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教育制度改革と地方教育行政 

 

―― 教育制度改革と高等学校教員養成についての一考察 ―― 

 

柴 原 宏 一＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Educational System Reform and Local Education Administration: 

A Study of Educational System Reform and High School Teacher Training 

 

Kouichi SHIBAHARA 

 

 

キーワード：教員養成，開放制，教員育成，高大接続，教員育成協議会 

 

 本稿では、第二次大戦後から現在までの教育制度改革の流れを概観することで、平成27(2015)年12月21日に出され

た三つの中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」、「チームとしての学校の

在り方と今後の改善方策について」、「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方

と今後の推進方策について」が持つ教育制度改革における意義について考え、改革実現の役割を担う教員の「養成、

採用、研修の一体改革のための教員育成」1)における養成上の課題等について考察した。 

 現在進んでいるの教育制度改革では、大学での教員養成の質が改めて問われることになる。特に、高等学校教員の

養成は、開放制により一般大学・学部での養成が中心であることから、一般大学・学部へ進学する高校生の教職に対

する意識や、一般大学・学部で教員を養成する立場にある側の意識の変革が必要である。また、今後「教員育成協議

会(仮称)」が設置された後には、大学と教育委員会は教員育成のビジョンを共有した関係の構築が求められる。 

 その様な観点から、第二次大戦後から現在までの教育制度改革の流れを汲んだ今後の教育制度改革について概観し

た後に、今後の改革を進めるために重要な高等学校教員養成における課題について述べた。 

 

 

はじめに 

 

 今、教育改革が進んでいる。中央教育審議会からの答申2)数を見ても、そのスピード感を推し量る

ことができる。中央教育審議会は昭和27(1952)年６月の発足以来、平成28(2016)年５月末までに数

多くの答申を行ってきたが、平成18(2006)年12月の改正教育基本法の公布・施行以後、平成28(2016) 

―――――――― 

*茨城大学教育学部. 
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年５月末までの約９年半に80以上の答申を行った。 

 特に、平成25(2013)年４月の教育振興基本計画策定から平成28(2016)年５月末までの約３年間で

29の答申が行われ、いずれも今後の日本の教育の方向性を左右する重要な答申である。この様な経

緯を踏まえ、初めに教育基本法改正とその後の教育振興基本計画策定までの流れを概観したい。 

 

 

１ 教育基本法の改正まで 

 

 第二次世界大戦後の日本の教育制度に大きな影響を与えた主な動きを挙げると、教育刷新委員会

(昭和21(1946)年)、中央教育委員会の(法的)設置(昭和27(1952)年)、臨時教育審議会(昭和59(1984)

年)、教育改革国民会議(平成12(2000)年)、教育再生会議(平成18(2006)年)、教育再生懇談会(平成

20(2008)年)、教育再生実行会議(平成25(2013)年)がある。昭和22(1947)年の教育基本法、学校教育

法制定に始まる第二次世界大戦後の日本の教育制度は、これらの委員会・会議等の建議、答申、提

言等により、70年をかけて徐々に整えられてきた。 

 

(１) 教育刷新委員会(教育刷新審議会)及び中央教育審議会 

 文部科学白書に「昭和22年の教育基本法・学校教育法の制定に始まった戦後の学校教育制度は、･･･

(略)･･･教育刷新委員会(昭和24年に教育刷新審議会と改称)の建議、さらに昭和28年の中央教育委

員会の設置以降は中央教育審議会の答申を踏まえて、逐次整備・充実が図られてきた。」3)とあるよ

うに、わが国の教育制度の整備に教育刷新委員会(教育刷新審議会)及び中央教育審議会が大きな役

割を果たしてきた。 

 教育刷新委員会は、我が国の教育改革を検討する合議制機関として昭和21(1946)年８月に設置さ

れた。同委員会では学校教育、社会教育、国語改革、教育行財政など教育文化に関する重要問題を

ほとんどすべて取り扱うこととし、昭和24(1949)年６月、教育刷新審議会と改称された。教育刷新

委員会(教育刷新審議会)は、昭和21(1946)年12月の教育基本法や学制等に関する最初の建議以来、

その任務を終えるまでに、35の建議を内閣に提出した。戦後日本の教育改革に関する基本法令や制

度は、ほとんどすべてここでの審議を経て実施されたのであり、我が国戦後教育改革に果たした役

割には極めて大きなものがあった4)。 

 また、昭和27(1952)年６月の文部省設置法の一部改正により設置され、昭和28(1953)年に第１回

総会が開かれた中央教育審議会は、その時代時代を反映して多くの答申を行ってきており、平成

28(2016)年６月末現在で答申第193号を数えるまでになった。 

 数ある中央教育審議会答申の中でも、昭和46(1971)年６月11日の「今後における学校教育の総合

的な拡充整備のための基本的施策について(答申)」いわゆる「四六答申」は、第二次大戦後の新し

い教育制度が20年を経過した時期に、諮問から４年にわたる広範かつ包括的な調査審議を経てまと

められた5)。この答申では、昭和30年代後半以降の技術革新や高度経済成長と、これらに伴う地域や

家庭環境の変化、さらに高等学校・大学進学率の上昇を受けとめる学校教育の量的拡大などを背景

に、制度的にも内容的にも多くの問題を抱えていた学校教育に対する基本的施策が提言された。答

申事項は性格的に多岐にわたるが、教育課程や教育方法の改善、教育条件の水準維持、教員の養成・
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研修・待遇改善等についても言及した6)。 

 答申を受けた文部省(当時)は、昭和46(1971)年７月に事務次官を本部長とする教育改革推進本部

を設け、実現可能な施策を実施した。初等中等教育に関わる主要なものとして、「教育内容の精選・

小中高校の一貫等を趣旨とする学習指導要領の改訂(昭和52(1977)・53(1978)年)」、「公立学校の学

級編制・教職員定数改善計画(昭和49(1974)年以降)」、「幼稚園教育振興計画(昭和47(1972)年以降)」、

「養護学校の義務制の実施(昭和54(1979)年)」、「いわゆる人材確保法による教員の待遇改善(昭和

49(1974)年以降)」、「共通第一次学力試験(昭和54(1979)年度入学者選抜から)」等がある7)が、多く

の面でその後の教育改革に直接又は間接に影響を与えた。 

 

(２) 臨時教育審議会 

 昭和59(1984)年２月に行われた第101回国会における総理大臣施政方針演説及び文部大臣の所信

において、政府全体の責任で長期的展望に立って教育改革に取り組むため、総理大臣の諮問機関と

して臨時教育審議会が設置されることになった8)。昭和59(1984)年８月21日に施行された「臨時教育

審議会設置法(昭和59年法律第65号)」9)の第１条には目的として「教育基本法(昭和22年法律第25号)

の精神にのつとり、･･･(略)･･･、同法に規定する教育の目的の達成に資するため、･･･(略)･･･。」と

規定され、また、「臨時」の教育審議会であることから、附則第３項の規定により、与えられた審議

期間は３年間であった。３年という限られた期間ではあったが、会議の開催は総会90回を含めて668

回、公聴会は全国各地で14回、団体・有識者からのヒアリング483人という精力的な活動を展開した
10)。その結果、昭和60(1985)年６月の第１次答申から、昭和62(1987)年８月の第４次答申(最終答申)

まで、四つの答申が出されたが、「教育改革に関する第４次答申(最終答申)」に「本審議会は、･･･

(略)･･･常に審議状況を明らかにしながら、各界各層の意見に耳を傾けて、論議を深め、全国民参加

の教育改革を目指した。」11)とあるように、審議の経過が公開され、教育改革に対する国民の関心が

高まるとともに様々な論議を呼び起こした。 

 最終答申では、「第２章 教育改革の視点」において「21世紀のための教育の目標の実現に向けて、

教育の現状を踏まえ、時代の進展に対応し得る教育の改革を推進するための基本的な考え方として、

以下のように考えた。」12)として、「個性重視の原則」、「生涯学習体系への移行」、「変化への対応」

の三つをあげているが、「このうち、「個性重視の原則」は今次教育改革で最も重視されなければな

らない基本的な原則とした。」13)と個性重視の重要性について言及している。これら三つの項目ごと

に述べられている内容14)15)16)は、いずれも答申から30年経った現在においても「時代の進展に対応

し得る教育の改革を推進するための基本的な考え方」として息づいている。 

 答申を受けた政府は、文部省(当時)内にとどまらず、関係省庁を横断する形で答申の実現に取り

組んだ17)結果、初等中等教育に関係する次のような制度改革が行われた18)。「教育改革推進大綱の決

定(昭和62(1987)年10月閣議決定)」、「単位制高等学校の制度創設(昭和63(1988)年３月)」、「高校生

等の海外留学の制度化(昭和62(1987)年２月)」、「帰国子女等に対する高等学校等への入学・編入学

機会の拡大(昭和63(1988)年10月)」、「初任者研修制度の創設(平成元(1989)年度から実施)」、「免許

状の種類及び免許基準の見直し」、「教員への社会人活用等の免許制度改善(平成元(1989)年度から)」、

「高等学校の定時制・通信制課程の修業年限を「４年以上」から「３年以上」に改正(昭和63(1988)

年11月)」、「平成２年度入学者選抜より国公私立大学利用の大学入試センター試験を実施」。 
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(３) 教育改革国民会議 

 臨時教育審議会答申後の変化に対応するため、「21世紀の日本を担う創造性の高い人材の育成を

目指し、教育の基本に遡って幅広く今後の教育のあり方について検討する」19)との趣旨から、平成

12(2000)年３月、教育改革国民会議が発足し、同年12月に最終報告「教育改革国民会議報告(平成

12(2000)年12月22日)」が取りまとめられた。同報告には「教育を変える17の提案」と副題が付けら

れており、教育を変える17の提案20)が示されていた。 

 又、教育基本法については、「これからの時代の教育を考えるに当たっては、個人の尊厳や真理と

平和の希求など人類普遍の原理を大切にするとともに、情報技術、生命科学などの科学技術やグロ

ーバル化が一層進展する新しい時代を生きる日本人をいかに育成するかを考える必要がある。そし

て、そのような状況の中で、日本人としての自覚、アイデンティティーを持ちつつ人類に貢献する

ということからも、我が国の伝統、文化など次代の日本人に継承すべきものを尊重し、発展させて

いく必要がある。そして、その双方の視野から教育システムを改革するとともに、基本となるべき

教育基本法を考えていくことが必要である。このような立場から、新しい時代にふさわしい教育基

本法には、次の三つの観点が求められるであろう。」21)として、「新しい時代を生きる日本人の育成」、

「伝統、文化など次代に継承すべきものを尊重し、発展させていく」、「これからの時代にふさわし

い教育を実現するために、教育基本法の内容に理念的事項だけでなく、具体的方策を規定する」の

三つの観点を示した22)。この教育改革国民会議報告が、その後の中央教育審議会における教育基本

法改正に向けた審議へと繋がっていった。 

 

(４) 教育基本法の改正 

 平成13(2001)年11月、文部科学大臣から中央教育審議会に「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」について諮問があった。審議会では、教育改革国民会議の提

言を踏まえながら、我が国の教育の現状と課題、これからの教育の目標、今後の教育改革の基本的

方向について議論を行い、平成14(2002)年11月14日の中間報告を経て、平成15(2003)年３月20日、

「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(答申)」を公表した。 

 答申では、「21世紀の教育が目指すもの」として「①自己実現を目指す自立した人間の育成」、「②

豊かな心と健やかな体を備えた人間の育成」、「③「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の

育成」、「④新しい「公共」を創造し、21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成」、

「⑤日本の伝統・文化を基盤として国際社会を生きる教養ある日本人の育成」が挙げられ23)、それ

らを実現するために、「教育基本法をはじめ教育関連法制の見直しまでさかのぼった教育改革が必

要である。その中で、･･･(略)･･･教育振興基本計画を策定することによって、実効性のある改革を

進めていく必要がある。」24)と述べるとともに、「教育は未来への先行投資であり、今日の教育が、

個人の明日をつくり、社会の未来をつくる。これからの教育の目標を実現するため、教育への投資

を惜しまず必要な施策を果断に実行していく必要がある。」25)との見方を打ち出した。 

 その後、３年近くにわたる与党協議会での検討、国会における合計190時間近い審議等を経て26)、

平成18(2006)年12月15日に新しい教育基本法が成立した。改正教育基本法は、同年12月22日に公布

され、即日施行された。改正教育基本法は、これまでの教育基本法が掲げてきた普遍的な理念は継
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承しつつ、公共の精神など、日本人が持っていた規範意識を大切にすることや、それらを醸成して

きた伝統と文化を尊重することなど、今日極めて重要と考えられる理念を明確にした27)。 

 改正教育基本法で重要なことの一つは、第17条第１項で「政府は、教育の振興に関する･･･(略)･･･

基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。」と、政府に基本

的な計画の策定を義務づけ、同条第２項で「地方公共団体は、前項の計画を参酌し、･･･(略)･･･基

本的な計画を定めるよう努めなければならない。」と、地方公共団体に対しても政府の基本的な計画

を参酌して地域の実情に応じた計画を策定するよう努めることが規定されたことだ。 

 

(５) 教育再生会議及び教育再生懇談会 

 平成18(2006)年10月10日、教育基本法の改正が審議されていた丁度その頃、「21世紀の日本にふさ

わしい教育体制を構築し、教育の再生を図っていくため、教育の基本にさかのぼった改革を推進す

る必要がある。」28)との閣議決定により「教育再生会議」が設置された。、 

 教育再生会議は、平成20(2008)年１月31日までの約１年４か月の間に、四つの報告を取りまとめ

た29)。教育再生会議の各報告は、その後の教育改革に大きな影響を与えたが、義務教育を中心に初

等中等教育の当面の課題について取りまとめられた第一次報告は、中央教育審議会で具体的な制度

設計に関する審議を経てまとめられた「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の

改正について(答申)(平成19(2007)年3月10日)」に影響を与えた。この答申を受け、平成19(2007)年

の通常国会で、「学校教育法」、「教育職員免許法」、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

改正及び「教育職員免許法」の改正に伴う「教育公務員特例法」の改正を含んだ、いわゆる「教育

三法の改正」が行われた30)。最終報告を公表した教育再生会議は、平成20(2008)年２月26日に閣議

決定された「教育再生懇談会」の設置を受け、同日付で廃止された31)。 

 教育再生懇談会は「21世紀にふさわしい教育の在り方について議論するとともに、教育再生会議

の提言のフォローアップを行う」32)ことを目的とし、平成20(2008)年５月20日に行った「教育振興

基本計画に関する緊急提言」を初め、「これまでの審議のまとめ－第一次報告－(平成20(2008)年５

月26日)」、「教員採用、昇任における不正行為に対するアピール(平成20(2008)年８月11日)」、「「教

科書の充実に関する提言」(第二次報告)(平成20(2008)年12月18日)」、「これまでの審議のまとめ－

第三次報告－(平成21(2009)年２月９日)」、「これまでの審議のまとめ－第四次報告－(平成21(2009)

年５月28日)」を世に出し、平成21(2009)年11月17日、閣議決定により廃止された33)。 

 

 

２ 教育振興基本計画 

 

 改正教育基本法第17条第１項の規定を受けた文部科学大臣からの審議要請らより、中央教育審議

会は平成19(2007)年２月から教育振興基本計画特別部会を中心に教育振興基本計画について審議を

行い34)、平成20(2008)年４月18日に「教育振興基本計画について～「教育立国」の実現に向けて～

(答申)」を公表した。その後同年７月１日、我が国にとって初めての「教育振興基本計画(第１期計

画)」が閣議決定された。 
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(１) 教育振興基本計画(第１期計画) 

 我が国で初めて策定された教育振興基本計画(第１期計画)は、「教育の振興に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針や講ずべき施策、

その他必要な事項について、政府が定める基本的な計画」35)である。第１期計画では、平成20(2008)

年度から平成29(2017)年度の「10年間を通じて目指すべき教育の姿」として、「①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」、「②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」こと36)を、又、平成20(2008)年度から平成24(2012)

までの「５年間に取り組むべき施策の四つの基本的方向」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」こと37)を挙げた。 

 

(２) 教育振興基本計画(第２期計画) 

 第２期計画の策定に当たっては、平成23(2011)年６月６日、文部科学大臣より中央教育審議会に

対し、「第一に、･･･(略)･･･生涯学習社会の実現を目指し、家庭、地域の教育力の向上や初等中等教

育から高等教育に至る学校教育の充実など教育振興のための基本的な方針及び諸方策を明らかにし

ていただきたい。･･･(略)･･･第二に、･･･(略)･･･具体的な成果目標の在り方とともに、教育の質の

向上、教育環境の整備、教育行政体制の充実その他の諸方策のご議論をお願いしたい。」38)との諮問

が行われた。これを受けた中央教育審議会は、約２年後の平成25(2013)年４月25日に「第２期教育

振興基本計画について(答申)」を公表した。答申を受けた政府は平成25(2013)年6月14日、平成

25(2013)年度から平成29(20117)年度までの５年間を期間とする「教育振興基本計画(第２期計画)」

を閣議決定した。教育振興基本計画(第２期計画)は、計画期間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」の四つをあげ39)、その基本的方向性に基づく８の成

果目標と30の基本施策を示した40)。 

 

 

３ 教育再生実行会議 

 

 政府は「21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実行に移していくため、内

閣の最重要課題の一つとして教育改革を推進する必要がある。」41)との理由から、平成25(2013)年１

月15日に、「教育再生実行会議の開催について」を閣議決定した。 

 教育再生実行会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣兼教育再生担当大臣に加え、

教育界、経済界、地方公共団体など幅広い分野の15名の有識者等から構成され、教育再生を実現す

るための諸施策についての検討を目的とし、教育再生会議の提言や実績を踏まえながら、教育再生

の実行のために直面する事項について、基本的な方向性を集中的かつ迅速に検討する42)こととした。

教育再生実行会議は平成25(2013)年１月24日の初会合以来、いじめの問題、教育委員会の在り方等、

順次、提言を行った。提言を受けた文部科学省をはじめとする関係省庁は、特に制度改正を要する
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事項等については中央教育審議会でその具体的な実施方策等を調査審議することとしたが、提言の

迅速な実行のため、文部科学大臣兼教育再生担当大臣が中心となり、内閣を挙げて取り組むことと

した43)。各提言への対応44)のうち、主なものは次のとおりである。「いじめ防止対策推進法」成立(平

成25(2013)年６月21日)［第一次提言］、「道徳の時間」を「特別の教科道徳」として新たに位置付け

る学習指導要領の一部改正(平成27(2015)年3月)［第一次提言］、「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」(教育委員会制度改革)(平成26(2014)年６月13日成立、平成

27(2015)年４月１日施行)［第二次提言］、「学校教育法等の一部を改正する法律」(小中一貫教育の

制度化等)(平成27(2015)年６月17日成立、平成28(2016)年４月１日施行)［第五次提言］。 

 

 

４ 教育制度改革のこれから 

 

 これまでの教育制度改革を概観してきたが、今後の制度改革を考える上で重要な中央教育審議会

答申が四つある。それは、平成26(2014)年12月22日に出された「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27(2015)年

12月21日に出された「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り

方と今後の推進方策について」、「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」及び

「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」の四つである。 

 

(１) 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の改革 

 平成26(2014)年12月22日の「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(答申)」では、現状について「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、･･･(略)･･･、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」
45)と述べ、特に「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とどまる傾向があ

り、学力の三要素を踏まえた指導が浸透していない」46)と指摘した。また、高等学校教育の質の確

保･向上の観点から、「高等学校教育については、･･･(略)･･･、教育内容、学習･指導方法、評価方法、

教育環境を抜本的に充実させなければならない。」47)と断じた。これを受け、平成27(2015)年１月16

日、文部科学省は「高大接続改革実行プラン」48)を決定し、高等学校の教育改革の方向性として、

１番目に「課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びの推進と高等学校教員の資質能力の向

上」を挙げた49)。 

 その後、平成27(2015)年２月24日に、「高大接続システム会議」が設置50)され、平成27(2015)年３

月5日の第１回会議から平成28(2016)年３月25日の第14回会議まで多岐にわたる審議が行われ、平

成28(2016)年３月31日に「最終報告」を取りまとめた。同報告では、高大接続システム改革の実現

のための具体的方策の一つとして高等学校教育改革を論じ、「高等学校教育改革の意義」として「高

等学校教育においては、義務教育までの成果を確実に発展させるとともに、･･･(略)･･･主体的に学

ぶ力を身に付けさせることが重要である。･･･(略)･･･必要な力を育むため、「何を教えるか」という

知識の質や量の改善だけでなく、「どのように学ぶか」という学びの質や深まりを重視した学習・指
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導方法の改善、そして「何が身に付いたか」という学びの過程を含めた多様な学習成果についての

評価の充実を一体的に推進することが必要である。」51)と述べ、そのために必要な観点として①「育

成すべき資質・能力を踏まえた教科・科目等の見直しなどの「教育課程の見直し」を図る」、②「ア

クティブ・ラーニングの視点からの「学習・指導方法の改善」と教員の養成・採用・研修の改善を

通じた「教員の指導力の向上」」、③「学習評価の在り方の見直しや指導要録の改善などの「多面的

な評価の推進」」の三つを挙げている52)。更に、この三つの観点を踏まえた高等学校教育改革の具体

的方策の一つに「学習・指導方法の改善と教員の指導力の向上」を挙げている53)。 

  

(２) 「次世代の学校・地域」創生プラン 

 平成27(2015)年12月21日に中央教育審議会が発表した三つの答申を受け、文部科学省は「三つの

答申の内容の具体化を強力に推進するべく」54)、平成28(2016)年１月25日に「「次世代の学校・地域」

創生プラン～学校と地域の一体改革による地域創生～」を文部科学大臣決定した。図１は、文部科

学省作成の説明資料55)であるが、「チ

ーム学校」実現のためには、「教員」

の果たす役割は大きく、教職員一人一

人に「自らの専門性を発揮するととも

に、専門スタッフ等の参画を得て、課

題の解決に求められる専門性や経験

を補い、子供たちの教育活動を充実し

ていくこと」56)が期待されている。更

に、子どもたちに育成すべき資質・能

力を育むために、「教員一人一人が、

子供たちの発達の段階や発達の特性、

子供の学習スタイルの多様性や教育

的ニーズと教科等の学習内容、単元の

構成や学習の場面等に応じた方法に

ついて研究を重ね、一人一人の子供の特性に応じたふさわしい方法を選択しながら、工夫して実践

できるようにすること」57)や、「現在、日本の学校教育は、教職員の献身的な努力により、国際的に

見ても高い成果を上げ、それを維持しているが、･･･(略)･･･従来以上に、個に応じた質の高い指導

を行い、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育むこと」58)が求められている。 

 また、「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について(答申)」では、「教育を巡る時

代の大きな転換点にある今、･･･(略)･･･教員の養成・採用・研修を一体的に改革するのは今をおい

てほかにはない」59)と、教員の養成から採用後の研修までを一体的に改革することの重要性を論じ

ると同時に、教員の資質能力について、これまでの答申等においても繰り返し提言されてきた使命

感や責任感、教育的愛情、教科や教職に関する専門的知識、実践的指導力、総合的人間力、コミュ

ニケーション能力等の教員として不易の資質能力に加え、「自律的に学ぶ姿勢を持ち、時代の変化や

自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を、生涯にわたって高めていくことのできる

力」等の「これからの時代の教員に求められる資質能力」を例示60)している。 

 

図１ 「次世代の学校・地域」創生プラン 

(注)出展：文部科学省「「次世代の学校・地域」創生プラン」 
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５ 開放制のもとでの高等学校教員養成における大学と教育委員委の連携の在り方 

 

 平成27(2015)年12月21日の三つの答申は「次世代の学校・地域」創生プランにより、その答申内

容の具体化に向けた取り組みが行われている。特に、「各学校の教育環境に即して充実した教育活動

ができるよう、･･･(略)･･･養成・採用・研修の一体改革を進める。」61)ために、平成28(2016)年度か

ら順次「大学の教職課程における「教科に関する科目」と「教職に関する科目」を統合」、「教員の

養成を通じた全国的な水準の確保のため、大学が教職課程を編成する際の指針(教職課程コアカリ

キュラム)を作成」、「教職課程の学生が学校現場を体験する機会を充実するため、学校インターンシ

ップを導入」等を進める62)としている。 

 しかし、「養成－採用－研修」という一連の教員育成改革に取り組むためにも、「養成する人数を

どのように増やすか」という視点が重要である。つまり、「中・高校生や一般学部生にどのようにし

て教職に興味関心を持ってもらうか」という課題に目を向ける必要がある。更に、一般学部におけ

る教職課程の重要性について、大学全体で共通理解を図ることも重要な課題である。 

 

(１) 高校生の教員希望状況と進学状況 

 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会と株式会社リクルートマーケティングパートナーズが合

同で、２年に一度、全国の高

校２年生と保護者を対象に

９月から10月にかけて「高校

生と保護者の進路に関する

意識調査」63)を実施している。

多くの高校では、２年次進級

時にいわゆる「文理分け」を

行っているので、調査時期は

高校生の進路意識もある程

度固まった時期といえる。そ

の調査結果から作成した表

１によると、調査年度により

差はあるものの、進学希望者の少なくとも10％以上は教師希望であることが分かる。 

  一方、表１で調査対象となった高校生たちが大学等に入学する年度における教育系学部等入学

者の全入学者に対する比率は、学校基本調査64)によると表２のとおりである。大学等入学者数には

過年度卒業者も含まれるので厳密な比較はできないが、毎年度、同程度の過年度生が入学してくる

と仮定すれば、調査対象生徒の入学年度が複数年度にわたるとしても、表１の「進学希望者の教師

希望率」と表２の「教育系学部等入学者比率」を比較することには意味がある。 

 直近の平成27(2015)年度入試結果で見ると、大学及び短期大学入学者の7.3％が教育系学部等に

入学した。しかし、その高校生たちは、高校２年生の９月から10月時点で、12.1％が教師を志望し

表１ 高校２年生の教師希望率

 

 

(注) 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会及び株式会社リクルート
マーケティングパートナーズ実施の「高校生と保護者の進路に関す
る意識調査」から作成 

(注)本調査における「教師」に幼稚園教諭は含まない 

調査年度 有効集計人数 教師希望率
大学・短大
進学希望率

進学希望者の
教師希望率

平成17(2005) 1,616 人 6.7 ％ 58.0 ％ 11.6 ％

平成19(2007) 1,802 人 6.2 ％ 59.3 ％ 10.5 ％

平成21(2009) 1,271 人 7.2 ％ 55.8 ％ 12.9 ％

平成23(2011) 1,269 人 6.4 ％ 55.5 ％ 11.5 ％

平成25(2013) 1,425 人 7.6 ％ 63.0 ％ 12.1 ％

平成27(2015) 992 人 8.6 ％ 60.9 ％ 14.1 ％
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ていた。ここでは「２年生の時点では進学希望者の12.1％が教師を希望していたが、実際に進学し

た者のうち教育系学部等に入学したのは全入学者の7.3％である」ということ、つまり、12.1％と

7.3％の差である4.8ポイント減少に注目したい。この4.8ポイント減少の要因を大きく分けると、①

教師希望でなくなった者、②新たに教師希望となった者、③教師希望であるが一般学部に進学した

者、の三つが考えられるが、開放制の高等学校教員養成を考えるとき、③の存在が重要である。 

 

(２) 一般の大学・学部での教員養成 

 現在、我が国では、教員養成系学部を卒業しなくても教育職員免許状を取得することができるが、

この制度の始まりは、第二次大戦後にまで遡る。昭和21(1946)年８月に内閣に設置された教育刷新

委員会65)が昭和22(1947)年11月に行った建議の趣旨に基づき66)、我が国の教員養成は、「従来の師範

学校・高等師範学校など特定の専門的機関による養成を本体とする方式を改め、･･･(略)･･･「開放

制」の方式を採る」67)ことに

なった。その際、小・中学

校の教員については、主と

して国立の教員養成大学・

学部において計画養成が行

われることとなり、高等学

校教員については、一般の

大学・学部にその学科の専

攻に即した教科についての

教員の免許状を取得させる

課程を設けその卒業者を充

てるとされ68)、この開放制

による教員養成は現在まで

続いている。言い換えれば、

我が国の教員養成は、制度

上、国立の教員養成大学・学部だけでなく一般の大学・学部もその一翼を担っており、特に高等学

校教員の養成においては、一般の大学・学部の果たすべき役割は大きいのだ。 

 

図２ 平成27年度公立学校教員採用者の学歴別内訳 

(注)文部科学省実施の「平成27年度公立学校教員採用選考試験の実施状況
について」から作成 
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表２ 教育系学部等入学者比率

 
(注) 文部科学省実施の「学校基本調査」から作成 

調査年度
進学希望者の
教師希望率

入学年度
大学

入学者数
(ア)

教育系学部
入学者数

(イ)

短期大学
入学者数

(ウ)

初等教育系
入学者数

(エ)

教育系学部等
入学者比率

(イ＋エ)／(ア＋ウ)

平成17(2005) 11.6 ％ 平成19(2007) 613,613 人 38,137 人 84,596 人 3,375 人 5.9 ％

平成19(2007) 10.5 ％ 平成21(2009) 608,731 人 41,670 人 73,163 人 2,430 人 6.5 ％

平成21(2009) 12.9 ％ 平成23(2011) 612,858 人 44,580 人 68,432 人 2,521 人 6.9 ％

平成23(2011) 11.5 ％ 平成25(2013) 614,183 人 46,934 人 64,653 人 2,377 人 7.3 ％

平成25(2013) 12.1 ％ 平成27(2015) 617,507 人 47,604 人 60,998 人 2,139 人 7.3 ％

平成27(2015) 14.1 ％ 平成29(2017) (　未　実　施　)



柴原：教育制度改革と地方教育行政 

 - 11 - 

 開放制による教員養成が始まった当初は、「小・中学校の教員については、主として国立の教員養

成大学・学部において」69)計画的に養成することを想定していたが、「平成27年度公立学校教員採用

選考試験の実施状況について」70)によると、図２が示すように、公立小・中学校の新規採用教員の

うち国立の教員養成大学・学部出身者は、それぞれ34.9％、23.9％にとどまる一方で、一般大学出

身者が小学校採用教員は56.1％、中学校採用教員では62.8％に上っている。つまり、一般大学で教

員養成系・教育系学部を擁する例はあるにしても、一般大学・学部での教員養成が我が国の学校教

育にとって重要なのである。 

 

(３) 一般学部生の教職に対する意識と教員養成機関としての責務 

 一般学部で学ぶ学生は、教職についてどのような意識を持っているのだろうか。平成28(2016)年

度前期に、本学の人文・農・理学部の教職課程履修者(126名)を対象とした「教育の制度と経営」71)

において、履修者に行ったアンケートの「教員になる上でどんなことを大学で学びたいですか。」と

いう問いかけに対し、教科の指導力、コミュニケーション力、いじめへの対応、保護者への対応等

以外に、一般学部生が期待する学びの内容を示す学生Ａ、Ｂ、Ｃの記述を例示する。 

Ａ 実践的なクラス運営や授業運営なども、教育実習だけでなく、大学内で学びたい。 

Ｂ 座学で話を聞くだけでは実践できるか分からないので、教育実習以外に現場を学べる機会

がほしい。 

Ｃ 今回の授業で教員になることについてより明確になった。他の授業でも、ちょうど教育実

習を終えた先輩からのお話を聞いて、最近、教員になる道を見通せるようになった。現段階

では、私は先生になりたい。人と話すことは好きだし、生徒を育てる喜びを感じたい。･･･

(略)･･･特に教育学部でない私には、もっと充実した学習が必要である。具体的には、長期の

教育実習、様々な場面を想定しての実践演習、･･･(略)･･･である･･･(略)･･･教員として身に

付けておくべきものはしっかりと身に付けたい。 

 このように、教職課程を履修している一般学部生は、教職に対して高い意識を持ち、より実践に

近い場面での学びを期待していることがわかる。 

 また、最終日に行った振り返りから、学生Ｄ、Ｅの記述を例示する。 

Ｄ 教育とは、教育学部で専門として学んだ人の方がより良い教育をすることができると考え

ていたが、先生の講義を受け、その他の学部でもよいのだと感じた。 

Ｅ 私は正直、この授業を最後に教職をあきらめるつもりでした。友達が休みの時に授業があ

るし、たくさん受けなければならないし、「楽になりたい」と思っていました。しかし、･･･

(略)･･･、この仕事の面白さをたくさん見て感じることができたので、まだあきらめずに続け

ようと思います。 

 上の例示で、Ｄは自身が教育学部でないことによる自信のなさ(不安感)を述べ、Ｅは所属学部で

の卒業要件に必要な授業の他に教職課程を別途履修する時間的・精神的負担感を述べている。一般

学部での教職課程履修者は、入学年次から卒業年次に進むにつれ大きく減り続けるが、それは、上

記Ｄ、Ｅに例示したように、履修学生にとっての不安感や負担感が大きな原因の一つと言える。開

放制による教員養成にとって大事な位置づけである一般学部での養成を考えるとき、一般学部生の

負担感を減じるようなカリキュラムの工夫や、教育学部に所属していない不安感を払拭するだけの
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十分な情報提供は勿論のこと、教職課程履修者が不安や負担を感じながらも頑張ろうと思えるだけ

の魅力ある授業内容や、教職の魅力を余すことなく伝える工夫をするとともに、上記Ａ～Ｃに例示

したように、より現場に即した環境での実習を工夫することも大学は求められている。 

 

(４) 「新たな教員像」を目指した大学と教育委員会の協同による教員養成と教員育成 

 今後の教育制度改革を考えるとき、平成27(2015)年12月21日の「これからの学校教育を担う教員

の資質能力の向上について(答申)」に述べられている「教育を巡る時代の大きな転換点にある今、･･･

(略)･･･教員の養成・採用・研修を一体的に改革するのは今をおいてほかにはない」72)を、教員養成

を担う大学、採用・研修を行う教育委員会の双方が真摯に受け止める必要がある。その時のキーワ

ードは「新たな学びを支える新しい教員73)像」である。それとともに、アクティブ・ラーニングの

視点からの授業改善、ICTを用いた指導法、道徳教育の充実、外国語教育の充実、特別支援教育の充

実といった新たな教育課題74)にも柔軟に対応できる教員の養成が求められていることは明らかであ

る。これは、同答申が大学における養成の原則及び開放制の原則を維持することを前提とすると述

べている75)ように、単に教育学部だけの問題ではなく、大学全体の課題である。さらに同答申では、

「一般大学を含め、大学の教職課程において質の高い教員養成を行っていくためには、教員養成学

部の果たすべき役割は極めて大きい。大学においては教員養成学部が中心となって･･･(略)･･･質保

証の取組を総合的に進めていくことが重要である。」76)と、一般学部での教員養成を効果的に推進し

ていく上でも教員養成学部の役割が重要であることについても言及している。 

 大学における教員養成(教職課程)の充実については、同答申では具体的な方向性77)を示すととも

に、大学と教育委員会等が相互に議論し、「養成や研修の内容を調整する」ための制度として「教員

育成協議会(仮称)」の創設を提言し、地域の実情に応じて養成、採用、研修という教員育成に関す

る大学と教育委員会との連携協力の在り方や養成カリキュラムと研修内容の相互理解、学校インタ

ーンシップ等に関する調整、研修の協力のための協議、相互の人事交流、教師塾等の実施等、具体

的な施策等についても幅広く議論することを期待している78)。期待されることのいくつかは既に取

り組まれているが、「教員育成協議会(仮称)」として制度化されることで、教員育成に関して大学と

教育委員会で互いの意識の理解と共有が進み、やがて、教員養成においても高大接続システムが構

築されるようになれば、地域の実情に応じた優秀な教員の育成が期待される。そのためにも、「教員

育成協議会(仮称)」では大学と教育委員会が「新たな学びを支える新しい教員像」を共有しながら、

養成(採用前)・採用・研修(採用後)の一連の過程の中でどのように教員育成を行うのかについての

体系、つまり、新たな教育課題等について学ぶ大学での教育課程の特色、養成と連携した採用に関

する行政施策、採用後の研修の特徴等を体系化して、教員を志望する地域の高校生や教職課程の履

修を希望する学生に公表することが大切である。 

 更に、答申で述べられている「大学においては、･･･(略)･･･、教職課程の科目を担当する教員に

対し、学校現場体験を含む実践的な内容やこれらの教育課題に対応したFDなどを行うなどの取組

を進めることが必要」、「学校現場に携わる教員等を教職大学院をはじめとする大学の教職課程の教

員として確保する」、「大学と教育委員会が連携し、･･･(略)･･･人事上の工夫を行うことにより、･･･

(略)･･･、これらの者が、最終的には大学の教職課程を担う教員として活躍できるようなキャリアパ

スを構築する」79)等は、大学と教育委員会の真の連携無しには実現不可能である。 
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 又、養成者数を増やすためも、大学と教育委員会が連携して中学生・高校生が教職に興味関心を

抱くような取り組みを実施することが喫緊の最重要課題である。一般に、教員を志望する高校生の

多くは、文理分け時に文系を希望することが多い。しかし、「高等学校教員については、一般の大学・

学部･･･(略)･･･の卒業者を充てる」80)との開放制の考え方を踏まえるとき、高等学校入学当初から

のキャリア教育等の機会を捉え、大学と教育委員会が連携して高校生が教職に興味関心を持つ指導

を工夫すると同時に、一般学部からも教員を目指すことできるとの意識付けを行うことが重要であ

る。一般学部で優秀な高等学校教員を養成することは、将来大学に入学してくる高校生の資質に関

わる重要な問題であり、やがては大学での学修の質に大きな影響を与えることも予想される。 

 茨城県の高等学校でも数学、理科、英語等で臨時的任用に係る講師や非常勤講師の不足が表面化

してきている現在、大学と県教育委員会が協同で一般学部での高等学校教員養成に本腰を入れない

と、いわゆる「欠補未補充」の状態が常態化し、高等学校での教育の質の低下に繋がることも懸念

される。そのため、地域の実情に応じた教員養成の工夫と、その養成内容を踏まえた採用方法や採

用後の研修内容の検討、つまり、地域の実情に応じた教員育成の一体改革に向けた具体的取り組み

の全体像を示すことが、大学と教育委員会双方に課せられた責務であり、それが真の連携といえる。 

 

 

おわりに 

 

 本稿では、第二次大戦後から今後の教育制度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。教員養成が開放制の下で行われ、中でも「高等学

校教員養成の役目は一般大学・学部が担う」という基本的な考え方を、全ての関係者が再認識する

必要がある。教育制度改革が「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」81)を目指すとき、一般大学・学部卒業者が多くを占める高等学校教員の授業力は、

大学に入学してくる学生の質に直接関わり、ひいては大学の活性化に影響を与えかねない大きな問

題である。今後は、教員育成における大学と教育委員会の協同の在り方について教員養成、特に高

等学校教員養成の観点から詳細に検討することを課題としたい。 
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校内研修を活性化するための一方策 

 

―― 研究主任研修会の実践を通して ―― 

 

五 島 浩 一＊ ・ 臼 井 英 成＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

One Plan to Activate School Training 

: Through Practice of the Study Chief Workshops 

 

Koichi GOTOH and Hidenari USUI 

 

 

キーワード：教員に求められる資質能力，校内研修，研究主任，研究主任研修会 

 

本稿は、校内研修の活性化を図るために、校内研修の現状と学校が抱えている課題を調査し、研究主任を対象とした研

修会を実施することによってどのような効果が期待できるかを明らかにすることを目的としている。 

校内研修の現状調査の結果、研修をしたいという意欲をもった教員は多いが、そのための時間の確保が困難であることが

確認できた。また、校内研修を中心となって推進するべき研究主任の多くが、不安や迷いを抱えており、十分にその役割を

果たせていないことも分かった。そこで、研究主任を対象とした研修会を実施し、研究主任の役割と研修を進めていく上での

ポイントや具体的な進め方などについて研修する機会をつくった。その結果、研修に参加した研究主任の不安を和らげる効

果が確認できた。同時に、校内研修の実態調査の経年変化から、校内研修が活性化されたことが確認できた。 

 

 

はじめに 

 

急速な情報化や技術革新、グローバル化などによって、私たちの生活も質的に大きく変化し、将来の

変化を予想することも困難な時代に突入していると言われている 1)。このような時代において、将来の社

会を担う人材を育成する教育、とりわけ学校教育に寄せられる期待は大きい。その一方で、絶えることの

ないいじめの問題や不登校児童生徒の割合、暴力行為の件数、特別な支援を要する児童生徒の割合の

増加などに見られるように、学校現場は様々な問題が山積している 2)。今こそまさに、学校がチーム一丸

となって教育活動に取り組んでいかなければならない時代である。 

多様な課題を抱えた中で、社会の求めに応じて学校が組織として子どものよりよい成長や発達のため 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **那珂市教育委員会 
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に機能していくためには、個々の教員の学習指導力や生徒指導力などを含めた資質能力を向上させて

いくことが大切である。すでに学校現場で勤務している教員の資質能力は、研修の積み重ねによって磨 

かれていくものである。いわゆるＯＪＴを中心とした学校内での研修がその中心になるはずであるが、教員 

の多忙化や大量退職によるベテランや中堅の教員不足がもたらすリーダー不在の学校の増加などで、校

内研修が活性化しない現状が予想される。また、校内研修を中心となって推進する立場にある研究主任 

に焦点を当てたとき、研究主任としての資質能力向上に関する研修はほとんど行われていないのが現状

である。 

そこで、まず学校における校内研修の実態を調査し、その課題を明らかにしていくことを考えた。さらに、

研究主任を対象とした研修会を実施することによって、校内研修の活性化にどのような効果をもたらすの

かを検討していくことにした。 

 

 

１ 教員に求められる資質能力 

 

平成27年12月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上につい

て」において、知識基盤社会、情報通信技術の急速な発展、グローバル化、少子高齢化など、変化

が加速度的に進む社会において、様々な分野で活躍できる質の高い人材育成が不可欠であると述べ

られている。さらに、そのためには、学校教育の充実、中でも教員の資質能力を向上させることが

最も重要であることが改めて示された 3)。 

教員の資質能力の向上については、かなり以前からその重要性が叫ばれている。遡ると、昭和62

年教育職員養成審議会の答申「教員の資質能力の向上方策等について」において、「学校教育の直接

の担い手である教員の活動は、人間の心身の発達にかかわるものであり、幼児・児童・生徒の人格

形成に大きな影響を及ぼすものである。このような専門職としての教員の職責にかんがみ、教員に

ついては、教育者としての使命感、人間の成長・発達についての深い理解、幼児・児童・生徒に対

する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、広く豊かな教養、そしてこれらを基盤とした実践的

指導力が必要である。」と提起された 4)。 

平成9年7月の教育職員養成審議会第 1次答申「新たな時代に向けた教員養成の改善方策につい

て」では、今後特に教員に求められる資質能力として「地球的視野に立って行動するための資質能

力」「変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力」「教員の職務から必然的に求められる資質

能力」の視点でまとめられた 5)。 

平成11年12月の教育職員養成審議会第3次答申「養成と採用・研修との連携の円滑化について」

では、初任者の段階、中堅教員の段階、管理職の段階に分けて、それぞれの段階に必要な資質能力

について検討され示された 6)。 

さらに、平成17年10月に出された中央教育審議会の答申「新しい時代の義務教育を創造する」

では、すぐれた教師の条件として、「教職に対する強い情熱」「教育の専門家としての確かな力量」

「総合的な人間力」の3つが重要だと言及された 7)。 

平成24年8月に出された中央教育審議会の答申「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」では、これからの教員に求められる資質能力は、(ⅰ)教職に対する責任感、
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探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力、(ⅱ)専門職としての高度な知識・技能、(ⅲ)

総合的な人間力、に整理され、これらは、相互に関連し合いながら形成されると述べられた 8)。 

いつの時代にも、教員の資質能力の向上は重要施策として言い続けられてきたわけである。その

ことは、教職という仕事が、非常に高い専門的な知識や技術と優れた人格的要素を必要としている

ことを物語っている。絶えず変化を続ける社会やそこに生きる人々の変化に対応しながら、教員は

自分自身を変化させ成長させていかなければならない。教員がそれぞれの資質能力の向上を目指し

ていくことは、将来を担う人材となる児童生徒のよりよい成長と発達を促進することはもちろんの

こと、教職の専門家としての成長と自身の自己実現、学校の組織力の向上にも大きくかかわってく

ることなのである。 

資質能力を向上させるために、研修が大切であることは言うまでもない。教育基本法第 9条にお

いても「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、

その職責の遂行に努めなければならない。」と定められている。研修といっても様々な形態や方法が

あるが、とりわけ校内研修は、教員の研修の中でもたいへん重要な位置を占めていると言えよう。 

 

 

２ 校内研修の意義 

 

校内研修とはどのようなものか。中留は「校内研修とは校内の全教職員が自校の教育目標に対応

した学校としての教育課題を達成するために共通のテーマ（主題）を解決課題として設定し、それ

を学内・外の関係者との連携を踏まえながら、学校全体として計画的、組織的、科学的に解決して

いく実践の営みである」と定義している 9)。 

辻野は、校内研修の特質について「（１）日常の教育実践に即した研修ができる、（２）研修の成

果を直接子どもの指導に生かせる、（３）他の同僚教師との協働から新たな知見がもたらされる、（４）

校内の教職員全体の協働体制が生まれる、（５）個々の教育実践を離れて学校全体の教育のあり方を

考えることができる、（６）校外での研修に比べて研修そのものの負担感が少ない、などがあげられ

る。」と述べている 10)。 

 また、天笠は、校内研修の目的について「校内研修・研究の目的は、①個々の教師の指導力、と

りわけ授業力の維持・向上を図ること、②学校が抱える課題の解決をはかるために必要な知見や手

法を獲得すること、②組織としての学校の力の維持・向上をはかるために、教育に関する情報を収

集し、組織に浸透させ全体の活性化をはかることなどがあげられる。しかも、これらは、それぞれ

独立しているというよりも、相互補完的な関係にある。」と言及している 11)。 

 これらから、校内研修のもつ意義として二つのことが見えてくる。まず一つ目は、校内研修は、

学校教育という実践の世界の中で、実践に即して研修を行い、教員の実践的な力を身に付けたり向

上させたりすることである。二つ目は、教員同士の同僚性を構築し、組織としての学校の力を高め

ることである。校内研修の内容は、授業に関するもの、生徒指導に関するもの、児童生徒の安全や

健康に関するもの、学校行事に関するものなど様々ではあるが、いずれにしても学校の教育課題の

解決や教育目標の実現のために、教員個人の資質能力を向上し、学校の組織力を高めることが大き

なねらいとなる。 



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

 - 20 - 

３ 校内研修の実態 

 

実際に学校では、どのように校内研修が行われているのか、校内研修を推進していく上で課題と

なっていることは何か。平成 26年度に茨城県水戸教育事務所が主催した中学校研究主任研修会 12)

で実施された中学校を対象としたアンケート調査の結果 13)から、特徴的なものを取り上げて、その

実態について考えてみたい。調査が実施されたのは60校の中学校である。なお、この調査は、校内

研修の中でも特に授業研究を中心とした教員の授業力の向上をねらいとした研修にしぼって実施さ

れたものである。 

 

（１）アンケート調査から見えてくる実態 

Ｑ．授業研究の方法について、あてはまるものをお答えください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 授業研究の方法 

 

図１から、授業研究を全体で行っている学校が 60校中31校であり、約半数となっている。教科

ごと、授業を参観できた者で、特設のグループを中心としてというように、学校の全教職員が一堂

に会して話合う機会がなかなかつくれていないのが現状であるようだ。 

 

Ｑ．今年度の授業研究の回数（予定を含む）をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 授業研究の回数 

校 

校 
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 図2から、授業研究を実施した回数は年間5回以下が最も多い。学校の教員数から考えると決し

て多い回数ではない。1年間で 1度も研究授業を行わない教員もいることになる。教員は、ほとん

ど毎日授業を行っているはずであるのに、その授業を他に開いて研修する機会を失っていることに

なる。 

 

Ｑ．授業研究に対して、教職員は意欲的に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 研修意欲 

 

 図3からは、研修に対してとても意欲的である、または意欲的である教員の割合はたいへん高い

と言える。言い換えれば、研修へのニーズが高いとも言える。それなのに、前述した授業研究の機

会が少ないことは残念なことである。校内研修が効果的に推進できるようにマネジメントするリー

ダーの存在が重要なのではないだろうか。 

 

Ｑ．授業研究を実施するための時間は確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 時間の確保 

 

図4を見ると、およそ半数は授業研究の時間が確保されていないと感じていることがわかる。こ

のことが、研修意欲はあるのに実際に研究授業を行って研修する機会がつくれない要因となってい
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ると考えられる。限られた時間の中で、どのように研修時間を生み出すかが大きな課題であると思

われる。 

 

（２）自由記述から見えてくる課題 

また、アンケートの中で「校内研修で授業研究を行う際、問題点があるとすればどのようなこと

ですか」という質問に対して、主に、①研修時間の確保が難しいこと、②授業研究の進め方が難し

いこと、③教科担当者の教員が少ないこと、④教員の共通理解を図ることが難しいこと、⑤教員が

研修に向かう意欲に差があることなどが回答された。 

①の時間の確保については、具体的には、研究授業に向けての準備の時間・授業者以外の教員が

研究授業を参観する時間・授業後の協議の時間を確保することが困難であるという学校がほとんど

であった。前述したように、アンケートに回答した 60校のうち27校が、授業研究のための時間が

確保できないと答えている。その要因としては、生徒指導・部活動・学校行事の準備・校務のため

の出張などがあげられていた。 

②から④については、「研究協議の内容が、今後の授業改善に生かせるものになっているかどうか」

「他の教科専門の先生との情報交換や教科間に共通する課題について議論する場面がつくれない」

「研修スタイル、時間設定、構成メンバー等、より充実した授業研究にするための進め方がわから

ない」「解決策や改善案が十分に見出せない」「各教科の専門教員が 1人ずつの学校であるため、自

己研修が中心になってしまう」「各教科を横断した指導方法を確立しづらい」などの意見があった。 

⑤の研修に向かう意欲については、「研究授業をやってくれる教員がなかなかいない」「教員間の

温度差がある」「校務分掌の負担などを考えると、授業研究へのモチベーションを高めることが厳し

い」などがあげられた。 

これら以外の問題点として、研究主任自身が勉強不足で研究を推進していくことに自信をもって

取り組めないという回答も多く見られた。問題点に対して研究主任がその解決策を見出せずに困惑

していること、研究主任がファシリテーターとしてその職務に当たることができず不安を抱えてい

ること、したがって自信がもてず研究主任自身のモチベーションが高まらないということが問題点

の根本にあるのではないだろうか。研究主任の不安を少しでも和らげ、研究主任を中心とした研修

体制を構築していくことこそが、校内研修を活性化するために重要なのである。 

 

 

４ 研究主任の役割 

 

校内研修を充実させるためには、研修を推進するリーダーの存在が不可欠になる。リーダーは、

研修を企画し準備する、実際の研修を運営する、実施した研修を評価し改善するといった研修の一

連の流れを担当することになる。同僚の教職員の共通理解を図り、必要性を感じられるような研修

を企画していくことが求められる。リーダーとなって校内研修を推進し、個々の教員の資質能力向

上と学校の組織力向上を実現することが、研究主任の使命であると言えよう。 

そのために研究主任が果たすべき役割は、次の3つに整理できる。 

一つ目は「調整」することである。人と人とをつなぐ役割と言ってもよいだろう。学校の中の管
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理職と一般の教員をつないだり、ベテラン教員と若手教員をつないだりする役割である。また、学

校外の人を含めた地域の資源と教育活動をつなぐことも大切な役割になる。 

二つ目は「企画」することである。常に情報を収集し、学校全体で目指すべき目標とその実現の

ための具体的な方法を明確に示していくことが重要である。 

三つ目は「行動」することである。行動がなければ成果は期待できない。不安を抱えて自信もな

くアクションを起こせない研究主任がリーダーでは、校内研修の活性化は期待できないだろう。結

果や失敗を恐れてためらうばかりではなく、調整や企画のために自らアクションを起こすことが大

切である。研究主任の行動力が重要になってくるのである。 

 

 

５ 研究主任研修会の実践 

 

五島は、平成 26年度より 3年間継続して那珂市教育委員会が主催した各小中学校 14)の研究主任

を対象とした研修会の講師としてその指導に当たった。その実際について記述し、そこから得られ

た校内研修の活性化につながるヒントについて考察していきたい（なお、参加者の感想及びアンケ

ート調査の集計は臼井が行い、その考察については五島がまとめたものを臼井と共に検討し執筆し

た）。 

 

(1) 研究主任研修会の概要 

表1 那珂市研究主任研修会 

 実施日 テーマ 主な内容 

第1回 平成26年5月 2日 「研究主任として 

心がけたいこと」 

・研修を行うことは授業を行うこ

とと同じ 

・研修で大事にしたい 5つのポイ

ントについて 

・研究主任としての役割「調整」

「企画」「行動」について 

第2回 平成27年2月 5日 「研究主任として 

『今』しておきたいこと」 

・4月と 1月のアンケートの結果

を比べて 

・今年度の校内研修振り返りの仕

方について 

・次年度につなげていく新たな目

標の設定の仕方について 

・次年度の研究テーマの設定の仕

方について 

第3回 平成27年5月 14日 「学習指導案の役割」 ・学習指導案は何のために書くの

か 
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・学習指導案の各項目の意味につ

いて 

・学習指導案を作成する上でのポ

イントについて 

・学習指導案検討（演習） 

・研究主任としての役割「調整」

「企画」「行動」について 

第4回 平成28年5月 19日 「研究主任の果たす役割」 ・研究主任としての役割「調整」

「企画」「行動」について 

・先生方のやる気スイッチに働き

かける 

・学校が目指す目標と授業をつな

ぐ 

・行き先を見通して研修を推進す

る 

・次の学習指導要領を見据えて 

・アクティブ・ラーニングの重要

性について 

・アクティブ・ラーニングの視点

で授業をつくる（演習） 

 

(2) 結果と考察 

①参加者の感想より 

 第1回目の研修会に参加した研究主任の中から6名を抽出し、研修会後に記述した感想を抜粋し

た。以下がその感想である。 

Ａ：お話をお聞きして、研究主任として不安に思っていたことが明確になりました。調整、企画、

行動を念頭に子どものため、そして、それぞれの教師の力を上げ、先生方の自信になるような研

修を進めていけたらと思います。 

 

Ｂ：今年度から研究主任になりました。現在のところ、前研究主任の残してくださった資料だけ

を頼りに不安に思っていました。お話をお聞きし、とにかく自分のやれるところからやってみよ

うと思いました。 

 

Ｃ：研究主任として心がけたいことについて、5 つの大事にしたいことを具体的にわかりやすく

説明していただいたことがとてもよかったです。研修の持ち方、進め方、主任としての考え方に

ついて大変参考になったので、今後実践していきたいと思います。 
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Ｄ：研究主任としての役割を具体的に話してくださり、これからやるべきことがはっきり見えた

ように思います。同時に責任の重さも感じました。調整、企画、行動を心にとめてがんばりたい

と思います。 

 

Ｅ：校内研修を行うということだけで負担を感じることが大きいが、同じ目標に向かって多様な

アプローチ、授業研究の方法など、先生方が取り組みやすい方法で研修していきたいと思いまし

た。生徒のためにどのような研修をしていくのか、自分一人でなく、先生方と話し合っていきた

いと思います。 

 

Ｆ：研究主任に今年からなり、前年度までとのつながりを考えてテーマを考える難しさや、どの

ように研修計画を立てていけばよいのか、どんなゴールを目指しているのかという不安でいっぱ

いでした。今日お話を伺って、研修と授業のとらえ方の共通点やどんな子どもを育てたいかとい

う理想を持つことなど、これからの道が少し明るくなったように感じました。 

（下線は五島） 

 

 Ａ、Ｂ、Ｅ、Ｆの   部分にあるように、研修を進めていく上で不安を抱えている研究主任が

見られた。特に、新しく研究主任になった教員にその傾向は強いと考えられる。学校の中で研究主

任という役職は比較的短期間で交替することが多く、学校によっては毎年研究主任が替わることも

珍しくない。新しい研究主任に替わるたびに不安を抱えてしまうようでは、校内研修が効果的に推

進できるとは考えられない。学校の中心になって校内研修を推進していかなければならない立場の

研究主任にとって、比較的年度の早い時期に実施した今回の研修会は、どのように研修を進めてい

けばよいのかといった不安を和らげる意味で効果的であったと言える。 

具体的に、不安の緩和につながったと考えられる内容は、研究主任の役割として講話の中で取り

上げた「調整、企画、行動」である。Ａ、Ｄの   のように、直接そのことにふれた感想からは

もちろんであるが、Ｂの「とにかく自分のやれるところからやってみよう」には、まず「行動」し

てみようという決意が表れている。また、Ｃの「研修の持ち方、進め方、主任としての考え方」に

は、「企画」についての実践意欲が感じられる。Ｅの「先生方と話し合っていきたい」の部分には、

「調整」役としての研究主任の役割の自覚が表れている。研究主任として何をすればよいのか、ど

のように振る舞えばよいのかがわからないことが、不安を大きくするのである。研修会で、研究主

任の役割や心がけることについて具体的に取り上げたことが、参加した研究主任の不安の緩和とや

る気につながったのではないかと考えられる。 

 

②各学校の経年変化より 

図5に示すのが、平成 26年5月に行った第1回目の研修会と平成 28年5月に行った第 4回目の

研修会のときに、研究主任を対象として実施した各学校の校内研修の取組に関するアンケート調査

の結果である。 
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図5 平成26年度と平成28年度のアンケート調査の比較 
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平成26年度と平成28年度を比較してみると、調査した 8項目中(1)(2)(3)(4)(8)の 5項目で結果

が優位に変容している。校内研修に関して、学校内の体制づくり、研修の柱づくり、授業研究の事

前検討、授業研究の方法について改善が図られた学校が多く見られたと言える。(5)の課題解決のた

めの手立てについて考えることは、ほとんど変化が見られない。残りの(6)参観のポイント、(7)観

察記録についても、ほんのわずかに下がった程度で大きな変化は見られないと言えよう。総合的に

考えると、研究主任を対象とした研修会を実施するようになってから、わずかではあるが校内研修

の取組に改善が見られると言えるのではないだろうか。これが果たして研修会を実施したことによ

るものなのかを断定することは難しいが、次に示す事実からも、何らかの影響は与えられたのでは

ないかと考えられる。 

 

③研究主任の位置づけより 

平成26年度と平成28年度に那珂市の各小中学校で研究主任を務めた教員の顔ぶれを見ると、そ

れまでの研修歴に違いが見られた。平成 26年度の研究主任は、15名中 3名が内地留学や海外研修

を経験していたのに対して、平成 28年度の研究主任は、14名中10名が内地留学や海外研修や大学

院研修を経験した教員であった。校内研修の活性化のためには、研究主任の存在がより重要である

という意識から、各学校が、研究面で教職員をリードしていくことのできる研修経験の豊富な教員

を研究主任として位置づけるようになったと言えよう。 

校内研修の取組に対する各学校の改善が見られたのは、研究主任研修会を継続してきたことによ

り、リーダーとしての資質能力を備えた研究主任を中心にして校内研修の活性化を図ろうとする強

い思いが、学校経営の中に定着してきたことが要因の一つになったからではないだろうか。 

 

 

おわりに 

 

教員の資質能力を向上させ、学校の組織力を高めるための校内研修を活性化するために、中心となっ

て推進していく研究主任はどうあるべきかについて考えてきた。中学校に焦点を当てた校内研修の実態

では、研修時間の確保の難しさから、研修意欲やニーズはあっても思うように校内研修が実施できていな

い現状が明らかになった。また、そのような状況をどうにかしなければならない立場の研究主任自身が、

研修をどのように進めていけばよいか分からずに不安を抱えていることもわかった。それにもかかわらず、

研究主任としての資質能力向上を目的とした研修会はほとんど行われていない。今回、那珂市で実施し

た研究主任を対象とした研修会は、研究主任が抱えるそうした不安を和らげることに、少なからず効果を

もたらしたと言える。また、校内研修の重要性を再認識し、校内研修を推進する上での課題を解決するた

めに学校全体で動き出す契機にもなったのではないだろうか。 

しかし、研修推進を妨げる要因や課題は、学校によってそれぞれ違いがあると考えられる。学校に応じ

た課題に対応し校内研修をより活性化するために、研究主任はどうあるべきなのか。そのために、研究主

任を対象としてどのような研修を行うことが有効なのか。今後の課題として取り組んでいきたい。 
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学校教員養成系大学における 

図画工作科・美術科に関する指導力点検方法の一例 

 

 

向野康江＊  

(2016年10月28日受理) 

 

 Example of Leadership Inspection Method for Art Education at a School Teacher University 

 

 

Yasue KOHNO 

 

 

キーワード：図画工作  美術  教材開発  国際理解 アンケート作成 

 

教師の指導力向上にねらいを定め、教材開発方法の必要性を啓発するようなアンケート、いわば教員養成課程の学

生のためのワークシートを考案した。アンケートの構成は、学校での基礎基本習得度の確認、児童画に関する関心度、

他教科との連携意識確認、教材研究の要点確認という内容で組み立てた。特に、児童画に関する関心度アンケート案

では、縦軸認識（歴史的観点で）のアンケートと横軸認識（外国との比較で）のアンケート案を作成した。これらの

アンケートは指導方法の授業でワークシートとして活用することもできる。図画工作科・美術科に関する指導力点検

方法の一例をしめしながら、授業の論理性を確認しながら教材研究を行う必要性へと誘っている。 

 

 

はじめに 

 

日本の学校における美術教育には様々な問題点がある。１つは、造形遊びに関する問題点、もう

１つは、鑑賞教育に関する問題点である。前者は、「楽しい造形活動」をどう評価するのか、とい

う視点があり、就中、開放感を味わうことをねらいとする教材では、開放されただけの活動の内面

的楽しさに、どのような評価を課せばよいのか、未だにその課題は残る。後者では、鑑賞教育の教

材開発の目的をどこに置き、鑑賞指導の方法論をどう確立すべきか、という問題を抱えている。 

特に鑑賞教育における学習目標の設定には、注意を払う必要がある。発達段階、その作品を鑑賞

する意義、内面的な効果等にかなり神経を使う。『茨城県教育研修センター研究発表会図画工作・美術

分科会資料』（平成13年3月）によれば、小学校教師の7割が鑑賞指導の方法がよくわからないと回 

                     

*茨城大学教育学部 
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答していたことを思い出す。当時、センターでは、独立した形での鑑賞学習の機会を設定しなかっ

たことの現れと見ていた。学習指導要領の｢Ｂ鑑賞｣は、中学校では小学校の基礎的内容を発展させ、

｢心情理解｣｢美術の方法理解｣｢美意識理解｣｢国際理解｣の要素で構成されていた。ところが、その指導書

を読むと｢心情理解｣が強調されている感があった。アンケートでも、中学校教師の意識が｢心情理

解｣に重きを置く結果となっていた。一方、同センターの学習者に対するアンケート内容のうち、｢どん

なところがわかると絵や彫刻が楽しく見られるか？｣の問いに対する小学５年と中学２年生の回答は、とも

に｢技法｣が51.7％、｢内容｣が30.5％。｢作者の心情｣は小５で12.4％、中２も19％と少なかった。つまり

｢技法｣への関心度の方が高かったという。技法への関心が高いということは、社会的に好ましい結果とと

らえることができる。潜在的生産能力とかかわるからである。 

実は、学校教員養成系大学における図工・美術科教員養成における指導方法の問題点とも、上記の内容

は関係する。造形遊びと鑑賞教育における共通の問題要素は、内面的楽しさ、内面的な効果等を育成要

素に抱え込むことにある。もちろん、造形遊びによる技術・技法の養成、鑑賞教育による美意識の形成、

異文化への理解等、様々 な目的をいくらでも設定できる。一方、その目的を達成するための構築的な計画

のもとでの教材開発力が教師に求められる。その教師の教材開発力ならびに指導力の低下が、図画工作

科・美術科における問題と直結する。本稿では、教師の指導力向上にねらいを定め、教材開発方法の必

要性を啓発するような、アンケート案、いわば教員養成課程の学生のためのワークシート案を考案する。 

実際の図工・美術科における指導方法、美術教育概論などの授業で、ワークシートとしても活用すること

を前提にする。 

 

 

学校での基礎基本習得度を確認するアンケート案の作成 

 

 まず、教員自身が次のアンケートにどれだけの自信をもって解答できるのか、確認するのがよ

い。次の問題にどれだけ答えられるだろうか。 

 

アンケート案１ 

設問１ 画用紙の裏表の見分け方について、今までどのような見分け方をしていましたか。 

回答  

設問２ 設問１の、画用紙の裏表の見分け方は正しいと思いますか。 

回答 思う   自信が無い   思わない   わからない 

設問３ あなたは水彩絵の具で絵を描くとき、どのようなパレットの使い方をしてきましたか。 

回答  

設問４ 設問３での使い方は正しいと思いますか。 

回答 思う   自信が無い   思わない   わからない 

設問５ 小学生のころ、のこぎりの使い方を学校で学びましたか。 

回答 はい   いいえ 
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設問６ 自分の今までの、両刃のこぎりの使い方を述べてください。 

回答  

設問７ 設問６での両刃のこぎりの使い方は正しいと思いますか。 

回答 思う   自信が無い   思わない   わからない 

設問８ 接着剤の学習をしたことはありますか。 

回答 ある   ない   覚えていない 

設問９ 接着材の選び方の要点を知っていますか。 

回答 ① 知っている  ②知っているが自信が無い  ③知らない  

設問10 設問９で①、②と答えた人は、どこで学びましたか。 

回答 学校で  家庭で  自分で  その他 

設問11 次に紹介する画像を観て、造形遊びであると判断するほうの記号に○をつけ、選んだ

理由も述べてください。また、選ばなかったほうに対しては、その理由も述べてくだ

さい。 

 

理由A  

理由B  

A 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めくって覚える世界の国旗パズル（対象学年：小学6年生）近藤知佳 作成 
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B 

 

 

設問１、２、３、４は、描画教育の基礎基本を習得できているか否か、を問う。設問５、６、７は、

日本の自然環境に応じて発達してきた木材文化に関する問いである。その基本がのこぎりの使い方

にある。設問８、９、10は、工作、立体造形を作成する際に必ず必要となる接着剤について、どの

ような接着剤がどのような素材に有効であり、どのようなものに無効であるのか、その学習機会を

得られてきたか否か、を問う。設問11は、昭和52年度の学習指導要領以降、「造形的な遊び」とし

て設定された、造形遊びがどれほど意識され理解されているのかを問う。 

 

 

児童画に関する関心度アンケート作成 

 

１．縦軸認識（歴史的観点で）のアンケート作成 

次に、教師自身が児童画すなわち児童作品にどれだけの興味関心を所持しているかを確認する 

アンケート案を作成した。 

アンケート案２ 

A．次のアイウエの児童画を見て回答してください。 

ア イ 

 

 

 

  
 

 

あした天気になぁれ 
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ウ エ 

 

 

 

設問（１）ア、イ、ウ、エは、それぞれ小・中学校の何年生の絵でしょうか。 

設問（２）ア、イ、ウ、エを比較した場合、それぞれいつの時代の児童画だと思いますか。 

設問（３）ア、イ、ウ、エの児童画では、それぞれ大人のどのような意識が反映されているのでし

ょうか。分析してください。 

 

 上記のアンケートの設問（１）の正解は、ア、イ、エが小学校5年生、ウが小学校の６年生の絵 

である。設問（２）の正解は、ア→昭和61年、イ→平成４年、ウ→大正12年、エ→平成７年であ 

る。つまり、アは、昭和 61年発行の小学校5年生用の図工教科書所収の児童作品１）、イは、平成4 

年発行の小学校5年生用教科書２）、ウは、大正12年発行の小学校５年生の児童画３）、エは、平成7 

年発行の小学校5年生用教科書４）に掲載された作品である。設問（３）によって、ア、イ、ウ、エ 

の児童画における表現効果に大きな変化があるのは、それぞれその時代の大人の要求が反映されて 

いることを知るべきであろう。こういった経緯を経て、今日の美術教育の姿を理解することは、次 

の世代の育成を担う教師にとって重要なことであると考える。 

 

２．横軸認識（外国との比較で）のアンケート作成 

教師自身が外国における美術教育の動向に対して、どれほどの関心を所持しているかを確認す 

るアンケート案を作成した。このアンケートによって、日本の児童画作品を客観的に見ることがで

きるようになる場合もある。 

 

アンケート案３ 

B．下記掲載の外国の児童画について次の設問に答えてください。 

（１）どこの国の児童画だと思いますか。 

（２）次の観点で意見を述べてください。 
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①線、形 ②観察力 ③主観性・客観性 ④雰囲気、表現方法 ⑤造形力、迫力 ⑥その他 

 

これらの児童画は『’98“桜花杯”上海少幼児油画棒大賽作品集』より抽出しているので、設問（１）

の解答は、中国児童画である。設問（２）に対する回答は様々な内容になると予測できる。そこで、

外国から見た日本の児童画について記述しておきたい。外国人は日本の児童作品をどう評価してい

るか、という問題である。2000年の講演会（8月20日、上海）で、日本の小中学生の絵（『教育美

術』704号所収作品、教育美術振興会、2001年2月1日）に対する受講者の意見を聞いた。その一

部を紹介しておく。 

 

中国児童画は色彩が鮮明で形も正確に描かれ、物事の外見表現を追及している。この点では

日本より優れている。日本児童画は繊細で感受性を追及し、非常に生き生きしたものがあり、

生活観に満ちている。日本の美術教師は、技法の指導より学習者の考え方を重視し、新しいも

のを発見する能力を育てようとしている。日本児童画の繊細で心のこもっている点が私に深い

印象を与えた。作品は技術的、技法的に優れていないかもしれないが、決して幼稚なものでは

なく個性豊かである。芸術はかくあるべきだ（当時・学生18歳） 

 

中国児童画は技法を重視し、色が鮮やかである。日本児童画は楽しい雰囲気を持っている。

日本の美術教育方法を中国の美術教育の中に取り入れるべきである（当時・教師28歳） 

 

これらの意見は、長年構築してきた教育技術の成果を代弁し、実に我々日本人を励ましてくれる。

創造性と個性発揮の強調、学習者への情報と環境の提供、教師が児童の考えかたを大事にしている

ことも、彼らはきちんとわかっていた。この点では｢がんばれ日本教師！｣とエールを贈りたい。し

かし、日本の児童画に肯定的意見を示したのは２割足らずであり、 

・日本の教育方法は児童の創造性を発揮させ、児童期の才能を伸ばすのに役立つものの、専門

的な技術訓練としては必ずしもうまくいくとは思えない。 

・日本の教育は個性を重視するが、技能は比較的に弱い。 

というのが全般的な意見であった。｢下手も個性のうち｣とか言って、技術・技法を重視しなくなっ

た姿勢を外国人は容易に見抜いている。確かに、16 年前の日本の児童画は画面要素が豊かになり、

コピー力に加えて、ある種の生命力の満ち溢れた絵が多くなっていた。同時に、描画発達段階上、

 
１３歳１０歳９歳 12歳
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小学校高学年で獲得されるはずの遠近・陰影法が獲得されていないなど、幼稚な絵も多くなってい

た。児童画は大人の意識や要求を如実に反映するものであり、要は、中国上海人に指摘された日本

児童の絵の欠点は、我々大人の意識の欠落部分でもあった。本来、日本は｢技術王国｣と評され、も

のづくり、手先の技術からくる発想を大切にしてきたわけだから、再度原点に立ち戻って、画面技

法（遠近・陰影・構成・分割・拡大法など）、水彩絵の具の技法、パレットや筆洗の使い方、両刃鋸・

刃物の正しい使用法、接着剤の学習、画用紙の裏表の見分け方にいたるまで、基礎基本的な内容を

学ばせ、自分が設定したイメージ通りのものを着実につくりあげる技能を育てないと、現実的な｢つ

くる喜び｣は得られないであろう、と当時の傾向に懸念を抱いた。 

 16年前のこのような思いは、現在でもなお、戦後の美術教育スタンスを守り続けている美術教育

界の研究のありように対する思考転換を要求せざるをえない欲求に変化してきた。そのためにも、

造形教育、美術教育の機会や時間確保を目指すべきであり、他教科との連携が重要になってくる。 

 

 

他教科との連携意識確認のアンケート作成 

 

日本の美術教育は、東アジアが範疇に入れている美的創造力を必要とする内容のほとんどを他教

科に譲ってきた。折り紙などがその例である。折り紙は家庭科の中で扱われることのほうが多くな

った。染色、刺繍などもしかり。盆栽などの栽培は今や技術科の範疇にある。やることを手放せば、

時間数が削減されていくのは当然で、図画工作科や美術科の授業時間数の確保を現実的な形で補う

ならば、他教科や｢総合的な学習の時間｣と連携するのも一案である。同時に、連携カリキュラムと

教材開発案を考案する必要が生じる。そこで、次のようなアンケートを実施し、どのような連携案、

教材開発案が作成できるのか、検討のためのアンケートを作成してみた。 

 

アンケート案４ 

設問１：学校における図工・美術の授業数が減少するとどのような現象が起こりますか。 

設問２：図工、もしくは美術の教科を他教科と関連させた新観点の教材開発について、どのよう

な授業を想起しますか。 

設問３：新教材を考案した場合、難しい対象だからと授業者が避けてしまわないようにするには、ど

のような手立てが必要であると思いますか。 

 

大幅に削減された図画工作科や美術科の授業時間数分を、どのように補えるのか、他教科と連携

するのも一案である、ということに気づかせることが要点であろう。気づくのはあたり前のことの

ように思えるものの意外とそうはいかない。たとえば、美術科の鑑賞教育と国際理解を関連させた

新観点の教材開発を可能にする材料が目の前にあったとして、小中高等学校の『学習指導要領』に

そういった方法が許容されていても、鑑賞教育と国際理解との意義づけが難しい場合がある。異文

化認識を美術作品の鑑賞を通して正確なものとするのは悪い方法ではないのに、横断的、総合的な

課題ほど内容の獲得量にバラツキを生じる。このような事態をさけるために、授業者は、学習者に
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情報を与えて学習の方向を定め、学ぶべき、身につけるべき教科内容の基礎基本をきちんと学習計画に組

み込んでおく必要が生じる。この点が授業者にとって面倒なのである。 

一例を示すと、東アジアにおける異文化理解については、中国大陸文化が日本周辺に伝播してい

る。特に玉文化は、人間と自然との歴史的かかわりを示してくれる美術品である。中国人は各自の

玉を身につけ信仰対象として大切にしているし、高度な技術で優れた玉の美術品を歴史的に生産し

てきた自負がある。ところが日本人は、このような玉文化をもたず、勾玉に玉文化の反映を推測す

るに留まる。つまり、勾玉に古代のロマンは感じても、玉文化を所有するアジア人同様の美意識を

玉作品に対して形成できているとは限らない。指導方法としては、感取能力の如何にかかわらず、

我々日本人が玉文化に対する美意識を形成してこなかったのか、その理由を究明していき、学習者

の興味関心を揺さぶることのほうが理想的であり効果的であろう。理由の究明過程で、相互の自然

条件（地理・環境）や文化の成立過程（歴史）の違い等が明らかになり、異文化理解の糸口が見え

てくる。 

そのためにも授業者は、自らが異文化の美術品を探し求めることに力点をおくことが肝要である。

難しい対象だからと授業者が避けてしまわないで、学習者の発達段階に応じて、理解可能な内容になるまで

授業者がまずよく消化して、クイズ形式や取材方式を授業に用いて、発達段階に応じた方法に改良していけ

ばよい。 

教材研究の要点確認のアンケート作成案 

 

１． 教材開発に関する意識形成のためのアンケート作成 

 

アンケート案５ 

設問１ 穴あけ点描画というものを教材として作ってみました。これは、触覚を中心にした

教材です。造形教育においてどのような意味をもつでしょうか。 

設問２ 教材開発を考える前に、図画工作・美術科の教科性というものについて、あなたは

どのような考えが浮かびますか。 

設問３ 図画工作・美術科の内容を、少ない時間数で児童・生徒が充実感をもてるような教

材を考える場合、どのようなものを考えますか。 

設問４ 教科書ばかりでなく教師による独自の教材開発を必要とする理由は何だと思いま

すか。 

設問５ 指導上、製作・制作過程で、学習者が自分で想像する部分・判断する部分を教材に

あらかじめ設定しておくとしたら、どのような場面ですか。 

設問６ 対象学年の設定について、自分が考えた教材（題材）について、なぜその学年でそ

の題材を取り上げるのか、その必然性について必ず考えたことはありますか。 

 

アンケート案5の設問１は、目をつむって画の表面を触ると不思議な感じが伝わってくることを

感じさせ、視覚だけではなく、感覚全体をつかった教材開発というのも興味深いことに気づかせる

ための設問である。 
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設問２は、教材開発を考える前に、美術科の教科性というものを再認識するためのものである。 

図工・美術教科の教科性とは、 

ア． 芸術の作用が成立しやすい分野である。 

イ． 学校教育において、技術的役割から思想・内面表現・表出へ移行していった経緯をもつ。   

ウ．個性や個別性が発揮しやすい教科であり、創造性を育てる場になる。 

エ．学習するねらいによって、独自の評定を設定することができる手段をもつ教科である。 

オ． 表出と感情移入によって心の浄化作用をもつ教科でもある。 

という点を指摘できる。 

さらに、アイディアスケッチなどで、あらかじめイメージ形成をしておく場合には、製作・制作

する道標が明確になり、完成度を増すと同時に、技術力（量）を向上できる目安も明確にすること

ができる。何よりも、計画に対する自己確認ができる。自己確認をすることによって、イメージに

沿って努力して完成する喜びを味わうことができる。一方、授業者（教師）にとっても、多種多様

な表現を学習者から引き出すことができる教科なのである。 

設問３は、基礎基本を重視し、基礎基本を実行・実現するためには、教師が授業の論理（教育技

術、造形技術、評価・評定方法を含む）をきちんと所持していることが重要であることを認識させ

るための設問である。 

設問４は、地域性ならびに国際性の獲得のために、やはり教材開発が必要であることを促すため

の設問となる。つまり、学校教育全体において、地域性と国際性は両輪のように関連し合っている

ものであり、そのバランスを欠くものではない。よって、教科書ばかりでなく教師による独自の教

材開発を必要とされるのは、教科書は全国配布を対象にして編集されるので、各地の地域性が必ず

しも網羅されているわけではなく、また、国際理解のための諸外国との比較要素が十分に提供され

ているわけではないからである。教科書が国民の全国的な学習水準や均一的な質の向上を図ること

に寄与するのに対し、その基準を活かしながら、各地域に生きる学習者のために教師は、生活や地

域に根差した教材開発が必要となる。 

設問５は、図画工作科・美術科教育における製作・制作過程では、学習者自身が自ら想像する部

分・判断する部分が重要だから、その場面を授業者が教材にあらかじめ設定しておく必要があるこ

とを、認識させるための設問である。つまり、思考・構想させる仕掛けが必要なのである。また、

アイディアを考案する際には、学習者に材料の性質、表現方法、道具の種類などの情報をたくさん

提供しておくことも重要であり、実は、考案力によって製作・制作意欲が左右されることも見逃せ

ない。 

設問６は、カリキュラム編成に結びつく設問である。教科においては必ず教育目標が設定され、

それらは、時代の要求を取り入れる形で成立している。教育目標に呼応して教授方法が変化し、そ

の結果、児童の作品傾向も変化する。その傾向が学齢に適しているのか、発達段階に適しているの

か、対象学年の設定について考えねばならない。自分が考えた教材（題材）について、なぜその学

年でその題材を取り上げるのか、その必然性について必ず考えることである。たまたまその学年に

設定した、というのでは論理が通らない。 
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おわりに―教材作成の論理形成へ― 

 

 以上、図画工作科・美術科に関する指導力点検方法の一例をしめした。これをただのアンケート

とはせずに、ワークシートとして教員養成系の学生に配布し、下記の基本理念に関する問題に解答

できるような学習体制をつくる。 

 

問題例 

下記の設問について答えよ。 

１． 外国人から見れば、日本の児童画はどのように見えますか。 

２． 近年の日本の児童画の特徴や問題点はどのような点にありますか。 

３． 図工・美術科の基礎基本について述べなさい。 

４． 造形の楽しさの本質について、造形遊びを例にしながら論じなさい。 

 

といった問題を作成する。 

「日本の教育方法は児童の創造性を発揮させ、児童期の才能を伸ばすのに役立つものの、専門的

な技術訓練としては必ずしもうまくいくとは思えない」「日本の教育は創造性を重視するが、技術面

は比較的に弱い」というのが、国際大会での全般的な意見であった。「下手も個性のうち」と言って、

技術・技法を重視しなくなった姿勢を外国人は容易に見抜く。確かに、日本の近年の児童画は感覚

的要素が豊かになった。しかし、描画発達段階上、小学校高学年で獲得されるはずの遠近・陰影法

が獲得されていないなどの問題点も目立つ。児童画は大人の意識や要求を如実に反映するものであ

り、外国人に指摘された日本児童の絵の欠点は、我々大人の意識の欠落部分でもあると受け止める

こともできる。再度原点に立ち戻って、画面技法(遠近・陰影・構成・分割・拡大法など)、水彩絵

の具の技法、パレットや筆洗の使い方、両刃鋸・刃物の正しい使用法、接着剤の学習、画用紙の裏

表の見分け方にいたるまで、基礎・基本的な内容を学ばせ、自分が設定したイメージ通りのものを

着実につくりあげる技能を育てないと、現実的な「つくる喜び」は得られないことを、まず認識さ

せることが肝要である。この問題作成の趣旨は、その認識のための点検にある。 

また、「造形遊び」が学習指導要領に登場して以来、造形遊びの功罪は様々な視点で論じられてき

たものの、「造形遊び」にとってかわる新教材の種類は考案されていない。ならば、むしろ感覚を育

成する可能性を所持し、構成力を培うような知的な「造形遊び」を構築していくほうが建設的であ

ろう。少なくとも何かの感覚が育っていると実感できる。ただし、開放感は味わえても習得への自

信にはつながらないような、開放されただけの活動は避けたい。楽しいかもしれないけれども、そ

れは実のある楽しさではないからである。教師は「造形遊び」を計画するときにはまず、その材料

のもつ直観的な性質を吟味したほうががよいし、材料のもつ感覚的要素が最大限に発揮され、確実

に発想や創造性に結び付いていく方向付けのある指導力の育成が望まれる。 

さらに、評価をどのように展開し、評定をどのように設定するのかなど、論理的に授業を組み立

てていく教師の力や指導力も教材研究を通して培われていく。そのためには、教材作成の論理とは

何か、ということも指導方法の一環として学んでおかねばならない。学習の要点、つまり、何を重

点的に学習させ、育みたいのか考えておくこと。これは｢表現｣｢鑑賞｣の共通事項であり、重点的に
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学ばせる内容を教師がまず組み立てる必要がある。その組み立てや筋道が、学習教材開発の論理性

になってくる。 

論理の立て方にはさまざまな方法がある。その一手段として、鑑賞の授業ならば主要問題（スー

パー問題）を作成したり、スーパー問題となりうる事項を考えつつ、その中から一つを選び、選ん

だ理由について考えておいたりする。それが教材設定の理由にもなる。そこで、次に必要になる学

習内容は、教材研究における論理の確認（教材研究の要点確認表の作成）、すなわち、授業の論理性

を確認しながら教材研究を行う必要があり、教材研究をする際に要点確認表を作成しておくと便利

である。今後は、教材研究のためのワークシート作成案を考案していく予定である。 

 

 

注 

１）｢ある日のこと｣（『図画工作５』、日本文教出版、1986年）、5頁。 

２）「ほっとするとき」『図画工作 5』、日本文教出版、1996年）、12頁。 

３）山本鼎『自由画教育』（アルス、大正12年<1923>）所収、口絵。 

４）｢春の風を感じて／風が花をかざっている｣『新しい力で図画工作5』開隆堂、６頁。 
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・向野康江『子どものための美術教育―学校での図画工作科教育と家庭での ART 教育―』（弦書

房、平成22年<2010>） 
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大正期の子どもの絵に関する研究（１） 

―― 『啓助日記』における挿絵を対象にして―― 

 

山 田 秀 平＊・ 向 野 康 江＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

A Study of Child Painting During The Taisho Era（1912-1926）（1） 

―To Target Art Work in “The Diary of Keisuke”―  

 

Shuhei YAMADA and Yasue KOHNO 

 

 

キーワード： 『骨肉』、向野啓助、日記、挿絵、想画、家庭教育、図画教育 

 

これまでの美術教育史研究では、学校教育での図画教育に焦点があてられ、家庭でのそれはあま

り注目されてこなかった。本稿では、家庭での図画教育に着目する。その例に、大正期に行われた

向野家における家庭教育内の図画活動があり、そこでの子どもたちの図画活動を研究対象とする。

就中、四男・啓助が記した『啓助日記』には多くの挿絵が描かれている。今回はそのうち「想画」

に分類できるものを分析した。まず、向野家で行われた家庭教育の実践『骨肉』と『日記』の概要

を確認し、『日記』の特徴、挿絵の分類を行った。次に 30点存在する挿絵の内、「想画」に分類され

る挿絵14点を取り上げ、特徴を確認した。その結果、同じ家庭教育下で描かれた『日記』内の挿絵

と『骨肉』内の作品とでは異なる特徴を所持していることがわかった。同時に、啓助自身のモノの

捉え方や描き方の特徴を把握した。 

 

 

はじめに 

 

向野家の『骨肉』は、大正期に『新定画帖』による臨画教育から、山本鼎による自由画教育へと変

遷する直前期に作成されている。それまでの臨画教育から写生画へと変わったことを、多くの美術

教育史研究は、主に『新定画帖』などの教科書や学校で描かれた作品を研究対象とし、山本鼎によ

る「自由画教育」を議論の対象として、その教育を受けていた当時の児童生徒が家庭でどのような

図画活動を行っていたか、という議論は今まで進めてこなかった ⁾。本稿では、児童が家庭でどの

ような絵を、どのような方法で描いていたかに焦点を当てる。分析対象は『啓助日記』とする。 

―――――――― 

*茨城大学教育学研究科  **茨城大学教育学部 
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『啓助日記』は、大正期に福岡県福岡市内（当時、福岡市因幡町 31－2）に住んでいた向野堅一の

四男・向野啓助が記した日記である。多数の挿絵が内包されている。当時、向野家の子ども達は家

庭内で大正2年から『骨肉』という手作り雑誌を作っていた。雑誌『骨肉』は、その背景に遠く離

れた満洲に住む父・堅一が、息子たちの作文の添削をしていたことから始まっており、家庭教育と

いう性格を明確に有する。齋藤太郎（以下、敬称略）は「向野家の子育て、教育にとっても、この

『父親不在』は大きな問題になりえたはずだった。そこで発揮された知恵・向野家の教育を特色づ

けることになったものは何か注目される」 ⁾と述べており、その特色づけるものとして『骨肉』と

『日記』を例に取り上げている。つまり、日記も向野家にとっては重要な家庭教育の取り組みの一

部であったということである。 

 

 

問題と目的 

 

 『骨肉』作成以前に向野家で行われていた父・堅一による息子たちの作文添削について、堅一の

曾孫である向野康江は「このような父親自身による 1900 年代における日本の教育実践例の軌跡は

珍しい」1⁾と述べている。また、大正期を代表する教育者佐々木吉三郎は、家庭教育の推進、家庭

教育が学校教育の補佐的役割、家庭教育が学校教育の内容を踏襲することを推奨していた2⁾。『骨肉』

は当時の家庭教育の実践例としてめずらしいだけでなく、学校教育と違う特徴（方向性）を確認す

ることができると言う点でもめずらしい3⁾。 

 『骨肉』は、向野家の家庭教育方針を受けて作成されたものである。一方、もう一つの家庭教育

実践例である『啓助日記』は、日記の個人活動的な側面を考えれば、学校教育や向野家家庭教育の

教育内容からはある程度距離を置いた活動であったであろう。そこに描かれた挿絵は学校と家庭両

者の意向（教育内容や目的）に規定されない状態で描かれたものだと推測する。 

その点を検討する意味も含め、本拙論では大正４年の『啓助日記』内に描かれた挿絵 30点の内、

「想画」4⁾に分類される挿絵14点を分析対象とし、どのような特徴が確認できるか分析する。その

他16点の挿絵に関しては、頁数の関係上、別稿「大正期の子どもの絵に関する研究（2）」で紹介及

び分析する。 

 

［凡例］ 

・本拙論では、資料整理の都合上及び執筆の都合上、大正 4年『啓助日記』中の挿絵のキャプショ

ンには○付きの数字を、それ以外の図のキャプションには○なしの数字を使用して記すこととす

る。 

 

『骨肉』及び『日記』の概要と挿絵の分類 

 

 本項では、向野家の家庭教育において重要な役割を担っていたとされる『骨肉』と『日記』につ

いて先行研究をふまえて基本事項及び両者の共通点と異なる点を確認しておく。 
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（1）『骨肉』と『日記』について 

 『骨肉』の研究において、図画作品を対象とした先行研究は以下の5点が存在する。 

Ａ．向野 康江「1900年代の家庭教育における図画教育の成果」（INSEA2007年アジア大

会論文集（英語版）、2007年） 

Ｂ．西部こずえ「『骨肉』における漫画」（茨城大学大学院教育学研究科、2006年） 

Ｃ．向野康江『子どものための美術教育』（弦書房、2010年）5⁾ 

Ｄ．千葉麻伊「骨肉における自由画の源流について」（茨城大学教育学部学校教育教員養成

課程、2011年） 

Ｅ．皆川真理「大正期の子どもによる手作り雑誌『骨肉』所収の図画の源流を求めて」（茨

城大学教育学部学校教育教員養成課程、2015年）  

雑誌『骨肉』とは、大正期、福岡県福岡市に住んでいた向野堅一の息子（長男・晋、次男・有二、

三男・元生、四男・啓助）と従弟たちによって作られていた各号1部しか存在しない手作り雑誌で

ある。現在存在が確認されているのは26号目（1巻1号～4巻4号）までで、これらが発刊された

全てかはまだわかっていない。1巻1号が大正2（1913）年12月発刊、26号目の4巻4号が大正

６（1917）年8・9月発刊となっている。Ａに『骨肉』発刊の経緯や概要が詳しく述べられている。

要約すると以下のようになる。 

父堅一は満洲で経済活動を行っ

ており、福岡の家からは離れて暮ら

していた。教育熱心だった堅一は、

後妻の収子に息子たちの作文を送

らせ、採点し、さらにそれぞれに合

った課題を出し、福岡に返送してい

た。そして、大正2年9月、作文に

付された堅一から息子たちに宛て

られた手紙が『骨肉』発刊の契機と

なった6⁾。この手紙をきっかけとし

て、晋たちは約2か月後の大正2年

（1913）12 月に「骨肉會」7⁾を結図1 第1巻1号大正2（1913）年12月，啓助8歳 

図2 「椎茸の絵」 

第2巻7号大正4（1915）年12月，啓助10歳 

図3『尋常小学 新定画帖 第5学年用』 

「第十六図 茸」（先行研究Aより） 
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成し、『骨肉』の第1巻第1号を発刊した。『骨肉』の中身は「図画の部」、「習字の部」、「作文の部」、

「和歌・俳句の部」で構成されている。8⁾特に「図画の部」の作品には互いに批評を記しているこ

とが注目される点である。 

例えば、啓助が第1巻 1号（1913年12月）に掲載した作品（図 1）には、「道がみみぢのようだ」

「道が手前も先も同じだからおかしい」「上手だが道が悪い」等と書き込まれている。8歳にしては

うまい方である。しかしながら、道の遠近法が破綻していることが指摘されており、他の者の作品

においても遠近法の破綻が指摘されている。 

さらにAでは、当時の臨画教育の典型を示す『骨肉』内の作品が紹介されている。図2の「椎茸

の絵」は、「五ノ一 向野啓助」と書かれているように、啓助が学校で描いた臨画作品である。臨画

の下になった手本は『尋常小学 新定画帖 第5学年用』9⁾「第十六図 茸」10⁾（図3）である。 

また、啓助個人に言及した先行研究として、齋藤太郎氏が記した２点を挙げることができる。 

  Ｆ．斎藤太郎「一九一七（大正六）年向野兄弟の朝鮮・満州
ママ

旅行―『骨肉』・大正期家庭教育を

うかがわせる手づくり雑誌（二）」（『桜花学園大学人文学部研究紀要』第 11 号、2010 年） 

  Ｇ．齋藤太郎「正月を父と過ごす日  々 ―大正四年の啓助日記から―」向野堅一顕彰会研究部

『向野堅一顕彰会会報』（第二号、2011年） 

Fにおいて齋藤は、「朝鮮満洲旅行記」と銘打たれた『骨肉』大正6（1917）年8・9月号に掲載され

た兄弟たちの旅行記の中で、旅程に沿って特に詳しく記した啓助の文章に焦点を当て分析を行って

いる。啓助の図画作品を分析対象とはしていないものの、一部の文章について啓助の記述の特徴を

指摘している。 

 Ｇは大正4年の『啓助日記』の正月の記述、家に久々に帰って来た父堅一と過ごす啓助の日記に

着目している。堅一に対する啓助の思いの記述の少なさから「もっと啓助自身の思いが記されてい

たらと思われる箇所もある。（中略）もっとも、身近に父が居て、日記が読まれることは確かという

状況で父のことを書くということにためらいが伴うこともありえよう。記事の簡略さと、書き手の

内面とは単純に結びつけてはいけない」11⁾と述べている。また、正月という時期柄、血縁・地縁の

来客が多かったことが啓助の日記から読み取れることについては、「これは、子どもたちの成長や学

習の環境として外せない点になるだろう」と指摘し、齋藤は父親と遠く離れて暮らす福岡の向野家

にとって、『日記』は『骨肉』同様向野家の家庭教育の特色を示すものだと指摘している。 

  

 

『啓助日記』における挿絵の性質 

 

向野家の子どもたちが、子ども時代に記していた日記は、『啓助日記』の大正 4年と 8年のもの、『有二

日記』の大正 4 年のもの12⁾のみを確認することができる。それ以外の兄弟及び年度の日記は存在を確認

できていない。しかし、収子は大正 7 年、出先から「一 日記を御つけおき下され度候。一 金銭の出

入はくわあしく御つけなされ度候」13⁾と記した手紙を、「晋 有二 元生 啓助」14⁾宛てに送っている

ことから、日記を付けていたのが啓助、有二だけではなかったこと、大正 4 年および８年のみの活動で

はなかったことと推測する。 
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大正4年の『啓助日記』の表紙には、大正8年と違い「骨肉

會発行」と書かれている（図 4）。「骨肉會」とは前述のよう

に、『骨肉』を作成するために結成された会である。挿絵と文

章が共存している『啓助日記』は「図画の部」と「作文の部」

等が存在する『骨肉』と似た構成と捉えることができる。「骨

肉會発行」と書かれているということは、『骨肉』作成の一環

として同じ構想のもと『日記』が作成されていた可能性を指

摘することができる。「骨肉會発行」と記されているのは、『啓

助日記』の用箋に、ガリ版刷りの自作の用紙を使用し綴じて

いるからであろう（図5）。 

啓助は「骨肉會」オリジナルの用箋に存在する上段の空白

に挿絵を描いている（図5）。その数は多い。この上段の空白

には、挿絵が描かれている日、文章を書いている日、空白の

ままの日が存在する（表1）15⁾。 

図5の挿絵は、その日見た映画のシーンを描い

た挿絵であり、「想画」と考えるのが妥当であ

る（詳細は後述）。『啓助日記』の中に描かれて

いる挿絵はこの「想画」に分類される挿絵が半分を占める。来客者等の人物の顔を描いたもの、風

景を描いたもの等が「想画」に分類される。『骨肉』内の風景画はその写実性から実際に見て描かれ

ている物が殆どであると推測できる一方、『啓助日記』に描かれている風景の挿絵は思い出して描か

れたものだと推測できる。日記を持ち歩いてその場でスケッチしていたとは考えにくいからである。 

これらの挿絵は、「骨肉會発行」とされている『啓助日記』に描かれているものの、『骨肉』の作品に書かれ

ているような批評は書きこまれていない。このことから、『日記』の挿絵は兄弟たちにとって批評の対象で

はなかったと推測できる。収子が日記を書くように言っていること、齋藤も親が日記を見ることは確か、と言

っているように、親が兄弟達の『日記』をチェックしていた可能性は非常に高い。しかし、兄たちの厳しい

批評があったわけではなく、啓助もある程度自由な態度で取り組めたことが予想される。「骨肉會」発行で

あったからといって、『骨肉』のように兄弟で日記を閲覧し合い、意見を交わしていたわけではないことが

わかる。 

以上のことから、『日記』は文章と共に挿絵を描いている点に「作文の部」と「図画の部」が共存していた

図4 

大正4年の『啓助日記』の表紙 

図5 『啓助日記』（大正4年1月2・3日の頁） 

表 1 日記の上段に挿絵と文章が書かれた日

数 

年齢
上段に
挿絵

上段に
文章

空白
のまま

総日記
日数

『啓助日記』
（大正4年）

10歳 30日 21 日 63日 114日

『啓助日記』
（大正8年）

14歳 ０日 120日

『有二日記』
（大正8年）

14歳 7日 76日 14日 97日
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『骨肉』との共通するありようを

見出すことができる一方、その

挿絵の内容や取り組まれ方（閲

覧・批評体制）には『骨肉』とは

異なる点があったと言うことが

できる。 

 

挿絵の分析 

 

挿絵の中で一番数が多い想

画について見ていくことにする。

挿絵 30 点を分類した表２16⁾は、

「想画」、「写生」等で分類後、

「人」「建物」等、挿絵で描かれ

ている対象を中心に分類し並

べ変えた表である。この分類を

元に、描かれている対象ごとに

見ていくことにする。 

 

人の顔を描いた挿絵 

図①は、1月2日に描かれた挿絵である。同日の日記には「世界館で写真を見に行った。きゅうげ

き『ささのごんざぶらうよしかね』で中々面白かった。こつけい『上手下手』『へびのしゃうたい』など

でこれも中中面白かった」と記されている。世界観とは大正 2 年 6 月 19 日に開場した福岡にできた

最初の常設活動写真館である17⁾。「活動写真」（啓助が書いている「写真」のこと）とは映画の事で

ある。また、「きゅうげき（旧劇）」は「映画で、現代劇に対して時代劇（髷物）」18⁾という意味であ

る。図①に描かれている人物は、その外見を加味して考えると「ささのごんざぶろうよしかね」の

登場人物であろうと推測する。「ささのごんざぶろうよしかね」は「笹野権三郎」のこと。図①には

全体像が１人、顔のみが２人描かれている。登場人物の姿全体より顔を描きとめておきたかった、

あるいは服装などの全体像は記憶に残っていなかった、ということであろうか。 

図②は 1 月 27 日に描かれた挿絵である。左に「ガイゼルノタンヂから」と書かれている。1 月

図① 「映画の登場人物」  1月2日 

 

図② 「似顔絵（モデル不明） 1月27日 

表2 大正4年『啓助日記』第1号 挿絵 分類表 

分類 図番号 題材　 対象 日付
日記の文と

の関係

想画 ➀ 映画の登場人物 人 1月2日 ○

② 似顔絵（モデル不明） 人 1月27日 △
③ 似顔絵（福島大将） 人 2月9日 ○

④ 映画のシーン 人＋α 1月2日 ○
➄ 馬に乗る福島大将 人＋α 2月9日 ○

⑥ 風景① 建物 2月7日 △
⑦ 風景② 建物 2月11日 ○
⑧ 風景③ 建物 3月24日 △

⑨ 風景④ 山 2月17日 ○
⑩ 風景⑥ 川 3月22日 ○

⑪ 風景⑦ 遊んでいる様子 1月24日 ○
⑫ 風景⑤ 遊びで作った炭鉱 3月12日 ○
⑬ 風景⑧ 遊んでいる様子 3月25日 ○
⑭ 風景⑨ 花火 4月20日 ○

