた。途中から教師が

足型を用意し，投げる側と反対の足が前に出

るように床に置いてみた。すると，本児はそ

れまで両足をそろえて立ち，腕の力だけで投

げていたが，足型を手がかりに自分から足を

一歩前に出して投げ始めた。足を踏み出し

て投げることでそれまで以上にペットボトルロ

ケットが飛ぶようになり，パネルに届くようにな

った。その後，授業を積み重ねていくうちに，

足型がなくても一歩前に踏み出して投げるこ

とができるようになった。休み時間等にボー

ルで遊ぶ際にも，自然に足を踏み出し，後方

から前方へ体重移動をしながら投げる様子

が見られた（図8）。 

 ペットボトルロケットのロープの向きを調整したり，足型を用いたりするなど教材を工夫することで，技能

面で一歩前進することができた。11 月末時点における本児の基本運動アセスメントシートの評価結果は

表 2 のとおりである。これをみると，操作運動の「投げる」において支援前には 3 段階の両手投げの投動

作が，5段階のように成熟した投動作パターンを示すように変化していた。 

 

 

まとめ 

 

体育となるとあまり気が進まなかった本児にとって，体育の授業はトレーニング的なイメージがあったの

かもしれない。しかし，分かりやすく楽しい活動を重ねることで，自分から授業に参加するようになり，技能

面でも向上が見られるようになった。本事例をとおして，小学部における知的障害児の運動発達支援に

 

図8 足を踏み出してボールを投げる場面 
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ついて大切であると考える点は以下のことである。 

 

① 児童が「おもしろそう。やってみたい。」というような気持ちを高めて活動に取り組むための工夫 

② 動きの「感じ」，「気付き」につなげるポイントを押さえた支援 

 

①と②を組み込んだ授業を展開することで，児童が自分から体を動かしたり，動きに気付いたりするこ

とができ，さらに「楽しかった」，「できた」と感じられることで，次時への動機づけにつながると考える。動

機づけが十分高められたうえで，動きにつながるポイントを押さえた支援をすることによって，技能面でも

向上が見られることが本事例から示唆された。それを裏付けることとして，「ロケット投げ」の活動であって

も，投げることにモチベーションが湧かない子どもの場合には，足形やロープの傾斜をいくら工夫しても，

成熟した投動作パターンが見られることはなかった。 

このように，子どもの意欲を高めた状態で，次の発達段階につながるような支援を導入することで，「や

りたかったことができた」という明確な成功体験が積み重なり，ボールを使って活動することに自信を持っ

て取り組むことができるようになると考える。  

今後は，投動作以外の運動にも本児が「やってみたい」，「楽しい」，「できた」，「もっとできるようになり

たい」と思えるような活動を検討して取り入れ，実践を積み上げていくことで，運動することが好きな子ども

へと成長していってほしいと願っている。 

 

 

表2 基本運動アセスメントシートによる本児の操作運動発達段階（支援後） 
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