写生 〔1〕 静物① 筆 1月23日 ○
〔2〕 静物② 西洋紙と消しゴム 2月10日 ○
〔3〕 静物③ 「しんかき」 2月12日 ○
〔4〕 静物④ 万年筆 4月1日 ○

〔5〕 静物⑤ 本 3月15日 △
〔6〕 静物⑥ 有二の作った工作物 3月11日 ○
〔7〕 信子がもらった人形 人形 3月14日 ○

模写 〔8〕 風景⑧ 船と海 1月28日 ×
〔9〕 風景➈ 灯台と海 2月1日 ×

地図 〔10〕 地図① 本屋の場所 1月5日 ○
〔11〕 地図② 火事が起きた場所 1月26日 ○
〔12〕 地図③ あさりを取った場所 3月22日 ○
〔13〕 地図④ 不明 3月31日 △

その他 〔14〕 落書き① 不明 2月18日 △
〔15〕 落書き② 不明 3月4日 △
〔16〕 落書き③ 不明 3月7日 △
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27日の日記には「八龍のおいしゃんが来なしゃった。」と記されている。

図②の挿絵において右側の人物はこの「八龍のおいしゃん」を描いたも

のだと推測する。 

図②の左側の人物はドイツ皇帝（ヴィルヘルム 2世）を描いたもの

と推測する（図6）。図②の左端に描かれている「ガイゼルノタンヂ」

の「ガイゼル」は「カイゼル」＝「皇帝」のことであろう。「カイゼ

ル」は「日本ではウィルヘルム（ママ）2世を指すことが多い」19⁾。要す

るに「ガイゼルノタンヂ」はドイツ皇帝・ヴィルヘルム 2世の事を指

している可能性が高い。また、ドイツ皇帝の容姿として特徴的な「両

端がはね上がった八の字形の口ひげ」20⁾は「カイゼル髭」とよばれ

ている。図②の左側の人物にも「両端がはね上がった」髭が描きこ

まれている。また、図621⁾の写真でヴィルヘルム 2世が被っている被り物は、図②の左側の人物が

被っている被り物に似ている。以上のことから図②の左側の人物はヴィルヘルム 2世を描いたもの

だと推測する。ただ、「ガイゼルﾉタンヂ」の「タンヂ」の意味は不明である。また、日記文には

ヴィルヘルム2世の話題はなく、なぜこの 2人が一緒に描かれているのかわからない。「八龍のお

いしゃん」にヴィルヘルム2世の話を聴いて描いたのかもしれない。他の挿絵には、図②のように

意味のつながりのない物が複数描かれている挿絵はない。描かれているものたちに意味のつながり

がないカタログ的表現期22⁾の名残であろうか。 

図③は2月9日に描かれた挿絵である。同日の

日記に「学校より福島大将(福島安正)をむかへに

行った」と書かれている。図③には「大将は六十

四歳」と書かれている。このことから、図③に描

かれた人物は福島大将23⁾（図 724⁾）で間違いない

であろう。啓助は「福島大将はシベリヤたんけん

をした人であるが又九州たんけんをして居らっし

やる又それは 馬にのってだ」（2月9日）とも記

している。 

 福島大将は大正3年以降の最晩年にかけて全国騎馬旅行をしたと

いう25⁾。2月 9日に描かれたもう一枚の挿絵（図⑤）には馬に乗る

2 人の人物が描かれている。日記に「学校より福島大将(福島安正)

をむかへに行った」ある。図⑤は、全国騎馬旅行中、福岡を訪れた

大将の姿を捉えたもので間違いないであろう。 

図③において、福島大将の顔が青く塗られている。同じく顔が描

かれている図①や②にはなかった表現である。旅行の際、日に当た

った福島大将の肌が焼けていたのであろうか。あるいは、気に入ら

なくて塗りつぶしたのか。しかし、失敗した場合は別の紙を上から

貼ることが啓助の方法であること26⁾を考えれば、間違えが気に入

らなかったから顔を塗ったということは考えにくい。 

図6 ヴィルヘルム2世の写真 

図7 福島大将の写真 

図③ 「似顔絵（福島大将）」 2月9日 
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また、「後姿」を描いていることも、図③の挿絵を特徴的なものにしている。なぜ後ろ姿を描いた

のか。福岡を凱旋する福島大将を出迎えた際、すぐ目の前を通り過ぎてしまった大将の後ろ姿を眺

めている時間の方が長く、後ろ姿も印象に残ったということであろうか。図①や③のように、一時

観た物を思い出して描いている挿絵には、見た印象を描き残そうという啓助の意思が読み取れる。 

 

人を引きで捉えた挿絵 

図④・⑤は、1月2日、2月9日に描かれた絵

である。しかし、同日にはそれぞれ図①と図③が

描かれているため、図④は1月3日に、図⑤は2

月 8 日の欄に描かれている。図④は図①と同じ

くその日見た映画の絵、図⑤は前述のように、福

島大将の絵である。図①や③と違い、人物の全体

が描かれている。 

 啓助の兄有二（次男）は大正 4年の『有二日記』

において 1月 2日、図④に似た挿絵（図 8）を

描いている。同日、啓助と一緒に映画を観にい

った有二は、観た映画について「笹野権三郎」

のみを日記に記している。有二が描いた図 8で

描かれているシーンが笹野権三郎の映画のシー

ンと仮定すると、図 8とよく似ている図④の右

側は「笹野権三郎」のシーンを描いた挿絵とい

うことになる。しかし、よく見ると両者には違

う点が２つある。 

1 つは服装である。図④で磔にされている人物の服装は、袴タイプで上下わかれている服を着て

いる。一方、図 8では浴衣型の上下がつながったものを着ている。2 つ目は背景の描き方である。

図④では斜めの線が敷き詰められており、図8の背景には斜めの線が描かれていない部分がある。 

笹野権三郎の講談の内容は以下のような内容が一般的である。笹野権三郎は、育て親の仇を打つ

ため、仇を探して旅をする。その際、冤罪でつかまり磔にされ、あわや処刑、という所で冤罪だと

わかり、処刑の寸前で助かる、という話である。ということは、図④と図8に描かれている人物は、

冤罪で磔にされた笹野権三郎と考えるのが妥当であろう。啓助と晋は同じ人物を描いている可能性

が高い。上記の相違点から、何かを観ながらその

場で描いたとは考えにくい。図④と図 8 の相違

点は、印象に残った記憶を描く際に記憶の薄い

部分を想像で補って描いた部分によって生じた

ものだと推測する。主人公があわや殺されてし

まう、という物語の 1 つの山場を二人とも描い

ているのは興味深い。図④と図8の絵は「想像作

用」を働かせて描いた「想画」であることを強く

図④ 「映画のシーン」1月2日 

図⑤ 「馬に乗る福島大将」2月9日 

図8 『有二日記』 大正4年2月9日 
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示している。 

図⑤は前述の通り、全国騎馬旅行で福岡に立ち寄った福島大将の姿を描いた挿絵である。図④同

様、人を引きで捉え、馬に乗る大将らを描いている。進行方向前方（挿絵において左側）を歩いて

いるのが福島大将であろう。図③に描かれている顎髭が図⑤の前方の馬に乗っている人物にも描か

れている。また、福島大将の乗る馬と、後ろの馬とで鬣を描き分けていること、2 頭の馬の体系が

少し違うこと、福島大将の髭などの細部まで描き分けていることがこの挿絵の特徴である。啓助の

細かな観察が読み取れる。 

ここでは、啓助が人物を描く際、顔だけに注目しているのではなく、人とそれに付随するものも

描いることを確認しておきたい。人物という対象に寄った記憶を思い出すだけでなく、引きで見た

記憶も思い出している。周りに何があったのかを観察し、それを思い出して絵を描くということは

一定の困難が伴うことであろう。いろんな角度から1日の体験を思い出し描いていることは啓助の

観察力の高さを示すものではないだろうか。 

 

建物を描いた挿絵 

 図⑥は2月7日に、図⑧は 3月24日に描かれている。しかし、日記文との関係が曖昧なため、ど

こを描いたものか確定できない。できる限り考察してみよう。 

２月７日には「父は土手町にかべおこしに行かれた。夜新宅の祖母と世界館へ行った」と記され

ている。世界館の建物はレトロな建物であるため、図⑥のような外見ではない。どちらの建物も窓

の数が上下５つずつ描かれている。窓を、四角形を並べることで表現する描写は『尋常小学 新定

画帖 第１学年 教師用』27⁾の52頁に掲載されている図828⁾の手本にも確認することができる。屋

根を台形で表現していることも共通している。 

図⑥ 「 風景（1）」 2月7日 図9 『尋常小学 新定画帖第１学年 教師用』52頁 

図10 西中島橋付近を描いた当時の絵葉書 図11 西町通りを写した当時の絵葉書 
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図⑥はどこを描いた絵だろうか。映画館までの道のりの建物、あるいは映画に出てきたセットだ

ろうか。当時の福岡の街並みを捉えた絵葉書（図10・11）をみてみると、確かに四角い窓と台形の

屋根という共通した特徴が確認できる。一方、建物には細かな凹凸や装飾があり、個々に特徴を持

っていることも確認できる。しかし、建物同士が似ており、幼心にはどれも同じ様な建物に見えた

可能性もある。筆者の予想としては、図⑥に描かれた建物は、全体的にあいまいに描かれている事

から、見慣れた街並みではなく、その日 1度だけ見た映画のセットを思い出して描いた可能性が高

いのではないか、と推測している。 

図⑦は 2月 11日に描かれた、紀元節の風習を描写した挿絵である。2月 11日の日記には「一、

今日は紀元節なるぞ。一、今日は朝に写真写りに行った。川島のおいしゃんとすもをとった。一、

母や父は大宰府に参らる。一、午後父母をむかへに行ったその時はねをまわして行った」と記され

ている。2月11日が紀元節である事をしっかり文章でも記している。また、写真を取りに行ったり、

父母を迎えに行ったりと、色々なところへ出かけていることもわかる。その際に外で見た国旗を掲

げている建物を思い出して描いたのが図⑦の挿絵だろう。図⑥と違い、建物の細部が描かれている

ため、普段から見慣れている、あるいは何度も見ている建物だと推測する。 

図⑧が描かれた3月24日の日記には「一、学校で修業証書をもらった。母と有二兄は住吉へ行か

る。いよゝ五年となった。しくだいが出た一日でしてしまった。飛行機をつくった。電報うちに行

った」と記されている。線はあいまいなものの、図⑥とは違い立体的に、建物と建物の前後関係を

意識して描いている。特に、真ん中に描かれている門の下方は立方体を俯瞰で見たように描いてい

る。図⑧の挿絵は自分がその場にいるような臨場感がある。そのため、図⑧は学校の敷地内から門

の外を見て描いた、もしくは電報を打つ施設の施設内から門の外を見て描いたものと推測する。 

 これら3枚の建物の挿絵はそれぞれ性質が違う。図⑥はかなりあいまいな線で遠くから建物の正

面を描いている。図⑦は建物を正面から細い所まで描いている。図⑧はその場に自分がいる様な視

点で主観的に描いている。 

 

自然を描いた挿絵 

自然物を描いた図⑨⑩は、それぞれ2月17日、

3月22日に描かれている。図⑨を描いた 2月17

日の日記文には、「一、学校より帰着して遊んだ。

一、それよりし科学校の裏までわをまわして行

った」と記されている。「し科学校」はおそらく

「九州医科大学」の間違いだろう。大正 3年発行
図⑨ 「風景（4）」2月17日 

図⑦ 「 風景（2）」  2月11日 図⑧ 「 風景（3）」  3月24日 
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「最新実測福岡市街全図」29⁾に記載されている

福岡の学校一覧をみても「し科学校」に該当する

学校はない。また、「九州医科大学」から南東方

向（右下）に山が存在することが大正９年「福岡

博多及郊外地図」30⁾（図14）よりわかる。山の

麓には神社がある。図⑨の下方には△と◻で構

成された家らしきものが描かれている。上記の

神社を描いたものだと推測される。 

木の表現には特徴的な表現を読み取ることが

できる。中景ながら、省略せずに一本一本描いて

いる。遠景を描いた図 1は、木を 1本 1本描い

てはおらず、絵の具で一面を塗って表現してい

る。また、近景を描いた図 12には、木の幹や枝

葉が描かれている。しかし、図⑨の木の描き方と

は大分異なる。図⑨が想画であること、中景であ

るのに木を一本一本描いていることが図 102 の

木の描き方との差を生んでいるのだと推測する。

また、図⑨が近景の山を描いたものだとしても、

図12の木の描き方との違いは、図 12と図⑨に1年間差があることに起因するものかどうかは、明

確には言えないところである。 

図⑩を描いた 3 月 22 日の日記には「川島の祖母さんとしげしゃんと信ちゃんと有しゃんとせり

をつみに行った」と記されている。「せり」は「湿地やあぜ道、休耕田など土壌水分の多い場所や水

辺の浅瀬に生育することもある湿地性植物」31⁾である。3月23日の上段にはこの場所を地図で記し

た挿絵が描かれている32⁾。その挿絵には「川」「ここだ」と書かれている。図⑩は、川岸を斜線のみ

で埋めて表現しており、それ以外は空白のままである。周りには川以外にも他に描ける要素はあっ

たはずであるが、それらは描かれていない。 

以上の挿絵においては、啓助は体験したもの、見たものの中心を主に描き、それ以外（周りの風

景）はあまり描かない傾向にある、と言えそうである。例外もあるが図⑧のように画面全体に手が

回っているのはめずらしい。思い出して描いているため、一番印象に残っている物を描いているか

らであろうか。人物を描いた挿絵においても、図⑤などは、人物以外に今は描かれていても、その

背景までは描かれていない。図④は唯一背景が描かれている。体全体が描かれていても、その背景

は描かれていないように、建物全体、山全体は描かれていても、背景や周りの風景、空等は描かれ

ていない。その中でも図⑧は例外で、異質な絵に感じられる。図①には山や田畑、空等、複数の要

素が描かれていることから、挿絵に背景等が描かれていないのは、図１が写生であるのに対し以上

の挿絵は想画であるからと推測する。 

 

 

 

図⑩ 「風景（5）」3月22日 

図12『骨肉』第3巻2号掲載 啓助 

大正5（1916 ）年4月 

月 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%BF%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E8%80%95%E7%94%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%A3%8C%E6%B0%B4%E5%88%86
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遊んだ時の様子を描いた挿絵 

 図⑪は 1月 24日に描かれている。1月 24日

の日記には「そうしてわをまはしてよきやうち

に行つた」と記されている。図⑪はその時の輪を

回して行った時の絵であろう。珍しく自分の姿

を描いている。ただ、自分の顔は描いていない。

自分の顔を描くのは恥ずかしかったのだろうか。 

啓助は一度、『骨肉』内で自分の顔を漫画の題

材にされている。それは、『骨肉』第 1巻2号（大

正3年2月発刊）に掲載されている有二作の似顔

絵漫画で（図13）、兄弟たちがコメントで誰の似顔絵か当てようと

している。その中に「誰かに似ている？」「啓君に似てる」というコ

メントが確認できる。このことを先行研究 Cで紹介している向野は、

この図 13 の絵が、『名流漫画』33⁾に多く掲載された有名人を滑稽

に誇張して描いた似顔絵に影響を受けたものだと指摘している。こ

の指摘からいけば、啓助は滑稽に誇張して描かれているということ

になる。 

このことが自分の顔を描きたくなかった理由であろうか。大正8

年の『啓助日記』には、「学校に行くと図画の時に又自画像の宿題

を出される。本に苦しい。」「かへって自画像えお書いた。勿論宿題

だ。何でもないのに書くわけはない。」とも記している。図 13が描

かれて以降、自分の顔を描くことが嫌になってしまった、と推測す

ることができる。 

図⑬は 3月 25日に描かれている。同日の日

記には「今日は有二兄と晋兄と元生兄とあばれ

た。はだしになって四人(晋、有二、元生)でお

にごとをした。」とある。「おにごと」は「鬼ご

っこ」のこと。しかし、図⑬の絵は鬼ごっこで

はなく、電車ごっこをしている様子を描いてい

るように見える。また、4人を描いているもの

の、遠く（小さく）て顔の細部が描かれていな

い。両端の背の高い人物が長男・次男（晋・有

二）、その 2人に挟まれている背の低い 2人が

三男・四男（元生・啓助）であろうか。自分を

描きこんではいるが、図⑪同様、顔までは描か

れていない。右の塗りつぶされた卵型のものは

何か不明。図⑫は 3月12日に描かれている。3

月 12 日の日記には「一、中野君の内に遊びに

図⑫ 「風景（7）」 3月12日 

図⑬ 「 風景（8）」 3月25日 

図⑪ 「 風景（6）」 1月24日 

図13 有二が描いた似顔絵 
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行く。たんこうを造った。」とある。図⑫は図⑪や図⑬の様に遊びに関係のある絵である。遊んだ際

造ったという「たんこう」（＝炭鉱）の絵だと思われる。しかし、図⑪や⑬の様に、自分や中野君は

描きこまれていない。 

図⑭は4月20日に描かれている。4月20日

の日記には「夜みいちゃんとえきさんと母と信

子と召使が共進会を見物に行かれた。夜はなび

あがる。見物した」と書かれている。図⑭は花

火の絵であろう。同心円状に斜線を伸ばし、飛

びちる火花を表現している。しかし、花火とい

うより爆発している感じに近い。一瞬ではじけて消える花火は、思い出して描くのが難しい題材の

一つであろう。 

図⑭も図⑫同様、花火を眺める自分や家族が描かれていない。これは図⑫・⑭以外の絵でも言え

ることで、むしろ図⑫・⑭が啓助の傾向に近い。上記、図①から⑭まででは、身近な人物が描かれ

ている図⑪と⑬が例外ということになる。 

以上、図①から⑭までの「想画」に分類される挿絵を見てきた。以上のことを含めると、自分を

絵の中に描くか、描かないか、の表現の違いには大きな思考の壁があるように感じる。現代の児童

にとっては絵の中に自分や友達を描き入れることは一般的なことであろう。絵に自分もしくは友達

や家族を描き入れる、というのは、ただ単に描き入れる入れないの違いだけでなく、物の観察の仕

方、思い出し方、頭に思い描くイメージが違う。啓助のような描き方が主観的であるのに対し、現

代のような自分を絵に描き入れる描き方は客観的である。この変化がどの時代に起きたのか、注目

される点である。 

 

おわりに 

 

 本拙論では、これまでの美術教育史研究の中で、家庭内での活動に焦点が当てられなかったこと

に着目し、先ずは大正期向野家で行われていた先駆的な家庭教育、その中でも『日記』という活動

に着目してみることにした。『啓助日記』内の挿絵を紹介、分析することで、今後の研究の基礎資料

になることを目的とした。 

 １では、『骨肉』と『日記』の概要と特徴を、先行研究を元に確認した。両者を「骨肉會」が発行

していることから、『日記』も『骨肉』と同様の目的のもと取り組まれていたものと推測された。 

 続いて2では、大正4年の『啓助日記』に描かれている挿絵について、分類及び日記文との関係

性、何をどのように描いているか比較分析した。 

大正4年の『啓助日記』内の挿絵は「想画」と思われるものが 14枚と約半分を占めている。これ

は前述の通り、日記がその日起きたことを思い出して書く（描く）という性質のものであることが

大いに関係していると推測する。これは写生や模写のアレンジなどの作品が多い『骨肉』とは大き

く異なる点である。それらの挿絵には、想像で補って描いている部分が多くあるはずである。これ

らの「想画」は『骨肉』内の作品にはほとんど見られない性質の絵であり、それが『日記』の挿絵

の約半分を占めている。また『日記』の挿絵には兄たちからの批評のコメントも描かれていない。

図⑭ 「風景（9）」4月20日 
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このことから、『日記』は「骨肉會」の発行であったものの、『骨肉』とはある程度距離をおいた活

動であったことが伺えた。 

 以上、見てきた想画14点においては、記憶に残っている中心的なものを描きながら、全体像を

描いている挿絵も存在すること、特に挿絵に周りの風景や建物、自分や家族などが描かれている挿

絵が少ないこと、が気になる点として挙げられる。また、中でも図⑧が立体的な描き方を用いてい

ること、他かの挿絵ち違い、主観的な視点で描かれていることも注目される点である。残りの挿絵

について取り扱う次稿「大正期の子どもの絵に関する研究（２）」では、この特徴が想画であるか

らこその特徴なのか、また、共通した特徴はないか、等の視点で分析していく予定である。 
 

注記 

1) 向野康江「1900年代の家庭教育における図画教育の成果」（INSEA2007年アジア大会論文集（英語版），2007年），1頁. 

2) 小林 嘉宏「大正期先進的教育学者における家庭と家庭教育―佐佐木吉三郎の新しい家庭構想と新しい家庭教育構想. 

―」（福井県立大学論集 38 号，2012 年） 
3) 佐々木氏が学校教育に沿うことを述べていると言うことは、当時の家庭教育が学校教育に沿っていなかった、ということを指して

いるだろう。しかし、こう述べる背景には、あまり上手くいかない、ノウハウがわからない家庭に対して、とりあえず学校教育

に沿う形で始めてみませんか、という意図も感じることができる。そんな時代、独自の家庭教育を行っていた向野家は珍しいと

言うことができるだろう。 
4) 山形寛は『日本美術教育史』で「（a）記憶画 物を見た印象を記憶していたものをかくことで、前時代の想像画、随意画、複画等

を含んだものと解される。これが次の時代になると、それは単に記憶作用だけによるものではなく、そこには想像作用その他も含

まれるものであるから、記憶画という名称は適当ではない。思想画又は想画とすべきだということになった。」（山本寛『日本美術

教育史』（黎明書房，1988年）347頁）と述べている。本論文の言う「想画」とは上記の意味での「想画」である。 

5) Ｃは英語版であるＡに西部論文（先行研究Ｂ）の紹介を加え、日本語版にしたもの。 

6) 手紙の文は各先行研究でも引用されているものなのでここに文をのせることは避ける。手紙に記されていた主な内容は➀それぞれ

作文能力が向上していることがわかって大変うれしい。②満洲で離れて暮らすのが心苦しいなか、満洲で働いているのは息子たち

を立身出世させたいから。➂無駄遣いせず、勉強に励みなさい。➃勉強ばかりではだめだから3分の1は運動しなさい。➄晋、有二は

兄として弟を導きなさい。⑥父の留守中は母が父の代わりだから、決して母に背いてはいけない。という6点であった。 
7) 『骨肉』を発行するために兄弟・従弟たちによって結成された組織のこと。創刊号である第1巻１号には「骨肉會」の役員名が示

されており、「会長」は向野拝三（堅一の甥）、「副会長」は晋、「閉部長」は有二、「集合部長」は元生、「請求部長」は啓助と記さ

れている（先行研究Ａ参照）。 
8)  
9) 文部省『尋常小学 新定画帖 第5学年 教師用』（日本書籍，1910）（国立国会図書館蔵）. 
10) 西部こずえ「『骨肉』における漫画」（茨城大学大学院教育学研究科、2006年）. 

11) 向野 康江「1900年代の家庭教育における図画教育の成果」（INSEA2007年アジア大会論文集（英語版）、2007年）1頁 

12) 大正4年の『啓助日記』には、表紙に「第一号」と書いてある。日記が付けられている期間は1月1日から4月25日までで、内三日は

抜けているため、合計で114日分の日記を確認することができる。第二号以降は存在を確認できていない。大正8年は1月1日から4月

28日までで、120日分の日記を確認することができる。それ以降は存在を確認できていない。大正4年の『有二日記』も大正4年の『啓

助日記』同様、表紙に「第一号」と書かれている。期間は1月1日から4月9日までで、内3日抜けている日があるので97日分の日記を

確認することができる。こちらも第二号以降は確認できていない。この「第一号」というナンバリングの記述にもックナンバーを付

していた『骨肉』の影響が確認できる。 
13) 大正7年、「福岡県因幡町 向野晋殿」宛て 
14) 手紙本文の末尾には「晋 有二 元生 啓助どの」と書かれており、本文は兄弟4人に宛てられたものであることがわかる。 

15) 山田秀平「大正期家庭内図画の学校図画との乖離 ―『日記』ならびに『骨肉』掲載向野啓助図画をめぐって―」向野堅一顕彰会

『向野堅一記念館研究紀要・創刊号』第1号、2016年，64頁. 

16) 図番号〔1〕～〔16〕は「大正期の子どもの絵に関する研究（２）」にて取り上げる際の図番号である。便宜上本稿でも表内のみ

に図番号を記している。 

17) 井上精三『博多大正世相史』（有限会社海鳥社，1987年）155頁. 
18) 新村出『広辞苑 第三版』（岩波書店，1955）606頁. 
19) http://dictionary.goo.ne.jp/jn/17338/meaning/m0u/ . 

                                                   

http://dictionary.goo.ne.jp/jn/17338/meaning/m0u/
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20) 同上. 
21) http://www.wikiwand.com/ja/%E5%A4%A7%E9%89%84%E5%8D%81%E5%AD%97%E7%AB%A0 . 
22) カタログ表現期について向野は「5歳までには、ものの形をそれらしく描けるようになって、記憶していることを絵のなかに表す

ことができるようになります。しかし、個々のものを同じ空間にあるものとして成立するようには描いておらず、（中略）ものの

大小が区別できても、絵にはそれが表れてきません。この時期をカタログ表現期といいます」と説明している。（向野康江，『子ど

もの為ための美術教育』（弦書房，2010年）11頁） 

 
23) 福島 安正（嘉永5（1852）年 ～8年（1919年）2月19日）は「日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大将。男爵。萩野末吉に続く

情報将校。（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%AE%89%E6%AD%A3） 
24) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%AE%89%E6%AD%A3. 
25) 同上. 
26) 図5の右頁の挿絵（図①）は日記の紙とは違う紙が貼られ、その上から描かれている。挿絵でこのようにしてあるのは図5右頁

の挿絵（図①）のみである。一方、文章の場合はこのように違う紙を貼り、その上から書いている頁が多くある。違う紙が貼ら

れているのに空白の頁、あるいは半分だけ違う紙が貼られている頁（文章は違う紙と元々の紙にまたいで書かれている事もあ

る）があることから、この違う紙を貼るという行為は、間違えた箇所を隠すために貼ったものであると推測され、図5の右頁の

挿絵（図①）においても同様の意図があったと推測する。そのため、違う紙に実際見た風景などを見て写生した絵を、日記に切

って貼った、ということは考えにくい。 以上、違う紙を貼るという行為は、間違えた箇所を修正する為に用いられた手段だと推

測する。 
27) 文部省『尋常小学 新定画帖 第１学年 教師用』（日本書籍，1910年）（国立国会図書館所蔵）. 
28) 文部省前掲書，52頁. 
29) 地理研究会「最新実測福岡市街全図」（弘陽堂書店，1914年）（福岡県立図書館所蔵）. 
30) 大淵善吉「福岡博多及郊外地図」駸々堂旅行案内部，1920）（福岡県立図書館所蔵）. 
31)  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AA. 
32) 「大正期の子どもの絵に関する研究（2）」にて紹介している図〔12〕参照。 
33) 森田太三郎 『名流漫画』（博文館，1912年）. 

http://www.wikiwand.com/ja/%E5%A4%A7%E9%89%84%E5%8D%81%E5%AD%97%E7%AB%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1852%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1919%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8819%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E9%99%B8%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E9%99%B8%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B0%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E7%88%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%A9%E9%87%8E%E6%9C%AB%E5%90%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%AE%89%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E5%AE%89%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AA
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図 14「福岡博多及郊外地図」（大正 9 年） 
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大正期の子どもの絵に関する研究（２） 

―― 『啓助日記』における挿絵を対象にして―― 

 

山 田 秀 平＊ ・ 向 野 康 江＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

A Study of Child Painting During the Taisho Era（1912-1926）（２） 

―To Target Art Work in “The Diary of Keisuke”― 

 

Shuhei YAMADA and Yasue KOHNO 

 

 

キーワード： 『骨肉』、向野啓助、日記、挿絵、家庭教育、図画教育、向野堅一 

 

前稿「大正期の子どもの絵に関する研究（1）」に引き続き、これまでの美術教育史研究であまり

注目されてこなかった家庭での子どもの図画活動に着目するという趣旨の下、大正 4年の『啓助日

記』内の挿絵の紹介及び分析を行った。本稿では、前稿で取り扱った「想画」以外の 16点（「写生」

「模写」「地図」「その他」）を取り上げている。また、前項において問題提起した点について継続し

て着目し、16点を分析している。結果、「写生」や「地図」の一部挿絵に「想画」と同時期に同じよ

うな変化、「立体的な描写への移行」の片鱗を見出すことができた。 

今後はこれらの変化が、『骨肉』においても同様のものか、啓助が『骨肉』に投稿した作品と比較

する研究が求められる。また、今後はこの研究を元に『骨肉』『日記』双方の相違点共通点及び特徴

を探求する研究姿勢が求められる。大正期の子どもが家庭で描いた絵の一例を紹介及び分析するこ

とで、今後の研究の基礎資料を構築すること、及び、『啓助日記』の資料的活用の方向性を検討する

ことを本節論の目的としている。 

 

はじめに 

 

  本拙論は、「大正期の子どもの絵に関する研究（１）」の続きである。（１）では、美術教育研究

史において、家庭内での美術教育について殆ど注目されてこなかったことを背景に、先ず現段階で

取り上げられる資料として『骨肉』と『啓助日記』をあげ、先行研究1⁾を紹介した。そこから主に大

正4年『啓助日記』の挿絵30点の内「想画」に分類される 14点について論じた。本稿では、挿絵

30点の内（1） の残り16点「写生」「模写」「地図」「その他」を取り上げ、その紹介と分析を行う。 

―――――― 

*茨城大学教育学研究科  **茨城大学教育学部 
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特に3月24日に描かれた挿絵のみが遠近感を意識した立体的な描き方で描かれている。その他、

「想画」という特性上、記憶に残っているものを中心に描いており、自分の姿を描き入れていない

ことを特徴として見出した。16点の特徴は何か、また、全30点において見出すことができる特徴

は何か、今後の『啓助日記』の資料的活用の方向性を検討することを目的とする。 

 

 

挿絵における写生画 

 

  まず、挿絵の中で「想画」の次に多い「写生画」に分類される挿絵を取り上げる（表1）2⁾。 

 

文房具を描いた写生画 

 

 図〔1〕～〔4〕は文房具を描いた挿絵である。「想画」と違い、実際に買ったもの使っているもの

を描いている。家の中にある物のため、実物を見ながら描いている可能性が高い。 

表1 大正4年『啓助日記』第1号 挿絵 分類表 

分類 図番号 題材　 対象 日付
日記の文と

の関係

想画 ➀ 映画の登場人物 人 1月2日 ○

② 似顔絵（モデル不明） 人 1月27日 △
③ 似顔絵（福島大将） 人 2月9日 ○

④ 映画のシーン 人＋α 1月2日 ○
➄ 馬に乗る福島大将 人＋α 2月9日 ○

⑥ 風景① 建物 2月7日 △
⑦ 風景② 建物 2月11日 ○
⑧ 風景③ 建物 3月24日 △

⑨ 風景④ 山 2月17日 ○
⑩ 風景⑥ 川 3月22日 ○

⑪ 風景⑦ 遊んでいる様子 1月24日 ○
⑫ 風景⑤ 遊びで作った炭鉱 3月12日 ○
⑬ 風景⑧ 遊んでいる様子 3月25日 ○
⑭ 風景⑨ 花火 4月20日 ○

写生 〔1〕 静物① 筆 1月23日 ○
〔2〕 静物② 西洋紙と消しゴム 2月10日 ○
〔3〕 静物③ 「しんかき」 2月12日 ○
〔4〕 静物④ 万年筆 4月1日 ○

〔5〕 静物⑤ 本 3月15日 △
〔6〕 静物⑥ 有二の作った工作物 3月11日 ○
〔7〕 信子がもらった人形 人形 3月14日 ○

模写 〔8〕 風景⑧ 船と海 1月28日 ×
〔9〕 風景➈ 灯台と海 2月1日 ×

地図 〔10〕 地図① 本屋の場所 1月5日 ○
〔11〕 地図② 火事が起きた場所 1月26日 ○
〔12〕 地図③ あさりを取った場所 3月22日 ○
〔13〕 地図④ 不明 3月31日 △

その他 〔14〕 落書き① 不明 2月18日 △
〔15〕 落書き② 不明 3月4日 △
〔16〕 落書き③ 不明 3月7日 △
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 1月23日の日記には「筆を買った。金三銭也」

と記されている。図〔1〕はその筆を描いた絵で

あろう。2月10日の日記には「一、今日は何事

も何かった。一、ただ西洋紙とごむを買った。

西洋紙一銭五厘。ゴム五厘だけであった」と記

されている。図〔2〕はその西洋紙とゴム（消し

ゴム）を描いた絵か。どちらも対象の全体を描

いている。図〔2〕が、対象を上から垂直平行に

描いているのに対し、図〔1〕は斜めに描いてい

る。 

 2月12日の日記には「一、今日はしんかきを

買った。一、金二銭也」と記されている。図〔3〕

はその「しんかき」を描いた絵であろう。 

4 月 1 日の日記には「万年筆を造る」と記さ

れている。図〔4〕はその万年筆を描いた絵か。

図〔3〕・〔4〕は図〔1〕・〔2〕と違い、対象の全

体が描かれていない。図〔3〕は対象を垂直に描

いており、「しんかき」の下方が切れている。図

〔4〕は対象を斜めに描いていて、持ち手（万年

筆の胴）が半分近く切れているという珍しい構

図である。別の紙に全体を描き、切り貼りして

日記に張り付けているわけではない。初めから

この向きで描き始め、持ち手が切れた状態で描

かれている。可能性として、ペン先から描き始

めたため、持ち手が描き切れなかった、という

事象が考えられる。万年筆の全体より、自分で

造った万年筆のペン先の形を描きたかったの

かもしれない。 

 文房具を描いた挿絵（挿絵）図〔1〕～〔4〕

の構図はそれぞれ違い、同じ向きで描かれてい

る絵がない。 

 

文房具以外の写生画 

 

3 月 11 日の日記には「一、晋兄機械を造る」

と記されている。図〔5〕はその機械を描いた挿絵らしい。機械仕掛けで走行するものらしい。有二

も自身の日記に同じ機械の絵を描いている（図1）。両者を比べてみると、啓助の方が細部まで描い

ていることが分かる。啓助の描いた図〔5〕の方が比較的まっすぐな線を引くことができている。対

図〔2〕 「静物②」2月10日 

図〔1〕 「静物①」1月23日 

図〔3〕 「静物③」2月12日 

図〔4〕 「静物④」4月1日 

図〔5〕 「静物⑥」3月11日 
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し、図1はタッチの軽い柔らかい線で簡素に描かれている。また、啓助は機械が走る床面に漫画の

スピード線のような線を描いており、機械が走っている様子を表現している。走行中を思い出して

描いた絵にしては機械の描写が詳細であるため、この線は止まっている機械を写生した後に描き加

えられたものと推測する。 

先行研究〔D〕（ 註１）参照）15頁に「図11『少年』」として、『少年』に掲載されている漫画が

取り上げられている。その漫画の最後のコマ（3コマ目）が図23⁾である。そのコマ（図2）におい

て、左の子どもが犬に引きずられている。それに加え、少年の右手と両足の下に斜めの線が平行に

何本か引かれている。この雑誌は明治 44年のものである。啓助が図〔5〕を描く以前にこのような

効果線の表現が漫画に使われていたということから分かる。先行研究〔D〕では『骨肉』に漫画表現

が使われた絵が多数掲載されていることから、子ども達が日常的に漫画に触れていた可能性を指摘

している。図〔5〕の床面に引かれた線は、そのような家庭状況の中、漫画表現と効果線の役割を理

解した啓助が描いたスピード線だと推測する。 

 

3月14日の日記には「一、信子人形を買ひてもろひしにすぐ様足をおる。有二兄それをつぐ」と

記されている。図〔6〕は信子が買ってもらったという人形を描いた挿絵か。おそらくなまはげの人

形である。向かって右側に描かれている胴の下から伸びている楕円上の部分が折れた足なのか。胴

体などと違って線のみで描かれており、変な方向へ曲がっているように見える。 

 3月15日の日記には「一、学校で博文社が五年の本を売りに来た。一、私は買はなかった」と記

されている。同日の日記には図〔7〕の絵が描かれている。次の日の日記には「一、学校よりかへり

博文社へ読本と修身書と買ひに行った」と書いてある。図〔7〕は16日に描かれた絵か。それとも、

15日、やはり買えばよかったと思い、本の絵を描いたのか。もし後者なら、思い出して描いた想画

ということになる。文房具を描いた図〔2〕などと違い、斜めに置き、俯瞰の視点で描かれている。 

『尋常小学 新定画帖 第四学年 教師用』4⁾には図 35⁾の図が、『尋常小学 毛筆画帖 第四学

年 児童用6⁾』には図 47⁾・58⁾の図が掲載されている。『新訂画帖』には「第四課 景色の透視図」

図〔7〕 「静物⑤」3月15日 図〔6〕 「静物⑦」3月14日 

図1 有二が3月12日に描いた絵 図2 先行研究〔Ｄ〕15頁掲載 
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として、初期より遠近法を意識した説明がなされている。図3はその延長の課題である「第二十課 

器物の透視図」である。『毛筆画帖』では図4の「第三図」のような、平行垂直に器物を描いている

手本が「第四図 三方」「第五図 手桶」「第六図 帽子」と続く。しばらくして「第十一図 箱」

で図5の手本のように斜めに置き俯瞰でみた遠近法の描き方を示す絵の手本が登場する。図〔1〕～

〔4〕と図〔7〕の間には、知識として遠近法を学んだ者の変化が絵に現れている様に感じられる。 

3月24日の挿絵（図⑧）において、遠近感を意識した形で建物が立体的に描かれている。図〔7〕

が描かれているのは 3 月 15 日。３月中に描かれた図

〔７〕と図⑧のようなりったお的な描き方は、少なくと

も 2 月中に描かれた挿絵には認められない描き方であ

る。 

 

挿絵における模写 

 

盲腸炎の日に描いた風景 

 

 2 月 1 日の日記には「一、今日も学校は休ん

だ」と記されている。啓助は1月29日に盲腸炎

にかかり、4、5 日間学校を休んでいる。そんな

中2月1日の日記に描かれた絵が図〔9〕である。

この絵は何かの絵の模写であると推測される。

盲腸炎で外に出られないため、外で見た風景を

描いた絵とは考えにくい。また、縦横いっぱいに描いていること、前景と後景を描いていることな

図〔9〕 「風景⑨」2月1日 

図3 『新定画帖』40頁 

図4 『毛筆画帖』「第三図 小刀と鋏」 図5 『毛筆画帖』「第十一図 箱」 

図⑧ 「 風景（3）」  3月24日 
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どは「想画」図⑨・⑩9⁾の特徴と異なる。このため、図〔9〕は、写生画や想画とは考えにくい。 

図〔9〕の描写には、奥行きがはっきりしている、という特徴を指摘することができる。このよう

な描写は啓助の挿絵では珍しい。図⑧では、立体を見ている視点がバラバラで、立方体の線の向き

が消失点に向かっておらず、それぞれの建物の大きさが整理されていない。しかし、図〔9〕ははっ

きり手前の建造物と奥の船の位置関係が意識され、大きさの違いによって遠近感がしっかり表現さ

れている。一から啓助が描いたとは考えにくい。 

2 月 2 日「一、今日は父が元気なら起きてそろばんをおせと云はれたのて起きた」と記されてお

り、、このころには体調が回復していたことが伺える。よって、図〔9〕は、体調の回復した啓助が、

家にあった雑誌の挿絵などを模写した絵であると推測することができる。 

 図〔8〕は、盲腸炎にかかって学校を休む前日

の 28 日に描かれている挿絵である。当初、日

記の記述とも関係ないこと、28日もお腹が痛か

ったことから図〔9〕同様模写した挿絵であると

推測していた。しかし、図〔8〕の波の表現には、

手探りで取り組んでいる様子が感じられ、何か

を模写した絵とは考えにくい。 

大名尋常小学校は海岸に近く、博多港と福岡

港の間に位置していた（図 14 参照）。啓助が住んでいた因幡町は大名尋常小学校の近くであった。

そして、北九州市には、当時すべての船が集まっていた門司港があった。長崎には軍艦の整備がで

きる長崎造船所があった。門司から長崎に向かう軍艦は博多港の周辺の海を通っていたという。啓

助にとって、軍艦が海岸を進む風景は日常的だったはずである。啓助は軍艦を度々目にしていたと

推測する。前日の 27 日「八龍のおいしゃん」にドイツ軍の提督の話を聞いて軍艦などに更に興味

をもったことも考えられる。さらに、同月26日・27日はどちらも挿絵を描いているため、28日に

描かれている図〔8〕も27日に描かれた挿絵である可能性も高い。また、描かれている戦艦は、シ

ルエットから敷島型戦艦「三笠」10⁾及び「朝日」11⁾や「河内型戦艦 1 番艦」12⁾であると推測でき

る。「三笠」は日本海、「河内型戦艦1番艦」は九州近くの黄海や東シナ海の警備にあたっていた戦

艦であるため、その可能性も視野に入れることができる。つまり、啓助が、「八龍のおいしゃん」の

話に刺激井されたか何かで、日ごろ目にしていた軍艦の姿を日記に描き残した、というのがいまの

ところの考えられる可能性である。 

 

 

図〔8〕 「風景⑧」1月28日 

図⑨ 「風景（4）」2月17日 図⑩ 「風景（5）」3月22日 
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挿絵における地図 

 

 日記に描かれた挿絵の中には以下の図〔10〕～〔13〕のような地図の体裁をとっている挿絵も存

在する。日記の記述と共に当時の地図と比較してみよう。 

 

場所を地図で表した挿絵 

本を買いに行った場所 

 1月5日の日記には「夜本を晋兄と元生兄が買

いに行かれた。銭が足らなかったためかへって来

て銭をもらって買ひに行かれた。」と記されてい

る。その日描かれた地図（図〔10〕）には「ここ

だ」と書かれている。図〔10〕は本屋の場所を示

した地図である。また、図〔10〕中央上方に「女

学校」と書いてある。本屋と女学校の間に描かれ

ている梯子のようなものは路面電車の線路かも

しれない。以上のことを踏まえると、図〔10〕の

場所は図⑨13⁾の場所を描いたものだと推測され

る。全体地図（図 14）14⁾の❶に当たる場所であ

る。図〔10〕の、女学校前の通りの左端に突き当

り（T 字路）がある事も一致する。（地図上の赤

い線は路面電車の路線を表している。 

  

火事のあった場所 

 1 月 26 日の日記には「午前四時火事あり一番

町の自てん車屋です。父、客人は、有二兄、晋兄、

なおみ、信子、隆三さん達は火事見に行かれた」

と記されている。図〔11〕の地図には「ここだ」

と書かれている。図〔11〕は一番町で起きた火事

の場所を描いた地図らしい。図〔11〕には、図〔10〕

と同様の位置（右側）に路面電車の線路が描かれ

ている。また、左下に「川」と「橋」がそれぞれ

2 つ描かれている。以上の事を踏まえると、図

〔11〕の場所は図1015⁾の場所を描いたものだと

推測される。全体地図（図 14）の❷に当たる場

所である（縮尺がずれているため、図〔11〕の全

体を図10で示せてはいない）。図10には橋が2

本描かれていないが、橋の上方左側に平行四辺形

と長方形で区切られた場所が存在する。図〔11〕

図〔10〕 「地図①」1月5日 

図⑨ 

図〔11〕 「地図②」1月26日 

図10 
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では、上側の橋の左側に台形が付随しており、斜線で中が埋められている。これが図 10 の平行四

辺形の部分に相当するのではないかと推測する。また、図 10 の左側が二番町、更に左が三番町に

当たる場所である（図14参照）ため、図10の部分が一番町にあたると推測する（この地域の他に

一番町と記されているところはない）。 

 

 せり摘み 

 3月22日の日記には「春李皇霊祭。川島の祖

母さんとしげしゃんと信ちゃんと有しゃんとせ

りをつみに行った。かへりあさじがひをとった。」

と記されている。「せり」は川岸などに生える植

物のことである。図〔12〕には右上に「川」と

「ここだ。」と書かれている。図〔12〕の場所は

図1116⁾の場所（図⑩で描かれている場所）を描

いたものだと推測される。全体地図（図14）の

❸に当たる場所である。 

 図 11 では、電車が川を横切っているが、図

〔12〕では横切っていない。しかし、全体地図

の図 14 をみると、川と平行に走っている線路

がほとんど存在しないことが確認でき、このよ

うな場所は限られてくる。啓助が図〔12〕で描

いている橋は横断歩道の様に縦の線が間をあけて何本か引かれている。これは鉄橋上部の梁を表し

た線か、橋の上を通る線路を表している線だと推測する。また、図11では、川の上方右側に川岸が

描かれている。図〔12〕で描かれている「ここだ」の部分だと推測する。 

 

野田先生の家 

 3月31日の日記には「岩城さんとわたなべさ

んにさけをだされた。野田先生の内に手紙をも

って行った」と記されている。おそらく、図〔13〕

は野田先生の家を示した地図だと思われる。し

かし、図〔13〕ははっきりした場所が見つけら

れなかった。ただ、全体地図の中で、路面電車が海

岸付近を通っているところは珍しい。唯一、路面電

車が海岸沿いを通っていて住宅がありそうな場所が

図 1217⁾の場所である。全体地図（図 14）の❹に当

たる場所である。ただ、図12の地図には、図〔13〕

のように、向かって右上に道が2本、向かって左下

に1本通っているような道は確認できない。 

 この頃、図14のような大きな地図だけでなく、ポ

図〔13〕 「地図④」3月31日 

図11  

図〔12〕 「地図③」3月22日 

図12 
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ストカードサイズの地図（図13）も大量に出回っていた。啓助が図〔10〕から〔13〕の地図を何も

見ずに描いたとは考えにくい。尋常小学4年生（10歳）が、訪れた場所を、真上から見た地図のよ

うに、何も見ずに描くのは難しいことと推測する。しかし、図 14 のようなちゃんとした地図を見

て描いた地図にしては図〔10〕から〔13〕の挿絵は地図として正確性に欠けるように感じる。 

図13のポストカードサイズの地図は非常に簡易的で、道は建物と建物の境界線と同化している。

そこで、図〔10〕から〔13〕の挿絵は、図 13 のような簡易的な地図と自分の記憶の両方を頼りに

しながら描いたものだと推測する。 

 文房具などを上から見て平面的に描くのは、物が小さく、実際に上から見ることができるため、

真上から描くことはあまり難しくない。しかし、建物はなかなか上から見ることはできないため、

真上から見た視点で描くことは困難なことだと考える。小学生がどれほど自分の歩く町や道を真上

から見た視点で地図のように描写できるか、というのは興味深い点である。おそらくその能力には、

物をどれだけ具体的にイメージできるか、角度を変えてみた時の形がイメージできるか、という能

力に関わっていると考える。 

図〔10〕～〔12〕が上から見た地図を描いているのに対して、図〔13〕は斜めに見たように描い

ている。消失点や遠近感が表されているほど道の幅に違いはないが、横と縦の線で描かれていた地

図が、図〔13〕では斜めの線で描かれている。図〔13〕が描かれたのは3月31日。3月15日には

図〔7〕のノートを立体的に斜めの構図で描いている。それまで平面的であった建物が立体的に描か

れている図⑧は 3 月 24 日の挿絵である。3 月のこの時期を境に啓助の物の見方に変化があったこ

とを予感させる。 

図13 当時の福岡県の地図（ポストカード） 
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挿絵におけるその他の描画 

 

落書き 

 日記に描かれた絵の中で、何を描いたのかわ

からない挿絵が3枚存在する。 

 図〔15〕は図〔6〕のように、ペンのインクの

量や幅を確認・調整している線の様に思われる

が、縦と横の線が存在するなど、何かを描こう

としたようにも見える。3月4日の日記には「今

日は明日の事を森先生が云はれた。私達は早良山

に祭り愛宕山にも祭るのであった。」と書いてある。

関係性は不明である。 

 図〔14〕もインクなどの調整のために引いた

線の可能性がある。しかし、一筆でグネグネし

ている線は図〔14〕以外には確認できない。山

の様にも見えるが、図⑨のように木は描かれて

いない。図〔14〕が描かれている 2月18日の日

記には「一、今日は学校でしゅうごうかいさんが

あった。一、かへって信子が口びるをけがをした。

一、又晋兄と元生兄とのかさをもって住吉学校に

行った。一、かへりに住吉の学校のきまりの洋紙を

かった。金二銭」と記されている。関係性は不明で

ある。 

 図〔16〕も何を描いた絵かわからない。花の花弁の様にも見える。図〔16〕が描かれている 3月 7日の

日記には「一、今日も猿飛佐助をよんだ。とうゝよんでしまった。一、昼筆を買ひに行った。金三銭母の

が金七銭」と記されている。やはり日記との関係性及び何を描いたか不明である。インクの調整のために

線を折り返して描いていたらギザギザを描くのが面白くなって図〔16〕のような形に落ち着いた、といっ

たところか。3枚の中では図〔16〕が 1番何かの形に近い。しかし、何を意味しているのかは不明である。

啓助にとってこれらはどんな意味をもっていたのであろうか。 

 

 

おわりに 

 

 本稿では、これまでの美術教育史研究の中で注目されてこなかった家庭内での活動に焦点を当て

た「大正期の子どもの絵に関する研究（1）」で取り上げ切らなかった残りの 16点の紹介及び分

析、30点の挿絵すべてを取り上げることで見出される『啓助日記』の挿絵の特徴と、今後の研究

のための基礎資料の構築、『啓助日記』の資料的活用方法を確認することを目的とした。 

まず、「写実」に分類される挿絵を分析した。2月中までは、買った文房具を真上あるいは横、斜 

図〔14〕 「落書き①」2月18日 

図〔15〕 「落書き②」3月4日 

図〔16〕 「落書き③」3月7日 
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めから描いている。それらの挿絵は斜めから描いていても、その成果物に遠近感を感じることはで

きない。しかし、3月15日に描かれている本（教科書）を写生した挿絵では、対象を斜め上から捉

え、『尋常小学 新定画帖 第四学年 教師用18⁾』40 頁で指南されている方法に似た形で立体的に

描かれている。 

 次に、「模写」に分類される挿絵を分析した。いわゆる臨画に近いものである。「模写」だと分類

しているのは、推測の域をでない。2月1日の図〔9〕が模写だと判断する理由には本論で述たこと

に加え、立体的に描けるようになるのは 3月から、という推測を前提にしている。逆に、その前提

を抜きにして、2で述べる分析のみで図〔9〕が模写だと仮定すれば、図 9が立体的な空間を意識す

るきっかけになった可能性も考えることができる。『骨肉』における模写作品についてオリジナル

（源流）追跡を行っているように、これらの挿絵についてもそのような調査が今後必要かもしれな

い。しかし、模写と思われる絵が『骨肉』に比べ日記内にはほとんど存在しないことも確かである。 

 「地図」に分類される挿絵では、図〔13〕において、それまで垂直平行の線で描いていた地図を

斜めの線で描いていることは、特に注目される。それは図〔13〕を描いているのが 3月31日である

からか、この変化を、「写生」において縦横の線で描いていた文房具が、図〔7〕で奥行きを意識し

た描写に変化したのと同時期と見ることができる。この変化は「想画」における図⑧への変化とも

時期を同じくしている。 

以上の分析から、筆者が「大正期の子どもの絵に関する研究（1）」において見出した、大正4年

の『啓助日記』3月を境に起きた啓助の絵の変化の可能性を、「写生」「地図」にも見出すことがで

きる。また、これら16点の挿絵には、「想画」同様（図⑪、⑬を除き）啓助自身の姿及び人物が描

かれた挿絵は存在しなかった。日記の挿絵に自分が描かれていないというのは、現代的な感覚から

すれば、あまり一般的ではない感覚の様に感じられる。啓助の事象が珍しいか、もしくはこの時代

の児童を代表する感覚かどうか、このデータをもとにその他の資料と比較検討することが今後可能

であると同時に、さらなる究明が求められる。 

 では、啓助は、『骨肉』及び学校ではどのような絵を描いていたのか。啓助は『骨肉』に兄弟の中

でも一番多く学校で描いた図画を投稿している。それら『骨肉』内に掲載されている啓助作の学校

の図画、その他の啓助作品にも上記の変化と共通する変化が認められるかもしれない。また、上記

の変化の原因が『骨肉』内の作品から見出せるかもしれない。向野家の家庭教育のもう一つの重要

な取り組みであった『骨肉』ではどのような図画・美術活動が行われていたのか。これは今後の研

究課題である。 

 

注 

 

1)『骨肉』の研究において、図画作品を対象とした先行研究は以下の5点である。 

A．向野康江「1900年代の家庭教育における図画教育の成果」（INSEA2007年アジア大会論文集（英語版）、2007年） 

Ｂ．西部こずえ「『骨肉』における漫画」（茨城大学大学院教育学研究科、2006年） 

Ｃ．向野 康江『子どものための美術教育』（弦書房、2010年） 

Ｄ．千葉 麻伊「骨肉における自由画の源流について」（茨城大学教育学部学校教育教員養成課程、2011年） 

Ｅ．皆川 真理「大正期の子どもによる手作り雑誌『骨肉』所収の図画の源流を求めて」（茨城大学教育学部学校教育教員養成課
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程、2015年）  

また、啓助個人に言及した先行研究として、以下２点がある。 

Ｆ．斎藤太郎「一九一七（大正六）年向野兄弟の朝鮮・満州
ママ

旅行―『骨肉』・大正期家庭教育をうかがわせる手づくり雑誌（二） 

（『桜花学園大学人文学部研究紀要』第11号、2010年） 

Ｇ．齋藤太郎「正月を父と過ごす日々―大正四年の啓助日記から―」向野堅一顕彰会研究部『向野堅一顕彰会会報』（第二号、2011 

年） 

2) 図番号➀～⑭は「大正期の子どもの絵に関する研究（1）」にて取り上げている図番号である。便宜上本稿でも表内のみに図番号を記し

ている。 

3) 西部前掲論文，15頁 
4) 文部省『尋常小学 新定画帖 第四学年 教師用』（日本書籍，1910年） 
5) 文部省前掲書，40頁 
6) 文部省『尋常小学 毛筆画帖 第四学年 児童用』（東京書籍，1910年） 
7) 同上 
8) 同上 

9)「大正期の子どもの絵に関する研究（１）」にて紹介している図⑩。 
10)「三笠」：大日本帝国海軍の前弩級戦艦で、敷島型戦艦の四番艦。明治35（1902）年より就役、大正12（1923）年除籍となった

前弩級戦艦。大正3（1914）年、第一次世界大戦に際し、日本海などで警備活動にあたる（戦争初期）。 

 

  同じく大日本帝国海軍の前弩級戦艦で、敷島型戦艦の「敷島」は下の写真の通り、「三笠」の煙突が2本であるのに対して、3

本立っている。 

    
左：「三笠」，右「敷島」の写真（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%AC%A0_(%E6%88%A6%E8%89%A6)：左）

（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B7%E5%B3%B6%E5%9E%8B%E6%88%A6%E8%89%A6：右） 
11) 「朝日」：大日本帝国海軍の前弩級戦艦で、敷島型戦艦の二番艦。明治33（1900）年竣工、昭和17（1942）年除籍。「三笠」と

同じく煙突が2本立っている。 

  
左：「朝日」，右「河内」 

（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5_(%E6%88%A6%E8%89%A6)：左） 

（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85_(%E6%88%A6%E8%89%A6)#cite_note-.E4.B8.BB.E8.A6.81.E8.89.A

6.E8.89.87.E8.89.A6.E6.AD.B4.E8.A1.A8p2-5：右） 
12)「河内」大日本帝国海軍の河内型戦艦1番艦で大正3（1914）年就役、大正7（1918）年除籍。第一次世界大戦に参戦、東シナ海 

や黄海の警備に当たる。「三笠」「朝日」のように煙突が日本たっている。 
13) 地理研究会「最新実測福岡市街全図」（弘陽堂書店，1914年）（福岡県立図書館所蔵） 
14) 同上 
15) 同上 
16) 同上 
17) 同上 
18) 文部省『尋常小学 新定画帖 第四学年 教師用』（日本書籍，1910年）40頁 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B7%E5%B3%B6%E5%9E%8B%E6%88%A6%E8%89%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B7%E5%B3%B6%E5%9E%8B%E6%88%A6%E8%89%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%AC%A0_(%E6%88%A6%E8%89%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B7%E5%B3%B6%E5%9E%8B%E6%88%A6%E8%89%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B7%E5%B3%B6%E5%9E%8B%E6%88%A6%E8%89%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5_(%E6%88%A6%E8%89%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85_(%E6%88%A6%E8%89%A6)#cite_note-.E4.B8.BB.E8.A6.81.E8.89.A6.E8.89.87.E8.89.A6.E6.AD.B4.E8.A1.A8p2-5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85_(%E6%88%A6%E8%89%A6)#cite_note-.E4.B8.BB.E8.A6.81.E8.89.A6.E8.89.87.E8.89.A6.E6.AD.B4.E8.A1.A8p2-5
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図 14「最新実測福岡市街地図」（大正 3 年） 
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日本の盲学校における戦後の図工科教育の指針 

 

――青鳥会による『盲学校教育課程（小学部篇）』の分析―― 

 

庄 司 愛 望＊ ・ 向 野 康 江＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Guidelines for Arts and Crafts Education at a School for the Blind in Post-war Japan  

Analysis of the Elementary School Curriculum for the Blind (For Young Undergraduates)" by SEITYOKAI 

 

Megumi SHOJI and Yasue KOHNO 

 

 

キーワード：戦後，盲学校，図工科，昭和，学習指導要領 

 

現代の盲学校（視覚特別支援学校）での造形教育（図工・美術）では様々な内容が行われている。これまでの盲学校での

教育ではどのような内容が行われてきたのだろうか。本稿では，日本の盲学校における戦後の図工科教育の指針を究明す

ることを目的とする。史的観点からの造形教育についての文献が 2 件あるものの，戦後に関しては記載がない。または幾人

かの実践を取り上げているのみである。そこで本稿では，昭和 27 年（1952）に盲学校教育課程委員会が発行した青鳥会に

よる『盲学校教育課程（小学部篇）』を分析・考察した。その結果，学習者は本来，製作や美に対する関心をもっていると考え

ており，生活と精神を豊かにするために，技能や知識，態度などの指導をしていたとわかった。また，工作，図案，鑑賞に分

けて指導していることが特徴的で，自由性が高い粘土に注目しているなど，本日の図画工作科の内容と通底していた。 

 

 

はじめに 

 

近年，晴眼者だけでなく視覚障害者のための美術作品を「触る」展覧会をよく眼にする。また，

現代の盲学校での造形教育（美術・図工）においては多種多様な内容が行われている。視覚障害者

のためにどのような内容が行われてきたのだろうか。本論では，昭和 27年（1952）に盲学校教育課

程委員会が発行した青鳥会による『盲学校教育課程（小学部篇）』の図工科の記述を分析し，日本の

盲学校における戦後の図工科教育方法論について究明する。 

昭和24年（1949）から文部省で盲学校学習指導要領の作成に着手したものの，成案は成立せず，

昭和32年の「盲学校小学部・中学部学習指導要領一般編」通達まで一般学校の学習指導要領に準じ 

―――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科  **茨城大学 
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て教育がなされていた。そのなかで参考資料として，かつ地域性や学校の事情などを考慮して授業

展開することを目的に据えたのが，『盲学校教育課程（小学部篇）』である1)。これは，当時「青鳥会

案」としてかなり広く各学校で参考にした2)。そのため，この記載内容は，発行した昭和 27年（1952）

から昭和32年の「盲学校小学部・中学部学習指導要領一般編」通達までの日本の盲学校における戦

後の図工科教育に反映していると考える。なぜならば，当時の盲学校では一般学校の教育に準じて

教育を行っているものの，実際には視覚障害に対応した教育を行っており，昭和 32年に「盲学校小

学部・中学部学習指導要領一般編」を通達するまで，他に学習指導要領に相当する盲学校用の参考，

あるいは指針となる諸誌がなかったためである。また，この『盲学校教育課程（小学部篇）』は，東

京大学図書館保管のもの以外は，筑波大学附属視覚特別支援学校の資料室が保管しているのみであ

る。このことは，従来これらの資料が研究となっていなかったことを意味している。したがって本

稿でこれらを紹介するとともに分析，考察することには，新資料を日の当たるところに引き出すと

いう点においても意義がある。 

先行研究については，史的観点からの造形教育についての文献を 2件見出した。多胡宏氏，茂木

一司氏（以下，敬称は略す）の「盲児の造形教育に関する一考察」3)と東京教育大学教育学部雑司ヶ

谷分校「視覚障害教育百年のあゆみ」編集委員会の『視覚障害教育百年のあゆみ』4)がそれである。

ただし，戦後に関して，前者は昭和16年以降の記載がなく，後者は幾人かの実践を取り上げている

のみである。よって，青鳥会による『盲学校教育課程（小学部篇）』（盲学校教育課程委員会，昭和

27年）を研究対象とし，明らかでない戦後の図工科教育の指針を探る。 

 

 

１ 『盲学校教育課程（小学部篇）』の発行背景 

 

『盲学校教育課程（小学部篇）』の前書きによれば，全国的に教育課程の作成が必要となり，文部

省が特殊教育課程協議会を設け，昭和 24 年 11 月に第 1 回の委員会を開催し，数回案をまとめた。

さらに，昭和 25 年から全国 6 ヶ所の地区別に研究協議会を開催し，ここでの発表意見，提供資料

に基づき，案の再検討した後に集成した。その後，数回の研究討議を重ね，再び結論を出した。そ

れがこの盲学校教育課程委員会による『盲学校教育課程（小学部篇）』である。これは，参考資料と

して扱い，地域性や学校の事情などを考慮して授業展開することを目的にしていた。 

これには，指導目標，指導内容，指導上注意すべきことを第1学年から第6学年までの教育課程

内容を詳細に記載されている。付け加えて，前書きには，図画に関して，設置すべきかどうか活発

な討議が行われ，その結果，全教科合わせての配当時間を 100％とすると，工作と音楽を合わせて

15～20％配当することとなったという。さらに，工作と表記しているのに，後の頁に図工科につい

て記載していることから，図画も合わせて設置することになったと考えられる。しかし，後述する

各学年の指導目標及び指導内容を見ていくと，工作，図案，鑑賞の3つに分けており，工作を主に

取り扱っている。 

 

 

２ 『盲学校教育課程（小学部篇）』の図工科 
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（１）盲学校小学部図工科の一般目標 

『盲学校教育課程（小学部篇）』のその図工科の記載を見ていきたい。 

 まず，盲学校小学部図工科の一般目標を， 

 

   造形芸術及び工作教育は，造形技術の面から日常生活に必要な衣食住，産業についての基礎

的な理解と技術とを与え，生活を明るく豊かに営む能力，態度，習慣などを養って個人とし

て，又社会人として，平和的文化的な生活を営む資質を養うにある5) 

 

とし，造形教育において技術の教授を通して，平和的かつ文化的な生活を営むことができることを

目的としている。これは，日本国憲法第9条の「日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を

誠実に希求し（略）」，第25条の「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」を反映しているのではなかろうか。また，「個人として」とは，一人で生活できる自立を目的と

し，「社会人として」については，学んだ技術力，生活態度などを生かし社会のなかで生き，社会に

役立てる人材育成を目的に定めていると推測する。 

 さらに，『盲学校教育課程（小学部篇）』の 352～353 頁に記述のある目標を簡単にまとめると下

記の①②③④の通りになる。 

  ①造形品を正しく選択する能力を発達させる。 

②造形品の配置，配合を理解させる。 

③造形品の表現力を養う。 

④造形作品の理解力，鑑賞力を養う。 

①は，具体的には，造形品が使用目的に適合するか，実用価値が高いかを判断し，よいモノを選

択する能力を養成する。なお，絶えず造形品を生活において使用しているため，美的価値の高低に

よる判断，選択により，生活を明るくし，さらに国の産業を発展させる認識を高める意図をもって

いる。 

 ②は，造形品がよいモノであっても，全体の関係や調和を保たなければ，実用価値を発揮するこ

とはできないため，具体的には，以下ＡＢＣの3つを目標にしている。 

 Ａ 形に対する感覚を鋭敏にする。 

Ｂ 均整，調和，統一，変化を理解させる。 

Ｃ 造形品の用と美との関係を理解させることによって造形品の配置，配合を理解するように努

めさせる。 

 ③は，造形品を理解し，鑑賞する力を発達させることに役立つ。具体的には，以下6つを学ばせ

る。 

 Ａ 観察力を養い，形に対する感覚を鋭敏にする。 

 Ｂ 創造力を発達させる。 

Ｃ 美意識を発達させる。 

 Ｄ 表現の材料，用具，方法を理解し，表現技術を発達させる。 

 Ｅ 科学的，研究的，実践的態度を育成する。 
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 Ｆ 表現活動の人生に対する意義を理解させる。 

 ④では，造形作品の理解力，鑑賞力の発達は，表現力に直接的な影響をもたらすため，具体的に

は，以下4つを目標にしている。 

Ａ 形に対する感覚を鋭敏にし，美的情操を豊かにする。 

Ｂ 作品を構成する材料の良否，構成の方法の適否を理解する力を養う。 

Ｃ 造形品を愛好し，よくできた作品や，優れた技術を尊敬する態度を養う。 

Ｄ 作品に没入し，享受する態度を養う。 

 以上，これら4つの目標は，相互に関連していることから，教授する際には，全て関連をもって

達成させなければならないという。これら目標については，昭和 29 年発行の窪喜勝敏による「盲

生徒の図画教育」（『盲教育評論』第24号，日教組特殊学校盲学校部，5～8頁）にも同様の記述が

ある。 

 次に，各学年の指導目標及び指導内容を見ていきたい。目標と工作，図案，鑑賞の3つに分けて

の記載がある。 

 

 

３ 目標と指導内容 

 

『盲学校教育課程（小学部篇）』には，ある程度の参考を記載しているのみである。要するに，そ

れぞれの学校や地域，学習者によって変え，それぞれの方法で指導教材や方法などを生み出してい

くことができる。昭和28年に文部省が発行した『盲学校用 図画・工作指導書 低学年用』の7頁

にも，「工作教育の範囲と程度を示した（略）それぞれの学校や地域の事情に適応する様な教育課程

をつくるべき」とあることから，実際の教育内容は教師に一任していたのではなかろうか。 

 

（１）工作 

 まず，『盲学校教育課程（小学部篇）』の 376～378 頁を見ると，工作の指導内容は，①～⑥に分

かれ，①は実用的なモノ，②は遊び道具，模型，他教科の学習上必要なモノ，③は粘土による製作

物，④は製図に関するモノ，⑤は製作物の実用価値や美的価値を評価することに関すること，⑥は

修理工作を主にした指導内容を示しているとある。 

 各指導内容の意味は何であろうか。①と②に関しては，昭和 28 年に文部省が発行した『盲学校

用 図画・工作指導書 低学年用』の13頁に， 

 

工作を好んで学習させるためには，実用となるものをつくらせたり，出来上がったもので遊ば

せるというような指導が必要である 

 

とあることから，工作を好きにさせるには，実用的または遊ぶモノを必要とし，さらに「盲児が造

形活動をする場合は（略）はじめは模倣的な表現活動を主として取り扱い」とあることから，形の

理解とともに模倣的表現活動をさせるために模型を要するのであろう。また，他教科で必要なモノ

とは，他教科で用いるモノ，つまり実用的なモノと同じ意味をもつと考える。③の粘土は他の教材
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とは多少異なり，指導のねらいも相違があるため，②と別項目となっている。『盲学校教育課程（小

学部篇）』376頁を見ると，粘土は手指の訓練に最も適しており，適当な硬さの粘土であれば，学習

者の自由に，そして速やかに様々な形をつくることができるという。また，それゆえに学習者に興

味をもたせて作らせることができる。完成品は正常児の作品の水準にちかいモノを望んでいる。そ

のため，第 1～6 学年の教材として重要視しなければならないという。そして，粘土の配当時間を

見ると，1年：80％，2年：80％，3年：75％，4年：75％，5年：60％，6年：60％，と定めてい

る。学年があがると，数値が下がるものの，粘土に時間を多く割いている。これから粘土への重要

視を見て取れる。付け加えて，昭和31年に発表した江口毅の「粘土細工の指導法について」（全国

盲教育研究大会，「研究発表要録』，不明）の97頁によれば，盲学校では，粘土による表現は，触覚

を通しての表現と捉えており，直観の再現（模作），自由な表現（創作），触覚芸術への発展，各教

科との関連の4つの意義をもっているとあることから，粘土教育を推進している。 

④に関しては，『盲学校教育課程（小学部篇）』377～378頁を見ると，目が見えない学習者に展開

図を画かせること自体，一見不可能のように思えるものの，なぜだか展開図のことが登場する。弱

視の学習者を対象にしているかは不明であり，展開図は，第3学年で行われる。この学年では，画

くことは難しいものの，紙で立体を構成していく上で，展開図を理解しなければならないことがお

こると予想し，実際の材料の上に直接折り目をつけて展開図の代用にしたり，図画板で画いた展開

図などを見せて理解させたりするという。つまり，将来，あるいは数学などの他教科で必要となる

ために学ばせていると考える。また，5 学年において工作図を教授しており，図という平面から立

体物を考えさせている。⑤に関しては，『盲学校教育課程（小学部篇）』の378頁に，鑑賞の指導内

容②と密接な関連をとらなければならないとあることから，鑑賞の目的と重複する。そのため，後

述する鑑賞を見てもらいたい。なお，工作においてモノを観察（鑑賞）し，工作することを通して，

美しさだけでなく実用・美的価値まで学ばせようとしていると想像する。⑥は，自立して生活する

なかで必要な技術であると考える。 

次に，各学年の指導目標及び指導内容を見ていこう。本稿執筆者自身がまとめ，考察したい。 

まず，第1学年の目標は，ア 紙・粘土など身近にある使いやすい材料を使用して，遊びのため

に必要なモノ，実用的なモノを造り，活動性と表現力を満足させ，生活経験を豊富にする，として

いる。その指導内容は，①点字を書いた紙を糊で貼り，製本させる。このとき，はじめはカードの

ような小さな紙を扱うことに注意する。②折り紙を折る。初めは点字紙のような厚い紙で折る。な

お，貼り他に電話遊びの電話を製作する，砂場遊び，積木遊び，点字遊びなどを例に挙げている。

③粘土で野菜，果物などの形を自由製作させるときは，そのモノの大きさや形の正確さを要求しな

い，である6)。指導内容①から，図工を初めて習う学習者の能力を考慮していると想像する。また，

②も，図工を始めたばかりで，指先の感覚が未だ鈍い学習者に配慮し，わかりやすい厚みのある紙

を選択したのであろう。さらに，③から，学習者の実態を考えた評価をしようとしているようであ

る。 

次に，第2学年の目標は，ア 第1学年の継続拡充，イ 物差し，はさみをある程度使用できる

技能を養う，としている。その指導内容は，①点字紙，ハトロン紙で封筒のようなモノを作る。②

第1学年の継続で，点字紙，ハトロン紙のような厚い紙を初めに使用して折り紙を折ったり，あり

あわせの材料で着せ替え人形，トランプ，動物合わせ，ままごと遊びの道具などを製作したり，木
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の葉，木の実，その他の人工物，自然物で遊び道具を製作させたりする。このとき，構成方法は，

児童らしい方法にし，社会科や理科などの学習との関連をとることを注意する。③粘土で簡単な器

物，人物，果物などの形を自由に製作する。形の大きさや割合の正確さにはそれほど指摘しなくて

よい，としている7)。②から，第 1 学年でも使用していたわかりやすい材料や身近にある材料を扱

っていること，遊びの要素があることがわかる。また，③から，第1学年よりは，模作には正確さ

への指摘を少しずつ増やしていると考える。 

続けて，第3学年の目標は，ア 紙，粘土など手近にある材料によって，諸種の形態を創造的に

製作する初歩的な技能を養う。イ 物指，はさみ，三角定規，小刀などを使うある程度の技能を養

う。ウ 簡単な展開図を理解する，としている。その指導内容は，①中厚紙による手紙さしを製作

する。ボール紙を断てない学習者には構成，装飾のみでよい。また，中厚紙の他の材料を使用して

箱を製作する。このとき，図案その他の学習と関連させることに注意させる。②中厚紙その他の材

料を使用して遊び道具やいろいろな模型，学習上必要なモノなどを製作する。なお，例として，こ

ま，下げ籠などの遊び道具を挙げている。展開図では盲人用尺度と針を利用して点筆でボール紙の

上に画き，展開図の困難な学習者には，構成，装飾のみ行う。そして，なるべく様々な材料，道具

を使用する経験をさせ，構成方法については必要に応じて徐々に指導し，図案，社会科，理科など

の学習との関連をとることに留意する。③粘土で様々な器物の形を製作したり，野菜，果物，簡単

な家具などを自由に作ったりする。④製作と関連して簡単な展開図を理解させる，としている8)。第

3 学年では，展開図を学び始め，製作では，第 2 学年での形の大きさや割合の正確さをそれほど指

摘しないとあったものの第3学年では，展開図を学び始めたことから，正確さを学ばせるようにな

ったと想像する。 

第4学年の目標は，ア 紙，粘土，竹などの材料を使い，話題9)の造形品を製作する初歩的な技能

を養う。イ 第3学年の継続及び小刀，竹ひき鋸などの手近にある道具を使う初歩的な技能を養う。

ウ 第3学年の継続をする。エ 紙を主とする工作法の理解，竹を主とする工作法の理解，紙製品

と竹製品の良否を判定するいくらかの能力を養う，としている。その指導内容は，①実用的なモノ

をつくるのに，厚紙，竹などの材料を使って，箸，ペーパーナイフ，粘土ベラなど，その他家庭生

活や学習上必要なモノを作る。②各種の紙，竹など身近にある材料を使用して遊び道具，いろいろ

なモノの模型，学習上必要なモノなどを作る。なお，中厚紙を主材料とした室内家具の模型，竹で

様々な笛水鉄砲のような遊ぶ道具，その他有り合わせの材料で美しいモノや役に立つモノを作るこ

とを例に挙げている。さらに，なるべくいろいろな材料や道具を使用する経験をさせ，図案，社会

科，理科などの学習と関連をとることを指導上注意している。③粘土で，手びねり10)の器物を作っ

たり，まき作りや粘土ベラの使用作業に慣れさせたりする。④第3学年の継続。⑤いくつかの実例

について，紙製品，竹製品の良し悪しについて話し合う。このとき，紙製品，竹製品のおもちゃ，

学用品などについて，どのような形をしたモノが使い良いか，どのような塗りのモノが良いか，ど

のような木質のモノがけずり良いか，どのような材料で作ったモノが丈夫か，箸は竹，木，アルミ

ニウム，角などがあり，どのような材料で作ったモノが良いかなどのような問題を環境から選ぶ。

⑥紙製品，竹製品などの簡単な修理，工具の手入れ，保存をする，としている11)。②から，厚紙よ

りも硬い竹を使用し始め，第3学年よりも使用材料が広がるとともに，使用が難しい材料に取り組

んでいるとわかる。また，③の粘土は手びねりの方法で作ると定めているのが特徴的である。 
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第5学年の目標は，ア 木，竹，粘土，糸，布，金属その他の材料を使用して諸種の造形品を創

造的，計画的に製作する初歩的な技能を養う。イ 第 4 学年の継続，簡易木工用具，針金，竹割，

手芸用具などを使う初歩的な技能を養う。ウ 簡単な工作図を画いたり，読んだりする初歩的な技

能を養う。エ 木材，金属，糸，布，その他の材料の性質，用途の理解とそれらの材料による工作

法の理解，木製品，金属製品，その他身近にある造形品の良否を判定するいくらかの技能を養う，

としている。その指導内容は，①木材，竹，金属，糸，布，その他の材料を使用して家庭生活や学

習上必要な実用になるモノを作る。その事例には，木材を主としたモノ，とびん敷，えもん掛，手

堤の木口のような一枚の板で作るモノ，簡単な木立，状差，脚付の台類のような組立の木工品，竹

を主材とするモノ，コップ，粘土べら，箸，花さしなど，針金の安全ピン，鎖のようなモノ，簡単

な編物，その他の手芸品を挙げている。なお，図案などの学習との関連をとる。②木材，竹，金属，

その他の材料を使って遊び道具や，模型及び学習上必要なモノを作る。事例には，羽子板，こま，

ピンポンバット，野球バットなどの遊び道具，理科の実験用具など他教科の学習に必要なモノ，あ

り合わせの材料で有用なモノや美しいモノを挙げている。これも，図や理科，社会などの学習を関

連させる。③粘土で動物，植物，人物，簡単な建築物の形を作る。また，粘土でまきづくり12)の器

物を作る，なお，図案的考慮をする。④製作と関連して，簡単な工作図を画き，それを理解する。

⑤いくつかの実例について工作品の材料の良否，工作法の良否などについて話し合う。このとき，

具体な質問や指導の例として，学校の学習机はどのような大きさや形のモノが便利か，どのような

塗料で塗ってあるモノがよいか，いろいろな木立や作品を集め，それらを比較してどの材料がよい

か，その形，大きさのモノが便利か，美しいか，雑誌を収集し，その紙の質，製本の方法，大きさ

などを比較し，どれがよいか話し合うことを紹介している。その他常用品を比較して価値評価を行

う。⑥木製品，金属製品，糸や布製品などの簡単な修理をする。また，工具の手入れ，保存を行う，

としている13)。工作図は，画く能力だけでなく，読み取る能力を養うようになり，材料に関しては，

木や竹だけでなく，金属も取り扱うようになっている。そして，増えた各材料の性質や用途，工作

法，その作品の良し悪しまで考えるまでに至っている。さらに，それらを主材とした具体的な製作

品を見ると，木材では，一枚板から作るモノと組み合わせて作るモノなどがあり，工作図や正確な

採寸，裁断を求め，より高度で，大きなモノまで製作する学習をしているようである。 

第6学年の目標は，ア 第5学年の継続，拡充，イウエ 第5学年の継続，となっている。その

指導内容は，①主として木材によるモノを製作する。例に，簡単な台・箱・盆類，ほうちよう差14)，

状差，ペン皿のようなモノを挙げている。次に，竹を主材とするモノを製作する。うちわ，簡単な

籠，ザル類，筆立，ペン皿，手拭掛，おしぼり入れ，虫籠のようなモノを例に示している。また，

針金製の餅焼網，魚焼のようなモノ，板金，ちり取りなどの他，簡単な編物，芸品を製作する。こ

れらの学習は，図案などと関連をとることに留意する。②第5学年に準じつつその程度を高めて範

囲を広くする。③粘土で動物，植物，人物，家具，建築物などの形を作る。また，簡単な彫刻を行

う。④第5学年の継続と拡充を行う。⑤第5学年で扱わなかったモノを扱い，見方の程度を高めた

り変えたりする。具体的には，土瓶，急須，やかんなどのような注器を集め，注ぎ口の形や位置の

適否について話し合ったり，机，腰掛のようなモノを扱うときは，板がそったり割れたりしたモノ

や接合部のゆるんだモノを比較し，それは材料が悪いためか取扱いが悪いためかなどについて話し

合ったりする。⑥第5学年の継続と工具の手入れ，保存をする，としている15)。針金による具体的
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に製作するモノを挙げ，第5学年で扱わなかったモノを扱っており，見方の程度を高めたり変えた

りするといった学習の発展が見出せる。さらに，モノを観察して話し合うときは，どのようなモノ

が良いか話し合うのではなく，何が悪かったのかを探っており，モノに対する視点を広げていると

考える。 

 

（２）図案 

『盲学校教育課程（小学部篇）』の378～379頁に図案について記述がある。それによれば，盲児

には，生まれながら装飾本能があるものの，視覚を失っているためにその芽生がない。つまり，視

覚障害の学習者は，装飾的な欲求がないと考えているようである。しかし，点や線を使用して模様

風のモノを書いたり，手近にあるモノを形よく並べたり，整理したりして生活経験を豊富にすると，

装飾に対する関心を抱くようになるらしい。これは昭和 28 年に文部省が発行した『盲学校用 図

画・工作指導書 低学年用』の5頁にも同様のことを記している。また，図案の配当時間を見ると，

第1学年：10％，第2学年：10％，第3学年：10％，第4学年：10％，第5学年：20％，第6学

年：20％，であり，前述の粘土より低いとわかる。経験を積み，より装飾的な作業ができるように

なり，中学での職業教育的な学習に生かすために高学年でその割合が増えたと想像する。 

 図案での指導内容については，379頁を見ると，①は図案構成の方法や図案の原理に関すること，

②は自由な気持ちで構成する図案及び初歩的な平面及び空間の概念を理解させること，③は配置，

配合に関することを主にした系統を示している。なお，③は，構成原理は図案構成の原理と同様で

あるため，別教材として扱わず，図案に含めて指導する。 

 では，各学年の目標と指導内容を見ていこう。３の（１）工作と同様にまとめ，考察したい。 

第1学年の目標は，ア 点や線を使用して自由に画かせ，画くことに関心をもたせ，手近にある

モノを並べたり整理したりすることを通して，装飾に対する関心をもたせることである。その指導

内容は，①様々な形を集め，それを整理する。例に，木や草の葉，意志，貝殻の使用を挙げている。

また，整理しやすいように用具の工夫をすることを注意点としている。②点や線を使用して自由に

画かせ，手指を動かすのに，例として「め」の字で三角，四角を画いたり，物差し（盲人用図画板

を用いる）を使用して直線をひかせたり，原型をあてて形を模写させたりする。③教室に花を飾っ

たり，戸棚に並べたりする。なお，花はよい香りのモノを選び，作品を並べるときは，きちんと積

み重ねる程度でよい，としている16)。②の「め」の字というのは，具体的にどのようなことである

か不明である。また，図案に必要となる模様を画くための基本的な直線や幾何形体を学ばせようと

しているようである。そして，③から，整理する態度を養うほかに，図案で使用する，模様を並べ

るといった表現方法へ関連させるために花を並べており，関心をもたせるために，よい香りのモノ

を使用していると想像する。 

次に，第2学年の目標は，ア 配列の美しさについて初歩的な理解をし，それを実際の図案に適

用する技術を養う。イ 身近にあるモノを形よく配置したり，装飾したりする経験を得させる，で

ある。その指導内容は，①様々なモノの形を集め，整理したり並べたりして模様を作ったりする。

なお，材料の例として，木，草の実，種子，様々な形を切り抜いた紙を挙げている。並べるときは，

動かないように台紙に糊づけすることを注意する。また，正方形，三角形，円などを並べて，模様

を作る。モノを貼る際には，めあてとなるモノを工夫すると注意にある。②点や線を使用して模様
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を画く。このとき，「め」の字で市松模様を画かせたり，その他の模様を工夫させたり，原型をあて

て模様風のモノを画かせたりする。③第1学年の継続のほかに，机のなかや家庭でも身のまわりを

整理させる，としている17)。②から，第1学年のときよりも模様を意識して取り組ませていると考

える。そして③からは，整頓をする態度を第1学年から継続して身につけさせようとしていると推

測する。 

同様に，第3学年の目標は，第2学年に準じ，経験の幅を広くし，装飾的な要求を満足させ，生

活経験を豊富にすることである。その指導内容は，①②第2学年の継続する。③教室を装飾したり

□□18)を美しくしたりすることに対する興味をもたせる。このとき，社会科などと関連して，学芸

会，夕ばたまつり，クリスマスなどをして教室を飾る経験をさせる，としている19)。③から，生活

に関わる行事を通して装飾する活動に取り組ませ，経験の幅を広げるとともに，生活を楽しむこと

でその経験を豊富にしていると想像する。 

続けて，第4学年の目標は，自由に点や線を使って模様風のモノを画いたり手近にあるモノを形

よく並べたり整理するようなことを通して，装飾に対する興味をおこさせ，生活経験を豊富にする，

である。その指導内容は，①葉，花，その他のモノを並べて，模様を作る。例として，中厚紙で作

った大小の正方形，長方形，三角形，円などを並べて，模様を作る。また，花，葉その他のモノを

並べて対称形の模様を作ったり，中厚紙の切り抜きで対称形の模様を作ったりする。なお，中厚紙

へ形が触知できる程度の厚さの紙でよい。②物指，三角定規などを使用して目的をもつ平面を画か

せる。または用具を使って簡単な模様を画かせる。③第3学年の継続をする。モノを並べたり，定

規などの用具を使用して模様を画かせたりする，としている20)。③に模様を画かるとあるものの，

その並べ方や並べる形（模様）についての記述はない。これから，並べたり，画いたりしてできた

模様に関しては，自由度が高く，結果的にできた模様を楽しむことで模様（図案）に対する興味を

もたせようとしているようである。 

次に，第5学年の目標は，ア 形及び面積の従属，対立，均合，調和の美しさについて初歩的な

理解をし，それを実際の図案に適用する技能を養う。イ 身近にあるモノを美しく配置したり装飾

したりする初歩的な技能を養うとしている。その指導内容は，①書物やノートの表紙，紙箱の模様

やその他の図案を形の大小従属による変化，対立による変化，つり合い，調和などに注意して画く。

なお，工作などの学習と関連させる。②広い空間がかけるようにさせる。また，簡単な簡単物の設

計図面を画かせる。③身近にあるモノを美しく配合したり整頓したり装飾したりする。具体例とし

て，いろいろな成績品や参考作品などを壁面や他難易配置よくはったり，並べたりする。また，1枚

の大きな台紙で数枚の成績品などの配置を考えて貼る。そして教室や家庭の部屋に配置よくモノを

置いたり，花を飾ったりする。さらに，教室や家庭の部屋を気持ちよく便利に整頓したり家具や学

用品などを原理に美しく配置したりする，としている21)。生活面からもモノの配置を考えさせて，

その美しさを感じさせることは，前学年でも行われているが，つり合いや調和などの図案について

深く考えさせることは行われていなかった。言語化しながら，今まで発見してきた図案の美しさを

図案にする能力を養う学習がなされていると考える。 

 そして，第6学年の目標は，アイ 第5学年に準じ，程度を高めるとし，その指導内容も①～③

第5学年の継続をするとしている22)。 

図案と項目があるものの，図の例はない。この理由は，指導内容を見ると，モノを並べたり整頓
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したりすることが多く，自由に画かせているからであろう。簡単な簡単物の設計図面は，その簡単

物の形により，作り出したり並べたりする形は，正方形，長方形，三角形，円などの幾何形体が多

いのも理由であると想像する。しかし，昭和 31 年に毎日新聞社で発行，点字毎日編集部が点訳し

た『盲学校中学部 図画工作』１上には，点字での図の挿入がある（図１）。これは中学部用である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものの，小学部用があれば，点訳した教科書の図を参考にしていた可能性がある。また，参考にす

るモノや教授する形は，学校や学習者の実態に合わせるためにあえて例を示していないのかもしれ

ない。付け加えると，昭和31年に，江崎師が「盲児は何故工作が困難であるか」（全国盲教育研究

大会，「研究発表要録』〈不明，昭和31年〉）の105～106頁において，立体を平面図になおして認識

させる方法（立体を分解する）について述べ，立体を半分に割り，点筆でモノの外見と割って現れ

た面の平面図を画く方法を紹介している。図２のような概念的な形の例を示していることから，教

師が独自に教材を選択・工夫していた可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図２（出典：江崎師「盲児は何故工作が困難であるか」『研究発表要項』〈不明，昭和 31 年〉，p.106） 

 

図１（出典：点字毎日編集部『盲学校中学

部 図画工作』１上〈毎日新聞社，昭和 31

年〉，不明） 

 一見，真っ白に見えるものの，頁全体に点

字がうたれている。この頁には，皿ややかん

の簡単に抽象化した側面図が点字によって

描かれている。右下には，下図のようなコッ

プの側面図がある。 
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（３）鑑賞 

 『盲学校教育課程（小学部篇）』の379～380頁によれば，低学年の学習者は，客観的な批判力が

発達していないため，美に対する批判ができないという。しかし，美に対する関心をもたせること

はできる。そのため，鑑賞の基礎的な態度として，美しいモノに対する関心をもたせることを目標

とする。これを達成させるために，学習者のいる環境に，関心をひきやすい美しさをもっているモ

ノを提供し続ける。また，鑑賞の態度として，自分の作品や他人の作品を尊重する態度を身につけ

る。これは，指導の全般を通じて指導する。これらは，昭和 28 年に文部省が発行した『盲学校用 

図画・工作指導書 低学年用』の 6～7，34 頁にも同様のことを記述している。さらに，教師は学

習者の作品や他の作品を丁寧に扱わなければならないとしている。これらから，教師は鑑賞をする

際の学習者の見本とならなければならず，関心を高め，知識を与えるための環境作りの必要性を主

張していると考える。『盲学校教育課程（小学部篇）』380 頁記載の鑑賞の配当時間を見ると，第 1

学年：10％，第2学年：10％，第3学年：15％，第4学年：15％，第5学年：20％，第6学年：

20％で，図案よりは多く，低学年から高学年になるにつれ，増えている。また，教材毎に，観察，

鑑賞すると想像する。 

鑑賞の指導内容については，『盲学校教育課程（小学部篇）』の380頁によれば，①は美術品や自

然美を享受すること，②は実用性をもっているモノの実用価値や美的価値を評価し鑑賞すること，

③郷土や国にどんな美術品があるかの調査研究や美術品の保護施設などについての指導内容の系統

を示している。なお，③では多少の関心をもたせる程度でよいとしている。おそらく，美術品の知

識よりも自分の作品や友人の作品，身近にあるモノの美しさに関心をもたせることを優先している

からであろう。また，この美しさに対する関心をもたせるというのは，視覚的な美しさではなく，

左右が均整的である，なめらかで感じがよいなどの感覚を通しての快感であるとある。加えて，よ

い香りも美を連想することができるとしている。これも，昭和 28 年に文部省が発行した『盲学校

用 図画・工作指導書 低学年用』の6～7頁に同様の記述がある。 

 では，各学年の目標と指導内容を見ていこう。３の（１）工作と同様にまとめ，考察したい。 

 第1学年の目標は，ア 身近にあるモノの美しさに対する関心をもたせる。イ 自分たちの作品

を飾って楽しみ合う態度を養う，としている。その指導内容は，①教室に花，おもち，学習者の作

品などを飾り，美しくする。②学習者の作品や参考作品について好きか，嫌いか話し合う23)とし，

学習者が製作した作品に対して関心をもたせようとしていると考える。 

 次に，第2学年の目標は，アイ 第1学年に準じており，指導内容は，①第1学年の継続をする。

②話し合いの材料の範囲を拡充する，としている24)。話し合いの経験を重ね，その材料を広げるこ

とで，関心の範囲も広げていると考える。 

同様に，第3学年の目標は，アイ 第2学年に準じ，その指導内容は，①教科書のさし絵や，ノ

ートの表紙の図案などの美しさに関心をもたせる，②自分達や他人の作品を尊重させる，としてい

る25)。①での「教科書のさし絵」とは，点字の教科書のさし絵（点字の絵）であるのか不明である。

見るさし絵であるならば，弱視の学習者を中心にその美しさに関心をもたせようとしていたと推測

する。 

 続けて，第4学年の目標は，ア 環境にあるモノの美的価値について初歩的な判断ができるよう

にする。イ よくできた作品や優秀な技術を尊重する態度を養う，としている。その指導内容は，
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①彫刻などの話を聞いたり，好き嫌いについて話あったりする。②環境にあるいくつかのモノの美

的価値について判断をする。例に，紙入れ，箱などの形や装飾はどんなモノが美しいかについて話

し合うことを示している。なお，図案，工作などの学習と関連をとることに留意している26)。第 3

学年の鑑賞では，教科書のさし絵や，ノートの表紙の図案，自分達や他人の作品を取り扱っていた

ものの，第4学年になると，環境にあるモノ，彫刻を鑑賞するようになっている。美的価値を考え

る範囲を拡大し，より美術的な彫刻まで考えるまでに至ったようである。 

 第5学年の目標は，アイ 第4学年に準じ，ウ 自然美や美術品を鑑賞する初歩的な能力を養う，

としている。その指導内容は，①優れた美術品数点について知り，幾人かの美術家について知る。

②第4学年の継続で，日常で用いる食器類や学用品などを集め，同種類のモノを比較してどれが使

用して便利か，美しいかについて批判する，である27)。ここで特徴的なのは，作品だけでなく，美

術家についても学んでいること，同種のモノを比較して実用面と美しさについて考えさせているこ

とと考える。 

 第6学年の目標は，ア 第5学年に準じ，その範囲と程度を幾分進める。イ 第5学年に準ずる。

ウ 第5学年の継続及び美術作品の文化的価値についてある程度の理解をさせるとし，その指導内

容は，①②第5学年の継続をする。②の例として，身のまわりのモノ，家庭用品などの同種のモノ

を集めて比べ，どれが美しいか，使用して便利かについて話し合ったりすることを挙げている28)。

指導内容は，第5学年とほぼ同じ内容であるようである。 

  

（４）考察 

学習者の実態（能力の程度）を考慮した教材，材料を選択し，学習者が製作や鑑賞への関心をも

つことに重点を置いた目標，指導上の注意を記述しているとわかる。さらに第1学年の指導に関し

ては，学習者への関心は遊びを通して保ったり，簡単に触察から認知できる身近にある材料を使用

したりする工夫がある。第2学年は，第1学年の目標・内容を継続しており，教授する際の指摘や

材料の範囲などを広げ，学習レベルを上げている。例えば，図案では，第1学年のときよりも模様

を意識して取り組ませていると考える。また，他教科との関連を考慮している。第3学年は，展開

図を取り扱うようになった。製作では，第2学年での形の大きさや割合の正確さをそれほど指摘し

ないとあったものの第3学年では，展開図を学び始めたことから，ある程度の正確さが求めるよう

になったと想像できる。図案では，生活に関わる行事を通して装飾する活動に取り組ませ，経験の

幅を広げていることから，受動的ではなく能動的な態度を育てようとしていると推測する。第4学

年は，工作では使用材料が広がるとともに，使用が難しい材料に取り組み，鑑賞でも，彫刻など美

的価値を考える範囲を拡大し，教材を広げていた。図案では，自由度が高く，学習者が興味をもつ

目標を継続している。第 5 学年では，画くだけでなく，工作図を読み取る能力を養うようになり，

木や竹だけでなく，金属も材料として取り扱うようになった。さらに，木材を使用した製作では，

一枚板から作るモノと組み合わせて作るモノなど，工作図を必要とし，正確な採寸や裁断を求め，

より高度で，大きなモノまで製作する学習をしていた。図案では並べたり画いたりするだけでなく，

つり合いや調和などの図案について深く考えさせるようになり，鑑賞では，作品の他に美術家につ

いても学ばせ，同種のモノを比較して実用面と美しさについて考えさせるようになっている。第 6

学年では，工作は木材，竹，針金を主材とした製作において，具体的に多くの製作物を挙げ，学習
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者が身につけた技術を生かして製作できるモノが多くなっていることが推測できる。そして，第 5

学年で扱わなかったモノを扱い，見方の程度を高めたり変えたりするといった学習の発展がある。

モノを観察し，話し合うときも，話し合いの方向を変え，モノに対する視点を広げているようであ

る。 

低学年，中学年，高学年に大きく分けて目標と内容を設定し，低学年では図工科に親しませるこ

とを目的とし，中学年では基本的な技術や態度を身につけ，高学年になるとその身につけた能力を

生かす製作をすることで，新たな知識，技術を習得，関心・態度の継続を計ろうとしている印象を

受ける。 

 

 

４ 指導上の注意と材料・用具と感覚訓練 

 

各学年の指導上の注意が『盲学校教育課程（小学部篇）』の373～374頁に，上記指導目標と指導

内容の記述と別にある。他の学習者の作品，上級生の作品，その他の作品を見る機会を多くする，

材料，用具の性質を理解し，使用に慣れる，材料は無駄にしないように注意する，準備後始末をさ

せるなど，どれも本日の図画工作科で注意すべきことである。そのなかの，学習者が非常に興味を

もって製作に熱中している場合，指導者の都合で中断しない，材料は，実用となるモノや製作品で

遊べるようなモノを選び，遊びの指導も併せて行うようにすることから，学習者の興味関心を向上

させることに重きを置いていると感じる。前述の指導内容で自由に作らせることが多いことからも

言える。 

次に，材料と用具について，『盲学校教育課程（小学部篇）』の376～377頁に記述がある。まず，

「身近にある使いやすい材料」，「手近にある材料」は，地方にある木や草の葉，茎などの自然物や

各種の糊，その他接着剤や釘などの緊結材料，塗料材料を指し，学年や土地の状況に応じて，なる

べく豊富に取り入れるのが望ましいとし，高学年では紙なども用いてよいという。他に，はさみ，

小刀，簡易木工具，簡易針金板金工具，手芸用品などについても，学校の実情に合わせて，適当な

モノを選定するとし，工具は，取り扱う学年を繰り上げ・下げてもかまわないという。これらから，

学習者が使用できる用具を考え，使用する学年を決めているものの，学習者の実態に合わせて臨機

応変に変更できる柔軟性を示しているようである。 

また，『盲学校教育課程（小学部篇）』の 374～375頁に，第 1学年の工作科の指導に入る前に必

要な感覚訓練について記述がある。その感覚訓練の内容は，指先を細かく動かして，触れたモノは

何でも見るようにし，様々な観察物を集めたり，それらを自由に観察できるようにしておいたり，

教室の空間（机の配置など）を観察させたりすることであるという。つまり，モノを観察するため

の環境を教師は用意し，その態度を養うことを求めているようである。そしてこれら指導後に，工

作作業をするらしい。要するに，日頃の生活から自立的に動き，興味をもって積極的に学び取って

いくことを重要視していると本校執筆者は考える。 

 

 

おわりに 
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青鳥会による『盲学校教育課程（小学部篇）』（盲学校教育課程委員会，昭和27年）を見ると，昭

和 27 年の時点では，視覚障害をもつ学習者は本来，製作や美に対する関心をもつと考えており，

生活と精神を豊かにするために，盲学校（視覚特別支援学校）において，技能や知識，態度などの

指導をしていた。この書において，工作，図案，鑑賞の3つに分けて，各学年の目標と指導内容が

具体例を挙げて定めているものの，学習者の実態に合わせて柔軟に対応できるような配慮があった。

これら指導する際の考え方や工作学習上の留意点は，本日の図画工作科で注意すべきことであり，

その思想が現在へ引き続いており，通底していると考えた。また，製作，特に自由性が高い粘土に

注目していたとわかり，完成品は一般学校の学習者の作品の水準にちかいモノを望み，時間配分が

高いことから，粘土の創造性や可能性に重きを置いていたと推測した。そして図案では，モノを並

べたり，整理することを主にして装飾意欲を養い，鑑賞では，様々なモノ（周りのモノ，自分や友

人の作品など）を観察・鑑賞して話し合ったり，装飾したりして，美しさへの関心をもたせること

を目的にしていたとわかった。なお，工作の時間だけでなく，他教科・生活の時間でも遊びや工作

活動を通して，感覚の訓練をしていた。 

各学年の目標と指導内容に関しては，学習者の実態（能力の程度）を考慮した教材，材料を選択

し，学習者に製作や鑑賞への関心をもたせることに重点を置いた目標，指導内容となっていた。具

体的には，第1学年では遊びを通して学習者への関心を保ち，簡単なモノの触察から始め，身近に

ある材料を使用して製作をしていた。第2学年では，第1学年の目標・内容を継続しており，教授

する際の指摘や材料の範囲などを広げていた。第3学年では，展開図画・取り扱うようになったの

が特徴的で，製作上，ある程度の正確さを求めるようになった。図案では，生活に関わる行事を通

して装飾する活動に取り組ませ，経験の幅を広げていた。第4学年では，工作においてさらに使用

材料を広げ，鑑賞でも，彫刻など美的価値を考える範囲を拡大し，教材の範囲も広がっていた。図

案では，自由度が高く，興味をもたせる目標を継続していた。第5学年では，工作において，工作

図を画いて，読み取る能力を養うようになり，木や竹だけでなく，金属も材料として取り扱うよう

になった。さらに，正確な技能を求め，より高度で，大きなモノまで製作する学習をしていた。図

案では並べたり画いたりするだけでなく，つり合いや調和などの図案について深く考えさせるよう

になった。鑑賞では，作品の他に，美術家についても学び，同種のモノを比較して実用面と美しさ

について考えさせるようになるなど，指導内容の程度が高くなっていた。第6学年では，工作にお

いてさらに具体的に多くの製作物を挙げ，学習者が身につけた技術を生かして製作させていた。そ

して，第5学年で扱わなかったモノを扱い，見方の程度を高めたり変えたりするといった工夫によ

り，視野を広げる学習の発展があった。これらからまとめると，低学年，中学年，高学年に大きく

分けて目標と内容を設定し，低学年では図工科に親しませることを目的として，中学年では基本的

な技術や態度を身につけさせ，高学年なると身につけた能力を生かして製作させたり，新たな知識，

技術を習得，関心・態度の継続を図ろうとしていたりする印象を受けた。以上が，昭和27年（1952）

に盲学校教育課程委員会発行の青鳥会による『盲学校教育課程（小学部篇）』に記載された日本の盲

学校における戦後の図工科教育の特徴，方法（目標，内容）であった。 

 今後の課題としては，次の2点が残った。 

 ①昭和27年以降の図工科に関する文献の内容と比較し，『盲学校教育課程（小学部篇）』（青鳥会，
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盲学校教育課程委員会，昭和27年）がどのように参考にしたか調査する。 

 ②歴史的背景とともに記載内容を考察する。 

 

 

注 

1) 盲学校教育課程委員会『盲学校教育課程（小学部篇）』（青鳥会，昭和27年）まえがき参照. 
2) 文部省『盲・聾教育八十年史』（二葉株式会社，昭和33年）164-165参照. 
3) 『美術科教育学会誌』(12)（美術科教育学会，平成3年）. 
4) 東京教育大学教育学部雑司ヶ谷分校「視覚障害教育百年のあゆみ」編集委員会，（一法規出版株

式会社，昭和51年）. 
5) 盲学校教育課程委員会，前掲書，353. 
6) 盲学校教育課程委員会，前掲書，353-354参照. 
7) 盲学校教育課程委員会，前掲書，357-359参照. 
8) 盲学校教育課程委員会，前掲書，359-362参照. 
9) 薄れて「話」は分かるものの，次の漢字一字が解読できなかった。前後の内容から「話題」で

あると考える。 
10) 手でつまみ出す製作法のことである。昭和28年に文部省が発行した『盲学校用 図画・工作

指導書 低学年用』の38頁によれば，この製作法は，低学年の学習者に必要で，手技の訓練に

適しているという。 
11) 盲学校教育課程委員会，前掲書，359-362参照. 
12) ひも状にした粘土を巻いて作る方法であると想像する。 
13) 盲学校教育課程委員会，前掲書，366-310参照. 
14) 包丁差しのことであると考える。 
15) 盲学校教育課程委員会，前掲書，370-373参照. 
16) 盲学校教育課程委員会，前掲書，353-367参照. 
17) 盲学校教育課程委員会，前掲書，357-359参照. 
18) 解読できなかった文字を□で示している。 
19) 盲学校教育課程委員会，前掲書，359-360参照. 
20) 盲学校教育課程委員会，前掲書，362-364参照. 
21) 盲学校教育課程委員会，前掲書，366-368参照. 
22) 盲学校教育課程委員会，前掲書，370参照. 
23) 盲学校教育課程委員会，前掲書，355-356参照. 
24) 盲学校教育課程委員会，前掲書，357参照. 
25) 盲学校教育課程委員会，前掲書，359-360参照. 
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岡本太郎(1911～1996)の児童画に対する要求水準について 

 

―― 『児童画評価シリーズ 2』を手掛かりに―― 

 

金 山 愛 奈＊ ・ 向 野 康 江＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

 Taro Okamoto’s Standards for Evaluating Pictures Painted by Children: 

Focus on Valuation of Child Paintings Series 2    

 

Aina KANEYAMA and Yasue KOHNO 

 

 

キーワード：岡本太郎，児童画，民間美術教育運動，美術教育 

 

岡本太郎は戦後日本で活躍し、絵画作品を発表するにとどまらず芸術家として多方面で活躍した。岡

本の今日的意義について明らかにするために、本稿執筆者は教育分野の視点から再評価を試みている。

本研究では、1958年刊行された『児童画評価シリーズ 2』について分析を行い、岡本の発言を他者と比較

をすることで、児童画に対する要求水準を明らかにすることを試みた。同著の執筆者は民間美術教育運

動に関わりがある、7 人(井手則雄、岡本太郎、久保貞次郎、国分一太郎、竹内清、藤沢典明、山形寛)で

構成されている。彼らが 3枚ずつ選んだ合計 21枚の児童画を分析し、岡本が選んだ児童画を中心に考

察を行った。岡本が求めていた児童画の姿は、自由な精神が解放されているかどうかという点にあったこ

とがわかる。このような複眼的な方法によって、現代の学校教育でも児童画の評価に芸術家や教育者な

どの様々な考え方を反映させることで、美術教育の改善を導き出す可能性がある。また、『今日の芸術』よ

り「子どもの絵」で岡本が主張していた良い絵の具体例を確認することができた。 

 

 

はじめに 

 

芸術家・岡本太郎(以下、岡本と略)の美術教育活動に児童画の審査がある。岡本の著書『今日の芸

術』には、子どもの絵に対する考え方がまとめられており、良い絵の基準を主張している。しかし、

実際にどのような作品を指すのかについては記されていない。本稿執筆者は別稿で、岡本が民間美 

―――――――― 
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術教育運動の一つである「造形教育センター」に参加していた事実を明らかにした1)。本研究でと

り上げる『児童画評価シリーズ2』(黎明書房)の出版年が1958年であることから、造形教育センタ

ーへの参加後である、1950年代後半の民間美術教育運動が高まる時期にあたる。本研究では、岡本

が実際に参加していた児童画評価を中心に考察を行い、児童画審査のあり方について考えを深める

ことを目的としている。 

春原史寛(2015)は、岡本と久保貞次郎との関連から『児童画評価シリーズ2』を取り上げている。

しかし、同書が民間美術教育運動におけるメンバーで構成されていたことにまで言及していない。

また、熊本高工(1988)は同書より、一部の児童画(図8)について5人の見解を紹介していた。さらに

同書の「児童画の評価の変遷」において「児童画の評価は、教育目標によってかわってくる。また

それぞれの時代を反映する。お手本によって模写をさせていた時代の評価は簡単であった。お手本

をいかに似ているかということを見ればよかったからである。子どもの絵が子どもの思想感情の表

現でなければならないということになると、評価はたいへん難しくなる」と述べている。ゆえに、

岡本の児童画の審査について考え方を明らかにし、岡本の評価の特徴を見出したい。児童画の評価

に正解がなくても良いという曖昧さについて、様々な立場の見解を通して岡本の児童画評価を明確

化すれば、今日の児童画評価の理解が深まるかもしれない。 

 

1 児童画の審査に対する考察 

 

1-1 1958年『児童評価シリーズ 2』の概要 

 

岡本が芸術家としての活動の傍ら児童画の審査に参加していたことについて、岡本敏子(2005)が

「９ 子どもスピリッツ」より「子どもの絵が好きだった 人生は積み減らし 若者と真剣に向き合

った」と紹介している。岡本は自分自身の子ども時代の経験を主張することが多く、子どもの絵に

関心をもち続けていた。久保貞次郎・小磯良平・宗像誠也が監修した『児童画評価シリーズ 2』は

岡本を含め、当時の児童画に対する見解について詳細な評価が記録されている貴重な文献である。

刊行された 1958 年は、既に執筆者が岡本太郎と民間美術教育運動の関わりによって明らかにした

1955年「造形教育センター」への参加後のことであり、評価者の一人に選ばれた理由であると考え

られる。岡本の教育に対する考え方は著書で示されることが多く、児童画の審査は晩年まで続いた。

また、1985年に制作されたモニュメント「こどもの樹」があるように、岡本にとって「子ども」は

興味関心があるテーマであった。 

とくに、戦後は児童画の理解が高まる時代である。教育者だけでなく芸術家に重要視されるよう

になり、研究が進められた。誰でも自由に表現することが時代背景も影響を与えているといえる。

従って、研究が盛んな時期でもあったことから、『児童画評価シリーズ 2』における「執筆者 7 名」

は、芸術家を含めた多方面で当時活躍していたメンバー（井手則雄、岡本太郎、久保貞次郎、国分

一太郎、竹内清、藤沢典明、山形寛）で構成されている。民間美術教育運動の推進者が多く参加し

ていることから、それぞれの特徴を後で紹介する。「はじめに」によれば、児童画評価の問題が起き

ていることに対し、「児童画評価の焦点」を明らかにし、客観的に捉えることが刊行の目的であった

ことがわかる。全3巻構成のうち、岡本が参加していたシリーズは、「第2巻(小学校三、四、五学
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年編)」にあたる。従って、本研究によって明らかにできるのは、小学校中学年から高学年の児童画

になる。この時期の発達段階については 、ローウェンフェルド(1963)によれば「写実的傾向の芽生

え－ギャング・エイジ－(9才より11才まで)」にあたる。ギャング・エイジの特徴の一つは「社会

的独立」を見いだす時期である点である。『児童画評価シリーズ』の評価者である竹内清が翻訳者と

して参加していたため参考にした。特に、小学4年生は、発達心理学的にみても大きく違いが現れ

る時期であることから、精神的に変化がある時期に岡本が参加していたことは興味深い。 

本書の評価の方法については「各巻の編集概要」で次のようにある。 

一、特定の立場や見解に比重のかかることを避け、現場の先生方、美術教育家、評論家、心理

学者、教育学者、画家など、幅広く御執筆をお願いし、各巻七人ずつ参加していただく。二、

各氏とも、まず「評価」に対する御自身の基本的見解を端的にのべていただく。三、つぎに担

当学年の作品より、それぞれ″よい絵“と判断されるものを一点ずつ、御便宜の方法により適

宜御入手提出していただく。この場合、中には、人によって評価がかなりちがうのではないか

と予想される特徴的な作品で、しかし御自分は是とせられるものを特に御選定いただいている

こともある。四、各巻二十一枚の児童画の原色版校正刷を作成し、淮が、どの絵をえらんだも

のかは、わからないようにして各執筆者におとどけする。各氏は、自己の評価基準に照らし、

それぞれの絵を評価していただく。五、別に、当該児童の指導者にお願いし、参考資料として、

その子どものプロフィールをえがいていただく。これは、性別、作品題名以外、各執筆者には

原則として御覧いただかない。(p.1ｆ.)  

以上のように、7 人のメンバーがそれぞれの見解を示していることについて、評価に対する正解

を追及するために刊行されていないことがわかる。敢えて考え方を統一しないことが特徴の一つで

あり、様々な考え方を得ることで今後の美術教育に役立つことが期待されていた。同書が今日まで

行われなかった取り組みであるとして、21枚の絵の子ども一人ひとりについて「１学年・性別２生

育歴３学業成績４家庭環境」を紹介している 2)。当時学校で子どもの能力をはかるために行われて

いた、知能検査による知能指数の記載もある。佐藤達哉(1997)によれば「 IQの定式 IQ(知能指数)

＝精神年齢/実際の年齢×100」であり、「その人の実年齢(生活年齢とも言う)と精神年齢(知能検査に

よって確定)を知らないと IQは知ることができな」と述べられている。知能指数をはかるためには、

日ごろの様子を良く知る教師の存在が必要であることがわかる。以上のように、『児童画評価シリー

ズ 2』は専門家による児童画の評価と教師の見解が同時に組み込まれているため、最先端の取り組

みを活かした方法で行われていた。 

 

1-2 『児童画評価シリーズ 2』の執筆者 7名  

 

執筆者 7 名につい概要を記す。岡本は 1954 年に設立した現代芸術研究所の交流をはじめ、様々

な活動を行っていたため面識があったメンバーもいる。久保がその一人であり、藤沢も関わりがあ

った。現在でも著書が残る有名な専門家が多いことから、『児童画評価シリーズ2』は実験的な取り

組みであったといえる。また、民間美術教育運動についてわかることは、戦前からの自由主義的な

考えの延長として設立された創造美育協会における「創造主義」とは対照的な活動として、新しい

絵の会が「認識主義」、造形教育センターは「近代主義」が強い側面として活動していたとまとめる
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ことができる。創美は自由であるけれども明確な方法がないこと、良い絵と悪い絵を区別すること

に対して批判がなされた。その他の団体は、当時の社会背景である機能主義的な生産性重視の合理

主義の基盤の上に成り立ち、図画工作・美術教育に反映された。1958年の学習指導要領を見れば、

創造美育協会による精神解放、造形教育センターによる「デザイン」の導入が成果として取り入れ

られている。しかし、教育で求められるのは、合理主義的な考え方ではなく、子どもの感性を豊か

にすることであるため、非合理的な側面も含まれる。岡本の発言も同様で、自由に対する意識が強

いことが児童画の評価からわかる。以下、執筆者 7 名(以下、五十音順)による「児童画評価に対す

る基本的見解」を整理した。実際の評価に対する指標を確認することができる。 

1人目は、井手則雄である。二科会、美術文化協会を経て新しい画の会に参加していた。「芸術的

評価」と「教育的評価」に対して、同著にあたる後者を「たしかな教育理念がなければ印象評価に

なってしまう」点について危惧しており、「評価するモノサシ」についてまとめている。「まず第一

はその絵が、本当に子どもが何かを身につける努力にみちているかということ」「第二にぼくら大人

側にある『子どもらしさ』という概念にもたれかかるような甘ったれた態度が、子どもの側につく

られていないかどうか」「第三はまた第二と同様『子どもらしい明るさ』とか『伸びやかさ』とかい

う実質のない概念に甘えて、乱雑になったり、嘘の明るさをわざと作ったりしていないか」「第四に、

したがって子どもが自分の生活のまわりをよく観察し、現実とのからみあいが子どもなりに精一杯

表現されているか、あるいは投げやりになっているか」である。児童画評価の視点は、4 点のなか

に「子どもらしさ」というキーワードが目立つことから、絵の中に子どもらしい表現が表出してい

る絵を評価している。(p.4ｆ.参考)  

2人目は、岡本太郎である。二科会、造形教育センターに参加していた。「絵を描くこと－それは

評価されるのが目的ではない。この原則は大人の場合も子どもの場合も同じことだ。自分のうちに

あるものを外に投げ出す。本能的な表現欲、その衝動が、いかに自由に、直接のあふれ出し、定着

されるか。というのが根本だ」と述べてから、児童画の見方を示している。 

まず第一に評価するという考え方をしないことつまり、子どもと同じ気持になるということで

ある。そして『描きたいから描いたんだ』というものかどうかをみる。出来ばえではない。私

かつねにいっていることだが、すぐれた児童画であることの証しは、子どもが、いかに自由で

あるかというその分量にある。(p.5.)  

そして、「教え、教えられる平等な同化作用―先生と生徒との間に自然に心がかよい合う人間同士の

立場」の必要性を指摘している。児童画評価の視点は、特に子どもと同じ視点でみることを重要視

しており、自由が表出されているかを一番にしていた。(pp.5₋7.参考)  

3 人目は、久保貞次郎である。創造美育協会の設立者であった。子どもの絵をみるとき、次の 3

つの点を考慮している。「一、主題の内容 二、感情｛a 内容 b デリカシー 三、緊密度｝一は、

「対象への観察によって生まれてくるものである」二のaは、「子どもの絵としては、明るい感情の

方が暗い感情よりも望ましい。病的な感情の表現された絵には、高い評価を与えるわけにはいかな

い。なぜなら、子どもは成長するものであり、成長するものはつねに健康であらねばならぬ」二の

b は、「デリカシーの度が高ければ高いほど優れていると評価すべきである」三は、「子どもが創作

するとき、どれほど心をその仕事に集中したかを示すバロメーターである。しかもその心の集中度

こそ、子どもの絵の評価の上でいちばん大せつな要素である」加えて、「積極的な現実との摩擦こそ
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子どもを創造的にし、個性的にするものである」と述べている。児童画評価の視点は、特に緊密度

を重視しており、子どもの集中度を一番大切な要素としている。(p.8.参考)  

4人目は、国分一太郎である。生活綴方教育運動の推進者であった。「一、その絵の描き手の表現

が察知できるか」「二、表現の意図が、見るものの目に、よく伝わってくるか」「三、描きたいこと

＝対象(これには自然の事物もあれば人間・社会の事物もある)と描き手のとっくみあいの度合が緊

密かどうか」「四、表現の上に個性が出ているかどうか」「五、表現技法に新しいものが加わった場

合、それが既成の絵画からの悪い影響としてあらわれているのか、おとなや子ども仲間の描いた絵

からのよい影響としてあらわれているのかを吟味する」「六、子供の全生活の進行、学習活動の振興

と絵の表現が、どんな関連をもっているかに気をつけて評価していく」「七、最後に、どんな場合で

も同じことだが、ひとりひとりの個人的な発達によく目を見はって、ていねいな評価を加えていく」

としており、現場の教師が子どもに対して信頼と尊敬をもつ必要があるとまとめている。児童画の

視点は、7 点にまとめられている。子どもの表現がいかに伝わってくるのかを重要視しており、さ

らに評価者は子どもの個人的な発達に気づくべきだとしている。(pp.9-11.参考)  

5人目は、竹内清である。心理学者であり、ローウェンフェルドの著書に携る人物であった。「児

童画の評価」について、「芸術としての美術と、教育としての感情表現とは直接の関係はない」とし

て「個別的教育評価(1)図工科の授業の結果として得られた作品を評価する場合」と「一般的教育(芸

術)評価(2)授業には関係なく、一般的な立場から評価する場合」について違いを明らかにしている。

同著の評価は(2)にならざるを得ないとして、「(1)その学年の標準的発達段階の特徴との一致度 (2)

異常傾向の有無」を基準としていた。児童画の視点は、他の6名とは異なる見方を示しているのが

特徴的であり、良い・悪いについてっきりとした見解をせず、心理学的立場から発達段階に即して

詳しく分析している。(p.11f.参考)  

6 人目は、藤沢典明である。教諭、二科会、創造美育、造形教育センター、文部省委員会で活躍

していた。「1．児童画に数多く接する機会を持つこと」「2．感情が率直にあらわれていること」の

なかで「良い絵は、臆病では駄目だ。自信をもち、喜びをもった絵でもある。自由でのびのびして

いる」としている。「3．緊張感のみなぎっていること」「4．健康で明るく内容は豊かであること」

である。児童画の視点は、よい児童画を選ぶ条件を 4 点にまとめている。見る側の態度を意識し、

児童画に対しては子供らしい表現に着目している。(p.13f.参考)  

7人目は、山形寛である。教諭を経て文部省で活躍していた。「評価の仕方」の場合分けと、今回

の「児童画分析の意味」についてまとめている。「1日々の学習において－教師の側からは指導－学

習目標に照らして、学習の結果を評価する場合」「2指導要録や通信簿に記入する5・4・3・2・1等

の品等をつける評価」「3展覧会などの審査」のような評価である。共通点は主観的である点であり

「児童画の評価には客観的の基準」がないとしている。また、評価者に「高い評価力」の必要性を

求めている。児童画を見るポイントについては、「作品を見たときに、その作品から子どもの地肌と

いいますか、子どものあるがままの姿」で「迫力のあるなし、誠実さのあるなし」が評価基準にな

ると述べている。児童画の視点は、評価のそれぞれの場合に着目している。今回の児童画分析は、

教育活動などの「直接的な関係」に対して展覧会の審査を「間接的関係」として評価している。(p.15f.

参考)   

以上のように、それぞれの見解を抽出し、岡本と比較した場合、文面上では似たような部分があ
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るがその違いは曖昧である 3)。この点は、各々がその当時の美術教育による見解や哲学者の考え方

を取り入れ、独自の見解を形成していたと推察する。 

 

1-3 『児童画評価シリーズ 2』の分析結果 

 

執筆者 7 名が良いとする 3枚の絵を選んだ結果、合計 21 枚の絵について一人一人見解を加えて

いる。本稿執筆者は(表１)を参考にして、岡本を中心にその他のメンバーの評価水準を分析した。そ

れぞれの見解で見られる考え方やキーワードを参考に(表2)を作成している。 

 

表1:本稿執筆者による五段階別にみた評価水準(評価基準) 

 5点 4点 3点 2点 1点 

五段階別にみた

評価水準 

よい絵、ダメな

ところがない 

良い絵だが、改

善点がある 

良い部分とダメ

な部分があるか

どちらでもない 

よくないがいい

部分をとり上げ

ている 

全くダメな絵 

表2:本稿執筆者による五段階別にみた評価水準(分析結果)4 

 

（表 2）は分析結果である。横列に 1 マス分色分けしている箇所は、児童画を選んだ人物を示して

いる。全体からわかることは、岡本と全く意見が一致する人物がいないことである。また、岡本が

選んだ3枚以外にも、良い評価をしている児童画がある。評価者によって選ばれた作品であるにも

かかわらず評価が分かれることから、それぞれの考え方によって選定される作品が異なることも確

認できる。また、岡本の造形教育センターの関わりをふまえ、7 人のメンバーが集められている条

件が、仲間同士ではなく立場や考え方が違う者同士で構成されていたといえる。岡本の主張は、教

育者ではなく、芸術家・岡本の視点によるものであるという点に着目したい。このように、段階別

岡本太郎 井手則雄 久保貞次郎 国分一太郎 竹内清 藤沢典明 山形寛
1　(図11) 3 3 4 2 2 5 4
2　(図19) 1 4 1 3 3 3 2
3　(図1) 5 5 3 5 2 2 5
4　(図2) 5 2 3 2 2 4 2
5　(図6) 4 1 1 2 3 3 5
6　(図15) 2 3 1 3 2 1 2
7　(図16) 2 2 2 3 5 5 3
8　(図7) 4 5 2 2 3 4 4
9　(図3) 5 1 1 1 1 2 1
10(図17) 2 2 2 2 5 4 5
11(図8) 4 4 1 4 4 5 4
12(図12) 3 4 2 3 5 5 2
13(図13) 3 3 5 2 2 4 4
14(図20) 1 4 2 4 4 4 5
15(図9) 4 4 2 4 5 5 5
16(図4) 5 4 1 4 5 4 3
17(図5) 5 4 2 3 2 2 3
18(図18) 2 3 5 2 4 5 4
19(図21) 1 4 3 4 1 4 2
20(図14) 3 5 3 2 4 5 4
21(図10) 4 4 3 4 3 3 4
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に分類して他の評価者と比較することで、それぞれが求める良い絵・悪い絵が明らかになる。 

 

２ 五段階別にみた評価水準に対する考察 

 

それぞれの絵について、本稿執筆者が分類した児童画を図と共に紹介し、良い絵・悪い絵の基準

を明らかにする。表題には、執筆者の率直な意見が込められているため比較しやすいことから、児

童画を選んだ人物と岡本の表題を示してある 5)。以下、岡本による評価を中心に考察を行なった。 

 

2-1 岡本太郎の良い絵(5点・4点) 

 

      

  図1「道路工事 小学3年男」       図2「宇宙たんけん 小学3年男 

    

  図3「悲しい時 小学4年・女」      図4「すずめ 小学5年・男」 

 

5 点の絵について、岡本が選んだ絵が 2 枚含

まれている。図1選・国分「積極的な表現意欲」

に対して、岡本は「生活的なモチーフが生き生

きしている」、図 2 選・岡本「絵画的処理に成

功」、図3選・岡本「第一位の作品」、図4選・

竹内「正しい写実的態度の好例」に対して、岡

本は「色調・構図ともしっかりした観察画」、図

5 選・山形「伸びる可能性をもった絵」に対し

て岡本は、「あまり見事で、心配なくらい」とな
図5「みなと 小学5年・男」 
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る。以上のように、良い評価に対して、岡本が主張する自由が感じられる絵が多い。また、直感的

な部分だけでなく、図4や図5のように発達段階を意識した見解を確認することが出来る。生活画、

想画、写生画がそれぞれ含まれている。 

 

    

 図6「馬 小学3年・女」         図7「ごしゆ
ママ

うぎのもちくれ 小学4年女」 

   

 図8「向島のドック 小学4年・男」    図9「働く人 小学5年・女」 

 

4 点の絵について、岡本の選んだ絵が 1 枚含ま

れる。図6選・山形「心ひかれる楽しさ」に対し

て、岡本は「一種の完璧さをもった絵」、図7選・

井手「生活実感がすばらしい」に対して、岡本は

「印象の強い絵」、図8選・藤沢「整理された色、

大胆な構図、誠実な努力」に対して、岡本は「四

年生としては大したもの」、図 9 選・藤沢「繊細

で神経のゆきとどいた作品」に対して、岡本は「デ

リケートな美しさ」、図10選・岡本「絵画的に成功

した機械類の描き方」となる。以上のように、比較的良い部分をとり上げている。岡本が主張する

良い絵に近づくために必要な条件を加えているため、到達度が極めて高い児童画が多い。 

岡本の良い絵のキーワードは「素朴でたくましい」「力強い」「構図が良い」「完ぺき」「立派」「精

神的」「色が良い」「非常に美しい」「非のうちどころがない」などがある。 

 

 

図10「自転車屋 小学5年・男」     
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 2-2 岡本太郎の中間の絵(3点)  

 

 3点の絵について、岡本は良い部分と悪い部分の両方の観点から評価を行っている。全体的に見

ると後者の見解が多い。図11選・久保「上の部の作品」に対して、岡本は「達者にまとめた

絵」、図12選・竹内「ギャング・エイジの正常な絵」に対して、岡本は「まずまずの絵」、図13

選・久保「自由を求める力にみちた最高の絵」に対して、岡本は「あまり買えない絵」、図14

選・井手「新しい日本の児童画のスタイル」に対して、岡本は「人間が描けていない」となる。以

上のように、岡本の評価は選択した人物とはほとんど異なる見解をもっていることがわかる。2

点、1点の児童画ついても同様のことがいえる。すなわち、岡本の主張があまり表現に表れていな

い児童画となる。そこでは、作品の特徴をとり上げて改善点を述べる以外に、教師の授業態度につ

いて意見している場合が多い。岡本が学校の授業に対して批判的であったこともわかる。 

 岡本の中間の絵のキーワードは「まずまず」「特徴もない」「面白くない」「単調なもの」な

どがある。 

 

  

図11「物語より 小学3年・男」      図12「街頭風景 小学4年・男」 

  

図13「象 小学4年・男」         図14「なわつくり 小学5年・男」  

 

2-3 岡本太郎の認めない絵（2点・1点） 

 

 2点の絵について、図15選・竹内「自己表現になっていない」に対して、岡本は「うまさに頼

りきった絵」図16選・藤沢「新鮮で誠実な作品」に対して、岡本は「いささかマニア的」図17

選・山形「誠実さの滲み出た絵」に対して、岡本は「とりえのない絵」図18選・久保「率直、自
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然、誠実さのあらわれた絵」に対して、岡本は「とり立てていうことのない絵」になる。以上のよ

うに、3点以上の絵に比べ岡本はさらに批判的である。1点の絵と異なるのは、ダメな絵と断定し

ていない。その代わりに、改善点を取り上げている。 

 

  

図15「おまつり 小学3年・女」      図16「神社 小学3年・男」 

  

図17「工事中 小学4年・男」      図18「サーカス 小学5年・男」 

  

図19「入浴 小学3年・女」        図20「栗ひろい 小学4年・女」 

  

1点の絵について、図19選・井手「都会的な良い絵」に対して、岡本は「全然認めない」、図20

選・国分「誠実な努力に共感」に対して、岡本によれば「小器用でつまらない」図21選・ 国分「実

感のこもった絵」に対して、岡本は「ちゃっかりした絵のつまらなさ」になる。以上のように、岡

本は、批判的で全然認めておらず、執筆者の見解が半分以下の児童画が含まれていた(図⒛)。また、

(図17)は左右対称シンメトリーであり、(図19)は男女で色が区別されている。概念的な絵に対して

批判的であったといえる。岡本の認めない絵のキーワードは「つまらない」「全体が同じ調子」「あ
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まり買えない」「ただうまく描いている」「とりたてていうことのない」「心得た」「概念にもたれて」

などがある。 

 ここで、児童画における「性差」という観点に注

目したい。児童画における性差の研究者である、皆

本二三江(1993)は「幼児の造形活動に表出する価値

観」「1．男児のばあい」で岡本を取り上げている。

皆本は岡本の「闘争の美」に対する主張を紹介し、

男児の絵の特徴と関連付けて「闘争する性」につい

て説明していた。確かに岡本の作品にも見られる

ように、大胆な構図や色使いには男の子らしい力

強さが現われている。岡本の性差への意識につい

ては、児童画の審査より次の 2 枚を比較すること

で明らかである。前者は、(図9参照)岡本「小器用でつまらない」後者は、 (図20参照)岡本「デリ

ケートな美しさ」とある。2 枚の絵は、女の子の絵である。岡本によれば、前者は「ただ、うまく

描いてあるというだけでつまらない感じがする」「全体のとらえ方は非常に模様的だが、これは女の

子に共通の傾向であろう」である。後者は「色も美しいし、構図も成功しているよい絵である。一

見して、女の子の絵だなと思った。やはり男では描けない感覚である」と正反対の見解を示してい

る。確かに、両者ともに女児の絵である。だが、前者の児童がある一点の目線から人物を観察して

いるのに対して、後者は描かれている視点が広く行動範囲が広いことから男児らしい。力強い線で

描かれているのも同じことがいえる。このように、惜しむらくは、岡本は性差について評価の視点

では述べていなかったものの、無意識に児童画の審査に反映されていたことがわかるので、この時

点で岡本が性差を意識した評価をしていたならば、皆本を満足させたのかもしれない。 

 

3 岡本太郎が選んだ児童画に対する考察 

 

 表題より、岡本の選んだ3枚の絵に共通するのは、「絵画的」という言葉が繰り返されている点で

ある。岡本が選んだ3枚について、本稿執筆者の考察を踏まえ詳しくみていく。 

 

3－1 1枚目「宇宙たんけん」 選・岡本太郎 小学 3年男(図 2参照)  

 

指導者・五十嵐光昭は「第二学期の始めに『楽しい夢』という題材で描かせたもので、絵本や映

画などの模倣にならないように気をつけ、自分が現在一番興味を持っている、楽しい世界を自由に

想像して、形や色を工夫しながら表現したもの。大変楽しく学習した一枚である」(p.32.)と記す。 

7 人の見解はそれぞれ、岡本「絵画的処理に成功」井手「現実から遮断された空想」久保「自己

制御されない爆発的情熱」国分「ほんとうの自由表現ではない」竹内「退行的な夢の世界」藤沢「一

気にかいた空想の世界」山形「裸でぶつかってくる感銘がない」である。岡本と似ている考え方は

久保・藤沢であり、「絵に情熱がある」点が一致する。以下、岡本の言葉を引用する。 

 これは、はじめから″宇宙たんけん“という主題を、かなり明確につかんで表現している。こ

図21「山の沼 小学5年・男」 
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の絵の成功は色彩の美しさにある。それから一つ一つの描かれた対象の処理が、偶然ではなく

て、しっかりとらえられている。つまりモチーフがハッキリしているということだ。この色の

調子と配合―原色を生かすと同時に中間的な色を巧みに配合している。また、いろいろなもの

の配置も非常に成功している。″宇宙たんけん″の幻想性といったものも、よく出ていると思

う。いまの子どもたらは、昔の子どもが桃太郎の鬼が島征伐にいだいたと同じような幻想を″

宇宙たんけん″にもっている。それでいて大人とはちがって、かなり強く現実的に生きている

イメージでもある。そういうものが、不思議な魅力と、子どもなりのイマジネーションの範囲

で、精密に描かれているということは、ちょっと驚くべきものだと思う もちろん、これには

新問雑誌、ラジオ、テレビ等の影響があり、全部が全部、独創的なものだというわけではない。

いわば共通してもっている宇宙ではあるが、そうしたイマジネーションを絵画的に処理したと

いうことで非常に成功している。ストロークも力強いし、構図もよい。(p.25.) 

図2は、小学3年生の発達段階としては形式的表現期かつカタログ的表現期であり、描き方が少

し幼いように感じられる。しかし、カラフルな色使いは、男の子の作品らしい激しさが表現されて

おり、全体的に生き生きとしている。また、「宇宙たんけん」という非日常を描くいわゆる想画で、

線の強さや色の強さ、また全体的を余すことなく描かれており、子ども自身が描きたい世界観をも

ちながら授業に望み努力している姿を想像できる。そういった点で、なかなか自由がうまく表現さ

れない学校現場における子どもの絵であるにもかかわらず、自由が残る作品であるため岡本は良い

評価をしたと考察できる。 

 

3－2 2枚目「悲しい時」 選・岡本太郎 小学 4年女(図 3参照)  

 

岡本は一番高く評価していても他の 6人はそうではなく、岡本と 6名が全く一致した考えがない

絵である。『児童画評価シリーズ 2』のなかで一番良い絵であると評価している。従って、岡本独自

の主張がこの一枚から読み取れる。指導者・五十嵐光昭は次のように記している。 

自画像、たゞ外形のみの写生にならないよう、いろいろな物に写し、自分の気持も顔に表すよ

う観察させた。この絵は空罐に写して写生させたもので、大の仲良しの級友が、栃木県に転校

してしまったのでさびしく、罐の顔も平で悲しい顔をしているのにびっくり、いろいろな色を

まぜて、頭、顔、洋服と描いていったら、いっそう悲しい顔になってしまった。最後に、頭や

顔の形があまりへんなので、おかしくなってしまったそうである。(p.72.) 

7 人の見解はそれぞれ、岡本「第一位の作品」井手「触覚的な典型」久保「心のこもらない絵」

国分「教育としての不健康さ」竹内「教育的意義のない絵」藤沢「賛成できない画法」山形「下の

部類の作品」である。以下、岡本の言葉を引用する。 

子どもというととかく常識的な明るい画ばかり考えられやすいが、実は嬉々として遊んでいる

子どもたちの楽しそうな表情のなかにも、意外に暗く悲しい気持がひそんでいるものだ。だか

ら果たして、この子が、この絵のような悲しい顔をして、悲しい気持で描いたものかどうか－

そうかも知れないが、案外、心の奥深く無意黜にひそんでいる子どもの切なさ、悲しさといっ

たものが、この子自身も気がつかずに出てきたのではないかと思う。“悲しい時”という題は、

後で自分の描いたものを見て、つまり描いた顏が非常に悲しそうな顏だったから勝手につけた
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のではないだろうか。子どもの絵のなかには、そういういろいろと矛盾した要素が、いつでも

あるということを知らなければならない。子どもが、絵としての充実感とか画面の処理とかを

計算して描いているわけではない。それでいて、それは一つの緊張感をもって、非常に力強い

表現となっている。色も美しい。構図も、大胆に顔をクローズ・アップしながら全体をくずし

ていない点、立派だと思う。とにかく今度見たうちでは、これが一番だ 。(p.65.) 

図3は、小学4年生の作品としては感情が直接作品に表現されているように感じられる。真ん中

に主役である自分を堂々と描くことで、子ども自身の迷いがない。また、色使いが濁っていて美し

さがないように思えるが、「悲しい」感情を示しているので、むしろ成功しているように思える。構

成については、濁っている顔の部分とは対照的に下部分が明るく、全体的にはバランスがとれてい

るのも評価ポイントであった。小学校中学年であれば、教師の指導や発達段階上明るい色彩が目指

され、児童の精神が制御される傾向にあるため、楽しい・嬉しいを描く傾向にある。しかし、この

絵は何を描いても良いという自由な雰囲気が尊重されている。岡本もこの点に共感していた。 

 

3－3 3枚目「自転車屋」 選・岡本太郎 小学 5年男(図 10参照)  

 

指導者・西田藤次郎の授業内容は記載がない。観察画もしくは生活画と推察する。 

7人の見解はそれぞれ、岡本「絵画的に成功した機械類の描き方」井手「実感のある個性的な絵」

久保「エネルギーは強いが、感情が未整とん」国分「表現意欲は強いが、まだ研究不足」竹内「や

はり表現態度の矛盾が問題」藤沢「優秀な絵だが、教育的には問題」山形「相当な力作だが、やや

乱暴なのが惜しい」である。井手・久保・国分・藤沢・山形も同意見を示していた。以下、岡本の

言葉を引用する。 

観察が細かくゆきとどいていて、自転車とか、さまざまな道具類の描き方が絵画的に成功して

いながらも、なお実際に即して正確だ。普通はなかなかこうはいかない。機械類に忠実だと、

絵画的にはつまらなくなるものだが、この絵にはそういう欠陥がない。これは一つの大きな才

能だと思う。ただ人間の顔が正面の一つを除いては、全部一方を向いており、みんな同じ顔だ

ということに問題がある。この子どもの場合も興味は人間よりも機械にある。スパナなんか、

ほんとうにスパナらしく描いているし、ポンプだって、ちゃんとポンプらしい感じが出ている。

一つ一つの陰影がある。これは、いわゆる写実といったものではなくて、メカニズムに対する

興味なのだろう。それだけに顔が同じになっているということは惜しまれる。それが、この絵

をずっと単調なものにしてしまってる。これは、ボクがえらんだものではあるが、そういう意

味で必ずしも良い点をつけたわけではない。ただ、こういうどこの村や町にも見られる生活の

場面を、このくらいいきいきとまとめて描き出したということはヽなかなかいいんじやないか

と思っている。色はそれほど美しくはないが、全体の構図は成功。生活観はよく出ているが、

芸術的感動からは、遠いものといえよう。(p.161.) 

図 10 で岡本が指摘するのは、個性的な絵であることを認めながら不十分な部分があると言う点

である。小学5年生の作品であるこの絵は、子どもの興味の対象が自転車であることが、描かれて

いる人物の一人を除き全部右向きであることからわかる。自転車のパーツが細かく描かれているに

もかかわらず、人の動きにはあまり注目していない。全体的に自転車や建物などを構成しながら色
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彩にも配慮を加えながら描かれており、全体の構成が行き届いている点を評価ポイントにしていた。

構図については、さらに背景が白いところが全体をスッキリさせている。顔の表情が全部同じなの

で、人物描写は得意ではないかもしれない。しかし、好きなものに対して、集中できる子どもであ

る点が評価できる。子どもの興味・関心への積極的な態度が作品にあらわれたときの緊張感を確認

できた。この絵に関しては、岡本の考察が他者と一番共通していた。想画は意見が分かれていたが、

観察画もしくは生活画の児童画では、構成や色彩において他者と共通認識が見受けられる。 

以上のように、岡本が選んだ児童画3枚からわかる事は、評価の視点で述べられている「自分の

うちにあるものを外に投げ出す。本能的な表現欲、その衝動が、いかに自由に、直接あふれ出し、

定着されるか。というのが根本だ」という点に重きを置いて審査を行っていた。民間美術教育運動

における創美や新しい絵、造形教育センター等、各々の違いに加えて 、教師や芸術家、心理学者な

どの立場の違いにおいても評価する児童画が異なるということが分かった。各々自由を強調すると

いう点が共通でありながら、相互に異なる論評になるとを理解することで、美術科の評価について

正解がない教科だけに難しいと認識されていることに対して、新しい視点を与えることになるであ

ろう。芸術家の美術に対する考え方と教育者側にとっての美術科という両者の評価の仕方を知るこ

とは、教える側の教育意識に変化を与え、子どもに影響を及ぼす可能性が十分にあるということに

なる。本稿執筆者は、教育のための美術の意義についてさらに考えを深めていく必要性を感じた。 

 

 

おわりに 

 

 本研究では、岡本の児童画の審査における実際について分析を行い、岡本の言葉の根拠を明らか

にした。この点は、他者のメンバーによる評価基準と比較を行ったことによる。本稿執筆者は本研

究の結論を以下の3点にまとめた。１つ、岡本太郎が選んでいるのは、性差が表れている絵であり、

男性的な絵である。対照的な女児の児童画に対する評価を比較することで明らかである。1954 年

『今日の芸術』で登場した女の子に対しても同じ見解を示していたことからもわかる。２つ、岡本

の芸術家としての考え方・姿勢が反映されている。つまり、岡本が芸術運動によって果たそうとし

た目的と児童画審査に対する考え方が同じということになる。3 つ、岡本は教育において必要な評

価を無視しており、批判的な立場である。美術教育に教える必要はないという考え方が示していた。

最低限道具の使い方を教えさえすれば十分であるとも主張していた。この点は、岡本自身の経験か

ら学校教育に批判的であり、子ども時代の経験が影響としてあらわれているといえる。岡本の考え

方は認められる部分があるにもかかわらず批判されていた。現場の教師にとっては、現実的ではな

かったことが、原因として考えられる。岡本自身の経験から、学校教育を見直すことは、岡本の考

えを社会で一般化させるために必要であった。そのため、芸術家の活動に教育に関わる活動が含ま

れていたといえる。今後の課題は、岡本と関わりのある研究者の考え方と比較し、岡本の思想につ

いて源流を追及することで、児童画についてさらに理解を深めることである。岡本の芸術活動と類

似している造形教育の今日的意義についても検討していきたい。 

 さらに、岡本の児童画への考え方は、子どもに対する考え方にも通じる。現在の学校教育におい

て参考になる部分が多い。それぞれの児童画の評価と現場の教師によると子どもの分析を比べると、
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子どもの精神的な部分を作品から読み取っており、子どもの内面を的確に判断している考察が見受

けられる。この点は、子どもの絵は家庭環境や成績といった子どもの実際を知る手段であることを

明らかにしており、精神的な成長をみる手掛かりに成り得る。同様に、作品を知ることは芸術家の

本質を知る重要な手がかりであることに裏付けされる。子どもの絵は大人にとって、個人という存

在を知るための手段であることを示しているともいえる。だからこそ、児童画は教師にとって子ど

ものメッセージに気付くための一つの手段として蔑ろにしてはならない。この点は、岡本も『今日

の芸術』「より生徒に絵を教わる時間」で、教師の態度の度合いが高いのかそうでないかによって、

子ども自身を受け入れることにも大きく関わると述べている。個性を尊重する態度は、指導者に委

ねられているといえる。岡本の主張は、現在の教育現場における美術教育を再注目するための主張

であったのである。つまり、児童・生徒における発達段階の成長過程で伴う他者との比較で生じる

自己への無関心と決めつけるのではなく、教師側の積極的な態度を一番に考慮に入れて授業設定を

行う必要がある。図画工作・美術はともに児童・生徒の精神の自由のために有効な時間であり、自

由な時間であることを忘れてはならない。改めて、主役は制作している子どもたちであることを強

調したい。自己の表出が十分に達成できる時間をもつことができれば、岡本の考え方に到達できる

のも難しいことではないのかもしれない。 

 

 

注 

 

1)大学美術教育学会に投稿中の内容は、「拙稿：岡本太郎(1911～1996)の美術教育活動への参加－

造形教育センターにおける活動を着眼点として－」である。 

2) 久保貞次郎・小磯良平・宗像誠也監修、『児童画評価シリーズ2』(黎明書房、1958年)p.1f.「は

じめに」を参考。 

3) 久保他、同掲書、 (黎明書房、1958年)pp.4-16.「児童画評価に対する基本的な観点」を参考。ま

た、人物の略歴については巻末の「執筆者紹介」を参考。 

4)5) 久保他、同掲書、(黎明書房、1958年)pp.1-168.「評価実際編」を参考。 

 

 

引用文献 

 

春原史寛．2015．「岡本太郎と美術教育に関する一考察―今日の芸術(1954年)と創造美育運動に注

目して―」『美術教育学研究』47 ,pp.167－174,(大学美術教育学会)． 

久保貞次郎 小磯良平 宗像誠也監修．1958．『児童画評価シリーズ, 第 2 巻』,（黎明書房）． 

熊本高工．1988．『児童画の歴史』,p.266 ,(日本文教出版株式会社)．  

岡本敏子．2005．『岡本太郎遊ぶ心』,p.88,(講談社)． 

ローウェンフェルド(訳)竹内清・堀ノ内敏・武井勝雄．1963．『美術による人間形成』,pp.237-241

参考,（黎明書房）．  

佐藤達哉．1997．『知能指数』,pp.28-31 ,(株式会社講談社)． 

皆本二三江．1993．「幼児の造形活動に表出する価値観－男児のばあい,女児のばあい－」『大学美

術教育学会誌』26,p.282, (大学美術教育学会)． 



茨城大学教育実践研究 35(2016), 103-114 

 - 103 - 

 

教員養成大学における中等教育の音楽科教育・歌唱指導に関する

研究 
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キーワード：中等教育，音楽科教育，歌唱指導，「曲種に応じた発声」,視聴覚教材 

 

教員養成大学の中等教育の音楽科教育(以下、中等音楽科と略記する)の授業に携わっている筆者は、歌唱指導における

「曲種に応じた発声」について研究を進めている。しかしながら、現在まで、この教員養成大学における「曲種に応じた発声」

の研究については、さらなる広がりや深まりの必要性を認識してきた。この論文では、先行研究や、授業の実際に鑑みて、

「曲種に応じた発声」を、様々な角度から、中心的に取り扱い、教育効果のあると目される教材を手がかりに、そのあり方を模

索した。その結果、適切な教材の使用を通して、ベルカントを基調に、ポピュラー音楽やロック、民族音楽もオリジナルに学

習できる可能性を示した。 

 

はじめに 

 

筆者は、教員養成大学で中等音楽科の授業に携わっている。中等音楽科にあっても、器楽指導、創作

指導、鑑賞指導など、他の指導同様、歌唱指導は重要な一分野となっている。 

音楽科教育の歌唱指導においては、多くの先行研究が存在する 。筆者は今まで、日本に関しては、

浜野政雄１)，閏間豊吉 2)，渡辺陸雄 3)，小田野正之 4)、原田博之５)などの研究を通して、音楽科教育

における歌唱指導に関してそのあるべき姿を探ってきた 6) ７)８)。 

また、筆者は様々な音楽科教育における「声」に関する研究、特に教材研究(ホーミー、オルティ

ンドーなどを含む)などの取り組みの先行研究を検討し９)、教員養成大学の小学校音楽科の視聴覚教

材研究をしてきた 10)。 

―――――――― 
＊茨城大学教育学部音楽教育研究室 
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こういった流れの中で、筆者は中等音楽科の歌唱指導に関しては、寺尾正 11)、河野正幸 12) 、山

田美由紀 13)などの研究をテキストとして取り扱い、実際の授業の中で多くの成果をあげている。 

しかしながら、この中の特に「曲種に応じた発声」の取り扱いに関して、教員養成大学において、

筆者はさらなる工夫が必要ではないかと感じてきた。また、視聴覚教材に関しても、新たな側面が

期待されていると言えよう。先行研究に関しても、視聴覚教材といえば、鑑賞に関する研究が多く、

歌唱指導の「曲種に応じた発声」について、視聴覚教材を歌唱にまで結びつけることについても、

同様の状況は禁じ得なかった。 

今回は、さらなる質的、量的な研究が期待される教員養成大学の中等音楽科の歌唱指導における

視聴覚教材の研究分野に踏み込んで、教材の選択、あり方の研究などに収斂し、論文を進めること

としたい。 

本論文に関して言えば、これら中等音楽科の歌唱指導に関する研究のみならず、筆者の携わって

きた歌唱指導に関する研究や、大学の授業の実践をもとに、視聴覚教材の取り扱いを手がかりに、

特に「曲種に応じた発声」に焦点を当てて、できる限りオリジナルな、なおかつ新たな教育的側面

について考察を行うこととしたい。 

従って１.歌唱指導に関する基本的な考え方、２. 学習指導要領における中等音楽科の歌唱指導に

おける「曲想に応じた発声」に関する取り扱い、3．視聴覚教材の実際、まとめの順で論考をすすめ

ることとしたい。 

 

１.歌唱指導に関する基本的な考え方 

  

 鶴田昭則 14)によれば，歌唱に関して言うと、「大人対象であっても児童・生徒対象であっても、

基本的にはあまり大差がない 15)」と示されている。 

 この説は小田野 16）や，渡辺陸雄 17)などとも一致している。特に小田野は「・・・・・・正しい

歌唱発声には，おとなも子どももなく，男女の性別もないということである。教育界では＜児童発

声＞という語が用いられ，おとなと違う子どもの特別の発声があるかのごときニュアンスで語られ

ることが多い。これは全くの誤解であり，人間である以上，発達段階による音色・音高・音量の差

こそあれ，発声に用いる筋肉はおとなも子どもも同様で，性差もないのである。・・・・・・18)」と

述べている。 

 筆者もその考えを踏襲してきた。しかも幼稚園、小・中学校、高等学校の歌唱指導について共通

的に取り扱う内容に、特に芸術歌唱の端緒を含むという立場に立てば、鶴田や原田の言うようにベ

ルカント(原田によればベル・カント唱法)が共通的に入る可能性があるという立場をとっている 19)。 

 その中でも特に、声帯の健康に関する事項が、共通的に大きく取り上げるべき課題として筆者は

考えてきた 20)。 

 鶴田は、「ベルカント(美しいひびきのある声)21)」としてベルカントについて言及している。鶴田

はソプラノの丸山徳子 22)の教えも「タリアビーニ 23)の声を真似なさい 24)」，「ノドの強さを強調す

る声を真似てはいけません 25)」、「歌はひびきで歌うもの 26)」などという表現を使い、実際に声帯の

健康を守る指導法を提示している。 

 また鶴田は「（声・ひびき＝ハミングや力の入らない母音(Ah―)で声を出す）27)」として，ここ
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でも声帯の健康への配慮を怠っていない。 

 こういった指摘は筆者がヴィーンのサモーシ教授の弟子で声帯の発声障害を除去することで有名

なヴァムザー教授 28)（筆者の聴取によればベルカントとのことであった)から教えを受けた内容と矛

盾することはない 29)。ヴァムザー教授の「小さいメカニズムに静かに息が流れる 30)」、「腹筋などに

過度に力が入り、息が静かに流れない声を「筋肉声」として認めず、小さなメカニズムに息を吹き

込む形での発声を提唱しており・・・・・・31)」といった教えはこういった内容にも通ずると筆者

は考えている。 

 また鶴田の歌い方のアドバイスとして、「時には歌は語るように，言葉はうたうように 32)」、「言

葉は音楽の流れの中で自然な発音でうたう 33)」と表現されているが、これもまたヴァムザー教授の

教えである「話すように歌う 34)」という流れとも一致するであろう。 

 また原田は、日本語の発音がわかりにくい、音程が不安定であるといった音楽科教育の歌唱指導

上の従来指摘されてきた欠点が、声帯への負担の軽減も含めてフィオール 35)の実践によって是正さ

れたことを指摘している 36)。 

こういった日本語の発音の不明瞭さ、音程については、筆者の聴取によれば、鶴田 37）、三次摂子

38）、渡辺興司 39）、内野健太 49）、筆者 41）の音楽科教育における歌唱指導でも、「静かに息が流れる

声」、「響きを大切にする声」に加えて、「歌う中に『話す』ポイントがある声」等を模索することで、

解決の道が開けていると筆者は考えている。「歌う中に『話す』ポイントがある声」は、日本語のみ

ならず、他の言語についても結果として良好で、ベルカント以外の発声方法についても有効になる

端緒を示すものと筆者は考えている。 

 

２. 学習指導要領における中等音楽科の歌唱指導における「曲種に応じた発声」に関する取り扱い 

 

 以下、学習指導要領における「曲種に応じた発声」に関する取り扱いについて考察することとす

る。 

 

2.1中学校  

 中学校学習指導要領には「第2章第5節音楽第２各学年の目標及び内容〔第１学年〕２内容 A表

現（１）歌唱の活動を通して,次の事項を指導する。イ曲種に応じた発声により,言葉の特性を生か

して歌うこと 42）・・・・・・〔第２学年及び第３学年〕２内容 A 表現イ曲種に応じた発声や言語の

特性を理解して,それらを生かして歌うこと 43）。」とある。 

こういった中学校音楽科における「曲想に応じた発声」は、小学校音楽科の「自然で無理のない

歌い方」から発展することが肝要ではないかと筆者は考えている。 

小学校学習指導要領では、「第2章第６節音楽第２各学年の目標及び内容〔第3学年及び第 4学年〕

2内容Ａ表現（1）歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。ウ呼吸及び発音の仕方に気を付けて,

自然で無理のない歌い方で歌うこと 44）。・・・・・・〔第５学年及び第６学年〕１目標２内容 A表現

ウ呼吸及び発音の仕方を工夫して,自然で無理のない,響きのある歌い方で歌うこと 45）。」とある。 

筆者は、この点に関しても、八島健治 46)の教育に関する発言を援用することとしたい。 

同じく小学校学習指導要領には「第2章第６節音楽第２各学年の目標及び内容〔第 3学年及び第



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

 - 106 - 

4学年〕2内容Ａ表現（1）歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。イ歌詞の内容,曲想にふさわ

しい表現を工夫し,思いや意図を持って歌うこと 47）・・・・・・。・・・・・・〔第５学年及び第６

学年〕２内容A表現（1）歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。イ歌詞の内容,曲想にふさわ

しい表現を工夫し,思いや意図を持って歌うこと 48）・・・・・・。」とある。この「思いや意図をも

って歌う」といった内容は抽象度が高く，ともすれば授業における実際の取り組みに,学習という点

で難しさがつきまとってしまうという現実は否めない。 

この点に関して筆者は，八島からの聴取であるが「本田美奈子さんの歌を参考にするとよいので

はないか」との指摘を受けた。 

「こういった鑑賞と表現を結びつけ，適切な教材選択を通して十分な学習効果をあげていくとい

った試みは今後ますます深化が期待される 49)。」と筆者は記述した。 

筆者は、このアプローチを援用し、「曲種に応じた発声」に関しても、視聴覚教材の適切な選択や

その取扱いを通して大きな教育効果を得ている。 

 

2.2高等学校 

 高等学校学習指導要領には「第2章第7節芸術第2款各科目第1音楽Ⅰ２内容A表現（１）歌唱

イ曲種に応じた発声の特徴を生かし,表現を工夫して歌うこと 50)。・・・・・・第２音楽Ⅱ２内容 A

表現イ曲種に応じた発声の特徴と表現上の効果とのかかわりを理解し,表現を工夫して歌うこと 51)。」

とある。最終的に｢第3音楽Ⅲ2内容A表現(1）歌唱ア楽曲の表現内容を総合的に理解し，表現意図

を持って創造的に歌うこと。イ様々な表現形態による歌唱の特徴を理解し，表現上の効果を生かし

て歌うこと 52)。｣とある。 

こういった文言からもわかるように、今までの歌唱指導の積み重ねを完成，総合する時期である。

さらなる芸術性へのつながりや、展開へ向けて準備する時期であるとも言えよう。 

ここにおいては、教材選択に関しても、小学校の「自然で無理のない歌い方」に始まり、中学校、

高等学校の「曲種に応じた発声」へ発展していくという道筋に鑑みて、中等音楽科では総合的かつ

統合的な、質の高い選択が望まれる。 

 

 

３.視聴覚教材の実際 

 

 ここでは２.学習指導要領における中等音楽科の歌唱指導における「曲種に応じた発声」に関する

取扱いで言及した教材について、特にオリジナルな教育効果の期待できるものについて、簡単であ

るが要諦を示すこととする。 

 

3.1 トーマス・ヴィクストロム……オペラとメタルの関係について 53)  

  

番組の解説によると、元来、ヴィクストロムは、スウェーデンのストックホルムにあるスウェー

デン王立歌劇場のオペラ歌手（テノール）である。一方で、セリオンというヘヴィ・メタルバンド

のヴォーカルでもある。ニューヨーク ブロードウェイの「ミス・サイゴン 54)」でも歌っていた。
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こういった経緯を考えると、オペラ、ロック、ポピュラーに対応可能な発声を体得していると判断

できよう。筆者が求めている中等音楽科の「曲種に応じた発声」の教材の理想的な存在として、授

業で取り上げ、検討してきた。 

 この番組の中では、「わが太陽（この番組ではオーソレミオと表記されている）55)」などを教材に、

「同じ歌で２つの歌い方をやってみましょう」として、ヴィクストロムがオペラバージョンと、へ

ヴィメタルバージョンを説明している。 

オペラバージョンでは、鼻から息を吸い、ロングトーンなのでたくさんの空気が必要としている。

「空気をいっぱい体にいれます」、「フルトーンですね」として豊かな美しい声を響かせている。 

一方でヘヴィメタルに関しては、表現力が大切であるとしている。「声はここまで移ります お腹

から胸へ」、「こんな声が出るように」の彼の発言の後は、範唱している。 

「どっちも楽しいですよ」、「こんな感じ」として範唱し、オペラとへヴィメタルの違いは、オペ

ラにブルースがないこと、へヴィメタルや、他のポピュラー音楽にはブルースがあるとしている。

筆者は、ブルースにも様々な変遷がみられるが、ここではやりきれない暗い気持ちや、第３音と第

７音が半音下がっているブルー・ノートの影響を指しているのではないかと考えている。 

次に、両方に共通して留意することとして、「歌うときはできるだけ自然に歌うこと」、「作った声

はだめ 心の底から楽しんで歌うんだよ」と述べている。 

最後は「わが太陽」をオペラとロック別々に歌い、両方の歌い方を一緒に歌い、曲を終えていた。 

 以上、ヴィクストロムの発声は、ベルカントを基調にしながら、重心を変化させることによって

「曲種に応じた発声」を行い、楽しさの中でヘヴィメタルとポピュラーはブルースがあることを確

認しながら、自然な歌い方、しかも作り声は避けて、心底楽しんで歌うことを強調している。 

 ヴィクストロムのこういった取り組みは、筆者の「曲種に応じた発声」の考え方と通じるところ

も多く、筆者はその完成度の高さと、応用力の幅から高く評価している。また、この取り組み方は、

比較的容易に実践可能で、学生の授業後の範唱に大きな教育力を有している。 

 

3.2 バルバラ・ジャネス……ベルカントの白熱発声レッスン 56） 

 

 番組の解説によれば、バルバラ・ジャネスは、キューバ国立交響楽団に所属するソプラノ歌手で

ある。得意とする分野は、クラシック音楽からキューバの大衆音楽まで、表現するジャンルは幅広

い。一方で、彼女は母校のキューバ国立芸術大学の教員で、週に１度声楽を教えている。ここでは、

筆者が本論文や一連の論文で取り扱ってきたベルカントの発声とは対立するかに思える発声法を教

授している。 

 ジャネスは、ハミングとアの発音を結びつけて、ベルカントの声を横隔膜呼吸で行いレッスンし

ている。 

 「もっと外に吐き出しなさい」、「嘔吐するように出してリラックスするの」等は、驚愕する表現

である。このリラックスとは、嘔吐するように声を出して、のどを開き、正しい発声をするという

意味かもしれないが、非常に難しい内容を含んでいるように思える。 

 「頭蓋骨から脳みそが飛び出すように声を出して」、「遠くに投げつけるように」、「これでは劇場

で響かないわ」等も、筆者がこれまで本論１.歌唱指導に関する基本的な考え方で述べてきた内容と
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捉え方によっては逆に受け取られる可能性もある。 

 しかしながら、筆者は、こういったレッスンを受けてきており、１０数年前までは普通に学んで

きていた。この時は、<ランメルモールのルチア>57)のソプラノのアリアの３点 Dを歌う時に、「頭が

取れるように」などという指示を受けていた。なんとかその音を出すことはできたが、「頭が取れる

ように」という言葉の効果を十分に出すことは難しかった。 

 こういったことは、一見すると筆者の受けた十数年前の歌唱指導が誤っているかに受け取られが

ちであるが、今考えてみると、インナーマッスルを鍛えるなど、歌唱に不可欠な要素を学習してい

る面もあり、一面的な評価を下すことは出来ないでいる。今一度、ジャネスのこれらの言葉を吟味

しなおし、必要な喉の開きや、必要十分な筋肉の用い方に視点を置くことも重要であろう。 

 

3.3  ナムジリーン・ノロブバンザド……オルティンドーの１００年歌姫 58) 

 

 モンゴルにはオルティンドーという独特の歌があり、筆者の聴取によれば、こぶしを回したり、

話し声の要素を入れたりして、日本の伝統音楽の表声に通じる歌を歌っているように感じられる歌

手がいる。ここでは、ナムジリーン・ノロブバンザドという１００年に１度と目される歌姫が取り

上げられていた。 

 この番組の中で、筆者が「曲種に応じた発声」の下に、学習を試みる場合を検討した。 

すでに述べたように、日本の伝統音楽における民謡などの高音発声などに通じると考えられる発

声が、共通的に聞き取れる部分もある。また、驚くべきことに、１９５７年世界青年音楽祭（モス

クワ）の映像で、ノロブバンザドによって歌われた曲（「涼しく美しい大草原」）の高音が（筆者に

は、３点H、もしくはCに聞き取れた）、すぐれたベルカントのソプラノの高音に近似していた。 

この音楽祭で、ノロブバンザドは当時 26歳という若さで、この曲を歌って入賞している。その時

の、歌手生活を始めるきっかけとなったメダルを、ノロブバンザドは一番好きだったと言っていた、

と娘さんが語っていた。 

ここでモンゴルの遊牧民の民族衣装をまとった、若く、美しいノロブバンザドによって歌われた

高音の声は、決して押されて出されたものではなく、彼女を象徴するかのように、豊かで美しく、

若々しくもあり、清々しく、まろやかで、知性も兼ね備えており、ある意味力強く、広い屋外の演

奏会場を流れていった。彼女の声は、涼しく美しい大草原をイメージしているかのように、息にの

って、無理なくどこまでも届く様であった。その際の熱狂的な観衆の歓声は、彼女の魅力を讃えて

いるかの様であった。 

ノロブバンザドの歌は、ヴァムザー教授の「小さいメカニズムに静かに息が流れる 59)」や鶴田の、

「歌は響きで歌うもの 60）」、筆者が鶴田から聴取した「歌は細いところに入って、無理せず美しく

歌う」という原則に従うものであった。ここでは、日本の伝統音楽の技術とベルカントの最高の技

術へと通じるものが一体化しており、不可分のものとなっていた。しかしその独自性は歴然と存在

していた。 

 筆者は、このオルティンドーの発声について安易に授業等で取り上げて実践的に学習することに

は、極めて困難が生じるのではないかと考えている。しかしながら、日本の伝統音楽との関連やベ

ルカントなどの発声との共通点を学ぶことは、総合的に歌唱の「曲種に応じた発声」について深く
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学ぶことにつながり、さらなる総合的な、かつ統合的な理解へと結びつく道筋を示すのではないか

と判断する。 

 

3.4 トイブゴー……ホーミーの達人 61) 

 

同じくモンゴルには、ホーミーという、日本音響研究所所長鈴木松美の言を借りれば、「世界唯一

の発声方法」を用いる歌がある。このホーミーの達人といわれる人がトイブゴーである。 

ホーミーはトイブゴーによると、モンゴルの山中の清流の畔を指して「この川のせせらぎの音を

まねたもの」とされている。そして彼は「この音の豊かさを忘れないために、私は時々こうしてこ

こにやってくるのですよ」と言っている。 

筆者の聴取によると、母音の上に口笛のようなメロディーが聞こえる。ホーミーの原理としては、

前述の鈴木によると、普通の声の上に、口・鼻・喉という共鳴体を使って、喉の奥の容積を変えて

倍音の周波数を変化させることにより、元の声に加えメロディーのようなものを、音程が変わった

かのように、聞かせているものである、と鈴木は言っている。 

 筆者は、こういった発声法を授業で使おうとし、筆者自身が何度も試みたが、難しかった。当時

茨城大学の大学院の学生であった渡辺興司が、声を出しながら、鼻の穴にリコーダーの吹き口を入

れて、音を出していた時は、とても驚いた。しかし、リコーダーという別の発声体ではあるが、構

造的にはホーミーに近いものであったと考えると、吟味なしに授業に入れることは出来ないが、学

習のレディネスにはある意味必要なものであったのかもしれない。 

 筆者は、「曲種に応じた発声」という観点に立てば、ホーミーは必ずしも体得可能で必要なもので

はない可能性がある、と考えている。しかしながら、その芸術的な価値、教育的な価値について想

いを馳せるとき、やはりふれておかなければいけないものではないかと考えている。 

  

3.5  フリッツ・ヴンダーリヒ(テノール)……現代のベルカントの巨星、エンリコ・カルーソー62)

の発声との一致 63) 

 

 以上は、テレビの番組から聴取したものであるが、次のアンへレスと共にCDから聴取したもので

ある。 

 このCDはヴンダーリヒの最後のリサイタルの実況録音である。ヴンダーリヒは最後に「楽に寄す

64)」を歌っている。この歌唱は、本研究の目標とするベルカントの模範である。筆者はこの歌唱に

ついて教材としての検討を加えた。 

鶴田は、歌唱の際の口形について、「口形であるが,必要以上に開けすぎない 65)」という表現をと

っている。これは、カルーソーの発声 66)を継承している表現となっている 67)。ヴンダーリヒは、こ

の点でも理想的な発声をしており、口の奥を変えないで、前方で子音や母音の発音を行い、メッザ・

ヴォーチェ 68)の技法を効果的に使用しながら歌唱を行い、その歌唱はベルカントの理想とされてい

る。筆者はヴンダーリヒの歌唱がカルーソーの発声にも通じるものと考えている。 

この演奏は、「曲種に応じた発声」という範疇に留まらず、その価値を考えると、音楽そのものを

考えた場合、必要不可欠なものであると言えないであろうか。筆者としてはひとまず、お聞きいた
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だくことをお勧めしたい。 

 

3.6  ヴィクトリア・デ・ロス・アンへレス(ソプラノ)……スペインのベルカントの歌姫 69) 

 

 彼女も、筆者の理想とするベルカントの系譜に位置する歌手であろう。「歌の翼に 70）」のみを取

り上げた。 

発声に関してはヴンダーリヒに共通するものが多くみられる。彼女の歌を特徴づけているのは、

その温かく女性らしい美声である。細やかな表現の隅々に感じられる母性とでも表現したらよいも

のは、聞く者を安寧の境地に誘うようである。 

私事であるが、かつて筆者が実母を介護した時に、胃痛に悩む彼女を救ったのはこの歌であった。

ここで音楽療法的なアプローチについて、取り上げることは出来ないが、聞く者を安心させ、体調

も良くすることは可能性として否定できないであろう。 

 

 以上教材として筆者が授業で取り上げるのに、教育効果があると考えているものの一端を示した。 

 

まとめ 

  

本論文では、現在までの中等音楽科における、歌唱指導に関して先行研究を検討し、１.歌唱指導

に関する基本的な考え方、２. 学習指導要領における中等音楽科の歌唱指導における「曲想に応じ

た発声」に関する取り扱い、3．視聴覚教材の実際の順で論考してきた。 

 この中で、筆者は学習指導要領に基づきながら、ベルカントを基調に、様々な曲種に応じて発声

を吟味し必要十分な形で変容させる、もしくは変容を試みることを提案してきた。そのサンプルと

して、適切な教材と考えられるものも示した。 

 その結果、最後には「曲種に応じた発声」を超えて、視聴覚教材の芸術的価値という問題も浮か

び上がってきた。 

こういった考え方に基づくと、あくまでクラシック音楽（ベルカント）とポピュラー音楽やロッ

クは別のものであり、切り離して考えるべきであるという見解は、もう一度考え直さなくてはなら

ない事であると筆者は考えた。 

 筆者は、今後の教育の方法として、ポピュラー音楽やロックがクラシック音楽とは、民族音楽も

含めて相容れないものではなく、相互乗り入れし、クラシック音楽の学習の中にポピュラー音楽や

ロックの要素である遊びの要素を取り入れ、ポピュラー音楽やロックの中にクラシック音楽の学習

の要素を取り入れる方向をさらに進めることを考えている。 

クラシック音楽の学習と、ポピュラー音楽やロックの学習は、一見二律背反に見えるかもしれな

いが、実は１つのものであり、相互補完的に１人の人間の中に存在できるということを忘れてはな

らないであろう。 

クラシック音楽の学習がポピュラー音楽やロックのように楽しく、ゲームの様であり、好きなポ

ピュラー音楽や、ロックを深めることで結果としてクラシック音楽の学習が進んでいる、民族音楽

もその流れにある、そんな授業を筆者は目指している。 
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技術科におけるプログラミング学習教材の開発 
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Development of Programming Learning Materials in Technology Education 
：The Perspective of Information Education in Elementary School 
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キーワード：技術科教育，プログラミング学習教材，教材開発，小学校の情報教育 

 

平成 20 年 3 月改定の，中学校学習指導要領技術・家庭科技術分野，「D 情報に関する技術」における （3）プログラムに

よる計測・制御は，今回の改定により選択内容から必修内容となった。そして，指導事項には，「ア コンピュータを利用した

計測・制御の基本的な仕組みを知ること。」や「イ 情報処理の手順を考え，簡単なプログラムが作成できること。」がある。 

しかし，小学校においては，中学校技術・家庭科や高等学校情報科のように情報活用能力の育成を専門に担う教科・科目

が設けられていないことから，小学校によって情報に関する教育の取り組みに大きなばらつきが表れていることが指摘され

る。よって，将来的に予想される小学校現場での情報教育の必修化に先駆け，小学校と中学校の情報教育を接続する教材

開発の検討は重要である。 

 本研究は，小学校での運用を念頭に置いた中学校向けプログラミング学習教材を作成し，教材の効果を検証するため

に実践授業を行った。この検証結果から，中学生にとって理解が難しかった要素や理解の手助けになった要素などを検討，

抽出し，それらの点を考慮しつつプログラミング学習教材を再構成することによって，小学校と中学校での情報教育を接続

する学習教材の開発を行った。その結果，開発した学習教材は，情報処理の手順の習得やプログラミング能力の育成に繋

がることが明らかになった。 

 

 

はじめに 

 

1.1 研究の背景 

平成20年3月改訂の，中学校学習指導要領 1) 技術・家庭科技術分野（以後，技術科という）では，情 

―――――――― 
*茨城大学教育学部  **茨城大学教育学部技術選修  ***茨城大学教育学部技術教育専修 
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報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得させるとともに，情報に関する技術が社会や環境に果

たす役割と影響について理解を深め，それらを適切に活用する能力と態度を育成することをねらいとした

情報に関する技術の内容を取り扱っている。また，情報活用能力を育成する観点から，小学校におけるコ

ンピュータの基本的な操作や発達の段階に応じた情報モラルの学習状況を踏まえるとともに，他教科や

道徳等における情報教育及び高等学校における情報関係の科目との連携・接続に配慮する，とある。 

技術科の「D 情報に関する技術」における （3）プログラムによる計測・制御の指導事項には「ア コンピ

ュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ること」や「イ 情報処理の手順を考え，簡単なプログ

ラムが作成できること」とある。計測・制御システムは，センサ，コンピュータ，アクチュエータなどの要素で

構成されていることや，情報処理の手順には，順次，分岐，反復の方法があることを知ることができるよう

にするともある。その中には「人間の目や耳の代わりに機器や環境の状態を計測している部分やどのよう

に処理・判断しているかをプログラムやインタフェースの役割とともに知ること」，また「プログラムの命令語

の意味を覚えさせるよりも，課題の解決のために処理の手順を考えさせること」などの，情報処理の手順

を工夫する能力を育成することについての記載がある。 

今回の学習指導要領の改定により，中学校段階でのプログラムによる計測・制御が必修化されたことに

よって，情報教育が強化され，高等学校の必修履修科目である教科「情報」においてもプログラムに関す

る内容が拡充されている。しかし，小学校における情報教育に関しては定められておらず 2)，各小学校の

判断によって情報教育が行われる学校と行われない学校，という差が発生しているのが現状である 3)。ま

た，諸外国における情報教育の動向に目を向けると，中学校段階での情報教育が義務化されているアメ

リカ，エストニア，韓国などの国や，更には小学校段階での情報教育が義務化されているイギリス 4) など

の国が存在しており，世界的な動向として情報教育の低年齢化が進められていることが示唆される。 

これらのことから，情報教育の低年齢化，ひいては小学校段階における情報教育の必修化を前提とし

た教材開発の検討は重要であると考えられる。 

そこで本研究では，まず中学校用の初学者向けプログラミング学習教育教材を開発し，同教材の効果

の検証結果を参考に小学校用の初学者向けプログラミング学習教育教材をより効率的に開発できるので

はないかと考えた。 

 

1.2 研究の目的 

中学校学習指導要領技術科「D 情報に関する技術のプログラムによる計測・制御についての指導

事項の中には，簡単なプログラムの作成を行わせることについての内容が見受けられた。 
また，小学校における他教科や総合的な学習の時間等における情報教育と高等学校における情報

関係の科目との連携・接続に配慮する，と記されている。 

しかし，実際は小学校の情報教育に関連する科目が正式には設置されていないため，このままで

は中学校との情報教育の連携・接続に支障をきたしてしまうことが考えられる。 

そこで本研究では，初学者向けの中学校技術科におけるプログラミング学習教材を開発し，実戦

授業を行うことによって，同教材の効果を検証し，それを基にした小学校における情報教育を視野

に入れたプログラミング学習教材を開発した。 
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小学校教育にプログラミング教育を導入する必要性 

 

2.1 中学校教育におけるプログラミング学習の必修化 

中学校教育におけるプログラミングの学習内容は，平成10年12月告示の旧中学校学習指導要領

技術・家庭科技術分野 5) において初めて行われるよう記されたが，プログラムによる計測・制御は

選択の内容であり，多くの中学校では行われていないという実情があった。しかし，平成20年3月

改訂の中学校学習指導要領技術科では，現代社会で活用されている多様な技術を，①材料と加工に

関する技術，②エネルギーの変換に関する技術，③生物育成に関する技術，④情報活用に関する技

術等の観点から整理し，全ての内容を生徒に履修させるとあり，プログラムによる計測・制御の必

修化が示されている。 

 

2.2 諸外国におけるプログラミング学習教育の遷移 

諸外国におけるプロ 

グラミング学習教育に

ついては，図1に示すよ

うに，世界的に学習の低

年齢化の潮流が認めら

れている。韓国では中学

校段階から，イギリスや

エストニアでは小学校

からの情報教育が必修

科目として義務付けら

れている 6)。 

このように世界の先

進諸各国においては，情

報教育の重要性と低年

齢時点でのプログラ 図1 海外におけるプログラミング教育の学校カリキュラムへの導入例 6) 

ミング学習教育開始の 

重要性が示されていることが分かる。 

 

 

小学校を視野に入れ考案した中学校向けプログラミング学習授業計画 

 

3.1 授業計画を思案するにあたっての背景 

技術科では，プログラムによる計測・制御などを扱った情報処理の学習が取り入れられている。

また，平成20年の中学校学習指導要領改定に伴い，材料と加工に関する技術，エネルギー変換に関

する技術，生物育成に関する技術と，情報に関する技術を含め4つの領域が必修となった。今回主

眼とする小学校向けプログラミング学習教材を開発するためには，まず現在必修化されている中学
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校向けプログラミング学習教材を開発し，実戦授業を通して効果を検証することによって，どのよ

うにプログラミング学習教育を行えばプログラミング初学者に対して効率良く指導できるか検討す

ることができ，そこで改めて小学校向けにプログラミング学習教材を改良することによって小学校

でも行うことができるプログラミング学習教材を開発することができると考える。 

しかし，現在の小学校学習指導要領には技術科の「情報に関する技術」などに相当する内容が定

められておらず，どの科目内でプログラミング学習を実施し，有限である総授業時間数の中から学

習時間を割り当てていくのかが大きな問題であった。 

 

3.2 本教材を用いた授業の位置づけ 

技術科の情報に関する技術の（3）プログラムによる計測・制御では，「ア コンピュータを利用し

た計測・制御の基本的な仕組みを知ること」と「イ 情報処理の手順を考え，簡単なプログラムが作

成できること」とされている。これは，小学校教育時点で，プログラミング学習教育の実施が示さ

れていないことから，中学生に対して行われるプログラミング学習教育は，プログラミングを初め

て学習する生徒に対して行われる学習と見なせる。つまり，プログラミング初学者を想定した内容

として授業計画を構成することで，中学生向けプログラミング学習教育とすることができると考え

られる。また，プログラミング初学者を想定して授業計画を作成することによって，将来的に小学

校へプログラミング学習教育が必修化された際にも小学生が理解できる文言に修正するだけで，本

教材を活用することができる。本教材の中学校向けプログラミング学習計画を作成することによっ

て小学校向けプログラミング学習教育への有効利用が可能になると考えた。 

 

3.3 本研究で考案した授業のねらい 

本授業のねらいは，プログラミング初学者を対象に，座学に加えマイコンロボットとプログラミ

ングソフトを用いた実習授業を通して，順次，分岐，反復の3要素などのコンピュータを用いた計

測・制御の基本的な仕組みを知ることにある。また，簡単

なプログラムが作成できるようにすることである。 

 

3.4 本研究で用いたマイコンロボットについて 

本研究では，現在小学校で使用されているプログラミン，

Scratchなどのプログラミングソフトの例 6) から，アイコ

ンベース型プログラミングソフトを使用したマイコンロボ

ットが適切であると考え，図 2に示す，株式会社イーケイ

ジャパン製KIROBO [MR-9132]（以後，キロボという）をマ

イコンロボット教材として使用する。キロボは         

図2 KIROBO[MR-9132] 

アイコンベース型のプログラミングソフトを使用して動作を行わせることができる。 

 

3.5 本教材を用いた学習計画 

本研究で考案した学習計画を表 1に示す。 
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生徒は 2名で 1グループとし，1グループで 1台のキロボを使用しプログラミング学習を行う。

ワークシートを活用し，プログラミングの基礎知識を身に付けながらキロボに目的の動作を行わせ

るためのプログラミングを行う。ペアの子の進行状況などを確認し，互いに反省やアドバイスをし

合い，その都度プログラミングの修正を行わせるようにする。 

 

表1 本研究で考案した中学校向け学習計画 

時 

間 

学習内容・活動 

評価計画 

規準到達への手立て 関
心 

工
創 

技
能 知

理 

評価規準 

【評価方法】 

第
１
時 

１ 計測と制御 

・身の回りにあるコンピュータ

機器について知る。 

・計測制御しているコンピュー

タ機器を考える。 

 

 

○ 

   

 

○ 

・身近な電化製品などに使用さ

れているコンピュータが行っ

ている計測制御についての知

識を身に付けている。 

【ワークシート，観察】 

・実物や写真などの例を参考にしなが

ら班で話し合い，まとめさせる。 

・キロボについても紹介し，今後の学

習についての方向性を意識づけた

い。 

第
２
時 

２ フローチャートを作ってみ

よう 

・フローチャートの学習を行

う。 

・フローチャートを作成する。 

    

 

○ 

・プログラムがフローチャート

を元に成り立っていることを

知る。 

・フローチャートの描き方とプ

ログラムの順番の大切さを知

る。 

【ワークシート，観察】 

・ワークシートと教科書のフローチャ

ートの描き方例を元に３要素につい

て理解させる。 

・フローチャートの作成課題を通して

プログラミングの基礎を身に付けさ

せる。 

第
３
時 

３ キロボを動かしてみよう 

・アイコンワークスの使い方を

覚える。 

・問題集を解いていく。 

   

 

○ 

 ・キロボを使ったプログラミン

グの一連の動作を行うことが

できる。 

・友達と協力してプログラミン

グの検査・修正を行うことが

できる。 

【ワークシート，観察】 

・アイコンワークスを使ったプログラ

ミング方法を手本を見せながら行う

ことで理解させる。 

・成功点，失敗点について考えさせ

る。 

第
４
時 

４ センサを使ってみよう 

・センサを利用したプログラミ

ングを行う。 

   

 

○ 

 

 

○ 

・接触センサを利用したプログ

ラミングを行うことができ

る。 

・センサについて機能を理解し

ている。 

【ワークシート，観察】 

・赤外線センサ，接触センサを使用し

たキロボの動画を通してセンサの働

きについて理解させる。 

・センサを使用したプログラミングに

ついて，簡単な手本を見せるなどし

て理解を深めさせる。 

第
５
時 

５ 競技会用のプログラムを完

成させよう 

・障害物競争用のプログラミン

グを行う。 

・プログラミングの微調整を行

う。 

  

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 ・目的に合わせたプログラミン

グを行うことができる。 

・効率よく目標を達成するため

の方法を考えることができ

る。 

【ワークシート，観察】 

・目的を達成するためにどのようなプ

ログラミングを行えば良いのか考え

させる。 

・効率よく目標を達成するためには，

どのようなプログラミングを行えば

良いのか考えさせる。 

第
６
時 

６ 競技会をしよう 

・障害物競争を行う。 

・結果について相互評価を行

う。 

 

 

○ 

 

 

○ 

  ・自らのプログラミングの結果

について自己評価を行うこと

ができる。 

・動作の結果からプログラムの

改良点を見つけることができ

る。 

【ワークシート，観察】 

・ペアになってそれぞれ競技を行い，

タイムを記録し改善点について話し

合いを行わせる。 

・他のグループが競技を行っている間

はプログラムの微調整を行わせる。 
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考案した学習計画の効果の検証および調査結果・考察 

 

4.1 授業実践・調査の対象 

前述の学習計画の効果を検証するため，実際に中学校で授業実践を行うよう，調査協力を依頼し

た。 

調査協力者はH第一高等学校附属中学校3年1・2組の計74名（男子37名 女子37名）である。

事前調査によると，プログラミング学習を経験したことがある生徒は7名で，全体のほとんどがプ

ログラミング学習初学者であった。場所は同中学校のパソコン室で行った。指導者は今年度から指

導を行っている講師である。 

 

4.2 質問項目の作成と調査方法 

中学校学習指導要領技術科や教科書の指導項目を参考にしながら 29 項目からなる質問紙を作成

した。質問項目は授業時間ごとの目標や内容などについての興味関心や理解度に重点を置き，「生活

や技術への関心・興味・態度」，「生活の技能」，「生活や技術についての知識・理解」などの 3つの

観点から質問を用意した。 

作成した 29 項目の質問に対して 4 件法による調査・分析を行った。質問紙調査は授業を受ける

前と受けた後の二回回答させ，平均得点を比較し，対応のあるt検定によって検証した。 

 

4.3 結果および考察 

授業実践前後の質問紙調査による平均得点を比較した結果を表 2，表3，表4，表5に示す。 

 

表2 実践授業1時間目の中間事後アンケート結果 

  質問項目 t値 

1 パソコンやスマートフォンなどコンピュータを普段から使いますか。 (平均値3.45) 

2 パソコンやスマートフォンなどを使うことに興味がありますか。 (平均値3.32) 

3 パソコンを使うことは得意ですか。 (平均値2.28) 

4 普段の生活を問題なく送るためにはコンピュータが必要だと思いますか。 2.19* 

5 計測・制御について興味がありますか。 4.88* 

6 計測・制御について説明することができますか。 8.95** 

7 プログラムについて興味がありますか。 0  

8 センサという言葉を知っていますか。 11.57** 

9 センサについて説明することができますか。 13.22** 

10 コンピュータを利用した計測・制御の流れを説明できますか。 9.97** 

11 計測・制御の基本的な構成を説明できますか。 10.22** 

12 プログラミングをしたことがありますか。 (経験者7名) 
 

**：p<.01  *：p<.05 
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表2より，質問項目6「計測・制御について説明することができますか。」（t(73)=8.95），質問項

目8「センサという言葉を知っていますか。」（t(73)=11.57），質問項目9「センサについて説明する

ことができますか。」（t(73)=13.22），質問項目10「コンピュータを利用した計測・制御の流れを説

明できますか。」（t(73)=9.97），質問項目 11「計測・制御の基本的な構成を説明できますか。」

（t(73)=10.22）について1%水準の有意差が認められた。 

 

表3 実践授業2時間目の中間事後アンケート結果 

  質問項目 t値 

1 物事を順番に一つずつ考えていくことが好きですか。 7.42** 

2 プログラムについて興味がありますか。 6.3** 

3 プログラムについて説明することができますか。 12.77** 

4 フローチャートについて興味がありますか。 13.92** 

5 フローチャートを組み立てることができますか。 15.03** 
 

**：p<.01  *：p<.05 

 

表 3より，質問項目 1から質問項目 5までの全ての項目において 1%水準の有意差が認められた。 

 

表4 実践授業3時間目の中間事後アンケート結果 

  質問項目 t値 

1 プログラムを作ることは難しいと思いますか。 0.17 

2 プログラムを作ることに興味がありますか。 6.08** 

3 プログラミングを正しく行う自信がありますか。 9.05** 

4 見たり，聞いたりすることよりも，実際にやってみることの方がよく覚えていますか。 3.38** 

5 
新しいことを学習するのに，1人だけより，グループ（2人以上）でする方が，学習しやす

いですか。 
0.57 

6 作業を計画的に進めることができますか。 8.00** 

7 1つ1つの工程が正確にできているかを確認しながらものを作ることができますか。 0.41 

8 うまくなるまで何度も繰り返し作業することが好きですか。 0.42* 

9 普段の生活を問題なく送るためにはコンピュータが必要だと思いますか。 0.30  
 **：p<.01  *：p<.05 

 

 表4より，質問項目2「プログラムを作ることに興味がありますか。」（t(73)=6.08），質問項目

3「プログラミングを正しく行う自信がありますか。」（t(73)=9.05），質問項目4「見たり，聞いたり

することよりも，実際にやってみることの方がよく覚えていますか。」（t(73)=3.38），質問項目6「作

業を計画的に進めることができますか。」（t(73)=8.00）については 1%水準の有意差が認められた。 
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表5 実践授業4時間目の事後アンケート結果 

  質問項目 t値 

1 パソコンやスマートフォンなどコンピュータを普段から使いますか。 (平均値3.69) 

2 パソコンやスマートフォンなどを使うことに興味がありますか。 (平均値3.85) 

3 パソコンを使うことは得意ですか。 (平均値2.69) 

4 計測・制御について興味がありますか。 9.84** 

5 計測・制御について説明することができますか。 13.18** 

6 物事を順番に一つずつ考えていくことが好きですか。 5.14** 

7 プログラムについて興味がありますか。 7.21** 

8 プログラムについて説明することができますか。 10.78** 

9 フローチャートについて興味がありますか。 9.62** 

10 フローチャートを組み立てることができますか。 11.88** 

11 プログラムを作ることは難しいと思いますか。 3.84** 

12 プログラムを作ることに興味がありますか。 8.24** 

13 プログラミングを正しく行える自信がありますか。 9.84** 

14 見たり，聞いたりすることよりも，実際にやってみることの方がよく覚えていますか。 3.62** 

15 
新しいことを学習するのに，1人だけより，グループ（2人以上）でする方が，学習しや

すいですか。 
3.13** 

16 センサという言葉を知っていますか。 11.36** 

17 センサについて興味がありますか。 9.07** 

18 センサについて説明することができますか。 12.57** 

19 作業を計画的に進めることができますか。 8.24** 

20 どうしたら効率の良いものを作れるようになるのかを知りたいと思いますか。 5.42** 

21 目的を達成するために解決方法を考えることができますか。 4.11** 

22 １つ１つの工程が正確にできているかを確認しながらものを作ることができますか。 6.01** 

23 うまくなるまで何度も繰り返し作業することが好きですか。 8.72** 

24 作ったものがもっと良くなるように改良を考えることが好きですか。 7.80** 

25 効率が良いものを作ることに喜びを感じますか。 6.66** 

26 普段の生活を問題なく送るためにはコンピュータが必要だと思いますか。 5.14** 

27 コンピュータを利用した計測・制御の流れを説明できますか。 12.28** 

28 計測・制御の基本的な構成を説明できますか。 10.89** 

29 プログラミングをしたことがありますか。 (経験者26名) 
 **：p<.01  *：p<.05 

 

表5より，質問項目1から質問項目29までの全ての項目において1%水準の有意差が認められた。 

 

以上の検証の結果から，質問項目「プログラムについて興味がありますか。」，「プログラムを作る
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ことは難しいと思いますか。」，「新しいことを学習するのに，1人だけより，グループ（2人以上）

でする方が，学習しやすいですか。」，「１つ１つの工程が正確にできているかを確認しながらものを

作ることができますか。」，「普段の生活を問題なく送るためにはコンピュータが必要だと思います

か。」については各授業後の中間事後アンケートにおいて有意差が見られなかったが，最終事後アン

ケートにおいては上記の有意差が見られなかった項目に対しても 1%水準の有意差が見られるよう

になったことが分かる。 

また，質問項目「普段の生活を問題なく送るためにはコンピュータが必要だと思いますか。」，「計

測・制御について興味がありますか。」，「うまくなるまで何度も繰り返し作業することが好きです

か。」の，中間事後アンケートにおいて 5%水準の有意傾向が見られていた項目についても，最終事

後アンケートでは1%水準の有意差が見られるようになった。 

これは，授業回数を重ねることによってプログラミングなどにおいての専門的な知識を毎時間復

習していく形となったことで，生徒に知識を定着させ，プログラミングについて興味を持たせるこ

とができたのではないかと考えられる。 

このことから情報に関する技術の計測・制御の項目において一定の学習効果があることが明らか

になった。 

 

 

小学校向けプログラミング学習教材の製作 

 

5.1 授業計画を思案するにあたっての背景 

現在の小学校学習指導要領には情報に関する技術の項目が定められておらず，総合的な学習の時

間や学級活動の時間を割り当てて情報に関する技術の学習を行うしかないという大きな問題があっ

た。現状のまま情報学習を行う場合には，従来通りに総合的な学習の時間に割り当てて学習を行う

ことが考えられる。本研究では将来的に我が国の小学校教育で情報に関する技術が必修化となった

場合を想定し，対象学年は小学 5年生 7) とし，学習計画等の開発を行う。 

また，中学校で行った初学者向けプログラミング学習の結果を考慮し，小学校で初学者向けプロ

グラミング学習を行うに当たっては，学習時間を増やすことや学習方法を変更するなど，小学校で

の学習段階においても活用できるような工夫をすることが必要だと考えられる。 

 

5.2 本教材を用いた学習計画 

本研究で考案した学習計画を表 6に示す。また，第２時のワークシートを図3に示す。 

生徒は 2名で 1グループとし，1グループで 1台のキロボを使用しプログラミング学習を行う。

ワークシートを活用し，プログラミングの基礎知識を身に付けながらキロボに目的の動作を行わせ

るためのプログラミングを行う。ペアの子の進行状況などを確認し，互いに反省やアドバイスをし

合い，その都度プログラミングの修正を行わせることができるようにする。 
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表6 本研究で考案した小学校向け学習計画 

時 

間 

学習内容・活動 

評価計画 

規準到達への手立て 関
心 

工
創 

技
能 知

理 

評価規準 

【評価方法】 

第
１
時 

１ コンピュータはどんな働きを

しているのかな 

・身の回りにあるコンピュータ機

器について知る。 

・計測制御しているコンピュータ

機器を考える。 

 

 

○ 

  

 

 

 

○ 

・身近な電化製品などに使用され

ているコンピュータが行ってい

る計測制御についての知識を身

に付けている。 

【ワークシート，観察】 

 

・実物や写真などの例を参考にし

ながら班で話し合い，まとめさ

せる。 

・キロボについても紹介し，今後

の学習内容の方向性を意識づけ

たい。 

第
２
時 

２ フローチャートってなんだろ

う 

・フローチャートの学習を行う。 

・フローチャートを作成する。 

    

 

○ 

・プログラムがフローチャートを

元に成り立っていることを知

る。 

・フローチャートの描き方とプロ

グラムの順番の大切さを知る。 

【ワークシート，観察】 

・ワークシートと教科書のフロー

チャートの描き方例を元に３要

素について理解させる。 

・フローチャートの作成課題を通

してプログラミングの基礎を身

に付けさせる。 

第
３
時 

３ 自分の一日をフローチャート

にしてみよう 

・自分の一日などすきなものをフ

ローチャート化する。 

・グループで作成したフローチャ

ートを発表しあう。 

  

 

○ 

  

 

 

○ 

・３要素をもとにフローチャート

を組み立てることができる。 

・自分の一日など，設定した通り

の流れのフローチャートを組み

立てることができる。 

【ワークシート，観察】 

・フローチャートの例をもとに，

３要素の使い方などを理解させ

る。 

・友達との教えあいなどを通して

フローチャートの描き方を理解

させる。 

第
４
時 

４ キロボの動かし方を知ろう 

・アイコンワークスの使い方を覚

える。 

・問題集を解いていく。 

   

 

 

○ 

 

 

 

○ 

・キロボの使用方法を理解し，プ

ログラミングを行うことができ

る。 

・キロボを使ったプログラミング

で一連の動作を行うことができ

る。 

【ワークシート，観察】 

・アイコンワークスを使ったプロ

グラミング方法を手本を見せな

がら行うことで理解させる。 

・成功点，失敗点について考えさ

せる。 

第
５
時 

５ キロボを動かしてみよう 

・問題集の続きを解いていく。 

・課題を設定し，その通りにプロ

グラミングを行う。 

   

 

 

○ 

 

 

 

○ 

・フローチャートの作成からプロ

グラミングを行うことができ

る。 

・友達と協力してプログラミング

の検査・修正を行うことができ

る。 

【ワークシート，観察】 

・アイコンワークスの操作につい

て，プログラムの製作を通して

理解を深めさせる。 

・成功点，失敗点について考えさ

せる。 

第
６
時 

６ センサを使ってみよう 

・センサを利用したプログラミン

グを行う。 

   

 

○ 

 

 

○ 

・接触センサを利用したプログラ

ミングを行うことができる。 

・センサについて機能を理解して

いる。 

【ワークシート，観察】 

・赤外線センサ，接触センサを使

用したキロボの動画を通してセ

ンサの働きについて理解させ

る。 

・センサを使用したプログラミン

グについて，簡単な手本を見せ

るなどして理解を深めさせる。 

第
７
時 

７ 競技会に向けてプログラムを

作ろう 

・障害物競争用のプログラミング

を行う。 

・プログラミングの微調整を行

う。 

  

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 ・目的に合わせたプログラミング

を行うことができる。 

・効率よく目標を達成するための

方法を考えることができる。 

【ワークシート，観察】 

・目的を達成するためにどのよう

なプログラミングを行えば良い

のか考えさせる。 

・効率よく目標を達成するために

は，どのようなプログラミング

を行えば良いのか考えさせる。 

第
８
時 

８ 競技会をしよう 

・障害物競争を行う。 

・結果について相互評価を行う。 

 

 

○ 

 

 

○ 

  ・自らのプログラミングの結果に

ついて自己評価を行うことがで

きる。 

・動作の結果からプログラムの改

良点を見つけることができる。 

【ワークシート，観察】 

・ペアになってそれぞれ競技を行

い，タイムを記録し改善点につ

いて話し合いを行わせる。 

・他のグループが競技を行ってい

る間はプログラムの微調整を行

わせる。 
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結論 

 

本研究では，小学校を視野に入れた中学校用初学者向けプログラミング学習教材の開発を行い，

授業実践においてその教材の有効性を検証した。これらの結果から，小学校向けのプログラミング

学習教材を開発した。本研究により得られた結果を項目別に示す。 

 

 

図3 第２時のワークシート 

 

6.1 教材について 

今回はキロボを用いて教材を開発した。教材は計測・制御の仕組みを理解した後にアイコンベー

ス型のプログラミングソフトを使用してプログラミング学習を行うこととした。そのねらいとして

は，計測・制御の基本的な仕組みを知ることによってプログラミング学習の理解の手助けとすると

ともに，アイコンベース型プログラミングソフトによって視覚的にプログラムの構造を理解するこ

とが容易になり，フローチャート学習などとの連携をスムーズに行うことである。また，プログラ

ミングや計測・制御を通してものづくりへの興味・関心の向上に繋がることに加え，相互にプログ

ラミングの精度などを確認することでアドバイス等を活性化させることもねらいの一つとして挙げ

られる。 

 

6.2 教材の効果の検証について 
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教材の効果の検証のため，中学 3年生を対象に本教材を用いた授業実践を行い，授業前後におけ

る学習レディネスの平均得点を質問紙調査によって明らかにし，それらを比較した。その結果，プ

ログラムについての興味が向上したり，物事を順番に考えることができる生徒が増加した。また，

フローチャートを組み立てることができる生徒が大幅に増加していることから，フローチャート学

習については効果が見られることが分かった。しかし，３時間目以降の実践授業についてはまだ検

証を行えていないため，今後引き続き授業実践を行い，検証を続けていきたいと考えている。 

 

6.3 授業計画について 

平成20年の中学校学習指導要領改訂に伴い，プログラムによる計測・制御が必修化されることにな

った。しかし，同じく平成20年に改訂された小学校学習指導要領における小学校段階での情報に関

する技術の学習時間については明記されていない。そこで，現状としては小学校段階でのプログラ

ミング学習を行うには総合的な学習の時間を充実し，利用することが考えられる。 

 

6.4 まとめ 

以上のように，本研究で開発した教材について中学校において授業実践を行った結果，一定の学

習効果があることが明らかになった。今後は教材の学習計画やワークシート，また小学校学習指導

要領と中学校技術科との連携方法を再検討し，小学校向けプログラミング学習教材を小学校段階に

おいて実践授業を行い，再検証を行っていくことで，より学習効果が高まるように改良する予定で

ある。 
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Development of iOS external switch device for assistance of people with disabilities 
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Yutaka TANGE, Shigeyasu NAKAGAWA and Mamoru SAKAKI 

 

 

キーワード：特別支援，発達障害，支援機器，スイッチデバイス 

 

特別支援教育では，タブレット端末を用いて学習支援が行われている。しかし，肢体不自由者や，常同行動を伴

う障害者の中には，タブレット端末を操作することが難しい場合がある。そこで，タブレット端末操作を容易にし，発

達障害者の能力を引き出すための iOS 端末外付けスイッチデバイスを開発した。 

 

 

1．はじめに 

 

言語発達障害や自閉性障害のある児童・生徒は，代替コミュニケーションとして，絵カー

ドや簡単なサインによるコミュニケーション，さらには，音声出力会話補助装置（VOCA）が

利用されることがある(1)(2)(3)。一方，肢体不自由のある児童・生徒は，タブレット端末をコ

ミュニケーションツールとして活用したり，ワークシートとして活用したりすることがあ

る(4)。タブレット端末は，スタンドアローン型の VOCA に比べてデータ共有やカスタマイズ

性が高い。しかし，タブレット端末のタップ操作はスイッチを押すという感覚がないため，

操作が難しい場合がある。そのため，タブレット端末をタップ操作するための外付けスイッ

チインタフェースが開発されてきている。 

―――――――― 

*茨城大学教育学研究科大学院生 **茨城大学教育学部附属特別支援学校 ***茨城県立北茨城特別支援学校 

****舞鶴工業高等専門学校電気情報工学科 *****茨城大学教育学部技術教育教室 



平沼・櫻井・廣木・宮山・丹下・中川・榊：iOS スイッチの開発 

-128- 
 

タブレット端末用の外付けスイッチインタフェースの多くは，操作するためのスイッチ

と信号をタブレット端末に送るインタフェースから構成されている。米国の ablene 社から

発売されている hook+(5)においては，3.5mm ステレオミニプラグを用いて同社の Specs 

Switch(6)を接続して操作する構造である。国内では，オフィス結
ゆい

アジア社製「指伝話スイッ

チⅡ」(30,000 円)，Technotools 社製「なんでもワイヤレス」(62,640 円)を入手すること

もできる(7)(8)。しかし，現在発売されているタブレット端末用外付けスイッチの形状は主に

肢体不自由を伴う障害者の使用だけを想定して開発されたため，発達障害のある児童・生徒

が使用する場合，スイッチ操作へ興味が向きにくい場合が多い。 

発達障害児に対する作業療法では，「楽しさ」と「面白さ」を織り込むことで，モチベー

ションを喚起する道具や教材が有用であることが報告されている(9)。そのことからも，シン

プルで操作しやすく，操作の面白さと楽しさに気づかせるスイッチの形状と構造が重要で

あると考えられる。 

そこで，本研究では，操作ボタンが１つだけの照光式スイッチを用いた iOS 端末用外付けスイッ

チを開発し，附属特別支援学校において検証した。 

 

 

2. 開発した iOS 端末用外付けスイッチ 

 

2.1 iOS 端末用外付けスイッチの構成 

製作した装置は iOS 端末のタップやスワイプ操作が困難な方が，外付けスイッチにより，

タップと同様の操作を行うことができる。iPad と接続した装置の外観を図 1，装置の内部を

図 2にそれぞれ示す。スイッチコントロールシステムは外部スイッチ，iPhone や iPad など

の iOS 端末，この 2 つを仲介するためのスイッチインタフェースの 3 つの要素から構成さ

れており，iOS 端末のアクセシビリティ機能「スイッチコントロール」を使用する。 

 

図 1 iOS 端末用外付けスイッチの外観 図 2 iOS 端末用外付けスイッチ内部 

外部スイッチ

インタフェース 電源部 
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図 3 に iOS 端末用外付けスイッチ全体の構成を示す。iOS 端末とスイッチデバイスは

Lightning-USB カメラアダプタと USB ケーブル AB タイプで接続し，スイッチは照光式スイ

ッチ（三和電子）を使用した。さらに，照光のための電源スイッチと電池ボックスを組み込

んだ。スイッチを押すことでインタフェースを介して iOS 端末を操作することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 iOS 端末用外付けスイッチの回路系および部品一覧 

 インタフェースは鈴木氏の回路を参考にした(10)。Microchip 社製の USB フラッシュマイ

クロコントローラ PIC18F14K50(11)を使用した。このマイコンは，同社の HID キーボードサン

プルプログラムにより動作する。図 4にマイクロコントローラと周辺部との接続を示す。 
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図 4 マイクロコントローラと周辺部との接続 

iOS 端末 
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外部スイッチ 
OBSA-60UM-W-1F 電源スイッチ 

電池ボックス 
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図 3 iOS 端末用外付けスイッチのブロック図
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今回製作した外付けスイッチデバイスでは、PIC18F1450 のポート６（RC4）に接続した外

部スイッチ１ヶのみ使用しているが、目的に応じてポート 7,8 に外付けスイッチを増設す

ることが出来る。 

使用した部品を表 1に示す。スイッチには三和電子のものを使用した。部品の総額は約一

万円である。 

 

表 1 iPad スイッチ構成部品 

部品 製造メーカ 価格(円) 個数

TS 型傾斜ケース TS-2 タカチ電機工業 1,893 1 

LD 型埋込電池ボックス LD-4B タカチ電機工業 378 1 

照光式押ボタン OBSA-60UM-W-1F･LED5V-B 三和電子 2,993 1 

ランプホルダ用ハーネス LHS-H 三和電子 210 1 

プッシュ SW MS-358(黒) マル信無線電機 105 1 

USB コネクタ B タイプメス Neltron Industrial 50 1 

ユニバーサル基板 ICB-86G サンハヤト 190 1 

PIC18F14K50 Microchip Technology 220 1 

IC ソケット丸ピン 20 ピン Neltron Industrial 90 1 

セラロックコンデンサ内蔵タイプ 12MHz YIC 20 1 

セラミックコンデンサ(0.1μF) 村田製作所 15 3 

砲弾型 LEDφ3 LG イノテック 10 2 

抵抗 330Ω FAITHFUL LINK INDUSTRIAL 2 2 

抵抗 1kΩ FAITHFUL LINK INDUSTRIAL 1 1 

抵抗 10kΩ FAITHFUL LINK INDUSTRIAL 2 2 

M3 プラネジ 5mm  Kang Yang Hardware Enterprises 350 4 

M3 スペーサー12mm HPS632-12 Kang Yang Hardware Enterprises 40 4 

USB2.0 ケーブル AB タイプ XIAMEN UME ELECTRONICS 130 1 

Lightning-USB カメラアダプタ Apple 3,500 1 

 

2.3 プログラム 

 開発環境には MPLAB IDE を使用し，コンパイラには MPLABC18 を用いた。プログラムは

Microchip 社が公開している HID キーボードのサンプルプログラムを基に制作した。スイッ

チにキーを対応付けさせるため，回路の構成に合わせて HardwareProfile-LPC USB 

Deveropment Kit.h というファイルを書き換える。今回，Ch1 に「z」Ch2 に「Space」キー

を割り当てた。さらに，Keyboard.c というファイルの関数 UserInit の項目に外付けスイッ

チの初期化の手順を追加する.また，回路の構成に合わせて Keyboard も修正しておく。同様
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に，電源供給の確認のために設けた LED も HardwareProfile を書き換えておく必要がある。 

 

 

2.4 筐体の加工 

スイッチの筐体にはタカチ電機工業の TS 型傾斜ケースを使用した。ケースの加工につい

て図 5に示す。上側の斜面にスイッチ取付穴 φ60，側面に USB-B 端子用の穴 11×13 と電源

スイッチ取付穴 φ12,底面に電池ボックス取付穴 71×68 と基板取付穴 φ3×4を開け，構成

部品を取り付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 iOS 端末の設定手順 

iOS 端末を装置本体に接続後，iPad スイッチコントロールの設定を行う。まず，スイッ

チコントロールを on にする。操作手順は以下通りとなる。 

図 6のホーム画面において①設定を選択，図 7の設定画面において②一般，③アクセシ

ビリティを選択，図 8のアクセシビリティ画面で④スイッチコントロールを選択，図 9の

スイッチコントロール画面上部のスイッチコントロールをスライドさせて，スイッチコン

トロールを on にする。 

 

図 5 筐体の加工寸法 

底面 

前面 右側面
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図 6 ホーム画面            図 7 設定画面 

         

    図 8 アクセシビリティ画面      図 9 スイッチコントロール画面 

 

iOS 端末のスイッチコントロールを on にした後，外部スイッチを追加する。操作手順は

以下の通りとなる。 

図 10 のスイッチコントロール画面で①スイッチを選択，図 11 のスイッチ画面で②新し

いスイッチを追加，図 12 のソースの選択画面で③外部を選択，図 13 のスイッチのアクテ

ィベートの画面で④外付けスイッチを押すと図 14 のように新しいスイッチ名を入力する画

面が現れる。ここで⑤スイッチ名前を入力すると，図 15 のようにアクションの選択画面が

表示される。ここで⑥タップのアクションを選択する。 

②一般

③アクセシビリティ 

①設定 

④スイッチコントロール

⑤スイッチコントロールを on 
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図10 スイッチコントロール画面          図11 スイッチ画面 

 

     
図12 ソースの選択画面       図13 外部スイッチのアクティベート画面 

①スイッチ 

②新しいスイッチを追加 

③外部 

④この画面で，装置の 

外部スイッチを押す 
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①～⑥までの操作を終えると，図16のように，入力したスイッチ名とアクションが表示され

る。 

 

 

3. 検証結果 

 

iPad のタップ操作が困難な特別支援学校高等

部の生徒に iPad と開発したスイッチデバイスを

「現場実習報告会」などのプレゼンテーションお

よび授業において実際に使用していただいた。担

当教諭からは、①iPadでもタップした感覚を得ら

れるようにしたいという要望が，外付けスイッチ

により実現した。②自分で操作して発表できたの

で生徒は満足感を持ったようだった。③ボタン操

作と画面の変化が分かるような仕組みとして，音

や押した強弱の変化などが感じられるとさらに

良い。④主体的な行動と，それに伴うなんらかの

変化への気付きに繋がることが大切である。以上

のような装置の有用性に関する感想と今後の改

良点に関する示唆があった。従って,スイッチの

個数やボタンの圧力と操作音の選択,対象者に合わせた形状の選択などを出来るようにすることで，

さらに個別のニーズに対応した支援装置になることが期待できる。 

⑥タップ 

図16 スイッチが追加された画面 

スイッチ名 アクション

図15 アクションの選択画面 図14 スイッチ名の入力画面
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中学校家庭科における「日常着の手入れ」に関する課題について 
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A Study on Care of Clothes in Junior High School Home Economics 

 

Shoko KOBAYASHI and Michiko KIMURA 

 

 

キーワード：日常着の手入れ，洗濯，洗剤，実習・実験，中学校家庭科 

 

 現在、多くの種類や機能をもつ洗濯機や洗剤が開発されるなど家庭洗濯を取り巻く環境が変化している。また、コ

マーシャル等の企業の宣伝に惑わされ、消費者は確かな知識をもとにした適切かつ主体的な洗濯ができていない現状

が見られる。そこで、本研究では家庭科における中学校家庭科学習指導要領C（１）ウのうち補修を除く「日常着の

手入れ」(文部科学省，2014)の学習内容と課題を明らかにすることを目的とし、中学校家庭科教科書の分析及び家庭

科教員を対象とした日常着の手入れに関する質問紙調査を行った。その結果、教科書に記載されている内容では新型

洗剤の情報を知ることができず、教科書の情報だけでは十分ではないことが示唆された。さらに、家庭科の中におけ

る実習・実験の位置づけとしては、教員は実習・実験は重要であると考えているが、「洗濯機による洗濯の実習」につ

いては実施できていないということが明らかとなった。以上のことから、学んだ知識・技術の定着や活用を図る実習・

実験が十分に実施できていないため、確かな知識をもとにした適切かつ主体的な洗濯ができず、新しく開発された洗

剤・洗濯機への応用力を生徒は身につけることができていないのではないかと推察した。 

 

 

はじめに 

 

 現在、家庭における消費者の洗濯行動が変容している。その背景には、近年、種類や性能が多岐

にわたる洗濯機や洗剤が開発される等、衣生活を取り巻く環境の変化がある。例えば、ドラム式洗

濯機の開発、超濃縮コンパクト型洗剤やジェルボール型洗剤、香りづけを強調する柔軟剤の発売等

が挙げられる。技術の進歩により洗濯機や洗剤等の選択の幅が大きく広がり、省エネ・節水型の洗

濯機を使用したり、様々な種類の洗剤を選べることができるようになっていると考えられる。 

しかし、消費者は多くの種類の洗剤や洗濯機に囲まれる中で、コマーシャル等の企業の宣伝に惑

わされ、適切かつ主体的な洗濯ができていないという現状が見られる。その原因には、家庭科教育 

―――――――― 

＊茨城大学大学院教育学研究科  ＊＊茨城大学 
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において洗濯に関する正しい知識・技術を身に付けることができていないことが考えられる。例え

ば、国立教育政策研究所(2009)の報告によると、セーターの洗濯に適した洗剤を選択する問題で、

正答（「中性の合成洗剤」）を選択した生徒の割合は23.2%と低い結果となった。こうした結果をう

け、適切かつ主体的な洗濯ができるようになるためには、家庭科教育の衣生活分野において、洗濯

に関する十分な知識・技術を身に付けることが重要であると考えられる。なお、本論文では「適切

かつ主体的な洗濯」のことを「汚れや衣服材料などによって洗剤や洗濯方法について知識を持って

適切に判断できる洗濯」と定義する。 

そこで、本研究では、家庭科教科書の分析及び家庭科教員への中学校家庭科における日常着の手

入れに関する質問紙調査を通して、衣生活分野における中学校家庭科学習指導要領 C（１）ウのう

ち補修を除く「日常着の手入れ」(文部科学省，2014)の学習内容と課題を明らかにすることを目的

とする。 

 

 

研究方法 

 

１．中学校家庭科教科書の分析 

Ａ社、Ｂ社の2社の中学校家庭科教科書から「日常着の手入れ」の単元について現在取り扱って

いる内容とその課題を明らかにした。「日常着の手入れ」では、衣服を快適に着用するために、洗濯

や補修などの手入れが必要であることを理解し、衣服の材料や汚れ方に応じた日常着の洗濯と、衣

服の状態に応じた適切な補修ができるようになるための内容を取り扱っている(文部科学省，2014)。 

 

２．「日常着の手入れ」の授業内容に関する質問紙調査 

１）調査対象 

 I県内の国公立中学校178校を対象とし、平成27年7月～8月に家庭科教員への調査を実施した。

調査における倫理的配慮として、学校長及び家庭科主任あてに調査の趣旨、プライバシーの保護に

十分配慮することを記載した依頼状を送付し、同意が得られた場合にのみ調査票を記入し返送して

もらった（返送をもって、同意が得られたと判断した）。調査票の回収率は 70.2％（125件）である。 

 

２）調査内容 

 中学校家庭科の「日常着の手入れ」の授業について、質問紙調査を実施した。表1に示すように

授業に対する教員の意識及び教員から見た生徒の学習意欲などの質問から構成されている。 

 授業については、「日常着の手入れ」における授業時数や教えている項目、実習・実験の有無等の

調査をした。この調査から、I 県内の中学校における「日常着の手入れ」に関する授業の実態を明

らかにしたいと考えた。教員の意識については、実習・実験の重要性や指導上の難しさ等を質問し、

教員が「日常着の手入れ」の単元をどのように考えながら、授業をしているのか調査した。さらに、

現状の洗濯行動と授業との関連性を明らかにするために、中学校家庭科学習指導要領には記載がな

いが現在注目されている漂白剤・柔軟剤・新しいタイプの洗剤（超濃縮コンパクト型洗剤、ジェル

ボール型洗剤等）について授業で取り上げる必要があるか質問した。 
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表1 調査項目 

１．授業について 

授業時数/教えている項目/授業時数は十分であるか（十分でない指導項目・理由）/実習・実験の

有無/使用している教材・教具/生徒の意欲を高めるための工夫点 

２．教員の意識 

実習・実験は重要か/指導上の難しさ/単元「日常着の手入れ」は重要か/漂白剤・柔軟剤・新しい

タイプの洗剤を取り上げる必要があるか（理由）/洗剤についての情報収集 

３．教員から見た生徒の学習意欲 

日常着の手入れについて取り上げた内容に対する生徒の学習意欲 

 

 

結果および考察 

 

１．中学校家庭科教科書の記載内容と課題 

教科書分析の結果、双方の教科書に共通して、洗剤についての記載内容に課題が認められた。教

科書の洗剤についての記載事項と現状の市販洗剤についての調査結果を表 2に示す。現状の市販洗

剤には、教科書の記載内容にはない液性や用途の違いが見られることが分かった。 

 Ａ社、Ｂ社どちらの教科書にも洗剤は石けんと合成洗剤についての記述があった。その液性につ

いて合成洗剤は弱アルカリ性または中性と書かれており、液性についてはこの 2つのみの記載であ

る。一方で、現在、従来にはないタイプの弱酸性洗剤が発売されていることが分かった。また、教

科書では中性洗剤の用途について、毛・絹と書かれているが、用途が綿・麻・合成繊維となってい

る新しいタイプの中性洗剤も発売されている。 

以上の結果から、現在発売されている洗剤の液性・用途は必ずしも教科書通りとはいかなくなっ

ていることが明らかとなった。新しいタイプの洗剤が開発されている現在では、従来通りの考え方

だけでは通用しなくなっており、消費者一人一人が洗剤の表示をよく見て、洗濯をすることが適切

かつ主体的な洗濯をするためにも重要であると考えられる。そのような消費者を育てるために、家

庭科の授業においては洗剤の表示をよく見て洗濯をするなどの指導が必要であると考える。 

 

表2 教科書の洗剤についての記載事項と現状の市販洗剤の種類 

教科書の記載 現状の市販洗剤 

液性 用途 液性 用途 

弱アルカリ性 綿・麻・合成繊維 弱アルカリ性 綿・麻・合成繊維 

中性 毛・絹 中性 
綿・麻・合成繊維 

毛・絹 

弱酸性 新しいタイプのため記載なし 弱酸性 綿・麻・合成繊維 
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２．「日常着の手入れ」の授業に関する調査結果 

 「日常着の手入れ」の授業で教えている項目について質問した結果を図1に示す。全項目の中で

「取扱い絵表示」を教えている学校が最も多く、ほとんどの学校で指導していた。また中には、「漂

白剤」や「柔軟仕上げ剤」、「ドライクリーニング」を取り上げている学校が2～4割程度存在し、教

科書や学習指導要領に記載は無いことも洗濯をするために必要な知識と考え、積極的に取り上げて

いる教員がいることが明らかとなった。 

 次に、「日常着の手入れ」の授業内で活用している教材・教具を質問した結果を図 2に示す。「合

成洗剤」を使っている学校が一番多く、次いで「視聴覚教材」、「繊維や布の試料」と続いた。 

 

 

図1 教えている項目（N=125） 

 

 

図2 活用している教材・教具(N=125) 
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 「日常着の手入れ」の授業において生徒の関心・意欲を高めるために工夫していることを 113名

が自由記述で回答した結果を表3に示す。 

 最も多かった工夫点は、実習・実験を取り入れることであった。しかし、十分に実習・実験を取

り入れることができていない現状があるのではないかと考えられる。この点については、次節で詳

しい考察を行う。次に多かったのは、実物や見本を用意することであった。活用している教材・教

具の集計結果と合わせて考えると、合成洗剤や繊維・布の試料等を主に使用し、それらを生徒に見

せながら指導することによって、関心・意欲を高めていると考えられる。 

 

表3 生徒の関心・意欲を高めるための工夫【自由記述】（N=113） 

工夫点 人数 

・できるかぎり実習・実験を取り上げている。 ３９ 

・実物や見本を用意する。 ２５ 

・資料や視聴覚教材を利用する。 １８ 

・生徒が日常着用している衣服を使う。 ８ 

・家庭での実習の宿題を出している。 ７ 

・生徒にとって身近なものを使っている。 

・生徒の実態に合わせた内容を取り入れている。 
各６ 

・調べ学習を取り入れている。 ４ 

・実体験や失敗談を取り上げる。 ３ 

・ゲームを取り入れている（ビンゴ、かるた）。 

・新しい洗剤や柔軟剤の情報を取り入れている。 

・問題解決的な活動を取り入れている。 

各２ 

・実際に羊毛をフェルト化させている。 

・衣服を丁寧に扱うことを意識させている。 

・生徒の実生活で起こりそうな状況を取り上げる。 

・生徒個人の物を使う。 

・取り扱い絵表示については表示カードを作製し、使っている。 

・必要性を感じさせるために導入を工夫している。 

・清潔を保つことの有意性について具体例を挙げて気付かせる。 

・社会性を身につけることの第一歩であることを認識させる。 

・洗濯機による洗濯の仕方をシミュレーションで行う。 

・学校生活上で起こりうる日常着トラブルを取り上げる。 

・見えないもの（汗、汚れなど）を見せる。 

・ノートをまとめるなど手を動かす時間を取る。 

各１ 
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３．実習・実験に関する分析 

 「日常着の手入れ」の授業において、実習・実験は重要であるか「非常に重要である・重要であ

る・あまり重要ではない・重要ではない」の4段階で質問したところ、重要であるという肯定的な

回答をしたのは約94％と非常に高くなった。 

次に、「日常着の手入れ」の授業における実習・実験の実施率を調査した結果を示す。調査の結果、

全体の68％が「日常着の手入れ」の授業において実習・実験を行っていることが明らかになった。

実習・実験の中で実施率が最も高かったのは、「アイロンかけ」でその実施率は 56％であった。逆

に、実施率が最も低かったのは、「洗濯機による洗濯」で実施率は 16％と全体の 2割にも満たなか

った。実施できていない原因を他の調査事項と合わせて推察すると授業時数が足りないことや施

設・設備が整っていないこと等が挙げられた。実習・実験は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の場である（中央教育審議会，

2008）。その場がないために、学んだ知識が定着せず、生徒が将来洗濯を日常的にするようになっ

た際に知識・技術を十分に活用した洗濯をすることができないのではないかと考えられる。 

 

 

図3 実習・実験は重要であると思うか(N=125) 

 

 

図4 各項目の実習・実験の実施率(N=125) 
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４．生徒の学習意欲に関する分析 

 「日常着の手入れ」に関連の深い項目について、教員からみた生徒の学習意欲を「非常に高い・

高い・低い・非常に低い」の4段階で調査した結果を図 5に示す。「取扱い絵表示」の学習意欲につ

いて肯定的な回答をしたのは約9割と最も高くなった。一方で、「洗濯機の種類」の学習意欲につい

て肯定的な回答をしたのは約 2割と最も低くなった。 

 

５．新しいタイプの洗剤に対する教員の意識の分析 

 新しいタイプの洗剤（ジェルボール型洗剤、弱酸性洗剤等）について授業で取り上げる必要があ

るか「取り上げた方がよい・既に取り上げている・必要ない」の 3段階で調査した結果、「取り上げ

た方がよい・既に取り上げている」と肯定的な回答をしたのは約 7割と高い結果が得られた。その

中で、実際に取り上げているのは全体の約 1割であった。 

この結果から、多くの教員が新しいタイプの洗剤について関心を持っており、従来のタイプの洗

剤のみならず、教科書に記載がなくとも新しいタイプの洗剤を取り上げたいと考えていることが明

らかとなった。森田ほか(2014)も近年の家庭洗濯の方向性（着たら洗う・省エネ等）による洗剤の

変化に対応した教育教材を検討する必要があることを指摘していることから、教科書には記載がな

くとも現在市販されている新しいタイプの洗剤（ジェルボール型洗剤、弱酸性洗剤等）を必要に応

じて授業の中で取り上げることが、洗濯における応用力を身につけるためにも必要であると考える。 

 

 

図5 教員からみた生徒の学習意欲(N=125) 
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まとめ 

 

 適切かつ主体的な洗濯ができるようになるためには、家庭科教育の衣生活分野において、洗濯に

関する十分な知識・技術を身に付けることが重要であると考えられる。そこで、本研究では家庭科

における中学校家庭科学習指導要領 C（１）ウのうち補修を除く「日常着の手入れ」の学習内容と

課題を明らかにすることを目的とし、中学校家庭科教科書の分析及び家庭科教員を対象とした日常

着の手入れに関する質問紙調査を行った。その結果、教科書分析では、教科書に記載されている従

来通りのタイプに当てはまらない新しいタイプの洗剤が市販されていることが分かった。質問紙調

査から、中学校家庭科の中における実習・実験の位置づけとしては、教員は実習・実験は重要であ

ると考えているが、「洗濯機による洗濯の実習」については実施できていないということが明らかに

なった。 

以上の結果から、学んだ知識・技術の定着や活用を図る実習・実験が十分に実施できていないた

め、確かな知識をもとにした適切かつ主体的な洗濯ができず、新しく開発された洗剤・洗濯機への

応用力を生徒は身につけることができていないのではないかと推察した。実習・実験は学んだ知識

を確かめる場であることから積極的に取り入れる必要がある。一方、実習・実験を実施していない

原因として、授業時数が足りないことや施設・設備が整っていないこと等が挙げられたことから、

実習・実験の内容としては限られた授業時間内にでき、身近なものを使ってできる内容でなければ

実際の中学校での実施につながらないと考えられる。また、約7割の教員が新しいタイプの洗剤に

ついて授業で取り上げた方がよいと考えている。教科書には記載がなくとも現在市販されている新

しいタイプの洗剤を必要に応じて授業の中で取り上げることが、洗濯における応用力を身につける

ためにも必要であると考える。そして、適切な洗濯ができるようになるためには、商品の表示をよ

く見て、洗剤・洗濯機の情報を十分に得た上で、自分で洗濯ができるような消費者を育てていくこ

とが求められる。今後は、生徒が学んだことを日常の洗濯行動に活用できる授業を開発していく予

定である。 
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家庭科における小中連携のための実態調査 

 

――小学生中学生の衣生活・住生活と家庭科の指導の状況―― 

 

野 中 美 津 枝＊ ・ 増 子 律 子＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Survey for Connection between Elementary Schools and Junior High Schools in Home Economics:Wearing 

and Dwelling Habits among Elementary, Junior High School Students, and Home Economics Teacher's 

Guidance Situations 

 

Mitsue NONAKA and Ritsuko MASHIKO 

 

 

キーワード：家庭科，小中連携，衣生活，住生活 

 

生活体験の少ない現代の子どもたちに，限られた授業時間で効率的に家庭科の指導を行なうためには，子どもたちの実

態を踏まえた指導について小中学校で連携していくことが課題である。そこで，本研究では，家庭科の内容項目C領域衣生

活・住生活に焦点を当てて小中学生の実態を踏まえた家庭科の小中連携を検討するために，学区の小中学生に衣生活・住

生活の実態調査をし，さらに家庭科を担当する教員に指導の状況調査を実施して，家庭科の衣生活・住生活分野の授業を

学習する小学生中学生の実態と指導の状況を分析した。その結果，家庭科の授業は，日常的に手伝いや衣生活・住生活で

実践していると学習内容を身近に感じられるが，日常的にかかわる機会がないと興味関心を引きにくい。そのため，家庭科

の授業では，学習内容を学ぶことへの動機付けと科学的認識が重要であり，家庭で日常的に実践する機会が少ない現状を

踏まえ，家庭科の授業の一貫として実践することを課題として取り上げる必要がある。また，小中学校の家庭科担当教員は，

家庭科指導について専門的な知識や技能の不足，授業設計などに課題を抱いており，個々の教員の家庭科指導の悩みを

小中連携で共有して話し合う場があれば，授業設計についての教材研究や T・T での指導の可能性，評価の問題など教育

内容や学習活動の量的・質的充実へと向かうことが期待される。 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 平成26年12月の中央教育審議会答申では，小中学校一貫教育を推進し，教育内容や学習活動の

量的・質的充実への対応として小中学校の連携が求められている１）。家庭科においては，平成20年 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **鉾田市立新宮小学校 
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の学習指導要領で内容の系統性や連続性を重視し，生涯にわたる家庭生活の基盤となる能力と実践

的な態度を育成する観点から，小学校と中学校の内容構成がＡ～Ｄの同一の枠組みとなっている２）。

しかしながら，多忙な教員が他校種の教育内容を把握したり，他校の教員と教育内容や指導につい

て交流して連携する機会は少ないと考えられる。塩谷・佐藤（2014）が茨城県の小中学校の家庭科

担当教員に調査した結果，他校種の指導内容を把握しているのは，小学校教員17.9％，中学校教員

44.7％に留まり，小中学校で家庭科授業についての話し合い経験が有るのは，小学校教員 50.4％，

中学校教員44.7％だった３）。 

 家庭科は，よりよい生活を送るための能力と実践的な態度を育成することを目指しているが，近

年の子どもたちの生活体験の少なさによる生活技能の低下や家庭生活の変化が課題となっている。

全国家庭科教育協会による全国的な家庭科教員調査では，家庭科の指導に当たっての課題として，

「十分な指導を行なうためには，授業時数が不足している」「勤務校で，家庭科の教科指導について

相談する人がいない」「児童・生徒や保護者の生活実態が変化し，家庭の協力が得られにくくなった」

などが挙げられている４）。家庭科は，授業時数が少ないためほとんどの中学校が一人体制であり，

小学校では5年生6年生で家庭科を学習し担任が担当することが多いが，授業時数の少ない家庭科

を校内で取り上げて検討する機会は少ないことが推察される。生活体験の少ない現代の子どもたち

に，限られた授業時間で効率的に家庭科の指導を行なうためには，子どもたちの実態を踏まえた指

導について小中学校で連携していくことが今後一層課題になると考えられる。 

 家庭科における小中連携について，内容項目B領域の食生活については，小中学生の食生活実態

調査から学年を負うごとに家庭で食事の準備や片付けに関わらなくなり家庭でほとんど調理をして

いないことが明らかになり，指導者は調理技術が学年を負うごとに上達している可能性がほとんど

ないことを踏まえて，限られた授業時間で調理体験の回数を増やすために既習事項と新しい学びを

組み合わせて，繰り返し体験ができる授業設計を提案している５）。 

 そこで，本研究では，家庭科の内容項目C領域衣生活・住生活に焦点を当てて，小中学生の実態

を踏まえた家庭科の小中連携を検討するために，学区の小中学生に衣生活・住生活の実態調査をし，

さらに家庭科を担当する教員に指導の状況調査を実施して，家庭科における小中連携ための基礎資

料とすることを目的とした。 

 

 

Ⅱ．研究方法 

 

家庭科の衣生活・住生活分野の授業を学習する小学生中学生の実態を把握するため，鉾田市立鉾

田南中学校区の小学校及び中学校で2016年5月に衣生活・住生活に関する質問紙調査を実施した。

調査対象者は，小学5，6年生計258名，中学生計403名で，有効回答者数及び有効回収率は，小

学生は5年生（男子55名，女子65名），6年生（男子50名，女子56名）の計226名（男子105

名，女子131名）で有効回収率87.6％，中学生は1年生（男子45名，女子44名），2年生（男子

75名，女子69名），3年生（男子71名，女子71名）の計375名（男子191名，女子183名）で

有効回収率93.1％であった。家庭科の担当教員は，小学校12名（男子5名，女子7名），中学校１

名（女子1名）の計13名で有効回収率100％だった。 
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小学生中学生への調査項目は，①手伝い及び衣生活・住生活の実施状況，②家庭科に対する意識，

教員への調査項目は，①衣生活・住生活分野で実施している学習活動，②家庭科の指導に関する状

況と課題，以上について調査し分析した。 

 小学生中学生への調査項目①手伝い及び衣生活・住生活の実施状況は，家の手伝いや家庭での衣

生活・住生活の実施状況について「いつもする」「ときどきする」「あまりしない」「しない」の4件

法で尋ね，「いつもする」割合について学年別，男女別で比較した。②家庭科に対する意識は，家庭

科の「授業」及び小中学校で共通する学習内容「調理実習」「栄養や食品」「裁縫（ものづくり）」「衣

服の手入れ」「家庭や家族関係」「家庭生活と仕事」「お金の使い方と買い物」「環境を考えた生活の

工夫」について「好き」「どちらかといえば好き」「どちらかといえば好きでない」「好きでない」の

4 件法で尋ね，「好き」「どちらかといえば好き」を合わせた好感を持っている割合を学年別，男女

別，手伝い実施状況で比較した。分析に当たっては，EXCEL統計Ver.7.0を用い，項目間の検定に

は母比率の差の検定を用い，統計的有意水準は5％とした。 

  

 

Ⅲ．結果と考察 

 

１．小学生中学生の手伝い及び衣生活・住生活の実施状況 

（1）学年別家庭での実施状況 

 小学生中学生の手伝い及び衣生活・住生活の実施状況について，学年別に比較した結果を図1に

示す。 

 手伝いの実施状況は，小学 6 年生が 49.1％で最も実施している。小学校 5年生も 45.0％と高い

が，6年生がさらに実施率が高い要因として，小学校家庭科の学習内容項目に「家庭の仕事と分担」

があることが挙げられる。調査の実施時期が 5月と学年初めのため，5年生は家庭科の内容にさほ

ど入っていないが，6 年生では家庭科の学習効果の影響が推察される。一方で，中学生になると部

活動や塾等で忙しくなるため，手伝いの実施率は一様に下がっており，中学生の手伝い実施率が小

学生よりも下がるのは各種調査６）７）と一致している。 

 衣生活・住生活の実施状況をみると，住生活に比べて衣生活に関する実施率が低い。衣生活の実

施率は全体的に低いものの学年別では，「洗濯」「ボタン付け」「気候にあった服の選択」が5年生か

ら6年生にそれぞれ約10％の上昇がみられる。これは，小学校家庭科の学習内容項目に「洗濯」「手

縫い」「快適な着方の工夫」があり，家庭での実践につながっていることが示唆され，「ボタン付け」

については中学生になっても減少しておらず，習得した技能が維持されている。「アイロンがけ」は

家庭科での学習経験がない5年生が16.7％と最も低く，6年生になると20.8％と上がり，中学1年

生で29.2％と最も高い。中学1年生は新しい制服を身につけるようになり，自分でアイロンがけを

する機会が多くなったと推察される。 

 住生活の実施状況は，小学校家庭科の学習内容項目に「整理・整頓及び清掃」があることから「自

分の部屋掃除」が5年生から6年生に上昇がみられるが，全体的に学年を追うごとに減少している。

中学生は多忙で生活時間に余裕がないため，時間を必要とする掃除については実施している割合が

低くなることはやむを得ないが，「節電節水」「空気交換」等は時間を要するものではなく，普段の
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生活の中で意識すれば実行できるものである。家庭科では持続可能な社会に向けて環境教育にも重

点が置かれているが，中学生が生活で実践するためには，「なぜ」「どうして」の意識をとらえる授

業をして実践的態度の育成が必要と考えられる。 

 

（2）男女別家庭での実施状況 

 小学生中学生の手伝い及び衣生活・住生活の実施状況について，小学生中学生で男女別に比較し

た結果を図2に示す。 

 手伝いの実施状況については，小学生女子が最も実施率が高いが，小学生中学生とも男女で有意

差はみられない。しかしながら，衣生活の実施状況については，中学生の「洗濯」以外はすべて男

子よりも女子の実施率が有意に高い。男子は「気候にあった服の選択」においても小学生中学生と
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図1 学年別家庭での実践状況
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もに58.1％に留まり，衣服への関心が女子よりも低く，家庭で衣生活に主体的にかかわる機会が少

ないことが推察される。 

 住生活の実施状況については，「自分の部屋掃除」は小学生中学生とも男子よりも女子の実施率が

有意に高いが，それ以外では，「節電節水」が小学生に有意差があるのみで，男女で住生活の実施率

に大差はみられない。衣生活に比べて住生活の学習内容は，男女ともに日々の生活に身近で実践し

やすいと考えられる。 

 

２．小学生中学生の家庭科に対する意識  

（1）学年別家庭科に対する意識 

 家庭科の「授業」及び学習内容について好感を持っている割合を学年別に比較した結果を表1に
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図2 男女別家庭での実践状況
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示す。 

 ベネッセ教育総合研究所による教科・活動の好き嫌いの全国調査（2015）で，小学校家庭科は，

小学生の90.2％が好きと回答し小学生が一番好きな教科となり，中学生においても技術・家庭科は，

中学生の59.5％が好きと回答し保健体育に続いて二番目に好きな教科となっている 8）。本調査結果

でも小学生中学生の家庭科の授業に対する好感度は極めて高い。しかしながら，中学生は学年を追

うごとに好感度が低下し，中学3年生では66.2％まで下がっている。中学3年生では授業時間数が

中学１，2年生の半分の年間35時間で週1時間を「技術」と「家庭」で分けるため，家庭科は隔週

または半期のみの授業となり，生徒にとって授業の印象が薄くなることが推察される。 

 学習内容ごとに好感度をみると，「調理実習」が最も高く，小学5年生から中学3年生まで約9割

を維持しており，家庭科の授業が好きな要因が調理実習にあると考えられる。その他の学習内容で

は，学年を追うごとに好感度が下がっているが，「衣服の手入れ」はどの学年も学習内容項目の中で

最も好感度が低くなっている。「衣服の手入れ」は，図1より小学生中学生が日常的に実施している

割合は低く，興味関心を持ちにくいことが推察される。一方で「栄養や食品」「環境を考えた生活の

工夫」は中学3年生でも約65％を維持しており，興味関心が高い。 

 

（2）男女別家庭科に対する意識 

家庭科の「授業」及び学習内容について好感を持っている割合を小学生中学生の男女別で比較し

た結果を表2に示す。 

 家庭科の授業に対する好感度は，小学生中学生ともに女子の方が男子よりも高いものの男女で有

意差はみられない。しかしながら，学習内容でみると，「裁縫（ものづくり）」「衣服の手入れ」が小 

 表2 男女別家庭科に対する意識調査                       （％） 

 

                                     *p<0.05  **p<0.01 

授業 調理実習
栄養や食

品
裁縫（もの
づくり）

衣服の手
入れ

家庭や家
族関係

家庭生活
と仕事

お金の使
い方と買
い物

環境を考
えた生活
の工夫

小学男子（N=105） 89.5 92.4 86.7 75.2 71.4 87.6 84.8 91.4 87.6

小学女子（N=121） 95.9 99.2 91.7 93.4 95.0 93.4 92.6 94.2 90.1

検定 - ** - ** ** - - - -

中学男子（N=191） 72.3 88.0 67.0 59.2 51.8 62.8 68.6 72.8 73.8

中学女子(N=183) 77.6 88.5 68.9 76.5 65.6 72.1 74.9 72.1 73.2

検定 - - - ** ** - - - -

表1 学年別家庭科に対する意識調査                       （％） 

 

 

授業 調理実習
栄養や食

品
裁縫（もの
づくり）

衣服の手
入れ

家庭や家
族関係

家庭生活
と仕事

お金の使
い方と買
い物

環境を考
えた生活
の工夫

小5（N=120） 95.8 96.7 90.0 85.8 81.7 90.0 90.8 93.3 89.2

小6(N=106) 89.6 95.3 88.7 84.0 86.8 91.5 86.8 92.5 88.7

中１(N=89) 89.9 88.8 76.4 78.7 71.9 79.8 86.5 85.4 83.1

中２(N=145) 74.3 89.6 64.6 67.4 58.3 68.8 74.3 77.8 76.4

中３(N=141) 66.2 86.6 66.2 61.3 50.7 58.5 59.9 59.2 64.8
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学生中学生ともに男子が女子よりも有意に低い。図2で男子は女子に比べて家庭で衣生活に関する

実施率が低く，主体的にかかわる機会が少ないことが衣生活の学習内容の好感度が低い要因と考え

られる。その他のほとんどの学習内容についても女子の方が男子よりも好感度は高いが，「お金の使

い方と買い物」「環境を考えた生活の工夫」については，中学男子が中学女子よりも高くなっており，

消費生活分野や住生活分野は男子の意識が高い。 

 

（3）家庭での手伝い実施状況と家庭科に対する意識 

家庭科の「授業」及び学習内容に好感を持っている割合について，手伝いの実施状況（図１の手

伝いを「いつもする」群とそれ以外の合計「いつもはしない」群）で比較した結果を表 3 に示す。 

 家庭科の授業に対する好感度は，小学生では手伝いの実施状況で差はないが，中学生では「いつ

もする」81.9％に対して「いつもはしない」70.9％で手伝いを日常的にしている方が家庭科の好感

度が有意に高い。家庭科の内容は，生活をよりよく送るための知識と技能を学習するため，日常的

に手伝いをしていると学習内容がより身近に感じることができ，習得することへの意欲と必要性を

実感しやすいと考えられる。 

 学習内容でみると，小学生中学生とも手伝いを「いつもする」群の方が「いつもはしない」群よ

りもすべての学習内容項目で好感度が高くなっている。小学生では手伝いの実施状況で家庭科の授

業の好感度に有意差はなかったが，学習内容項目では「調理実習」「衣服の手入れ」「家庭や家族関

係」「家庭生活と仕事」「お金の使い方と買い物」が手伝いを日常的にしている群が有意に高い。中

学生においては，「栄養や食品」「衣服の手入れ」「家庭や家族関係」「家庭生活と仕事」に有意差が

みられ，衣生活食生活だけでなく，手伝いを日常的にすることによって家族とかかわる機会が多く

なり家庭や家族関係などの家族分野に対する興味関心も高くなることが推察される。 

 

３．家庭科指導の状況 

（1）衣生活・住生活分野で実施している学習活動 

 鉾田南中学校区の小中学校における家庭科授業の衣生活分野，住生活分野で実施している学習活

動についてまとめたのが，それぞれ表 4，表 5である。衣生活・住生活ともに，ほとんどの学校が

教科書に沿って体験的な学習活動を取り入れている。しかし，小学校家庭科の学習指導要領におけ

る指導計画上の配慮事項として，学習の効果を高めるために2学年にわたっての取り扱いが，平易

なものから段階的に学習できるように計画することが求められているが，重複した内容が見受けら

 表3 手伝い実施状況と家庭科に対する意識                     （％） 

 

                                   *p<0.05  **p<0.01 

手伝い状況 授業 調理実習
栄養や食

品
裁縫（もの
づくり）

衣服の手
入れ

家庭や家
族関係

家庭生活
と仕事

お金の使
い方と買
い物

環境を考
えた生活
の工夫

いつもする（N=106） 93.4 99.1 93.4 87.7 91.5 96.2 96.2 97.2 91.5

いつもはしない（N=120) 92.5 93.3 85.8 82.5 77.5 85.8 82.5 89.2 86.7

検定 - * - - ** ** ** * -

いつもする（N=138） 81.9 92.0 76.1 71.7 67.4 75.4 79.7 77.5 76.8

いつもはしない（N=237) 70.9 86.1 63.3 65.4 53.6 62.9 67.1 69.6 71.7

検定 * - ** - ** * ** - -

小
学
生

中
学
生
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れ，発展されていない傾向にある。それは，小学校から中学校への学習にも同じようなことが言え

る。これらの重複する学習内容や小中の系統性を考えた学習内容を工夫することで小中の学びのつ

ながりをもつことができると考えられる。 

 

（2）家庭科指導に関する状況と課題 

 鉾田南中学校区の小中学校で家庭科を担当している教員 13 名における家庭科指導に関する状況

を表6，家庭科指導における課題を表7に示す。 

 家庭科指導に関する状況では，家庭科を教えるのが得意にあてはまると回答したのは15.4％にと

表4 衣生活分野で実施している学習活動 

5年 6年 中学校 

「ものづくり」 

小物入れ 

ランチョンマット 

ティッシュカバー 

基礎縫いプレレッスンキット 

エプロン 

 

 

 

「ものづくり」 

 ナップザック 

 トートバック 

  

 

 

   「洗濯・手入れ」 

手洗いで靴下を洗う。 

      〃  ユニフォーム 

      〃  運動会のハチマキ， 

     タスキ 

「ものづくり」 

  ポケットティッシュケース 

  

  

 

 

     「洗濯・手入れ」 

  取扱い絵表示 

 

表5 住生活分野で実施している学習活動 

5年 ６年 中学校 

暖かい着方，住まい方の工夫    

涼しい着方，住まい方の工夫 

教室の照度検査     

風の通り道をつくる工夫     

 

夏・冬の住生活の比較 

快適にすごすための工夫 

温度や照度計測 

掃除の実践 

防災マップ作り 

 

表6 家庭科指導に関する状況                        人（％） 

 

 

男（N=5) 0 (0.0) 2 (40.0) 3 (60.0)

女（N=8) 2 (25.0) 4 (50.0) 2 (25.0)

計（N=13) 2 (15.4) 6 (46.2) 5 (38.5)

男（N=5) 1 (20.0) 0 (0.0) 4 (80.0)

女（N=8) 2 (25.0) 3 (37.5) 3 (37.5)

計（N=13) 3 (23.1) 3 (23.1) 7 (53.8)

男（N=5) 1 (20.0) 1 (20.0) 3 (60.0)

女（N=8) 4 (50.0) 3 (37.5) 1 (12.5)

計（N=13) 5 (38.5) 4 (30.8) 4 (30.8)

男（N=5) 1 (20.0) 3 (60.0) 1 (20.0)

女（N=8) 4 (50.0) 1 (12.5) 3 (37.5)

計（N=13) 5 (38.5) 4 (30.8) 4 (30.8)

４.家庭科の授業で学習したことを生活に

生かせるような課題を取り上げている

ややあてはまるあてはまる ややあてはまらない

１.家庭分野を教えるのが得意

２.ミシン学習を教えるのが得意

３.調理実習を教えるのが得意
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どまり，男性教員では60.0％が不得意と感じている。特にミシン学習の指導については，男性教員

の 80.0％が不得意と感じている。家庭科については，戦後小学校のみ一貫して男女共修であるが，

中学校では男子向き女子向きで男女で技術と家庭に分かれた期間が長く，さらに高校家庭科に至っ

ては平成6年から男女共修となったがそれ以前は女子のみ4単位必修であった。そのため，男性教

員は教員自身が学校教育において家庭科を履修した経験が少なく，大学での小学校免許取得におい

ても実習の経験はほとんどなかったと推測される。実際，男性教員でミシン学習や調理実習を教え

るのが得意，家庭科の学習で学習したことを生活に生かせるような課題をとりあげていると回答し

た 1名は 30代の男性で，高校家庭科が 4単位必修世代であった。家庭科を指導するに当たり，教

員自身の学校教育における学びが教員になってからの指導にも影響することが示唆される。 

 そのため，家庭科指導における課題として「家庭科の指導内容についての専門的な知識や技能の

不足」が最も多く挙げられている。また，実習教科ということで，「実践のための材料や用具の準備」

「指導内容に応じた教材の準備」の大変さを課題として挙げている。 

 表8は，家庭科指導における悩み等の自由記述を分析した結果である。調理実習・衣服実習を一

人で教えるのが大変で T・Tで指導したいという実習に対する希望，授業設計の困難，授業時数の

 表7 家庭指導における課題（複数回答） 

課 題 項 目 人 

家庭科の指導内容についての専門的な知識や技能の不足 5 

実践のための材料や用具の準備 5 

指導内容に応じた教材の準備 5 

一人一人の興味・関心に応じた題材設定 2 

基礎・基本の定着 3 

実生活につながる指導 1 

その他 2 

 

 表8 家庭科指導の悩み等自由記述 

実習 

調理・裁縫を一人で教えるのがとても大変。 

実習をする際にT.Tで行ないたい。 

ミシン学習は、限られた台数の中で、時間が有効に使えない。 

授業時数 週に1～2時間の学習で定着が難しい。（2人） 

指導 

専門的な知識がないので、児童の興味・関心をひく授業が難しい。 

授業で使えるワークシート集があると助かる。 

個に応じた指導法。 

教材研究の時間が取れない。（2人） 

評価 
実習などグループ活動時、児童をよくみないと一部の児童が目立ってしまい、

そのまま評価につながるおそれがある。 

設備 設備面で準備室がないため作品等の管理が困難。 
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少なさ，実習における評価の難しさ，設備についての悩みが挙げられている。 

 

 

Ⅳ．おわりに 

 

 本研究では，家庭科の内容項目C領域衣生活・住生活に焦点を当てて小中学生の実態を踏まえた

家庭科の小中連携を検討するために，鉾田市立鉾田南中学校区の小中学生に衣生活・住生活の実態

調査をし，さらに家庭科を担当する教員に指導の状況調査を実施して，家庭科の衣生活・住生活分

野の授業を学習する小学生中学生の実態と指導の状況を分析した。その結果，以下のことが明らか

になった。 

 

①小学生中学生の手伝い及び衣生活・住生活の実施状況については，中学生は手伝いを小学生に比

べてしなくなるが，小学生中学生とも男女で手伝いの実施率に有意差はみられなかった。衣生活は

住生活に比べて実施率が低く，特に男子の実施率が女子に比べて有意に低く，男子は家庭で主体的

に衣生活にかかわる機会が少ない。住生活に関わる実施率は男女で差はなく，衣生活に比べて住生

活の学習内容は日々の生活に身近で男女とも実施しやすいと考えられる。一方で，「節電節水」が学

年を追うごとに低下しており，実践につながる環境教育が課題である。 

②小学生中学生の家庭科授業に対する意識は，小学生中学生とも家庭科授業の好感度は高いが，中

学生では学年を追うごとに低下し特に中学3年生が低く，授業時間数が半減する影響が示唆される。

小学生中学生とも男女で家庭科授業の好感度に有意差はみられないが，学習内容では衣生活分野の

好感度は男子が女子に比べて有意に低い。また，家での手伝いの実施状況と家庭科授業に対する意

識に関連がみられ，日常的に手伝いをしている方が家庭科の授業や学習内容への好感度が高い。 

③家庭科指導の状況については，家庭科の指導内容についての専門的な知識や技能が不足している

ため，家庭科の指導やミシン学習に対して苦手意識を持っている教員が多く，特に男性教員にその

傾向が顕著であった。また，実習教科であるため，教材や用具の準備の大変さ，授業設計や評価の

難しさなどが課題や悩みとして挙げられている。 

 

 以上の結果から，家庭科の授業内容は，生活をよりよく送るための知識と技能を学習するため，

日常的に手伝いをしていると学習内容がより身近に感じることができ，習得することへの意欲と必

要性を実感しやすいが，反対に，日常的にかかわる機会がないと興味関心を引きにくいことが明ら

かになった。そのため，家庭科の授業では，生活経験の少ない子どもたちに，学習内容における自

分とのかかわりついて引き寄せていかに学ぶ意義を動機付けるかが課題となってくる。そして，「洗

濯」「ボタン付け」「整理・整頓及び清掃」など家庭科で学習した内容が衣生活や住生活における実

施率の上昇に影響していることも明らかになり，家庭で日常的に実践する機会が少ない現状を踏ま

え，家庭科の授業の一貫として，家庭での実践を課題として取り上げる必要性が指摘できる。また，

住生活は衣生活に比べて実施率が高いものの「節電節水」が学年を追うごとに低下しており，日常

的に実践するためには，なぜ実践しなければならないのか科学的認識を高める必要がある。 

 そして，小中学校の家庭科担当教員は，家庭科指導について専門的な知識や技能の不足，授業設
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計などに課題を抱いており，個々の教員の家庭科指導の悩みを小中連携で共有して話し合う場があ

れば，授業設計についての教材研究や T・Tでの指導の可能性，評価の問題など教育内容や学習活

動の量的・質的充実へと向かうことが期待される。 
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小学校家庭科における環境と食文化の教材研究 

--箸に関する授業の成果と課題 -- 
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(2016年10月28日受理) 

 

 

Studies on Environment and Food Culture in Elementary School Home Economics 
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キーワード：食文化，箸，体験学習，小学校家庭科，教材研究 

 

「和食」が無形文化遺産に登録され，世界の中でも重要な文化として認識されている。その中でも，箸は和食の大切な道

具である。しかし，子どもたちは簡便性を優先し，箸の文化性や食生活技能などの価値の認識は視野から外れがちである。

さらに，食と一番かかわりの深い家庭科教育の小中高の現場においても，箸は調理道具として教科書にわずかに記載があ

るものの，箸の文化性や食生活技能については触れられていない。習得状況を見ると，箸の持ち方については，養育者に

よる箸の持ち方の矯正行為が関与しており，小学校低学年でも正しく箸をもてる者は少ないと報告されている。昨今の家庭

の教育力の低下を考えると学校教育で，箸の知識・技能について等しく学ぶ場を設けることが必要である。 

本研究では，まず，小学生が正しい箸の知識・技能を習得するために，小学校家庭科において，箸に対する興味関心を

向上させる「箸作り」を通した箸の使い方の授業を開発する。その教育効果を測定し，児童の学びを検討することを目的とし，

「竹」を箸の資材にすることで，資源を利活用し，自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付けるようにする。その結果、正

しい箸の知識・技能の習得や和食に対する評価が向上するなど一定程度の結果が見られた。  

 

 

はじめに 

 

「和食」が無形文化遺産に指定され，世界の中でも重要な文化として認識されている。日本人の

伝統的な食文化が，無形文化遺産保護条約に基づき，世界各地の伝統芸能や社会的慣習などと共に

保護されることになった。対象となる「和食」は，特定の食事や料理ではなく，「日本人の伝統的な

食文化」である。1) その「和食」には 4つの特徴があり，1 つ目は「多様で新鮮な食材とその持ち

味の尊重」である。2つ目は「栄養バランスに優れた健康的な食生活」，3つ目は「自然の美しさや 

------------------------ 

*茨城大学教育学部 
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季節の移ろいの表現」，4つ目は「正月などの年中行事との密接な関わり」である。無形文化遺産に

登録された「和食」はあくまでも「日本人の伝統的な食文化」である。日本の食文化が自然を尊重

する日本人の心を表現したもので，伝統的な食文化として世界を超えて受け継ぐ必要がある。その

中でも，箸は和食の大切な道具である。しかし，子どもたちは簡便性を優先し，箸の文化性や食生

活技能などの価値の認識は視野から外れがちである。1)さらに，食と一番かかわりの深い家庭科教育

の小中高の現場においても，箸は調理道具として教科書にわずかに記載があるものの，箸の文化性

や食生活技能については触れられていない。1) 

習得状況を見ると，箸の持ち方については，養育者による箸の持ち方の矯正行為が関与 2)してお

り，小学校低学年でも正しく箸をもてる者は少ない 3)と報告されている。昨今の家庭の教育力の低

下 4)を考えると学校教育で，箸の知識・技能について等しく学ぶ場を設けることが必要である。 

 真下(2007)は大学生を対象に，小学生向けの箸作りの模擬授業を行い，授業を受けた大学生の教

育効果を分析し一定の効果を得ている。しかし，実際に小学生に向けた実践授業には至っていない。 

 赤崎(2010)は子どもの箸の持ち方について，幼稚園児，小学生の保護者にアンケート調査をし，

子どもの箸の持ち方の関心と指導頻度との関係を明らかにし，幼稚園児への箸の持ち方の指導の有

効性を示した。筆者自ら，小学校での指導を課題としている。 

そこで本研究では，まず，小学生が正しい箸の知識・技能を習得するために，小学校家庭科にお

いて，箸に対する興味関心を向上させる「箸作り」を通した箸の使い方の授業を開発する。その教

育効果を測定し，児童の学びを検討することを目的とする。第二に，「竹」を箸の資材にすることで，

資源を利活用し，自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付けるようにする。 

 なお，本研究での箸の正しい持ち方は，一色(1999)の「箸の文化史」に依拠し，「上の箸を人差し

指、中指で動かし親指はそえ、下の箸は薬指の先と親指の付け根において固定する持ち方」とする。

また，箸の技能は，山内(2010)の「食育の観点から見た箸の持ち方と食事マナー」に依拠し，「摘む，

挟む，支える，運ぶという基本機能と，切る，裂く，ほぐす，剥がす，すくう，包む，載せる，押

さえる，分けるという特殊機能」とする。 

 体験型授業にすることに関しての検討は，土田(2014)に依拠する，地域で行われる食育イベント

で，家庭における緑茶文化の継承の実態調査と，食育推進活動の実践として，体験活動プログラム

の効果を検証している。その結果，日本の緑茶文化の継承においては，「道具の名前や緑茶の入れ方

を知り，実際に体験することでその楽しさを感じ，家でもやってみたいという意欲につながる」と

示唆している。5) 

 次に，家庭科教育における環境教育については，倉盛(1994)の研究をあげることができる。家庭

科における環境教育の指導案・指導法の検討を目的とし，炊飯の学習に環境問題（生活排水）を導

入した授業実践である。家庭科で環境教育を行う意義は教科性から考えて，身近な環境に触れさせ

ることで，子どもたちが日常生活を見直すきっかけを作ることができると示唆している。6) 

 箸の資材に竹材の利活用をする理由については，次のことが挙げられる。竹材の利用は古来より，

たけのこ栽培や竹材生産のためだけでなく，農山村におけるさまざまな用途（農作業用の支柱，生

活用品用資材，補助的な建築材など）に用いられてきた。利用頻度が高い時代には定期的な伐採が

行われていたが，近年になって竹材の代替資材の普及やたけのこ輸入の増加のために，次第に竹林

は放置されるようになり 7)，生物多様性の低下を招いている。8)里山を保全していくために竹を定期
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的に伐採していくことが必要である。竹を資源として利活用することは，環境の循環を生むことで

ある。そこで本研究では竹材を用いて箸作りを行い環境の循環についての学習を取り入れることと

する。 

 

 

研究方法 

 

１．調査概要 

平成 27 年 10月 13 日（火）に茨城県N 小学校５学年71 名を対象に授業を行い，事前と事後に

アンケートを実施した。授業は３，４時間目に A クラス（36 人），５，６時間目に B クラス（35

人），計２クラス（71名）で授業を行った。授業中に10分間で事前・事後のアンケートに答えても

らい，その場で回収した。得られたデータから，箸作りを通した食文化の授業の有効性を分析する。 

事前アンケート調査では，現段階での箸の習得状況を調査するために，児童の箸の使い方に関する

自己評価，箸の持ち方に関する自己評価，箸の使い方の習得時期、箸の使い方の指導者、箸の使い

方を習得した場所の質問項目を設定した。加えて，日本食文化に対する意識調査をするために，箸

の使い方を学校で教えてもらう必要性、和食を誇りに思うか、箸は大切な道具か、箸と環境の関係

性についての質問項目を設定した。事後アンケート調査では，授業後の知識の定着を調査するため

に、授業を通して箸を正しく扱うことができたか、正しい箸の持ち方はどれかの質問項目を設定し

た。加えて、日本食文化に対する意識を調査する項目と授業の感想を設定した。 

 

２．授業実践の実施方法 

（１）授業実践を含む回の授業全体の流れ 

（全２時間…本時１，２時間目） 

時 ○学習内容 ・学習活動 内容 学習活動における具体の評価規準 
評価
方法 

 
１ 

○箸の文化性や機能性について理解する。 

・箸の紙芝居をきく 

・箸作りを行う 

Ｄ（3） 

ア 

・箸の文化性や機能性について理解す
ることができる。 

 

発言 

 
２ 

○お箸の正しい持ち方や使い方を実践する。 

・大豆運びゲームをする 

・箸の紙芝居をきく 

Ｂ（2） 

イ 

・正しいお箸の持ち方や使い方をする
ことができる。 

ワーク 

シート 

 

 

（２）対象授業の内容 

・授業の目標  

○お箸作りを通して，日本食文化におけるお箸の重要性について関心を持つことができる。                           
（関心・意欲・態度） 

○使いやすい箸作りを行うことができる。                   （創意工夫） 
○正しいお箸の持ち方を理解し、使用することができる               （技能） 
○日本食文化におけるお箸の役割や箸と環境の関連性，正しい箸の使い方（マナー）がわかる。                               

（知識・理解） 
・準備・資料 

 ○説明に使うもの 
紙芝居（たっちゃんとおはし物語） ワークシート  

○箸作りに使うもの（６人班１人分） 
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約 20 センチの長さの竹２本 80 番・240 番のやすり１枚（縦 10 センチ，横６センチ）ずつ 
マスク オリーブオイル 軍手（子ども用） 新聞紙 
絵付け用ペン（水色，黄色，紫，ピンク，オレンジ） 

 ○大豆ゲームに使うもの（６人班１人分） 
大豆 直径20センチ紙皿２枚 

 

・授業の展開 

    

  

学習の活動・内容 時 間 指導上の留意点 ◎評価 

１．事前アンケートに回答し，自分の箸の持ち
方を把握する 

 

２．本時の内容をつかむ 

お箸作りを通して 

お箸の大切さを感じよう 

 

３．紙芝居を聞く（前半） 

・無形文化遺産について→世界の食事法→箸の
地域の違い（日本の箸の材料はなぜ竹や木な
のかについても含む） 

 

・竹の箸を見せ，どうやって箸ができるのかを
写真で理解する 

 

４. お箸作りをする 

①竹の棒をやすりで削っていく。 

②形が整ったら，ペンで飾り付け。 

 

５．紙芝居を聞く（後半） 

箸の機能→箸の持ち方 

 

６．大豆運びゲームをする。 

 ・グループ内で何個豆を運べるか競争する。 

 

７．「お箸の達人カード」に挑戦する。 

 ・はさむ，掴む，… 

 

 

 

 

８．本時のまとめ 

 

箸は私たち日本食文化にとって 

重要な道具である。 

 

９．事後アンケート 

1 0 分 

 

 

 

 

 

 

1 0 分 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 分 

 

 

 

1 0 分 

 

 

1 5 分 

 

 

５ 分 

 

 

 

 

 

 

1 0 分 

・児童が実際どのような箸の持ち方をしているか答
えてもらい、自分の持ち方を把握し、学習意欲を
高めていく。 

 

 

 

 

・みんなに語りかける口調で話す。 

・児童への問いかけを紙芝居に入れ，学習意欲を高
める。 

 

 

・竹が順々に細く切っていく写真を見せ，お箸がで
きるまでの過程を見せ，お箸に対して興味をもつ
よう促す。 

 

・お箸を作っている間，机間巡視し，児童の道具の
使い方を確認しながら学習を支援する。 

 

・お箸の使い方を紙芝居の内容に取り入れ、実際に
お箸の使い方を学ぶことで、お箸の正しい持ち方
を学ぶことができるようにする。 

・実際に正しくお箸を使うことができているか、観
察し、間違っている子がいれば正しく持てるよう
支援する。 

 

◎正しく箸を使用することができる（活動・ワーク
シート） 

 

・家庭でも箸を正しく使えるように「お箸の達人カ
ード」の使い方について説明する。 
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図１ ワークシート 

 

 

 

結果および考察 

 

１．事前アンケート調査の結果 

 （１）箸の習得状況 

図3 箸の使い方の習得時期 

覚えていない

24%

小学校前

58%

小学校

14%

習っていな

い

4%

あなたは箸の使い方をいつ習いましたか
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「箸の持ち方をいつ習ったか」の問いに「覚えていない」と回答した人は 17 人（24％），「小学校

前に習った」と回答した人は 41 人（58％），「小学校に入ってから習った」と回答した人は 10 人

（14％），「習っていない」と回答した人は３人（４％）であり，約６割が小学校就学以前にお箸の

使い方を習っていることになる。 

「箸の持ち方を誰に教わったのか」という問いに「覚えていない」と回答した人は 12 人（17%），「親に習

った」と回答した人は 45 人（63%），「祖父母に習った」と回答した人は３人（４%），「友人に習った」と回答し

た人は０人（０%），「幼稚園・保育所の先生に習った」と回答した人は２人（３%），「小学校の先生に習った」

と回答した人は５人（７%），「習っていない」と回答した人は４人（６%）と回答しており，親に習っている人が

多くいる。 

図4 箸の使い方の指導者 

 

「お箸の使い方を習った場所」という質問に「覚えていない」と回答した人は 14 人（20%），「家族での食

卓」と回答した人は 47 人（66%），「周りの人の見よう見まね」と回答した人は３人（４%），「テレビ」と回答した

人は０人（０%），「学校」と回答した人は５人（７%）であった。 

 

図5 箸の使い方を習得した場所 

 

0%
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あなたは箸の持ち方を誰に教わりましたか

0%

20%
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（２）事前アンケートの箸の学習とその関連要因 

 「箸の学習の有無」に対してそれぞれ，「箸を誇りに思うか」，「日本人にとって大切な道具」，

「箸を上手く使いたいか」，３項目で，回答を「とても思う」，「ややそう思う」，「ややそう思わ

ない」，「そう思わない」の４段落で求め，それぞれ「とても思う」を４点，「ややそう思う」を

３点，「ややそう思わない」を２点，「そう思わない」を１点とし得点化して，対応あるサンプ

ルのｔ検定を行った。授業の事前と事後のアンケートの平均点を比較する。 

その結果，「箸を誇りに思うか」，「日本人にとって大切な道具」，「箸を上手く使いたいか」全

て，有意な差が見られた。 

 

２．事前・事後アンケートの比較 

 （１）箸の使用状況    

事前アンケートでは，お箸を正しく使うことが「できる」と回答した人は 37 人（53％），「で

きない」と回答した人は14人（20％），「分からない」と回答した人は19人（27％）と，約５割

が「できない」「分からない」と回答している。しかし，授業後の事後アンケートでは，お箸を正

しく使うことが「できる」と回答した人は59人（88％）と35％増加している。 

事前では，お箸の持ち方が「一本化」（日本の箸をすくうようにしてもつ）している人は４人

（６%），「人差し指」（本来は親指，人差し指，中指で押さえる）で押さえている持ち方の人は18

人（25%），「交差」している持ち方の人は４人（６%），「握る」持ち方の人は０人（０%），その

他「中指と人差し指で押さえている」持ち方の人は１人（１%）と，間違った箸のもち方は27人

（38％），「正しい」持ち方の人は44人（62%），と，約６割は正しくもてているが約４割は箸の

使い方が間違っていた。しかし事後では，「一本化」と回答した人は１人（１％），「人差し指一本

で押さえる」と回答した人は９人（13％），「交差する」と回答した人は０人（０％），「握る」と

回答した人は０人（０％），「正しい」持ち方を回答した人は 61 人（86％），「その他」と回答し

た人は０人（０％）であり，約９割の人が正しい持ち方を回答することができた。 

 

表１ 箸の学習経験と箸に対する意識の関連要因 

  

 習っていない（n=20) 習っている（n=51)  

    平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 P値 ｔ 

箸を誇りに思うか 3.25 0.72  3.65 0.69 0.01 ** 

日本人にとって大切な道具 3.40 0.75  3.80 0.53 5.96 ** 

箸を上手く使いたい 3.15 1.18  3.78 0.54 19.31 *** 

*:p<0.1,**:p<0.05,***:p<0.01      

検定 
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図5 事前の箸の使い方に関する自己評価       図6 事後の箸の使い方に関する自己評価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図7 箸の持ち方に関する自己評価 

 

（２）事前事後アンケートの意識変化 

「箸の使い方を学校で教えてもらいたいですか」，「和食を誇りに思いますか」，「箸は日本にと

って大切な道具ですか」，「箸は環境と何か関わりがあると思いますか」，「箸を上手に使いたい

か」の５項目で，回答を「とても思う」，「ややそう思う」，「ややそう思わない」，「そう思わな

い」の４段落で求め，それぞれ「とても思う」を４点，「ややそう思う」を３点，「ややそう思

わない」を２点，「そう思わない」を１点とし得点化して，対応あるサンプルのｔ検定を行った。

授業の事前と事後のアンケートの平均点を比較する。 

その結果，「箸の使い方を学校で教えてもらいたいですか」，「和食を誇りに思いますか」，「箸

は日本にとって大切な道具ですか」，「箸は環境と何か関わりがあると思いますか」は有意な差

が見られた。 

ｔ検定の結果から，「箸の使い方を学校で教えてもらいたいか」という質問で，有意な差がみられた

背景として，児童が学校の授業の中で，普段使っている箸の使い方について改めて学習することに

よって，皆が等しく学ぶことができる学校教育の現場で習う意義を感じたからだと考える。「和食を誇

りに思いますか」という質問で有意な差がみられた背景には，授業内において，和食が無形文化遺

産に指定されたことについて触れたり，日本の食文化について学習することができたためだと考える。
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「箸は日本にとって大切な道具ですか」という質問で有意な差がみられた背景には，授業の中で箸

の機能性について触れることで，和食を箸で食べる意味を理解したためだと考える。「箸は環境と何

か関わりがあると思いますか」という質問で有意な差がみられた背景として，竹材を用いて箸作りを行

い，環境の循環についての学習を行ったためだと考える。「箸を上手に使いたいですか」という質問

では有意な差は見られなかった。これは，元々箸を上手に使いたいと思っている児童が多いことが

考えられる。 

*:p<0.1,**:p<0.05,***:p<0.01 

 

（３）授業後の自由記述欄分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の感想を自由に記述することを求め，子どもたちに聞き，記述の分析を行ったところ，「箸

作りが楽しかった」，「大豆運び大会が面白かった」という感想が多く，子どもは体験的な活動が

特に印象に残ったようである。同時に「箸の使い方が分かった」「箸は日本にとって大切な道具で

ある」との記述も多くみうけられ，授業の内容を理解したと言える。このことから，子どもたち

は体験的な活動を楽しみながらもしっかりと学習できていることが分かる。つまり，この授業の

目標でもあった，体験的な活動を取り入れながら日本の食文化を学ぶことができた。しかしなが

表２ 事前事後アンケートの意識変化 

項目 
事前 事後 

Ｐ値 ｔ検定 
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 

箸の使い方を学校で教えてもらいたいですか 2.75 1.11 3.37 0.69 0 *** 

和食を誇りに思いますか 3.35 0.51 3.86 0.13 0 *** 

箸は日本にとって大切な道具ですか 3.69 0.39 3.89 0.13 0.02 ** 

箸は環境と何か関わりがあると思いますか 3.03 1.11 3.83 0.23 0 *** 

箸を上手に使いたいですか 3.61 0.67 3.66 0.66 0.68 n.s 

表３ 授業の感想の分析 ｎ＝71人 （複数回答含む） 

項目 代表的なコメント 度数 

箸の使い方ついて 
・箸の正しい使い方が分かった 

・大豆運び大会が楽しかった 

42 

（59%） 

箸つくりついて 
・箸つくりが楽しかった 

・鑢で竹を削るのが難しかった 

18 

（25%） 

食文化について 

・箸は日本にとって重要な道具であ

ることがわかった 

・和食・無形遺産を学べてよかった 

47 

（66%） 

環境について 
・竹を利活用することは環境によい

ことが分かった 

2 

（3%） 
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ら「環境」の単語の頻出回数が少ないことからも，環境面について子どもたちの記憶に残らなか

ったようだ。さらに少数意見であったが，「箸作りの持ち方が難しかった」，「箸作りが難しかった」

とあるように，子どもによっては難しい作業であったようだ。 

 

 

 

まとめ 

 

 本研究では，小学生を対象に「箸つくりを通した日本の食文化の授業」を行い，その教育効果を

測ることを目的とし，以下のことが明らかとなった。 

１)「箸を正しく使うことができるか」について，授業をやる前と後では箸を正しく使うことがで

きる人が増え授業効果が高いことが示された。 

２）「箸の使い方を学校で教えてもらいたいか」について，児童が学校の授業の中で，普段使って

いる箸の使い方について改めて学習することによって，皆が等しく学ぶことができる学校教育

の現場で習う意義と必要性についての意義が上昇した。 

３）「和食を誇りに思いますか」について，授業内において和食が無形文化遺産に指定されたこと

について触れたり，日本の食文化について紙芝居や体験学習を工夫したため，和食に対する意

識が上昇した。 

４）「箸は日本にとって大切な道具ですか」について，授業の中で箸の機能性について触れること

で，児童が和食を箸で食べる意味を理解したため，箸は大切な日本の道具であるという意識が

上昇した。 

５）「箸は環境と何か関わりがあると思いますか」について，箸の歴史についてと竹を利活用する

意義について授業内で触れたため，児童は箸と環境は関わりがあることを認識が変容した。 
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小学校家庭科の手縫い学習における生活実践状況と課題 

 

飯 田 容 子＊ ・石 島 恵 美 子** 

 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Issues Encountered in Learning Hand Sewing in Elementary School Home Economics 

 

Yoko IIDA and Emiko ISHIJIMA 

 

 

キーワード：小学校、家庭科、生活実践、手縫い学習、消費者教育 

 

 

本研究では、小学校家庭科における手縫い学習の有用性を高めるために、生活実践力を「ものづくり」「衣服

の管理」「衣服の選択・購入」の３段階に分けた「衣生活の生活実践力を育む学習の構想」の枠組みに則って分

析した。第1に手縫い学習の位置づけを明らかにするために学習指導要領と教科書の分析を行った。第２に手縫

い学習後の学習者の生活実践状況と意識変容を明らかにすることを目的として、大学生に質問調査を実施し、分

析を行った。その結果、学習指導要領と教科書は、手縫いの知識と技能を習得させるための内容が中心であった。

生活実践力の「ものづくり」「衣服の管理」において充実しているが、「衣服の選択・購入」については、具体的

な記載がなかった。小学校の手縫い学習後１０年経た現在においても、大学生は技術面・情意面での効果を認識

しているが、生活実践には課題があることが明らかになった。手縫い学習の新たな生活実践力の捉え直しの必要

性が示唆された。 

 

 

はじめに 

 

手縫い学習には、知識面、技術面、情意面など様々な学びがある。中央教育審議会(2008) では、

小学校家庭科の被服製作の意義として、基礎的・基本的な知識及び技能の習得の重要性を示した上

で、製作題材に向き合う中で児童が自分の日常生活に関心をもって生活を振り返り、製作物の用途

に見通しをもって製作する過程で自分や家族のよりよい生活について考える機会を提供することと

している。今後、手縫い学習をより生活実践に発展できるように再考することが課題である。 

―――――――― 

*日立市立櫛形小学校  **茨城大学教育学部 
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大学生への手縫い学習に関する調査（飯田 2016）によると、玉結び、玉留め、なみ縫い、ボタ

ン付けといった基礎縫いは、ほぼ８割の学生が「できる」と回答している。習得時期は小学校の時

で、約９割が先生に習ったと回答している。このことからも手縫いの習得において、小学校家庭科

が重要な役割を果たしているといえよう。 

一方、私たちの日常生活はあらゆるものの外部化が進み、生活が便利、簡単、迅速へと変容して

きた。それに伴い、学校で学んだ衣生活の知識や技能を家庭生活に活用したり、創意工夫したりす

る場面も変容してきた。昔は衣類を製作することは生活する上で重要な仕事であり、被服製作教育

は生活実践力の育成のために、必要不可欠であった。しかし、現在は多種多様な素材やデザインの

中から適切な既製品を購入し、管理することが衣生活における必要な生活実践力の主軸となってい

る。さらに、子どもたちは、便利になった生活の代償として「手」を動かして物を作る経験が少な

くなり、手先の巧緻性や生活技術の低下が深刻になっている（坂井ら 2004)。そこで新しい衣生活

の学習目標は、創造性の育成、作る楽しさや成就感、自信、製作したものを活用する喜びなどを味

わうことや、製作をとおして商品知識を学ぶことができるようにする（竹吉ら 2006）を加えること

が必要となった。前述の調査では、「小学校の時に手縫いの学習は好きでしたか」という問いに対

して、「好き・まあまあ好き」と回答している学生は、76％であった。その理由で最も多かったのが

「楽しかったから」であった。児童は、様々な家庭環境の中、家庭の仕事にかかわる機会が少なく、

生活体験が不足している。生き生きと主体的に活動する体験学習は、子どもたちにとって重要な機

会である。 

また、横井ら（2003）は、基礎・基本の定着は、習得した知識や技能を活用できる状態にまで高

めて初めて確実な定着が図られるとしている。生活の中での活用方法を考えることで、学んだこと

の有用感をより実感できることを示している。そのために、授業の中で児童が習得した知識や技能

を活用しながら課題を解決する過程や方法を学

ぶ場を設定することで、成果を工夫し創造する

能力と実践的な態度を育む意欲へとつながると

している。「学び方・考え方」がさらに学び続

ける自信や態度、主体性を生み出し、それがも

のづくりの良さ、楽しさを感得できるようにな

る素地となるものと考えられている。 

飯田(2016)は、児童の衣生活における生活実

践力を育むために、現代の生活実態に即した衣

生活の生活実践力を捉え直し、小学校家庭科の

手縫い学習からの生活実践力を、従来の「もの

づくり」に、「衣服の管理」と「衣服の選択・

購入」を加え、「衣生活の生活実践力を育む学

習の構想」とした（図１）。本研究では、手縫

い学習の有用性を高めるために、まず、小学

校家庭科において手縫い学習がどのように位

置づけられているのかを学習指導要領と教科
図１ 衣生活の生活実践力を育む学習の構想 
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書を分析することで明らかにする。次に、小学校家庭科の手縫い学習を学んだのち、そこで育まれ

た知識・技能や意識がどのように生活で実践され、どのように意識が変容していくかを「衣生活の

生活実践力を育む学習の構想」の枠組みに則って分析し、明らかにすることを目的とする。 

 

 

研究方法 

 

１．学習指導要領と教科書の分析 

現行の学習指導要領と教科書の衣生活分野の手縫い学習に関する記載事項を表１にまとめた。

教科書は、現在使用されている小学校家庭科の教科書は２社であり、この２社の教科書で取り上

げられている手縫い学習の内容について検討を行う。 

 

２．大学生への質問紙調査 

調査は、A大学の大学生 72名（男子22名、女子50名）を対象に実施した。対象者は、２年時

に開講している「初等家庭科教育法研究」の受講生で、専修は、家庭科、技術科、特別支援、教

育基礎であった。質問紙調査の対象を大学生にしたのは、これまで培った意識・知識・技能を自

らの意思で活用しやすい点では、高校生よりは適切であり、比較的最近の家庭科教育を受けてい

るという点では社会人よりも適していると考えたからである。 

調査時期は、2016年 4月で、授業の開講時に調査を実施した。回収率は100％で、有効票は

72票であった。 

調査内容は、「手縫い学習」に関する意識、手縫いに関する家庭での実践状況、手縫い学習の

有用性の意識調査、衣服を購入する際の消費者の視点などの質問項目を設定した。分析には、SPSS 

ver22.を用いた。 

 

 

結果および考察 

 

１．学習指導要領と教科書の分析 

手縫い学習に関する学習指導要領と教科書の記載について、表１に示す。まず、学習指導要領

に関しては、Ｃ（１）イとＣ（３）イの内容が該当項目である。「衣生活の生活実践力を育む学習

の構想」に則って分析すると、第３段階の「ものづくり」を目指して知識・技能の定着を目標に

学習指導要領の学習項目が設定されている。取り扱いにおいても、実習だけでなくボタンが付い

ている状態を観察することでボタンの原理を考えたりするなど科学的な視点から、「ものづくり」

を捉えている。教科書の学習項目では、技能を育む項目が多い。また、「ものづくり」の情意面に

ついては、学習指導要領では「製作の喜びを味わいながら手縫いなどの基礎的・基本的な知識及

び技能が身に付くように配慮する」とあり、教科書では、「手縫いのよさを生かそう」や「布を

使って生活が楽しくなる物をつくってみよう」とある。実際に、プレゼントをすることを想定し

た会話やメッセージカード例などの記載が見られた。 
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次に、第２段階の「衣服の管理」では、ボタン付けに関して、学習指導要領も教科書も衣服の

手入れの学習項目に記載している。内容の取扱いには、「場面を変えて繰り返し指導する」など、

知識・技能の定着を目標としている。 

 

表１ 手縫い学習に関する学習指導要領と教科書の記載 

学習指導要領 教科書の関連事項  

内容・項目 内容の取扱い  

C（１）衣服の着用と 

手入れ 

イ 日常着の手入れが必 

 要であることが分 

かり、ボタン付けや洗

濯ができること。 

「ボタン付けができる」ということは、ボタンの

付け方が分かり、自分で付けることができるよう

にすることである。ボタンは衣服の打ち合わせを

とめるために必要であることが分かるようにす

る。また、ボタンを丈夫に付けることができるよ

うにする。 

「手縫い」には、手で縫い針に糸を通したり、糸

端を玉結び、玉どめにしたり、布を合わせて縫っ

たりすることなどがある。 

  ここでは、児童の実態に応じた無理のない手縫

いとして、なみ縫い、返し縫い、かがり縫いなど

の縫い方を扱い、なみ縫いについては、２～３針

続けて縫う程度でもよいと考えられる。 

「目的に応じた縫い方を考えて製作し、活用でき

る」については、製作するものや縫う部分によっ

て、丈夫に縫ったり、針目を変えて縫ったり、ほ

つれやすい布端を始末したりするなど、目的に応

じた縫い方があることを知り、それらを活用して

その部分にふさわしい縫い方を考え、手縫いやミ

シン縫いを用いて製作ができようにする。 

 また、仕上がった作品を日常生活で活用するこ

とにより、手作りのよさを味わったり、製作方法

や仕上がりの結果を評価したりすることができ

る。 

 指導に当たっては、児童の実態を考慮し、細か

な技法を一方的に教え込むことがないようにし、

製作の喜びを味わいながら手縫いなどの基礎

的・基本的な知識及び技能が身に付くように配慮

する。 

指導に当たっては、例えば、毎日の生活の中で、

ボタンが衣服に付いている様子や日常着の汚れ

を観察したり、衣服の手入れについて実践してい

ることについて発表しあったりするなど、児童の

具体的な生活体験と関連付けて実感を伴う学習

となるように配慮する。 

この学習では、ボタン付けをC(3)の学習と関連

させて実習した後、再度手入れとしてのボタン付

けの実習を行うことも考えられる。学習の場面を

変えて繰り返し学習することにより、基礎的・基

本的な知識及び技能の定着を図ることも可能と

なる。 

〇衣服の着方と手入れ  

・ボタン付け（A・B） 

 

 

  

C（３）生活に役立つ物の

製作について 

イ 手縫いや、ミシンを 

用いた直線縫いによ 

り目的に応じた縫い 

方を考えて製作し、 

活用できること。 

〇さいほう道具について調べ

よう（A・B) 

・玉結び、玉どめ、なみぬい、

返しぬい、かがりぬい、ボタ

ン付けをしよう（A・B) 

・ネームプレートをつくろう

（B) 

・小物入れをつくろう（A・B) 

・手縫いのよさを生かそう（A) 

・身近に使える小物をつく 

ろう（B) 

 

・生活に役立つ布製品をつ 

くろう（A） 

 例 トートバック、 

きんちゃく、 

クッションカバー、 

布製品のリフォーム 

・布を使って生活が楽しくなる

物をつくってみよう（B） 

例 マイバック、 

ななめナップザック、 

エプロン、 

まくらカバー 
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最後に、第１段階の「衣服の選択・購入」については、学習指導要領も教科書もどちらにも記

載がない。例えば、ボタン付けの仕組みを観察するところから、身の回りの衣服や商品購入の際

の視点につなげると、具体的な場面を想定しやすいだろう。現在の生活では最も多くの人が、第

１段階の「衣服の選択・購入」を行っており、消費者として商品の情報を読み取れる力を養うこ

とは、豊かな生活を作ることにつながる。消費生活分野の教科書の記載には、「めざそう買い物名

人」の単元に「いろいろな商品の情報とマークの例」に既製服の品質表示の図は出ているものの、

手縫い学習を発展させた「ボタン付け」や「縫製」の善し悪しをチェックする記載はない。衣生

活と消費生活の学習の双方の有用性を高める上で、重要な課題となるのではないだろうか。衣生

活の有用性並びに生活実践力を高めるには、「衣服の選択・購入」の観点で衣生活と消費生活の接

続として横断的な題材設定が重要になると考える。 

 

２．大学生への「手縫い学習の生活実践力に関する調査」質問紙調査 

（１）手縫い学習の生活実践に関する調査 

「手縫い学習は生活や将来に役立つか」の問いに 96％の学生が「役立つ・まあまあ役立つ」

と答えており、有用感は高い。しかし、小学校から手縫い学習が役立った有無をみると、32％

の学生が役立っていない実態である(飯田2016)。ほとんどの学生は手縫い学習が将来や生活に

役立つと捉えているが、生活実践の場では１／３の学生は役立たせていないと認識している。

そこで、小学校で手縫い学習を学んでから今までにどのような学びを認識しているのかを明ら

かにするために、「手縫い学習でどのような学びがありましたか」について複数回答可で回答

を求めた（図２）。「とれたボタンを付けられるようになった」が 75％で最も多く、続いて「小

物を作った」が54.2％、「ものづくりの楽しさを知った」が 43.1％の順に回答数が多かった。

手縫い学習を活用しようと思った理由について自由記述で回答を求めたところ、「できると楽

しい」「興味がある」「自分の思いが込められる」などの記述が見られた。「学びの活用はなか

った」と回答した学生は 11.1％（８名）で、その理由は「家の人に教えられてできるようにな

った」「もともとできた」の２人の記述はあったが、残りの6人の理由は未記入であった。 

0 20 40 60 80

小物を作った 

衣服を製作した 

ものづくりの楽しさを知った 

手作りの価値を知った 

ものを大切にする気持ちになった 

とれたボタンを付けられるようになった 

ほころびを直せるようになった 

衣服を選ぶときの目が養われた 

衣服の保管方法が身についた 

衣服の手入れの方法が身についた 

（％） 

図２ 手縫いの学習の学び 
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（２）「ものづくり」における生活実践状況と意識調査 

「小物を作った」と回答した者に「家庭でどのようなものを作ったか」の問いに、マスコッ

トや小物入れという回答が９割以上であった。また、家族や友だちにプレゼントとして作った

という回答も多く、相手意識をもつきっかけ作りにも重要な題材といえる。 

「ものづくりの」の情意面に関しての結果は、図３に示す。質問４項目すべてにおいて肯定

的な回答が過半数を占めている。特に「手作りのものには心がこもっていると思う」は肯定的

な回答が最も多く91.7％であった。次いで「手作りをすると感性が育つと思う」は 83.4％で、

「布のものづくりは楽しい」は 79.1％であった。前述の大学生調査でも小学校の時に手縫い学

習が好きだったと回答した学生は 76％いたことから、ものづくりの楽しさに関しても、肯定的

に捉えている学生が多く、情意面からも小学校で学ぶ意義が高いことが考えられる。手縫い学

習を経験してから 10 年経て、学生は、情意面において手縫い学習の有用性を感じていること

が明らかになった。「布でものを製作しプレゼントすることで誰に喜んでもらいたいと思いま

すか」の質問に、「家族」と回答している学生が 70.8％で、次いで「お世話になっている家族

以外の人」は 30.6％であった。「被災地や外国で困っている人」、「独居老人や介護施設の高齢

者」、「保育所や幼稚園または福祉施設の子ども」と回答している学生は少ないことがわかった

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家族 

お世話になっている家族以外の人 

独居老人や介護施設の高齢者 

保育所や幼稚園または児童福祉施設の子ども 

被災地や外国で困っている人 

その他 

図３ 「ものづくり」に対する意識 

図４ 手作り布小物をプレゼントしたい相手 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ものを製作する時アイディアを考えることは得

意ですか 

手作りのものに心がこもっていると思いますか 

布のものづくりは楽しいですか 

手作りをすると完成が育つと思いますか 

思う  少し思う   あまり思わない 思わない 

（％） 
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（図４）。これは、家族への感謝が強く、プレゼントをしたいという気持ちも強くなるだろう

が、技術面の稚拙さから家族以外への人にあげる気後れも考えられるのではないか。手縫い学

習は、他者への感謝の気持ちを育む題材ではあるが、児童の気持ちと発達段階に配慮して、題

材を設定する必要がある。 

 

    

（３）「衣服の管理」における生活実践状況と意識調査 

「ボタンが取れた時どのようにしているか」の質問に、「自分で付ける」と回答した者が 42％

であった。次いで「親に付けてもらう」が 27％で、「ボタンが取れてもそのまま」が 14％、「別

なものを購入するまたは捨てる」が４％であった（図５）。自分でボタンを付けない最も多い

理由は、「裁縫道具がない」が 69.0％で、次いで「時間がない」が 57.1％である。「面倒くさ

い」が 38.1％であった(図６)。これらの回答は、物理的にも心理的にも技術的にも手縫いが

身近ではない状況が見て取れる。生活に目を向け、生活を大切にするという意識付けが課題で

ある。  

ボタンがとれた時どのようにしているか 

42% 

27% 

13% 

14% 
4% 自分で付ける 

親に付けてもらう 

親以外に付けてもらう 

そのまま 

別のものを購入するまた 

は捨てる 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家の人がやっておいてくれる 

裁縫道具がない 

面倒くさい 

時間が無い 

（％） 

図６ ボタン付けを自分でやらない理由 

図５ ボタンがとれた時の対応（複数回答） 
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（４）「衣服の選択・購入」の生活実践状況と意識 

大学生の手縫い学習の「衣服の選択・購入」の生活実践状況と意識を明らかにするために、

衣服を購入する際の視点を問う 11項目について、「見る」「時々見る」「ほとんど見ない」「見

たことがない」の４段階で求めたものである。「見る」を４、「時々見る」を３、「ほとんど見

ない」を２、「見たことがない」を１として得点化した。項目ごとの平均値、標準偏差は表２

に示した。大学生が衣服を購入する際の視点について、各項目の平均点を比較したところ、

４点満点中最も高かったのは、「値段が適切か」が3.78で、次いで「サイズは合っているか」

が 3.68であった。一方、「素材は何でできているか」が 2.49で最も低く、次に「手入れが

簡単か」が 2.57 で、「ボタンはしっかりついているか」が 2.85、「可愛いく、格好良く見

えるか」が3.53であった。さらに、大学生の衣服選択・購入における視点構造を明らかにす

るために、因子分析（最尤法、プロマックス回転）を実施した。その結果、３つの因子が抽

出された。第１因子は、「ボタンはしっかりついているか」、「丈夫であるか」、「素材は何でで

きているか」などといった項目が高い因子負荷を示しており、衣生活の学習が生活実践に活

かされている視点といえよう。そこで、この因子を「衣生活の生活実践力のある消費者の視

点」と命名する。続く第２因子には、「着心地がよいか」、「値段が適切か」、「サイズは

合っているか」といった多くの消費者が検討する項目群といえる。そこでこの因子を「一般

的消費者の視点」と命名する。第３因子は、「TPOに合っているか」、「流行しているか」、

「可愛いく、格好良く見えるか」といった衣服そのものよりも、流行や自己表現に焦点を絞

った意思決定の視点である。そこでこの因子を「トレンド消費者の視点」と命名する。以上

のような因子分析結果を踏まえ、大学生の衣服選択・購入における視点尺度の下位尺度を構

成する。それぞれの項目を、最も高い負荷量を示す因子を構成するものと見なすと、「衣生

活の生活実践力のある消費者の視点」の下位尺度は５項目、「一般的消費者の視点」および

「トレンド消費者の視点」の下位尺度は３項目で構成される。次に、α係数を用いて各下位

尺度の内部一貫性を検討したところ、「衣生活の生活実践力のある消費者の視点」は 0.83、

「一般的消費者の視点」は 0.66、「トレンド消費者の視点」は 0.60 であり、内部一貫性を

有したものといえる。そこで、下位尺度ごとにすべての項目を用い、その合計を下位尺度得

点とした。 

下位尺度の平均点および標準偏差を表２に示す。若者の特徴に見られる流行や外見を重視す

るトレンド消費者視点や価格やサイズなど一般的に衣服購入時に着目する一般消費者の視点

は数値が高く、家庭科の衣生活分野で習得するべき内容であるボタン付けや手入れなど基礎的

な知識が身に付いていなければならないはずの衣生活系消費者の視点の数値は低いことが明

らかになった。これらはより適切な衣服を購入する上で大切な要素である。価格やサイズを見

て購入することは高い値が出ており、流行や外見にこだわることも若者の特徴として強く出て

いる。一方、素材やボタン、丈夫さなどに着目することは、衣服に関する専門的な知識が必要

となる。これまでの衣生活の学習が十分に実生活に生かされていないことが考えられる。 

この結果を踏まえて、手縫い学習がどの場面で役立つかをさらに詳査し、衣生活の学習を実

生活に生かして、衣服の選択・購入する際の意思決定の視点を育むことをさらに考えていかな

ければならない。 
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    f1 f2 f3 
平
均
点 

標
準
偏
差 

因
子
平
均
点 

因
子
標
準
偏
差 

       ボタンはしっかりついているか 0.661 
  

2.845 1.023 

2.790 0.778 
 
丈夫であるか 0.697 

  
3.176 1.036 

 
素材は何でできているか 0.834 

  
2.485 0.970 

 
手入れが簡単か 0.829 

  
2.565 0.992 

 
長く着られるか 0.736 

  
3.015 0.953 

 
着心地がよいか 

 
0.706 

 
3.492 0.904 

3.667 0.580 
 
値段が適切か 

 
0.757 

 
3.778 0.580 

 
サイズは合っているか 

 
0.779 

 
3.682 0.788 

 
TPOに合っているか 

  
0.493 3.162 0.971 

3.170 0.690 
 
流行しているか 

  
0.818 2.926 1.055 

  可愛い、格好良く見えるか     0.830 3.530 0.728 

寄与率(%) 32.81 21.02 12.56 
    

累積寄与率(%) 32.81 53.830 66.39         

 

 

まとめ 

 

本研究では、小学校家庭科における手縫い学習の有用性を高めるために、「衣生活の生活実践力

を育む学習の構想」の枠組みに則って、手縫い学習の学習指導要領と教科書での位置づけと手縫い

学習の大学生の生活実践状況と意識変容を示した。「衣生活の生活実践力を育む学習の構想」の枠

組みを援用したのは、基礎基本の学習を活用できる状態にまで高めるには、学習者の意欲や関心、

実践するに当たっての環境要因、身に付けたスキル（技能）などが関与してくる（武藤 1998）ため

である。現代のライフスタイルに則した生活実践力の捉え直しを行うことは、家庭科学習の有用性

を高めることである。  

    本研究では、学習指導要領と教科書における手縫い学習の位置づけと大学生の手縫い学習の生活

実践状況を「衣生活の生活実践力を育む学習の構想」に則って分析し、次のことが明らかとなった。 

１） 学習指導要領、教科書における手縫い学習は、技術面・情意面の両面から「ものづくり」にお

ける技能の習得を目標としている。「衣服の管理」を具体的な生活実践の場として示し、繰り

返し基礎・基本の技能習得ができるように工夫されている。「衣服の選択・購入」については、

具体的な記載が無かった。 

表２ 衣服の選択・購入における視点の因子分析結果表 
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２） 大学生の手縫い学習における学びとして、「とれたボタンがつけられるようになった」「小物を

作った」があげられているが、実際に「ボタンがとれたときの対応」では「自分でつける」と

いう回答は、全体の１／３であった。 

３） 大学生の手縫い学習における学びとして、１０年後においても技術面・情意面での効果を認識

していた。 

４） 大学生の衣服選択・購入時における視点の構造は、下位尺度が「衣生活の生活実践力のある消

費者の視点」「一般的消費者の視点」「トレンド消費者の視点」により構成されていることが

明らかとなった。平均点は、「一般的消費者の視点」「トレンド消費者の視点」「衣生活の生

活実践力のある消費者の視点」の順になっていた。手縫い学習と消費生活の横断的な学習によ

り「衣生活の生活実践力のある消費者の視点」が向上すると考える。 

 

今後の課題は、小学校教員の意識調査をし、その現状と課題を明らかにし、衣服学習の生活実践力

を高めるためのカリキュラム作りの基礎資料とすることである。 
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英語選修の学生は教育実習で何を学んでいるのか 

 

―― 教育実習履修簿の記述から見えてくるもの ―― 

 

猪井 新一＊  

(2016年10月28日受理) 

 

 

What Did English Major Students Learn Through Teaching Practice?  

 -An Analysis of Student Teaching Practice Journals- 

 

Shin’ichi INOI 

 

 

キーワード：教育実習，実習履修簿，英語科授業 

 

本稿の目的は、平成 27 年度茨城大学教育学部学校教員養成課程英語選修 3 年次の学生が、附属中学校における教育

実習における英語科授業に関して、どのような問題・課題に直面し、それをどのように解決しようとしたのか、そしてどのような

ことを学んだのかについての実態を、彼らの教育実習履修簿から調査することである。協力者である 5人の教育実習生の実

習履修簿から、英語科授業に関する主な課題や成果等の記述を拾い上げ、時系列に示した。その後、協力者の記述の全体

像を比較した。その結果、各実習生が履修簿に記述する視点に関して個人差が見られた。各実習生により、指示の出し方、

生徒理解の上での教科指導、自身の英語力、生徒の反応など、記述する視点が異なっていた。一方、時間配分、文法説明

など、共通してかなり頻繁に記述される観点も見られた。 

 

 

はじめに 

 

筆者は茨城大学教育学部において、英語科指導法科目を担当する立場にあり、担当する学生が教

育実習を通してどのような成果を上げ、どのような問題に直面しているかなどについて理解を深め

ることは重要である。なぜなら、学部において担当している英語科指導法科目「英語科内容研究」

および「英語科教育法研究Ⅰ」の授業内容を、とりわけ外国語習得理論などを含む基礎的理論を、

教育実習というより実践的なものに橋渡しすることが可能となるからである。教育実習がいわゆる

現場での実践による学びだとすれば、学部におけるさまざま授業は理論的要素を含んだ学問である。 

―――――――― 

*茨城大学教育学部   
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その中でも各教科の指導法科目は、実践と学問を結びつけることが求められており、教員養成学部

においては重要な役割を担っている。 

  本研究では、本学 3 年次に実施する附属中学校教育実習における学生の学びを「教育実習履修簿」

分析を通して行なうものである。履修簿は、「実習期間中における日々の実践と省察の記録簿」(茨城大学

教育学部教育実習員会、2015, p. 2) であり、実習校での講話、授業観察、学習指導案など、実習生が

日々記入し、それに対する指導教員からのコメントが添えられている。このような教育実習履修簿を分析

することにより、学生の教育実習での学びの実態を理解し、大学における英語科指導法科目の授業改善

の一助としたい。実習生は、附属中学校で英語科の授業のみならず、道徳の授業も 1 回程度担当してい

るが，本稿では実習履修簿における英語科授業に関する記述を中心に調査を進める。 

 教員養成学部において、教育実習の果たす役割は極めて大きい。なぜなら、教育実習は大学にお

ける基礎的理論を学校現場という実践の場に応用する機会であり、しかも教育実習生が将来の自分

の進路を見極める上で、自分の教員としての適性の有無を判断する機会を提供してくれるからであ

る。波多野(2007, p. 119)は、教育実習とは「実習生が、現実の学校教育現場において教育実践の

主体として個々の生徒に直に働きかける体験をとおして、実践的な指導能力の基礎を培うとともに、

現有の専門的知識及び教職における資質、力量、適性などについて自問・自覚・省察を試みる機会

を提供するものである」と同様の意見を述べている。 

 

 

                             先行研究 

 

英語科教育実習生の履修簿を調査・分析した研究として深沢・野澤(1995)、猪井(2003)、森泉・

浅野(2006)、阿久津(2007)などがある。深沢・野澤(1995)は、11名の4年次学生が 2週間にわたる

中学校での教育実習中に記した授業批評日誌の記述を、1)指導過程(授業の流れ)に関する記述、2)

生徒観に関する記述、3)教材研究・教具の利用に関する記述、4)指導技術に関する記述の4つに分

類した。分析の結果、3),4)の視点に関する記述は多いが、2)に属する生徒への指導的評価は少ない

と指摘した。類似の研究である猪井(2003)は、9名の 3年次学生が 5週間にわたる教育実習で記し

た教育実習日誌を分析した。実習生の記述を、1)教科指導技術、2) 授業指導計画・全体の流れ、3)

英語力養成、4)教師の人間性の4つに分類した。1)に関しては、発問・説明・指示等の基本的技術

と興味ある導入の仕方等の一般的技術に下位分類し、後者の技術はすぐに身につくものでないと指

摘した。4)に関しては、普段から生徒とのコミュニケーションを図ることが大切であり、教科指導

上で生徒理解が重要であると述べた。 

森泉・浅野(2006)は教育実習日誌に添付された学習指導案を分析の対象とし、中学校英語授業の

実態について調査し、課題について考察することを目的とした。調査の結果、生徒の英語コミュニ

ケーション能力向上のための活動が多く取り入れられていたが、課題としてコミュニケーション活

動をするための口頭練習が欠如する傾向があり、実習生はあまり英語を使用していないことを報告

した。阿久津(2007)は私学の 4年生11名の教育実習日誌に記された指導教諭からの総評を分析対象

の一部とした。分析の視点として、教職への熱意と意欲、生徒を理解しようとする姿勢、指導案、

教具・教材、適切な発音・ALT とのコミュニケーションなどを設け、調査の結果、実習生は概ね、
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指導教員から良い評価をもらっているが、英語力に関して不十分であるという評価が見られたと報

告した。  

上記4つの研究は、いずれも教育実習履修簿に見られる記述の全体的傾向を分析しており、１人

1人の実習生に着目しているわけではない。本研究では、5人それぞれの教育実習履修簿の記述に着

目し、１人１人の教育実習における課題と学びの実態を見ることにする。 

 

 

                              方法 

 

１． 協力者 

平成 27年度、12名の英語選修の３年次学生が前期、後期と 2グループに分かれ、6名ずつ附属中学

校で 2週間にわたる教育実習を実施した。そのうち、5名(男子 3名、女子 2名)から本研究への協力を得

ることができた。実習生の匿名性を確保するために、各々の実習生を Student A, Student B, Student C, 

Student D, Student Eとする。 

 

2.  教育実習履修簿 

本学部において履修簿は、「教育実習の手引き」とともに、教育実習の事前指導において配布され、次

の 5 つのセクションから成り立っている。１）「実習日誌」、2)「講話等の研修記録」、3）「授業観察記録」、4)

「学習指導案」、5)「成果と省察」である。１）実習日誌はその日行ったことを、始業前から放課後まで時間

ごとに記述し、感じたこと、気づいたことを記入し、配属された学級の指導教員へ毎日提出し、コメントをも

らうようになっている。2) 講話等の研修記録は、校長、副校長、主幹教諭をはじめ、附属中学校教員から

の学校教育における様々な教育活動の講話に関するものである。講話には教育実習の意義、学校経営、

学級経営、教育課程、教科指導、生徒指導、学校保健、総合的な学習、道徳指導、特別活動等のトピック

が含まれ、およそ学校教育で行われる教育活動がほぼ全て含まれているといってよい。実習生は、講話

の内容を記述するとともに、感じたこと、思ったことなどを記入する。３）授業観察記録は英語科授業のみ

ならず、見学した数学、社会等の他教科や学級活動などの授業観察も含まれる。授業を観察し、気づい

たこと、感じたことを記入することを求められている。4)学習指導案は、教科の授業に関するものであり、

実習生自身の学習指導案であり、授業実施後の振り返り（気づき、反省、指導教員からの指導・助言等)が

添えられている。5）成果と省察は、教育実習全体を通しての成果及び省察、自分自身の教職適性につい

ての省察を記入するようになっている。本稿では主に、英語科授業に関わる記述に着目し、実習履修簿

の中でも１）「実習日誌」、4)「学習指導案」、5)「成果と省察」の 3 つのセクションにおける実習生の記述を

中心に分析を行う。 

平成 27年度の附属実習生は 2週間の教育実習中、1人 4回～15回程度の英語科の授業（うち、1回

は研究授業）と1回の道徳の授業を担当した。本研究は、主として、実習生の英語科授業に関する記述に

焦点を当て分析をする。わずか 5 名の履修簿であるため、量的な分析はあまりせず、頻繁に出現する記

述や顕著と思われる記述を時系列に引用することで、実習生の学びや課題の実態を明らかにしたい。 
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                          主な記述例および考察 

 

 教育実習履修簿から、各々の実習生が教科指導についてどのような課題に直面し、どのように解決しよ

うとし、また、どのようなことを良かったと感じているのかについて、主な記述例を時系列に述べる。その際、

履修簿に見られる実習生の記述を網羅的には拾い上げてはいない。 

表１は Student A の主な記述である。Student Aは 1回目の授業を、同じ学習指導案を用いて 2クラス

で実施した。課題として、指示が早口であること[1]、英文の誤り[2]などを挙げ、良かった点として、良いク

ラスの雰囲気[3]、自分の英語発音に関する生徒の意見[4]、の 2点を挙げた。 

 

表１．Student A の主な記述                                   (下線は筆者によるもの) 

1回目授業（2クラス） 
[1] ○〇先生にご指導をいただいて気づいたことなのだが、英語の指示が早口になってしまっていた。英語で
の指示が早口になると生徒には伝わらないので落ち着いてゆっくり話していこうと思った。 
  
[2] アクティビティの練習の際、 ‘What do you want to do in this weekend?’と言ったが、 ‘in’は不要だったもの
の、事前に確認していれば防げた。 
 
[3] 1回目の授業ということもあり明るく、良い雰囲気でやることを自分の中で気を付けていて、雰囲気よくできた
のはよかったことである。 
 
[4] 生徒からもらったフィードバックには発音が良いと書いてあったことが嬉しかったです。 
 

2回目授業（2クラス） 

[5] 私の指示の出し方が悪く、混乱してしまっている生徒が多くいた。ピクチャーカードと音声だけを見て聞い
たときに、キーワードとなる 5W１Hの言葉をメモしてから、その文から本文と同じ内容になる文を作ることを意図
していたのだが、メモするときにすべてをディクテーションしようとする子もいれば、教科書を開いてそのまま文
章を写してしまっている子もいたと○○教生から聞き、自分の指示の甘さを痛感した。 
 

3回目授業（2クラス） 

[6] 不定詞の形容詞的用法を扱いました。訳し方が副詞的用法を似ているため、その違いに気付かせることを
ポイントトにしたかったのですが、生徒たちには難しい説明になってしまいました。 
 
[7] 目標を掲示した時点で「一つの言葉に情報をくわえて」というのは分かりづらい部分だったと思う。「一つの
名詞に」の方が他の用法と混同せずに済んだと思うので、よりわかりやすく明確な目標を示したい。 
 
[8] グループに移動させてから指示すると騒がしくなってしまうので、説明を全て終わらせてからグループに移
動させるようにするべきだった。 

4回目授業（2クラス） 

[9] Lesson 5cの内容確認として、Read and Look upを行ってから、TF,Q&Aを行った。Inputが少なかったため
教科書を見ながらやっている生徒が多くいた。Lesson 5 にかけられる時間は限られているけど、内容理解まで
やらせるのは厳しく、いかに計画的に効率よく進めていくかが大切だと感じた一方で、その点が一番難しいと
感じる点であった。 
 
[10] 〇〇先生からのフィードバックをいただきました。私は早口になってしまうことを注意して頂いたのはもう 3
回目になってしまったので、本当に意識して直さなければならないと思います。 
 
[11] 全体的に生徒が協力的で手もよく挙がります。間違った答えを言った時も、お助けとしてヒントを与え合うこ
とができていました 



猪井新一：英語選修の学生は教育実習で何を学んでいるのか 

 - 183 - 

研究授業 

[12] To不定詞を使って作ってきた文を何用法か仕分ける作業を入れたが、正直そこは必要なかったと感じる。
[中略] 3 つの用法を見分けられなくても、正直英語を話すときには支障は出てこないと思うが、ここにとらわれ
すぎていたのは反省点である。 
 
[13] 指示の出し方で、うまく伝わらずに混乱してしまった場面が見受けられた。他の教生から意見をもらったよ
うに，1 つ終わったら立たせたり、座らせたりすることで、アクティビィティーで何をやっているのかを明確にする
と分かりやすくなると思いました。 
 
[14] 自分の研究授業は人生で経験したことがない程緊張しました。しかし、生徒たちは一生懸命授業に参加
し、普段挙手をしない生徒まで意見を言ってくれて、本当にうれしかったです。 
 
 

まとめ 

[15] 単元を通して、最終的にどんな能力をつけさせたいかを先に決めてから 1 つ 1 つの授業を作成していく
「バックワードデザイン」は、私にとって初めてであり、理に適っていることは頭でわかっているものの、実際に
やってみると上手くいかないことが多くありました。 
 
[16] 一貫して「指示の出し方」が難しいと感じる点でした。毎回アクティビティを取り入れたのですが、指示が長
くなってしまい、うまく伝わらないことも少なくありませんでした。 
 
[17] 50分の授業を組み立て、テンポよく進めていくことは後半になってやっとつかむことができました。 
 
[18] 毎日の放課後の教科指導で○○先生や他の教生からもらったアドバイスのお蔭で、なんとか最後の目標
に向けて授業を修正しながらやっていくことができました。自分にない発想を共有することができ、毎回大変有
意義な時間となっていて、自信のモーチベ―ションも上がりました。 
 
[19] 発音や声の大きさに関しては、生徒から聞きやすいと言ってもらえて嬉しかった点です。今までの留学
や、自分で大学で取り組んできた練習が生かされた点だと感じたので、これからも継続して努力したいです。 
 

 

Student Aは教育実習を通して、大きく3つの課題を抱えていた。1つは「指示・目標の出し方」

で、頻繁に言及が見られた(表1の[1],[5],[7],[8],[13],[16])。本人も認識している通り、早口と

いうこともあり[10]、英語の授業中、適格な指示を出すことが難しく、実習期間内では容易に解決

はできなかったことがわかる。2つめの課題は文法説明である。[6],[12]にある通り、To不定詞の

用法の説明を試みたが、最終的には、さほどその用法の区別をしなくても、支障はないことに気付

いている。3つ目の課題は時間配分も含めて、単元や授業全体の流れである。[9]は授業における各

活動への時間配分について、[15]は単元全体に関しての流れに関して、難しいと感じていた。 

  Student Aの教育実習に関する良い記述としては、50分の英語の授業を一通りやれるようになっ

たこと([17],[18])、生徒の協力があったこと([11],[14])、自分の英語の発音に自信がもてたこと

（[4],[19]）などがみられた。 

 

次に、Student Bの記述を見ることにする（以下の表2）。主な課題は、1)生徒理解を前提とした

教科指導、2)文法説明、3)時間配分、4)指導の手立て、5)話し方が早口、6)生徒主体の学び等であ

る。1)生徒理解を前提とした教科指導とは、教科指導と生徒理解と密接な関係にあることである。 
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表2．Student B の主な記述 

1回目授業（2クラス） 

[1] 初回の授業は配属クラスではない〇年〇組で行ったが、生徒の名前や実態が全く分からず、どのような授
業を進めていけばよいか見当がつかなかった。 
 
[2] 配属クラスでの授業、かつ前時の〇年〇組を踏まえての授業であったので、生徒の名前で授業が混乱し
てしまうことはなかった。むしろ、生徒が挙手したときなどは、すぐに指名することができ、スムーズに授業を進
めて行ける雰囲気が作れた。私が生徒の名前を覚えていることが、生徒も分かっていて、安心して手を挙げる
ことができたのかもしれない。生徒たちと信頼関係を築いていくということは、様々な場面で重要な役割を果た
すことになっていることに気づいた。 
 
 
 

2回目授業（2クラス） 

[3] 初回の授業で ‘We are the world’の意味にフォーカスしすぎて、あまり聞かせることができず、無理矢理生
徒に歌わせた。今回からリンキングがあるところなどを中心に、細かく歌うための練習を行うようにした。歌って 
ほしいというこちらの願いと彼ら（生徒）の願いの両方を叶えるための「手立て」を考えることが大切だ。 
 
[4] 初回で生徒の名前や実態がわからず苦労してしまったという失敗から、○組は配属クラスでないものの、他
教科の授業などを見学しに行ったり、朝の時間に生徒と話したり、生徒との関係性を構築しようと努めた。授業
外での努力が、授業につながったのか、今回は大きな混乱をすることなく終了した。 

3回目授業（2クラス） 

[5] やはりドリルは受け身の授業になってしまうので、目標文のインプットを図りつつ、生徒が主体で行えるパタ
ーンプラックティスなどを入れてもよかった。 
 
[6] 教科指導については、今日 3 回目ということで、既に慣れ始めてきた。生徒の名前を○組については全員
覚えられたので、戸惑うことなく、手を挙げた生徒を指名することができた。 
 
[7] Oral introductionで折りたためるコップの実物を提示しながら、whichの導入を行った。実習前から温めてき
た導入方法だったので、実行できてよかった。生徒の「これ、なんだろう」→「知りたい」→「だから説明する」と
いうような思考の流れを作り、関係代名詞を学習する必然性を作れたのではないだろうか。 
 

4回目授業（2クラス） 

[8] 慣れてきたせいで、今度は「間延び」してしまう問題が出てきた。Q&AでもT or Fでも生徒同士の情報の共
有というより、普通のおしゃべりが目立つようになってきてしまった。生徒を上手に授業に引き込んでいけるよう
に、発問の仕方やタイミング、情報共有させる時間も区切り方など工夫する必要ある。 
 
[9] 最終目標のプレゼンテーション活動の帯活動ができず、時間配分がとても難しいと感じた。 

5回目授業（2クラス） 

[10] なかなか帯活動の時間が確保できず、スピーチ原稿の作成が進まない。まず生徒たちは英語が難しいか
ら英作文ができなというより、書きたいことがないから書けない状態。書きたいことを見つけさせる手だての必要
性を感じた。 
 
[11] ‘Who is the greatest person that you respect?’という題で、2時間続けてペアを替えながら会話活動してき
たので、○組に比べスタートは遅かったものの、作業自体はかなり円滑に進んでいる。作業する手順やスター
トをどのように行わせていくかを考えるきっかけになった。 
 
[12] アクティブラーニングについて何となくわかってきた。新たなワークシートを導入したが、その導入が上手
くいかず生徒に相談した。より生徒が使いやすい方法で、活用するには生徒にその考えを聞くことが重要と考
えたからだ。[中略]私が一方的に教えるより、自分たちで答えを導くのが一番である。 
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6回目授業（2クラス） 

[13] 主格の関係代名詞 who, which をすでに取り扱っており、文構造も生徒たちは理解している。今回は that
を導入したが、果たして thatに関する文法は必要であったか疑問が残った。 
 
[14] thatの導入における文法説明の重要性の有無を考えた結果、thatは who, whichでもどちらの用法でも使
えるということを伝えるだけにとどめ、ワークシートは廃止した。文法説明に使われる時間をパターンプラックテ
ィスの時間に当てることができ、生徒たちの学習時間がかなり増えた。 
 

７回目授業（１クラス） 

[15] 帯活動に時間を取られてしまい、教科書の本文の Reading活動ができていない問題がある。shadowing を
やらせたいと思っていたのだが、overlappingもできておらず、Repeatで終わってしまう。 
 
[16] はやり Q&A と Tor F で間延びしてしまう。生徒の意見が生徒から出るのを待っているからダメなのだろう
か。あまり指名するのは好ましくないと思う。 
 

研究授業 

[17] 最初の授業と斉研(研究授業）とで、自分で変わったと思うのは指示の出し方である。なるべくシンプルに、
そして一回で通じるように、言葉を簡略化し、大きくゆっくり言うようにした。今回は、今までよりもスムーズに各
生徒が活動に移れていたので、指示の出し方が功を奏したのかと感じる。 
 
[18] 研究協議会で私が非常に早口であったということである。これは私が実習中毎日悩んできた課題の一つ
であり、それが成果として上がらなかったという厳しい現実を突き付けられた気がした。日々の癖というのはた
った 2週間でなおるわけではない。実習を終えた後も、取り組まねばならない課題である 
 

まとめ 

[19] 最近英語の歌を用いた学習活動に注目している。本実習ではスティービーワンダーの歌を導入する必然
性もあり、学習活動を試す上でとても良い機会であった。 
 
[20] 歌詞の導入だが、ワークシートを工夫したつもりだったのだが、中学生にはかなり容易だったようで、「指
導案」と実際の授業とのギャップに悩んでしまった。○○先生の後のご指導で、「どのように出会わせるかが重
要」ということを学び、また生徒の実態がわからないまま指導することの危険性も実感した。 
 
[21] 歌詞の意味についての理解だったが、この授業で扱ったのが ‘We are the world’であり、歌を歌うことよ
りも、意味の理解が重要だと考えた。この点では、生徒に意味をフォーカスする機会を与え、考えせることがで
きたと思う。 
 
[22] 実習前、大学で新しい教育理論は学んできたし、模擬授業もたくさん行ってきたということで、分かったよ
うな気がしていた。しかしながら、実際に授業を行ってみると、何がアクティブラーニングで、何が協同学習なの
か分からず、その良さを生かせないことがあった。 
 

 

初回の授業はクラスの生徒の名前がわからなかったことが原因で、授業を進行することが困難で

あったが（表2の[1]）、それを踏まえて生徒の名前を覚え、授業外でも生徒理解に努めた結果、混

乱なく授業を進めることが可能となり、教科指導は生徒理解が前提であることを学んだと記してい

る（[2],[4],[6]）。2)文法説明は、Student A 同様に、限られた時間内で文法説明をどの程度すべ

きかという課題であった[13]。しかし、文法説明を簡略化することで、他の活動に時間を振り分け

ることが可能となったと述べている[14]。 

3)時間配分が課題となった原因の１つが、テンポよく授業が進まないことである（[8],[16]）。発

問をして生徒からの自主的な答えを待っているとなかなか授業が進まなく、結果として他の活動に
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十分時間を当てることが難しかったようである（[9],[10]）。Student B は[5][16]に見られるよう

に、生徒の自主性を重んじていると思われ、そのことと授業の進度との兼ね合いに悩んでいたこと

が窺える。一方、やっと帯活動をすると、今度はそれに時間がかかり、他の活動ができないことに

なり[15]、時間配分は実習中に何度も直面した問題であることがわかる。 

4)指導の手立てに関して、Student B はある活動を生徒にさせるにしても、生徒が取り組みやす

いような手立てや工夫が必要であることを学んだ（[3][10][20]）。5)話し方が早口については[17]

にあるように、実習生自身ではある程度改善されたと思っていたが、[18]にあるように第 3者には

そのようには見えなかったようである。6)生徒主体の学びは、いわゆるアクティブラーニングと思

われる。[22]のようにアクティブラーニングとは十分理解していなかったが、[12]にあるように生

徒自身に考えさせることであると気づいた。 

 上記以外の記述は、[7]の which のオーラルイントロダクションによる新教材の導入、[19][21]

に見られる歌の教材としての活用であり、いずれも上手くいったとの記述である。   

                              

以下の表 3 は Student C の主な記述である。主な課題としては、1)英語力不足 (表 3 の

[1],[5],[12],[14])、2) 緊張してしまうこと（[7],[9],[15]）、3)指示のわかりにくさ（[1], [4], 

[12]）、4)個人差への対応[3]、である。特に、英語力不足への言及が頻繁であり、それが原因で指

示があまり伝わりにくいと述べている。さらに、緊張してしまう記述が複数回見られた。この2つ

の課題は、わずか2週間の実習で容易に解決はできなかったと痛感しているのがわかる。良かった

点としては、1)1 通り授業ができたこと[2]、2)生徒の協力があったこと（[4],[10]）、3)活動のア

イディアが良かったこと（[8],[13]）、4)生徒のつぶやきに臨機応変に対応できたこと[6]、5) 生徒

の活動における楽しさ[11]である。 

 

表3. Student Cの主な記述 

1回目授業 

[1] 指示が伝わりにくいこと、話すときの自信がなく声が小さくなってしまうことが挙げられた。自分の英語力に
自信がないので、指示も簡潔にわかりやすくできないし、指示以外でも英語を使うことに躊躇が生まれるのだと
思った。 
 
[2] 初めての 50分全部の授業であった。計画は○○先生のものに沿った形である。自分では全然満足してい
ないが、何とか大崩れすることなくできたことが、第一の収穫だった。 
 
[3] 今まで、大学の授業では先に課題が終わってしまった生徒への対応など考えたことがなかったので、とて
も参考となった。40 人もいるのだから当然進むスピードは違いが出てくる。そういうことにたいしても配慮をしな
ければならないことは、授業をやってみて初めて分かったことである。 
 
[4] それにしても、自分のわかりにくい指示で動いてくれて、答えがほしいところで答えてくれて、○組の生徒
たちには感謝です。一緒に授業を作っていくのだと実感した。 
 

2回目授業 

[5] 活動が多くなってくると余計に英語ができないことが露呈してしまった印象である。伝えようとしてみるもの
の、簡単で伝わりやすい表現というのは難しいと感じた。 
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[6] 不意に出た生徒のつぶやきに反応して、その疑問を全体に共有することができたり、時間の組み立てを臨
機応変に対応できたことはよかった。 
 
[7] 1 回目の授業よりは落ち着いてできていたと思っていたが、心の奥では余裕が全くなかった。自分がやりた
いと思って練った活動であったのに、実行できなかったのは悔しく思う 

 

[8] 新出単語を扱う時、英単語を英語で説明した分がどの単語を指すか、考えることを入れてみた。自分として
は英語を伝わるように英語を伝えるのはかなり大変であると考えているから、この活動を思いついた。これにつ
いては、○○先生や教生から褒められてうれしかった。 

                                       研究授業 

[9] 自分の緊張という最大の敵に飲まれてしまい、それが生徒にも伝わってしまったということは協議会でも挙
げられた。これには慣れていくしかないだろう。 
 
[10] １校時に研究授業に臨んだが、意欲的に動いてくれた○組の生徒に助けられたと感じた。 
 
[11] アクティビティに関しては、生徒が楽しんでいたようで一安心だった。楽しそうにしていることでかなり救わ
れる感覚があった。 

まとめ 

[12] 英語を使って指示をすることについての課題が浮き彫りなった。当然のようにオールイングリッシュを求め
られているが、まだまだ英語力が足りないと痛感した。指示は短く、わかりやすくしなければ生徒は動かない。 
 
[13] アクティビティーのアイディアなどは褒めてもらえた部分なので、今後伸ばしていくようにしたい。 
 
[14] 中学生の頃の英語の先生に憧れ、英語という道に進んだのであって、英語が特別できるとか、英語が特
別に好きとかいうことがないのが自分である。しかし、教員を目指している中、それではいけないと痛感した。ど
ういう経緯があったにせよ、自分の授業を受けるのは生徒たちであり、その生徒たちから見て英語ができない
教師ではだめだと感じた。 
 
[15] 次に、人前で話すという点である。口下手であり、大勢の前に立つと、頭が真っ白になってしまうことは克
服できなかった。 
 

 

表4はStudent Dの主な記述である。実習中課題はあったが、何とか改善できたという記述が多

い。主な課題は、[4]にあるように活動の説明の仕方、[10]の活動をさせるための手立てであった。

[4]に関しては、[5]のように長々と説明するよりむしろ実演することで問題を解決している。良か

った点は、1) 1通り授業を終えることができたこと[1]、2)時間配分が改善したこと（[2],[3],[14]）、

3)文法の説明が上手くいったこと（[11]）、4)歌の教材としての活用[7]、5)生徒が協力的であった

こと（[1],[12]）、6)生徒が楽しく活動に参加したこと（[6],[7],[8],[9],[13],[15]）である。Student 

D にとっては、特に生徒が楽しく授業に参加することへの言及が頻繁であり、そのことを自分もう

れしく感じていることがわかる。 

 
表4. Student Dの主な記述 

1回目授業（2クラス） 

[1] 初めて自分で授業 1を行った。最初はとても緊張したが、生徒の協力もあって、無事終えることができた。 
 
[2] 1クラス目○年○組では、最後に 5分余ってしまい次の時間の予習にあてたが、指導の先生から readingに
した方がいいと言われ、2クラス目は改善点を踏まえた結果、丁度 50分で終えることができた。 
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2回目授業（2クラス） 

[3] 今日の授業は、最初の授業の時と比べ緊張せずに行うことができた。流れもほとんど同じだったため、時間
配分も上手くできた。 
 

3回目授業（2クラス） 

[4] 1 クラス目の授業では、reading の際、shadowing と overlapping についての説明にかなり時間をかけてしま
ったため、reading practice の時間が短くなってしまった。 
 
[5] 2クラス目は、説明の時間を省くために、実際に生徒の前でやったところ、すぐ理解をしてくれた。 
 
[6] 職務質問ゲームは、男子が女子に、女子が男子に質問する形式をとった。生徒は予想以上に楽しんでい
た。 

 

4回目授業（2クラス） 

[7] 初めて warm-upに歌を取り入れたが、生徒たちも楽しんでいるようだった。 
 
[8] whatの復習として行ったお使いゲームも成功したのでないかと思う。 
 
[9] 一番盛り上がったのが、 Simon says game である。 

研究授業 

[10 ] 授業内での活動として、Who am I? を取り入れたが、自分が何になりきるのかを決める段階で時間がかか
った。 
 
[11] be 動詞を初めて教えるということで、どうすれば分かりやすく説明することができるのか、非常に悩んだが
「＝」(イコール)と近い意味があるというところを説明すると、生徒も納得しているようであった。 
 
[12] 今までで一番生徒が積極的に参加してくれた。 
 

まとめ 

[13] 全ての授業が上手く行ったと断言することはできないが、楽しんで授業を行うことはできたと感じる。指導
案を毎回作ったり、教材を用意することは簡単なことではなかったが、生徒が授業を楽しいと言ってくれると、そ
の期待に応えられるように頑張ろうと思えるようになった。 
 
[14] 指導案を作る際も、各活動にどの位時間がかかるのか分からず、始めは悩むことが多かった。しかし、何
度か授業を行っていくうちに時間配分も分かるようになり、上手く行かない時も臨機応変に対応することができ
るようになった。 
 
[15] 課のまとめの活動では、ゲーム形式の活動を取り入れることで、生徒と一緒に楽しみながら授業を行うこと
ができた。 

 

表5はStudent Eの主な記述である。実習中の主な課題は、1)時間配分（[2],[17]）、2)日本語使

用[3]、3)活動のための手立て[11]などが挙げられたが、頻繁には言及はされなかった。一方、実習

中改善され、良くなったことへの言及が多い。1)生徒の反応の良さ（[4],[5],[10],[13],[21]）、2)

文法の導入・説明が上手くいったこと([8],[15])、3)テンポが良かったこと（[12],[14]）、4)活動

の手立てができたこと（[9],[18]）、5)個人差への対応ができたこと[16]、6)生徒からの学び[22]、

7)生徒理解が教科指導の前提[23]などである。特に、この実習生は生徒の反応の良さを頻繁に述べ

ており、挙手も含め、生徒が良い反応を示してくれるとうれしく感じているのがわかる。記述[23]

は、Student Bの記述(表 2の[2],[4],[6])とほぼ同じである。つまり教科指導は、生徒理解の上に
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成り立っていることを学んでいる。 

 

表 5. Student Eの主な記述 

1回目授業 

[1] 緊張して声が小さかったと改めて思う。自分には技術がないので、元気な姿だけは負けずに頑張ろうと思
う。 
 

2回目授業 

[2] 本文のListeningやT-F,Q&Aで大幅の時間を取ってしまい、本文の読みの時間も削り、帯活動が行なえな
かったので、時間を意識したい。 
 
[3] 日本語が昨日に比べ多くなってしまった。 
 
[4] 昨日より、よい雰囲気で行えた。生徒のなかにも Any volunteers だけで挙手してくれる人が増えたので、く
じで指名する前に必ず聞くようにしたい。 
 
[5] Useful Expressions は反応が良かったので、次回も行おうと思う。 
 

3回目授業 

[6] 教科書の範囲を終わらせることに固執するあまり、○○先生に CD の代わりになってしまった。ALT がいる
からこそできる授業を展開できるように心掛けたい。 

4回目授業 

[7] 序盤はテンポよく進めたのに対し、後半は少しだらついた。全体の見通しを生徒と共有することで解決でき
ると思うので、次回からは気を付けたい。 
 
[8] 〇〇実習生の協力を得て、TTの形で文法を導入したことが好評だった。 
 
[9] 会話活動や Image mapping などの前に例を示すことを意識的に行った。生徒の理解の助けとなるので、今
後も行っていきたい。 
 

5回目授業 

[10] 授業を行うたびに生徒の挙手が多くなっていき、とてもうれしい反面、挙手してくれた生徒全員を指すこと
ができなくとても残念に思う。 
 
[11] 文の書き出しの例を 1 つしか挙げなかったために生徒の混乱を招いてしまったので、数パターンの例を
提示したい。 
 

[12] 本文内容理解だったので、Power Pointを活用しながらテンポよく進めることができたと思う。 
 
[13]  諺についてもWarm-upは生徒の反応がとてもよくうれしかった。 
 

6回目授業 

[14]  前半のオーラルイントロダクションでよいテンポを作ることができた。 
 
[15] 文法の説明を少し丁寧に行うことは生徒からの反応が良いので、塾でやっているとはいえ、丁寧に行って
きたい。 
 
[16] 音楽を流すことによって、作文する生徒と音読する生徒の区別が図れたので、進度に差がある際は内容
によってこの手法を用いたい。 
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7回目授業 

[17] 帯活動に重点を置きすぎて、Q&A の解説が足早になってしまい、正解している生徒が少ないにも関わら
ず、強引に進めてしまったので、次時の TFは少し丁寧に行いたい。 
 
[18] 今回の授業では、次時のための仕込みをどれだけできるかが鍵だったが、なかなか上手く仕込めたので
はないかと思う。 
 

研究授業 

[19] 大勢の人が見学する前で緊張してしまい、指示が早口になってしまった。TF の答えの確認も時間を気に
するあまり、早口になってしまい、一部の生徒にとっては不十分だったかもしれない。 
 
[20] 最後の授業、準備の時間を有効に使うことができ、8回の授業では一番よくできたと思う。 
 
[21] 第 1 回の授業から回数を重ねていく上で、挙手をする生徒の数が次第に増えていき、今回の授業では、
かなりの生徒が挙手し、とても驚かされた。生徒に成長させてもらった教科指導だった。 
 

まとめ 

 [22]一番不安な点であった教科指導では、先生方はもちろんのこと、生徒から学ぶことが多く、一番成長でき
た点だと思言う。緊張して声が出ないと、自信のなさが伝わり、生徒も楽しむことはできないし、楽しくないと学
ぶきっかけにならないことに気づけたことは大きな財産だと思う。 
 
 [23] 学級経営や休み時間を通して、生徒との関わりが増えるにつれて、授業も良くなっていったので、生徒
の実態をよく把握することは教科指導には必要不可欠であり、「授業は生き物」という言葉を実感することができ
た。 

 

これまでは 5人の実習生を１人1人の教育実習簿の記述を時系列に見てきたが、英語科授業に関して、

どのような点に頻繁に言及するかは、個人差が見られた。表6は、それぞれの実習生が、上記表1～5の

中で言及した項目には✓印を入れ、さらに、3回以上言及した項目には✓✓を記した。このようにすること

で、5 人の実習生が、教育実習中どのようなことを課題としてとらえていたり、意識していたかについての

比較がある程度可能となる。 

表6から、履修簿記述の 1) 個人差について、2) 教科指導技術について、3) 生徒との関わりの 3点に

ついて考察を進める。1) に関して、実習生の記述に関して個人差があることがわかる。どの項目に言及

して記述するかは、個々の実習生がどのような課題に直面し克服しようとしているか、あるいはどのような

ことをうれしく思っているか、意識しているかなどが異なることを示している。Student A は④ 指示の出し

方のみに頻繁に言及しているが、Student Bは ② 時間配分、⑥ 活動の説明・手立て・手順、⑪ 生徒理解

前提の教科指導の 3 項目に頻繁に言及している。Student C はただ１人、⑰ 英語力不足へ言及している。

Student D, Student Eはともに、⑩ 生徒からの反応・授業参加について頻繁に述べている。このように、各実習

生にとって、実習中の課題や関心事が異なる傾向にあることがわかる。それぞれの実習生は、それぞれ異なっ

た個性を持ち、これまでの英語学習体験も多少なりとも異なっているため、当然の結果である。 

表6の②, ④, ⑤, ⑥の項目への実習生の言及が頻繁である。②, ④, ⑤に関しては4人の実習生が、

⑥に関しては 3人が言及している。これらの項目は、いずれも猪井(2003)では、基本的教科指導技術と分

類されている。そして、⑤の文法説明以外は、すべて他教科の指導でも必須とされる指導技術であるた

め、言及が多いのは当然と思われる。大学の教科教育法の授業においても、模擬授業を実施しているが、

15～20 分程度の長さであり、しかも、中学校で行われる授業の１部を切り取った形で行われることが多 
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表6. Student A～Student Eの記述の比較  

記述項目 A B C D E 

① 授業全体の遂行 ✓  ✓ ✓  

② 時間配分 ✓ ✓✓  ✓✓ ✓ 

③ テンポ  ✓   ✓ 

④ 指示の出し方・早口 ✓✓ ✓ ✓✓  ✓ 

⑤ 文法説明 ✓ ✓  ✓ ✓ 

⑥ 活動の説明・手立て・手順  ✓✓  ✓ ✓ 

⑦ 活動のアイディアの良さ   ✓   

⑧ 歌の活用  ✓  ✓  

⑨ 生徒の協力 ✓  ✓ ✓  

⑩ 生徒の反応・授業への参加    ✓✓ ✓✓ 

⑪ 生徒理解前提の教科指導  ✓✓   ✓ 

⑫ 生徒主体の学び  ✓    

⑬ 個人差への対応   ✓  ✓ 

⑭ 臨機応変な対応   ✓ ✓  

⑮ 自分自身の英語発音への自信 ✓     

⑯ 緊張感 ✓  ✓✓  ✓ 

⑰ 英語力不足   ✓✓   

⑱ 日本語使用     ✓ 

(注) ✓✓は、その項目が各実習生により3回以上、表1～5の中で言及されていることを示している。 

 

い。例えば、新教材のオーラルイントロダクション、コミュニケーション活動例などを模擬授業することが多

く、50分の授業を通して体験することはまずない。そのため、実際に 50分授業を体験してみることで、②, 

④, ⑤, ⑥への言及が頻繁であると考えられる。 

3) 生徒との関わりについて、5 人の実習生とも、⑨ 生徒の協力、⑩ 生徒の反応、⑪ 生徒理解前提

の教科指導のいずれかの項目に言及しており、教科指導はこれらの項目と密接に関わっていることを学

んでいる。附属中学校における教育実習では、1クラス 40人もの生徒がおり、実習生が１人１人の生徒の

性格や興味まで十分把握していないと思われ、授業中生徒がどのような反応を示すかというのは、実習

生にとってとても気になる点である。特に、Student D, Student E は⑩生徒の反応や生徒の授業参加に

頻繁に言及している。既述したが、Student Bおよび Student Eは教科指導は⑪の生徒理解が前提である

と明言している。この点は猪井(2003)でも同様の記述が見られた。改めて、教科指導は生徒理解と密接な

関係にあることを、実習を通して学んでいる。 

 

 

                             まとめ 

 

5 人の英語選修 3 年次学生の附属中学校における教育実習簿の記述を分析した。まず各々の実習生

がどのような問題に直面し、解決しようとしたのか、そしてどのよう点が良かったのかについて時系列に述

べた。その結果、各実習生がどのような項目を頻繁に言及しているのかが明確となり、さらに、実習中の

問題が解決されたものもあれば、短期間では解決されないものもあった。各実習生がどのような項目に言
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及するかについては、個人差がみられ、各実習生にとっての課題、関心事が異なることを示している。総

じて頻繁に言及された項目は、附属中学校における 50分の授業を体験することで、時間配分、指示の仕

方、説明の仕方など他教科でも必要とされる指導技術である。また、5 人全員が生徒との関わり(生徒の協

力、生徒の反応、生徒理解など)の視点から、教科指導を述べていた。教科指導は生徒理解を基に実施

されることを明言する記述も見られた。 

このように教育実習生が附属中学校で直面した課題、実態等を理解することは、大学において教科指

導法の授業を担当する者にとって大変有意義である。大学における授業において、教育実習で直面する

と思われる問題・課題等に事前に議論することが可能となり、さらに、模擬授業においては教育実習で教

えるであろう中学生の立場に立つように、学生に助言・指導することが可能となる。 

本学の教育実習は数か月にわたり実施されるものではないが、学生自身の教職適性を見極めたり、将

来の教職に対する意識の向上の機会を提供している。そのような教育実習をより実り大きいものにするた

めにも、大学における教科教育法の授業の果たす役割はとても大きいと、改めて実感している。 

 

 末尾になったが、本研究に協力してくれた本学英語選修の学生に謝意を表したい。 
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ADHDの診断を受け、かつLDの疑いがあるとされた通常学級在籍の小学校5年男児（A児）に対して、文章作成

を通じた言語表現の支援を行った。A児に対しては、本支援を開始する以前から読み困難へ支援を継続的に行ってい

た。日常生活場面でも自らの気持ちや考えを音声言語で説明することにつまずくことがあり、他児とのコミュニケー

ション上のトラブルに発展することも多かった。そこで、ADHDの行動特徴に配慮し、かつLD様の症状によって生

じる言語表出面でのつまずきを考慮し、文章作成による言語表現の支援を実施した。支援に際しては、A児がモチベ

ーションを維持しながら課題に取り組むことができるように、新奇性の高い学習場面を設定し、学習の終わりには作

成した文章を発表させることで、わかりやすい文章表現を心がけることができるようにした。支援開始当初は、順序

だてて物事を説明できなかったり、気持ちの説明が単一の表現に偏ったりしていたが、支援の経過とともに、文章表

現に変化がみられ、自分の気持ちについて理由を付した説明ができるようになった。また、文章中に擬音語や比喩表

現などが含まれるようになり、文章表現の工夫が見られるようになった。以上から、本研究で実施した言語表現への

支援が、LD様の症状を呈するADHD事例における言語表現の多様化をもたらしたものと示唆された。 

 

 

はじめに 

 

平成 24 年に文部科学省が行った全国調査で、高機能自閉症、学習障害（LD）、注意欠陥多動性

障害（ADHD）などの発達障害の可能性があり、学習または行動面で特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒が6.5%在籍することが明らかとなった（文部科学省，2012）。特に、LDは実態に即し 

―――――――― 

*茨城大学大学戦略・ＩＲ室  **茨城大学教育学部 
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た教育的支援が求められている。一方、ADHDは、注意の持続が困難であったり、衝動的な行動の

ため、しばしば学級内での対人関係に困難を抱えるケースが多い。このため、ADHD児への支援に

ついては、ソーシャルスキルトレーニング（SST）を中心とした社会コミュニケーション面への支

援が行われることが多い。例えば、ADHD児におけるSSTについては、集団や小グループによる

実践が報告され（安川，2002；高橋，2005）、ADHDの行動的特徴である衝動性に配慮して、「発

言の順番を待つ」、「他児の発言を聞く」などの支援が行われている。 

 一方、LDやADHDなど通常の学級に在籍する発達障害については、複数の障害が重複して呈さ

れることがあると報告されており( Pennington，2006 )、ADHD児がLD様の症状を示すことも珍

しくはない。たとえば、藤岡ら（2014）は読み障害と診断された児童についてADHDの併存率を

調べたところ、71.7％と高率であることを報告している。さらに、ADHDなどの発達障害が併存す

ると学習上の問題が保護者や教員から主訴として挙がりづらくなることも指摘されている（藤岡ら，

2014; 藤岡ら，2015）。したがって、障害別に固定された支援方略だけでなく、対象児へのアセス

メントおよびヒアリング等に基づく実態に即した丁寧な支援が必要となるであろう。つまり、

ADHDと診断された子どもであっても、LD等の他の症状が認められた場合には、単に多動性や衝

動性に配慮した支援だけでなく、読み書きの困難さに起因する基礎的な言語表現に配慮した支援が

必要であると考える。 

ADHDとLDの併存事例における読み書き支援に関する実践研究はいくつか報告されている（大

山，2008；宇野・上林，1998）。例えば、木口・勝二（2004）は漢字の読み書きに困難さがある

ADHD児を対象として認知プロフィールに基づいた支援を実施し、その有効性について論じている。

しかし、本来、文字を読んだり書いたりするということは、単に識字能力を高めることに目的があ

るのではなく、文字を使って自らの考えや感じたことを他者に伝えたり、逆に他者の考えを理解す

るためであるともいえる。したがって、自ら習得した文字を使って相手に伝えること、そして相手

に考えを伝わりやすくするための文章表現の工夫などを通して相手に自らの想いが伝わることの達

成感や満足感を培うことが学習へのモチベーション向上へとつながっていくであろう。とりわけ、

ADHDを併存している場合には、衝動性ゆえに、相手を意識して文章表現を工夫したり、自らの表

現内容を振り返ったりする経験は少ないものと思われる。  

そこで、本研究では、ADHDと診断され、かつ読字に困難を示すLD様の症状を呈した男児（以

下、A児）に対し、学習場面で困難を示していた文章表現能力の向上を目指した支援を実施した。 

 

 

事例の概要 

 

１．プロフィールおよびこれまでの支援経過 

 対象児は、支援当時通常の学級に在籍し、通級指導教室に通う小学校5年生A児（10歳10か月）

であった。A 児は、8 歳 4 か月時に医療機関において注意欠陥多動性障害（ADHD）と診断され、

かつ学習障害（LD）の疑いがあることも指摘された事例であった。その後，小学校3年進級時に、

読みの遅れを主訴とし、医療機関からの紹介で大学に来室した。A児は、学習の最中に、しばしば

注意散漫な様子がうかがえ、廊下の話し声や隣室の物音に注意を向けることがあった。また、支援
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が 20～30 分程度経過すると姿勢が乱れたり、椅子を揺らしたりする様子が頻繁にみられた。支援

以外の場面でも、会話に集中できずに、呼びかけに反応しないこともあった。 

8 歳 6 か月時に実施した小学生の読み書きスクリーニング検査（STRAW）では、拗音の書き取

りで誤りがみられたものの漢字の読み書きなどは学年相当であった。その一方で、教科書のような

文章になると音読時間が延長し、単語や助詞の誤読が頻繁に出現した。同じく、8歳 6か月時に実

施したDevelopmental Eye Movement（DEM）検査や「特異的発達障害診断・治療のための実践

ガイドライン」（稲垣ら，2010）による単音連続読み検査および単語速読検査（有意味語、無意味

語）の結果から、眼球運動の制御および文字を音に変換する音韻処理に問題が示された。これらの

アセスメント結果をふまえ、眼球運動の巧緻化と読みにおける音韻処理の両側面から2週に1回の

ペースで2年間にわたり支援を行い、支援開始前に比べスムーズな読みを獲得することができた（平

山・勝二，2013）。 

 このように、本研究の介入時には文章読みの困難さについて一定程度の改善が認められ、国語の

授業における音読の際に自ら進んで手を挙げて発表するなど苦手意識が克服されつつあった。その

一方で、自分の気持ちや考えを口頭で他児に説明することが苦手で、ADHDにおける多動性や衝動

性も加わり、他児とトラブルになり怪我をさせてしまうこともしばしば認められた。 

  

２．言語表出能力の実態 

 本研究での支援開始時におけるA児の言語表出能力について、書字は漢字の習得に若干の遅れを

示したものの、平仮名や片仮名については間違えずに書くことができた。しかし、文章を視写させ

ると、時間をかけて集中して取り組めば均一な大きさで行内に書くことはできるが、注意が散漫な

状態になると字形が乱れ、文字の大きさにもばらつきがみられた。 

 音声コミュニケーションについては、大学生や大学の教員とは落ち着いて話すことができたが、

会話の継続には周囲から会話のきっかけを提供したり、返答を促す言葉かけが必要な場面が多々み

られた。また、A児の発言は唐突なことがあり、会話の文脈が大きく変わったり、主語が欠落した

りするなど円滑なコミュニケーションに必要な情報が欠落することも多かった。 

 

３．心理検査結果 

 心理検査は、9歳9月時点でWISC-IVを、10歳9カ月時点でDN-CASを実施した。WISC-IV

の全検査 IQは 79であり、各指標得点を比較すると、「処理速度」が他の 3つの指標に比べて有意

に低かった（表1）。一方、DN-CASの全検査標準得点は69であり、パーセンタイル順位から、全

検査標準得点が平均より低いことが示された。各 PASS 尺度間の個人内差に注目すると、「同時処

理」は、個人内平均よりも有意に高い得点であり、「継次処理」は平均に比べ有意に低い得点であっ

表1 A児のWISC‐Ⅳの結果 

 

言語理解 知覚推理
ワーキング
メモリ

処理速度 全検査

評価点合計 84 89 88 70 79

パーセンタイル 14 23 21 2 8
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た（表 2）。さらに、下位検査に注目すると、「同時処理」の「関係の理解」は低い得点を示してい

た。「関係の理解」は、検査者が読みあげた文章が表す図版を選択する課題で、文章や図版は、「机

の上にある箱の中にボールがある」などの空間認知能力とともに助詞などの文法規則を理解する必

要があり、基本的な文法規則の理解が困難な可能性が考えられた。「注意」については、いずれの下

位検査も低い評価点を示していた。「注意」の下位検査では、妨害刺激となる情報を抑制し、標的の

文字や記号を見つけたり読みあげたりすることが求められるため、関係のない刺激への注意の抑制

に苦労を伴っていることが推察された。「継次処理」については、「文の記憶」や「統語の理解」で

評価点が低かった。これらいずれの下位検査も、「黄色は赤を青にした」などの文章を記憶したり文

章に関する質問に答えたりする課題であり、A児は、呈示される文章が2文節までであれば正答す

ることができたが、3 文節になると正答することができなかった。これらの検査の結果から、複雑

な構成からなる文章の記憶や理解が難しいことが推察された。 

 

４．語彙検査 

 語彙力に関する検査として、8歳9カ月時点に絵画語彙発達検査( PVT-R )、10歳時点で抽象語理

解力検査を実施した。絵画語彙検査では、生活年齢8歳9カ月に対し語彙年齢が8歳1か月と算出

され、評価点は8点と「平均の下」に位置することが示されたが、語彙発達が「遅れている」の範

囲（評価点 5.5以下）ではなかった。抽象語理解力検査では、45課題中の正答が29課題で、同学

年の平均 27.6 課題を上回る結果であった。誤答のうち約 70%は「音的誤り」であった。以上の語

彙検査から、本支援開始時点での語彙力には目立った遅れは認められないと考えられた。 

 

５．総合所見 

 A児は語彙発達に明確な遅れはみられないものの、複雑な文章構成からなる文の理解に困難を示

すことが考えられた。DN-CASの「継次処理」得点の低下についても、主に文法処理のつまずきが

影響しているものと推察され、「同時処理」の下位検査でも下位に文法的知識が必要な課題について

は評価点が低くなっていた。また、A児はADHDの診断を受けていたが、DN-CASの結果からも

注意の抑制に一定の困難が示された。 

これらのことから、他者との会話において意味が通じない、文脈が一貫しない状態の背景に、文

法処理の困難さと注意の散漫さに伴う継続的なコミュニケーションの困難が関与していることが推

察された。 

表2 A児のDN-CASの結果 

 

プランニング 同時処理 注意 継次処理 平均

標準得点 85 89 70 64 69

パーセンタイル順位 16 23 2 0.8 1.9

平均よりも有意に低い得点(5％水準)

平均よりも有意に高い得点(5％水準)
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事例への支援 

 

１．支援仮説 

 A児のプロフィールおよびアセスメント所見から、文法能力の困難さが認められた。A児の会話

の特徴として、突然に文脈から外れた会話を開始する、主語の欠落など、対話者を意識しない様子

がうかがわれた。このような会話の特徴が通常の学級での他児とのコミュニケーションギャップの

一因となっていることが推察された。そこで、本研究では「大学探検」をテーマとして、探検活動

の中で見つかったこと、経験したことなどについて文章作成を行うことを通して、自分が言いたい

ことや伝えたいことを整理し、読み手に伝える工夫を身につけることを目指して支援を行った。 

A児がモチベーションを維持しながら課題に取り組むことができるように、大学というA児にと

っては新奇性の高い場面を設定した。また、「母親や弟に大学を紹介する」という目的を設定し、作

文に際して、読み手を意識して伝わりやすい文章を心がけるようにした。文章作成に際しては、大

学を探検した際にA児自身が撮影した写真を見ながら振り返ることで、探検の場面を、わかりやす

い文章で表現することに集中できるように配慮した。 

 

２．支援方法 

 相手に伝わりやすい話し方や順序立てて物事を説明することを目標として、大学探検で見つけた

ことや感じたことについて文章でまとめる文章作成課題を実施した。なお、支援期間が年末年始を

含んだため、冬休みの自宅での出来事についても文章作成を行った。文章作成課題は全8回実施し、

本支援を通したA児の言語表現力の変化について検討するために、その前後でプレテストとポスト

テストを実施した。支援終了後は、これまでに作成した文章を「大学探検ブック」にまとめ、母親

等の前で発表する機会を設定した。 

支援期間は 20XX年 9月から 20XX+1年 2月まで原則 2週間に 1回のペースで実施し、プレ・

ポストテストおよび最終階のまとめの回を含め、＃1～＃11まで計11回実施した。図1に支援全体

のスケジュールを示した。 

 

 

（１）文章作成課題 

「茨城大学をたんけんしよう！！」と題し、大学内を支援者と探検し、そこで見つけたものや感

じたことについて文章作成を行った。探検の際には、「大学の様子を A 児の兄弟や母親に教える」

ことを目標とした。この目標をA児に示すことにより、他者に情報を伝えるわかりやすい文章を意

 

図1 支援スケジュール 

9月 10月 11月 12月 1月 2月

支援実施回 ＃1 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 ＃10 ＃11

実施内容

プレテスト

ポストテスト

文章作成課題全8回実施 課題のまとめ
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識することができるようにした。また、探検の際にA児自身が写真を撮影し、作文の際に写真を見

ながら情報を思い出したり新たに読み取ったりすることで、A児のペースに合わせて、物事を丁寧

に文章で表現できるよう配慮した。課題の説明に用いたシートを図2に示す。なお、本論文掲載に

あたり、個人名等の表記については変更を行っている。 

文章作成課題は以下の手順で実施した。 

 

 ①大学内の特定のエリアを指定し、A児と支援者が探検を実施（初回はプレテスト時に実施）。

探検中は、見つけたものをタブレット端末のカメラで撮影。 

 ②撮影した画像を見ながら、探検を

振返り、大学探検の報告として文

章作成。 

  1）ワークシート（図3）に、文章

化する事柄や出来事を一つずつ

まとめた。A児の注意が継続す

る 20 分程度での文章作成を想

定し、まとめる項目は 3～4 つ

とした。 

  2）ワークシート記入時には、支

援者から「どんなところがすご

いと思った？」、「どれぐらいの

大きさだった？」などA児の表

現を拡大するための言葉かけを

行った。 

  3）次に、1）で記入したワークシ

ートを見ながら、書く順番や文

章の接続詞を考えるよう促し、

報告シートに文章を書き込んだ。

報告シートは上半分が文章、下

半分が写真を貼るスペースとな

っている（図4）。写真について

は、探検時にA児撮影したもの

から、A児自身が選択した。 

 ③文章作成課題実施後に、次回に向 

けた大学探検を実施。 

 ④支援の最終日（＃11）に、これま

で書き溜めた報告シートに、Ａ児

による表紙と目次を付け、一冊の

「大学案内ブック」を作成。 

 

図3 ワークシート 

 

図2 A児への課題説明文 

茨城大学をたんけんしよう！！
いばらきだいがく

大学には，まだまだ＜Ａ児＞の知らないフシギなところがたくさんある
…かも！？大学をたんけんして，みつけたものを＜Ａ児の弟＞君やお
母さん，お父さんにもおしえてあげよう！

１．大学たんけん！

２．見つけたもの・ことを記録しよう！
きろく

３．＜Ａ児＞特製の大学案内ブックを作ろう！
とくせい だいがくあんない

大学のたてものや教室をた

んけんします。写真をとるの

を忘れずに！

前回の大学たんけんを思い出して，おもしろかった

ことや気づいたことを書いてみよう！あまり大学に来

たことのない＜Ａ児の弟＞君にもわかるように書い
てみよう！

大学のいろいろなヒミツがわかったら，＜Ａ児
＞特製の案内ブックを作ってみんなに見せて

あげよう！みんながおどろくような，案内ブッ

クができるかな？！
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 ⑤「大学案内ブック」を母親や支援者の前で発表 

（＃11）。 

 

（２）プレテスト・ポストテスト 

 支援を通して A 児の文章表現の変化を捉えるため、

身近なテーマ（「好きなこと」）について文章作成を行

い、これをプレテストとした。プレテストでは、自分

の好きなことについてワークシートに記入した後、記

入済みのワークシートを見ながら文章作成を行った。 

 同様に、全8回の文章作成課題終了後にポストテス

トを実施した。ポストテストでは、「好きな食べ物」を

テーマとし、プレテストと同様にワークシートへの記

入後に、ワークシートを見ながら文章作成を行った。 

                            

 

支援経過 

  

 本項では、まずプレテストの文章から、A児の文章の特徴を分析する。次に、プレテストで明ら

かとなったＡ児の文章の特徴に注目し、文作成課題の分析を行う。最後に、各文章作成課題をふま

えポストテストとプレテストの比較を通してA児の文章表現の変化について検討し、本研究におけ

る支援の効果を検証する。なお、A児の文章には、平仮名表記や文法的エラーが含まれるが、全て

A児の記述した通りに転記した。 

 

①プレテスト（＃1） 

 プレテストでテーマとした、「好きなもの」については A 児が好んで行っているゲームソフトに

ついて記述されていた。表3に、A児が実際に書いた文章を示す。プレテストの文章を読むと、な

ぜそのゲームが好きなのかなどといった理由などには触れられておらず、ゲームの細かな手順が語

られていた（たとえば、「あと、回してあいてをたおすやりかたもあります」など）。また、「たとえ

 

図4 報告シート 

表3 プレテストにおけるA児の文章 

支援実施回 A児の文章 

＃1 

ぼくが、一番ゲームの中で好きなことは、妖怪ウォッチ２＜本家＞＜元祖＞で

す。 

妖怪を回してたおれそうな妖怪を助けてあげてアイテムでかいふくさせます。あ

と、回してあいてをたおしやりかたもあります。たとえばぼくがもっている妖怪は、か

っぱ、にんぎょ、トゲニャン・・・とかをもっています。ともだちとたいせんしたりこうか

んしたりするのがたのしいです。 
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ば」から始まる文章は、前後の文脈とは関連がなく、後半の文章になるほど漢字が使用されずに仮

名表記が多くなっていた。友達との対戦やアイテムや妖怪の交換が楽しい、とする最後の一文は，

支援者からの「ゲームのどこが好きなんだっけ？」という問いかけに対して、追記されたものであ

る。 

 このようにプレテストの文章表現から、A児における以下のような実態がうかがえた。 

 ・表面的な記述にとどまっており、読み手を意識した文章が書けない 

 ・「好きなこと」というテーマに対し、主観的な気持ちや考えについて記述することが苦手 

 

②文章作成課題（＃2～＃9） 

 文章作成課題のうち、探検と文章作成の間の期間が空いてしまった＃2 と、冬休みの家庭での様

子について記述した＃8を分析対象から除き、全6回の文章作成課題について検討することとした。

以下に、課題取り組み時の様子と作成した文章について紹介する（表4）。 

 ＃3 および＃4 では、サークル棟（＃3）で見つけた「高性能自販機（液晶画面付きの自販機）」

や「道場（畳敷きの部屋）」、図書館（＃4）で見つけた「くるくる本だな（移動式の書架）」や「大

きい本（大型ハードカバー図書）」をワークシートに記入していた。しかし、具体的に何を書けば良

表4 文章作成課題におけるA児の文章 

支援実施回 A児の文章 

＃4 

ぼくは、図しょかんのドアがじどうどあだということがすごいとおもいました。 

はんどるで本だなをうごかしていたのですごいとおもいました。家にはないけど

あってすごいとおもいました。 

大きい本は、デカすぎてびっくりしました。つくった人は、すごくたいへんだった

とわかりました。 

＃5 

ぼくは、このまえに食どうとコンビニにいきました。食どうは、１階と２階とわかれて

います。１階は１０：００～１９：２０までで２階は１１：００～１３：３０まででした。コンビニ

も１階にありました。 

大がくのコンビニにはとくちょうがあります。おべんとうをかったときしょくいんがあ

たためるんじゃなく外のレンジであたためることができる。 

大がくの食どうにもとくちょうがあります。本物のようなりょうりの見本が入り口のち

かくにおいてあるのがすごいとおもった。 

＃9 

講義室には、かいだんみたいにずらりとテーブルがありました。あとこうちょうせ

んせいがすわるところみたいにものすごくきちょうだった。それにすごく広かった

し、それがすごいすてきで夢のようだった。 

それに講義室に行くには、長いろうかをとおっていきました。あと、ボランティア

にさんかする写真がはってあったのでボランティアにさんかするなんてすごいよい

ことだなとおもった。 
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いのかわからず、自発的に文章作成を進めることに困惑している様子であった。支援者が、「くるく

る本棚を選んだのはなぜ？」などと問いかけると、A児は「すごいと思ったから」と返答した。そ

こで、「どんなところがすごいのかな？」や「どうしてすごいと思ったの？」などの問いかけを行っ

た。それに対して A 児は、「（移動式の書架は）家にないからすごいと思った」、「（大型ハードカバ

ー図書は）でかすぎてびっくりした」と回答した。支援者はそれらの回答に共感を示しつつ、適宜

ワークシートに追記するように促した。その後、ワークシートを元に作成した＃4 での文章には、

支援者とのやり取りに含まれた「すごいと思った理由」が書き込まれていた（表4）。 

 ＃5 では、大学内の食堂やコンビニエンスストアーの探検を行った。この回では、大学のコンビ

ニや食堂について、支援者の補助がなくても詳しい説明が文中にみられるようになった（表4）。例

えば、開店時間や食堂のディスプレイなど、発見できた事実が記載されるだけでなく、大学のコン

ビニと街中にあるコンビニとの違いについての記述も認められた（表4）。続く＃6では、大学会館

（サークルなどの活動が行われている場所）を探検し、練習中のアカペラサークルの様子について

「とてもじょうずだった。あと、がっきをつかわないでえんそうするのがすごいとおもった。」と自

ら感じたことをワークシートに記入できた。文章作成の段階では、「体じゅうをつかってうたうのが

すごいとわかった。」と記述しており、表現の工夫が認められた。さらに、大学会館の食堂と前回訪

問した食堂との違いについて、メニューのサンプルが写真で掲示されていたことに対し、「ぼくは、

（前回訪問した食堂にあった食品サンプルのような）みほんの方がよいとおもった。」と自分の感想

を文章化することができていた。 

 このように、支援中盤の＃5、6になると、他のものと比較した説明や、自分の感想を表現するこ

とができるようになった。 

 支援後半の＃7、＃9の文章作成課題では、大学の研究室（＃7）や講義室（＃9）の探検を行った。

研究室では、全身骨格標本に触れた体験について、ワークシートに「がいこつさんと あくしゅ を

はじめてしたときには、ざらざらしていて さいしょは、びっくりしました。」と記述していた。支

援当初にみられた「すごい」という感想に比べると豊かな文章表現で自ら感じたことを伝えること

ができるようになった。続く＃9 では講義室や大学生向けの掲示板を見て、「（広い教室を見て）す

ごく広かったし それが すごくすてきで夢のようだった。」や「（廊下に）ボランティアにさんかする

写真がはってあったのでボランティアにさんかするなんてすごいよいことだなとおもった。」などA児が感

じたこと、思ったことについての豊かな表現が多くみられた。その他にみられた表現の工夫として

は、「かいだんみたいに」、「ずらりとテーブルがありました」や「こうちょう先生がすわるとこみた

い」など、比喩等の修飾表現が多く使われていた（表4）。 

 

③ポストテストとの比較 

 表 5にA児のポストテストでの文章を示す。「好きな食べ物」をテーマに文章作成を行ったポス

トテストでは、一段落目に好きな食べ物がお寿司であることを述べ、二段落目にお寿司が好きな理

由が書かれていた。また、最後の段落では、お寿司の中でもまぐろが好きな理由について丁寧に記

述されていた。 

 プレテストでは、ゲームの紹介と手順を淡々と説明していたが、ポストテストでは、自らの気持

ちについて理由を付して表現できるようになり、プレテストではほとんど見られなかったA児自身
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の気持ちや考えを中心とする文章になっていた。とりわけ、最後の段落では、「トロッと」や「つる

っと」などの擬音語や擬態語の使用がみられ、A児が他者にわかりやすく伝えるための工夫をして

いたことがうかがえた。また、プレテストでは習得済みの漢字でも文章中では仮名で表記してしま

うことが多かったが、ポストテストでは漢字で表記することができていた。 

 

 

考察 

  

 本研究では、大学探検を通して自ら発見した物や感じたりしたことを、撮影した写真を手掛かり

として支援者と語り合いながらワークシートにまとめ、それらの資料をもとに文章作成を行った。

その結果、支援経過とともに、A児自身の感情表現が豊かになっていく様子が明らかとなった。こ

のように写真を活用して出来事の想起を促し、支援者との会話を通して思い浮かんだことをメモに

取る方法は作文指導において行われるが、作文が苦手な広汎性発達障害児に対する支援でその有効

性が報告されている（布本ら，2007）。その一方で、上記のような方法では単文をつなぎあわせて

長文を作ることには成功するが、目に映ったものの表面的な記述にとどまり、まとまりのある文章

形成には至らないとの指摘もある（中村・園田，2011）。 

 しかし、本研究で対象としたA児は支援経過の中で擬音語や擬態語、比喩等の修飾表現の使用が

みられるようになり、伝える相手を意識した豊かな表現を使うことができるようになった。このよ

うな成果がみられた背景には、「大学案内ブック」を完成させ、それを用いて母親や支援者の前でこ

れまでの大学探検で体験した出来事を分かりやすく伝えるという目標設定をしたことが挙げられる。

つまり、単なる学習としての文章作成ではなく、相手に伝えるという目標を持って文章作成したこ

とで動機づけが高まったものと思われる。 

 では、支援の中で学習していない擬音語や擬態語、比喩等の修飾表現が、なぜA児の文章中に表

れるようになったのであろうか。その要因を推察できる一つのエピソードがある。大学の研究室を

探検した＃7の文章作成課題において、ワークシート作成時に、支援者が「（全身骨格標本に触れた

ことに対して）ざらざしていて気持ち悪かったね」とA児に語りかけたが、暫くして作成した文章

の中で「がいこつさんとあく手した時は、がいこつさんのてがざらざらしていてきもちわるかった
．．．．．．．．．．．．．．．．

です
．．

。」と記述していた。「きもちわるかった」という表現はワークシート内に記載されていなかっ

表5 ポストテストにおけるA児の文章 

支援実施回 A児の文章 

＃11 

ぼくは、食べ物の中で一番大好きな物は、おすしです。 

なぜかと言うとなま物が好きだからです。 

元気ずしの中のメニューの中で好きなのは、まぐろと中トロと大トロが好きです。 

まぐろを食べたらトロっとしていて甘くてつるっとしていてすごくおいしいのでま

た、行きたいです。 
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たことから、A児は他者とのやりとりの中で使われたことばを想起して自らの文章表現に活用でき

たものと推察される。したがって、支援後半でみられた豊かな言語表現は、日常生活の中で見聞き

した言葉を、分かりやすく伝えたいという動機づけから想起し、それを文章の中で活用したことで

生じたのではないかと思われた。 
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キーワード：英国，インクルーシブ学校，学校方針 

 

本研究では、英国のインクルーシブ学校として取り上げられたキングスリー初等学校を事例にし

て、インクルーシブ学校を促進するための要件を学校方針という側面から明らかにすることを目的

とした。その結果、キングスリー初等学校では、予算措置、SEN ポリシー、行動指針といった 3

つの側面から特別な教育的ニーズのある子どもへの対応を整備していたことが明らかになった。こ

のとき、特別な教育的ニーズのある子どもに対しては、「専門家の支援サービス」を活用したり、特

別な措置を提供することもあったが、キングスリー初等学校が示していた学校方針は、子どもをク

ラスや学校全体で肯定的に受け止められるようにすることが重要であるという点において一貫して

いた。そのため、具体的な対応においても、困難を取り除くメソッドを羅列するものではなく、カ

リキュラムへのアクセスを掲げて学校改善を推進する方向性を重視していた。 

 

 

問題の所在および研究の目的 

 

 発達障害等の特別な教育的ニーズのある子どもに対して、通常の学校でどのように特別な対応を

提供していくかについては、国内外においてさまざまに研究が進められている。これまでの日本の

研究では、機能的アセスメントを実施し、子どもの問題行動の原因やきっかけとなる要因を分析し

たうえで、通常の学級や学校全体から問題行動などの学習上・行動上の困難を取り除いていく指導

の方法について検討されてきた（関戸、2010など）。 

一方、花熊は特別な支援が必要な子どもを通常の学級の中で対応しようとしたら「教師間の共通 

―――――――― 

*茨城大学教育学部  
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理解と学校全体での取り組み」が重要であると考え、管理職のリーダーシップのもと、学習環境づ

くりと視覚的手がかりなどを学校全体で整備することが必要であると指摘している（花熊、2011）。

安部も、通常の学校で特別な配慮が必要な子どもがいた場合に、事例についてみんなで話し合うこ

とで「支援を要する児童についての共通理解が図られ、支援のネットワークが校内に張り巡らされ

ることになる。こうして、子どものために教師が協働して課題に立ち向かう学校へと進化するので

ある」と述べ、特別なニーズのある子どもへの対応を発展させるには、教師が協働できる学校をつ

くることが重要であると指摘している（安部、2012、p181）。このように、近年、日本では、発達

障害等の子どもがわかりやすい授業づくりをすることで、どの子どもにもわかりやすい授業となり、

それが学級全体への支援につながり、お互いに支えあう学級づくりにつながるという視点から検討

されてきた（国立特別支援教育総合研究所、2012、p8など）。 

一方、海外に目を向けてみると、インクルーシブ教育を推進してきた英国において、1990年代か

ら学校改善の重要性が指摘されてきた。しかし、英国で検討されてきた学校改善は、「学校の文化」

「学校の方針」「具体的な実践」の 3 つの側面から総合的にアプローチすることが必要であると考

えられてきたことが明らかにされている（新井、2011、p267）。ここでは、英国においても、特別

な教育的ニーズのある子どもをインクルージョンできる「学校文化」を育てるには、学校の中に特

別な教育的ニーズのある子どもに対する特別な支援はあり、それを実践できる人的・物的なリソー

スの確保は重要であったという点が明らかになっている。 

それでは、特別な対応を確保しつつ、分離的側面が強くならないようにインクルーシブ学校を形

成していくにはどうしたらよいだろうか。この点を明らかにするためには、学校のある地域や、そ

の地域が抱える事情に大きく左右されるため、個別の学校を取り上げ、事例的にインクルーシブ学

校の学校方針を取り上げ、検討することが必要である。しかし、こうした視点からインクルーシブ

学校の個別事例を示した研究は少なく、検討の余地が残されている。 

そこで、本研究では、1990年代から学校改善の重要性が指摘されてきた英国において、インクル

ーシブ学校として取り上げられた学校が特別な教育的ニーズのある子どもへの対応方法について検

討したいと考えた。このとき、インクルーシブ学校として取り上げられた学校では、特別な教育的

ニーズのある子どもの学習上・行動上の困難に対して、学校としてどのような指針を示し、どのよ

うな対応を行う必要があると考えていたのかについて明らかにしたいと考えた。 

 

 

研究の方法 

 

 本研究では 2000 年代にインクルーシブ学校の調査を行ったブラック－ホーキンスらが先進校と

して取り上げた、ロンドン郊外に位置するキングスリー初等学校を対象とした。具体的には、ブラ

ック－ホーキンスらの調査結果や、キングスリー初等学校の学校案内等を分析対象の資料として、

キングスリー初等学校の概要を明らかにすることとした。 

特に、キングスリー初等学校がどのような指針をもってインクルーシブ教育を展開していたのか

について明らかにした上で、インクルーシブ学校として成立する要件にはどのようなことがあるの

かについて考察したいと考えた。 
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キングスリー初等学校の概要 

 

キングスリー初等学校は「完全なインクルーシブ学校」であると学校案内に記載されている。校

長がこの案内の中で強調していることは、「私たちは誰でも受け入れる。…現状ではすべての子ども

を（物理的に）受け入れているわけではないけれども、私たちはその方法を見つけてきている」と

いうことであった（Black-Hawkins, K. et al., 2007, p60）。 

 このように学校方針に明記されている理由は、キングスリー初等学校は、多様な困難を抱える子

どもが通う地域に存立していることと関係している（表 1）。こうした実態の中で、「すべての子ど

もをメインストリームの学校に通わせるという地方当局の方針は広い意味では合意する」が、資源

もなく、スタッフと研修が十分ではない中で重度かつ重複した学習困難のある子どもをインクルー

ジョンすることについてはキングスリー初等学校のスタッフも確信を持てないでいた。 

 

表1 キングスリー初等学校の学校概要注1） 

対象年齢 3歳から11歳 

児童／スタッフ数 約650人／31名の教師と18人の支援スタッフ（フルタイム）が勤務。 

設立形態 幼児学校と小学校が1950年代に別々に設立されたが、1998年にそれらが1

つの学校に合併した。 

人種 

（マイノリティ） 

児童の約3／4の子どもが人種的マイノリティの家庭背景をもつ（60人が英

語を母国語としない子ども）。 

経済状況 半数以上の児童が無償給食の対象児（国の平均の 18％や地方当局の平均の

40％を大きく上回る）。 

SEN児 95 人（14.5％）が特別ニーズをもつ／4 人（0.6％）が判定書を有する（国

の平均（22.7％と1.7％）と地方当局の平均（18.3％と1.5％）を下回る水準）。 

その他 児童の約70人が難民者の子ども。 

出典：Black-Hawkins, K., Florian, L. and Rouse, M., 2007, p59を筆者がまとめた。 

 

たとえば、この学校の第一学年女子の例では、重度の聴力損失、いくつかの視覚の困難、話し言

葉がない（ただし、英国の手話をだいたい4つくらいは使用できる）状態の自閉症スペクトラムと

判別された子どもについて、ある学習支援アシスタントは、「もし『この子はここにいるべきか？』

と聞かれ、本当のことを言うように言われたら、私の答えは『ノー』だ」と述べていた。それは、

「その子はその学年についていくことは難しく、その差はどんどん開いていくように思われる」と

いう理由からであった。彼女のクラスの教師も「私たちは専門家ではない。…私たちはできること

をしているだけである」と述べていた（Black-Hawkins, K. et al., 2007, pp60-61）。 

 スタッフがインクルージョンに関して疑念をもっている子どものグループは他にもあった。それ

は破壊的な行動をとる子どもたちであった。この理由は、「破壊的な行動を取る子どもはクラスを混

乱させ、他の子どもの学習を危険にさらす」という点を懸念していたからであった。こうした見解

は、重度かつ重複した困難をもつ子どもたちに関する表明と対照的であった（Black-Hawkins, K. et 



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

- 208 - 

 

al., 2007, p61）。 

こうした懸念がある中でも、インクルージョンを学校方針に掲げているキングスリー初等学校で

は、「原理的には、すべての子どもたちがすべてのカリキュラムの分野で参加する」ことを目指して

いた。しかし、上記のような深刻な学習困難を示す子どもたちのために、授業の多くで抽出指導や

個別的な学習を行っていた。また、学習支援部門のスタッフと一緒に小集団での指導を行っていた。

これは、そうした子どもたちをメインストリームの活動から排除するものではなく、付加的かつ専

門的な支援を提供するものであるという位置づけであった（Black-Hawkins, K. et al., 2007, p63）。 

そのため、個別的に学習を支援するスタッフは主としてクラスの中に入り、子どものそばで仕事

をするということがこの学校の方針であった。たとえ学習支援アシスタントが特定の子どもについ

て学習指導するときにおいても、「他の子どもたちと一緒でなければ、自分がいる意味はない」と学

習支援アシスタントは考えていた（Black-Hawkins, K. et al., 2007, p63）。加えて、行動上の困難

のある子どもに対しては、自尊心を向上させ、困難場面に対処する方法を指導するための「行動支

援（behaviour support）」を小集団の抽出指導で展開していた。こうした抽出指導では、「秀才児」

なども含まれており、キングスリー初等学校では、30人くらいの子どもが抽出されて特別な指導を

受けていた（Black-Hawkins, K. et al., 2007, pp63-64）。 

 以上をまとめると、インクルーシブ学校として取り上げられたキングスリー初等学校は、①特別

な教育的ニーズのある子どものために学習支援アシスタントなどの付加的な人的資源が配置されて

いること、②特別なニーズのある子どもに対する学校の対応方針が明確であること、③行動上の困

難を抱える子どもへの対応方針が明確であること、の3点に特徴があった。以下、①～③について

キングスリー初等学校がどのような原則や方針を掲げていたのかについて具体的にみていきたい。 

 

 

付加的資源の配置の原則 

 

キングスリー初等学校では、生徒に対して予算を多く使用する場合の方針を明確に位置付けてい

た。その方針によると、予算を多く使用する対象として「無償給食（free school meal）の対象とな

っている子ども」や「要保護児童（'look after’ children）」といった社会的不利と関連した子どもで、

成績が落ち込んでいる子どもとなっていた（Kingsley Primary School Pupil Premium Funding 

Policy, p1）。特別な予算枠を活用して対応するかどうかの決定は学校が行うが、その原則としてキ

ングスリー初等学校は「有効な方法で、すべての子どもの成長と成績が最大限になるように影響を

及ぼす対応であること」や「柔軟な対応であること」、「インクルーシブな対応であること

（inclusivity）」といった点が明記されている。すなわち、この予算は「追加的な支援が必要な無償

給食の対象児の学習ニーズを支援すること」が第一であるが、「『傷つきやすい（vulnerable）』子ど

もと考えられている他の子どもも含めた対応」のためにも活用されるという方針をキングスリー初

等学校はもっていた（Kingsley Primary School Pupil Premium Funding Policy, p1）。 

具体的には、学習のアセスメントをするコーディネーターや学年のリーダーといった学校でリー

ダーシップを発揮する人たちが、「すべての生徒の成績と進歩をモニターし、どの生徒に付加的な予

算を使って追加的に対応するかを決定する」。このとき、「インクルージョンに関する調整役のスタ



新井：英国におけるインクルーシブ学校の学校方針に関する検討 

- 209 - 

 

ッフ（Inclusion Manager）もこの決定プロセスに参加」し、「子どものニーズを充足するのに最善

の追加的支援」を検討していた（Kingsley Primary School Pupil Premium Funding Policy, p2）。

その際に、次の点を考慮することが方針の中に明記されている（表2）。 

 

表2 キングスリー初等学校が付加的予算を活用して対応を提供する際の原則 

●子どもが教育にアクセスすることを促進する対応であること。 

●子どもが学校のカリキュラムにアクセスすることを促進する対応であること。 

●クラスの中で対応するための追加的支援であること。たとえば、特殊なプログラム（specific 

programmes）あるいは目標を定めた介入（targeted intervention）であること。 

●学校が申し出たもので追加的に機会を広げたり、補完したりする対応であること。たとえば、放

課後のクラブや休日のクラブなど。 

出典：Kingsley Primary School Pupil Premium Funding Policy, p2 

 

以上のような対応を提供した結果、どのような成果が上がったのかという点について、校長また

は学校スタッフの代表は学校理事会に報告する義務があった。その場合には、「社会的不利が深刻な

子どもが同学年の子どもと比べて差が縮まる進歩を遂げているか」という点や、「発音のアセスメン

ト・綴り・読み・書き・算数の成績データを示す」など、ある程度客観的な指標を示すことが求め

られていた。加えて、特定の対応を受けた生徒に対しては、その子どもの進歩との関係で「効率よ

くコストをかけたかどうかを評価すること（evaluation of the cost effectiveness）」が求められ、こ

うしたデータや報告は学校のウェブサイトとニューズレターに掲載することとなっていた

（Kingsley Primary School Pupil Premium Funding Policy, p3）。 

このように、キングスリー初等学校では無償給食の対象児など、経済的に困窮している家庭の子

どもを中心に、特別な予算を使用し、特別な対応を提供する方針が存在していた。このときの特別

な対応は、放課後を含めたカリキュラムへのアクセスを基本原則とするものであったという点がキ

ングスリー初等学校の特徴であったと考える。 

 

 

特別な教育的ニーズのある子どもに対する対応方針 

 

（1）特別な教育的ニーズのある子どもへの対応の原則 

 以上のように、キングスリー初等学校は、経済的に貧しい家庭の子どもを中心に、付加的な支援

を優先的に提供する方針があった。こうした点は、特別な教育的ニーズのある子ども（以下、「SEN

児」とする）に対しても同様であった。 

 すなわち、キングスリー初等学校は、「特別な教育的ニーズに対する対応方針（Special 

Educational Needs Policy：以下「SENポリシー」とする）」を策定し、学校全体でSEN児に対す

る対応を提供できるようにしていた。この方針では、SEN児を学校全体で対応することが原則とさ

れていた。たとえば、「私たちは受容し励ます雰囲気を醸成し、『特別なニーズ』のある子どもを学

校全体で対応する方針を発展させてきた。そこでは、すべての子どもが学校生活の中で貢献できる
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というように価値あるものとして扱われる」とSENポリシーには記載されている。すなわち、「す

べての教師が特別なニーズのある子どもの教師である」という点を大原則として、「大切なことは、

教師が子どものスキルや能力を理解していることであり、またカリキュラムに適切にアクセスでき

る方法を知っていることである」と書かれていた（Kingsley Primary School Special Educational 

Needs Policy, p1）。 

このような方針が明記される背景には、キングスリー初等学校が「すべての子どもの機会を平等

にすることが重要である」と認識していることがある。これは、「すべての子どもは固有のニーズを

有している。そのため、すべての学校は個々の子どもの発達が異なる速度で、異なる様態で進んで

いくことを認識しなければならない。そして、学習が遅かったり、学習に困難が生じている子ども

や、特異的な能力または才能を有する子どものニーズが、学校全体の対応の中に統合されて充足さ

れなければならない」といった考えが基盤にあり、こうした方針は、キングスリー初等学校のある

クロイドン地区（ロンドン郊外）が示しているものを基にして策定したものであったと、キングス

リー初等学校のSENポリシーには記載されていた（Kingsley Primary School Special Educational 

Needs Policy, p1）。 

 

（2）SEN児への対応の実際 

 キングスリー初等学校では以上のような方針にもとづき、SEN児に対する具体的な対応を提供し

ていた。このときキングスリー初等学校は、特別な支援を提供する行動を起こすのは「現在の進歩

が不十分であるという事実がある」というケースであった。これは、「すべての子どもが同じ速度で

進歩するという前提ではない」と考え、「子どもの進歩が十分ではないときには、もっと効果的に子

どもが学習できるように、何らかの追加的または通常とは異なる行動（additional or different 

action）を起こすことが必要である」と考えたからであった（Kingsley Primary School Special 

Educational Needs Policy, p4）。 

 キングスリー初等学校の SEN ポリシーでは、こうしたアクションを起こすことで子どもが十分

に進歩すると考えたが、「子どもの進歩」は次のように多様な観点で評価することが必要であると考

えた（表3）。 

 

表3 子どもが適切に進歩しているかどうかの判断の観点 

●子どもと同級生の間の成績のギャップが縮まる。 

●成績のギャップが広がるのを防いだ。 

●大多数の同級生の成績と比べると低いが、同じ成績の水準からスタートした同級生と同等の成績

をおさめている。 

●子どもが以前に進歩した速度と同じか、あるいは速まっている 

●すべてのカリキュラムにアクセスできるように保障している 

●自助のスキルや社会的スキル、または人と関わるスキルの改善が認められる 

●子どもの行動の改善が認められる 

出典：Kingsley Primary School Special Educational Needs Policy, p4 
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以上のように、キングスリー初等学校では、他の子どもとの差を少なくし、成績が向上している

という観点で「子どもの進歩」を見ることが考えられていた。それに加えて、カリキュラム・アク

セスや社会的スキルなどの側面で改善が認められるかどうかについても評価の観点となっていたこ

とが明らかになった。 

 一方で、「子どもの不得意な点を判別し、ターゲットを定めて指導しても進歩があまり見られない

か、進歩していない」という場合や、「継続して情緒面あるいは行動面で困難を示している」という

場合、または「感覚障害や運動障害のある子どもで、専門的な支援機器を用いても進歩があまり見

られないか、まったく見られない」場合、「コミュニケーションの困難または相互行為に関する困難

のある子どもで、異なるカリキュラム（differentiated curriculum）を提供しているにも関わらず、

進歩があまり見られないか、まったくない」という場合には、「スクールアクション注 2）（School 

Action）」や「スクールアクションプラス（School Action Plus）」の手続きをとることになっている。

こうした場合には、SENコーディネーターが可能な限り情報を提供し、個別教育計画（IEP）を作

成して、「通常の多様化したカリキュラム（normal differentiated curriculum）に追加した方策あ

るいはそれとは異なる方策」を提供するものであった（Kingsley Primary School Special 

Educational Needs Policy, p4）。 

 

（3）学校内外の専門家を活用した SEN児への対応 

 学校内で学校スタッフによる特別な対応を提供するばかりでなく、「キングスリー初等学校は利用

できる機関や支援グループを広く認識」していた。そして、キングスリー初等学校の SEN ポリシ

ーでは、「特定の子どもが発達における特別な時期において最善の利益を得られるときには、そうし

たサービスをフル活用する」ことも必要であると記載されていた（Kingsley Primary School 

Special Educational Needs Policy, p8）。なかでも、子どもの情緒面や行動面を支援する「児童・精

神保健サービス（Child and Mental Health Service）」は親・子ども・教師が活用できるものとし

て、その有効性が以下のように指摘されている。 

 

「初期の段階から子どもの情緒面、行動面、精神保健面のニーズに取り組むことによって、学習上

のバリアを取り除くことができる。加えて、そうした子どもを指導する教師が、子どもの指導で心

配になった時に熟達したスタッフがそばにいて、そのスタッフからの支援を受けることができる。」

（Kingsley Primary School Special Educational Needs Policy, p8） 

 

こうした支援サービスは地方当局やクロイドン地区（Croydon Council）の教育当局が提供して

いるものも多かった。特に、「言語療法士（場合によっては学校の中で子どもと一緒に活動し、子ど

もの学習を支援するための最善の方法をアドバイスする）」や「教育福祉官（EWO）」、「教育心理

士（Educational Psychologist）」、「学校看護師（School Nurse）」などはキングスリー初等学校が

頻繁に利用しているサービスであった（Kingsley Primary School Special Educational Needs 

Policy, p8）。このように、キングスリー初等学校の SEN ポリシーでは、特別な教育的ニーズのあ

る子どもに対して専門的な対応を提供することを保障するものであった。ただし、このときの対応

は個々の SEN 児の困難に対して、カテゴリー別に対応方法を明記するというものではなく、学校
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内体の支援を必要に応じて有機的に連携させるものであった。 

 

 

行動上の問題を抱える子どもへの対応方針 

 

（1）キングスリー初等学校が定める行動指針 

 インクルーシブ学校を建設する上で最も困難が大きい点として、子どもの情緒的・行動的な問題

への対応が挙げられる。キングスリー初等学校では、英語を母国語としない子どもや無償給食の対

象児が多いので、行動上の困難を示す子どもも多くなっていた。そこで、キングスリー初等学校は

学校で統一した行動指針（Behaviour Policy）を策定し、学校全体で対応できる体制をつくってい

た。 

 キングスリー初等学校の行動指針では、まず「私たちは学校全体で安全かつ受容的な行動をとる

ように保障する責任がある」という原則を掲げていた。すなわち、「学校は一つのコミュニティであ

り、公平に対処すること」が重要であり、そのためには「学校だけでなく、教室においてもルール

を作り、合意する過程に子どもと大人が積極的に参加すること」が重要であるとキングスリー初等

学校では考えていた（Kingsley Primary Behaviour Policy, p1）。こうした行動指針を掲げた理由と

して、次の点が指摘された。 

 

「子ども自身の行動調整は外部からの統制ではなく、内発的に行う必要があると考えている。その

ため、私たちは子どもの内発性を引き出す支援をしなければならず、子どもを罰したり、ペナルテ

ィを課したりするべきではないと考えている。私たちが子どもたちに学んでほしいことは、他者と

の関係において良い判断、よい選択ができるような自律的なスキル、知識、態度である。私たちは

こうした力は子どもの将来の生活によい影響を与えると理解している。」（Kingsley Primary 

Behaviour Policy, p1） 

 

キングスリー初等学校では、このような考えにもとづき、「不適切な行動に対して何らかの制裁を

考えるときでも、子どもの年齢、特別な教育的ニーズあるいは障害、宗教などを考慮し、状況にあ

ったものとしなければならない」と指摘した（Kingsley Primary Behaviour Policy, p1）。 

 

（2）行動指針にもとづく学級づくり・学校づくりの重要性 

 以上のような行動指針を実践する場合には、学級や学校が肯定的な環境となるように促していく

必要があるとキングスリー初等学校では考えた。特に、行動の「自己コントロールや自律」といっ

た点や、「自分の行動に対する説明」「他人の権利の尊重と自分の責任に対する理解」「公平で優しい

対応」「協力し合えるクラスや学校の雰囲気」といった点を促進していくために、学校にいるすべて

の人が以下のルールに合意していることが重要であるとキングスリー初等学校は考えた（Kingsley 

Primary Behaviour Policy, p2：表4）。 
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表4 学校ですべての人が合意すべき権利 

対応 宗教・文化・人種・性別・能力にかかわらず、互いが尊重しあい、公平で平等に取

り扱われる権利。 

学習 自分のクラスで学び、他者と協力する権利。この中には、教師が指導する権利や教

師に注意を向けられ、援助を受ける生徒の権利も含まれる。 

安全 学校や学級に脅しがなく、安全と安心が確保され、適切に保護される権利 

移籍 やむを得ないときに、ある程度の手続きをふんで学級や学校を移籍する権利 

コミュニ 

ケーション 

考えを共有し、質問をしながら、自分自身を表現する権利 

問題解決 問題に関して合理的な解決を予測し、話し合いをする中で自分の立場から解決のス

トーリーを語る権利 

出典：Kingsley Primary Behaviour Policy, p2 

 

 もちろん、キングスリー初等学校においても、指針を立てただけで、これらがすぐに実現できる

とは考えていなかった。そのため、こうした指針を実現するために、「受け入れられない行動を子ど

もがとった時にどのように対応するかといった計画を立てることが必要」と考えた。具体的には、

「予防的行動（preventive action）：不要な混乱を避けるための行動」「矯正的行動（corrective 

action）：生じている問題を正す行動」「支援的行動（supportive action）：支援を与える手順とプロ

セスを示す行動」の3つ側面を考慮して注意深く対応の計画を立てることが重要であると考えられ

た（Kingsley Primary Behaviour Policy, p2）。 

 このように、キングスリー初等学校では子どもの問題行動に対して多角的に対応する方針が示さ

れていた。ただし、上記に示したいずれの行動についても、受容的態度を示すことが重要であると

考えられた。たとえば、予防的行動において「良い行動に対して肯定的な強化（positive 

reinforcement）を与えること」や「多様な対応を許容したり、個別のニーズに対する計画を受け入

れられるような学級環境」をつくるなどが挙げられている（Kingsley Primary Behaviour Policy, 

p3）。また、子どもの行動を正す場面である「矯正的行動」においても以下のような対応を大切に

することがキングスリー初等学校の行動指針に明記されていた（表5）。 

 具体的にみていくと、支援的行動（supportive action）とは「学校というコミュニティに所属す

るすべてのメンバーから謝意（rewards）を受ける」ことであると考えられた。すなわち、プライ

ベートな場面でも、公の場面でも他の先生や親の前で称賛されたり、笑顔を見せて、非言語的に称

賛されたりすることが重要であるとキングスリー初等学校の行動指針には記載されていた

（Kingsley Primary Behaviour Policy, p9）。 

加えて、キングスリー初等学校では、子どもが学習活動やその他の行動で特別な努力が認められた

場合には、「家に手紙を書く（letter home）」ことになっている。このときには、封筒に「グッドニ

ュースです」と記すことを忘れないというのが行動指針の中に記載されていた。さらに、クラスを

褒めることにつながる「チーム・ポイント（team point）」制度を設けたり、「今週の輝いた人（Star 

表5 子どもの行動を正す際の教師の対応の原則 
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●アイコンタクトを維持する－文化的な違いを忘れずに。 

●困惑させたり、敵意を示したり、恥をかかせたりすることを最小限にする。 

●生じていることについて話し合う準備をするために教師と生徒の間にスペースを作る。 

●説得ではなく、選択肢を与えることで、自分の行動に生徒自身が責任をもつようにする。 

●適切な対応とフォローを継続する。 

●同僚や親からの支援を有効活用する。 

●可能な場合にはどこでもユーモアの感覚を維持できるように試みる。 

●応用できるときには葛藤解決技術を用いる。 

出典：Kingsley Primary Behaviour Policy, p4 

 

of the Week）」「校長賞（特別な場合に出す）（Headteacher rewards）」など、個別の称賛ばかりで

はなく、学級や学校全体で子どもを称賛していく工夫をすることが重要であると、キングスリー初

等学校の行動指針には記載されていた（Kingsley Primary Behaviour Policy, p9）。 

 このように、キングスリー初等学校における行動上の困難を抱える子どもに対する対応は基本的

には困難を理解し、受け止めるというものであった注3）。そして、このときの対応は困難を軽減する

メソッドを羅列するものではなく、学校内外の支援サービスを連携させ、子どもをクラスや学校全

体で肯定的に受け止められるようにすることが原則とされていた。 

 

 

まとめと考察 

 

 本研究では、ロンドン郊外にある英国のキングスリー初等学校を取り上げ、特別な教育的ニーズ

のある子どもの学習上の困難に対して、学校としてどのような指針を示し、どのような対応を行う

必要があると考えていたのかについて明らかにした。 

その結果、キングスリー初等学校では、予算措置、SEN ポリシー、行動指針といった 3 つの側

面から特別な教育的ニーズのある子どもへの対応を整備していたことが明らかになった。このとき、

特別な教育的ニーズのある子どもに対しては、インクルージョンを原則としながらも、「専門家の支

援サービス」を活用することが明記され、場合によっては「分離的な措置」をとることもあるとい

うことが示された。 

以上のように、キングスリー初等学校が示す学校の方針には、特別な教育的ニーズのある子ども

の「差異」を判別し、確定するといったアセスメントの視点や、そうした結果にもとづき「差異」

を補償するための特別な対応も行っていた。しかし、キングスリー初等学校が示していた学校方針

は、そうした特別な支援を必要とする子どもをクラスや学校全体で肯定的に受け止められるように

することが重要であると考えていたという点において一貫していた。 

すなわち、外部の専門家を個別の学校が活用しながら、時には特別な場に抽出し、特別な対応を

提供することもあり得ることを前提として特別な教育的ニーズのある子どもには対応するが、そう

した対応はすべて、学校の中に「包括（inclusion）」することを実現しようとするためのものであ
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ったといえる。そのため、キングスリー初等学校では、子どもの困難に対して多様な対応

（differentiation）を提供しながらも、その対応は困難を取り除くためのメソッドを羅列するので

はなく、カリキュラムへのアクセスなど、すべての子どもと共同的に学ぶことを可能にするプロセ

スを創出するための学校方針となっていた。この点をふまえると、物理的に一緒にいることがイン

クルーシブ教育なのではなく、分離的措置を認めながらも、排除をしない学校方針を確立すること

が英国で求められるインクルーシブ学校の要件の一つであるといえるのではないかと考えた。 

 

 

【注】 

1）Ofstedの最新の報告（2013年版）においても同様の傾向が続いている。2013年度の時点で児

童数は856名であり、ブラック・ホーキンスらが調査したときよりも増加しているが、そのうち

無償給食の対象児が41.1％（全国平均26.7％）で高い割合で存在している。その一方で、スクー

ル・アクション・プラスを実施している子どもとSEN判定書を有する子どもの合計は、2013年

度は6.4％（全国平均7.7％）であり、平均を少し下回る割合であった（Ofsted, 2013）。 

2）キングスリー初等学校のSENポリシーでは、就学前段階／第1学年2－3学期／第1学年3学

期－第 2学年 1学期／第 2学年 3学期－第3学年 1学期／第 2学年 3学期－第 3学年 1学期／

第3学年3学期以上 というように時期ごとに基準が定められている。キングスリー初等学校が

スクール・アクションを起こす基準（就学前段階／第 1 学年 2－3学期のみ抜粋）は以下ように

なる（表6参照）。なお、Pスケールとはナショナル・カリキュラムに記載されている就学前の幼

児の到達基準を示したものである。 

 

表6 スクール・アクションを実施して追加支援を行う基準（就学前段階／第 1学年2－3学期のみ抜粋） 

 就学前段階 第1学年 2－3学期 

コミュニケーション・言

語・読み書き 

 

 

就学前の学習で目

標となっている項

目に関して、他の

子どもと比べて進

歩がかなり限定的

であるか、あるい

は進歩がみられな

い。 

●音を聞いて概念化する知識が10以下。 

●読み：サルフォード読み検査で5y3m以下 

●書き：Pスケールで6段階以下 

●発話・表現：Pスケールで6段階以下 

●聞く・理解：Pスケールで6段階以下 

算数の発達／算数 ●数：Pスケールで6段階以下 

人 間 関

係・社会

的・情緒

的発達 

他者との相互

作用や他者と

の協同 

Pスケール6段階以下  

カリキュラムにア

クセスすることを

阻む行動が毎日見

られる 

自立と秩序を

保つスキル 

Pスケール6段階以下 

注意 Pスケール7段階以下 

出典：Kingsley Primary School Special Educational Needs Policy, p4 
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3）ただし、こうした雰囲気の中で対応しても、子どもの行動が改善されず、クラスの学習と指導

に深刻な影響を与える行動をとり続ける子どもには、一時的な分離や排除（exclusion）という措

置も取る可能性があると、キングスリー初等学校の行動指針には明記されている。これは、「クラ

スから分離させる（exclusion from class）」ことや「クラスの内部で隔離する（internal seclusion）」

ことであり、以下のような段階をふんで厳しくなっていくことが明記されている（Kingsley 

Primary Behaviour Policy, p8：表7）。 

 

表7 キングスリー初等学校の行動指針には明記されている分離的措置の段階 

●分離されている期間はクラス担任の教師が子どもに学習課題を提供する 

●個別的支援（pastoral support）の計画を始める 

●外部の専門機関に送る 

●転校の調整をする 

●期間を定めて学校から排除する（fixed term exclusion） 

●永久に学校から排除する（permanent term exclusion） 

出典：Kingsley Primary Behaviour Policy, p8 
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特別支援学校におけるグループワークを用いた 

人間関係づくりに関する研究 
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Group Work to Facilitate Interpersonal Skills in a Special Support Education School 

 

Miyuki HOSOKAWA, Shota SHIMOI and Haruhiko SHOBO 

 

 

キーワード：人間関係，グループワーク，特別支援学校, 知的障害 

 

本研究では，特別支援学校に勤務する教員を対象としたアンケートおよびインタビュー調査を通じて，特別支援学校にお

けるグループワークの実践状況を明らかにするとともに，人間関係形成においてグループワークはどのような効果ならびに

課題があるのかについて検討することを目的とした。 

調査の結果，特別支援学校の教員はグループワークに対して肯定的な印象を抱くものが多かった一方で，グループワー

クを実践している教員は必ずしも多いとは言えなかった。この背景には，実態や能力の異なる子どもたちを集団の中で指導

することの難しさや，子ども同士のかかわりについて，その場の状況に応じて臨機応変に対応することの難しさが大きな課題

となることが伺えた。しかしながら，グループワークを実践している教員の回答では，グループワークの積み重ねによって自

らを表現する場面や，子ども同士でかかわりを持とうとする子どもの様子が見られるようになったことも挙げられていた。この

ような成果から，グループワークの実践は特別支援学校において人間関係形成を支援する上での一つの有効なツールに

なりうるのではないかと考えられた。 

 

 

はじめに 

 

近年では，人間関係づくりや自己発見などを目的として,教育現場において様々なグループワーク

が導入されている。人間関係形成を目的としたグループワークには，他者との適切なかかわりを習

得することを目的とする SST（Social Skills Training），自己開示や自尊心を高めることを目的と

する SGE（Structured Group Encounter），活動そのものを楽しむことを目的としたインプロなどが

ある。その中でも，SSTや SGE は小中学校で数多く実践され，成果も報告されている(四辻・水野,  

―――――――― 
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2014; 佐々木・菅原, 2009)。 

一方特別支援学校おける人間関係形成を目的としたグループワークの実践としては，キャリア教

育の一環として，職場で必要なコミュニケーションスキルについて SST を行った報告（寺田ほか, 

2014）や，ゲームや遊びを通して他者・物との三項関係を深めることをねらいとした実践報告（藤

村ほか, 2012; 宮井ほか, 2012）がある。しかしながら特別支援学校における実践報告は通常の学

級のものと比較すると少なく，グループワーク実践に際してどのような効果や課題があるのかにつ

いてさらに詳細に明らかにする必要があると思われる。そこで本研究では，特別支援学校に勤務す

る教員に対し，グループワークに関するアンケート(調査１)ならびにインタビュー(調査２)を行う

ことを通じて，特別支援学校におけるグループワーク実践状況を明らかにするとともに，グループ

ワークの効果および課題について検討することを目的とする。 

 

 

方 法 

 

【調査１】 アンケート調査 

１． 調査対象 

 知的障害児を主たる対象とするA特別支援学校に勤務する全教員 79名を対象とした。なお，A特別支

援学校では調査の前年度に第 3 著者が講師となり，校内研修として人間関係づくりに関するワークショッ

プを実施している。 

 

２． 調査期間および手続き 

 20XX年Y月下旬に質問紙を配布し，同年 Y+1月中旬に留置法により回収した。 

 

３． 調査内容 

 アンケートは，選択的な設問，自由記述の設問，両者の複合型の設問があり，全 10項目（表 1）から成り

立っている。また，アンケートにおいて対象としたグループワークの定義に関しては，アンケート用紙と同

時に配布した協力依頼書において，SST や SGE,インプロの内容を含むグループワークであることを明記

することで，普段の教育活動におけるグループワークとの違いが明確になるように配慮した。 

 

４． 分析方法 

 質問1から質問9については，質問の回答を記述統計により分析した。また，質問 10に関しては，回答

内容をKJ法により分析した。 

 

【調査２】 インタビュー調査 

１． 調査対象 

 A 特別支援学校に勤務する教員 5名を対象とした。なお，これらの対象者は前年度行われたグループ

ワークのワークショップに参加し，現在も教育活動においてグループワークを実践している教員であっ

た。 
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２． 調査期間 

 インタビューは 20XX年Y+1月中旬に 2日間にわたって実施した。 

 

３． 調査内容 

インタビューでは，年齢や教員歴等の基礎的な情報に加え，昨年度のワークショップの感想，現在行って

いるグループワークの実践状況等について質問した。また，インタビュー時の補助資料として，SST や

SGE，インプロの違い等を示した資料や，昨年度のワークショップで紹介されたエクササイズの一覧を対

象者に提示した。 

 

４． 調査手続き 

インタビュー調査は半構造化面接により実施した。インタビューは A 特別支援学校内の一室にて，約

30 分間個別に実施した。またインタビューの際には，IC レコーダーによる音声記録に加え，記録用紙に

よる記録も併せて行った。 

 

５． 分析方法 

 インタビューによって得られた対象者の発言をエディティングによって整理し，その情報をもとにトランス

クリプトを作成した。それをもとにKJ法によって分類を行った。 

 

No. 質問内容

1 あなたの年齢をお聞かせください。

2 あなたの教員歴（常勤講師，非常勤講師などのすべてを含めす）をお聞かせください。

3 昨年度、グループワークに関するワークショップを受けましたか。

4 グループワークのワークショップを受けてどのような感想を受けましたか。（複数回答可）

5 現在教育活動においてグループワークを実践していますか。

6 グループワークをどのくらいの頻度で行っています（いました）か、または行いたいですか。

7
グループワークを実践するために，昨年度のワークショップ以外の媒体からの情報を取り入れましたか，
または取り入れる予定ですか。（複数回答可）

8 グループワークを実践してみての感想はいかがですか。

9
グループワークの実践をやめてしまった，または実践していない理由についてお聞かせください。（複数
回答可）

10
人間関係づくりを支援する上で抱えている課題や，その課題を解決するために必要と思われることがあり
ましたら自由に記述してください。

表1　アンケートの質問項目
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結 果 

 

【調査１】 アンケート調査 

１． アンケートの回収状況 

対象者79名中78名のアンケートを回収し，回収率は99％であった。そのうち有効回答者は78名であ

り，有効回答率は 100％であった。 

 

２． 回答者の基礎情報 

（1） 回答者の年齢 

 アンケート回答者の年齢は，20代が11名（14％），30代が19名（24％），40代が27名（35％），50代が

20名（26％），無回答が 1名（1％）であった。 

（2） 回答者の教員歴 

 回答者のうち，教員歴が特別支援学校のみの人は35名（45％）であり，5年未満の人は10名，5年以上

15年未満の人は 5名，15年以上 25年未満の人は 9名，25年以上の人は 11名であった。 

 特別支援学校および通常学級における教員歴のある人は39名(50%)であり，そのうち，通常学級の教員

歴が5年未満の人は20名，5年以上15年未満の人は13名，15年以上25年未満の人は6名であった。

なお，無回答は 4名(5%)であった。 

 

３. ワークショップの参加状況および感想 

（1） ワークショップの参加状況 

前年度に行われたグループワークに関するワークショップに参加した教員は 65名（83％），参加してい

ない教員は 13名（17％）であった。 

（2） ワークショップを受けた感想 

 図１にワークショップを受けた感想の内訳を示す。全体の人数を超える値が出ているのは複数回答可の

ためである。ワークショップを受けたと回答した65名中，「楽しかった」を選択した人は60名，「つまらなか

った」を選択した人は 2名，「簡単だった」を選択した人は1名，「難しかった」を選択した人は 7名，「その

他」を選択した人は２名であった。

「その他」では「勉強になった」，「子

どもには難しそう」という感想が挙げ

られていた。 

 

４. グループワークの実践状況 

（1） グループワークの実践状況 

 グループワークの実践状況の内

訳を図2に示す。グループワークを

実践「している」人は 13 名（17％），

「予定がある」人は7名（9％），「して
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いない」人は 35名（45％），「していた」人は 22名（29％）

であった。 

（2） グループワークの実践頻度 

 グループワークを実践「している」，「する予定がある」，

「していた」と回答した対象者 42 名におけるグループワ

ークを実践している頻度の内訳を図 3に示す。 

 グループワークを 1日 1回行っている（いた）人は 2名

（5％），週に 2・3回行っている（いた）人は 4名（9％），週

に 1 回行っている（いた）人は 13 名（31％），2 週間に 1

回行っている（いた）人は5名（12％），月に1回行ってい

る（いた）人は 11 名（26％）であった。また，「その他」と答

えた人は 5 名（12％）で，「数回実践したのみ」，「年に数

回」，「昨年度 2回」，「学期に数回」という回答に加え，無

回答が 2名（5％）であった。 

（3） 情報の入手方法 

 グループワークを実践「している」，「する予定がある」，

「していた」と回答した対象者 42名における，ワークショッ

プ以外からの情報の入手方法についての内訳を図 4 に

示す。全体の人数を超える値が出ているのは複数回答

可のためである。 

 参考となる情報を「本・雑誌」か

ら入手している人は 17 名，「知

人・友人」から入手している人は6

名，「インターネット」から入手し

ている人は 18 名，「テレビ」から

入手している人は 1 名，「他のワ

ークショップ」から入手している人

は 3 名であった。また，「その他」

と回答した 2 名は，「昔の実践を

思い出しながら」「教員免許更新の講習」と回答していた。

一方，ワークショップ以外からの情報を「取り入れていな

い/取り入れる予定がない」人は 19名であった。 

（4）グループワークを実践した感想 

グループワークを実践「している」あるいは「していた」

と回答した対象者 35名における，グループワークを実践

した感想の内訳を図 5に示す。「良好」と答えた人が 8名

（23％），「やや良好」と答えた人が 19 名（54％），「どちら

ともいえない」と答えた人が 8 名（23％）であった。なお，



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

 - 224 - 

「あまり良くない」「良くない」「その他」を選択した人はいなかった。 

（5）グループワークを実践していない理由 

 グループワークを現在実践していない（「していない」あるいは「していた」と回答した）対象者 35名にお

ける，グループワークを実践していない理由の内訳を図 6 に示す。全体の人数を超える値が出ているの

は複数回答可のためである。 

実践していない理由は，「児童・生徒の実態にそぐわないと感じた」人が29名，「準備が大変であると感

じた」人が 4 名，「エクササイズの時間をとることが教育課程上難しいと感じた」人が 6 名，「その他」が 11

名，無回答が 11 名であった。「その他」には「指導にかかわる場がない」，「担当のグループが変わった」，

「ほかにも課題があり，同時に行っていくことが難しい」などの回答が挙げられていた。 

 

５. 人間関係づくりでの課題 

 人間関係づくりを支援するうえ

での課題を挙げた人は 26名で，

全体の 33％であった。挙げられ

た回答を 37 個のコードに分け，

それらをカテゴリーごとにまとめ

たものを図７に示す。人間関係づ

くりを支援する上での課題として

は，主に「子どもの実態」と「教員

側の課題」について大きく分かれ

ていた。 

「子どもの実態」については，

主に「対人関係で適切な距離感をとるこ

とが難しい児童がいます」といった子ど

もの「対人関係」に関する回答が挙げら

れていた。「対人関係」の中でも，「友達

に対して不適切なかかわりがある児童が

いる」といった「友達同士のかかわり」に

関する回答，「知的障害を持つ子ども同

士の人間関係づくり」といった「知的障害

を持つ子ども」に関する回答があった。

また，「かかわることに慣れること」といっ

た「慣れ」に関する回答，「本人が人間関

係を必要としているか」といった「子ども

の意識」に関する回答も挙げられてい

た。 

 「教員側の課題」においては，主に「指

導」に関する課題が挙げられていた。さ
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らに，「指導」の中でも「方法」に関する課題が多く挙げられており，「苦手とする相手がいた場の支援につ

いて適切な方法が見つからない」といった「個々の対応」に関する回答，「生徒が思いや気持ちをのびの

びと表現しながらも，相手の立場を思いやることの余裕を持って対応できる授業があるといい」といった

「授業」に関する回答，また，個々の対応および授業のどちらともかかわるような「全体と個人のバランスが

難しい」といった回答も挙げられていた。その他に，「信頼関係」や「家庭との連携」，「自閉症児」に関する

回答もみられた。 

その他，「大切にしていること」や「グループワーク」に関する回答，子ども側・教員側に共通する課題と

して「特別支援学校において」の課題や，「改善が見られない」といった回答も挙げられていた。 

 

【調査２】 インタビュー調査 

1. 対象者の基礎情報 

 対象者の基礎情報を表 2に示す。対象者 5名の年齢は 31歳～51歳，教員歴は 8年～28年の範囲で

あった。また，現在の担当学部は小学部が 3名，高等部が 2名であった。 

 

2. ワークショップを受けた感想 

 ワークショップを受けた感想で

挙げられた回答を 24 個のコード

に分け，それらをカテゴリーごと

にまとめたものを図 8に示す。 

 ワークショップを受けた感想とし

ては，まず，「子どもにとって」「教

員にとって」「特別支援学校」の

視点からみた感想に大きく分か

れていた。 

 「子どもにとって」の視点では，

「力がない子どもだと難しそう」といった，子どもにとって「難しい」と感じた回答，「意図的に活動を入れる

ことでかかわり方を学べ，良い経験になるのではと思う」といった，子どもにとって「良い経験」なるといった

回答が挙げられていた。 

 「教員にとって」の視点では，「子どもの違った一面を見ることができた」といった「発見」に関する回答，

「楽しく演習できた」といった「楽しい」といった回答や，「勉強になった」という回答が挙げられていた。こ

のようにワークショップに関して，教員の視点から好意的な感想があった一方で，「不安」，「恥ずかしい」

といった回答，通常学級で実践していた教員からは「懐かしい」といった回答もみられた。 

A B C D E

48歳 40歳 51歳 31歳 31歳

特別支援 25年 3年 9年 6年 9年

通常の学級 0年 5年 19年 3年 0年

小学部 高等部 小学部 高等部 小学部

対象者

年　齢

担当学部

教員歴

表２　対象者の基礎情報
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 「特別支援学校」の視点からは，「内容ややり方によっては可能そう」といった，「実践できそう」とする回

答などの一方で，「特別支援では難しそう」といった回答も挙げられていた。 

 

３. グループワークの実践状況 

対象者におけるグループワークの実践状況を表 3に示す。実施している期間については，5名中 4名

が約1年間実施しており，残りの1名は約半年間の実施であった。実施頻度については， 週に1回程度 

 

 

実践するという回答が多く，その他，週１・２回という回答や不定期で実施しているという回答もみられた。

実践している時間帯については，主に自立活動の時間に実施しているという回答が多かった。その他，

国語の時間やその他様々な場面で実践しているといった回答もみられた。 

 実践しているエクササイズについては，「私あなた」，「一歩前へ」，「ホース電話」，「風船リレー」などが

多く挙げられていた。また，実践に際しての情報源としては研修が最も多く挙げられていた。 

 

４. グループワークのねらい 

 グループワークにおけるねらいで挙げら

れた回答を18個のコードに分け，それらを

カテゴリーにまとめたものを図 9に示す。 

 グループワークの主なねらいとしては，

「場面に合わせた対応」と「コミュニケーショ

ン」について大きく分かれていた。 

「場面に合わせた対応」においては，

「普段の生活は考えず，自立の時間だけ

はしっかりと取り組むことができるようにす

対象者 A B C D E

期間 約1年 約1年 約半年 約1年 約1年

頻度 週に1回 週に1回行えれば
よい

不定期，中学部の
担当の際は週に1
回程度

週に1,2回 週に1回

時間 自立活動 国語，自立活動 自立活動 自立活動，生単，
総合，職業，給食

自立活動

内容 拍手回し，私あな
た，一歩前へ，
ホース電話，風船
リレー

聖徳太子ゲーム，
一歩前へ，手合わ
せ，ボールゲー
ム，私あなた

ワークショップの内
容，研修センター
で習ったもの

目線を合わせて握
手をする，ジェス
チャー，ボールゲー
ム，ウインクキ
ラー，ロールプレイ
ング

私あなた，まん丸
リレー，サイコロ
トーキング，風船ラ
リー，ホース電話，

情報源 研修，本，インター
ネット

研修，本 研修 研修 研修や本の内容，
またそれのアレン
ジ

表3　グループワークの実践状況
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る」といった「授業中」の場面に関する回答，「普段の生活とのかかわりを意識している」といった「普段の

生活」の場面に関する内容，「現場に行った際のために様々な役割を演じている」といった「学校外」の場

面に関する回答が挙げられていた。 

「コミュニケーション」においては，「目を合わせることや，相手を意識すること」といった「1 対 1」に関す

る回答，「グループという大きな集団でのかかわり方」といった「集団」に関する回答が挙げられていた。ま

た，1対 1および集団のどちらも意識した「子も同士のかかわりがもっと円滑になるといい」といった回答も

挙げられていた。 

 

５. グループワークを実践した感想 

 グループワークを実践した感想で挙げられた回答を 94 個のコードに分け，それらをカテゴリーごとにま

とめたものを図 10に示す。 

 グループワークを実践した感想としては，まず「難しい」ことに言及した感想と「活動中」に関する感想に

ついて大きく分かれていた。 

 「難しい」ことに言及した感想においては，主に「演技することや，イメージするものは難しい」といった

「活動内容」や，「実態的に活動が難しく，定期的には行っていない」といった「子どもの実態」としての難

しさに関する回答，「ルールの理解が難しいものは取り入れにくい」といった「ルール」に関する難しさが

挙げられた。 

 「活動中」に関する感想においては，「人前で話すことのできる場になっていた」といった「表現」に関す

る回答，「普段見られない様子を見ることができた」といった「発見」に関する回答，「できることとできない

ことの見極めにもなるのでやるといいと思う」といった「見極め」に関する回答，「言葉でやり取りができるよ

うになってきているように思う」といった「子どものかかわり」といった回答が挙げられていた。その他に「教
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員のかかわり」に関する回答も挙げられていた。 

また，「具体的な活動」に関しては，「難しい」活動，「楽しそう」であった活動，および「実施可能」であっ

た活動内容がそれぞれ挙げられていた。また，具体的な活動以外にも「楽しみにしている様子が見られ

る」といった子どもが「楽しい」と感じていることについての回答もみられた。さらに「実施可能」な活動と関

連して， 「積み重ね」においても，「繰り返しやっているとできるようになる」といった「可能」に関する回答

や，「一回では難しくても，繰り返し行うことができるのは特別支援ならでは」といった「特別支援」に関する

回答が挙げられていた。 

「教員の考え」については「教育課程」上や「教師」の「時間の確保」の困難に関する回答や，「活動内容」

が「難しい」ことに関する回答が見られたものの，それでも「行いたい」という回答や「有効である」といった

回答が得られた。加えて，「心の準備はできるようになる」といった「現場実習に向けて」意図した回答も見

られた。さらに，「普段の生活においてまで意識がつながっていない」といった「普段の生活」と関連した

回答も見受けられた。 

 

６. 特別支援学校における人間関係づくりでの課題 

特別支援学校における人間関係づくりでの課題で挙げられた回答を27個のコードに分け，それらをカ

テゴリーごとにまとめたものを図 11に示す。 

 特別支援学校における人間関係づくりの課題は，「子どもの実態」，「教員の課題」，「教員側の意識」に

ついて大きく分かれていた。 

 「子どもの実態」においては，主に，「子ども同士のかかわり」と「表現」に関する回答が多く挙げられてい

た。 「子ども同士のかかわり」の中には，「能力差が大きいと，片方の子からの一方的なものが増え集団

のまとまりとならない」といった「集団」に関する回答，「特別支援では子ども同士の学級経営がほとんど見

られない」といった「特別支援学校」としての課題に関する回答，「素直に言葉で気持ちを伝えきれずにト

ラブルが起きる」など「トラブル」に関する回答が挙げられていた。 

 「表現」の中には，「言葉のやり取りが難しく，自分の気持ちを出せない子どもが多い」といった「言葉」に

関する回答や，「自分の気

持ちを上手に表現できない

子が多い」などの回答が挙

げられていた。 

 また，子ども同士のかかわ

りおよび表現のどちらにもか

かわることとして「家庭環境」

に関する回答も挙げられて

いた。 

「教員の課題」においては，

「アプローチの引き出しを考

えることが難しい」といった

「アプローチの方法」に関す

る回答，「身辺自立が優先さ
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れてしまう」といった「優先順位」に関する回答，「その場その場における個々の対応」といった「その場の

対応」に関する回答，「社会に出た際の感覚的な部分を伸ばす必要がある」といった「将来に向けて」に関

する回答などが挙げられた。 

 「教員側の意識」においては，「子どもは知らないことが多いので，多くの経験をさせてあげたい」といっ

た「子どものために」に関する回答や，「最初から否定してしまう先生もいる」といった「教員の意見」も挙げ

られていた。 

 

 

考 察 

 

１． 特別支援学校におけるグループワーク実践の現状 

 アンケートおよびインタビュー調査におけるワークショップを受けた感想から，グループワークに対して

の教員の印象としては，概ね「楽しかった」などの肯定的な回答が多く挙げられていた（図1・図8）。さらに

グループワークを実践した感想においても「良くない」と答えた教員はおらず，ほとんどの教員が良好な

回答を示した（図 5）。このようなワークショップやグループワークの実践に関する感想から，グループワー

クの活動自体は概ね肯定的な印象を持って捉えられていることが伺えた。しかし，実際にグループワーク

を実践している教員は少なく，全体のおよそ半数から「実施していない」という回答が得られた（図 2）。 

 グループワークの実践頻度においては，「週に 1 回」行っているという回答が最も多く，次いで「月に 1

回程度」という回答が多かった（図 3）。また，インタビューにおいても週 1回実施しているという回答が多く

見られた（表 3）。この週 1回という実施頻度は，日立市教育研究所（2010）の報告における小中学校での

実践頻度よりも多かった。加えて，グループワークの実践は主に自立活動の時間で行われていることが

多い(表 3)ことから，特別支援学校は小中学校とは異なり，児童生徒の実態に応じた教育課程を編成する

ことが可能であるため，グループワークの時間が確保しやすいのではないかと推測された。 

グループワークのねらいとしては，インタビューの結果（図 9）より，個々のかかわりや集団のかかわりを

通してコミュニケーション能力を伸ばしていきたいという回答が多く挙げられていた。また，そういったコミ

ュニケーション能力を授業の中だけではなく，普段の生活や学校外といった様々な場面において有効的

に活用できるようにすることもねらいとして挙げられていた。以上の結果から，A特別支援学校におけるグ

ループワークでは，コミュニケーション能力というスキルの育成に関わる側面を重視していることから，グ

ループワークの中でもSSTの要素が多く含まれていることが示唆された。 

 また，活動内容として多く挙げられたものは，「私あなた」，「一歩前へ」など，複雑な動きや難しいルー

ルを伴わない活動であり，指導する側，活動する側どちらにおいても簡単に行うことができるということが

特徴として認められた(表3・図10)。これらの活動はSGEやインプロの導入の活動としてはよく行われてい

るものであるが，その一方で「ワンワード」や「人間コピー機」のようなメインの活動となるようなものは挙げ

られていなかった（表 3）。このように比較的簡単な活動が実践されていることの要因としては，1回の授業

の中では，メインとなる活動まで行うことができないといった時間の制約によるものと，子どもたちの実態と

して，ルールや動きが複雑なものは難しいということが推測された。 
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２． 特別支援学校におけるグループワーク実践の効果 

 グループワーク実践の効果に関して，インタビューの回答からは，児童生徒のコミュニケーションスキル

が上達したというような，具体的な回答を得ることはできなかった。これは，グループワークに関する研修

を受けたのがインタビューを実施した 1年前であり，グループワークを長く実践している人でも1年程度し

か行っていない(表 4)ために，具体的な成果が未だ認められていないことが推察される。 

 しかし，グループワークを実践した感想（図 10）からは，子どもが楽しそうに行っている「具体的な活動」

や，子どもたちが活動を「楽しい」と感じている様子が確認された。このような様子から，グループワークの

中でもインプロがねらいとしているような，人とかかわることの楽しさを子どもたちが実感していることが伺

えた。先述したように，教員のねらいとしては，コミュニケーションスキルの習得といったSSTに近いねらい

で授業を実践していたが，そのような授業の中でも「楽しさ」を感じることができるような取り組みを行うこと

で人間関係づくりの基礎となる「人と関わることの楽しさ」を体験することが可能であると考えられる。 

加えて，インタビューからは活動の「積み重ね」によって自分を「表現」することや子ども同士で教えあっ

たりするような「子どものかかわり」が活動中において認められたことが示されていた。松久（2011）は

ADHDなどの発達障害の児童が在籍する通常学級において「ことわざかるた」を実施し，継続するに従っ

て対象児童が徐々に怒りをコントロールできるようになった経過を報告している。先に述べたような活動の

積み重ねによる子どもの変化は，松久（2011）で報告されたような対象児の成長の様子と類似していたこと

から，グループワークは継続することにより，通常の学級のみならず特別支援学校においても成果をあげ

ることができるのではないかと考える。そうした成果が上がることで，指導する教員にとってもより良いもの

を継続させていきたいという動機づけが高まることにもつながり，教員側の意識の高まりやスキルの向上

につながることが期待される。 

 また，活動を行ってみると，教員側の想像している実態と良い意味で違った一面を見ることができた，と

いう「発見」や，できることとできないこといった「見極め」にも使うことができるといったような回答も挙げら

れていた（図 10）。これらの結果から，グループワークというものは，単に子どもたちの人間関係形成の成

長を促すためだけではなく，教員側においても子どもを理解するためのツールの 1 つとしても活用しうる

ことが示唆された。 

 

３． 特別支援学校におけるグループワーク実践の課題 

 アンケートおよびインタビューの結果より，グループワークを含めた人間関係づくりでの課題は「子ども

の実態」に関する回答が最も多く(図６・図 11)，加えて「教員側の課題」に関する回答も多く挙げられてい

た（図 7・図 11）。日立市教育研究所（2010）によると，通常学級の教員が抱くグループワークを行うにあた

っての課題は「教員側」に関する内容のものが多く，「子どもの実態」に関しての内容はごく少数であった。

本研究において「子どもの実態」に関しての回答が多かったことは，様々なニーズを抱える児童生徒が在

籍する特別支援学校ならではの結果であるといえよう。 

 具体的な課題の内容として，「子どもの実態」においては，「活動内容」(図 10)や「対人関係」（図 7），「子

ども同士のかかわり」(図 11)での難しさが多く挙げられていた。これらの結果から，実態や能力の異なる子

どもたちを集団の中で指導することの難しさや，子ども同士のかかわりについて，その場の状況に応じて

臨機応変に対応することの難しさが大きな課題となることが伺えた。 

 「教員側」の課題においては，アンケートおよびインタビューの結果から，回答数は多くないものの，「時
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間の確保」に関する回答が挙げられた（図 6・図 10）。またインタビューの結果からは，実践している教員

の多くは自立活動の時間を活用していることが明らかとなった(表４)が，自立活動では，人間関係を育む

といった集団の対応よりも「優先順位」として身辺自立を養うための対応が優先されている現状もあるため，

行うことが難しいという回答が述べられていた(図 11)。加えて，「時間の確保」に関しては，新たな活動を

探す時間を確保できないといった，教師側からの回答も見られた(図10)。これに関連して，アンケートから

は「適切な方法が見つからない」といった回答（図 7）も見られたことから，実践にかかわる情報収集につ

いても教員側の課題として存在することが伺えた。安達(2014)は学校における心理教育実施に関するア

ンケートを行った中で，心理教育実施の主な抑制要因は教員の「知識・経験不足」であったことを報告し

ている。安達(2104)の報告は，幼稚園・小中学校・高校・特別支援学校すべての校種の教員を対象とした

ものであるが，とりわけ特別支援学校においては実践例が少なく，参考にする書籍等も通常学級を想定

したものが大半であることから，小中学校の教員に比べ，さらにグループワーク実践に関する情報収集が

困難となることが予想される。そのため，今後の課題としてはグループワークに関する研修の充実や実践

報告の蓄積など，教員が参考となる情報に容易にアクセスできるような体制を整えていくことが必要であ

ると考える。 

 加えて本研究において調査対象となった A 特別支援学校は，グループワークの研修を実施し，比較的

積極的にグループワークを導入している学校であった。そのためにグループワークに関する知識のある

教員が他の特別支援学校に比べて多く，一般的な特別支援学校の実態とは異なる結果が生じた可能性

もある。そのため，今後はより多くの特別支援学校での調査を行うことで，グループワーク実践の現状と課

題についてより詳細な検討が可能となると思われる。 
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近年、いじめ、不登校や非行、児童虐待の増加、子どもの貧困問題など多くの教育課題が学校に課せられている。こうし

た問題に効果的に対応するために、文部科学省では、臨床心理の専門家であるスクールカウンセラーに加え、一部の地域

で活用されていた社会福祉などの専門家であるスクールソーシャルワーカーに着目し、平成 20年度から「スクールソーシャ

ルワーカー活用事業」を開始した。スクールソーシャルワーカーが中心となって進められるスクールソーシャルワークにおい

て、養護教諭と適切な連携を図り、協力し問題解決を進めていくことは、問題を抱える子どもたちへの充実した支援や子ども

たちの健やかな成長に繋がると考える。そこで本研究では、Ｉ県内のスクールソーシャルワーカーを対象に質問紙調査を行

い、スクールソーシャルワーカーが求める養護教諭の役割や支援上の困難点などを明らかにすることを目的とし、スクール

ソーシャルワークの有効な活用・実践に向けて検討を行った。結果として、多くのスクールソーシャルワーカーが、スクール

ソーシャルワーカーへの認知度不足や教職員間の連携体制の不備などに困難を感じていた。養護教諭に求められることと

しては、子どもや保護者の姿を捉える際に学校生活だけでなく家庭生活にも視点を持つこと、教職員やスクールソーシャル

ワーカーに対して情報共有を行うことやケース会議への積極的な出席などが挙げられた。 

   

 

はじめに 

 

近年、いじめ、不登校や非行といった子どもたちの問題行動や児童虐待の増加、特別なニーズを

要する子どもへの対応など多くの教育課題が学校に課せられている。また、社会経済の急激な変化

により不安定な生活を強いられる家庭が増加するなか、その元で育つ子どもの心身の発達にも深刻

な影響が及んでおり、近年「子どもの貧困」問題が注目されるようになってきている（小澤ほか, 

2010）。 

このような問題の背景には、家庭環境や教育環境、友人関係、地域社会の環境など子どもたちを

取り巻く複雑な環境に関する問題があることも多く、学校だけでは解決が困難なケースについては、 

―――――――― 

*新潟県上越市立春日新田小学校.  **茨城大学教育学部. 
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組織的な支援が必要であると考えられる。こうした問題に効果的に対応するために、文部科学省で

は、臨床心理の専門家であるスクールカウンセラーに加え、一部の地域で活用されていた社会福祉

などの専門家であるスクールソーシャルワーカー（School Social Worker、以下ＳＳＷ）に着目し、

平成20年度から「ＳＳＷ活用事業」を開始した（文部科学省, 2009）。 

ＳＳＷは、様々な福祉制度や児童福祉の知識と福祉的な援助技術を用いて、問題を抱える子ども

を取り巻く環境に対して社会福祉的アプローチを行っていくという特徴を持つ。その際、子どもだ

けを一方的に治療し、矯正するという方法ではなく、学校、家庭、地域など、子どもに関わる全て

の状況や背景を視野に入れて判断し、子どもを取り巻く環境の改善を図る（鵜飼, 2008）。また、環

境への働きかけにおける支援の過程には、「関係機関（児童相談所、福祉事務所、保健・医療機関、

警察、適応指導教室、家庭裁判所、保護観察所など）とのネットワークの構築、連携・調整」「学校

内におけるチーム体制の構築、支援」「保護者、教職員などに対する支援・相談・情報提供」「教職

員への研修活動」が必要な職務内容となっている（文部科学省, 2013）。 

このようにＳＳＷは、問題を広く福祉的な視点で捉え、子ども、加えて家庭や教職員への包括的

な支援を行いながら、組織的な問題解決を推進していく人材であり、子どもの問題が複雑化、多様

化し、学校だけでは解決困難な問題が多くある現在、社会全体で子どもたちを支え問題解決を図っ

ていくうえでのキーパーソンとなる存在である。平成 25年度に全国で1,008人であったＳＳＷを５

年以内に１万人にまで増やしていく方針が文部科学省から打ち出された。また、平成 27年度に、中

央教育審議会は「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」において、ＳＳＷを学

校に必要な職員として法令上明確化し、配置の充実を進めていくことを示した（文部科学省中央教

育審議会, 2015）。文部科学省のこれらの積極的な取り組みが示しているように、現在ＳＳＷに寄せ

られる期待は大きくなってきている。 

養護教諭は、学校保健活動の推進に当たって中核的な役割を果たしており、子どもの問題の解決

に向けて重要な責務を担っている。子どもの抱える問題の多様化や特別なニーズを要する子どもが

増加していることにより、関係機関などとの連携や特別支援教育において期待される養護教諭の役

割も増してきている。また、子どもの問題の対応に当たっては、関係教職員との学校内における連

携、医療関係者や福祉関係者など地域の関係機関との連携を推進することが必要となっており、養

護教諭はコーディネーターの役割を担わなくてはならない（文部科学省中央教育審議会, 2008）。 

 これらの現状をふまえると、今後より一層の発展が求められるスクールソーシャルワークにおい

て、養護教諭がＳＳＷと適切な連携を図り、協力し問題解決を進めていくことは、問題を抱える子

どもたちへの充実した支援や子どもたちの健やかな成長に繋がると考える。そこで、本研究では、

ＳＳＷが求める養護教諭の役割を明らかにし、スクールソーシャルワークの有効な活用・実践に向

け、養護教諭が取り組むべき点について検討することを目的とした。 

 

 

研究方法 

 

１．調査対象および方法 

Ｉ県教育委員会のスクールソーシャルワーク業務の担当者から協力を得て、Ｉ県内の全てのＳＳＷ９人を
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対象とした質問紙調査（郵送式）を行った。調査期間は平成27年11月3日から 11月20日であった。質

問項目は、これまでの対応事例や支援上の困難点ややりづらさ、養護教諭に求めることや期待する役割

についてであった。質問票の回収率は 66.7％（6人）であった。 

 

２．倫理的配慮 

調査は無記名で行い、調査を依頼した際に回答は強制ではないこと、内容は研究目的以外には一切

使用せず、個人が特定されることはないことを書面にて説明した。質問紙の返送をもって回答の調査へ

の同意を得たことと判断した。 

 

３．分析方法 

質問紙調査で得られたデータについては、Excel2013を用いて集計および分析を行った。 

 

 

結果 

 

１．調査対象 

調査対象である６人は全て女性であり、経験年数は３年目が３人（50.0％）、4年目が２人（33.3％）、

７年目が１人（16.7％）であった。 

所有資格で多いものは、社会福祉士が５人（83.3％）、教員免許が５人（83.3％）であった。教員

免許の種類は、小学校教諭が２人、中学校教諭が３人（国語科１人、社会科１人、英語科１人）、高

等学校教諭が２人（国語科１人、英語科１人）、特別支援学校教諭が１人であり、複数の教員免許を

所有しているＳＳＷもみられた。 次いで、精神保健福祉士が２人（33.3％）であった。その他の所

有資格としては、臨床発達心理士や保育士、手話に関する資格が挙げられた。 

 

 

表１ 所有する免許･資格 

免許･資格の名称    人数 （％） 

社会福祉士 
 

人 (83.3) 

教員免許 
 

5人 (83.3) 

精神保健福祉士 
 

2人 (33.3) 

その他   5人 (83.3) 

（ｎ＝6, 複数回答可） 

 

 

２．今まで携わってきた事例内容 

ＳＳＷが「今まで携わってきた事例」について、表２に示した。「不登校」「障害児」については、

ＳＳＷ全員が対応を行っていた。 
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表２ 今まで携わってきた事例 

事例内容    人数 （％） 

不登校  6人 (100.0) 

障害児  6人 (100.0) 

子どもの貧困 
 

5人 ( 83.3) 

非行 
 

4人 ( 66.7) 

暴力行為 
 

4人 ( 66.7) 

虐待 
 

4人 ( 66.7) 

いじめ 
 

4人 ( 66.7) 

その他   3人 ( 50.0) 

（ｎ＝6, 複数回答可） 

 

 

３．支援上の困難点ややりづらさの現状 

（１）困難点ややりづらさの経験の有無 

「経験した支援上の困難点ややりづらさ」の有無については、ＳＳＷ全員（６人）が「困難やや

りづらさを感じたことがある」と回答した。 

 

（２）困難点ややりづらさの背景要因 

「困難ややりづらさの背景要因」について、表３に示した。なお、この問いは複数回答とし、「今

までの経験した支援において困難ややりづらさを感じたことがある」と回答した６人を対象として

質問を行った。「ＳＳＷなどに対する教員の認知度不足」が４人（66.7％）、「教職員との連携体制の

不備」が３人（50.0％）、「家庭への介入の困難」が３人（50.0％）であった。その他（自由記述）

に関しては、「困難ややりづらさは当たり前」が１人、「問題対応に迅速にあたろうとしない学校体

制そのもの」が１人、「子どもの発達上、精神上の問題」が１人、「勤務時間の縛り」が１人であっ

た。 

 

 

              表３ 困難ややりづらさの背景要因 

 
  人数（％） 

ＳＳＷなどに対する教員の認知度不足 
 

4人 (66.7) 

教職員との連携体制の不備 
 

3人 (50.0) 

家庭への介入の困難 
 

3人 (50.0) 

その他（自由記述）   4人 (66.7) 

                            （ｎ＝6, 複数回答可） 

 

 

４．養護教諭に求める役割や資質・能力 

ＳＳＷが養護教諭に求める役割や資質・能力に関して、問題解決の段階･場面ごとの回答結果を以
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下示した。 

（１）ＳＳＷの介入前までの段階 

１）問題の早期発見の為に養護教諭に求めること 

「問題の早期発見の為に養護教諭に求めること」について、表４に示した。「保健室などでの子ど

もたちの観察や積極的なコミュニケ―ション」が３人（50.0％）と最も多かった。次いで、「他教員

との情報交換・情報共有」が１人（16.7％）であった。その他（自由記述）においては、「問題によ

り様々であり、すべての項目を意識してほしい」「ＳＳＷから求めることはない」「子どもへの受容」

が各１人であった。 

 

 

表４ 問題の早期発見の為に養護教諭に求めること 

 
   人数（％） 

他教員との情報交換・情報共有 
 

1人 (16.7) 

保健室などでの子どもたちの観察や積極的なコミュニケーション 
 

3人 (50.0) 

友人関係や家庭環境などの子どもたちの情報収集 
 

0人 (0.0) 

その他（自由記述）   2人 (33.3) 

                                       （ｎ＝6） 

 

 

２）ＳＳＷの支援開始までに養護教諭に求めること 

「ＳＳＷの支援開始までに養護教諭に求めること」について、表５に示した。「問題を抱える子ど

もに対する関係教員との情報収集」が３人（50.0％）と最も多かった。次いで、「問題を抱える子ど

もとの面談及び情報収集」が１人（16.7％）であった。その他（自由記述）においては、「ＳＳＷか

ら役割を担ってもらうようお願いすることもある」「問題を抱える子への受容」が各１人であった。 

 

 

表５ ＳＳＷの支援開始までに養護教諭に求めること 

 
  人数（％） 

問題を抱える子どもとの面談及び情報収集 
 

1人 (16.7) 

問題を抱える子どもに対する関係教員との情報収集 
 

3人 (50.0) 

ＳＳＷと学校との窓口 
 

0人 (0.0) 

その他（自由記述）   2人 (33.3) 

                                    （ｎ＝6） 

 

 

（２）ＳＳＷの介入後の段階（学校現場での支援） 

１）ＳＳＷが行う支援において養護教諭に求めること 

「ＳＳＷが行う支援において養護教諭に求めること」について、表６に示した。「問題を抱える子
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どもに関する情報提供」が４人（66.7％）と最も多かった。その他（自由記述）においては、「家庭

状況を含めた子どもの理解者」「ＳＳＷ担当教員や学級担任が上手く動けない時の後方支援」が各１

人であった。 

 

 

表６ ＳＳＷが行う支援において養護教諭に求めること 

 
  人数（％） 

問題を抱える子どもに関する情報提供 
 

4人 (66.7) 

関係教員とＳＳＷとの情報共有の仲介 
 

0人 (0.0) 

関係教員に対する支援協力への呼びかけ 
 

0人 (0.0) 

問題を抱える子どもとの面談における保健室や相談室の提供 
 

0人 (0.0) 

その他（自由記述）   2人 (33.3) 

                                       （ｎ＝6） 

 

 

２）ケース会議開催時において養護教諭に求めること 

「ケース会議開催時において養護教諭に求めること」について、表７に示した。「問題を抱える子

どもに関する資料の作成や配布」が２人（33.3％）であった。その他（自由記述）においては、「会

議への出席と情報提供」が３人、「ＳＳＷ担当教員や学級担任が上手く動けない時の後方支援」が１

人であった。 

 

 

表７ ケース会議開催時において養護教諭に求めること 

 
  人数 （％） 

関係教員に対するケース会議開催の時間調整の援助 
 

0人 (0.0) 

関係教員に対するケース会議参加へ積極的な呼びかけ 
 

0人 (0.0) 

問題を抱える子どもに関する資料の作成や配布 
 

2人 (33.3) 

その他（自由記述）   4人 (66.7) 

                                     （ｎ＝6） 

 

 

３）家庭へのスムーズな介入や保護者との連携の為に養護教諭に求めること 

「家庭へのスムーズな介入や保護者との連携の為に養護教諭に求めること」について、表８に示

した。「保護者との話し合いの際の立ち合い及び援助」が１人であった。その他（自由記述）におい

ては、「家庭に関する情報提供」「保護者との関係が出来ている場合は、ＳＳＷと保護者との関係の

取り結び」「子どもやその家庭の徹底的な受容」「ＳＳＷ担当教員や学級担任が上手く動けない時の

後方支援」「ケースによる」が各１人であった。 
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表８ 家庭へのスムーズな介入や保護者との連携の為に養護教諭に求めること 

 
  人数（％） 

保護者との面談における保健室や相談室の提供 
 

0人 (0.0) 

家庭訪問の際の同行  
 

0人 (0.0) 

保護者との話し合いの際の立ち合い及び援助 
 

1人 (16.7) 

その他（自由記述）   5人 (83.3) 

                                       （ｎ＝6） 

 

 

（３）ＳＳＷの不在時における支援中の子どもの対応について 

「問題を抱える子どもへのより適切で継続的な校内での支援において養護教諭に求めること」の

結果に関して、表９に示した。「教職員全体の適切な支援体制づくりの推進」が２人（33.3％）であ

った。次いで、「支援を行っている子どもとの養護教諭による定期的な面談」「ＳＳＷへの連絡」「関

係機関との定期的な情報共有」が各１人（16.7％）であった。その他（自由記述）に関しては、「学

校体制によって変わる」が１人であった。 

 

 

表９ 問題を抱える子どもへのより適切で継続的な校内での支援において養護教諭に求めること 

 
  人数（％） 

教職員全体の適切な支援体制づくりの推進 
 

2人 (33.3) 

子どもに関する情報共有のための教職員全体への呼びかけや指導 
 

0人 (0.0) 

支援を行っている子どもとの養護教諭による定期的な面談 
 

1人 (16.7) 

ＳＳＷへの連絡 
 

1人 (16.7) 

関係機関との定期的な情報共有 
 

1人 (16.7) 

その他（自由記述）   1人 (16.7) 

                                     （ｎ＝6） 

 

 

（４）日々の養護教諭の活動について 

「適切なＳＳＷの展開のために日々の養護活動において養護教諭に求めること」については、「養

護教諭のスクールソーシャルワークに関する十分な理解」が５人（83.3％）であり、十分な理解を

望んでいることが分かった（表10）。  
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表 10 適切なＳＳＷの展開のために日々の養護活動において養護教諭に求めること 

 
  人数（％） 

養護教諭のスクールソーシャルワークへの十分な理解 
 

5人 (83.3) 

スクールソーシャルワークに関する他教員への指導 
 

0人 (0.0) 

学校保健計画でのスクールソーシャルワークの位置づけ 
 

0人 (0.0) 

学校保健委員会でのＳＳＷの紹介やＳＳＷの講話の開催 
 

0人 (0.0) 

ＳＷＷの役割や職務内容を紹介した便りの発行（保護者、地域の人向け） 
 

0人 (0.0) 

ＳＳＷの役割や職務内容を紹介した便りや掲示物の作成（子どもたち向け） 
 

0人 (0.0) 

その他（自由記述）   1人 (16.7) 

                                       （ｎ＝6） 

  

 

考察 

 

１．今まで経験した支援における困難さややりづらさについて 

 「今まで経験した支援における困難ややりづらさを感じたことがあるか」という質問に対して全

員のＳＳＷが「困難ややりづらさを感じたことがある」と回答していた。このことから、支援の過

程において多くのＳＳＷが活動しづらいと感じている現状があると考えられる。困難ややりづらさ

の背景要因として、６割以上のＳＳＷが「ＳＳＷなどに対する教員の認知度不足」を挙げていた。

また、５割のＳＳＷが「教職員との連携体制の不備」について指摘しており、ＳＳＷやスクールソ

ーシャルワークへの教職員の認知度や理解度が不足しており、ＳＳＷとの連携や協力が十分でない

と考えられた。 

 

２．養護教諭に求める役割や資質・能力 

（１）ＳＳＷ介入までにおいて 

１）問題の早期発見の為に養護教諭に求めること 

「問題の早期発見の為に養護教諭に求めること」に関して、５割のＳＳＷが「保健室などでの子

どもたちの観察や積極的なコミュニケ―ション」を挙げていた。これらのことから、養護教諭は子

どもたちに対して分け隔てなく受容的な立場で接し、日々の観察やコミュニケーションを行ってい

くことにより、いちはやく子どもたちの心身の不調に気付き、問題の早期発見を行っていく必要が

あると考えられた。 

 

２）ＳＳＷの支援開始までに養護教諭に求めること 

「ＳＳＷの支援開始までに養護教諭に求めること」に関して、５割のＳＳＷが「問題を抱える子

どもに関する関係教員との情報収集」と回答していた。問題を抱える子どもに関して、関係教員と

ともに情報収集を行い、情報を共有することを養護教諭に求めていることが示された。関係教員が

問題を抱える子どもに関する情報収集をともに行い、情報を共有することは、関係教員の「子ども

が抱える問題に対する理解や問題意識の向上」や、子どもの問題行動についてその子どもや家族に
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関する様々な情報を収集・共有することにより、背景や原因を分析して、事例の見立てを行い、役

割分担を含めた対応プランを研究・協議していく（鵜飼, 2008）ＳＳＷの活動の中心となるケース

会議の充実に繋がっていくと考えられる。これらのことから、ＳＳＷは養護教諭に対して、得られ

た情報を関係教員に積極的に発信し、関係教員との情報収集・共有を行っていくことを求めている

と考えられる。 

 

（２）ＳＳＷでの学校現場での支援において 

１）ＳＳＷが行う支援において養護教諭に求めること 

「ＳＳＷが行う支援において養護教諭に求めること」に関して、６割以上のＳＳＷが「問題を抱

える子どもに関する情報提供」を挙げていた。ＳＳＷがスクールソーシャルワークを展開していく

にあたってはまず情報を収集・共有していくことが何よりも大切である。以上のことから、ＳＳＷ

は養護教諭の得た情報をＳＳＷにしっかりと伝えていくことを養護教諭に求めていると考えられた。 

 

２）ケース会議開催時において養護教諭に求めること 

「ケース会議開催時において養護教諭に求めること」に関しては、「会議への出席と情報提供」と

回答したＳＳＷが半数を占めた。養護教諭は子どもの問題を保健室という部屋の特殊性から捉えら

れる独自の視点があり、子どもの問題を生理学的、臨床心理学的な視点で見つめることが出来る教

職員である（鎌塚, 2011）。そのような養護教諭の視点から得られた独自の情報は、ケース会議での

アセスメント（子どもの問題背景を把握するための情報の収集や整理）において重要な要素の一つ

である。また、プランニング（役割分担を含めた対応プランを立てていく作業）においても、養護

教諭が関係教員として会議に出席することで、問題の改善に向けて中核的に関わっていくことに繋

がる。これらのことを踏まえ、養護教諭がケース会議に参加し、情報を提供していくことを求めて

いると考えられる。 

 

３）家庭へのスムーズな介入や保護者との連携の為に養護教諭に求めること 

「家庭へのスムーズな介入や保護者との連携の為に養護教諭に求めること」に関しては様々な意

見がみられ、ＳＳＷにより養護教諭に求める内容は異なると考えられた。 

 

（３）ＳＳＷの不在時における支援中の子どもへの対応について 

「問題を抱える子どもへのより適切で継続的な校内での支援において養護教諭に求めること」に

関しては、ＳＳＷにより意見に違いがみられた。これらより、養護教諭に求める内容については画

一的ではなく多様であることが示唆された。 

 

（４）日々の養護教諭の活動について 

「適切なスクールソーシャルワークの展開のために養護教諭に求めること」に関して、８割以上

のＳＳＷが「養護教諭のスクールソーシャルワークに関する十分な理解」を挙げていた。養護教諭

は学校保健活動の推進に当たって中核的な役割を果たしており、子どもの問題の解決に向けて重要

な責務を担っている（文部科学省中央教育審議会, 2008）。問題を抱える子どもへの支援に際し、養
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護教諭にはスクールソーシャルワークに関する十分な理解が求められ、必要不可欠であることが示

された。 

 

 

まとめ 

 

本研究では、ＳＳＷが求める養護教諭の役割を明らかにし、スクールソーシャルワークの有効な

活用・実践に向けて養護教諭が取り組むべき点について検討することを目的とし、Ｉ県のＳＳＷを

対象とした質問紙調査を実施した。 

「介入における困難ややりづらさの背景要因」としては、ＳＳＷなどに対する教員の認知度不足、

教職員の連携体制の不備、家庭への認知度不足が挙げられた。「問題の早期発見の為に養護教諭に求

めること」は、保健室などでの子どもたちの観察や積極的なコミュニケーションであった。「ＳＳＷ

の支援開始までに養護教諭に求めること」に関しては、関係教職員と情報収集を行うことを多数の

ＳＳＷが挙げていた。問題を抱える子どもに関する情報を収集し、教職員と共有することが重要で

あると考えられた。「ＳＳＷが行う支援において養護教諭に求めること」としては、問題を抱える子

どもに関する情報提供が多くの回答を得た。ＳＳＷが問題を抱える子どもの情報を得て、問題の背

景を捉えていくためには、教員が情報をＳＳＷに提供することが必要不可欠であり、養護教諭にも

養護教諭の視点で捉えた子どもの姿や問題をＳＳＷに伝えていくことが求められている。「ケース会

議開催時において養護教諭に求めること」としては、会議への出席と情報の提供が挙げられた。「日々

の養護教諭の活動において適切なスクールソーシャルワークの展開の為に養護教諭に求めること」

に関しては、養護教諭のスクールソーシャルワークに関する十分な理解を求めるという意見が最も

多くみられた。ＳＳＷやスクールソーシャルワークへの理解は、適切なＳＳＷとの連携や子どもへ

の支援において欠かすことのできない事項であり、養護教諭の課題であると考えられた。自由記述

では、「適切なスクールソーシャルワークの展開の為に養護教諭へ求めること」として、ＳＳＷへの

理解、ＳＳＷや教職員との情報共有などの意見が多数挙げられた。 

ＳＳＷやスクールソーシャルワークに関する十分な理解は、養護教諭がスクールソーシャルワー

クにおいて適切な活動を進めていく上での基盤である。本研究の結果より、ＳＳＷやスクールソー

シャルワークに関する理解を深めていくことが、今後、養護教諭に求められる最も重要な課題であ

ると考えられた。 

本研究の課題としては、対象者が少ないこと、スクールソーシャルワークにおいて養護教諭が実

際にどのような役割を担い、実践を行っているのかということが明らかにされていないことが挙げ

られる。今後は対象となるＳＳＷを増やし、ＳＳＷが求める養護教諭の役割についてさらに検討を

進めるとともに、養護教諭に対しても調査を行い、スクールソーシャルワークにおける養護教諭の

活動の現状について明らかにしていきたい。 
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主体的に心身の健康づくりに取り組む児童を育成するためには，学校，家庭，地域社会の連携のもと，児童一人一

人が，心身の健康についての意識を高め，健康な生活を実践するために必要な知識を身に付けたり，生活の中で実践

したりすることが重要である。本研究では，児童が主体的に心身の健康づくりについて考え，行動するための指導の

在り方や，児童が主体的に心身の健康づくりに取り組む実践力を高めるための学校，家庭，地域社会の連携の在り方

について検討を行うため，小学校での実践事例の分析と大学生を対象とした保健に関する授業に関する調査を実施し

た。結果として，体験活動を取り入れた保健学習やティームティーチングによる保健指導により，児童は授業に興味

をもち，学んだ知識を活用するなど，自分の生活に生かす態度の変容につながる様子がみられた。大学生調査では，

養護教諭が印象に残る保健の授業や健康教育を実践することが，望ましい健康行動の実践の継続に寄与し，健康教育

の効果持続性につながることが示唆された。 

 

 

はじめに 

 

近年の社会環境の変化や生活様式の変化は，児童生徒の遊びや身体活動の不足，偏った食生活な

ど基本的な生活習慣の乱れをもたらしている。また，人間関係の希薄化など，児童生徒の心身の健

全な発育・発達に影響を与えている。学校においては，こうした複雑で多様な健康課題に適切に対

応していくことが求められており，児童生徒に生涯にわたり健康に生きていくための能力を培う健

康教育の充実はきわめて重要である。学習指導要領では，児童生徒の「生きる力」をよりいっそう

育むことを目指し，変化の激しいこれからの社会を生きるために，確かな学力，豊かな心，健やか

な体の知・徳・体をバランスよく育てることが大切であると示されている（文部科学省, 2008）。生

きる力の基盤が形成される学童期に学校，家庭，地域社会が連携して，児童に生涯を通じて自らの 

―――――――― 

*茨城県日立市立大久保小学校.  **茨城大学教育学部. 
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心身の健康を適切に管理し，改善していく知識や能力を育成していくことは不可欠である（茨城県

学校･地域保健連携推進事業連絡協議会, 2008）。 

そこで本研究では，小学校における健康教育活動の取り組みに関する検討と大学生を対象とした

回想調査を行い，児童が心身の健康づくりについて主体的に考え，取り組むための実践力を高める

ための指導の在り方や学校，家庭，地域社会の連携の在り方について明らかにすることを目的とし

た。 

 

 

研究方法 

 

（１）健康教育活動の実践事例 

I県内のA小学校において実践した健康教育活動について検討を行った。本研究では，平成 21年

度より学校教育活動全体を通した健康教育として実践している「体験活動を取り入れた保健学習お

よびティームティーチング（以下，TT）による保健指導」「児童保健委員会が中心となって健康意

識を高める児童集会」「学校，家庭，地域社会と連携した健康教育活動」の３つの活動内容につい

て取り上げ，個別に検討を行った。 

 

（２）保健に関する授業についての質問紙調査 

本研究では，小学生の時期に養護教諭および担任から受けた保健に関する授業内容（保健学習，

保健指導），授業形式および学習内容の定着状況について，無記名の調査票を用いた回想調査を行っ

た。調査実施に際し，回答は強制ではないこと，研究目的以外で結果を使用しないこと，個人が特

定されることはないことなどについて口頭で説明した。対象者の調査票の提出をもって研究協力への

同意を得たと判断した。対象は関東地区 I県内のB大学教育学部養護教諭養成課程２年次および３

年次の87名（女性）であった（回収率 100％）。調査は2015年10月～2016年７月に実施した。 

 

 

結果および考察 

 

（１）健康教育活動の実践事例に関する検討 

１）体験活動を取り入れた保健学習およびティームティーチングによる保健指導について 

【事例１】第５学年 学級活動「けがの状況報告と応急手当をしよう」 

指導内容として，けがの防止の意識を高め，自他の生命を大切にする態度の育成と，保健学習で

学んだ応急手当を日常生活で実践できるよう実習を取り入れた。グループごとにけがの状況報告を

行い，児童相互で良いところを伝えあうように指導したところ，保健学習で一度学んだ内容の応急

手当の実習であったこともあり，児童は学んだ知識を活用して実践する様子がみられた。 

 

【事例２】第６学年 保健学習「病気の予防」 

病気や免疫力に関する講義を導入で養護教諭が行い，その後，児童は病気の予防法についてグル
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ープでブレインストーミングを行い，発表を行った。結果として，グループ内で積極的に意見交換

をし，友達の意見を取り入れながら自分の生活と照らし合わせるなど，今後の生活を改善していこ

うとする様子がみられた。 

担任と養護教諭のTT（図１）により，児童のワークシートを確認しながら机間指導にあたるなど，

児童一人一人に合わせた個別指導が可能となった。また授業に体験活動や実習をとりいれやすくな

ることから，指導内容の充実がより図りやすくなることが示された。児童のワークシートには，「授

業がよくわかった」「楽しかった」「保健の授業はとても大切だと思った」「学んだことを自分の生活

にどう生かせばよいのかが分かった」などの意見が多く書かれており，授業で一人一人により充実

した個別指導の実践を図ることができたと考えられた。 

 

 

        
図１ 養護教諭と担任によるTTの実践 

 

 

２）児童保健委員会が中心となって健康意識を高める児童集会について 

健康意識を高める児童集会の実践として，児童保健委員会が中心となり，平成21年度より「歯と

口の健康集会」を実施しており，寸劇や○×クイズなどで歯や口腔の健康課題について取り上げて

いる（図２）。本集会の実践後，平成 21 年度はう歯が１本もない児童の割合は 29.2％であったが，

平成 27 年度には 46.2%に増加した（図３）。児童集会の実践を重ねることで歯や口腔の健康状態が

向上している様子がうかがえ，児童の意識向上や行動変容につながっていることが示唆された。 

 また，児童に集会の振り返りカードを記入させるなどの評価活動を取り入れることが，保健委員

会の児童の達成感や自己効力感の向上や，健康教育のリーダーとしての意欲の向上につながる様子

がみられた。この他，児童が６年生など身近な存在に興味をもち，健康行動のモデルとしている様

子がみられ，低･中学年の児童においても効果的であることが示された。 

戸部ら（2011）は，保健の授業づくりに行動科学の考えを取り入れることで子どもがよりよく変

わっていくと述べている。健康に結びつく行動変容のポイントを保健教育に取り入れ，実践してい

くことは非常に有効である。保健教育の役割のひとつは，子どもたちに健康の大切さを認識させる

とともに，「なぜ」健康的な行動を実践することが大切なのかを理解できるようにさせることであ

る。まずは，心の中に働きかけ，健康の大切さや健康行動の重要性の認識を高めながら「行動への
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意欲を高めること」が大切である。健康と健康行動の重要性に気づくことができる「生きて働く知

識」を得ることが，その後の行動実践の基礎となる。 

また，健康行動を日常的に実践していくためには，子どもたちがその行動について「自己効力感」

を持つことが大切である。自己効力感とは，「自分はその行動をうまく行うことができる」という

見通し，すなわち自信である（アルバート・バンデューラほか，1997）。自己効力感を持っていな

ければ，たとえ健康行動の大切さを認識していても行動しようとする意識が高まらない。実際に行

動を「行う実力があるか」ではなく，「本人ができると感じているかどうか」が重要になってくる。 

保健教育の中で子どもの自己効力感を育むことは，健康行動への意欲を高めるために非常に重要

である。一人一人の成功体験は，自己効力感につながることから，授業の中で子どもの成功体験を

促すことによって，自己効力感を高めることができる。振り返りカードの活用などの教材の工夫に

より，自己効力感を育みつつ，望ましい行動変容を促すことが可能となるであろう。 

 

 

          

図２ 児童保健委員会による歯と口の健康に関する集会の実践 

 

        

 

       

図３ う歯無し児童の割合の推移 
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３）学校，家庭，地域社会と連携した健康教育活動について 

【事例１】学校保健・安全委員会 

当該中学校区の校種間連携の推進および学校，家庭，地域社会との連携のため，幼稚園，保育所，

中学校の関係職員が参加する学校保健・安全委員会を平成 21年度より実施しており，児童の心身の

健康づくりに関して専門的な立場からの指導を受けている（図４）。 

 

 

・平成21年度「あるある辞典 牛乳～あなたの骨は大丈夫？～」 

 講師 栄養教諭，栄養士 

・平成22年度「生活習慣病の予防」 

   講師 高萩市健康づくり課保健師，秋山地区健康推進ボランティア 

・平成23年度「テレビやゲームと目の健康について」 

   講師 学校眼科医 

・平成24年度「放射線について」 

   講師 学校医 

・平成25年度「小中連携薬物乱用防止講演会」 

   講師 元麻薬取締官 

・平成26年度「地域で取り組む健康づくり」 

   講師 高萩市健康づくり課保健師 

・平成27年度「食物アレルギーについて」 

   講師 学校医                                       

図４ 学校保健・安全委員会の内容 

 

 

【事例２】地域で取り組むゲーム・テレビオフデーの推進活動 

A 小学校の児童は，全国学力・学習状況調査（文部科学省，2012）と比較すると，ゲームやテレビ

の視聴時間が長く，家庭での読書時間が短い傾向がみられた。このため，平成 24年より家庭と連携

して「ゲーム・テレビオフデー」を実施している。しかし，小学校のみが実践しても，保育所，幼

稚園児の弟妹や中学生の兄姉がいる家庭では取り組みにくいという課題が指摘されたため，学校保

健・安全委員会で協議し，平成 25年度から学区全体でこの活動を推進している。 

また，学校眼科医とも連携し，講演や保護者への指導，眼科の待合室での携帯ゲームの使用禁止

などを行うなど，活動が地域全体へと広がってきており，学校保健・安全委員会の積極的な取り組

みにより，地域との連携が促進されている様子がうかがえた。 

藤田(2008)は，渦を取り巻く四種の性格の異なる仕事，すなわち「子どもの実態把握」「子どもへ

の働きかけ」「教職員との連携と協働，条件整備・基盤づくり」「家庭との連携や支援，地域との連

携と協力」が，ある組織的な取組に向けて編み合わされることによってそれらが合力となり，その

学校に取り組み（保健活動）の渦がつくられていくと述べている。 

どのような渦がつくられるかは，学校の諸条件，教職員集団の質や養護教諭の経験と力量によっ
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て，また，子どもたちの抱える健康課題によってそれぞれ異なるが，共通していることは，四種の

仕事が目的に合わせてうまく編み合わされたときに渦のエネルギ－(合力)が生み出されるというこ

とである。養護教諭の実践は，この渦づくりを目指すことだともいえる。地域に具体的にどのよう

に働きかけていくのか，家庭･地域との連携･協力を図るための一例として，A 小学校の取り組みは

活用できる点が多いと考えられる。 

 

（２）養護教諭による保健に関する授業（保健学習，保健指導） 

１）授業を受けた経験 

本研究では授業者として養護教諭に視点をおき，検討を行った。 

養護教諭による保健に関する授業を受けた経験の有無については，「受けたことがある」と回答し

た者は68％（59人），「受けたことがない」は 14％（12名）であり，約７割の学生が養護教諭によ

る保健に関する授業を受けていた（図５）。 

 

 

             

           図５ 保健に関する授業を受けた経験の有無 

                          （人；％） 

 

 

２）授業の実施学年 

保健に関する授業を受けた時期については，「５年生」（32人）が最も多く，次いで「４年生」が

28人であった（図６）。 
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（複数回答） 

    

 

図６ 保健に関する授業を受けた学年  

 

 

３）授業内容 

養護教諭が行った授業内容については，「性に関する内容」（47人）が最も多く，次いで「歯科に

関する内容」（33 人）が多く挙げられていた。性や歯科に関する学習内容については，養護教諭が

特に多く指導を行っていることが分かった（図７）。加納ほか（2016）は，小学校において養護教諭

が実践する保健指導として，歯磨き指導を中心とする「歯･口の健康」，月経の手当てとマナーを主

とする「性」や基本的な生活習慣などの「健康な生活」に関する学習内容が多いことを報告してお

り，本研究においても概ね同様の結果が得られた。 

 

 

（複数回答） 

        

図７  保健に関する授業の学習内容  
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４）授業形態 

授業の実施形態については，「養護教諭による単独の授業」が44人，「担任と養護教諭による TT」

が34人であり，養護教諭が単独で行っているケースがより多いという結果であった。 

 授業形態を学習内容別にみてみると，「薬物乱用防止」を除くいずれの項目においても養護教諭単

独による授業実施の割合が高かったが，特に「性に関する内容」ではその割合がより高い様子がみ

られた（図８）。「薬物乱用防止」においては，担任や外部講師との TTが多くなり，学習内容によっ

て効果的な授業形態をとっている様子がうかがえた。 

 

 

    

                 図８  学習内容別の授業形態 

 

 

５）授業で印象に残っている学習内容 

養護教諭から保健に関する授業を受けた経験があった者のうち，97％（57人）が指導された内容

が印象に残っていると回答しており，養護教諭による指導が 10年以上経過した時点でも記憶に残っ

ていることが推察された。印象に残っている学習内容としては，「月経指導」が 46人で最も多く，

次いで「歯科指導」が16人，「いのちの誕生」が３人であった。学習内容を現在も継続して実践し

ていると回答した者もみられ，継続的な実践化へとつながっている様子がうかがえた。 

印象に残っている理由としては，「初めて聞いた内容だったから」が 22.8％（13人）で最も多か

った。次いで「教材が興味深かったから」21.1％（12人），「自分のからだのことで不安に思ってい

る内容だったから」「女子のみ別室での指導だったから」が各 1々9.3％（11 人）で多く挙げられて

いた（表１）。これらのことから，保健室で把握した児童の健康課題や身近な内容を授業で取り上げ，

養護教諭の特質を生かしながら，児童の興味関心を惹く教材の工夫や体験活動を伴う内容の工夫を

することが重要であると考えられた。 

一方，「自分だけ別室で個別指導されて恥ずかしかった」との回答もみられたことから（１人），

指導を行う時間や場所，内容については十分に検討し，配慮しながら取り組む必要があることが示

された。 
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           表１ 養護教諭の授業が印象に残っている理由 

   

 

 

まとめ 

 

本研究の結果より，保健指導や保健学習に行動変容のポイントを考慮した体験活動を取り入れた

り，指導内容の精選や系統立てた TTを実践したりするなど，指導方法や指導形態の工夫は児童の健

康行動の実践力の向上につながることが示された。また，大学生への調査においても，印象に残る

保健の授業や健康教育を養護教諭が実践することが，望ましい健康行動の実践の継続に寄与し，健

康教育の効果持続性につながることが示唆された。 

養護教諭による健康教育は，児童の健康課題の多様化や複雑化などの面から今後さらに重要性を

増すと考えられる。指導にあたっては，養護教諭の特質を生かし，学校・家庭・地域と連携した健

康教育の推進を図りながら，指導内容，指導形態，教材，時間や場所などについて，十分検討し配

慮しながら実践することが重要である。 
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 本研究は、茨城大学推進研究プロジェクト「新しい再生医療社会を理解し迎えるためのモデル教育の創出と提言 (代表 

瀧澤利行)」とスーパーサイエンスハイスクール指定校である茨城県立緑岡高等学校とにより開始した高大接続研究事業「再

生医療教育モデル講座」の一環として行った。中・高校生に対して再生医療に関する通信『懸け橋』を作成・発行し、『懸け橋』

が生徒の再生医療や iPS 細胞への興味関心を引き出せるのかを明らかにすることを目的とした。『懸け橋』を 6 回発行後

に質問紙調査を行った結果、『懸け橋』は、わかりやすい、楽しい・面白い、再生医療に興味がわいたと回答する者が 6 割

以上いた。 また、自ら学ぶという学習意欲を高め、特に、調べ学習をしたことが全くなかった者のうち約 3 割の者が自ら学

んでみたいと回答した。さらに、再生医療だけではなく、科学全般への興味を引き出すことができた。様々な進路希望を持

った生徒から再生医療や iPS 細胞に興味を持ってもらうこともできた。以上のことから、『懸け橋』は再生医療や iPS 細胞へ

の興味関心を引き出すツールの一つとして有用であることが示唆された。 

 

 

はじめに 

 

2012 年にノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授は、2006 年にマウスの皮	
―――――――― 

*茨城大学教育学部教育保健教室.	 	 **茨城県立石岡第二高等学校 (茨城大学教育学部養護教諭養成課程卒業生).	 	

***茨城県立結城特別支援学校 (茨城大学教育学部養護教諭養成課程卒業生).	 	 ****茨城県立緑岡高等学校.	 	

*****水戸市立城東小学校 (元茨城大学教育学部附属中学校).	 	 ******京都大学 iPS 細胞研究所.	 	 *******大阪教

育大学. 
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膚から新しい多能性幹 (induced Pluripotent Stem: iPS) 細胞を 1)、2007 年にはヒトの皮膚から iPS 細
胞を 2) 樹立することに成功した。iPS 細胞とは、皮膚などの体細胞に極少数の因子を導入し培養す
ることによって、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力をもつ多能性

幹細胞である。iPS 細胞は、受精卵を介さずに作製できる、また、患者自身から採取した体細胞を
用いて作製できるという利点を持つため、病因の探索、創薬あるいは再生医療等への広汎な応用と

有効性が期待された 3),4)。日本をはじめてとして全世界で、細胞が初期化されるメカニズムの解明

といった基礎医学的研究のみならず、種々の組織や臓器の作製や医療用 iPS 細胞ストックの構築な
どといった再生医療への応用研究、また、再生医療に適した iPS 細胞の作製方法など iPS 細胞を
用いた新しい再生医療の実現に向けて多角的に動き出した。文部科学省では 2007 年に「iPS 細胞
研究等の加速に向けた総合戦略」を策定し 5)、次いで「文部科学省 iPS 細胞等研究ネットワーク」
を構築して、京都大学 iPS 細胞研究所を中心とした日本全体での研究と基盤の整備を進めオールジ
ャパン体制で再生医療の実現化を目指してきた。さらに、2009 年には「iPS 細胞研究ロードマップ」
6) によりその進行を具体化させ、10 年前後をめどに中枢神経系、骨・軟骨系、血球系、筋肉系、角
膜などにおける疾患等での再生医療の臨床試験を目指し研究が開始された。2014 年には眼疾患、滲
出型加齢黄斑変性に対して iPS 細胞を使った世界初の臨床研究が開始された 7)。こうした状況にお

いて、我が国の非専門家層を対象にした先行研究においては iPS 細胞や再生医療について比較的好
意的に受け入れているというデータがある 8)。 
	 茨城大学推進研究プロジェクト「新しい再生医療社会を理解し迎えるためのモデル教育の創出と

提言 (代表	 瀧澤利行)」では、このように医療の一つとして現実味を帯びてきた再生医療に対して、
医療の発展とともに私たち国民が高度で専門的な iPS 細胞を用いた再生医療を理解できる社会的
基盤を作ることが必要であることから、「新しい再生医療社会を理解し迎えるためのモデル教育：

Model Education for Regenerative Medicine to Children from Ibaraki University (MERCI：メルシー)」を創
出し提言することを目的とし研究を進めている。その一環で、スーパーサイエンスハイスクール指

定校である茨城県立緑岡高等学校とともに共同研究として高大接続研究事業「再生医療教育モデル

講座」を平成 27年度より開始した。 
	 本研究では、それらの取り組みの一つとして、中・高校生に対して再生医療に関する通信『懸け

橋』を作成・発行し、再生医療や様々な分野へ興味関心を持ってくれるように、また、最終的には

社会において人々が再生医療を理解し、医療や人生の選択肢を広げられるよう援助することを目指

した。 
 

 

方法 

 

1．再生医療通信『懸け橋』の発行 
	 毎月あるテーマに沿って『懸け橋』を作成し、茨城県の県立 A 高等学校、および B 中学校に在
籍する 1 年生から 3 年生の生徒と教員を対象に 27 年 6 月～ 12 月に配布した。 
 
 



石原・佐藤ほか：再生医療通信『懸け橋』の発行 

 -    - 257 

2．質問紙調査 
	 再生医療通信『懸け橋』を配布している生徒・教員を対象に質問紙調査を実施した。回収した 1282 
名のうち有効回答数は 931 名 (有効回答率 72.6%) であった。 
 

 

結果 

 

1．再生医療通信『懸け橋』の命名 
	 『懸け橋』という名前には、研究者、細胞提供者、医療従事者、家族などの患者を支える一人ひ

とりの思いを繋ぎ、再生医療通信をきっかけとしてたくさんの人が再生医療に関心を持つことがで

きるようという願いを込めた。再生医療通信の題字は佐藤によるものである。 
  

2．再生医療通信『懸け橋』の内容 
	 『懸け橋』は A3 用紙 (片面) で作成した (図 1)。左側には、導入部分の「はじめに」、今月の
テーマ、そのテーマについて、難しそうな内容であるという先入観を持たずに読んでほしいと考え

女の子が博士に質問をするという会話方式にした。右側には、会話の部分だけでは足りない情報を

紹介する「コラム」、再生医療だけでなく自分の体の仕組みについても取り上げた「クイズ」、日々

勉強や部活などに取り組む中・高校生に自分と向き合う時間をつくってほしいと思いから名言や歌

詞などを載せた「ちょこっと保健室」欄を加えた。 
 

 
図 1.	 懸け橋 6 月号 
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	 毎月のテーマは、表 1 の通りである。6 月には再生医療について、7 月には再生医療の現状につ
いて、研究や国の方針等など私たちがこれから向かっていくであろう方向について記載した。また、

再生医療は iPS 細胞の樹立によってその実現に可能性がでてきた。しかし、iPS 細胞ではなくても
再生医療に利用可能な細胞はあり、その多くは「幹細胞」である。そこで、「細胞」、「幹細胞」を説

明した上で iPS 細胞や ES 細胞について順次テーマとして取り上げ内容を深化させた。 

 
表 1.	  再生医療通信『懸け橋』の各月のテーマ 
発行月 テーマ 

6 月 再生医療とは 
7 月 再生医療の実現化に向けて 
9 月 細胞とは 
10 月 幹細胞とは 
11 月 幹細胞としての iPS 細胞 
12 月 ES 細胞とは 

 
3．質問紙調査 
	 12 月に『懸け橋』を配布した後、質問紙調査を実施した。内容は『懸け橋』を読む前のことにつ
いてと読んだ後のことについての 2 つに大別した。 
	 読む前について、山中伸弥教授および iPS 細胞についての知識については、「名前も功績 (意味) 
も知っていた」「名前のみ知っていた」と回答した者の割合は中学生、高校生および教員ともに約

90%であった (表 2)。また、再生医療や iPS細胞について、「知りたかった」「生徒や先生、家族等
と会話したことがある」と回答した者は約半数であった。会話の相手としては「生徒 (135 名)」「先
生 (72 名)」「家族 (296 名)」であった。一方、「自分から調べ学習をしたことがある」生徒は約 2 割
であった。しかしながら、「知識をもつことは大切だと思う」と回答した者は 70% であり、再生医

療や iPS 細胞を重要な内容であろうと考えている者が多いことが明らかになった (表 2)。 
 

表 2. 『懸け橋』を読む前について 
(%) 

 中学生 
(n=363) 

高校生 
(n=540) 

教員 
(n=28) 

全体 
(n=931) 

山中伸弥教授についての知識 84.6 91.5 100.0 89.0 
iPS 細胞についての知識 95.8 97.4 100.0 96.9 
再生医療や iPS細胞について     
	 … 知りたかった 54.3 54.3 85.7 55.2 
	 … 生徒や先生、家族等と会話したことがある 46.2 40.4 75.0 43.7 
	 … 自分から調べ学習をしたことがある 16.2 20.2 53.5 19.7 
	 … 知識をもつことは大切だと思う 71.1 67.9 96.4 70.0 

 

  『懸け橋』を読んだ後については、「わかりやすかった」「楽しかった・面白かった」「興味がわいた」と回

答した者の中で「わかりやすかった」が最も多く約 85% であり、すべてで半数を超えていた (表 3)。「自

ら学んでみたいと思うようになった」が約 40%、「生徒や先生、家族等と会話した」が約 30% であった 
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(表 3)。また、iPS細胞や再生医療だけではなく、科学全般について学んでみたいと思うようになった者は 
70% 以上であった (表 3)。 
 

表 3. 『懸け橋』を読んだ後について 
(%) 

 中学生 
(n=363) 

高校生 
(n=540) 

教員 
(n=28) 

全体 
(n=931) 

『懸け橋』について     
	 … わかりやすかった 84.8 85.1 100.0 85.5 
	 … 楽しかった・面白かった 72.8 71.1 100.0 72.6 
	 … iPS 細胞や再生医療に興味がわいた 62.5 67.2 96.4 66.3 
	 … 自ら学んでみたいと思うようになった 41.9 42.2 85.7 43.4 
	 … 生徒や先生、家族等と会話した 30.3 25.8 64.2 28.7 
科学全般について学んでみたいと思うようになった 71.9 74.5 100.0 74.2 

 

 再生医療や iPS 細胞について、読む前に「自分から調べ学習をしたことがある」と回答した者は 19.7% 
であった (表 2) が、『懸け橋』により「自ら学んでみたいと思うようになった」は 43.4% に増加した (表 
3)。そこで、それらについてクロス集計しカイ二乗検定を行った (表 4)。その結果、『懸け橋』を読んだ後

に自ら学んでみたいと思うようになった者は、『懸け橋』を読む前の調べ学習の経験によって有意な差が

認められた (p<0.001)。すなわち、『懸け橋』により再生医療や iPS 細胞について自ら学んでみたいと思

うようになった者は、これまでに自分から調べ学習をしたことがある者が多く、事前の興味関心や学習へ

の意欲に依存していた。また、自分から調べ学習をしたことが「とてもあった」者の 90% が『懸け橋』によ

りさらに学習への意欲が高まっていた。また、再生医療や iPS 細胞について、自分から調べ学習をしたこ

とが全くなかった者のうち、約 30% の者が『懸け橋』を読むことにより再生医療や iPS 細胞について自ら

学んでみたいと思ったと回答した。以上のことから、『懸け橋』には自発的な学習意欲を高める効果がある

ことが示唆された。 
 

表 4. 『懸け橋』を読むことによる再生医療や iPS 細胞への学習意欲ついて 
n (%) 

 
 

『懸け橋』を読んでから、再生医療や iPS細胞について自ら学んでみたいと思うようにな

りましたか。 
 

 
とても思った 

(n=91) 
少し思った 

(n=313) 
あまり思わなかった 

(n=414) 
全く思わなかった 

(n=113) 

再生医療や iPS細胞について、自分から調べ学習をしたことがありましたか。         
 とてもあった (n=50) 25 (50.0) 20 (40.0) 4 (8.0) 1 (2.0) 
 少しあった (n=133) 20 (15.0) 68 (51.1) 39 (29.3) 6 (4.5) 
 あまりなかった (n=263) 16 (6.1) 109 (41.4) 120 (45.6) 18 (6.8) 
 全くなかった (n=485) 30 (6.2) 116 (23.9) 251 (51.8) 88 (18.1) 

(P<0.001) 

 

 『懸け橋』の前後により、生徒、先生あるいは家族等と再生医療について話す機会の変化について、

『懸け橋』を読むことによる他者とのコミュニケーションについてクロス集計を行った (表 5)。その結果、
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『懸け橋』を読んだ後に他者と再生医療について話した者は、『懸け橋』を読む前の経験によって有意な

差が認められた (p<0.001)。すなわち、他者と iPS 細胞や再生医療について話すことがあった者は『懸

け橋』を読む前にも話をする経験があった者ほど多い傾向にあった。本集計結果より、『懸け橋』の発行が

他者とのコミュニケーションを活発にすることはなかった (表 2, 3) が、『懸け橋』の発行後も他者との再生

医療に関するコミュニケーションは継続的に行われていたものと考えられる。 
 

表 5.  『懸け橋』を読むことによる他者とのコミュニケーションについて 
n (%) 

 
 

『懸け橋』を読み始めてから、生徒、先生あるいは家族等と再生医療について話すこと

がありましたか。 
 

 
とてもあった 

(n=62) 
少しあった 

(n=205) 
あまりなかった 

(n=343) 
全くなかった 

(n=321) 

再生医療や iPS細胞について、生徒、先生あるいは家族等と話をしたことがありま
したか。 

        

 とてもあった (n=74) 28 (37.8) 19 (25.7) 12 (16.2) 15 (20.3) 
 少しあった (n=333) 17 (5.1) 124 (37.2) 125 (37.5) 67 (20.1) 
 あまりなかった (n=314) 9 (2.9) 43 (13.7) 169 (53.8) 93 (29.6) 
 全くなかった (n=210) 8 (3.8) 19 (9.0) 37 (17.6) 146 (69.5) 

(P<0.001) 
 

 「iPS 細胞や再生医療だけではなく、科学全般について学んでみたいと思うようになったか」と「『懸け橋』

を読んで再生医療や iPS 細胞に興味がわいたか」について、クロス集計を行った (表 6)。その結果、科

学全般について学んでみたいと思うようになった者は、再生医療や iPS 細胞への興味によって有意な差

が認められた (p<0.001)。すなわち、『懸け橋』を読むことによって再生医療や iPS 細胞に興味がわいた

者ほど、科学全般への学習意欲もわく傾向にあった。また、再生医療や iPS 細胞に「全く興味がわかなか

った」者のうち 33.8%が、「あまり興味がわかなかった」者のうち 48.5% が、科学全般について「とても学

びたい」「少し学びたい」と回答した。従って、『懸け橋』は再生医療だけではなく、科学への興味を引き出

すことにも貢献していることが示唆された。 
 

表 6. 『懸け橋』を読むことによる科学への興味ついて 
n (%) 

 
 

iPS 細胞や再生医療だけではなく、科学全般について学んでみたいと思うようになりま

したか。 
 

 
とても学びたい 

(n=195) 
少し学びたい 

(n=496) 
あまり学びたくない 

(n=189) 
全く学びたくない 

(n=51) 

『懸け橋』を読んで再生医療や iPS細胞に興味がわきましたか。         
 非常に興味がわいた (n=126) 86 (68.3) 31 (24.6) 5 (4.0) 4 (3.2) 
 少し興味がわいた (n=491) 87 (17.7) 346 (70.5) 54 (11.0) 4 (0.8) 
 あまり興味がわかなかった (n=237) 14 (5.9) 101 (42.6) 109 (46.0) 13 (5.5) 
 全く興味がわかなかった (n=77) 8 (10.4) 18 (23.4) 21 (27.3) 30 (39.0) 

(P<0.001) 
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 中学生・高校生に対して就きたい職業があるかを質問し、あると回答した 533 名にどのような職に就き

たいかを複数回答可でさらにたずねた。その結果、「法律に関する仕事 (69 名)」「医療に関する仕事 
(176 名)」「研究に関する仕事 (100 名)」「教育に関する仕事 (107 名)」「芸術に関する仕事 (56 名)」「ス

ポーツに関する仕事 (58 名)」「サービスに関する仕事 (53 名)」であった。「『懸け橋』を読んで再生医療

や iPS細胞に興味がわいたか」とクロス集計を行い、「非常に興味がわいた」「少し興味がわいた」と回答し

た者の割合を図 2 に示した。「法律」「医療」「研究」を希望する者でその割合が高く約 80% であった。

「教育」「芸術」「スポーツ」「サービス」に関する仕事を希望する者の割合は約 60% であった。以上のこと

から、『懸け橋』はすべての職種の半数以上の生徒に対して再生医療や iPS 細胞に興味を持ってもらう

ことができた。 

 
図 2. 中・高校生の希望職種と再生医療・iPS 細胞への興味 

 

 

考察 

 

 本研究は、茨城大学推進研究プロジェクト「新しい再生医療社会を理解し迎えるためのモデル教育

の創出と提言 (代表	 瀧澤利行)」とスーパーサイエンスハイスクール指定校である茨城県立緑岡高
等学校とにより高大接続研究事業「再生医療教育モデル講座」を平成 27年度より開始した。その一
環として、中・高校生に対して再生医療に関する通信『懸け橋』を作成・発行し、再生医療や様々

な分野へ興味関心を持ってくれるように、また、最終的には社会において人々が再生医療を理解し、

医療や人生の選択肢を広げられるよう援助することを目指した。『懸け橋』は、[1] わかりやすい、楽し

い・面白い、再生医療に興味がわいたと回答する者が 6 割以上いた。 [2] 自ら学ぶという学習意欲を高

めた。特に、調べ学習をしたことが全くなかった者のうち約 3 割の者が自ら学んでみたいと回答した。[3]
再生医療だけではなく、科学への興味を引き出すことができた。[4] 様々な進路希望を持った生徒から再

生医療や iPS 細胞に興味を持ってもらうことができた。以上のことから、『懸け橋』は再生医療や iPS 細

胞への興味関心を引き出すツールの一つとして有用であることが示唆された。 
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 本研究を実施する以前の研究として、私たちは、再生医療に関連する単語 106 語を抽出し、それらの

単語が中学校及び高等学校の理科及び保健体育の学習指導要領解説に記載されているか、および使

われ方について調査した (データ未公表)。その結果，38 語 (35.8%) が中学校あるいは高等学校の学

習指導要領解説に記載されていた。そのうち、30 語については再生医療を理解する際の意味と同じ意

味であり、中学あるいは高校のどちらかもしくは両方で記載されていた。しかし、残りの 8 語について、

『再生』は再生医療で使用される言葉とは異なる意味で記載されており、『分裂』『分化』『核』『発生』『転写』

『組織』『誘導』は再生医療で使用される言葉と同じ意味・異なる意味の両方で記載されていた。現行の学

習指導要領では再生医療や iPS 細胞について触れられていない。これらの内容は「発展」という形で各

教科書に記載されるため、出版社に依存するところが多い。すなわち、現在の生徒が再生医療や iPS 
細胞を知るという時、それは新聞やテレビあるいはインターネットをもとにしたものが多数を占めると予想

され、中学校から高校にかけて細胞から遺伝子等の再生医療の基礎を学ぶための「素材」としての単語

を学ぶが、それをどう繋げて報道を理解し、医療という社会まで考え創造していくかは個人の興味による

ところとなっている。 
 

 本研究では、短い期間の中で『懸け橋』を 6 回発行し、その有用性を調査した。その結果、わかりやす

い，楽しい・おもしろい、興味がわいたという回答 (表 3)、学習意欲の向上 (表 4) を引き出すことができ

たものの、友人や先生、家族との会話についてはその機会を増やすことはできなかった (表 5)。会話、

すなわち、自分の言葉として再生医療や iPS 細胞を他者に表現するという言語能力を獲得することはで

きなかった。『懸け橋』の発行後も他者との再生医療に関するコミュニケーションの頻度は継続的であった

が、上述したように再生医療に関する理解が個人の興味に依存することから、新たな枠組みでのコミュニ

ケーションの構築はできなかったのではないかと思われる。今後、生徒を含めた一般市民がその言葉を

概念として理解し、会話の一部として発することができるようになるための教材が必要になると考えられる。

一方、『懸け橋』により、70% 以上の者が科学全般について学んでみたいと思うようになり (表 3)、すべ

ての職種を希望する者の半数以上が再生医療や iPS 細胞に興味がわいたと回答した (図 2)。現在、研

究を中心として再生医療という医療技術が開発されつつあるが、その成果は私たち一般市民が医療の可

能性と医療の選択という形で受けることになる。本調査では特に将来の職として法律に興味のある生徒の

約 8 割が『懸け橋』を読んで再生医療や iPS 細胞に興味がわいたと回答した。このように、社会を作る上

では様々な立場の人に興味を持ってもらうことが重要であると思われる。さらに、『懸け橋』が再生医療だ

けではなく科学全般への興味を引き出せたことは特筆すべきことである。 
 

 以上のことから、本研究では、茨城大学推進研究プロジェクト「新しい再生医療社会を理解し迎えるため

のモデル教育の創出と提言」と茨城県立緑岡高等学校との高大接続研究事業の共同研究として、再生医

療教育通信『懸け橋』を発行し、その有用性を示すことができた。 
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本研究は、茨城大学推進研究プロジェクト「新しい再生医療社会を理解し迎えるためのモデル教育の創出と提言 (代表 

瀧澤利行)」とスーパーサイエンスハイスクール指定校である茨城県立緑岡高等学校とにより開始した高大接続研究事業「再

生医療教育モデル講座」の一環として行った。緑岡高等学校理数科 2 年生 (40 名) を対象に、平成 27 年 9 月から平

成 28 年 2 月の期間で 90 分 x 10 回の講座を開講した。再生医療に関する基礎的な知識の習得から開始し、生徒自ら

が考え言葉として発信できるようなプログラム構成を行い、最後の 2 回にあたる 9, 10 回目は本学で「私たちの考える未来

の再生医療社会」発表会を行った。本発表会は公開で行い、社会を構成する様々な立場、例えば、研究者、医師、行政、マ

スコミ (ネットや新聞)、あるいは患者の立場などから意見を出し合い、最終的に緑岡高等学校理数科 2 年生の代表が意見

をまとめ「再生医療に関して知識など幅広い面で考えることができたが、未来の再生医療社会を創造する際、どの立場も他

への要求が強く、思いやる気持ちが不足していた。『協力』をもっと重視し他者とのコミュニケーション能力を鍛える必要があ

る。」と締めくくった。本研究を通して、高校生は再生医療を学ぶと同時に、自分の役割だけではなく、意見交換を通して相

手の考えを尊重しながらよりよい社会を創造するための視野を認識し、考えを模索することの重要性を学ぶことができたと考

えられる。 

 

 

はじめに 
 

2007 年、京都大学 iPS 細胞研究所 (CiRA) の山中伸弥教授がヒト iPS 細胞を樹立した 1), 2)。そ

の報告を受けて、文部科学省、厚生労働省および経済産業省などの省庁、京都大学、慶応大学、東 

―――――――― 
*茨城大学教育学部教育保健教室.  **茨城県立緑岡高等学校.  ***北茨城市立中郷中学校 (茨城大学教育学部養

護教諭養成課程卒業生).   
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京大学、理化学研究所などの研究機関をはじめとする国の諸機関は再生医療の実現に向けて大きく

動き出した 3), 4)。2014 年 9 月には、はやくも世界ではじめての iPS 細胞を用いた臨床研究が理化
学研究所で行われた 5)。iPS 細胞の樹立という成果が起点となり、急速な医療技術の研究開発の成
果によって再生医療は医療の一つとして現実味を帯びてきた。そして、医療の発展とともに、私た

ち国民が高度で専門的な iPS 細胞を用いた再生医療を理解できる社会的基盤を作ることが必要で
ある。 
	 茨城大学 (推進研究プロジェクト「新しい再生医療社会を理解し迎えるためのモデル教育の創出
と提言」代表	 瀧澤利行) およびスーパーサイエンスハイスクール指定校 茨城県立緑岡高等学校は、
共同研究として高大接続研究事業「再生医療教育モデル講座」を平成 27 年度より開始した。本研
究事業では、最先端研究の成果により実現化されつつある再生医療に対して 10、20 年先の私たち
の社会を見据え、高校生が「未来の医療という大きな課題について生徒一人ひとりが自らの問題と

して捉えられる」「個々が意見を持ち、相手の考えを尊重しながら意見交換を通し、よりよい社会

を創造するための考えを構築できる」「大学進学、そして社会人という人生を歩む過程の中で、日々

進歩する科学技術を理解し、社会に果たす自分の役割を認識できるようになる」ことを目的とし、

「再生医療教育モデル講座」を開発することを目指した。本研究成果は、現在進められている医療

面での QOL 向上に合わせて、社会的な面での QOL 向上に寄与するものと考えられる (図 1)。 
 

 
図 1.	 「再生医療教育モデル講座」の位置付け 

 

 

方法 
 

1. 再生医療教育モデル講座の構成 

	 本モデル講座は、以下の 4 つの柱と 2 つの課題によって構成した。1 回は 90 分である。講座
日程を表 1 に示す。 
[1] 4 つの柱 

(1) iPS 細胞と再生医療の基礎的な知識を身につける (1 〜 3 回) 
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	 科学的な視点から iPS 細胞と再生医療を学ぶ。生きた iPS 細胞や様々な細胞の標本の観察、再
生医療で使われる専門用語 (初期化、分化など) の意味を実習や講義形式で学ぶ。また、iPS 細胞
の生育に必要なフィーダー細胞の役割を理解し、そこから細胞社会と私たちの社会をつなげる。さ

らに、iPS 細胞の発見と現状、再生医療実現に向けた省庁、大学等研究機関の取り組みを紹介する。
iPS 細胞ストック事業についても理解していく。 
 

(2) 未来を覗く (4 回) 
	 前半では、再生医療という医療の中心を担う医師という仕事を理解する。後半では、ケースメソ

ッド「20 年後のある日	 家族の病気発覚」により医療の選択を仮想体験し、期待・不安・問題点
等を想像・提案する。 
  

(3) 科学成果を伝え考える (5, 6 回) 

	 前半は、簡単な図形、次いで論文の図表を使って、結果を的確に表現する練習を行う。後半では、

ワールドカフェ形式で最終発表会テーマ「私たちの考える未来の再生医療社会」について自由に意

見を出し合う。 
 

(4) 社会を創造する (7 〜 10 回) 
	 9, 10 回目に「私たちの考える未来の再生医療社会」発表会を茨城大学で行った。7, 8 回目はそ
の準備に当てた。再生医療について学んだことを踏まえ、様々な職種の社会的な立場と役割を理解

し、社会的に QOL の高い再生医療社会を実現するための意見を集約し提案をする。 
 

表 1.	 講座日程 
日時 回 時間 (分) テーマ 

 9 月 26 日  1, 2  180 iPS 細胞を知る 
 10 月 16 日  3  90 iPS 細胞と再生医療の現状 
 10 月 28 日  4  90 未来を覗く 
 11 月 10 日  5, 6  180 科学成果を伝え考える 
 12 月 19 日  7  90 社会を創造する 
 2 月 13 日  8  90 社会を創造する 
 2 月 21 日  9, 10  180  社会を創造する (発表会) 

 
[2] 2 つの課題 

(1) 新聞の切り抜きミニ発表会 
	 毎回、講座の冒頭に、担当する生徒 (グループ) がある再生医療に関する出来事について紹介す
る。材料は、複数の新聞やプレスリリースを基本とし、一つの出来事・報道についていくつかの新

聞記事を集め、まとめたものを紹介する。本目的は、一つの事柄に関する複数の情報から趣旨を抽

出、理解、要約し、伝えるトレーニングである。紹介するにあたり補足的な知識は発表者が調べ、

レジュメを作成して全員に配布する。発表はパワーポイントを使用する。時間は発表 5 分、質疑
応答 5 分とする。 
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(2) 再生医療年表の制作 
	 研究を行う際には新規性が求められる。過去にどのような研究が行われ公表されているのか、研

究を開始する前にレビューする必要がある。一般社会での報道 (新聞やプレスリリース) 等を用い
て再生医療に関する研究の歴史をまとめることによって年表を作成し、先行研究をレビューするト

レーニングを行う。 
 

2. アンケート 

 対象は、各講座を受講した茨城県立緑岡高等学校理数科 2 年生の生徒である。毎回、講座の最後に

実施した。また、発表会時には、理数科に進学予定の 1 年生、および発表会を聴講した方に実施した。 
 

 

結果・考察 

 

1. 講座 (各回) での流れ 

[1] 第 1, 2 回 「iPS 細胞を知る」 

(1) 流れ 
・	 自己紹介 
・	 講義 (10回分) の流れ説明 
・	 新聞の切り抜きを用いたミニ発表会の説明とグループ分け 
・	 「新聞の切り抜きを用いたミニ発表会」 
	 	 例として、茨城大学 教育学部	 中森 未華	 (4 年) が発表 
	 	 「山中教授ノーベル生理学・医学賞受賞」 

・	 講義「iPS細胞を知る」 
 

(2) 展開 
	 冒頭に「iPS 細胞・再生医療と聞いてどんなことが頭に浮かびますか？」ということを挙げても
らった。生徒からは、「山中教授が最近発見したもの」「万能である」という意見や、「高価なも

のである」「高い技術が必要である」「治療や取り扱いが難しい」といった意見も多く挙げられた。

中には「iPS 細胞を作製するには山中因子が必要である」と専門的知識に基づいた意見を発表する
生徒もいた。 
	 次に、「iPS 細胞ってどの部分だろう？」ということについ
て意見交換を行った。実際に iPS 細胞の写真を掲示 (図 2) し
て説明することによって視覚的理解を促し、より分かりやすく

iPS細胞とはどのようなものかを伝えることができた。生徒は、
周りの生徒と意見交換をしながら真剣に取り組んでいる姿が

みられた。同様に iPS 細胞の周りにあるフィーダー細胞の役
割について説明を行った。 図 2. ヒト iPS 細胞 
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	 細胞の観察は、生徒の思考力や判断力等の育成に効果的と言われており、設定された課題に対し

て、生徒が自ら調べるなどの自主的、主体的な活動を通じて課題解決的な態度を育成するのに効果

的と言われている。HCU-Fm (ヒト線維芽細胞)とHL-60 (ヒト急性前骨髄球性白血病細胞株) を行い、
細胞には様々なものがあるということを理解した。また、生きた iPS細胞の観察を行った。 
 
[2] 第 3 回 「iPS 細胞と再生医療の現状」 

(1) 流れ 
・	 新聞の切り抜きミニ発表会 
・	 講義「iPS 細胞と再生医療の現状」 
 

(2) 展開 
	 幹細胞の特徴、iPS 細胞の樹立と山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した理由、医療

に向けた iPS 細胞樹立方法の改良 (c-Myc を使わなくなった理由、ウイルスからエピソーマルプラ
スミドへの変更、feeder-free iPS細胞)、ES 細胞の倫理的課題、 HLA と iPS細胞ストック、iPS細
胞研究ロードマップについて講義した。 
	  

[3] 第 4 回 「未来を覗く」 

(1) 流れ 
・	 新聞の切り抜き発表会  
・	 「医師」という仕事	 (茨城大学 教育学部 教授 小児科専門医	 古池雄治) 
・	 ケースメソッド「20 年後のある日	 家族の病気発覚」	 (茨城大学 教育学部 養護教諭養成課
程 4 年	 荒嶽苑子) 

 

(2) 展開 

	 前半に、茨城大学で教授をしていながら医師として勤務している古池から医師になる方法や主な

仕事内容などあらゆる方面から「医師」という仕事について講義が行われた。生徒の中には医療関

係の道に進みたいと考えている者も多いため医療従事者から直接話を聞くことは生徒にとってと

ても刺激的であり、将来について考える良い機会となった。後半は、茨城大学教育学部養護教諭養

成課程 4年次の荒嶽が「20年後のある日	 家族の病気発覚」というテーマで落語を用いたケースメ
ソッドを行った。本ケースは石原および荒嶽によって作成された仮想の事例である。再生医療とい

う医療を仮想体験し、期待・不安・問題点等について意見交換を行った。 
	  

  
図 3.	 荒嶽によるケースメソッド 
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(3) ケースメソッド「20年後のある日	 家族の病気発覚」 
3.1. あらすじ 
	 登場人物は佐倉一家で、家族思いの正、のんびり屋の妻・陽子、医学部志望の真奈美、野球好き

の純。舞台は iPS細胞による再生医療が実用化された 2035年。正は胃がんの告知を受ける。正は幼
い時に父親をがんで亡くしていたこともあり、自らの死を実感して絶望する。しかし、家族との関

わりから治療への意欲を高めていき、やがて iPS 細胞を使用した胃の再生治療を検討するようにな
る。そして、医師から治療の説明を受けるが、治療へ大きな期待と不安を持つことになり、再生医

療を受けるかどうか揺らぐ。正は家族に明るく振る舞うが、その姿をのんきだと感じた真奈美に一

喝される。さらに、その翌日、真奈美から医学部への進学をあきらめると告げられる。 
	  

3.2. ディスカッション課題 
設問 1. 真奈美は、どのような思いで父親に医学部をあきらめることを伝えたのでしょう。真奈美

になりきって、思いつくままに挙げてください。 
設問 2. あなたが正なら、再生医療による治療を受けますか、受けませんか。理由も述べてくださ

い。 
 

[4] 第 5, 6 回 「科学成果を伝え考える」 

(1) 流れ 
・	 新聞の切り抜き発表会  
・	 言葉ワークとワールドカフェ	 (茨城大学 教育学部 准教授	 鈴木一史) 
・	 「私たちの考える未来の再生医療社会」発表会に向けて班分け 
 

(2) 展開 
	 茨城大学教育学部で国語教育を専門とする鈴木によって進められた。前半では言葉ワークとして

「質問ゲーム」「ピクチャーゲーム」、後半は意見交換を「ワールドカフェ」形式で行った。また、

9, 10 回目の「私たちの考える未来の再生医療社会」発表会のグループ分けを行った。より深い考
えを引き出すために、自分の志望職種（志望学部）を念頭に置きグループを決めた。グループは、

研究者、薬剤師、医師、看護師、教育、行政、メディア (ネット・新聞) 、患者のグループが構成
された。 
 

2.1. 「質問ゲーム」 
方法 
① 4, 5	人ずつのグループになる。	
② 1 人ずつ配られた付箋に「動物」の名前を書き、時計回りに隣の人の背中に付箋を貼りつけ

る。	

③ 1人ずつ順番に質問をしていき、自分の背中に貼られた動物の名前を当てる。	

④ 1人が質問し、3 人が自分の判断で答える。答える人は「はい」か「いいえ」のみ。	
⑤ わかったと思ったら、答えを言う。	
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2.2. 「ピクチャーゲーム」 
方法 
① 1 人が、出された図形の「お題」を確認し、残りの人に言葉だけで説明する。	
② 残りの人は聞いた情報だけで図形を再現し、説明が終わった時点で、正しい図形かどうかを

確認する。	

 「ピクチャーゲーム」とは、言葉で必要な情報を伝えるゲームであり、コミュニケーションの能力を養う活

動の一つである。代表の一人は複雑な図形を見て、それがどのような図形かを言葉だけで伝える。他の

人は説明者の言葉を聞いて図形を再現するという一方的な説明による聞き取りゲームである。 
 

 

図 4. ピクチャーゲームに用いた図形 
 

2.3. 「ワールドカフェ」 
方法 
① 4, 5 人ずつのグループに分かれる。	
② テーマに沿って自由に会話をする。	

③ 各テーブルに 1 人残して	(テーブルホスト)、後の人は好きな席に移動をする。	
④ テーブルホストは、自分のテーブルで何が話し合われたのか説明し、他の席から来た者と情

報交換をする。	

⑤ テーブルの別のメンバーがホストとしてテーブルに戻り、テーブルホストを 1 人残して移動
する。	

⑥ 他の席に行った人は最初の席に戻り、得てきた情報・アイディアを持ち帰り、情報交換を行

う。	

⑦ 参加者全員で、アイディアの共有を行う。	

 ワールドカフェでは、「私たちの考える未来の再生医療社会」を念頭に置き、あらかじめ医師、法律、経

済、教育、研究者、製薬会社、患者、患者の親、行政というグループを設定し、生徒は自分の興味のある

グループへ分かれた。各グループでは話し合いを行って、それぞれの考えを共有した。その後、各テー

ブルに 1 人残して、後の人は好きなグループのところにいって意見交換を行った。各グループから出た

意見は表 2 の通りである。 
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表 2. ワールドカフェで各グループから出た意見 
グループ 生徒から出た意見 

医師 ・新しい医療の普及により、研修等の負担が大きくなる。 
・患者への説明の仕方が難しい。 
→まずは法律の整備が必要である。 

法律 ・法律の整備が必要である。 
・iPS細胞で受精卵が作ることができると同性の妊娠も可能になるのではないか。 
→倫理面に配慮して法律を整備する必要がある。 

経済 ・再生医療市場の出現。 
・寡占が起こり、企業が参加しにくい。 
→法律、行政で土台づくりが必要である。 

教育 ・いつから再生医療教育を行っていくべきか。 
・教師の専門的知識が必要である。 
・児童生徒だけではなく、親にも講演会を通して知識の普及を行う。 
→教師の負担増加、研修や教材など国が負担する費用面の増加。 

研究者 ・再生医療の企業化が必要である。 
・患者とのつながりが必要である（気持ちを理解するため）。 
・教師との連携が必要である（知識や最新情報の提供）。 
・十分な研究費用、設備、採用があるのか。 
→あらゆる機関との連携が必要である。 

製薬会社 ・一人一人に適した薬をつくることができる。 
・周囲の協力が必要である。 
→負担が増える。 

患者 ・事前に知識を習得しておきたい (学校で)。 
・費用の心配がある。 
→行政からの援助が必要である。 

患者の親 ・リスクや費用面の知識が必要である。 
・医師との話し合いをどう進めていくか。 
→大きな不安がある。 

行政 ・様々な機関からあらゆる要請がある。 
→コーディネーターとして、うまくまとめていく必要がある。 

 

[5] 第 7-10 回 「社会を創造する」発表会 

(1) 流れ 
・	 12 月 19 日 中間発表会 (第 7 回) 発表会に向けた趣旨確認 
・	 2 月 13 日 予行演習 (第 8 回) 
・	 2 月 21 日 「私たちの考える未来の再生医療社会」発表会 (第 9, 10 回) 
 

(2) 展開 

2.1. 趣旨の確認 
 私たちの生活する「社会」は様々な立場や考えが有機的に繋がり、国民一人ひとりがその社会を支え成

り立っている。研究者は新しい成果や技術を社会に送り出す役割を担っている。自らの興味に基づいて
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研究を進めつつも社会に還元するという視点も持っていなければならない。そして、社会を構成する私た

ちは、新しい成果や技術をもとにより良い社会を構築していかなければならない。 
 再生医療というものを考えた時、現在は、iPS 細胞が樹立され再生医療という新しい医療技術が生まれ

つつある段階にあり、社会はまだ確立されていない。そこで、再生医療社会とはどうあるべきなのか、理

数科 2 年生一同が様々な議論を通して、「私たちの考える未来の再生医療社会」を国民に向けて提案

する。未来の再生医療社会はどんなものになるのか、どんなものにしていくのか、40 人の意見をまとめ、

緑岡高等学校理数科 2 年生一同のオリジナリティーある方向性を示す。 
 

2.2. 中間発表会での意見交換 
 これまで各グループで議論してもらってきたが、中間発表会では、一つの社会を作るということを念頭

に置いてもらうため、各生徒にメモ用紙を配布し、各グループの発表を聞き要約しながらその発表に対し

て「こういう視点から眺めてみるのはどうだろう？」という提案を記入してもらった。中間発表会終了後にそ

れぞれの発表グループにそのメモ用紙を渡し参考にしてもらうこととした。 
 

(3) 「私たちの考える未来の再生医療社会」発表会 
	 発表会は、2016 年 2 月 21 日茨城大学で開催された (表 3)。開催ポスターや発表会案内状も生
徒が作成し配布した。当日は、以下のようなプログラムで行い、アドバイザーとして大阪教育大学 
特任准教授	 川上雅弘および京都大学 iPS 細胞研究所 特定研究員 和田濱裕之を招き指導講評を
いただいた。各立場からの発表の要点を表 4 に記す。 
	 各立場の発表後に代表生徒が、緑岡高等学校理数科 2 年生による再生医療社会にむけた提言内
容として、以下の 4 つの点を挙げ，「再生医療に関して知識など幅広い面で考えることができた
が、未来の再生医療社会を創造する際、どの立場も他への要求が強く、他者を思いやる気持ちが創

造には不足していた。『協力』をもっと重視するために、コミュニケーション能力を鍛えるカリキ

ュラムをより充実させることが必要である。」と締めくくった。 

・	 信頼性の高い再生医療の確立。 
・	 国民全員の意思を尊重した様々な医療方法の開発、作成。 
・	 コミュニケーションを取り合い様々なニーズに対応。 
・	 正しい情報を知ってもらうためのシステムを確立。 
  

 
  
 
 
	  
 

 

表 3.	 発表会プログラム 
9:00 〜 9:30 受付 
9:30 〜 9:40 開会行事 
9:40 〜 10:10 基調講演（茨城大学教育学部副学部長	 瀧澤利行氏） 
10:10 〜 10:20 再生医療年表発表 
10:20 〜 11:48 発表（８分×11グループ） 
   （休憩） 
12:00 〜 12:10 緑岡高等学校理数科 2 年生による「私たちの考える未来の再

生医療社会」の提言 
12:10 〜 12:20 全体討論 
12:20 〜 12:30 指導講評 
12:30 〜 12:35 閉会行事 
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図 5.	 発表会の様子 

 

表 4.	 各立場からの発表の要点 
立場  
研究者 • 研究者の立場から効率的に iPS細胞を活用するアイディアが求められている。iPS細胞の作製・増殖・分化の時

間短縮が必要。 
• 研究には研究者のみのつながりだけでなく異分野とのつながりも必要。 
• 未来の研究者への情報の発信や倫理的な問題（生命・軍事など）の教育も合わせて行うことが必要。 
• 一般の人から信頼をしてもらえるような研究を行う。 
•  科学コミュニケーションを通して一般の人々に知識を広める。 
• 行政などと連携することにより、倫理面での問題を解決する。 
• メディアに対して、再生医療に限らず研究者が見つけ出したメリット、だけでなくデメリットも含め国民の深
い議論を促すような、科学的根拠に基づいた公正公平な報道。 

薬剤師 • 医師や看護師とは再生医療の知識をお互いに共有することや、患者の理解をし合うことが大切。 
• 患者に丁寧な説明をする。 

医師 • 質の高い医療を受けられる社会を作るべき 
• 質の高さだけでなく治療にかかる費用を抑え、一般の人も受けられるようにすべき 

看護師 • 医師だけでなく薬剤師や研究者とも関わりを持ち、連携して再生医療を行える環境作りが必要。 
• 患者一人ひとりとのコミュニケーションを再生医療に関わらず大切にしていくべき。 

行政 • どの立場においても、重要視されるのは予算である 
• 行政がどのくらい予算を割けるかが一番の課題 

教育 • 社会全体が再生医療に興味を持ち、盛り上げていくことが重要。 
• 学校と医療関係者や大学が連携し、教師に講習等を実施する。 
• 講演会を開くなどして、保護者と知識を共有する。 
• 道徳、保健、理科の授業の一環として、授業の時間を用意し、再生医療を一つの教科としてではなく、いくつ
かの教科で負担する。 

• 小学校、中学校で、段階的に詳しく教えていくことで、理解度を高める。 
• 他の立場と協力し、社会全体の再生医療に対する意識を高めていく。 

ネット • 記事を載せる時点での確実な情報を載せる。 
• 専門知識のない大衆でも分かる内容を載せる。 
• 研究者に圧力をかけて、期待をかけすぎないようにする。 
• 進行中の iPS細胞の研究については、今後の展望も含めて希望的な見解で述べる。 
• 確実な情報を継続的に発信し、国民に普及させるように努め、iPS細胞をメディアから支えていく。 

新聞 • 記者は相手と会話をして内容を確認する。 
• 若者を中心に「新聞離れ」が進んでいるため、雑誌的な要素や文字の太さを変えて、読みやすくする。 
• 理系出身の記者を増やす。 

患者 • 情報をもとに患者は自らの意思・判断で治療を受けることが求められる。 
• 積極的に再生医療の情報を集めようと意識する。 
• 情報を鵜呑みにせず自ら判断し享受する。 
• 治療を受けた者たちが講演会や事業を実施し、多くの人に治療の体験談を述べる。 
• 治療を受けた者同士で情報を共有しあい、再生医療の発展に向け、後世の人に伝えていく。 
• 患者の声で医療は動く。 
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2. 新聞の切り抜きミニ発表会 

	 各講座開始時に、新聞の切り抜きミニ発表会を行った。その内容を表 5 に示す。 
 

表 5.	  新聞の切り抜きミニ発表会のテーマ 
日時 テーマ 

10 月 16 日 ・ iPS 細胞を使用した加齢黄斑変性の治療  ・ iPS 細胞によりデュシェンヌ型筋ジストロフィーの初期病態を再現 
10 月 28 日 ・ Muse 細胞がもたらす医療革新 動物モデルにおいて脳梗塞で失われた機能の回復に成功 
11 月 10 日 ・ iPS 細胞を使用した変形性膝関節症の治療  ・ iPS 細胞のがん化防止 
12 月 19 日 ・ パーキンソン病と iPS 細胞による治療  ・ 歯 (親知らず) を用いた新しい iPS 細胞ストック 
2 月 13 日 ・ iPS 細胞による白血病治療 

 

3. アンケート結果 
[1] 各回後の調査結果 

	 各講座終了後に、受講生に対してアンケートを実施した結果を表 6 に示す。 
 

表 6.	 講座ごとの調査結果 
回 質問内容 そう思う まあまあ思う あまり思わない 全く思わない 

1, 2 講義の内容は以前から興味がありましたか 33.3 40.0 20.0 6.7 
 今回の講義により、その興味はさらに深まりましたか 30.0 53.5 10.0 6.7 
 今回の講義において、科学の素晴らしさを感じることができましたか 26.7 66.7 6.7 0.0 
 今回の講義を受講できてよかったと思いますか 33.3 53.5 6.7 6.7 
3 講義の内容は以前から興味がありましたか 31.6 50.0 15.8  2.6 
 今回の講義により、その興味はさらに深まりましたか 60.5 28.9 5.3 5.3  
 今回の講義において、科学の素晴らしさを感じることができましたか 63.2 31.6 5.3  0.0  
 今回の講義を受講できてよかったと思いますか 57.9 36.8 0.0  5.3  
4 講義の内容は以前から興味がありましたか 27.0 48.6 24.3  0.0  
 今回の講義により、その興味はさらに深まりましたか 59.5 29.7 5.4 5.4  
 今回の講義において、科学の素晴らしさを感じることができましたか 35.1 35.1 21.6 8.1  
 今回の講義を受講できてよかったと思いますか 64.9 29.7 5.4  0.0  

5, 6 講義の内容は以前から興味がありましたか 33.3 51.3 10.3 5.1 
 今回の講義により、その興味はさらに深まりましたか 46.2 51.3 2.6 0.0 
 今回の講義において、科学の素晴らしさを感じることができましたか 30.8 59.0 7.7 2.6 
 今回の講義を受講できてよかったと思いますか 64.1 33.3 2.6 0.0 
7 講義の内容は以前から興味がありましたか 23.1 51.3 17.9 7.7 
 今回の講義により、その興味はさらに深まりましたか 34.2 50.0 7.9 7.9 
 今回の講義において、科学の素晴らしさを感じることができましたか 28.9 47.4 15.8 7.9 
 今回の講義を受講できてよかったと思いますか 38.5 46.2 10.3 5.1 
 他のグループへのアドバイスはしっかり書けましたか 33.3 51.3 12.8 2.6 
 アドバイスは参考になりましたか 61.5 30.8 7.7 0.0 
8 12 月のアドバイスを受けて、今回の発表内容を改善することは 

できましたか 
31.6 60.5 7.9 0.0 

 前回の発表よりも、発表態度は向上しましたか 28.9 55.3 15.8 0.0 
 2 月21 日の本発表に向けて、改善すべきことが明確ですか 28.9 60.5 10.5 0.0 
 今回、学校でのリハーサルは役に立ちましたか 42.1 47.4 7.9 2.6 
 他のグループへのアドバイスができましたか 13.2 28.9 44.7 13.2 
 他からのアドバイスは参考になりましたか 36.8 50.0 7.9 5.3 

9, 10 発表前 (2/20) までの準備やリハーサルはしっかり取り組めたと思う 60.0 30.0 7.5 2.5 
 発表に向けて計画的に取り組めたと思う 40.0 50.0 7.5 2.5 
 当日のプレゼンテーションの仕方や態度はよくできたと思う 42.5 47.5 10.0 0.0 
 パワーポイントの原稿はよくできたと思う 50.0 42.5 7.5 0.0 
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[2] 発表会時の調査 

	 発表会時に参加した理数科に進学予定の 1 年生、および聴講した方に対して、緑岡高等学校理数

科 2 年生による再生医療社会にむけた提言についてアンケートを行った結果を表 7 および 8 に
示す。 
 

表 7. 参加者へのアンケート結果 
 賛成 (%) 反対 (%) どちらとも言えない (%) 

理数科に進学予定の 1 年生 (n=37) 83.8 0.0 16.2 
上記以外の聴講した方 (n=14) 78.6 0.0 21.4 

 

表 8. 提言に対する賛否の理由 (記述) 
 立場 理由 

理数科に進学予定の 1 年生 (n=37) 賛成 • 今後の再生医療の普及において、協力やコミュニケーショ
ンは大切だと思うから。 

• 患者はとても大きな不安を抱えているので、さまざまな面
から患者を支えていくことで、少しでも不安を軽減させる

ことができると思うから。 
• 医療従事者と患者の間だけでなく、メディアや行政、教育
者にも協力を促していて、時術面だけでなく、コミュニケ

ーションなどの人間的な部分からも再生医療と共存しよ

うとしているから。 
• 医療技術だけでなく、社会制度・メディア・患者と医師の
関わりなどの多方面からの提言があってよかったから。 

• 要求だけでは何も生まれなく、それぞれの立場でともに協
力し合うという点は、自分も同じように大切だと感じたか

ら。 
 どちらともいえない • 再生医療の問題だけでなく、他の問題もあるから。 

• すべての立場の言い分が通るとうまくいきそうだが、それ
が達成されるまでの経費が恐ろしい額になりそうだから。 

上記以外の聴講した方 (n=14) 賛成 • 「協力」を強調した点が、人とのつながりから成る「社会」
のことばを連想させ、将来、人との絆を大切にする世の中

を作り出すための十分な手がかりになると思ったから。 
• 「協力」という言葉は素敵だと思いました。気付けば「要
求」ばかりの冷たい世の中ようになっていますが、互いを

高め努力していくことが大切だと思います。 
• いろいろな職業の人が「協力」して再生医療社会を発展さ
せていくことに賛成です。 

 どちらともいえない • 様々な立場から考察しているが故に、多面的な意味の集ま
りのような気がしました。しかし、とてもよい発表でした。 

 

[3] 講座を終えての調査 

	 すべての講座を終えた後のアンケートの結果を表 9 に示す。 
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表 9. 講座を受けた後の調査結果 
興味を持って取り組んだ内容 (n)  	 向上したと思えること (n)  講座を受講してよかったか (n) 

再生医療教育の基礎知識 20  再生医療についての知識 31  そう思う 13 
ケースメソッド法 11  コミュニケーション能力 10  まあまあそう思う 19 
表現力を磨く講座 16  ディスカッション能力 14  あまり思わない 1 
ワールドカフェ 16  プレゼンテーション能力 26  全く思わない 5 
各ディスカッション 10  考察する力 14  未記入 2 
発表会 11  命の尊さへの思い 5    
その他 1  その他 0    
何もない 4  向上したことは何もない 0    

 
4. まとめ 

 本研究は、茨城大学推進研究プロジェクト「新しい再生医療社会を理解し迎えるためのモデル教

育の創出と提言 (代表	 瀧澤利行)」とスーパーサイエンスハイスクール指定校である茨城県立緑岡
高等学校とにより開始した高大接続研究事業「再生医療教育モデル講座」の一環として行った。「未

来の医療という大きな課題について生徒一人ひとりが自らの問題として捉えられる」「個々が意見

を持ち、相手の考えを尊重しながら意見交換を通し、よりよい社会を創造するための考えを構築で

きる」「大学進学、そして社会人という人生を歩む過程の中で、日々進歩する科学技術を理解し、

社会に果たす自分の役割を認識できるようになる」ことを目的とした。講座では「iPS 細胞と再生
医療の基礎的な知識を身につける」「未来を覗く」「科学成果を伝え考える」「社会を創造する」

という 4 つの柱を立て、生徒の iPS 細胞や再生医療の科学的な興味や関心からスタートし、最先

端研究の成果により実現化されつつある再生医療に対して 10、20 年先の私たちの社会を見据えた
議論ができるよう、「未来を覗く」では 20 年後の再生医療を治療の一つとして医師から紹介され
た家族の食卓での会話を疑似体験し、「科学成果を伝え考える」では研究者として得られた成果を

的確に他者に伝えるトレーニングとして、また、「社会を創造する」ではともに学んだ理数科 2 年
40 名の考える未来の再生医療社会を議論しながら提案してもらった。40 名の生徒による提言とし
て、最後にキーワードとして挙げたものは『協力』であった。再生医療の実現化に向けて日々研究

が進められており、すでに神戸の理化学研究所では、患者の皮膚から採取した線維芽細胞から樹立

された iPS 細胞を用いて、世界初の臨床研究がスタートした。1 年後の 2015 年には副作用は認め
られず経過は順調であることが報告されたが、理数科 2 年生の提案でも、「信頼性の高い医療の
確立」「国民の意思を尊重」ということが挙げられた。また、最先端の科学・医療分野であり、理

解するためには専門的知識が必要とされる。研究者と国民、そして社会を担う様々な人々との「コ

ミュニケーション」も彼らは重要であると挙げた。最近、動物とヒトの細胞が混ざった動物、いわ

ゆるキメラ動物の研究への応用に対する考え方に研究者と一般の人との間で許容度に差があり、研

究内容について継続的にコミュニケーションすることが重要であることが報告された 6)。研究者が

ある研究方法を一般的だと考え、その方法を用いることが成果に向けた近道だと考えても、必ずし

も国民には一般的ではなく許容されない場合もある。よりよい社会構築のため、研究の進捗状況を

発信し、国民と共に考え理解してもらえるようなコミュニケーション、そしてそれを理解するため

の基礎的な知識は必要であると思われる。 
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	 本研究では、「再生医療教育モデル講座」により、高校生は社会を見つめ、研究者、医療従事者、

患者および様々な分野のものが「協力」し社会を作るという広い視野に立った提案をしてくれた。

これは再生医療分野だけではなく様々な分野でも当てはまることであり、将来の様々な分野で高校

生が社会人として活躍する時、本研究により高校生が得た視点「協力」は今後の彼らにとって重要

なキーワードになってくれるのではないかと思われる。以上のことから、本研究では高校生に対し

有用なプログラムを考案できたのではないかと思われる。今後、さらなる改良を重ね、本モデル講

座を高校の先生が自校の生徒に対して行えるようなテキストを作成する必要があると思われる。 
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幼児向け番組におけるテレビを３次元に見る手がかりの分析 
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Analysis of the Clues to watch Television in 3-Dimension in Educational TV 
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キーワード： メディア・リテラシー，テレビ，テレビ理解, ３次元変換, 次元の混合, 教育テレビ, 幼児向け番組 

 

 テレビ画面は平面である。われわれは、頭の中で平面を立体に変換してテレビを見ている。幼児に２次元の３次元変換を

気づかせるものとして、村野井（2014）はNHK教育テレビ（Eテレ）をあげている。実写ものでは、人物の重なりやすれ違いが

少なく、カメラワークも少ない。３次元のものを２次元的に撮影しているためである。しかし、逆の過程である２次元のものを３

次元に気づかせる点については言及できなかった。Eテレを見るとアニメに人間が入ったり、スタジオにいる人間にアニメが

話しかけたりと次元の混合が見られた。次元の混合がどの程度行われているか調べるために、2016年６月13日から30日の

間の10日間、平日夕方４時から６時の「母と子のテレビタイム」で放送された22番組119個を分析した。その結果、次元の変

換が937回あり、その中で次元が混じる回数が278回あった。その割合は 29.6％であった。つまり、Eテレは特異な番組作り

をしていることが示された。Eテレの幼児向け番組が、次元に気づかせる役割をしていることが考察された。 

 

はじめに 

 

２次元の画面を３次元に読み取る 

テレビの画面は平面である。視聴者は平面を見ながら、そこに映っているものを立体的に認識し

ている。視聴者は、俳優の顔を見て、彫の深い顔だとか平らな顔だと判断し、殺人鬼が被害者の後

ろから襲う場面も理解できる。つまり視聴者は、画面を３次元変換しながらテレビを見ているので

ある。 

村野井（2014）は、学校教育で２次元の３次元変換を教えるのが、中学校１年生の数学「立体図

形の形成」と遅いことを示した。一方、２次元を３次元に読みとらせる課題は、小学１年生のさん

すうで「つみきかぞえ」として行われていた。幼児は、それ以前に、２次元を３次元に変換する能

力を身につけているのである。 

２次元を３次元に読み取る研究には、園原（1956）らのものがある。図形の重なりの理解に関し 

―――――――― 
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て園原らは、３歳児までは平面の重なりの遠近がわからないと述べている。４－６歳児を対象に重

なりの理解を促進する要因を探った結果、６歳児は手前と奥に置かれた図形を見て判断する遠近訓

練を行えば、重なりの陰影を強調した白鳥の図形を見て、２匹の白鳥の図形であると判断できた。

一方、訓練をしない場合、６歳児でも図形の弁別ができなかったのである。２次元の３次元変換は、

自然にできるようになるのではなく、体験や次元の違いの意識化が必要なのである。美術教育の長

尾（2004）も、平面上の視覚的手がかりから空間を再構成することの間には、発達上の大きな飛躍

があると考えられると述べている。 

旦（2013）は、メディアと子どもの発達についてレビューを行ったが、テレビ画面の３次元変換

に関する研究はなかった。しかし、２次元を３次元へ変換しなければならない機会を乳幼児の身の

回りに求めると、絵本、紙芝居、アニメ番組、幼児向け番組等が考えられる。子どもによっては、

絵本を読むよりもテレビを見ることが先になるので、テレビが２次元のものを３次元のものとして

読み取る初めての経験となっている可能性がある。テレビ画面の３次元変換は、テレビの読み取り

だけでなく、「つみきかぞえ」のように平面を立体に読み取る能力を獲得する上でも重要な研究とい

える。 

Ｅテレの幼児向け番組は、実写（３次元）番組でも画面の動きも登場人物の動きも少なく２次元

的に表現しており、背景と区別がつけやすい作り方をしている。幼児向け番組が、画面を３次元と

して見る役割を果たしてきたと考えられる。 

 

 幼児向け番組に見られる次元の頻繁な切り替わり 

 ２次元と３次元の教育という視点からＥテレの幼児・子どもゾーンの番組を見ると、番組の多様

性が目につく。実写物、アニメ、人形劇、絵本と、異なる分野の番組がつぎつぎに出てくる。実写

物では、スタジオでお兄さん・お姉さんや「ワンワン」など着ぐるみのキャラクターが出るものが

多い。番組内にアニメや絵本のコーナーが入るので、３次元から２次元へ行き、２次元から３次元

（スタジオ）への移動が行われている。 

アニメには『はなかっぱ』や『パッコロリン』のように描写が平面的なアニメもあれば、『おさる

のジョージ』や『忍たま乱太郎』のように顔立ちのはっきりした立体的なアニメもある。『プチプチ

アニメ』のニャッキや『羊のショーン』のようなクレイアニメもある。これは立体である。 

 絵本の番組には『テレビ絵本』のように絵本そのものを見せて読むものがある。しかし『おはな

しのくに』では、昔話の絵の中に実写の子どもが登場したり、クレイアニメが現れたりする。２次

元と３次元が混合した番組なのである。デック・ブルーナの絵本『ミッフィー』には、絵本の読み

聞かせ版と立体化したCG アニメ版がある。２次元バージョンと３次元バージョンを放送している

のである。 

 このように、Ｅテレの幼児向け番組は、２次元の番組の次に３次元の番組が現れたり、逆に３次

元の番組に２次元の番組が続いたりと次元の変化が頻繁に生じている。 

 

幼児向け番組に見られる次元の混合 

 幼児・子どもゾーンの番組のもう一つの特徴に次元の混合がある。スタジオのお兄さん（３次元）

とアニメ（２次元）が会話したり、絵本の世界（２次元）へお姉さん（３次元）が入って踊ったり
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するのである。これを次元が混じるととらえる。次元が混じることは、現実世界では起こりえない

ため、大人は混じれば違和感を覚える。一般の番組では使われない制作方法であり、幼児に２次元

と３次元に気づかせる役割を果たしていると考えられる。 

 

問題と目的 

 

テレビ番組は、３次元のものは３次元で作られており、２次元の番組は２次元で作られている。 

ドラマやバラエティー、スポーツなどは、実写つまり３次元の番組である。アニメや絵本は２次元

が多い。近年のアニメ・絵本は、コンピューターにより３Dで描かれるものもあるが、その場合は

始めから終わりまで３次元で描かれる。 

 ところが、NHKEテレの幼児向け番組では、２次元の番組やコーナーと３次元の番組やコーナー

が頻繁に表れる。次元の切り替わりが多いのである。また、スタジオのお兄さんとアニメが会話し

たり、絵本の世界へお姉さんが入って踊ったりする。次元の混合が生じているのである。 

 この研究では、E テレの幼児向け番組において、次元の切り替わりと次元の混合がどの程度の頻

度で、生じているのかを確認することを目的とする。その結果より、幼児に２次元と３次元に気づ

かせる役割の有無について考察する。 

 

方 法 

 

対象番組 

NHK教育テレビで2016年６月13日から30日の間の10日間、平日夕方４時から６時の「母と子

のテレビタイム」で放送された番組を分析した。分析した番組は、22番組119個である。 

分析した番組名と期間内の放送回数は、以下である。『いないいないばぁっ！』、『おかあさんとい

っしょ』、『パッコロリン』、『みいつけた！』、『にほんごであそぼ』、『はなかっぱ』、『ゴーゴーキッ

チン戦隊クックルン』、『ニャンちゅうワールド放送局ミニ』は10回放送されていた。平日は毎日放

送される定番と言える。『えいごであそぼ』は９回、『みんなのうた』は７回放送されており、ほぼ

定番と言える。その他の番組は、『サラとダックン』、『コレナンデ商会』が３回、『うさぎのモフィ』、

『ミミクリーズ』、『ムジカ・ピッコリ―ノ』、『がんばれ！ルルロロ』、『フックブックロ―ミニ』、『デ

ザインあ』が２回あり、これらは週１回日替わりで放送される番組といえよう。期間中、１回だけ

現れた番組は、『ミニアニメ うっかりペネロペ』、『マリー＆ガリー』、『ピタゴラスイッチ』、『ふう

せんいぬティニー』であった。 

 

指標 

次元の定義は以下である。 

「２次元」とは、アニメや絵本、紙芝居など２次元で構成されている番組やコーナーである。 

「３次元」とは、スタジオやロケあるいは人形劇などの実写で構成されている番組やコーナーで

ある。 

「２次元へ３次元が混じる」とは、２次元のアニメや絵本などへ実写の人や着ぐるみが入ること
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である。 

「３次元へ２次元が混じる」とは、逆に実写や着ぐるみへ２次元のアニメが入ることである。 

次元が混じっているかどうかの判断は、１カットに２秒以上混じった時とした。一瞬しか混じら

ない場合もあるが、２秒以上続かないと視聴者には、見てわからないだろうと思いこの基準とした。 

次元の切り替わりや次元の混合は、２次元から３次元へ切り替わった時、３次元から２次元へ変

わった時、次元が混じった時を１回と数えた。 

 

結 果 

 

次元の切り替わりと次元の混合 

結果を表１に示す。分析した番組 119個に次元の変換が 937回あった。分析時間は20時間（２時

間*10日間）なので、次元の変換は、１時間あたり平均 46.9回生じていることになる。一般の番組

に比べ次元の変換が多いことが分かる。 

次元の混合を見ると、２次元に３次元が混じることが、123回（13.1％）現れた。３次元に２次元

が混じることが155回（16.5％）現れた。つまり、次元が混じる回数が 278回あり、割合は、29.6％

であった。一般の番組では、めったに表れない次元の混合が高い割合で生じていることが分かった。 

NHK教育テレビの幼児向け番組は、「次元」に注意が向く作り方になっていると言える。 

 

表１ 「幼児・子どもゾーン」における２次元・３次元表現とその混合 

分析日ごとの

番組数 

２次元 ３次元 ２次元へ３次

元が混じる 

３次元へ２次

元が混じる 

合計（回） 

12 19 26 11 13 69 

11 37 47 16 18 118 

11 26 26 6 6 64 

12 36 48 14 28 126 

12 29 29 15 9 82 

12 24 32 12 14 82 

12 34 52 16 26 128 

12 26 30 9 13 78 

12 35 34 12 9 90 

13 28 41 12 19 100 

合計（119） 294 365 123 155 937 

割合（％） 31.4 39.0 13.1 16.5 100.0 

 

民間放送の子ども向け番組、アニメ番組との比較 

 このような特徴は、他の番組にもあるのだろうか。各放送局の HP でアニメ，キッズのカテゴリ

ーに分類されていて、2016年９月12日（月）から９月18日（日）に放送された番組を表２に示す。 
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このカテゴリーに含まれるものは、59番組あった。アンダーラインを引いたものは、実写番組で

ある。太字は、２次元のコーナーと３次元のコーナーの切り替えがある番組であり、『みんなのうた』、

『もののくま』、『しまじろうのわお！』３番組だけであった。『みんなのうた』（NHK）は、歌によ

って実写の場合とアニメの場合があった。『もののくま』（テレビ東京）は、商品宣伝の面が強 

 

表２ Eテレ以外のキッズ・アニメ番組 

地上波テレビ局と検索カテゴリー 番組名 

NHK  【アニメ特撮，キッズ】 

２本 

みんなのうた、アニメ 精霊の守り人 

日本テレビ 【アニメ】 

３本 

それいけ！アンパンマン、名探偵コナン、エンドライド 

ＴＢＳ 【アニメ】 

７本 

 

カミワザ・ワンダ、七つの大罪 聖戦の予兆、はんだく

ん、この美術部には問題がある！、９１Ｄａｙｓ、ベルセ

ルク 

フジテレビ 【アニメ・キッズ】 

６本 

ぼのぼの、GO!GO!チャギントン、こちら葛飾区亀有公

園前派出所、ちびまる子ちゃん、サザエさん、バッテリ

ー 

テレビ朝日 【アニメ・ヒーロー】 

６本 

 

動物戦隊ジュウオウジャー、仮面ライダーゴースト、ヘ

ボット！、魔法つかいプリキュア！、ドラえもん、クレヨ

ンしんちゃん 

テレビ東京 【アニメ】 

３５本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウルトラマンオーブ、牙狼〈GARO〉HD リマスター、もの

のくま、しまじろうのわお！、タイムトラベル少女、遊戯

王デュエルモンスターズ20thリマスター、フューチャー

カード バディファイト DDD、レゴタイム ネックスナイ

ツ、カリメロ、いとしのムーコ、ディズニー・サンデー、デ

ュエル・マスターズ VSRF、ふるさと再生 日本昔ばな

し、リルリルフェアリル～妖精のドア～、カードファイ

ト！！ヴァンガード G ストライドケート編、ベイブレード

バースト、パズドラクロス、プリパラ、アルティメットスパイ

ダーマンVSシニスターシックス、バトルスピリッツ ダブ

ルドライブ、双星の陰陽師、かみさまみならい ヒミツの

ここたま、アイカツスターズ！、妖怪ウォッチ、遊戯王

ARC－V、ポケットモンスターXY＆Z、D.Gray-man 

HALLOW、 Re:ゼロから始める異世界生活、斉木楠雄

のΨ難、タブー・タトゥー、スカーレッドライダーゼクス、

遊戯王 20thセレクション、夏目友人帳シリーズセレクシ

ョン、美男高校地球防衛部、闇芝居 
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い番組であり、実写やアニメの切り替えが行われていた。 

２次元のコーナーと３次元のコーナーの切り替えおよび次元の混合があるのは、『しまじろうのわ

お！』（テレビ東京）だけであった。他は２次元のアニメであった。 

つまり、キッズ向けやアニメといっても、２次元と３次元の切り替え自体が珍しいのである。そ

して、混合はめったに表れないのである。E テレの「母と子のテレビタイム」の特殊性がわかると

いえる。 

 

次元の混合がある番組とない番組 

次元の混合は、「幼児・子どもゾーン」のどの番組でも生じるわけではない。表３に放送回数の多

い８番組の次元の切り替わりと次元の混合をまとめた。これを見ると、次元が混じるのは８番組で

251回あり、全体（278回）の 90.3%を占めている。これらの番組は、放送回数が多く、２歳児から

４歳児を対象とした『おかあさんといっしょ』を除けば４歳児以上を対象としている。つまり、次

元の切り替わりや次元の混合は、４歳児以上の幼児向け番組で行われているのである。 

『みんなのうた』は７回放送されているが、歌番組ということもあり、次元の切り替わりは少な

かった。また、今回放送された中では、次元の混合もなかったので、この表には入れていない。 

アニメ番組である『パッコロリン』、『サラとダックン』、『がんばれ！ルルロロ』、『ミニアニメ う

っかりペネロペ』、『マリー＆ガリー』、『ふうせんいぬティニー』は、２次元アニメであるが、始め

から終わりまで２次元のままであった。『うさぎのモフィ』は綿人形のアニメであり、３次元表現だ

けであった。アニメ番組では、次元の切り替えも混合もないのである。 

 

表３ 次元の切り替えと混合の多い番組 

 

番組名 
放送 

回数 
２次元 ３次元 

２次元へ３

次元が混

じる 

３次元へ２

次元が混

じる 

次元変換・

混合の合

計 

ゴー!ゴー!キッチン戦隊

クックルン 
１０ ６９ ４５ ５５ ２３ １９２ 

ニャンちゅうワールド放

送局ミニ 
１０ １１ １８ １３ ２ ４４ 

みいつけた！ １０ ２６ ４２ １４ ２０ １０２ 

にほんごであそぼ １０ １８ ３６ ８ １９ ８１ 

おかあさんといっしょ １０ ５５ ９２ ４ ５１ ２０２ 

いないいないばぁっ！ １０ １７ ３９ ６ １４ ７６ 

はなかっぱ １０ １２ ８ ６ １ ２７ 

えいごであそぼ ９ ２１ ２９ ７ ８ ６５ 

合計 ７９ ２２９ ３０９ １１３ １３８ ７８９ 
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 『コレナンデ商会』、『ムジカ・ピッコリ―ノ』、『デザインあ』、『ピタゴラスイッチ』は、いくつ

かのコーナーがある番組である。そのため２次元の場面と３次元の場面があった。つまり、次元の

切り替えはあった。しかし、次元の混合はみられなかった。以上のように、番組によって作り方が

異なっているのである。 

このように、幼児向け番組という身近なところで、２次元と３次元の変換や２次元と３次元の混

合を見せていることがわかった。幼児向け番組が次元に注意を向け、テレビ画面を３次元に読むこ

とを促しているといえる。これに対して幼児はどのように反応するのであろうか。 

 

 幼児の事例 

村野井（2016）の観察から、２次元と３次元の関係に興味を持った幼児の事例を３つ紹介する。

『おかあさんといっしょ』を４歳女児が視聴した時の反応である。普段は着ぐるみのキャラクター

が、アニメ（２次元）になったり、着ぐるみ（３次元）になったりすることを不思議に思った例で

ある。次元の切り替えが、幼児に２次元への関心を引き起こしていることが分かる。記録中の女児

は、村野井の第一子であり、記録者は村野井である。 

 

事例１   ２次元３次元への関心１     ひろみ ４歳２か月 

『おかあさんといっしょ』の冬休み用番組。ジャジャ丸、ピッコロ、ポロリは、ふだんは着ぐるみ

（３次元）だが、冬休み特別篇なのでアニメ（２次元）になっている。 

 

ひろみ：「ねー、来て。紙。ピッコロたちが紙になった。お正月だから紙になった」 

観察者：「紙？ 本当だね」 

 

 子どもなのでアニメを紙と表現している。いつもは着ぐるみのキャラクターがアニメになったこ

とを不思議がっているのである。 

 

事例２  ２次元３次元への関心２     ひろみ ４歳２か月 

風邪で幼稚園を休んでいた。『おかあさんといっしょ』が始まる。普段の放送なので着ぐるみだった。 

 

ひろみ：「きょう、紙じゃないね」 

 

 着ぐるみかアニメかと言う点にこだわっていることがわかる。 

 

事例３  ２次元３次元への関心３    ひろみ ４歳５か月 

夕方、『おかあさんといっしょ』を見る。春休み子ども大会なのでアニメだった。 

 

ひろみ：「これ紙？ ねえ！ 紙、これ？」 

母  ：「そうだよ、マンガだよ。春休みだから」 

ひろみ：納得したように「これ紙だよ」 
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 このように生後４歳２ゕ月から５ゕ月にかけて、紙か着ぐるみかに関心を持った。同じものが２

次元にも３次元にも表現できることへ関心を持ったといえる。子ども向け番組が、２次元と３次元

の違いへ関心を持たせていることがわかる。 

 

考 察 

 

 テレビ画面は２次元であり、視聴者は画面を見て３次元に変換しながら視聴している。この世界

は３次元の世界であり、２次元は理論上の存在にすぎない。テレビモニター本体は３次元であるが、

画面は２次元に読み取らなければない。テレビ画面が２次元であることに気付くためには、テレビ

を正面から見るだけでは、気づけない。斜めから見たり、動きながら見たり、近づいて画面に触っ

て、２次元であることを確かめなければならないのである。その後で、テレビを見るためには２次

元の画面を３次元に変換しなければならないことに気づくのである。テレビを見るとは難しいこと

なのである。 

すべての子どもが、テレビを見てわかっていると考えれば、どこかで誰かが、テレビ画面は平ら

で、テレビ画面は３次元変換をしなければならないということを教えていなければおかしいのであ

る。それも小学校入学前に教えているのである。 

 今回の研究で、NHKEテレの幼児向け番組「母と子のテレビタイム」では、次元の変換が１時間

あたり平均46.9回生じていることが示された。次元の混合は、２次元に３次元が混じることが13.1％

現れ、３次元に２次元が混じることが 16.5％現れた。つまり、次元の変換のうち、次元が混じる割

合は29.6％もあった（表１）。一般の番組と比較して、きわめて特殊な作り方をしていることが明ら

かになった（表２）。そして次元の変換や次元の混合は、４歳以上を対象とした番組で集中的に生じ

ていることも明らかとなった（表３）。 

 番組制作者が、制作意図を持って次元の変換を入れていると考えることができるが、ここは、確

認の必要がある。 

園原らは、図形を用いた実験で、遠近訓練を行えば重なりが理解できると述べていた。榊原（2006）

も、２次元画像の中に奥行きを認知する能力が、テレビ画像視聴によって促進されたと見ることも

可能かもしれないと述べている。奥行を理解するためには、幼児に次元へ注目させたり、次元を区

別する経験を提供したりする必要があるのである。 

幼児向け番組がテレビの見方を教えている、つまりメディア・リテラシーを教育する役割を果た

していると考えるべきであろう。 
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小学校の道徳教育に関する研究 

 

― モラルスキルトレーニングの実践例 ― 

 

小 川 哲 哉＊ ・ 石 島 愛＊＊  

(2016年10月28日受理) 

 

 

Study of Elementary School Moral Education: Practice Examples of Moral Skill Training 

 

 

Tetsuya OGAWA and Manami ISHIJIMA 

 

キーワード：小学校道徳授業，道徳的な実践意欲態度，モラルスキルトレーニング 

 

学習指導要領の一部改正がなされ平成30年度には小学校で，平成31年には中学校において，「特別の教科 道徳」が

全面実施されることなった。この教科化に伴い道徳教育の方法が大きく変えられることになった。特徴的なのは「考え，議

論し続ける」道徳教育や，問題解決的な学習などの多様な方法を取り入れた指導方法が求められている点である。小

学校においては，道徳的諸価値の理解に基づいて自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方の考

えを深める学習が重視され，「体験的な学習」を有効に活用することが求められている。従来，体験的な学習は主に

野外体験的な意味合いが強かったが，今回は体験的な学習の内容が「役割演技などの疑似体験的な表現活動」を指

すものとなっている。すなわち教材に登場する人物等の言動を即興的に演技して考える表現活動が重視されている。

そのような表現活動の一形態として，本研究が注目するのが「モラルスキルトレーニング」である。モラルスキル

トレーニングは，いわゆる道徳的行為に関する体験的な学習として推奨されているものであり，その評価も近年高

まっている。本研究では，モラルスキルトレーニングによる授業研究をＡ小学校で実施し，その有効性を検証した。 

 

 

序 論－問題の所在－ 

 

中央教育審議会の答申を受けて（中央教育審議会．2014．）学習指導要領の一部改正が平成27年

3月27日に告知され，平成30年度には小学校で，平成31年には中学校において，「特別の教科 道徳」

（以下，道徳科）が全面実施されることなる。これによって道徳の時間は，教科として教育現場で実践され

ることになった。 

 道徳を教科にする提案は，すでに第1次安倍内閣において検討されていたが実現するには至らなかっ

た。ところが，平成25年にマスメディア等で大きな話題となった大津のいじめ事件をきっかけにして，  

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **水戸市立笠原小学校 
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いじめを一掃する有効な教育活動として道徳教育に注目が集まり，小・中学校での道徳の教科化問

題の審議が始められることになった。そして，同年の11月には文部科学省（以下文科省）の有識者

会議において，道徳の時間を「特別の教科」する報告書が提案され，学習指導要領一部改正によっ

て道徳科が実現することになる。そして小学校においてはこの学習指導要領の一部改正を受けて，

平成27年7月3日に『学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』が告示されている。 

今回の解説編において注目したい指摘は，「問題解決的な学習などの多様な方法を取り入れた指導」

を重視している点である。学習指導要領の小学校解説編では，道徳的諸価値についての理解に基づ

いて自己を見つめ，物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を行

うことを求めているが，その際に体験的な学習を有効に活用することが重視されている点にあらた

めて注意したい。従来，体験的な学習が意味している主な対象は野外体験的な側面が強かったが，

今回は体験的な学習の内容が，以下の解説編での指摘のように役割演技などの疑似体験的な表現活

動を指すものとなっている。 

「このような道徳的諸価値を理解したり，自分との関わりで多面的，多角的に考えたりするため

には，例えば，実際に挨拶や丁寧な言葉遣いなど具体的な道徳的行為をして，礼儀のよさや作法の

難しさなどを考えたり，相手に思いやりのある言葉を掛けたり，手助けをして親切についての考え

を深めたりするような道徳的行為に関する体験的な学習を取り入れることが考えられる。さらに，

読み物教材等を活用した場合には，その教材に登場する人物等の言動を即興的に演技して考える役

割演技など疑似体験的な表現活動を取り入れた学習も考えられる。これらの方法を活用する場合は，

単に体験的行為や活動そのものを目的として行うのではなく，授業の中に適切に取り入れ，体験的

行為や活動を通じて学んだ内容から道徳的価値の意義などについて考えを深めることが重要であ

る。」（文部科学省（2015）．95頁：下線は引用者） 

こうした指摘からも分かるように，今回の改正学習指導要領の「特別の教科 道徳」において

重視されているものの一つに，教材に登場する人物等の言動を「即興的に演技して考える役割演

技など疑似体験的な表現活動」があり，そのような表現活動の一形態として，本研究が注目する

のが「モラルスキルトレーニング」（以下，ＭｏＳＴとも記す）である。モラルスキルトレーニ

ングは，いわゆる「道徳的行為に関する体験的な学習」として推奨されているものであり，その

評価も近年高まっている。そこで本研究では，モラルスキルトレーニングによる授業研究をＡ小

学校で実施し，その有効性を検証した。 

ところで我が国におけるモラルスキルトレーニング関する理論的研究や実践的考察に関しては，

かなりの蓄積があるといわれている。ここでは，モラルスキルトレーニングの特徴を簡単にまとめ

ておきたい。モラルスキルトレーニングとは，道徳的な場面設定において模擬体験をし，望ましい

行為や判断のポイント，表現の仕方等々を今一度確認しつつ実践することで，道徳的行為の習得及

び実践意欲を高めていくことをねらいとしている。端的に言うと道徳的価値を行動に移行しやすい

ようにコツを教えるスキルトレーニングである。では実際にどのような内容なのか，提案者である

縣邦彦氏が唱えるモラルスキルトレーニングを用いた授業展開を見ていきたい。 
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①資料の提示：道徳資料を提示する。 

②ペアインタビュー：資料の登場人物になって２人でインタビューし合う。 

ロールプレイングで心理的抵抗（嫌だ，恥ずかしいといった気持ち）が生じないようにするた

めのウォーミングアップ。 

③ロールプレイング１：ある場面を実際に演じてみる。この際，シナリオ通りに演じるのではな

くて，状況設定だけして，あとは本人の自由な役割の創造にまかせる。 

  子どもの状況に応じて，資料通りに演じさせても良い。しかし，実際の場面を想定してより実

践的な経験をさせる方が望ましい。 

④シェアリング：ロールプレイングの感想を言い合って，よい行動方法を強化し，悪い部分を修

正する。 

⑤メンタルリハーサル：別な場面をイメージさせ，その場で自分の行動を考えさせる。 

  イメージトレーニング。イメージできなければ実践できないという考えより。 

⑥ロールプレイング２：イメージしたものを再度演じてみる。③で身に付けたスキルを一般化す

るための作業である。 

⑦シェアリング：④に同じ。 

⑧課題の提示：身に付けたことを日常場面でできるように，課題を出す。 

   スキルの一般化。 

 

（参照：林泰成（2013）．24～26頁） 

 

このようにモラルスキルトレーニングでは，提示された資料をもとにして，インタビューやロー

ルプレイングを行い，道徳的価値を行動に移す模擬体験をすることで，道徳的な判断力，心情，実

践意欲と態度を高めることをねらいとしている。ただ注目したいのは，単なる模擬体験だけではな

く，それを通して道徳的な心情の変化を「仮体験する」ことを重視している点である。さらにそれ

を発展させ，効果的に子どもたちの内面に訴えるためにシェアリングを行い，相手が自分の演技に

対してどのような感情や思いを抱いたかを知る機会を設定している。また，友人の演技を見る活動

を通して具体的な道徳的行為を客観的に見ることで，子どもたちがより良い道徳的行為とは何かを

自らの目で見て判断する力を養うこともこのプログラムの実施にとっては重要である。以上の諸点

をまとめたものが下記の図になる。 

道徳性・道徳的実践力 

             ↑ 

道徳的心情・判断力・実践意欲と態度 

             ↑ 

授業方法としてのＭｏＳＴ 

 

（林泰成（2008）．12頁） 
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 上述したようなモラルスキルトレーニングの授業展開モデルを踏まえた上で，以下Ａ小学校で実

施した授業について紹介したい。ただ今回は，授業者も児童もモラルスキルトレーニングを用いた

授業が２回目と不慣れであるため，一つ一つの活動に時間的余裕が必要であった。そのため，上述

したような縣方式モラルスキルトレーニングの⑥「ロールプレイング２」と⑦「シェアリング」を

省略し，⑧「課題の提示」を教師による学習のまとめに置換した授業展開とした。 

（尚，本研究では「序論－問題の所在－」と「結語的考察－授業の分析とその教育的意義－」を小

川が執筆し，「モラルスキルトレーニングによる道徳授業例 －A小学校第3学年の実践より－」を

石島が執筆した）。 

 

 

モラルスキルトレーニングによる道徳授業例 －A小学校第 3学年の実践より－ 

 

 本研究においては，平成27年11月5日にＡ小学校においてモラルスキルトレーニングを使った

授業を行った。以下に示すのは，その際の学習指導案である。授業展開は，林康成『モラルスキ

ルトレーニングスタートブック』に掲載されている，縣方式のＭｏＳＴ（第３章第２節（３））

参照）に則って構成したものである。ただ繰り返しになるが，本来の縣方式のＭｏＳＴの８項

目を，今回は同書（27～28頁）に記されている「簡略版モラルスキルトレーニング」で実践し

た。そのため，本来の縣方式のＭｏＳＴの⑥「ロールプレイング２」と⑦「シェアリング」を

行わず，⑧「課題の提示」を教師による学習のまとめとした。 

 

以下，本時の学習指導案と授業の状況とその特徴について記しておきたい。 

 

学習指導案と教材資料の事例：小学校３年生の道徳授業の例 

第３年１組 「特別の教科 道徳」学習指導案 

指導者：茨城大学大学院 教育学研究科 ２年 石島 愛 

 

１ 主題名 謝罪の気持ちを伝えよう ４－（１），３－（１） 

 

２ 主題設定の理由 

（１）ねらいとする価値について 

   本時の主となる内容項目は，中学年の４－（１）の「約束や社会のきまりを守り，公徳

心をもつ」である。さらに資料１において，「生命の尊さを感じ取り，生命あるものを大

切にする」態度も求められるため，今回は３－（１）も内容項目として設定している。自

分が何らかの約束を破ってしまった，もしくは何らかを優先するために約束を犠牲にして

しまった。そのようなときに，正直に謝ることができるようにするための内容項目である。 

   日常生活において交わされる様々な約束を守る大切さを再認識させ，それを自らの態度

として示していけるのは非常に大切である。しかし，何らかの事情でそれを実行できない

こともあり，その時には相手に対して正直に謝罪の意を述べられるようにするのはとても
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重要である。こうしたことは児童も分かっていると思われるが，今日的な問題として，「（す

べきと）分かっているけれど，できない／やらない」というように，理屈では分かってい

ながら，「どのように伝えたら良いか分からない」等の理由から，実際に行動に移せない

子どもが増えていることが指摘されている。 

そのため，約束を破ってしまった時に謝罪の気持ちをいかにして伝えるかについて具体

的な実践場面を想定し，模擬体験を経験させることで，約束を守る態度や謝罪の気持ちを

大切にし，それを積極的に表現しようとする態度を育てていきたいと考え，本主題を設定

した。 

 

（２）児童の実態（児童３８名（男１７名／女 ２１名） 事前調査１０月３０日） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．謝る時に気を付けている・心がけていることはありますか。ある人は書いてください。 

 ・相手の顔（目）を見ながら謝る。 

         ・きちんと心をこめて謝る。 

         ・頭を下げて，相手（顔・目）を見て，謝る。  

※ 記述式のアンケート結果については，回答数が多かったもの等代表的な回答のみ記載。 

 

 

事前アンケート結果によると，正直に謝ることができるか分からない，できないという児童

が学級の１／３弱いることが明らかになった。 

その中でも特に，男子は謝ることに自信がないことが窺える。今までに正直に謝ることがで

きなかった経験のある児童の多くは，謝ることに恥じらいを感じていたり，伝え方が分からな

かったりと「謝る」という行為に対して何らかのつまずきがあることが分かった。 

 謝るときに気を付けている・心がけていることについては，前時の「感謝の気持ちを伝える」

授業でポイントとして取り扱った３項目が多く回答されていた。そのため，感謝の気持ちを伝

【事前アンケート内容と結果】 

 

１．自分が悪い事をしたとき，正直に謝ることができますか。（選択） 

   できる  ２６名 （男 ８名／女 １８名） 

     わからない ７名 （男 ４名／女 ３名） 

     できない ５名 （男 ５名） 

 

２．（１）今までに正直に謝ることができなかったことはありますか。（選択） 

     ある １９名 （男 ７名／女 １２名）       ない １９名 （男 １０名／９名） 

（２）正直に謝ることができなかった理由を書いてください。（記述） 

(２（１）の質問に対して「ある」を選択した児童のみ解答） 

・恥ずかしい気持ちであやまることができなかった。 

・怒られるのが嫌だし，言おうとしてもはっきりと伝えられない。 
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えるときの基本的なスキルを今回の謝るときのスキルとして応用することができると認識し

ており，前時の学習内容を応用・実践することができると期される。 

 

（３）資料について 

＜資料１＞ 

  由香さんの学級ではレクリエーションでドッジボールをすることになりました。由香さん

のチームは絶対に優勝したいという強い気持ちから，毎日欠かさず休み時間に練習をしてき

ました。その成果があって，無事１回戦を通過しました。２回戦は強敵ばかりのチームで，

攻められてばかりいた由香さんのチームでしたが，ようやく自分たちの流れにすることがで

きました。その時，由香さんが取りそこねたボールが花壇の中に入ってしまいました。本当

は花壇には入ってはいけないきまりでしたが，由香さんはチームの勝利のために「早くボー

ルを取ってもどりたい」という気持ちから花壇に入ってしまいました。すると，由香さんは

花壇に植えてあったチューリップをふみつぶしてしまいました。試合は無事に優勝すること

ができましたが，由香さんはチューリップのことを気にかけていました。授業が終わって見

に行くと，栽培委員会の桜さんが悲しそうに花壇のそばにたたずんでいました。由香さんは，

桜さんにチューリップをふみつぶしてしまったことを謝りました。 

＜資料２＞ 

 竜也君の学校では，日直の人が「みんなに勧めたい1冊の本」を紹介する活動をしています。

ある日，日直の春香さんが「大どろぼうホッツェンプロッツ」という本を紹介しました。竜也

君は，その紹介を聞いて「とてもおもしろそうだな」と思い，春香さんにお願いして本を貸し

てもらいました。竜也君はさっそく家に帰り，ジュースを飲みながらその本を読んでいました。

しかし，あまりにも夢中になっていた竜也君は，本から目を離さずにコップを取ろうとしてう

っかりコップを倒し，春香さんにかりた本をよごしてしまいました。 

 

３ 本時の指導 

（１）ねらい  

約束を守ることの大切さを踏まえた上で，破ってしまった際には正直に謝罪できるように

する。 

 

（２）準備・資料 

   場面絵（１種類） ワークシート 小道具（手製マイク，本） 振り返りシート 

 

（３）本時の見どころ 

   役割演技を通して，由香さんと桜さんの気持ちを双方向的かつ共感的に理解させる。そ

の上で，相手の立場に立って，どのように謝罪の気持ちを伝えると良いか，一人ひとりに

十分考えさせたい。さらに，シェアリングを通して互いの良い点や改善点について共有し，

友人と協力してより望ましい道徳的実践力を身に付けることができるようにしていきた

い。 



小川・石島：小学校の道徳教育に関する研究 

 - 295 - 

（４）展開 

主な活動と発問 予想される児童の反応 活動への支援及び留意点 

１ 資料１の１場面の内容を聞

き，理解する。 

 ○レクリエーションの朝，由

香さんのチームの人はどのよ

うな気持ちでしたか。 

 

２ ペアで役割分担をして，由

香さんのチームの人にインタ

ビューをする。 

 

・代表ペアが全体の前で演技

をする。 

 

 

 

・資料１の２と３の場面の内

容を聞き，理解する。 

 ○優勝したいからと学校のき

まりを破って，チューリップ

を踏みつぶしてしまった由香

さんはどのような気持ちでし

たか。（ワークシート） 

 ・自分の意見や話し合った結

果を発表する。 

 

３ 資料１の４の場面の内容

を聞き，理解する。 

 ○由香さんは桜さんにどのよ

うに謝ったでしょうか。ロー

ルプレイングをしてみましょ

う。 

 

 

 ・代表のペアが全体の前で演

技をする。 

 

・話の続きを連想する。 

 

・「絶対に優勝したい。」 

・「とても楽しみ。」 

・「絶対に負けない。」 

 

 

・「今日の試合は楽しみです

か。」→「はい。とても楽しみ

です。」 

・「今日のレクリエーションの

目標は何ですか。」→「クラス

で優勝することです。」 

 

 

 

・由香さんの気持ちをワーク

シートに書く。 

・「いけないことをしてしまっ

たという気持ち。」 

・「チューリップを踏まないよ

うに，もっと気を付ければ良

かった。」 

・「チームのためだから仕方な

かった。」 

 

 

・話の結末に興味を抱く。 

・役割を分担して積極的にロ

ールプレイングをする。 

・前時の「感謝の気持ちを伝

える」で学習したポイントを

活用しつつ，ロールプレイン

グを行う。 

 

・自分たちの演技と比較しな

・毎日練習してきた由香さんの

チームの人の気持ちを想像さ

せ，試合への意気込みを実感さ

せる。 

 

 

 

・役割分担をすることで，由香

さんのチームの人の気持ちを考

えることができるようにする。 

・机間指導を通して，消極的な

ペアの活動に加わりつつ，児童

たち自身による，活動を促す。 

 

・ワークシートを配布し，自分

の考えをまとめるよう促す。 

・机間指導をしつつ，終わった

人は，近くの人と意見交換する

よう声掛けを行い，自分とは違

う意見があることに気付かせ

る。 

・発表内容を要点ごとに整理し

ながら板書し，まとめる。 

 

・由香さんの安心感が伝わるよ

うに感情をこめて読む。 

・全員が双方の役割を体験でき

るよう声掛けを行う。 

 

 

 

 

・上手なペアのロールプレイン

グで良かったところを伝え，ほ

める。 
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 ・ロールプレイングから謝罪

の思いを伝えるポイントを見

出し，発表する。 

 

 

 

 

 

 ・資料２の物語を聞いて，メ

ンタルリハーサルをする。 

 

 

・指名された児童が，学級全

体の前でロールプレイングを

する。 

 

 

・謝罪のスキルが使われてい

たか全体で確認する。 

 

４ 本時のまとめをする。 

 ・本時の授業で一緒に活動し

た相手の演技で良かったとこ

ろを発表する。（シェアリン

グ） 

 

 ・アンケートを記入する。 

 

がら発表を見る。 

 

 

・目を見て謝る。 

・何に謝っているか理由も伝

える。 

・深く頭を下げる。 

・きちんと大きな声で謝る。 

 

 

 

・目を閉じて，前の活動で学

んだポイントを振り返りつ

つ，どのように謝るか考える。 

 

・「自分だったらどのように伝

えるか」を考えつつ，友人の

ロールプレイングを比較しな

がら見る。 

 

・謝罪のスキルを再確認しな

がら見る。 

 

・「大きな声で言えていた。」 

・「申し訳ないと思っている気

持が伝わってきて良かった。」 

 

 

・本時の学習内容を実生活に

生かそうとする意欲を持つ。 

・発表内容を板書しながら謝罪

のスキルをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

・前の活動を踏まえ，次の場面

ではどのように謝るか個々人の

頭のなかでイメージするよう伝

える。 

 

・本を貸した春香さんの役割を

担い，実際に言われたときの気

持ちを考え，表情豊かに対応す

る。 

 

・謝罪のスキルと照らし合わせ

ながら，発表をまとめる。 

 

・全体として良くできていたと

ころ，今後頑張りたいところを

明確にして，実践につながるよ

う工夫してまとめる。 

＜①本時の板書＞      ＜②インタビューの様子＞   ＜③ロールプレイングの様子＞ 

①目を見て謝る。 

②謝っている理由を伝える。 

③頭を下げる。 

④はっきりとした声で謝る。 
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＜ワークシートの例＞ 

 

 

本時の授業の状況とその特徴について 

本授業で指導者が最も注意したのは，児童が自然なロールプレイイングに入ることができる

ように，いかにしてウォームアップを図っていくかであった。低学年と違って中学年の３年生

ではすでに羞恥心が芽生え始めるため，いきなり様々なロールプレイイングをすることは避け

たい。そのため，本授業では「手製マイク」を作り，ペアインタビューの段階から何度もお互

いの意見交換を繰り返させた（②の写真）。そのため子どもたちは自然と聞く側と聞かれる側

の役割をこなしていた。この手製マイクは，十分に効果があった。それは二人が対峙して話す

際のきっかけとして有効だからだ。人はマイクを向けられると語ろうとする構えができる。特

にペアインタビューの際にはお互い安心して意見を述べていた。 

その後指導案に示しているようにまず「由香さんの気持ち」を各児童がしっかりと考え，ワ

ークシートに素直な気持ちを書いていた。「あやまろう」「おこられてしまうかな」「ふみあら

した花をもう一度育てよう」等々。こうしたワークシートに書いたことに基づき，いよいよ由

香さんが桜さんに謝るロールプレイイングの実践である。上の③の写真のように，赤い帽子を

かぶった児童が由香さん役になっている。各ペアでロールプレイイングした後，全員の前でそ

の成果を示すのだが，何組かの児童たちは皆の前で行うロールプレイイングに戸惑ったようだ

が，大半は楽しく役割演技ができたようだ。その後ロールプレイイングから「謝罪の思いを伝

えるポイント」を確認するシェアリングを行った。児童からは「相手の目を見る」「頭を下げ

る」「はっきり大きな声でいう」「気持ちを込めてごめんなさいをいう」等の意見が出され，指

導者がまとめて板書を行った（①の写真）。その後，資料２のメンタルリハーサルを行い，指

導者が春香役になり，児童が竜也役になってロールプレイイングを行った。資料 1での経験が
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生かされていて，多くの児童がうまく役割演技ができていた。ただ，時間の関係上，指導案に

示したようなメンタルリハーサルの前でまとめた「謝罪のポイント」を授業のまとめとして再

確認する作業が十分にはできなかった。 

 

 

結語的考察－授業の分析とその教育的意義－ 

 

今回のような体験型の道徳の授業に対する児童の印象や本時の学習内容の習得度，及び今後

の実践意欲等について知るため，石島は事後アンケート調査を実施しているが，これに関する

若干のコメント行い，疑似体験型の道徳教育の課題について指摘しておきたい。 

最初の質問は「今日の学習で正直にあやまることの大切さが分かりましたか」であった。こ 

の質問の目的は，「謝ることの大切さ」がどれだけ理解されているかを確認するためである。 

そもそも，今回実施したモラルスキルトレーニングの授業は，教師が直接的に児童に対して「 

謝ることが大切である」という行為を直接的に指導するものではなく，むしろ紙芝居等で提 

示した模擬場面で児童が「自分だったらどうするか」を主体的に考え，謝ることの必要性を 

児童自身に気づかせるための指導であった。そのため，石島は授業を通して本当に「謝るこ 

との大切さ」を確認し，それを実感できたかどうかを質問した。 

その結果，今回授業に参加した児童３５名全員が「正直に謝ることの大切さ」が分かったと

回答している。さらに石島によれば，授業で記入させたワークシートでは，「怒られる」と書

いた児童が１１名，「正直に言う」と書いた児童が６名，「正直に謝る」と書いた児童が８名で

あった。先に示したように事前のアンケート調査では，「正直に謝ることができるか分からな

い」，あるいは「できない」と回答していた児童は全体の１／３弱はいたという。そのような

結果から考えると，本授業を通してその大切さに気付き，また実感できた児童の数は増えてお

り，その意味で授業効果がでていると見ることはできるように思う。さらに自分が実際に演技

したり，友人の演技を見たりする中で，自然と道徳的な価値観を自覚した児童も増えているよ

うに思われる。 

 二つ目の質問は，「今日の学習は楽しかったですか」である。この質問の意図は，モラルス 

キルトレーニングに対する印象と，役割演技を行う実践的意欲を確認するためであった。授 

業前には A小学校の現場の先生方から発達段階によってはロールプレイングを行うことに恥 

じらいを感じたり，それ自体に興味を示さない児童がいるのではないかとの指摘もあった。 

そのため石島は，今回対象とした３年生という発達段階の児童がペアインタビューやロール 

プレイングに対してどのような印象を持ったのかを確認する質問を行った。 

その結果今回授業に参加した３５名全員が「楽しかった」と回答している。そのことは調査

結果からだけではなく，授業中もモラルスキルトレーニングに取り組む姿勢や児童の表情から

も見てとることができたと石島は指摘している。少なくとも今回の授業においては，その大半

は恥じらい等の障壁なくトレーニングを実施することができていた。ただこの点に関しては，

さらなる実践調査が必要であろう。というのも今回の実践で石島は，この授業の前の週に同様

のリハーサル授業を行い，アンケート調査を行っており，その調査結果では３名の児童が「ふ
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つう」と回答していたという。そのためこの学年でも，恥じらいや気後れ等が生じる児童もい

ると考えられる。そのため先述した授業の状況の箇所でも指摘したように，指導者はいきなり

高度で複雑なロールプレイイングには入らないよう十分注意していた。とはいえ今回の結果か

ら見て，この種の授業を繰り返し行うことで，そうした感情が徐々に軽減されるように思われ

る。今後この点に関するさらなる調査検討が必要であろう。 

 三番目の質問は「正直にあやまることは大切だと思いますか」であった。これは最初の質問

と類似のものである。ただ最初の質問では，今回の授業を通して「正直に謝ることの大切さ」

を概念的に理解できているかを問いているのに対して，この質問ではそれを自分自身のことと

して感じられるかを確認する質問になっている。最初とこの三つ目の質問で差が生じた場合に

は，児童の身の回りの出来事や日常生活への関連付けが弱かったことなどが確認できるように

思われる。ただ，この質問でも結局３５名全員が最初の質問と同様に「正直に謝ることは大切

だと思う」と回答しているため，児童にとっては今回の授業内容が単なる教材としてだけの話

ではなく，多少なりとも自分自身の問題として受け止めることができたように思われる。 

 四番目の質問は，「これから正直にあやまることができると思いますか」である。この質問

の意図は，今回の学習内容を実際に日常生活に反映させたり，応用する実践意欲を持つことが

できるのかを確認することであった。さらに事前アンケート調査との比較から，授業の前後で

「自分が悪い事をしたときに正直に謝ることができる」ようになった児童がどの程度いるのか

確認する必要もあったと石島は述べている。 

先に示したように最初の質問と三番目の質問では「正直に謝ることが大切だ」と参加した全

児童が回答していた。そのため，この質問で「分からない」や「思わない」を選択した児童が

いる場合，「謝る」という行為のスキルが不十分なため，それを実践することに不安を持って

いたり，行為に移す意欲が低かったり，さらには何らかの理由から行動に移すことへの障壁が

あることが考えられる。その場合には，授業後にさらなる児童支援や手立てが必要であるよう

に思われる。 

調査の結果，全児童３５名中，今後正直に謝ることが「できる」と回答した児童は３３名，

「分からない」と回答した児童が２名という結果が出ている。石島によれば，事前アンケート

調査の最初の質問「自分が悪い事をしたとき，正直にあやまることができますか」という質問

と事後アンケート調査の四番目の質問「これから正直にあやまることができますか（思います

か）」という質問のそれぞれの回答人数を比較したものが以下のグラフである。

 

0 

2 
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5 

7 

26 

0 10 20 30 40

できない 

分からない 

できる 

授業前後の回答人数の推移 

授業前（回答数３８名） 

授業後（回答数３５名） 
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このグラフからは，授業後では明らかに「できる」の回答数が増えていることが分かる。つ

まり，今回の授業を通して正直に謝ることができると自信が持つようになった児童が増えてい

るのである。ただ，こうした結果の要因については，このアンケート結果だけで判断すること

は慎重でなくてはならない。確かに一定の有効性は確認できるように思われるが，更なる検証

が必要であろう。 

最後の質問は，自由記述「今日の学習の感想を自由に書いてください」であった。この自由

記述の目的は，上記の四つの選択式の質問とは違い，児童たちの自由な印象や感想を知るため

のものであった。石島によれば，児童が授業に対して感じたことなどを手がかりにしつつ，モ

ラルスキルトレーニング用いた授業の妥当性や改善策を検討するための参考資料として質問

したという。回答の代表的なものは以下の通りである（内容的に同じか類似の回答は包括的に

まとめている）。 

男子 

   ・とても楽しかった。 （要因：紙芝居，ロールプレイング） 

   ・正直に謝ったら許してくれることが分かった。 

・悪いなと思うときには謝る方が良いということが分かった。 

   ・謝ることの大切さが良く分かった。 

   ・正直に謝ることは良いことなんだなと思いました。 

   ・「ごめんなさい」と「ありがとう」の大切さが分かった。 

   ・「挨拶って大事なんだなぁ」と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の内容から理解できるように，男女共に正直に謝ることの大切さを自覚しているように

思われる。さらに謝ることが単に「大切だ」というだけに留まらず，「良い事だ」と感じ，謝

ることをより積極的に捉えた児童も確認できるのではないか。謝らなければいけない行為をす

ることは良くないことだが，重要なのはそうした行為をしてしまった後の行動である。モラル

スキルトレーニングの授業によって，児童たちの間に自分の行為を反省し謝ることへの肯定的

な感情が生まれている点には注意したい。それは授業前の状況と比較してみると大きな変化で

あるように思われる。 

特に女子児童に限って見てみると，物語の登場人物に対してかなり同情的であることが分か

る。さらにこの質問では，謝る役の由香さんではなく，謝られる役の桜さんの対応に関する記

   女子 

   ・発表できて嬉しかった。 

   ・今度から謝るときは，今日習った５つのことを生かして謝ろうと思った。 

・花壇の花を踏んでしまったけれども，許してくれた桜さんは優しいなと思った。 

   ・正直に謝るのは大事だということが分かった。 

・分かりやすかった。 

   ・由香さんが正直に謝ることができてすごいなと思った。 

 ・ロールプレイングがとても面白かった。 

  ・謝るときには，相手の目を見て頭を下げて，心を込めて謝ろうと思う。 
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述もあり，役割演技を通して謝り方だけでなく，謝られた時の望ましい対応等についても考え

るようになってきている点が注目される。また，ロールプレイングに対しては「楽しかった」

等の肯定的な感想が多く，繰り返し授業を行うことによってモラルスキルトレーニングの有効

性が高まっていくことが分かった。 

 

 さて冒頭でも触れたように，今回の学習指導要領一部改訂で，「特別の教科 道徳」には，読み物

教材の活用の一環として，「教材に登場する人物等の言動を即興的に演技して考える役割演技など疑

似的体験的な表現活動」を取り入れた道徳授業実践が求められている。このような授業実践の蓄積

はこれまでにも様々な形でなされてきていたといってよい。 

ただ，これまでの授業実践では教材の世界観の中で行動する登場人物の枠組み内で役割演技する

ことが多かったため，その世界からさらに実際に日常生活へと行動を進めていくような指導は十分

ではなかった面もあるのではないだろうか。モラルスキルトレーニング系の授業では，児童の役割

演技の幅やその形態はかなり多様であるし，児童の演技の自由度も大きいと言える。しかも日常生

活への応用も十分に意識されている。その点ではこれまで以上に役割演技的な教育活動の質が高ま

っていると言えるのではないだろうか。 

今後，従来の授業実践の蓄積を生かしながらも様々なタイプの「疑似的体験的な表現活動」の開

発が進められる必要があるだろう。 

 

 

引用文献 

 

林泰成．2008．『モラルスキルトレーニングプログラム』（明治図書出版）． 

林泰成．2013．『モラルスキルトレーニングスタートブック 子どもの行動が変わる「道徳授業」を

さぁ！はじめよう』（明治図書出版）． 

中央教育審議会．2014．「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）」． 

文部科学省．2015．「小学校学習指導要領（平成２７年）解説―特別の教科 道徳―」． 



茨城大学教育実践研究 35(2016), 303-315 

 - 303 - 

討議型道徳授業に関する研究 

 

― 郷土愛を学ぶ高校道徳授業 ― 

 

小 川 哲 哉＊ ・ 渡 邉 英 一＊＊ ・ 岩 瀬 美 江＊＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Study of Discussion-based Moral Lessons: High School Moral Lessons to Learn Love for One’ s 

Hometown  

 

Tetsuya OGAWA, Eiichi WATANABE and Mie IWASE 

 

 

キーワード：高校道徳，郷土愛，討議活動 

 

茨城県の高等学校第１学年における「道徳」の取組は 10年目を迎え，教育現場からは充実した教育成果が報告され

てきている。さらに平成28年度からは第２学年で「道徳プラス」が実施されている。道徳プラスは，ホームルーム活

動の時間に月１回年 10回実施され,道徳的判断力や道徳的実践意欲と態度を身に付け，集団や社会の一員としての自

覚をもった生徒の育成を目指すものである。その具体的内容は，合意形成を目指す討議型の道徳授業を５回,モラルス

キルトレーニング協働型の道徳授業を５回行うことである。その中でも討議型の道徳授業は，話し合い活動を通して

生徒の道徳的判断力を育成させるために，集団を形成する一人一人が自分の意見を表明しながら相互コミュニケーシ

ョンを図り，最終的にクラス全体での合意形成を図る点に特徴がある。学術的に見れば，問題を発見し解決を図る学

習（Ｊ．デューイ），相互理解を図るコミュニケーション活動（Ｊ．ハーバーマス），共通理解へと導かれる対話活動

（Ｗｉｎ・Ｗｉｎ対話型）等の理論に基づいて，合意形成を目指す話し合い活動である。本研究では，討議型の道徳

授業の郷土愛に関する資料「お祭り」を取り上げ，その授業実践を通して高校生が郷土のお祭りの存続について考え，

話し合い活動の教育的意義を確認し，討議型の道徳教育活動の有効性を検証した。 

 

 

問題の所在 

 

 周知のごとく高等学校には道徳の時間がないため，「学校の教育活動全体を通じて行うこと」にな

っている（文部科学省（2009）．15頁）。その意味で総合的な学習の時間を使って年間 35単位時間

の道徳授業を実施している茨城県の取り組みは注目に値する。しかもこうした取り組みは今年で10

年目を迎えることになった。導入された最初の時期は，教員の間にも「道徳」の実践において大き  

―――――――― 

*茨城大学教育学部  **茨城県教育庁  ***茨城県立鹿島高等学校 
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な戸惑いと不安があり，県教育委員会における教員の研修内容も，「道徳」の授業の展開例や教材研

究の方法などが中心であったが，平成 25年度からは，小・中学校の道徳推進教師の立場の教員に該

当する「豊かな心育成コーディネーター」（茨城県教育委員会（2012）．29頁）を対象とする研修会

に重点をおき，教育理論と実践スキルに対する検討を進めている。ただ，そのような理論的研究と

実践的スキルの積み重ねのなかでいくつかの課題も見えてきた。 

例えば，平成25年度の生徒対象の調査結果（茨城県教育委員会ホームページに掲載）において，

「相手の意見や考えをよく聞くようになってきたと回答した生徒」は 86.9％という高い数値を示し

ているが，「自分の意見や考えをまとめ発言できるようになってきた」という設問に対して，約４割

の生徒が自信を持てないという回答をしており，相手の話はよく聞くことはできるが，自分の考え

を相手に伝えること自信がということ。さらに，「礼儀や思いやりなど，他の人とのかかわりについ

てじっくりと考えるようになった」という設問に対して，８割を超える生徒が肯定的な回答（「そう

思う」が32.6%，「ややそう思う」が 54.1％）をしていが，「道徳的には正しい行いが分かっていて

も，実際に行動に移せないことがある」という設問に対して，８割を超える生徒が肯定的な回答（「そ

う思う」が26.9%，「ややそう思う」が 54.1％）があった。 

この，「相手の話はよく聞けるが、自分の意見を伝えることに自信がない」と「道徳的には正しい

行いが分かっていても，実際に行動に移せないことがある」という二つの課題に対応するため，平

成28年度から「道徳プラス」という名称の道徳の時間を，全県立高等学校の第２学年へ拡充するこ

ととし準備を進めてきた。平成 26 年度には，教材案の作成を行い，平成 27 年度に研究指定校 10

校で実証研究を行うとともに，各校の豊かな心育成コーディネーターなどを対象とした 10回の研修

を実施してきた。 

 冒頭でも触れたように茨城県の高校第１学年の「道徳」は，総合的な学習の時間に位置づけられ

ており，県作成の生徒用テキスト（茨城県教育委員会（2015）．）を中心に授業を展開している。小

中学校の道徳と継続性を重視し，県独自に内容項目を設定し道徳的価値の自覚が図れるよう取り組

んできた。第２学年の「道徳プラス」は，ホームルーム活動の時間に月１回年 10回実施し,道徳的

判断力や道徳的実践意欲と態度を身に付け，集団や社会の一員としての自覚をもった生徒の育成を

目指している。「道徳プラス」では，合意形成を目指す討議型の道徳授業を５回,モラルスキルトレ

ーニング協働型の道徳授業を５回行うことになっている。その中でも討議型の道徳授業は，話し合

い活動を通して生徒の道徳的判断力を育成させるために，集団を形成する一人一人が自分の意見を

表明しながら相互コミュニケーションを図り，最終的に合意形成を目指すものであり，よりよい社

会の実現を目指すものである。そのためには，問題を発見し解決を図る学習（Ｊ．デューイ），相互

理解を図るコミュニケーション活動（Ｊ．ハーバーマス），共通理解へと導かれる対話活動（Win・

Win 対話型）等の理論に基づいて，合意形成を目指す話し合い活動が重要となる。そこで本研究に

おいては，討議型の道徳授業の郷土愛に関する資料「お祭り」を取り上げ，その授業実践を通して，

高校生が郷土のお祭りの存続について考え，討論し合うことで「話し合い活動」の教育的意義を確

認し，討議型の道徳教育活動の有効性を検証してみたい。自己の主張を提示し，他者の意見を受け

入れながら話し合い，互いの意見交換を通して「合意形成」を果たしていくことにはどのような教

育的意義があるのだろうか。こうした道徳教育的諸課題について考えたい（尚，本論文では，「問題

の所在」と「結語的考察」を小川が，「郷土愛と考える高校道徳授業実践を渡邉と岩瀬が執筆した）。 
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郷土愛を考える高校道徳授業実践 

 

(1) 授業の趣旨と指導案について 

この授業実践では，茨城県教育委員会の教材「道徳プラス」を使って郷土愛を討議する授業を実

践した。資料の内容は以下の通りである（茨城県教育委員会（2016ｂ）．20～21頁）。 

【資料：お祭り】 

 

 この教材を使った学習指導案は以下の通りである。 

本県では 1 年次に週１で展開する「道徳」で義務教育から育んできた道徳的心情を醸成させる。

しかし，社会にでる準備段階にある高校生には，社会生活や日常生活により関連のある事項につい

て考え，話し合い，互いに歩み寄りができる活動を増やす必要がある。そこで，2 年次のホームル
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ームで展開する「道徳プラス」において，より身近な題材を通し，実社会でも応用可能な道徳的判

断力と道徳的実践意欲と態度の醸成を促す一助とする。 

 

授業を行う際は，「道徳」で培った「考える力」「伝える力」「人の話を聞く力」を元に，「考えを

共有し，より良い考えをまとめる」ことができるように配慮する。生徒が「歩み寄りが図れる目標

の設定から外れたり，道徳的ではない発言がでてきた場合」には話し合いの軌道修正ができるよう

な支援をするように努めた。 

 

【学習指導案】 

第○学年○組 「道徳」指導案 指 導 者 ○○ ○○ 

主題名 郷土愛 内容項目 ４－（３） 

ねらい 郷土を愛し大切にするということは，地元の伝統文化に触れ，先人等への尊敬

と感謝の念を深め，地域の一員としての自覚を深め，郷土の自然や文化を後世

に継承し発展に寄与することである。そのためにどのような行動をとるべきな

のかという道徳的な判断力を育てる。 

資料名 お祭り 

展      開 

 
教師の指導・支援 

予想される 

生徒の反応 
備考 

導

入 

 

 

（旧住民と新住民の主張について，模式図を使いながら

振り返る） 

 【資料】 

 

展

開 

①  

 

 

※グループにする。（人数は状況に応じて適宜） 

※話し合い活動のしやすい人数で良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（T）資料を読み聞かす。 

【模式図の板書例】 

 

A町 

・自然が豊かで住みやすい 

・伝統のお祭り 

新住民 旧住民 

お祭り存続のために，旧住民は新住民にどのようなはたら

きかけをすれば良いでしょうか？ 

（T）「話し合い活動をするためにグループになりましょう」 

人間関係の希薄化 

・あいさつ無し 

・掃活動不参加 

・町会費が集まらない 
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●話し合い活動１ 

 

 

 

 

 

 

 

●話し合い活動２ 

 

 

 

 

 

 

 

●板書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各グループに分けて，合意形成案を板書させる。 

（A3の用紙やホワイトボードに意見をまとめて提示する

方法もある） 

 

●発表 

 

 

 

※発表を聞いて，分かりにくいところを訂正しながら，

他グループとの意見の違い（あるいは一致）を確認し

ていく。 

予想発言 

・新築の住宅街 

・新しい人たちがいる 

・あいさつ無し 

・清掃活動の不参加 

・人間関係の希薄化 

・町会費が集まらない 

 

予想発言 

・町の良さを伝える。 

・祭りの伝統や大切さを

伝える。 

・積極的に声を掛ける 

・回覧板を回す。 

・伝統に縛られすぎない

柔軟な考えを持つべき。 

 

生徒は合意形成案【ワー

クシート】➁に記入し，

グループ別に板書する。 

ﾜｰｸｼｰﾄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﾜｰｸｼｰﾄ 
 

展

開 

➁ 

 

 

 

 

 

 

 

●合意形成 

 

 

 

 

※対話促進者主導で各グループから出てきた意見を参考にして，生

徒たちの発言を確認しながら合意形成を計る。 

※生徒に考え方の差異はあるとしても，自分に問いかけるような，

内面的な部分に働きかけたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

（T）「グループで【ワークシート】①「A 町のお祭りのために

問題となっていることは何でしょうか。」 

(T)「各グループで出てきたはたらきかけを板書しましょう。」 

 

（T）「各グループの代表者は板書したことを発表してくださ

い。」 

【板書例】 
１グループ 

８グループ 

（T）「グループで【ワークシート】②「お祭り存続のために旧

住民は新住民にどのようなはたらきかけをすれば良いか考えて

みましょう？」 

（T）「発言をするときには，必ず理由を言いましょう。」 

（T）「各グループから出た意見をもとに，クラスで，旧住民から

新住民へのはたらきかけをまとめてみましょう。」 



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

 - 308 - 

 

（２）授業実践の概要 

 話し合い時間の確保のため，授業開始 5分前には，教員は板書を始め，生徒たちは 4人の班を作

り，教材やホワイトボードなどを準備する。授業構成は以下の通りである。 

➀授業の最初にグランドルールの説明をする。（「道徳」で定着させた「相手の話はしっかり聴く」 

「相手の話は否定しない」「自分の意見をきちんと相手に伝える」というグランドルールに「意見の 

交換可」「理由に納得した意見は正しい意見とする」「皆が納得した意見には従う」などのルールを 

新たに加えた。） 

➁教師が読み聞かせをした後，内容と大まかな話し合いの目標（A町のお祭りを存続させるために 

旧住民が新住民にどのような働きかけをすればよいか）を確認する。 

➂意見の相違や対立を見つけ出し「何が問題なのか」発見する。（各自で考えた問題点を班で共有し， 

その後，クラスで共有する。） 

➃旧住民としてお祭りを存続させることを考えるという立ち場にたって話し合いをするということ

を確認し，各班で話し合い活動を行い，各班での合意形成をする。 

➄各班での合意形成案を班ごとに黒板へ提示し，発表する。 

➅各班の案を元にクラスの合意形成をまとめる。 

➅「授業を振り返って」に感想を書くことで，多様な考えを認め，自己の考えを深める。 

 

グループ活動で出てきた意見とクラスの合意形成は以下の通りである。（２クラス X組・Y組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終

末 

【合意形成例１】 

 伝統ある祭りはとても大切なので，その大切な思いを旧住民は新

住民に理解してもらえるように積極的に関わろうとしたり，新住民

の考えを柔軟に取り入れたりすることも必要。そのために新住民の

考え方も尊重しながら自分たちの考えを主張すべきである。 

【合意形成例２】 

祭りの良さが分かればきっと新住民も協力的になる。そのために

旧住民は祭りの意義をしっかりと新住民に伝えるべきだ。それだけ

ではなく，新住民がどうすれば自分たちに歩み寄ってくれるのかを

考えて行動すると良い。 

【合意形成例３】 

 日本人はどうしても新しい人たちに対して排他的になりやすい。

例えば，レクリエーションをしてみるなど，「一緒に何かをした」と

いう経験を共有するような企画をすると良い。その時には，自分た

ちはもちろんどうしたら新住民に気持ちよく過ごしてもらえるかを

考えてみるとよい。 

 

(T)「授業で感じたこと考えたことをまとめましょう。」   

 

※振り返りの時間を作ることで，他社の意見を許容し，自己の考え

を深める時間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒は【授業を振り返っ

て】に感想を書く 

･両方が柔軟な考えを持

って理解し合えるよ

うに努力することが

大切 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業を振り

返って 
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【X組】 

〔問題点〕  ・町会費が集まらないから，お祭りが経営困難になる。  

・新住民と旧住民の間に壁がある→話すらできない。   

・古い伝統的な歴史を知らないから，お祭りに興味さえ持ってもらえない。 

・挨拶さえしないこと。 

 

〔班での合意形成〕 

グループ1  ・子どもに情報を送ることで，親にも関心を持ってもらう。 

・皆が知っている情報から始めて掘り下げていき,お祭りに興味をもってもらう。 

グループ2  ・ポスターを作る。 

・放送をする（あいさつをしましょう） 

グループ3  ・新住民に歴史を教える場を設け，知ってもらう。 

・回覧板でお祭りについて書く。 

グループ4  ・広告やポスターなどでお祭りの存在を知らせる。 

グループ5 ・チラシやポスターで宣伝する。 

・新旧住民で，交流会を開く。 

グループ 6  ・新住民がやりたい，これなら参加するというお祭りを新しく作り，そこに伝統的な

要素も入れる。 

・自分たちが参加したいお祭りであれば，必要なお金（町会費）も集まる。 

グループ7 ・旧住民が新住民にお祭りの良いところを広告にして配り，興味を持ってもらう。 

・みんなが楽しく参加できそうなイベントをお祭りでひらく。 

グループ8 ・子どもが興味を持つような企画を祭りに組み込む。 

・新旧住民を集めて交流会をひらく。 

グループ9 ・ホームページをつくって見てもらう。 

・お祭りの歴史や意味を教えることで，お祭りのことを知ってもらう。 

・旧住民と新住民の話す機会を作る。 

・旧住民から新住民にコミュニケーションをとる。 

・子どもの話なら耳をかたむけてくれそうだから，お祭りのことを学校などで子ども

に伝え，親に話してもらう。 

グループ10 ・チラシを配って参加してもらい，お祭りの楽しさを知ってもらう。 

 

☆【X組】の合意形成：SNSやブログなどを用いて，お祭りの歴史や意味を『情報』として発信し，

お祭りについて知ってもらう。情報を発信する時は，PRもする。 

また，子どもも含めた新旧住民間で，相互交流を行い，お互いが仲良くなることで，一緒にお祭

りに関われるような関係をつくる。 

 

【Y組】 



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

 - 310 - 

〔問題点〕・お金が集まらない。・人間関係が希薄。・祭りに関心がない。・団結力がない。 

 

〔班での合意形成〕 

グループ1  ・回覧板でお祭りの写真や動画を紹介する。 

・街にポスターを貼りまくる。 

・SNSで呼びかける（RT－リツイート－）。 

・学校や町中でお祭り存続祭り経験者から話を聞く機会をつくる。 

グループ2  ・抽選券など，ものでつるしかない。 

・TVの力を利用する。 

・SNSでRTする。 

・資金を減らす。 

・普段できない体験イベントを作る。 

グループ3  ・旧住民から新住民に親しく接する。 

・新住民でも楽しめる祭りにする。 

グループ4  ・ホームページをつくり，宣伝する。 

・フリ－マケットをして人を集める。 

グループ5  ・お祭りの規模を一時的に小さくする。 

・有名人を呼んできて人を集める。 

グループ6  ・幅広い年代層が楽しめるようなお祭りを計画し,皆が楽しめるようにする。 

・目にとまるようなポスターを作る。 

・近所をまわって，お祭りに参加するように呼びかける。 

・各年代の交流イベントを行う。 

グループ7  ・ポスター・チラシを作る。 

・芸能人を呼び，人を集める。 

・お金持ちの市長に替える。 

・家を回ってお金を集める。 

・子どもが喜ぶ屋台を増やす。 

・キャラクターを呼び，子ども達を集める。 

・抽選会を行う。 

グループ8  ・お子様から誘いだす→親もついてくる 

〔方法：ポスター・学校などから呼びかける〕 

グループ9  ・新住民に祭りに参加してもらえるように，ポスターなどをつくる。 

・ＣＭをつくる。 

・戦隊ショーなどをやって，子どもを呼ぶ。 

グループ10  ・ポスターなどでお祭りの良さを伝える。 

・清掃活動を休日都合の悪い人のために平日組と休日組に分けて，参加者に何日か参

加すると，町内会で使える商品券をプレゼントする。 
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☆【Y 組】の合意形成：学校でお祭りについて聞いたり，体験できる機会を設ける。かつ，子ども

が喜ぶ企画を考えることで，子どもたちにお祭りへ興味を持ってもらい，子どもから親へお祭りの

良さを伝えてもらう。また，ネットなどを用いてお祭りの PRをすること。また，多くの人が参加で

きる企画を考えることで，お祭りを一緒（共に）作り，楽しむ。 

 

 

授業実践の評価と考察 

 

 今回は，A高校において，入試の合格基準が他クラスとは異なるクラス(X組)と進学クラス(Y組)

で授業を行った。初めての道徳プラスの授業ではあったが，X組，Y組ともに，話し合い活動に意欲

的に取り組み，多様な考え方を認め合いながら，互いに納得する（歩み寄る）意見を得るため討議

していた。特に，話し合い活動中は，自分の意見を伝え，相手の意見を聞くという双方向の活動が

大変活発に行われ，互いの意見を伝え合うことで，新たな意見やより豊かな意見へと変化して行く

様子がうかがわれた。 

 X組では，情報発信を重視する班が多く，ホームページや広告，学校などを通してお祭りの歴史

や意義，楽しさなどを伝えることでお祭りを存続させるという意見が主流であった。クラスの合意

形成にはあがらなかったが，グループ６のように，新住民も楽しめる新しいお祭りをつくるなどの

興味深い意見も出ていた。 

 Y組では，SNSやTVなどを利用するという意見も多かったが，グループ６や７のように，近隣の

人々を訪問し，呼びかける。グループ３のように旧住民から新住民に親しく接するなどコミュニケ

ーションを重視する意見。さらにグループ２や３のように，普段できないイベントを作る。誰でも

楽しめるお祭りを計画する。などの意見が多く見られた。 

 ５０分という限られた時間の中での話し合い活動であり，クラスの合意形成であったため，今回

はX･Y組とも「情報発信」「相互交流をする・新しいお祭りを企画する」という意見が多かったもの

での合意に終着したが，時間的に余裕があれば，もう少し具体的な内容にも入れたように思われる。

また，X組においては，授業後，「旧住民の立場だけ考えるのは不公平だから，新住民の立場でも話

合いをしたい」という意見がでたため，後日同じ教材を用いて，再度実施している。このように，

話し合い活動を通して，教員が意図する以上の反応が得られることにも，今後の可能性を実感した。 

 なお，話し合い活動中に，歩み寄りが図れる目標の設定から意識がそれたり(新住民が無理にお祭

りに参加しなければいけないのは変だ)，道徳的ではない発言-自分にされたら嫌なこと-（参加を強

要する）がなされた場合には，小川による『対話促進者』である教師の軌道修正や支援が必要にな

る（小川哲哉（2014）．44～45頁）。 

かつ，時間に制約があるため，教師は生徒の話し合い活動の時間が最大限とれるように，内容が適

切かどうかを適時判断し，適切な指示をだしながら，時間管理をしっかりとしていく必要がある。

そのため，今後よりいっそうの教師のスキルアップが必要になると考えられる。 

 今回授業を実施して感じたことは，学力などに差があっても，グランドルールをきちんと提示し，

教師が適切な支援を行うことができれば様々なレベルの高校において，討議型「道徳プラス」の授

業は実施可能であるということである。 
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 また，授業後に行った生徒アンケートでは，生徒全員が討議型の道徳授業を肯定的にとらえたコ

メントを記している。さらに，「実際の生活においても，今回の経験を活かしたい」「今回の話し合

いで考えたことを地域で提案したい」などのコメントもみられ，討議型授業が，学校生活や社会生

活においても汎用性のある授業形態の一つであると感じている。 

 

【表①】 「お祭り」 実践後の生徒アンケート結果  76人 (X組 39人 Y組 37人) 

 思う ややそう思う あまり思わない 思わない 

➀グループでの活動では,自分の考えを発言できたと思いますか。 ５５％ ３３％ ９％ ３％ 

➁グループでの意見交換は，様々な意見やアイデアが出て，良かったと思いますか。 ７４％ ２４％ ２％ ０％ 

➂グループでの意見交換では，互いに歩み寄りを図り，意見をまとめることができ

ましたか。 
６６ ２８％ ６％ ０％ 

➃友達の意見は,スムーズに進めることができたと思いますか。 ７２％ ２６％ ２％ ０％ 

➄本日の活動は，グループ内で納得のいく話し合い活動が行えましたか。 ７７％ ２１％ ２％ ０％ 

 

➅今日の授業の感想を書いてください。 

X組の感想から一部抜粋〕 

・もっと道徳で話し合ってみんなの意見を聞き，たくさんのことを学びたい。 

・いろいろな意見が聞けて良かった。今後も，今回みたいな授業をうけていきたいなと思いました。 

・一人で活動するより，グループの方が色々な考え方が出てくるし，いろんな方向からとらえることができると思った。 

・自分では思いつかない意見をたくさん聞けて良かった。様々な意見を取り入れもっと良い考えが浮かぶようにしたい。 

・いろんな意見が出てとても楽しかった。自分の意見を良く発言することができた。   

・一人一人の個性が意見にでていた。積極的に取り組んだ。   

・思ったより自分の考えをまとめることができなかった。一人よりも大勢の方が自由な発想ができて良かった。  

・グループでの話し合いで問題を解決するために話し合って，解決策を導き出せて良かったです。 

・男女が同じ班になっても，互いに意見を言えてとても良かった。     

・班の人全員が旧住民の気持ちになれて，良い意見が出せた。     

・自分の意見を楽しく，しっかり発言することができ，また，伝わりやすいようにすることもできた。 

・みんなの意見を尊重できたので良かった。  

・みんなの意見がきけて良かった。楽しくできた。大人数で話し合うことがあまりなく，良い経験になった 

・いつもはグループ活動だとなかなか話せないけど，今日はたくさん話せて良かった。   

・他の人の意見もたくさん聞けて良かった。       

・それぞれの班によって個性的な意見がたくさんあって，とてもおもしろかった。 

・グループ内で色々な意見がでて，自分が考えていることと全然違う意見や個性的な意見があふれていて良かった。 

・あまり得意でないグループ活動の話し合いで，頑張って伝えた自分の意見を認めてもらえてとても嬉しかった。これ

からは他の人にはっきり意見を言えるようになりたいです。 

・この授業を通して，人と人とのコミュニケーションはとても大切だということがわかった。 

・人と人との関わりをつくるのは難しいことなんだと思った。 
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・旧住民と新住民のコミュニケーションを少しづつでも良いからとっていき，新住民も参加しやすいお祭りをつくって

次の世代へとつなげていければ良いなあと思った。  

・楽しかった。クラス内での色々な意見を聞けておもしろかった。課題が現実的でよかった。 

・地域交流や情報発信は大事だなと思った。   

・自分の住んでいる町でも関心がない人がいるかもしれないから，ポスターなどで宣伝した方が良いと思った。 

・実際の経験と重なる点があるので，今回のことを活かす場面ではもっと努力しようと思う。  

・話し合うのがおもしろい。 自分の町のことも考えたいと思った。 

・祭りとかなくなるのは悲しいので，自分できることを何か探してみようと思った。 

・なかなか古い歴史を存続するにはどうしたらいいかなんて考える機会がないので，考えられて良かったと思います。 

古いことを守っていくことも大切ですが，新しいことを生み出すことも大切だと思いました。  

・Ｘ組らしい結論がでて良かったと思います。自分たちができることを地域に活かすのもいいと思いました。  

・旧住民も新住民のどちらの意見を聞いて，どちらも幸せになれるような答えをだせればいいなと思いました。  

 

〔Y組の感想から一部抜粋〕 

・初めてクラスでこういうことをして楽しかった。またやりたい。  

・楽しかった。また別のテーマでもやってみたいと思った。 

・四人の意見をまとめて一つにすることは難しいが，互いに納得するところを見つけることは重要だと思った。  

・みんなの意見はいろいろあっておもしろかった。物事を様々な側面からみることが大事だと思った。 

・一人で考えるだけでは考えることが少ないが，みんなで考えると幅が広がって良い。   

・周りの人と話すことで，コミュニケーションがとれる。      

・自分の意見を発表する場があり，人の意見をしっかり聞く場があってよい。    

・クラスで一つのことを考えるのは楽しかった。  

・グループで考えをまとめることにより，よりよい意見がでて，さらにクラスで考えをまとめるともっと意見がでるの

でおもしろかった。 

・周りと話し合うことでより意見が深められて楽しかった。      

・大人数で話し合いをすることで意見がとびかい，みんなの意見が聞けてとても楽しかった。  

・クラスで一つの意見をまとめるのはなかなかない機会で，とてもおもしろかった。 

・みんなで話し合いをし，一つの答えにたどりつけて良かったと思う。 

・自分にはない考えがたくさん出てきて，こんな意見もあるんだと知ることができて良かった。 

・自分の考えた意見を発表するのも楽しく，他人の意見を聞くのも楽しい。賛成だけでなく，反対意見もあって 

アイディアが深まっていくのが良かった。  

・グループのみんなと意見を出し合うと，新しい考えもでてきて，どんどんつながって行くのがとても良かった。 

・頭をとても使った。相手を説得するのは大変だと思った。 

・大人数で話し合いをすることで意見がとびかい，多くのアイディアがうまれ，一つにまとめることでよりよい意見に

なることがわかった。 

・考えることの難しさを改めて感じた。でも，グループで一つのことを考えることはとても楽しかった。別のテーマで

もやってみたい。  
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・最初は少し不安だったけど，始まると楽しかった。様々な意見があっておもしろかった。  

・全員で何かを良くするためにアイディアを出し合えば，たくさんでてくるなと感じた。   

・自分にない意見がたくさん出てきてびっくりした。いろんな意見が聞けて楽しかった。   

様々な意見がでて，おもしろかった。予想以上に個性的で魅力的な意見がいっぱいでておもしろかった。 

・人の意見を聞いて，納得できることもあったし，そういうのもあったのかと改めて気づくこともできた。 

・楽しく意見交換ができたと思う。もっとこういった授業をした方がいいと思う。   

・どうしたら問題を解決できるのか，考えるのは難しいけど，こういう授業は大事だと思った。  

・人間関係の希薄化は祭などの伝統行事をなくしてしまう可能性があることを知った。これからは地域の人に挨拶をし

ようと思った。    

・実際に自分の地区で祭りの参加者が少ないので，今日みんなで話し合ったことをもとに呼びかけてみたい。   

・みんなで一緒に何かをすることで問題が解決すると思った。自分たちの身近なこと(学校）でも使えると思う。 

 

 

 

結語的考察－討議型の道徳授業の教育的意義－ 

  

本授業のような話し合い活動を主体とした道徳教育は，問題発見解決型の学習の一形態であり，

その際に重要なのは，何が問題なのかを明確にし，自ら主体的に考えるとともに，集団の構成メン

バーのそれぞれの考えを理解し，お互いに歩み寄りながら活動する点である。特に話し合いの中か

ら生徒たちが，お互いの立場や価値観の相違を乗り越えて，新たな価値観を構成していくという行

為は，18歳で選挙権を持つようになった高校生にとって有意義であると考える。 

 一方で，対話促進者にとっては，合意形成に向けて，話し合いにどこまで介入して良いのか，ま

た，学校や地域の実態や特徴により，どこまでの議論を持って合意形成がなされたと考えるかなど，

検討すべき点も多い。さらに，１年生までの言語活動などの積み上げにより，話し合い活動そのも

のの経験値の差も課題となろう。 

 しかし，こうした問題点があるにしても，合意形成を目指す討議型の道徳授業の実践は，高校生

にとっては様々な点で教育的意義があるように思う。ある生徒は「旧住民と新住民のコミュニケー

ションを少しずつでも良いからとっていき，新住民も参加しやすいお祭りを作って，次の世代につ

なげていければ良いなと思った」と振り返るものもいた。これは，現代社会が抱える「今の生活が

良ければそれでいい」という，若者の結婚観や少子化の問題にも広がりの持てるものであり，「自分

たちの町のことも考えたいと思う」と振り返った生徒もおり，自分が社会の一員であることや周り

と協調していくことの大切さを改めて感じてくれていた。 

 このように合意形成を目指す討議型の道徳授業は今後改善すべき色々な問題はあるが，単なる読

み物資料では得られない主体的な＜学び＞を行うことができるように思う。今後更なる実践的検討

を加え，教育現場での定着を図りたいと考えている。ただこの種の道徳授業は，単に高校において

のみその意義が確認されるだけではなく，高校教育に接続する役目を担っている中学校の「特別の

教科 道徳」においても有効なものであると思われる（渡邉満，押谷由夫，渡邊隆信，小川哲哉編

（2016）．109～122頁）。こうした点に関する論究も今後重要な教育課題になるであろう。 
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アクティブ・ラーニングと道徳教育 

 

― 道徳教育と国語教育の連関性 ― 

 

石 井 純 一＊ ・ 小 川 哲 哉＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Active Learning and Moral Education: Linking Moral Education with Japanese Language Education 

 

 

Junichi ISHII and Tetsuya OGAWA 

 

キーワード：アクティブ・ラーニング，討議型道徳授業，高校国語科授業 

 

アクティブ・ラーニングは，近年様々な領域で取り上げられているが，学習者の主体的な＜学び＞をベースとした

教育方法の有力なものの一つであるといってよい。アクティブ・ラーニングにおいては，受動的な＜学び＞ではなく，

知識や情報を活用して学習者自らが力動的に理解することが求められており，それは知育や徳育の教育活動を行う際

に共通して必要なものであると思われる。本研究では，高校国語科の代表的教材『舞姫』を取り上げ，それを従来の

文学鑑賞的な学習方法ではなく，アクティブ・ラーニング的指導法を試行して，その実践的な検証を大学生対象の授

業で行った。より具体的にはＡ大学の１年次生でこの授業を実践したことを基本にしながら，討議型の仕掛けを作り，

役割演示をさせることが，思考力・判断力・表現力を活性化させ個々の学びを深めるのにどのような効果があるのか

を論究した。ここで高校でなく大学１年生で実施したことには意味がある。それは，学習者が大学の1年次であるた

め高校時代『舞姫』を既習済みであるが，その学習方法が従来の文学鑑賞的なものであり，そのため従来型の学習と，

今回のような協働学習的な言語活動を取り入れた学習との比較ができる点にある。 

 

 

問題の所在 

 

(1)文教政策的な背景 

平成27年８月26日付けで文部科学省から「教育課程企画特別部会における論点整理について（報

告）」（文部科学省（2015）．以下「報告書」）が出された。その論点整理では，「将来の変化を予測す

ることが困難な時代を前に，子供たちには，現在と未来に向けて，自らの人生をどのように拓いて

いくのかということのために何が求められているのか。また，自らの生涯を生き抜く力を培ってい

くことが問われる中，新しい時代を生きる子供たちに，学校教育は何を準備しなければならないの

―――――――― 

*茨城県立小瀬高等学校  **茨城大学教育学部 
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か」が指摘された。（文部科学省（2015）．1頁）特に「予測できない未来に子どもたちが対応する

ためには，社会の変化に受け身で対処するのではなく，主体的に向き合って関わり合い，その過程

を通して，一人一人が自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出し

ていくことが重要である」（文部科学省（2015）．2頁）とされている。 

さらにそのような子どもたちに育てるためには，教育を通じて，解き方があらかじめ定まった問

題を効率的に解ける力を育むだけでは不十分であることや社会の加速度的な変化の中でも，社会

的・職業的に自立した人間として，伝統や文化に立脚し，高い志と意欲を持って，蓄積された知識

を礎としながら，膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し，自ら問いを立ててその解決を目指

し，他者と協働しながら新たな価値を生み出していくことが求められた。特に，学校においては，

子供たち一人一人の可能性を伸ばし，新しい時代に求められる資質・能力を確実に育成していくこ

とや，そのために求められる学校のあり方を不断に探究する文化を形成していくことが，より一層

重要になるとされている。 

 子どもたちベースで考えれば，彼らが「何を知っているか」だけではなく，「知っていることを使

ってどのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか」ということが重要であり，知識・技

能，思考力・判断力・表現力等，学びに向かう力や人間性など情意・態度等に関わるものの全てを，

いかに総合的に育んでいくかということが重要である。そのため，今求められているのは，学びの

姿勢において知育だけではない，徳育や体育的な教育活動をも取り込んだ総合的な教育活動の可能

性を模索することではないだろうか。特に，知育と徳育との関係は，従来はややもすると両者を区

別して扱う傾向が強かったように思われる。より具体的に言えば，教科の教育活動と道徳の教育活

動は別のものとして取り扱うことが多かった。特に戦後の日本においてはこのような傾向性が強か

ったと言えるだろう。ただこの両者が相互に連携していく必要性が今日の＜学び＞のあり方には強

く求められているのではないだろうか。 

 このような試みを考える際に注目したいのが，いわゆる「アクティブ・ラーニング」である。ア

クティブ・ラーニングは，近年様々な領域で取り上げられているが，学習者の主体的な＜学び＞を

ベースとした教育方法の有力なものの一つであるといってよい。アクティブ・ラーニングにおいて

は，受動的な＜学び＞ではなく，知識や情報を活用して学習者自らが力動的に理解することが求め

られており，それは知育や徳育の教育活動を行う際に共通して必要なものであると思われる。 

 

(2)「アクティブ・ラーニング」的学習の教育的意義付け  

このところいわゆるアクティブ・ラーニングの必要性が，単に文教政策のレベルだけではなく，

教育現場においても指摘されている。しかしながら，アクティブ・ラーニングの教育的意義付けに

関しては，文部科学省も各種の文書で説明を行ってはいるが，まだ十分に定まったものがないよう

に思われる。ここではアクティブ・ラーニングに対する論究スタンスについて提示しておきたい。 

今日のような大きな時代の変革期において強く求められているのは，子どもたちがこれまでのよ

うに与えられたことを受動的に受け取っていくのではなく，自ら考え行動していきながら，将来に

わたって主体的・能動的に生きていくことである。そのためには，子どもたちが生きていくそれぞ

れの場面で生じる課題を，どのように解決していくのかが重要である。したがってこれからの子ど

もたちに強く求められているのは，自ら思考力・判断力・表現力を向上させて，多様な問題の解決
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に向けて積極的な学びの姿勢を持つことであろう。そしてこうした学びの姿勢を持つためには，日々

の学習の中で，思考・判断・表現が発揮される主体的・協働的な問題発見・解決の場面を数多く経

験することが是非とも必要であろう。さらに様々な学びの場面で身に付けた個別の知識や技能は，

そうした学習経験の中で活用することにより自分のものとして定着し，これまで獲得した知識や技

能と関連付けられ体系化されながら身に付いていくものである。 

このような学びを推進する力となるのは，子どもたちの学びに向かう力であり，これを引き出す

ためには，実社会や実生活に関連した課題などを通じて動機付けを行い，学びへの興味関心を高め

るとともに，努力し続ける意志を喚起する必要がある。このような資質・能力を育むためには，学

びの量とともに，質や深まりが重要であり，子供たちが「どのように学ぶか」についても考える必

要がある。前述の「報告書」では，「課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び」をいわゆる

「アクティブ・ラーニング」（文部科学省（2015）．19頁）と位置付けをしている。ただ，このよう

な意味のアクティブ・ラーニングのイメージは，まだ十分に広まっていないように思われる。例え

ば，グループ活動を行うことやタブレットなどの ICT機器を用いた学習を行うことがアクティブ・

ラーニングであるという見方もあり，アクティブ・ラーニングの概念については多くの誤解がある

ように思われる。そこで，ここではアクティブ・ラーニングを課題の発見・解決に向けた主体的・

協働的な学習活動と捉えることにしたい。 

以上の諸点を考慮に入れて本研究では，まず高等学校国語におけるアクティブ・ラーニング的学

習活動の可能性を模索してみたい。国語科は，現行の学習指導要領において他教科でも行われる「言

語活動の充実」を図る教育活動のベースになる教科として重視されており，次期の学習指導要領に

おいてもその重要性は変わらないと思われる。そしてそのような国語科のアクティブ・ラーニング

の有効性を論究した上で，道徳教育へ可能性を模索してみたい。特にここでは，その具体的な教材

として森鴎外の『舞姫』を取り上げ，考察を行いたい（尚，本論文では，「問題の所在」と「結語的

考察」を小川が執筆し，「高校国語科のアクティブ・ラーニング的教育実践の可能性」と「本実践の

分析」を石井が執筆した）。 

 

 

高校国語科のアクティブ・ラーニング的教育実践の可能性 

 

 高等学校国語において，現行学習指導要領の現代文Ｂという科目は（文部科学省（2009）．29頁），

近代以降の様々な文章を的確に理解し，適切に表現する能力を高めるとともに，ものの見方感じ方，

考え方を深め，進んで読書することによって，国語の向上を図り人生を豊かにする態度を育てるこ

とを目標としている。そのため，前半の近代以降の様々な文章を的確に理解することがことさら重

要視され，指導者の解釈・鑑賞を中心とした実践が多く見受けられる。 

特に，今回の教材『舞姫』（森鴎外/井上靖訳（2006）．7～66頁）のように，明治期の作品（近代

の作品）であり，生徒たちが普段使っている言葉づかいと異なる言葉づかいが多くある場合は，指

導者が生徒の理解を助けることを考えあらかじめあらすじを用意し，その上で，詳細に読みを進め

る授業が展開されることが多い。そのような授業を受ける生徒は，その物語に語られている主題を

自ら感じ取ることや内容を主体的に理解することが難しいように思う。それは，指導者が主体とな



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

 - 320 - 

って学びを進めることと，生徒自身に読み味合わせる工夫が乏しいことに起因するものと考える。

そこで今回の教育実践においては，学び手が主体となって学習を進める仕掛け，いわゆるアクティ

ブ・ラーニング的な手法を取り上げ，そうした手法によって自然と授業実践が進められるような工

夫を考えた。それが，ロールプレイングによる模擬記者会見である。その記者会見の設定は，主人

公の豊太郎が帰国して緊急に記者会見を開き，留学先で起きた事件について記者に説明をするとい

うもスタイルを考えた。 

このような設定は，作品を一部想像して読むことにつながりかねないが，なぜそのように考えた

のか，あるいはそう考えたことによってどのような価値判断ができるのかを論究し，『舞姫』の本文

を根拠にして学習者たちに説得力のある説明をさせていけば，彼らの読解力は従来の授業以上の深

まりを見せるようになるであろうと考えられる。 

特にこの教育実践の肝になる部分は，記者役の学習者が行う質問や，それに対する豊太郎役の学

習者の回答を本文に根拠を求めながら，自問自答し，それぞれの役になりきって様々なケースを模

索していくことである。 

本研究では，Ａ大学の１年次生でこの授業を実践したことを基本にしながら，討議型の仕掛けを

作り，役割演示をさせることが，思考力・判断力・表現力を活性化させ個々の学びを深めるのにど

のような効果があるのかを論究した。ここで高校ではなくて，大学１年生で実施したことに意味が

ある。それは，学習者が大学の 1年次であるため高校時代『舞姫』を既習済みであるが，その学習

方法が従来の文学鑑賞的なものであり，そのため従来型の学習と，今回のような協働学習的な言語

活動を取り入れた学習との比較ができる点にある。さらに『舞姫』については，高校３年生で扱う

ことが多いので，既習してからそんなに時間がたっていないこと，この小説を十分理解していれば，

時代の隔てはあるものの恋愛小説という捉え方もできるので，彼らにも興味があり印象に残ってい

るであろうと思われる。なお，実践事例は「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考

資料」【高等学校国語】の 46頁以降の実践報告の書式を参考にした（文部科学省（2012）．46頁）。 

 

道徳の指導につながる現代文Ｂ『舞姫』の実践事例 

１ 単元名 

近代の小説を読んで主人公の心情の動きを理解しよう。 

 

２ 単元の目標 

・文学的な文章を読んで，人物の生き方やその表現の仕方などについて話し合おうとしている。                     

（関心・意欲・態度） 

・文学的な文章を読んで，人物の生き方やその表現の仕方などについて話し合う。 

                              （読む能力） 

・文体や修辞などの表現上の特色をとらえる。          （知識・理解） 

この単元の目標が，この学習活動を通して，身に付けさせたい国語の力である。特に，「読む能力」

が重点項目であり，その重点項目を指導するのに模擬記者会見という場を設定し討論するという言

語活動を取り入れていることを改めて注記する。ただし，この実践を通して各個人の価値観を大切

にしながらもその価値観の共有を目指すことで，道徳の指導法として有効であることを示していく。
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特にこの実践の肝である言語活動（この実践では模擬記者会見を指す）を各個人の価値観を確認さ

せ，さらに他者との違いを明確にしながらも収束させながら共有化を図る。 

 

３ 取り上げる言語活動と教材 

(1) 言語活動 

 近代の小説を読んで，人物の生き方やその表現の仕方などを模擬記者会見（ロールプレ

イング）という討論活動を通して読みを深めると同時に各自の価値観を明確にし，他者と

の違いを明確にする。     

(2) 教材舞姫（森鴎外） 

４ 具体的な評価規準 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

文学的な文章を読み，人物の生き方

やその表現の仕方などについて本文

を根拠に模擬記者会見のＱ＆Ａにま

とめようとしている。 

文学的な文章を読み，人物の生き

方やその表現の仕方などについ

て本文を根拠に模擬記者会見の

Ｑ＆Ａにまとめている。 

本文を根拠に模擬記者会見用の

Ｑ＆Ａにまとめることを通して

文体や修辞などの表現上の特色

をとらえている。 

 ここで，評価規準を明確に示したのは，国語科で指導する際，活動あって指導なしという状況に

しないためである。だが，国語で付けるべき力を念頭に置きながらも，それだけではなく，各個人

の価値観を明確にしながら，共有出来る部分を互いに確認することは，道徳教育につながる。さら

に，友情や愛情について深く考えることが討論を深め，そのことによって思考力や判断力をも醸成

することになるはずである。 

 

５ 指導と評価の計画 

 指導については，大学の講義時間１コマ 90分を２コマいただいたが，高等学校の場合 50分を１

コマとするため，多少の違いはあるが，大学生ということと各自が予習を行うことなどを考慮して，

高校の 50 分×４コマというもとに指導計画を立てた。ただし，指導計画に示した４次は，３次終

了後の短時間で行った。 

 この「次」という考え方は，同じ内容でも，２時間かかる学校や１時間もかからない学校がある

という高等学校の多様化のもとに考えたものである。当然，これまでの授業時間単位の指導案を否

定するものではないが，全体の指導をどのようにするのかを考えることは，その単元でどのような

国語の力を付けるのかが明確になる。付けたい力が明確になることによって，学習者もその力が付

いたことを確認しやすいし，学習するめあてになる。評価については，模擬記者会見に向けての事

前準備と，模擬記者会見における各自のパフォーマンス評価と，学習後の記述を総合して評価する

ものとする。また，限られた授業時間を効果的に活用する，教師が「チョークとトーク」に頼って

講義型の授業に陥らないためにも，どの「次」に時間をかけ，学習者主体の授業を展開するかを考

えるうえでも，この指導案方式が有効であると考える。従来型の指導案を作成するなら，全体を考

えたうえで，特に重要な「次」で，作成することを薦める。この実践事例で考えれば，模擬記者会

見の場面で考えれば有効であろう。特に，指導者が学習者主体の授業に慣れていない場合，あらか

じめ学習者の発言を想定しておくこと，その発言が全体の流れを乱す場合の引き戻しの方法や，思
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考が深まらない場合の指導者としてのアプローチを想定することは重要である。それを考えるには，

従来型の指導案も有効であると思われる。 

 ただし，指導案の作成に時間をかけることは，本末転倒であると思われる。全体の流れが分かっ

ていて，到達すべき地点が明確であればよいであろう。敢えて時間を使うのは，本実践では，いか

に模擬記者会見を活性化させるか，各自が根拠とした本文は妥当と言えるのか，そこが明確に説明

出来るような教材研究にこそ時間を割くべきである。 

次 具体的な評価規準と評価方法 学習活動 

１ 
【評価規準】 

 書き手が自分のものの見方，感じ方，考え

方を，より効果的に表現しようとする言語的

な活動としての文体や修辞について理解し，

表現の特色を捉えている。 

（知識・理解） 

【評価方法】 

 「行動の点検」 

〇朗読を交えて『舞姫』を読む 

（ＣＤの朗読を聞く） 

・『舞姫』独特の表現方法や，読解に必要な語句などの箇所

を取り上げ，音読や語句の意味の確認を行い，作品の大

まかな流れをとらえる。 

・以下の６点についての表現をグループで確認し共通理解

を図る。 

① 豊太郎の生い立ち 

② 豊太郎とエリスの出遭い 

③ 豊太郎とエリスの生活 

④ 豊太郎と相沢の再会 

⑤ 豊太郎の出張 

⑥ 豊太郎とエリスの別離  

 

２ 
【評価規準】 

文学的な文章を読み，人物の生き方やその

表現の仕方などについて本文を根拠に模擬記

者会見用のＱ＆Ａにまとめるための読みをし

ている。 

（読む能力） 

【評価方法】 

 「記述の確認」 

〇グループでの討論（個人→グループ） 

・第１次での６点に関して，個人で本文を根拠として，各

自が自分の考えをまとめている。 

・各自の意見を持ち寄り，豊太郎が開く帰国記者会見での

質問案文を作成するとともに，その回答案文についても

検討する。 

・他のグループとも意見を交流させグループとしての案文

の精度を高める。 

３ 
【評価規準】 

文学的な文章を読み，人物の生き方やその

表現の仕方などについて本文を根拠に模擬記

者会見用のＱ＆Ａにまとめるための読みを深

めている。 

（読む能力） 

【評価方法】 

 「行動の分析」 

〇豊太郎帰国模擬記者会見 

・模擬記者会見を行う。 

・各グループで豊太郎役を選定する。 

・グループ対抗として，豊太郎役以外の他グループメンバ

ーの代表が記者役として質問をする。 

・質問に対して豊太郎は本文を根拠に回答する。ただし，

ロールプレイングとして想像で回答することを否定し

ない。 
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・模擬記者会見を振り返り，質問文，回答文として良かっ

たものを選ぶ。 

４ 
【評価規準】 

文学的な文章を読み，人物の生き方やその

表現の仕方などについて本文を根拠に模擬記

者会見用のＱ＆Ａにまとめるための読みを深

めようとしている。 

（関心・意欲・態度） 

【評価方法】 

 「記述の分析」 

〇文章にまとめる。 

・第１次の６点に即して，模擬記者会見で考えたことなど

を含めて豊太郎のエリスや相沢への思いをまとめる。 

 この指導案で評価規準を示しているのは，指導事項を明確にするためである。指導事項がどこま

で定着しているかをこの規準によって判断することになる。 

 

 

本実践の分析 

 

 Ａ大学の学生は，意欲的な学習態度であり，本実践にも積極的に取り組んでくれた。講義に先立

って，高校時代の授業スタイルについて確認してみた。いわゆるアクティブ・ラーニング的な言語

活動を取り入れた学習を経験したことがあるかどうかである。受講学生 25名のうち，４名が経験し

ていると回答した。教科としては，理科（化学）２名，現代社会，「道徳」がそれぞれ１名であった。

現行の学習指導要領では，生徒の言語活動の充実が求められて久しいが，未だに旧態依然とした指

導が多く行われていることがうかがえる。 

 さて今回の教材『舞姫』のあらすじだが，改めて確認しておきたい。 

 

まず物語の冒頭では，秀才の官吏である太田豊太郎がプロシアの首都ベルリンで数年を過ごし，

帰国する途上の船内で綴る回想録の形を取っている。その内容は，「我」こと豊太郎はある夕暮れに，

ベルリンの街角で苦境にあえぎ涙にくれている 16，7歳の踊り子エリスに声をかけ，彼女の父親の

葬儀代を工面して助けてやる。これをきっかけに，豊太郎とエリスとの交際が始まるが，この交際

が同郷の者たちから批判され，官吏をやめさせられてしまう。しかし，親友の相沢謙吉の尽力によ

り新聞社の通信員の職を得た。やがてエリスは豊太郎の子どもを身ごもる。その後豊太郎は大臣の

ロシア訪問に随行し，復職も叶うことになり，相沢の忠告に従い帰国を決意するが，そのことをエ

リスに伝えられず，心労で倒れてしまう。豊太郎が人事不省になっている間に，相沢はエリスに豊

太郎の帰国を伝えるが，ショックで発狂してしまう。豊太郎は回復の望みのないエリスに後ろ髪を

引かれつつ、帰国の途につく。 

 

 授業では，このような状況にある豊太郎と相沢，そしてエリスを，帰国後の模擬記者会見と言う

設定にして，記者からの質問を受ける形で，豊太郎の行為の道義性を問うていくことになる。模擬

記者会見のロールプレイでは，会見を受ける側のグループは，豊太郎，エリス，相沢の三者の性格
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や設定を自由に決めさせて，記者団としての他のグループとのやり取りを行う。それぞれのグルー

プでは性格や設定に独自性がでていた。優柔不断な性格の豊太郎や，純粋な恋愛と復職の狭間で悩

む豊太郎など色々な性格付けがなされていた。 

 この一連の学習者のアプローチは，相互の学び合いがあり，本文を根拠にした読み取りがあるの

で，共有するのにもグループ内で討論が行われていた。記者会見が討論（討議型になる）であると

想定していたが，その一つ前の段階でも討論が行われ各自の考えがさらに深まっていく様子がうか

がえた。特に相沢担当のロールプレイでは，友人豊太郎のことを考えて，エリスとの別離を進める

友達思いの相沢を演じたり，逆に実はしたたかに豊太郎を利用しようとする相沢を演じたりするな

ど様々なヴァリエーションがあった。これは，各自の価値観の違いを明確にするのに興味深い展開

であった。おそらく本来の国語の指導では，相沢をここまで考えることは難しいと思われる。考え

るとしても，相沢のエリスへの行為が人間的であったかどうかまでであると思われる。さらに，エ

リスは本当に精神に異常をきたしているのかどうかが怪しいとの設定があり，これなども従来の文

学鑑賞的授業では想像できなかったことである。このように同じ本文を根拠にしながら様々な設定

がなされる点は，各自の価値観が表面に出てきてたいへん興味深かった。それぞれの登場人物の性

格が多様に設定されることによって，その人物に道義的な責任があるのか等，学習する際には多様

な討議とローププレイができたように思われた。その意味では，幾つかの情報や知識を活用して，

多彩な記者会見が可能となった。このような授業展開によって，『舞姫』を学習者たちはかなり深い

点にまでこだわって主体的に課題を見付け，その課題を解決するといういわゆるアクティブ・ラー

ニングが可能になったように思われた。 

模擬記者会見終了後には，学習した内容についてその深まりを確認したが，「ａ 大いに深まった」

と回答したものが８人，「ｂ 深まった」と回答したものが 17人，否定的な「ｃ あまり深まって

いない」「ｄ 全く深まっていない」と回答したものはいなかった。当たり前のことであるが，学習

者主体の学びのスタイルが有効であることがここからもうかがえる。 

 また，模擬記者会見という活動を行うにあたって，アイスブレーキングを行い，その効果につい

て尋ねたところ「ａ 大いに効果を感じる」が 13人，「ｂ やや効果を感じる」が６人，「ｃ あま

り効果を感じない」「ｄ 全く効果を感じない」それぞれ３人であった。アンケート上は，肯定的な

回答が多かったものの，アイスブレーキングの内容については，十分留意する必要がある。学習者

の学習内容を深める目的で，模擬記者会見の前後の学習において，「そこのところいいね」とか「な

るほど良いところに気が付いたね」などの肯定的な言葉がけと「そこおかしいよ」とか「そんなこ

と考えなくて良いよ」などの否定的な言葉がけについても尋ねてみたが，模擬記者会見前のグルー

プでの準備については，肯定的な言葉がけが有効であると回答したものが 23名と大多数であったが，

模擬記者会見では，否定的な言葉がけが効果的であると回答したものが 16名と増えたのは面白い結

果である。これらのことから，学習時に指導者が，意図的に「肯定的な声がけ」「否定的な声がけ」

と計画して声がけをすることが，このような言語活動を取り入れた学習の深まりには，効果的であ

ることが分かった。指導者としては，このような活動を行わせるのに，何人くらいのグループが良

いのかも気になり，３人，４人，５人，６人，７人とそれぞれどの人数が効果的か尋ねたところ，

複数回答であるが，以下の表のとおりに回答してくれた。 
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表：グループ学習におけるグループ構成人数   

この表から分かるように，４人か

ら５人がグループの構成人数として

適当であるように考える。６人につ

いては，小中高と生活班の構成人数が６人というのが多く，無意識の中で班というと６人というの

が定着しているのかもしれない。 

Ａ大学の学生の講義後における感想記述についていくつか拾ってみると，「本文を読み取るには効

果的な方法であった。知らず知らずのうちに根拠を探していた」「模擬記者会見の時間を 15分でな

くもう少しほしかった。もう少し時間があるとさらに踏み込んだ質問ができたと思う」「自分一人で

は考えもしないことが模擬記者会見で質問されて面白かった」「本文に直接記載されていないことも，

やり取りがあって面白いと感じた」と肯定的な感想が多く寄せられたが，一方，「想定外の質問が出

てきたときには，自分自身の考えを述べてしまったので，作品とかけ離れてしまったのではないか

と心配であった」「高校生が扱うには，質問など言葉を選ばないとできないものもあるのではないか」

など，この授業を改善するための方策を述べてくれるものもあった。大学生が主体的に本文を読み

取り，グループでの討論を重ね，模擬記者会見用のＱ＆Ａを作成する作業を通して，学習者の意欲

を高めることや学習内容を深める意味で，いわゆるアクティブ・ラーニング的な手法が効果的であ

ることは十分に分かった。 

 

 

結語的考察 

 

 本研究では，高校国語科の代表的教材『舞姫』を取り上げ，それを従来の文学鑑賞的な学習方法

ではなく，アクティブ・ラーニング的指導法を試行して，その実践的な検証を大学生対象の授業で

行った。さらに，討論することで各個人の価値観の相違が明確になり，模擬記者会見という場面で

行った討議するという言語活動において，共有化に有効ではないかということである。 

 実際にそこで確認できたのは，模擬記者会見という設定で行われるロールプレイによる教育実践

の有効性である。これまでの文学鑑賞的な学習では，作品そのものの文学史的な背景や，作者の執

筆意図を考えたり，作品の時代背景を調べたりした上で，登場人物の心の動きを分析していく学習

活動がなされてきたと言ってよい。それはいわゆる「鑑賞読解」中心授業と言ってよいだろう。そ

れに対して模擬記者会見によるローププレイから，登場人物の心情や考えを力動的に捉え直すアク

ティブ・ラーニング的な学習の手法では，作品中のそれぞれの人物がローププレイをする学習者を

通して自由に立場と考えを広げていくことが出来る。そうした能動的行為を通して，作品に対する

固定的な解釈は，多様な解釈の可能性を生み出すことになり，作品理解を深めることが出来るので

はないだろうか。 

もちろん，作者が作品に込めた執筆意図を逸脱した解釈を行うことはできないことは言うまでも

ないが，さまざま解釈の可能性を模索することは作品を力動的に理解する一助になるのではないだ

ろうか。というのも，近年の森鴎外研究においては，『舞姫』のモデルではないかといわれているエ

グループ人数 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 

回答数 ７ 11 15 ６ ０ 
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リーゼ・ヴィーゲルトの足跡を明らかにすることによって，『舞姫』そのものを再解釈しようとする

試みも進んでおり，その意味からも文学作品の解釈のあり方には様々な可能性があると思われる（六

草いちか（2013）．18～30頁）。 

ところで本実践では，この言語活動が学習者の思考力を深めるときに各自の価値観が明確になり，

模擬記者会見では各人の価値観がぶつかり，学びが深まっていった。この過程は，発言が道徳的な

ものが自然と出てきており，その道徳的なものが共有化されるということにつながった。討議して

発散して終わることも考えられたが，男女の愛情，友情などを再考する場合に，相沢や豊太郎がと

った行動以外にも，方法はあったのではなかったかという発言があり，国語の授業を越えたものが

顕在化した。これは，答えを一つに求めたものではなく，まさに学習者が価値観の共有化を目指し

たものである。 

まさに，このような発言が出てきたのは，学習者が，豊太郎や相沢の行為の中に，様々な道義的

責任の所在を探っていたからである。しかも自由なロールプレイを行うことを前提とした模擬記者

会見では，様々な豊太郎や相沢のイメージを設定して，エリスとのやり取りを考えていくことがで

きるし，それらを考えることで多様な価値観が顕在化した。そのような学習活動を通して，「責任」

「信頼」「誠実」「友情」等の道徳的価値が，自己や他者との関わりの中でどのような意味があるの

かを考えて行かなくてはならなくなったのである。これは，道徳的価値を，目指すべき教育目標と

して設定して固定的に捉える道徳教育ではなく，相互コミュニケーションの中で，可変的に捉えて

いく道徳教育の可能性を開くものであるように思う（小川哲哉（2014）．40頁）。大学生での教育実

践でも指摘したように，優柔不断な豊太郎のイメージで会見に臨んだグループでは，記者から道義

的責任を厳しく追及されていたし，友人である豊太郎のためにエリスに対応する相沢の行為は，本

当に友情に値するものであったのかの議論もあった。また一見悲劇の主人公に見えるエリスが，実

は最もしたたかな女性ではないのか等，道義的責任をめぐって様々なやり取りが行われた。このよ

うに模擬記者会見のロールプレイと討議活動では，道徳教育に多くの示唆を与えてくれるアクティ

ブ・ラーニング的活動の可能性が明らかになったといえる。 
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現代社会と生徒指導における児童生徒理解 

   

――  学級経営と教師の存在を生徒指導提要から考える―― 

  

生越 達＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Modern Society and Understanding of Children in Student Guidance 

: Classroom Management and Being of Teachers 

 

Toru OGOSE 

 

 

キーワード：生徒指導、現代社会、学級経営、生徒指導提要、教師の存在 

 

学校が荒れていくのを見ていると、そこには力で子どもたちを抑え込もうとする教師が存在し、子どもたちの行動に対する

教師の鈍感さが蔓延しているのに気づく。 

小論では、まず『生徒指導提要』を取り上げ、その全体像や本質を把握するとともに、生徒指導にとって「自己指導能力」よ

りも共感的理解（児童生徒理解）が重要であること、また丁寧な児童生徒理解をする場としてとくに学級経営が大切であること

を明らかにする。 

次に、現在の教師が、子どもを共感的に理解すること（児童生徒理解）がうまくできない理由を、教師の仕事の難しさという

観点から論じる。指導評価のプレッシャー、曖昧性、無境界性、忙しさが、児童生徒に寄り添い、丁寧に子どもたちを理解す

ることを困難にしている。とくに現代社会においては、成熟社会や消費社会の到来、「大きな物語」の喪失などの影響により、

ますます子どもたちは自尊感情を低下させ、信じるものをなくしてしまっている。こうした状況下では、共感的理解を行うこと

が教師にとってどんなに困難であるとしても、これまで以上に子どもたちを共感的に理解し、受けとめていくことが必要とされ

る。教師は、子どもと出会い続けることを求められているのである。 

 

 

                           はじめに 

 

 荒れていく学校現場では、しばしば教師が、力づくで、子どもたち１)を押さえつけている場面に

遭遇します。なぜなのでしょうか。そのような学校では、子どもたちが荒れてくればくるほど教師

の力を誇示しようとします。そこには強い教師が存在しているように見えます。しかし、実はその 

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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場を支配しているのは教師の弱さではないかと思うのです。｢力で押さえつける｣ことは、教師の力 

を可視的に、つまりはわかりやすく見せることですが、そのような安易ともいえる手段に出るの

は、実は教師が子どもたちと向き合えなくなっているからではないでしょうか。荒れていく学校

のなかにいて、自分の存在意義が問われる教師は、その状況に耐えられず、ますます力で押さえ

つけようとします。そもそも、そのような対応が生み出した荒れなのですから、力で荒れが治ま

るはずはないのですが、力の悪循環に陥ってしまうのです。 

力をもって子どもとかかわることは、子どもに寄り添い、子どもとともに世界を見ていくような視点を教師

から奪っていきます。そのような学校には、「俺がいればこの学校は大丈夫だ」というような教師が存在し

ています。そしてそうした教師の指導に周囲の教師は、寄りかかってしまうのです。また、そうした学校で

は、子どもに甘く見られては学校運営が成り立たないと考え始めるようになります。 

いじめがひどくなっていくような学校にも同じ特徴があるようです。その結果、教師の眼差しは、子ども

に寄り添い共感的に理解する眼差しではなくなり、子どもを押さえつけるための道具となるような細かな管

理の眼差しになっていくのです。 かつて学校を細かな校則が支配していたことがありましたが、学校と

いうのは管理的眼差しに支配される危険性をもった場であるといえます。それは、すでに述べたように、

教師の「弱さ」から生じてくるのです。しばしば教師の子どもへの対応に、なんでこんなことをしてしまうの

だろうという教師の「鈍感さ」を感じることがありますが、子どもの行動の意味を捉えそこなうこの「鈍感さ」

は、教師の弱さの裏面なのだと思います。 

確かに、教師が力に頼りたくなる気持ちもわかります。教師という職業に内在する特徴が教師を不安に

させるからです。教師は、１）周囲からの期待、２）孤立しやすさ、３）指導評価のプレッシャー、４）曖昧性、

５）無境界性、６）忙しさといった状況に投げ込まれています。しかし、だからこそ、子どもたちとのかかわり

においては、一人ひとりの子どもたちと「出会おうとする」ことが大切なのだと思います。 

 たとえば、小学校学習指導要領（平成 20 年 3 月）において、生徒指導に関して、「日ごろから学級経営

の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深

め、生徒指導の充実を図ること」と述べられていますが、ここに書かれている「教師と児童の信頼関係」は、

教師と子どもたちとの「出会い」のなかで生まれてくるものですし、児童生徒理解もやはり「出会い」から生

じるものであって、校則が守られているかをチェックするときのように教師の側の眼差しで子どもを振り分

けることではないはずです。 

 以下においては、『生徒指導提要』（以下提要）のなかで、学級経営や生徒指導がどのように扱われて

いるかを引用しながら、児童生徒理解のあり方や共感的理解の重要性について考え、その後に、現代社

会との関連から、生徒指導の難しさを明らかにします。その上で、学級経営、とりわけ教師の存在の重要

性を導き出せたらと思っています。 

 

 

１．『生徒指導提要』における学級経営と生徒指導 

 

 提要には、生徒指導の意義として、「生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性

の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことです。

すなわち、生徒指導は、すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよい発達を目指すとともに、学
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校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指していま

す。」（１ページ）と述べられています。 

 まず気づくことは、生徒指導が、一人ひとりの子どもの成長と幸せのために行われるものだとい

うことです。けっして、学校という場を集団として管理するために、生徒指導があるわけではない

はずです。まずは、こうした生徒指導の意義が忘れられてはならないでしょう。 

 ただし、だからといって生徒指導が、個人に向けて行われる教育活動だということにはなりませ

ん。それは生徒指導もまた、学校という集団活動の場において行われることだからです。生徒指導

は、すべての教育活動をとおして行われるべきものです。「生徒指導は、教育課程における特定の

教科等だけで行われるものではなく、教育課程のすべての領域において機能することが求められて

います。そして、それは教育課程内にとどまらず、休み時間や放課後に行われる個別的な指導や、

学業の不振な児童生徒のための補充指導、随時の教育相談など教育課程外の教育活動においても機

能するものです。」（4ページ）生徒指導は教育課程のすべての領域で行われるべきものであり、そ

こから生徒指導にとっての学級経営の重要性ということが生じてきます。すでに挙げた小学校学習

指導要領の記述のなかでも、学級経営と生徒指導の充実が結び付けられています。 

 また提要においては、「生徒指導を進めるに当たっては、一人一人の児童生徒の性格、能力、適

性、家庭環境、将来の進路希望などをよく理解し、また児童生徒や保護者と接触する機会の多い、

学級担任・ホームルーム担任の教員の果たす役割が大きい」（138ページ）と指摘され、さらに

「学級・ホームルームを場とする児童生徒の生活は、極めて多様な内容を持っています。そして、

学校における児童生徒の人間形成ないし成長発達は、その多くが学級・ホームルームを場とする生

活の中で行われます」（138ページ）と述べられています。 

 子どもたちの学校生活は、いい意味でも悪い意味でも、学級を中心に展開するのであり、やはり

生徒指導の基盤は、学級経営にあります。したがって、提要でも述べられているように、「学級経

営・ホームルーム経営の具体的な仕事として生徒指導が行われていると考えてもよいわけです。つ

まり、学級経営・ホームルーム経営は、生徒指導の推進力の役割を果たすだけではなく、生徒指導

が学級経営・ホームルーム経営の重要な内容を構成している」（139ページ）ということになりま

す。提要では、生徒指導と学級経営とのかかわりとして以下の 3点が挙げられています。 

 第一に学級経営における「児童生徒理解の深化」（139ページ）です。「学級担任・ホームルーム

担任の教員は、学級・ホームルームに多様な児童生徒がいることを前提に、学級・ホームルームで

の児童生徒との人間的な触れ合い、きめ細かな観察や面接、保護者との対話を深め、一人一人の児

童生徒を客観的かつ総合的に理解していくことが大切である」（139ページ）。日々学級のなかで生

じるエピソードに丁寧に寄り添い、彼らの行動の意味を理解することが、学級経営の出発点なので

す。子どもたちを多面的に理解するために他の教職員と連携しながら子どもを理解していくことが

大切ですが、児童生徒を理解することは、「児童生徒一人一人の内面に対する共感的理解と教育的

愛情を高め、個に応じた適切な指導を進めていく上で必要なこと」（139ページ）なのです。担任

教師にとって学級経営の基本は、一人ひとりの子どもたちの理解にあります。子どもたちを動かす

前に、そして集団として管理する前に、まずは一人ひとりの子どもたちを丁寧に理解することから

出発するということでしょう。 

 第二に、学級経営における人間関係づくりがあります。「学級・ホームルームにおける児童生徒
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の人間関係を調整し改善し、よりよい集団づくりを進めていくことも、学級担任・ホームルーム担

任が行う学級経営・ホームルーム経営そして生徒指導の重要な内容です。」（139ページ）学校教育

が、集団としての学級を基盤に行われるということは、人間関係づくりが学級の大きな課題である

ことを意味します。 

さらに提要では、「学級・ホームルームでの児童生徒相互の人間関係の在り方は、児童生徒の健

全な成長と深くかかわっています。学級集団・ホームルーム集団には多様な個性が存在し、様々な

人間関係があり、時に軋轢が生じることも多々あります。それを乗り越えて、より深い人間関係も

築かれていくでしょう。しかし、逆に、他者を無視したり否定したりするような人間関係の中で

は、人間関係のゆがみが生まれることが多々あります。こうした排他的な集団や人間関係の中で

は、児童生徒の健全な成長発達は期待できません。」（139ページ）と述べられています。ただし、

この点については、現代社会を踏まえて丁寧に考えてみる必要があります。後に述べますが、今日

のような成熟社会においては、もはや学級に濃密な人間関係を求めることが不自然なことであるか

もしれません。内藤はいじめをなくすためには学級をなくすことが必要だとさえ述べています２)。

学級経営において、提要で求められているような「深い人間関係」、濃密な人間関係を求めること

が、現代社会を前提とした際に、あるべき学級経営なのか、それとも時代に合わせて別の学級経営

の在り方を考えるべきなのかは、そう簡単に解決できない問いであるように思われます。 

 もう少し具体的に見てみましょう。提要では、「児童生徒が、自他の個性を尊重し、互いの身に

なって考え、相手の良さを見付けようと努める集団、互いに協力し合い、主体的によりよい人間関

係を形成していこうとする集団、言い換えれば、好ましい人間関係を基礎に豊かな集団生活が営ま

れる学級やホームルームの教育的環境を形成していくことが必要です。また、児童生徒のコミュニ

ケーション能力を高め、開かれた人間関係づくりを進めていくことが大事です」（140ページ）と

述べ、さらに「児童生徒一人一人が存在感を持ち、共感的な人間関係をはぐくむ『心の居場所』と

しての集団が創り上げられ、その中で、児童生徒はお互いの絆を深め、自己実現を図っていくこと

ができるようになるでしょう」（140ページ）と結論づけていますが、このような目標をもって学

級経営を行うことが、むしろ子どもたちを息苦しくさせ、彼らから逆に「心の居場所」を奪ってい

くといった考え方があるのです。教育が上記のような目標にそって学級経営を行うことによって、

まさにいじめが生じるということになります。この点については、別途詳細な議論が必要でしょ

う。 

 第三に、学級経営における具体的な生徒指導や教育相談の取り組みがあります。児童生徒や保護

者の訴えに耳を傾け（教育相談）、あるいは子どもたちの問題行動に対しては毅然と対応すること

を求められます（生徒指導）。「学校においては日常の問題行動からしっかりと注意するなど、その

行為の意味やそれがもたらす結果や責任などを理解させる毅然とした指導が大切です」（140ペー

ジ）。「そのためには、『社会で許されない行為は、子どもでも許されない』といった学校全体の基

本的な指導方針の下、学級・ホームルームでも児童生徒の発達の段階を踏まえて生徒指導の方針を

明確に示し、児童生徒や保護者に対して『社会の一員』としての責任と義務の大切さを伝えていく

ことが必要です」（140ページ）。 

 ここには、たとえば子どもの暴力（いじめを含む）に対して、どのような対応をするかというこ

とも関わってきます。子どもであっても社会の一員であるとするならば、暴力行為に対しては、学
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校内で対応するだけではなく、警察に通報することが「毅然とした態度」であるというとらえ方も

でてきます。実際に、暴力を用いたいじめなどにおいては、警察に通報すべきだと考える立場も存

在しています。たとえば、内藤は、「加害者が生徒である場合も教員である場合も等しく、暴力系

のいじめに対しては学校内治外法権（聖域としての無法特権）を廃し、通常の市民社会と同じ基準

で、法にゆだねる。そのうえで、加害者のメンバーシップを停止する。」３)と述べています。 

ただし、「毅然とした態度」は、子どもたちに寄り添うことの代わりに彼らを力で抑えつけるこ

ととはまったく関係がないことに注意をする必要があります。提要においても、上記に述べたよう

に、丁寧な子ども理解に基づいた学級経営や生徒指導が求められています。 

 このように生徒指導にとって、学級経営は極めて重要な役割を担っているのですが、提要におい

ては、重要であるがゆえに、担任が問題を抱え込んでしまう危険性について触れています。「この

ような役割や責任を強く考えるあまり、様々な問題を自分だけで抱え込もうとしたり、誤っていわ

ゆる学級王国・ホームルーム王国的な考えにおちいるようなことがあったりしてはならないでしょ

う」（141-142ページ）。「生徒指導は、全校職員の共通理解を図り、学校全体として協力して進め

ることが大切」（142ページ）なのです。 

 そのために、生徒指導の組織が学校のなかに位置づいていることが必要です。「生徒指導を全校

体制の中で推進するためには、校長の経営方針の下に学校のあらゆる組織が効果的に機能すること

が重要です」（78ページ）。「とりわけ、生徒指導と強く関連する教育相談、進路指導、保健・安全

指導及び学年・学級経営の位置付けや内容などについては、全校職員はもとより保護者や地域の関

係者などにも十分に説明する必要があります」（78ページ）。提要でも、全校指導体制の構築が強

調されています。「生徒指導を推進するに当たって配慮すべき点は、全校指導体制を構築したうえ

で業務を推進することが大切だということです。生徒指導主事が学校内において孤立したり、学級

担任・ホームルーム担任を含む他の教員が生徒指導主事に問題を丸投げして生徒指導の任務から解

き放たれたような錯覚を起こしたりすることのないよう留意する必要があります」（79ページ）。  

 

 

２．教師であることの危険 

 

「はじめに」において、学校が荒れていくひとつの原因として、力で抑えつける生徒指導

の在り方があるのではないかということを述べました。しかし、生徒指導提要を読むかぎ

り、生徒指導は、一人ひとりの児童生徒の理解に基盤を置かれるべきであると述べられてい

ますし、そのために担任教師のみではなく、教師がチームになって多様な理解、多様なかか

わりをしてくことの必要性も強調されています。それでは、なぜ、このような規定にもかか

わらず、教師が力で抑えつけるということになってしまうのでしょうか。 

すでに生徒指導が全校指導体制を構築したうえで行われるべきことに触れましたが、その

中心となるのが生徒指導主事です。しかも、その指導主事が、以下に述べるように、学校に

おける力による子どもの管理にかかわっているのではないかと思われる状況もあります。そ

こで生徒指導主事４)の役割に注目することにより、本来あるべき生徒指導の方向性と現実の

指導のずれについて考えてみたいと思います。「生徒指導主事は管理職や関係機関との連携・
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調整を図り、問題への組織対応の要の役割を果たします」（79ページ）。提要には生徒指導主

事の役割が具体的に規定されています(80ページ)。 

① 校務分掌上の生徒指導の組織の中心として位置付けられ、学校における生徒指導を組織

的・計画的に運営していく責任をもつこと。教科指導全般にわたるカリキュラム開発を

リードしていくことも重要な役割です。 

② 生徒指導を計画的・継続的に推進するため、校務の連絡・調整を図ること。 

③ 生徒指導に関する専門的事項の担当者になるとともに、生徒指導部の構成員や学級担

任・ホームルーム担任その他の関係組織の教員に対して指導・助言を行うこと。 

④ 必要に応じて児童生徒や家庭、関係機関に働きかけ、問題解決に当たること。 

こうした規定をみてみると、生徒指導主事が生徒指導上の非常に大きな権限をもってい

ることがわかります。だからこそ、提要では、続けて生徒指導主事に求められる資質や能

力として次のような規定をしています。 

① 生徒指導の意義や課題を十分理解していて、他の教員や児童生徒から信頼されている。 

② 学校教育全般を見通す視野や識見を持ち、生徒指導に必要な知識や技能を身に付けてい

るとともに、向上を目指す努力と研鑽を怠らない。 

③ 生徒指導上必要な資料の提示や情報交換によって、全教員の意識を高め、共通理解を図

り、全教員が意欲的な取り組みに向かうようにする指導性を持っている。 

④ 学校や地域の実態を把握し、それらを生かした指導計画を立てるとともに、創意・工夫

に満ちたより優れた指導が展開できる。 

⑤ 変貌する社会の変化や児童生徒の揺れ動く心や心理を的確に把握し、それを具体的な指

導の場で活かしていく態度を身に付けている。 

これらを読むと、提要においては理想論が述べられているにしても、生徒指導主事が非常

に高い資質や能力を求められていることがわかります。 

しばしば学校では、「力で抑えつける教員がいないと学校が荒れてしまう。担任は寄り添う

役割をとって、生徒指導主事は演技をしてでも子どもを抑えつける必要がある」といった発

言を聞きます。チーム指導における一つの役割として生徒指導主事はあえて「怖い教師」を

演じているということでしょうか。 

たしかに学校という場所では、しばしば怒鳴る声を聞きます。やくざまがいといったら言

い過ぎでしょうか、しばしば子どもたちを指導する教師の声は怒鳴り声になっています。そ

れは必ずしも、子どもたちがひどい問題行動をしてしまった場合に限らないように思いま

す。課外活動の指導において、しかも音楽関係の課外活動において、小学校の女性教師が、

ひどく激しい言葉で児童を指導しているのを聞いたこともあります。たしかに、児童は教師

の思ったとおり活動できないでいたのかもしれません。ただ外から見ている限り、児童も一

生懸命やっていました。それでも怒鳴られるのです。もちろん、全国大会に出場するために

はそのぐらいの練習をくぐらなければいけないのかもしれませんし、そうした指導を受けた

ことを児童が感謝し、その教師を尊敬するようになるということもあるでしょう。しかし、

学校を支配するそうした雰囲気が子どもたちに与えるマイナスの影響も考える必要があるで

しょう。また、指導のなかで怒鳴ることは、体罰になるといった考え方もできるでしょう。 
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ここでまず考えてみたいことは、学校において「怒鳴る」といった指導が自明視され、そ

の結果、学校文化がそのような指導を高く評価するようになってしまっている根っこにどの

ような要因があるのか、ということです。 

その第一にあるのが、教師に課せられている指導評価のプレッシャーでしょう。教師の仕

事は子どもたちを指導・評価することです。以前、校則が細かくなり、子どもたちの行動の

細部までをも照らしだそうとしたように、指導評価の眼差しは、しばしば子どもたちの行動

の意味よりも、行動の特徴、さらにはよりはっきりと細分化できる服装等の細かな特徴のチ

ェックへと向かいやすいという危険性を持っています。服装等の特徴は細かにチェックする

ことが可能ですし、管理するという視点からすると、こうした特徴は権力関係のなかに位置

づける（力で押さえつける）ことが容易だからです。 

乱暴な言い方をすれば、子どもたちの行動に対する監視は、教師にとっては自分の優位性

を確認する手段であり、他者をコントロールできる喜びを与えてくれるものになりうるので

す。子どもたちの行動の意味を捉えるためには、彼らの世界を子どもたちの側からとらえる

という共感的理解の視点を必要としますが、そうした理解のスタイルは、教師が自ら安定し

た権力関係を壊すことを求めます。したがって、指導・評価のプレッシャーのなかで、教師

の児童生徒理解は、固定的で管理的なものになっていくということにもなるのです。 

つまり、提要のいうような児童生徒理解を行うことは、実際には困難なのです。提要に

は、「生徒指導は、……一人一人の児童生徒の健全な成長を促し、児童生徒自ら現在及び将来

における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指すものです。これは児童生

徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めるように指導、援

助するものでなければなりません」（40ページ）と述べられていますが、一人一人の個性を育

てることは難しく、どうしても管理という視点が前面に出てしまうのです。さらに提要で

は、「生徒指導においては、児童生徒理解そのものが教育的関係の成立を左右するといっても

過言ではありません。人は理解してくれている人には安心して心を開きますが、理解してく

れない人に対しては拒否的になり、心を閉ざしたまま対応するものだからです。しかも生徒

指導においては愛と信頼に基づく教育的関係が成立していなければその成果を上げることが

できません。……そのため、生徒指導においては共感的理解が求められるのです」（40ペー

ジ）と述べられていますが、共感的理解を実現することは非常に困難なのです。つまり、教

師は指導評価のプレッシャーのなかで自らの存在の安定のために、共感的理解を管理へと変

質させてく危険性につねにさらされていることになります。こうした危険性から目を背け、

理想論を語っていては、事態は改善されないでしょう。 

第二に、教師の専門性に内在する仕事の「曖昧性」があります。教師の仕事の成果は目に

見えにくいものです。提要に述べられているように、生徒指導が、「すべての児童生徒のそれ

ぞれの人格のよりよい発達を目指す」ものであるのならば、やはり目に見える学力や行動ば

かりでなく、子どもたちの内面がどのように豊かになっているのかを見る必要があります

が、それはとても難しいことなのです。そのことが教師を不安にします。そして、何が成果

なのかはっきりしないため、どうしても目に見えるものにしがみつきたくなります。 

だが、一方では、こうした不安に耐え、子どもたちを捉える力をつけることが教師の専門
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性でもあります。たとえば、斉藤喜博は、教師にとっての「見える」ことの重要性を強く訴

えています。斉藤は、教師にとって「見えることがすべて」だと語ります。見えることは、

まずは一人ひとりの子どもが見えることです。「つぶやいていたり、かすかに表情に出してい

たり」５)する子どもに気づかなければならないのです。さらに見えることは学級の子どもた

ちが全体として見えることです。見えることは「教室全体の空気を感じとり、つかみとる」
６)ことなのです。 

このように考えると、見えることは教師に高い専門性を求めます。斉藤は、見えることの

職人技のような性格を次のように記しています。「一つの場面のなかに、本質とか方向性とか

はふくまれているのである。…部分をみれば全体とか方向性とかはわかる。」７)さらには、次

のような比喩的な表現を用いて教師にとっての見えることの奥深さを述べています。「『皮膚

や肉体で感じとり』、『背骨でものを感じ背骨で反応』するようなことができてはじめて、事

実が咄嗟に的確に見え、事実の底にあるものまで咄嗟に見ぬくことができるようになる。」８) 

このような力量形成には時間もかかりますし、どのようにしたらこのような力量がつくの

かもわかりにくいのです。そこで可視化できるものにしがみつくのです。その際、たとえば

校則などは可視化のための「ものさし」として、重宝します。一人ひとりの子どもや、ある

いは集団としての子どもそのものが捉えられるのではなく、「ものさし」という眼差しで捉え

られた子どもの姿が、あたかも子どもの存在そのものであるかのように捉えられていくので

す。提要の言う「共感的理解」とは、他者の世界を他者の側から理解することですが、明ら

かに校則の「ものさし」は、管理する教師側のものです。 

第三に、教師の専門性に内在する特徴として、仕事の「無境界性」があります。この点

は、第二の点とも結びついています。教師の仕事の成果が曖昧であればあるほど、教師はど

こまで仕事をしたらいいのかわからなくなり、なかなか達成感をもてないため、無制限に仕

事を抱え込んでしまうことにもなります。本来、たとえば部活動の指導が教師の仕事なのか

は微妙なはずです。さらには、地域の行事の度に教師が巡視をすることは仕事なのでしょう

か。限度なく仕事を抱え込むことが、次の第四で述べる教師の忙しさをさらに増すことにな

ります。そして、その結果、子ども一人ひとりを共感的に理解することを困難にしてしまう

のです。 

ただし、提要は教師の仕事を広くとらえようとしているようです。提要において、部活動

は、学年の活動や学校行事、委員会活動などと同様に扱われています。「中学校・高等学校で

の部活動も、学校の教育活動として重要な意義を持っています」（134ページ）。さらに具体的

に次のように書かれています。「生徒の自主的・主体的な参加により行われる中学校・高等学

校の部活動は、放課後等において従来からおこなわれてきました。学習指導要領では、『スポ

ーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するもの

であり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること』とされて

います。部活動を通して、生徒の自己指導能力の育成が図られるよう，……指導を行ってい

く必要があります」（134ページ）。 

また、地域との連携についても、「教職員の自己研鑽・研修の必要性」のなかで、「教職員

は幅広く社会の出来事に関心を持つとともに、積極的に地域社会の活動に参加し、地域社会
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を知るように努めていくことが必要です。地域の防災訓練やボランティア活動への参加や、

社会教育施設での講座の実施などの社会教育の分野においても、教職員の自発的な参加が求

められています。『校務ではないから』『学校の教育活動でないから』といって敬遠せずに、

積極的に参加することで、教職員自身の視野が広がるだけでなく、地域や関係機関との信頼

関係の構築につながるとともに、教職員自身が生涯にわたって自己実現を目指すという人間

像を児童生徒に示すことにもなります。そのことによって、教職員への尊敬の気持ちや教員

と児童生徒との信頼関係を強めることにもなり、学校における生徒指導を進めるに当たって

有効な場合もあります。」（133-134ページ）と記してあります。 

だが、このような提要の教員の役割規定は、とらえ方によっては、無限に教師の仕事を広

げていくことにもなるでしょう。提要にこのような規定をすること自体が、教師の仕事の無

境界性を強固なものにしてしまっていることになります。どこまでを教師の仕事にするのか

については、教師の立場に立った議論が必要にも思われます。 

第四に、教師の忙しさの問題があります。最近は、法令遵守に対しても厳しい状況があ

り、教師にとって管理的な仕事が多くなってきています。教師は、子どもたちに向き合う時

間を犠牲にして、書類を仕上げるために机に向かっていなければならなくなってきているの

です。教師から、休み時間や放課後などにゆっくりと子どもの遊びに付き合う時間がなくな

ってしまったと聞くことも多くなってきました。 

管理的な仕事が、教師から時間を奪っているというのは、二重の意味で捉えられる必要が

あると思います。一つは、現実に、子どもたちとかかわる時間を「奪われる」という意味で

す。もう一つは、管理的な仕事が教師の仕事のリズムに影響を与えて、早いリズムで時間を

生きるようになり、ゆったりと子どもたちと関わるリズムを教師から「奪っている」という

ことです。もちろん、第一の意味での時間の収奪も重要な意味をもっていますが、より深刻

なのは、第二の意味での時間の収奪ではないかと思います。この点については、以前ミヒャ

エル・エンデの『モモ』の分析で扱ったので９)詳しくは論じませんが、リズムの問題は教育

現場に大きな影響を与えているように思います。 

仕事をこなすというリズムのもとでは、子どもたちと関わる際にも管理する眼差しで子ど

もたちを見るようになっていきます。私は、時には管理的な仕事を後に回す決断と、日常的

に自分のリズムを子どもにゆったりと向き合えるように整えていく努力を必要とすると考え

ています。たとえばですが、ときにゆっくりと流れる雲を見て時間を過ごすことも、自分の

生きる時間のリズムをゆっくりさせるためには必要かもしれません。 

いずれにしても、これらの要因が相互に影響し合って、共感的理解の困難な状況を生み出

しています。 

 

 

３．現代社会における生徒指導の難しさ 

 

（１） 現代社会と共感的理解の間の齟齬 

成熟社会と言われる社会が到来しています。この成熟社会は、はじめは近代を乗り越えるための
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言葉として用いられました。もともとはイギリスのガボールが用いた言葉で、物質万能主義を排し、

単なる経済成長やそれに支えられた大量消費のかわりに、精神的な豊かさや生活の質（QOL）の向上

を大切にする社会を意味していました。 

ところが、成熟社会になっても、人々の生活は上記のような幸福を志向することにはならずに、

量的な幸福を求め続け、限られたパイのなかでさらに競争を激化させてしまっています。かつては

一億総中流と言われた日本社会も、今ではOECD参加国のなかでも、相対的貧困率の非常に高い国に

移り変わってしまっています。2010 年段階での日本の相対的貧困率は、OECD 参加 34 カ国中 29 位

であり、また一人親家庭においては 33位という結果ですが、その当時、日本が世界に冠たる格差社

会であることが私たちを驚かせました。成熟社会になっても、ガボールの言うようには、人は物質

的な幸福から離れられないということなのでしょうか。ますます社会は市場主義によって支配され

るようになり、従来はお金で買えなかったようなものまで、市場原理が貫徹するようになってきて

います１０)。成熟社会になって、ますます私たちは、お金にしがみつくようになってきているのです。 

成熟社会は、同時に、自己決定・自己責任社会でもあります。小論では詳しくは論じられません

が、もともと人間は「つながり」のなかで生き残ってきた本質的に社会的な動物です。それが、こ

の成熟社会において、これまで以上に、自己実現が賞賛されると同時に、自らの招いた結果に対し

ては個人で責任を背負うことを求められるようになってきました。そのように判断して決定したの

が自己であるかぎり、その結果に対しても個人で責任をとるほかないのです。新自由主義の到来で

す。 

提要のなかでも「自己指導能力の育成」ということが強調されています。「各学校においては、生

徒指導が、教育課程の内外において一人一人の児童生徒の健全な成長を促し、児童生徒自ら現在及

び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指すという生徒指導の積極的

な意義を踏まえ、学校の教育活動全体を通じ、その一層の充実を図っていくことが必要です。」（1ペ

ージ）と生徒指導の意義と課題について述べられています。提要には、何度か、自己実現、自己指

導能力がセットで用いられ、また生徒指導の前提となる教育観のなかの一つとして「自己指導能力

の育成」が挙げられているのです。提要を素直に読めば、生徒指導の目標は、自己指導能力の育成

だということがいえるかもしれません。 

もちろん、提要では、子どもたちの「自発性や自主性をはぐくむ」ために自己指導能力が求めら

れるという規定の仕方になっていて、一人ひとりの幸福のために生徒指導が存在しているというよ

うに読むこともできるかもしれません。ただ、「自分から進んで学び、自分で自分を指導してくとい

う力、自分から問題を発見し、自分で解決しようとする力、自己学習力や自己指導能力、課題発見

力や課題解決力というものが育つ指導」（11 ページ）という言葉を見ると、社会が自己指導能力を

もった子どもたちを必要にしているので、生徒指導ではそのよう力を育てる必要があるというふう

にも読めるのです。 

その点が、よりはっきりするのは、提要が、その最後の部分で、「社会の形成者としての資質の涵

養に向けて」という節を設けていて、そこで「社会の形成者としての資質と能力」を強調している

点です。少し長くなりますが、引用します。 

 

 単に、知識や技術、断片的な個々のリテラシー、社会的な資質や能力を身に付けるだけではなく、
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社会のなかで、その時々の状況を判断しながら、それらを適切に行使することによって、個人や社

会の目的を達成していく包括的・総合的な能力。それを社会的なリテラシーと呼ぶとすれば、生徒

指導の最終目的は社会的なリテラシーの育成にあるといえます。知識やスキル、断片的な資質や能

力を寄せ集めただけでは、真に社会性が育ったということはできません。大切なことは、それらを

統合して主体的に行動できるようになることです。それこそが、国家・社会の形成者としての人格

の完成であり、自己指導能力や課題解決能力の育成にもつながる生徒指導の最終目標であるといえ

るでしょう。 

 

 この文章の読み方は、いろいろあるでしょう。しかし、読み方によっては、私たち人間が相互依

存の存在であるよりも、個人が、価値や判断を行い、そして責任を負うことを大切にしているよう

にも思われるのです。つまり、私たちは、つねに自己責任の社会を生き抜いていかなければならな

いことになり、つねに自己責任・自己決定の重荷や不安に耐えながら生きていかなければならない、

ということです。食べることに心配のない社会が到来したからといって、決して私たちは心穏やか

に生きられているわけではありません。それどころか、教育基本法にも規定されているように、生

涯学習という名のもとで、学び続けなければならないプレッシャーと自己責任のもとで、がんばり

続けなければならないのかもしれないのです。日本の国民は今この成熟社会の負の状況のなかで苦

しんでいるようにも見えます。 

 だとするならば、生徒指導は、自己指導能力以上に、「相互依存」や「つながり」を育むことを大

切にする必要があるようにも思われます。もちろん、こうした言葉には、自己指導能力とは違った

意味での危険性が纏わりついていることも事実で、こうした言葉をどのように捉えたらいいのかに

ついては、丁寧な議論を必要とするでしょう。大雑把な言い方をすれば、教師は子どもたちに、こ

の自己決定社会を生きぬくことを可能にする自己指導能力をつけることを求められるいっぽうで、

それだけいっそう、個人的な社会が行き過ぎないよう他者への共感力とでもいうべき力を育ててい

かなければならないことになります。教師は、こうした二つの教育観のあいだで引き裂かれるとい

うことにもなりかねないのです。 

 自己責任を問われる社会と相互依存を育まなければならない社会という両義性は、家庭教育の難

しさとも関係しています。提要では、「親子関係や、親自身の不安定さ、しつけが一貫しないこと、

子への監督が乏しいこと、親から子への愛着の弱さ、子への虐待／ネグレクト、家庭内葛藤が多い

ことなどが、非行のリスク要因です」（59 ページ）と述べられていますが、こうした家庭の問題は

自己決定・自己責任を求める自己実現社会と深くかかわっているはずです。提要によれば、生徒指

導の目標は、子どもたちの自己実現であり、その自己実現をはかっていくための自己指導能力の育

成なのですが、このような方向性の教育は、人と人とのつながりを断ち切り、家族のつながりを断

ち切ることになってしまう危険性を孕んでいるのです。 

 

（２） 「大きな物語」の喪失と信じるものの欠如 

 日本は長らく「世間」の存在が、日本人としての道徳性、ひいては｢思いやり｣とでもいうべ

き他者への優しさを育んでいました。しかし、阿部謹也が言っているように、日本社会は急激

に「世間」を失ってしまいました。その結果、大平健１１)や土井隆義１２)が述べていますように、
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優しさは変質し、互いに深くかかわらないための「やさしさ」をもって他者とかかわるように

なっています。その「やさしさ」は、他者に眼差しの届くような優しさではなく、あくまでも

自己防衛的で、実は見ているのは自分自身であるといったナルシスティックな「やさしさ」な

のです。つまり、この「やさしさ」は、共感的理解とはまったく正反対の性質をもっているこ

とになります。 

 もちろん、「世間」には、絆し（ほだし）と表現できるような、縛り合うとか自由を奪い合う

といった側面も強くあったのですが、個人が自由になることの代償として、同じ物語を生きて

いることの安心感を失い、つねに周囲との距離感をはかり、空気を読み合い、様子を伺いなが

ら生きなければならなくなってしまっているのです。 

 この点については、むしろ「世間」があるときこそ、空気を読み合っていたのではないかと

いう反論が成りたつと思います。だとすれば、以前は社会全体でひとつの空気を生きていた（そ

れが世間）のが、「世間」がなくなったがゆえに、自分の所属する非常に小さな集団のなかで空

気をつくって行かなければならない。その空気は、「世間」と異なり一定の方向性をもっていな

いために、つねに空気を読み合いながら自分の居場所を確認しなければならなくなっている、

と言ってもいいでしょうか。いずれにしても、この問題は、小論には荷が重いので、別の機会

に丁寧に論じてみたいと思います。 

 また、今日の子どもたちの集団が広がりを失い、少数の構成員のなかに閉じ込められるよう

になってきたとするならば、近いところでは同質的な生き方を求める一方で、同じ物語を生き

ている実感がないために、他者への感受性を失い、周囲を風景化した生き方を生み出します。

「世間」がある時代においては、知らない人に対しても同じ「世間」という物語を生きている

他者として、親近感をもつことが可能でしたが、もはや今ではそうした他者と気持ちを通わせ

ることは困難になっているのです。 

 提要においては、校内規律の維持をとおして規範意識を醸成しようと考えています。「学校

全体で校内規律を維持することは、学校における教育活動の基盤になるとともに、学校が安心・

安全な居場所となることで児童生徒に安心感を与え、暴力行為、いじめや不登校といった問題

を未然に防止することにつながります。」(145 ページ)提要では、「価値観の多様化」と述べら

れていますが、まさにそれぞれ別個の物語を行き始めている子どもたちにとって、どのように

して、ともに生きていく場を準備していくかは、現代社会の大きな課題なのです。提要では、

それを「校内規律の維持」をとおして行おうと考えているのでしょうか。 

しかし、「大きな物語」なき時代において、そのマイナス面を補うのに、規範意識という視点

から対応することには無理があるようにも思われます。提要が、学校という、子どもたちにと

って、小さいけれども重要な場（学級）での生活のなかから物語を紡いでいこうとすることは

そのとおりだと思うのですが、それは校内規律の維持をとおした規範意識の醸成で大丈夫なの

でしょうか。「大きな物語」の喪失が、子どもたちに「やさしさ」を生み出させ、その「やさし

さ」が、共感的理解とまったく反対の性格をもったものだとするならば、この「大きな物語」

の喪失に対応するためには、やはり共感的理解を生徒指導の基本に掲げることが必要ではない

でしょうか。 

たとえば、子どもたちの「だれにも迷惑をかけていないのだからいいじゃないか」といった
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問いかけ１３)に本気で応えるためには、他者への共感性を育みながら、物語共有の可能性につい

て考えざるを得ないように思われます。 

 もちろん、すでに述べたように、「大きな物語」を生きることは、私たちを縛ることでもあ

り、そのような社会を強要することがいじめなどの教育問題の基盤にあると考える立場もあり

ます。たとえば、内藤は、「日本は、学校が児童生徒の全生活を囲い込んで、いわば頭のてっぺ

んから爪先まで学校の色に染め上げようとする、学校共同体主義イデオロギーを採用している。

学校では、ひとりひとりの気分やふるまいがたがいの深い部分にまで影響しあう、集団生活に

よる全人的な教育の共同体がめざされ、それがひとりひとりにきめ細かく強制される。若い人

たちは、一日中ベタベタと共同生活することを強いられ、心理的な距離を強制的に縮めさせら

れ、さまざまな『かかわりあい』を強制的に運命づけられる。」１４)と学校の共同体主義イデオ

ロギーを厳しく批判している。この主張の是非については慎重な議論が必要だとしても、共感

的理解が、縛り合いに変質しないよう注意する必要があるのは確かなことでしょう。 

 いずれにしても、「大きな物語」が喪失し、新しい物語が出てこない時代だからこそ、そのこ

とをチャンスととらえ、新しい物語の可能性を探ってみることが大切なのだと思います。つな

がりの欠如した時代だからこそ、新たに別の「つながり」のあり方を模索できるからです。｢大

きな物語｣の喪失から生まれてきている私たちの孤立感をどのように昇華していくのかが問わ

れているのだと思います。また、「大きな物語」の喪失は、私たちが信じるものを見失うことに

もなっていきます。そして一方では孤立し、一方では信じるものを失った私たちは、つねに不

安のなかを生きることになるでしょう。 

 いずれにしても、現代社会が「大きな物語」を失っているということは、人と人とのつなが

りの土壌が揺らいでいることを意味します。そのひとつの結果として、提要の言うような、規

範意識の低下があります。したがって、規範意識が、単に規律を守ることを教えることで高ま

ると考えることは危険であり、「つながり」の土壌を耕す必要があるようにも思われます。 

 

（３） 消費社会と学びの変質 

 現代社会のもうひとつの大きな特徴は消費社会の進行です。消費社会は学びの場である学校

に大きな影響を与えています。なぜなら学びは本質的に消費行動にそぐわないからです。そも

そも教育を PDCA サイクルに閉じ込めることは危険です。なぜなら、教育には、教師が最初に

たてた目標が子どもたちとの出会いによって乗り越えられるということが、その本質として内

在しているのです。 

 最近の教育政策は、PDCAサイクルに乗せて教育改革を行おうとしています。教育基本法第二

条において教育の目標を具体的に定めたことも、また第十七条において国としての教育振興計

画を定めると同時に、各地方公共団体にも教育振興計画の作成を求めたことも、教育の目標を

明確に定めたうえで、教育を実施し、その目標に即して評価を行い、次の教育改革を行うとい

う PDCAサイクルの実施を意識したものです。ここには経営管理の発想が強く働いています。 

もちろん、生徒指導においても目標を立てることは重要視されています。提要においても、

「年間指導計画を作成する際に、まず重要な視点となるのは、自校の生徒指導の目標について

教職員が共通認識を図り、その目標を教育の根底に据えることです。」（82ページ）と述べられ
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ています。 

 たしかに、計画を綿密に立てることは必要なことです。計画を立てることは、デザイナーと

しての教師にとって、その力を試される重要な仕事です。だが、考えてみればわかるように、

教育は子どもたちと教師、子どもたち同士、そして子どもたちと世界との出会いのなかで生起

するものです。その意味で教育から偶然性を奪い取ることはできません。というより、本質的

に、教育にとっては、計画以上に出会いが重要な構成要素となっているはずなのです。もちろ

ん、計画が綿密に立てられていればいるほど、その出会いの偶然性は、子どもたちに深い学び

をもたらすでしょう。しかし、忘れてならないことは、学びは計画が乗り越えられるところに

その本質があるということです。 

 具体的な例をとおして考えてみましょう。たとえば、総合的な学習の時間においても、きち

っと体験の目標を立てましょうということが言われています。もちろん、目標を立てることは

大切です。ただ体験をさせればいいということになれば、戦後新教育が陥ったような「這い回

る経験主義」にもなりかねないからです。しかし、体験活動は、当初定めた目標を超えるから

こそ体験活動です。だとすれば、その体験を目標のなかに閉じ込めるとすれば、体験の最も体

験たる部分を否定することになるはずです。教育はつねに教師の意図を超えているのです。あ

るいは別の例を挙げてみましょう。現在、大学教育においてシラバスの作成が非常に重視され

ています。そしてシラバスは教師と学生との契約関係を示しているのだから、教師はシラバス

を守らなければいけないと言われます。ときに、授業アンケートのなかでも授業がシラバスど

おりに行われたかが問われたりもします。だが、学びが「出会い」だとするならば、こうした

シラバスの位置づけは、おかしいのではないかということになります。ときに教師の当初の目

標を超えた課題が学生たちによって引き起こされることもあるのであって、教師と学生との

「出会い」のなかに学びがあるのです。 

 消費社会は、このような学びの「出会い」を奪ってしまいます。サービスの買い手は買う前

に商品＝学びの内容を熟知していなければなりません。そうではないと、買うか買わないかの

判断ができないからです。だが、果たして、学びのもつ価値が、学ぶ前からわかっているとい

うことはありえるのでしょうか。あるいは、はじめから買う価値がわかってしまうような学び

なら、むしろ学ぶ必要などないのではないでしょうか。このように考えると、学びに消費行動

を持ち込むことは、学びの本質に反することのように思われます。学びは、ただ学び手によっ

て買われる商品ではなく、学び手と教え手とが、ともに作り出してく共同作業ですし、時間的

にいっても、学びは学んだあとで初めてその価値がわかるものだからです。 

 このように考えると、消費社会の到来により、学び手と教え手の共同性が失われつつあるこ

とになるでしょう。 

 また別の問題もあります。消費社会を生きるまなざしが、教師を見るまなざしのうちにとど

まっているときにはまだいいのかもしれません。そのまなざしが子どもたち自身に向かったと

きには何が起こるのでしょうか。それは自尊感情の低下であるように思います。なぜなら、消

費者の目はある意味で厳しく、その目で自分を見るかぎり、自分が消費に耐えうる存在である

とは思えないのが普通だからです。だとするならば、消費社会の進行は、多くの自尊感情の低

い子どもたちを生み出すことになるでしょう。またときにその反動で、理由もなく自分を高く
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評価するような自己防衛的な子どもたちを生み出すでしょう。実際に、PISA調査の質問紙によ

ると、日本の子どもたちの自信や意欲が極端に低いことがわかりますが、その背景には、こう

した消費社会の存在があるように思われます。 

 

  

４．おわりにかえて～出会うことの大切さ 

 

 現代社会の状況を考えると、教育において「出会い」が非常に大切な意味をもっていること

がわかります。社会の変化が子どもたちから「出会い」を奪っています。毎日毎日、子どもた

ちと「出会おう」とすることが、生徒指導の基本であり、「開発的・予防的生徒指導」の根幹な

のだと思います。 

 小論でも、市場原理に基づく新自由主義政策をとっていること、「大きな物語」を失いつつあ

ること、消費社会が到来していること、といった 3点に絞って、現代社会の特徴を述べてきま

したが、そこで明らかになったことは、共感性の成り立ちにくい社会、そしてその結果として

子どもたちの孤立しやすい状況でしょう。そのため、子どもたちは、小さな集団のなかでは空

気を読み合い、外側に対しては風景化をすることで自分たちを守っています。そして自己中に

見える子どもたちですが、実は自尊感情が低下しているのです。現代社会に影響されて、この

ような生き方をしている子どもたちに対して、一番大切なことは、子どもたちの行動の裏側に

ある淋しさや苦しさを共感的にとらえていくことだと思います。少なくとも学校をそのような

柔らかな理解の場にしていくことが、生徒指導にとってもっとも大切なことであり、それが予

防的・開発的生徒指導だということになるでしょう。 

 いっぽう、学校現場は、共感的理解の難しい場になってきています。小論で取り上げたよう

に、教職にそもそも内在する教職の「曖昧性」や「無境界性」、「指導評価のプレッシャー」に

加えて、現代社会の動向ともかかわりますが、教師の仕事はますます忙しくなり、教師が子ど

もたちに寄り添うことが難しくなってきています。そのため、教員研修等においては、共感的

理解の重要性等がテーマとなり、教師は子どもに寄り添う眼差しを持つことが重要であること

は知っている一方で、実際の指導においては依然として力による指導が評価されていたり、ま

たなぜ教師はこんなに鈍感なのと思われるような対応をすることになったりしています。つま

り何か思い切った対応策を考えない限り、事態は変わらないどころか、より管理的な方向に向

かって進みかねない状況にあるのだと思います。そして、その際の対応のキーワードは、「自己

指導能力」ではなく「共感的理解」であるようにも思います。 

 提要ではつぎのような記述があります。「今後、人権感覚を養うとともに、共同社会の一員で

あるという市民性意識と社会の形成者としての資質を育成するための開発的・予防的な生徒指

導がますます求められているといえるでしょう。」（174ページ）。開発的・予防的生徒指導にと

って重要なことは、決して特別のことではなく、一人ひとりの子どもたちと「出会い」続ける

ことなのだと思います。 

 「出会う」ということは、規範意識の醸成といった教師側の社会に子どもを同化させること

でもなく、また子どもたちの側にある空気を読み合う同質化に加担することでもありません。
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そのためには、教師が子どもの世界に出会うことを可能にする物理的時間、精神的時間の余裕

を生み出すことが条件になるはずです。 

 

 

注 

 

１) 小論では、「子どもたち」とは、おもに初等中等教育段階の児童生徒を指しています。 
２) たとえば、内藤朝雄．2009．『いじめの構造』（講談社）を参照してください。 
３) 同書, p.199. 
４) 法的には、中学校、高等学校、特別支援学校には公務分掌として生徒指導主事が位置づけられ

ていますが、小学校にはその規定がないため、生活指導主任が置かれています。 
５) 斉藤喜博．1970. 『斉藤喜博全集 ６』（筑摩書房），p.406. 
６) 斉藤喜博．1970．『斉藤喜博全集 ８』（筑摩書房），p.89. 
７) 斉藤喜博．1970. 『斉藤喜博全集 ６』（筑摩書房），p.422. 
８) 同書, p.414. 
９) 生越達. 2010. 「『モモ』における時間性：教育における時間再考」『茨城大学教育実践研

究』 29巻、pp.237-253 
１０) 市場主義がこの社会を支配しつつあることについては、たとえば、マイケル・サンデル．

2012．『それをお金で買いますか』（早川書房）にわかりやすく描かれています。 
１１) 大平健．1995. 『やさしさの精神病理』（岩波新書） 
１２) 土井隆義．2008. 『友だち地獄』（ちくま新書）。あるいは森真一．2008. 『ほんとにこわい

「やさしさ」社会』（ちくま新書）など。 
１３) この点は、生徒指導や道徳教育にとって非常に重要な問題を提起しています。別途考えてみた

いと思います。 
１４) 内藤. 前掲書、p.164. 

                                                   



茨城大学教育実践研究 35(2016), 343-358 

- 343 - 

 

アクティブ・ラーニングの手法を用いた国語科の授業 

 

大谷智恵美＊・生越達＊＊ 

（2016年 10月 28日受理） 

 

Consideration on A Japanese Class Adopting Active Learning 

 

Chiemi OTANI and Toru OGOSE 

 

キーワード：アクティブ・ラーニング、書くこと、深い学習、汎用的技能、対話性 

 

 小論では、最近の教育政策のなかでアクティブ・ラーニングがどのように扱われているのかを明らかにしたうえで、これ

からの学びのスタイルにとって、最も中心的な学習方法になると思われるアクティブ・ラーニングが、「這いまわる経験主義」

に陥らずに、真に新しい時代を切り開いていける学びになるためには、どのような工夫が必要なのかを明らかにする。理

論的考察ではなく、中学校の国語科「書くこと」の一つの実践を取り上げて、その工夫を考察することにより、アクティブ・ラ

ーニングの可能性について検討する。結論としては、導入における動機づけの重要性、知識をきちんと受け入ることの重

要性、他者との対話により知を再構成することの重要性、汎用的技能を意識することの重要性が明らかになった。 

 

 

はじめに 

 

 次期学習指導要領改定に際して、初等・中等教育にアクティブ・ラーニング（Active Learning）

が導入されようとしている。そもそも学習指導要領において、学習の内容的規定を超えて、学習

の「方法」が規定されることは珍しいことであるが、知識基盤社会において学び続けることを求

められる社会が到来していることを考えると、このような方法的な事項が指導要領の中に規定さ

れることも理解できるだろう。 

教育基本法第３条においても、新たに生涯学習について「国民一人一人が、自己の人格を磨き、

豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所にお

いて学習することができ、その成果を適切に生かすことができる社会の実現が図られなければな

らない」といった規定がなされたが、まさに、非常に変化の激しい社会を生き抜いていくために

は、学び続けることを求められるのであり、その基礎を、学校教育を受けている期間に育んでい

くことが必要とされる。アクティブ・ラーニングは、そうした子どもたちを育てるための特効薬

として、登場してきた。 

_____________ 

*日立市立日高中学校 **茨城大学教育学部 
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 ただし、その導入にあたっては、いくつかの注意が必要であるようにも思われる。 

第一に、「這いまわる経験主義」に陥らないようにする必要があるということである。戦後新教

育のなかで活動主義的な学びが用いられた際に、活動すること自体が目的化してしまい、その結

果、「這いまわる経験主義」と批判されたことがあった。今回のアクティブ・ラーニングもまたそ

のような状況に陥る危険性をもっているだろう。子どもたちが、活動していることに満足しては

ならないのである。したがってアクティブ・ラーニングが一人歩きをして形式的に導入されるこ

とになってはならない。子どもたちが、学ぶ内容に目を向けず、活動することを楽しむだけだと

すると、そのようなアクティブ・ラーニングにあまり意味はないということになるだろう。そも

そもアクティブとは活動を意味するのではなく、能動的であることを意味しているはずであり、

必ずしも活動的な授業にする必要はない。 

しかし、この危険性は入り組んだ問いを私たちに投げかける。アクティブ・ラーニングが知識

基盤社会を前提にした学びのスタイルだとするならば、この方法は、この社会を生き抜いていく

ための汎用的スキルとなる必要があるからである。つまり、子どもたちが活動していることに満

足してはならないが、かといって求められているのは、そのときの具体的な学びが深まることで

あると同時に、汎用的な学びのスタイルを身につけ知識基盤社会を生き抜いていくことなのであ

る。 

第二に、アクティブ・ラーニングにおいては、評価が困難であるという課題があるという点で

ある。現学習指導要領においては、思考力・判断力・表現力といった活用力に一番の焦点があた

っていて、PISA調査や全国学力・学習状況調査 B問題などで、そうした活用力を測ることができ

るように見えるが、新しい学習指導要領においては、いわゆる探求力が求められるようにも見え、

そうだとすると、ひとりひとりの学びをどのように評価するのかといった大きな課題が生じる。

そこでは中央教育審議会（以下中教審)委員でもある西岡らが挙げているポートフォリオ評価や

パフォーマンス評価の可能性について考えてみなければならないだろう。小論においては、この

評価については取り上げず、今後の課題としたい。 

以下小論においては、今日の日本でアクティブ・ラーニングが取り上げられるようになってき

た経緯に触れたうえで、中学校の国語科教員である大谷の「意見文を書かせる実践」を取り上げ

て考察することにする。アクティブ・ラーニングの導入については、一方では、とくに初等教育

においては、すでに行われてきた学習方法であり、ただそれに新たにアクティブ・ラーニングと

いう名前を与えただけだという議論がある。グループ活動も取り入れてきたし、また総合的学習

の時間では子どもたちに多くの活動をさせてきたではないかといった主張である。また一方では、

日本のような異質な他者との対話に慣れていない子どもたちに対してアクティブ・ラーニングを

導入しても、本質的にアクティブな学習にはなりえないのではないかといった主張がある。大谷

の実践に対する考察ををとおして、こうした二つの問いに応えることができるのではないかと考

えている。 
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１．アクティブ・ラーニングの位置づけ 

 

（１） 大学教育におけるアクティブ・ラーニング 

 中教審は、平成２４年８月に「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学

び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）」を発表した1)。その答申のなかでは、大

学の教育課程の質的転換が述べられており、アクティブ・ラーニングについての記述が見られる。

「学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への

転換が必要である」というのが中教審の見解である。能動的学修が括弧内でアクティブ・ラーニ

ングと言い換えられており、アクティブが能動的といった意味で用いられていることがわかる。

そしてアクティブ・ラーニングにより、「認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含め

た汎用的能力の育成を図る」と述べられている。アクティブ・ラーニングは、はじめは大学教育

の転換のために用いられた学びの方法だったのである。 

 この大学教育におけるアクティブ・ラーニングの導入に関しては、アメリカの影響を強く受け

ている。大西によれば、「米国では１９６０年代以降、高等教育が大衆化したために、従来型（講

義中心）の大学教育に適応できない学生が急増した。そのような学生向けの指導方法・学習方法

を研究する中で、アクティブ・ラーニングの考え方が、提唱されるようになった」2)のだという。 

つまり、講義を聴くことによる学びは定着率が悪いので、学生に学ばせるためには、彼らの能動

性をどのように喚起するかが重要な意味をもち、そのための方法がアクティブ・ラーニングだと

いうことになる。学生たちにただ講義形式の授業をしていても、大衆化した学生たちは自ら学ぶ

力が弱いのだから、教員が学生の能動的な学びを組織することで、深い学びを実現しようという

ことである。 

だが、ここで生じる問いは、「はじめに」でも述べたが、アメリカで生まれたアクティブ・ラー

ニングが日本の学校教育で通用するのかということである。大西は、アメリカには小学校段階か

ら「ディベート教育」が行われており、アクティブ・ラーニングはアメリカという文化的背景・

教育的背景において成立する学びの方法ではないかと疑問を呈する。「日本には、そのような文化

的・教育的背景がないので、『皆の前で学生に話をさせる』、『グループディスカッションを取り入

れる』といった授業形態だけ真似してみても、未熟な意見表明にとどまり、根拠に基づいた議論

とはなりにくいのではないか」3)というのが、大西の見解である。 

それでは、なぜ急激に進もうとしている日本の大学教育改革において、アクティブ・ラーニン

グは導入されようとしているのであろうか。  

佐藤学も指摘しているように、工業化社会においては、基礎学力と協調性を備えた人材が日本

の経済を支えてきた。真面目にこつこつと仕事をこなしていくような働き方が機能する時代だっ

たのである。そしてこうした働き方は日本人にあってもいた。ところが情報化社会・知識基盤社

会へと移行するなかで、新しい知を生み出していけるような人材が強く求められるようになる。

つまり学生は、自ら考え、他者と議論しながら、新しいものを生み出していけるようになる学び

を必要とされるようになってくる。そのための方法がアクティブ・ラーニングだったのである。 
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すでに「はじめに」でも述べたが、だからこそ「這いまわる経験主義」(活動主義)に陥らない

ための工夫が必要となる。当たり前のことであるが、フィールドワークをした、話し合い活動を

した、グループ活動をしたといったことに安住してはならない。そして大西が指摘しているよう

に、このような学び方が日本人にとって不得意なものだとするならば、余計にこれまでの日本の

現実を踏まえたアクティブ・ラーニングの導入が求められるはずである。もちろん、大学教育が

座学に閉じ込められることから自由になることは必要なことだが、それは十分条件ではない。知

識・技能のないアクティブ・ラーニングは浅薄な学びにならざるを得ない。 

そう考えると、アクティブ・ラーニングを大学の大衆化から理解することは、日本の大学が直

面している社会状況において求められることとは齟齬が生じてくる。単に活動を取り入れて学び

手を退屈させないといったアクティブ・ラーニングの考え方が求められているのではなく、知識

に基づいたアクティブ・ラーニングが求められているのである。つまりアクティブ・ラーニング

においても、知識・技能（第一の学力）は必要であり、というより、知識・技能のうえに初めて

真のアクティブ・ラーニングは成立するのである。だとしても、単に専門性を探究していくこと

だけを求める学修にとどまってはならず、知識基盤社会を生き抜いていくための汎用的技術（学

び方）を獲得していくことが求められているのであり、大学教員の役割も大きな転換点を迎えて

いる。 

後ほどまた触れるが、知識・技能の獲得も大切であるということは、初等中等教育におけるア

クティブ・ラーニングをイメージする際にも、忘れてはならない事項である。 

 

（２） 初等中等教育におけるアクティブ・ラーニング 

 平成２６年１１月に下村文部科学大臣から中教審へ「初等中等教育における教育課程の基準等

への在り方について（諮問）」が提出される。 

 諮問のなかでは、アクティブ・ラーニングについて、以下の 3ヶ所で触れられている。 

◯育成すべき資質・能力を確実に育むための学習・指導方法はどうあるべきか。その際、特に、

現行学習指導要領で示されている言語活動や探求的な学習活動の現状等を踏まえつつ、今後の『ア

クティブ・ラーニング』の具体的な在り方についてどのように考えるか。また、そうした学びを

充実させていくため、学習指導要領等において学習・指導方法をどのように教育内容と関連付け

てしめしていくべきか。 

◯育成すべき資質・能力を子供たちに確実に育む観点から、学習評価の在り方についてどのよう

な改善が必要か。その際、特に、『アクティブ・ラーニング』等のプロセスを通じて表れる子供た

ちの学習成果をどのような方法で把握し、評価していくことができるか。 

◯『アクティブ・ラーニング』などの新たな学習・指導方法や、このような新しい学びに対応し

た教材や評価手法の今後の在り方についてどのように考えるか。また、そうした教材や評価手法

の更なる開発や普及を図るために、どのような支援が必要か。 

 諮問文によれば、アクティブ・ラーニングとは、「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に

学ぶ学習」なのだが、それは、現行の言語活動や探究的な学習指導を発展させる方向で、新しい
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学習指導要領へと関連付けられていかなければならない。その際、こうした新しい学びに対応し

た教材や評価手法が検討されなければならないことになる。 

こうした諮問に対して、平成 27年 8月に教育課程特別部会において論点整理が行われた。 

学びの改善の視点として、論点整理のなかでは、ⅰ）問題発見・解決を念頭に置いた深い学び

の過程の実現、ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じた対話的な学びの過程の実現、ⅲ）

子供たちが見通しをもって粘り強く学ぶ学びの過程と振り返りの実現（斜字体 論者）、について

述べられている。この 3点が成立したときに、質の高い深い学びが成立したことになるだろう。 

論点整理においては、これまで教育政策について見てきたとおり、活動することにポイントが

置かれているわけではない。極端に言えば、講義形式の授業だとしても、上記のⅰ）ⅲ）の視点

は実現できる可能性もあるだろう。それに、ⅱ）の視点を入れることにより、アクティブ・ラー

ニングは成立しうるのである。そして、このような学びは現学習指導要領においても、取り組ま

れてきたことなのである。 

重要なのは、やはりつねに新しい時代状況のなかで学び続けることができるといった意味での

汎用的能力であろう。汎用的能力はⅰ）で述べられているようなプロセスのなかで学ばれなけれ

ば身につかないし、多くの問題発見・解決型学習に触れることによって育まれていくのである。

またⅱ）で述べられているように、汎用的能力には、異質な他者とかかわることのできる能力が

含まれるだろうし、一方では、まさに佐藤学の言うように、世界や他者との出会いが学びそのも

のなのである。 

小論においては詳しくは論じられないが、現代の子どもたちは、この能力に欠けているところ

がある。とすれば、このⅱ）の対話的学びをどのように実現させていくかが、アクティブ・ラー

ニングの成功にとっても、ひいては新しい世界を生きぬいていく汎用的能力の育成にとっても、

キーになるということにもなるだろう。また振り返りは、自らの学びへの自信を与えてくれると

いう意味でも重要な意味をもっているだろう。OECD の実施している PISA 調査によれば、日本の

子どもたちは、その学力に比して、学習へと立ち向かう意欲や自信、さらには自らの学びのもつ

将来的な見通しが極端に弱いことがわかっているが、まさに振り返りの充実がこのような状況を

打破してくれるかもしれない。 

 次に、中央教育審議会が平成 28 年 8 月 1 日に出した「次期学習指導要領に向けたこれまでの

審議のまとめ（素案）」を見てみよう。そこでは、 

◯学習内容を深く理解し、社会や生活で活用出来るようにするためには、知識の量や質と思考力

の両方が重要。学習内容の削減は行わず、『アクティブ・ラーニング』の視点から学習過程を質的

に改善することを目指す。知識重視か思考力重視かという二項対立的な議論に終止符。 

と述べられている。そしてアクティブ・ラーニングを「学校における質の高い学びを実現し、子

供たちが学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたってアクティブに学び続け

るようにするためのもの」と位置づけ、こうしたアクティブ・ラーニングをとおして「主体的・

対話的で深い学び」を実現させるのだと考える。論点整理のときと比べて、学びの改善の視点が

少し変化している。 
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それは、①学ぶ意味と自分の人生や社会の在り方を主体的に結びつけていく「主体的な学び」

②多様な人との対話や先人の考え方（書物等）で考えを広げる「対話的な学び」③各教科等で習

得した知識や考え方を活用した「見方・考え方」を働かせて、学習対象と深く関わり、問題を発

見・解決したり、自己の考えを形成し表したり、思いを基に構想・創造したりする「深い学び」

である。アクティブ・ラーニングが、主体的な学び、対話的な学び、深い学びの三つのキーワー

ドで表現されている。 

こうした初等中等教育にかかわるアクティブ・ラーニングを行える教師を育てるためには、当

然教員養成においても対応が求められる。中教審は、平成 27年 12月 21日「これからの学校教育

を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向け

て」のなかで、「アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善」について触れている。 

 

 

２．アクティブ・ラーニングの実践例～書く力を高める指導の工夫 

 

 以下において、一つの具体的な実践を取り上げて、アクティブ・ラーニングについての考察を

進めていこう。それは、この授業が、一定の効果のあった授業だと思われること、そしてアクテ

ィブ・ラーニングを考えるのに，幾つかの示唆を与えてくれ、今後のアクティブ・ラーニングの

構想に有効だと思われるからである。授業のテーマは、「書く力を高める指導の工夫～茨城県の魅

力度を上げるための意見文を書く～」である。中学 2年生に実施された授業で、「生徒が自ら書き

たいという意欲を持ち、書くことに喜びを見いだしながら、相手意識、目的意識を明確に以て具

体的な表現で文章を書くことができるような課題と言語活動の工夫」をすることを狙いとした授

業である。最初に、この実践の有効性を全国学力状況調査の問題の正答率を用いて示した上で、

授業の内容に入っていくことにする。 

（１） この実践が有効であること 

 この実践の前後に生徒に全国学力状況調査から「書くこと」に関わる問題を実施した。もとも

と自分でじっくりと考えたり、自分の考えや思いを表現したり、といったことが苦手な生徒が多

く、具体性がない「いろいろなことをして、いろいろと学びました」といった曖昧な表現をする

生徒が多かった。正答率は、それぞれの問題で、30.7％→81.9％、65.2％→82.5％、9.1％→80.2％

と伸びており、この授業が書く力の指導として効果を上げたことが推察される。 

 とくに、問い 3 で正答率が 9.1％と低く、明確で具体的な記述に課題があった。そうした状況

を打破するために考えたのが、今回の授業である。授業のあとには、調査の点数は大幅に向上し

ている。 

（２） 授業実践の指導案 

書く力を高める指導の工夫～茨城県の魅力度を上げるために意見文を書く～                                 

◯生徒の実態（本校２年生 143名） 

  全体的な実態としては，落ち着いて学習に取り組んでいるが，すぐに正答を求めがちで，自
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分でじっくりと考えたり，自分の考えや思いを表現したりすることに課題が見られる。職場体験

活動後に書いた事業所への礼状や 振り返りの作文を読んだところ，「いろいろなことをして，

いろいろと学びました」という曖昧な表現が目立ち，多くの生徒が根拠や考えなどを具体的に書

くことができていないという実態があった。 

 

◯単元の指導計画（５時間扱い） 

次 時   主な学習活動・内容 ・指導上の留意点 ○評価基準と方法 

第 

１ 

次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「魅力度ランキング 2014」のランキング

表と茨城新聞の記事を読み，感想を話し

合う。 

② 自分が考える茨城県の魅力をワークシー

トに書き出す。 

③ グループや全体で司会を立てて話し合

い，新しく得た情報をメモしたり，気付い

たことを書いたりする。 

④ 魅力度最下位に関する県知事や茨城県広

報広聴課のコメントやポスターなどの資

料を見て，気になったところに線を引い

たり，印を付けたりしながら，感じたこと

や考えたことを書き込む。（図 1） 

⑤ 自分の書いたコメントに対して，友達か

らコメントを書いてもらい，交流する。

（図１） 

⑥ 単元の学習課題をもつ。 

茨城県の魅力度を上げるために意見文を書

こう。 

⑦ 昨年度までの意見文について学んだこと

を振り返る。 

・根拠は具体的に述べた方がよい。 

・根拠は一つより複数あげたほうがよい。 

・はじめ、なか、おわりの三段落構成にする

とわかりやすい。 

・事実と考えを区別して書く。 

・できるだけ多くの生徒が発言し，聞き合

うことで，これからの学習への興味・関心

を引き出せるようにする。 

・生徒が知らなかったその他の日本一の

ものもいくつか紹介して，関心を高める。 

・話し合いの目的は，一つに結果をまとめ

るのではなく，できるだけ多くの情報を

集めるために行うということを意識づけ

る。 

・全体の感想しか書いていない生徒には，

一部分を示してその部分についてどう思

うか聞き，それを書き込むよう助言する。 

○自分の感じた・考えたことをワークシ

ートに書いている。（関－ワークシート） 

・書く力を身に付けるために，意見文を書

く活動をすることを知らせる。 

・１年時の単元「根拠を明確にして書こ

う」の学習を想起することを促す。 

 

 

 

 

 

 

 

○学習課題を捉え，その解決のために計

画を立てようとしている。（関－学習計画

表，発表） 

 ⑧ 話し合って学習の計画をたてる。  
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第 

２ 

次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 説得力のある意見文の書き方を学ぶため

にグッドモデルとバッドモデルを読み比

べ、グッドモデルの書き方の工夫を見つ

けてワークシートに書く。 

・違いを比べて、気付いたことを書き込

むように伝える。 

◯二つの文章を読み比べて、書き方の違

いを進んで見つけようとしている。（関

―ワークシート、発表） 

◯グッドモデルの特徴を捉えて、ワーク

シートに書いている（書―ワークシー

ト） 

・自分の気付かなかったことを、ワーク

シートにさらに付け足して書き込むよう

助言する。 

・黒板書記には、後で「書き方の技」と

してまとめるときに参考となるよう、発

言を分類して書くことを助言する。 

・「説得力のある意見文を書く技」とし

てまとめたものは、模造紙に書いてお

き、本単元の学習が終わるまで掲示して

おく。 

・家庭学習で、各自の課題に沿って必要

な情報をインターネットや書籍、パンフ

レットなどから集めておくよう伝える。 

◯意見文の特徴をまとめて書いている。 

（関―ワークシート） 

・1時で書き込みをした資料を再度見直

すよう指示する。 

・自分の意見を支える根拠としてあげる

べき事実や事柄が本当にふさわしいか、

よく検討することを助言する。 

・学習が滞っている生徒には、ともに会

話をしながら生徒が自分で気づけるよう

にする。 

 

 

 説得力のある意見文を書くための「書

き方の技」を学ぼう。 

 

 

⑩ グループや全体で司会と書記を立てて話

し合い，ワークシートに書き足し，グッ

ドモデルの工夫点を捉える。 

⑪「説得力のある意見文を書く技」として箇

条書きにしてまとめ，全体で共有する。 

・自分の立場・考えを明確に書く。 

・自分の意見を支える根拠を具体的に書く。 

・根拠は複数あげるとよい。 

・意見を支える適切な根拠（事実がよい）を

あげる。 

・引用する。 

・わかりやすい構成にする。 

・自分の考えに対する反対意見とその根拠を

予測し，それに反論する。 

⑫ １時で使用したワークシート（図1）を

振り返り，誰の意見（県知事，県広報広

聴課，茨城県民，他県に住む人々，から

選ぶ）のどの部分に対して，どう考える

か，その根拠となる事実や事柄として 

集めるべき情報は何か，などについてワ

ークシートに書く。 

（個人の課題の例） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

県広報広聴課に対して，魅力度アッ

プ対策に関する意見文を「書く技」

を生かしながら書く。 
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⑬構成を考えてワークシートにまとめる。 

⑭小グループで構成について助言し合う。 

⑮下書きを書く。 

◯自分の立場を明確にし、それを支える

のに適した根拠となる事実や事柄を集め

たり、構成を工夫したりしている。 

（書-ワークシート、下書き） 

・2時に学級でまとめた「技」を相互評価

の観点として再確認させ、友だちに対し

て具体的な助言をしたり、色ペンで書き

込んだりすることを指示する。 

◯説得力のある意見文の書き方を理解し

ている。（書―下書き、アドバイスカード） 

◯自分の立場を明確にして、適切な事実

や事柄を根拠としてあげ、構成を工夫し

て書いている。（書―完成作品） 

◯自分の意見とそう考える根拠が明確に

伝わるように、具体的に書いている。（書

―完成作品） 

⑯グループで下書きを読み合い，学級でまと

めた「説得力のある意見文を書く技」に照ら

し合わせたり，アドバイスカードを使ったり

して助言し合う。 

（個人の課題の例） 

 

 

友達のアドバイスをもとにして，根拠と

なる事実をもう一つ入れ，具体的に記述

する。 

 

 

⑰助言を参考にして各自推敲し，清書する。 

 

第 

３ 

次 

 

 

５ 

 

 

 

 

⑱意見文を読み合って，書き方の工夫を捉え

たり，書き方の良いところを見つけたりして

コメントを 交流する。 

⑲学習全体を振り返り，学んだこと，できるよ

うになったこと，もっと学びたいことなどを

まとめる。 

・２時にまとめた「技」を念頭に置いて

具体的なコメントをするよう伝える。 

○説得力のある意見文の書き方について

学んだことを生かして、これからも書こ

うとする意欲をもつ。（関－学習計画表

） 

（３） 指導の工夫 

 この授業の工夫は大きく 3点に纏められる。 

一つは、「生徒にとって魅力ある課題を設定すること」である。私たちの住む茨城県は、ブラ

ンド総合研究所で行っている調査で、最下位である。テレビで報道されたこともあり、授業の前

から生徒も関心をもっていた。生徒にとって興味関心のわきやすい教材になると考え、「茨城県

の魅力度を上げるために意見文を書く」をテーマとして選択した。 

 第一時で、教師の側から魅力度ランキング表を示した。思考力を育むためには、印象で議論を

するのではなく、きちっとした資料の提示が必要だと判断して教師から資料を提示した。北海道

に比べて十分の一のポイントしかないことなどを巡って、生徒は白熱した議論を行った。そして

生徒の側から、自然と「県では何か対策をとっているのか」とか、「どうしたら魅力度があがる

だろうか」といった発言が出てきた。この授業は、国語の授業だが、そのなかからも、PBLの一つ

のタイプであると思われる問題解決型（Project Based Learning）の問いが自然に生じてきた4)。 

ここで再び、教師から、県民（小学生）の新聞投書（図 1）、他県の人のブログ、知事や茨城県
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広報広聴課などのコメント、などを資料として配付する。そしてそれを読んで、気になる箇所に

線を引いたり、ちょっとしたつぶやきを書き込んだりする活動を入れた。さらに自分の書き込み

に対して、別色を使って友だちからコメントをもらう、という活動を行い、考えを広げることを

試みた。自らの意見をはっきりとさせ、さらにそれにコメントをもらうことにより、より自らの

考えを明確にできるようになると考えた。 

 さらにこれらの書き込みをもとに、自分が最も意見を言いたい相手を資料から決めた。意見文

を書くためには、意見文を書く対象を明確にすることを求められるからだ。さらに、各自で、自

分の考えを支える根拠となる資料を集めておくように話をした。生徒は、インターネットをはじ

め、社会科の資料集や県で行っている「茨城っ子郷土検定」の問題集などから、根拠となりそう

な事実を探し、意見文を書き上げた。普段は、800 字を書くのに苦労する生徒たちだったが、自

分で考えることができた。 

 工夫の二つ目は、「既習事項を活用して定着を図るとともに説得力のある意見文を書く力を身

につけさせる」ことである。 

 これまでの学習で身につけた「書く力」を振り返り、「序論・本論・結論」、「根拠」、「校 

正」などの概念を整理し、再度「意見と事実を区別すること」について再確認をした。 

 さらに、この単元で身につけた力を具体的にイメージできるように、グッドモデルを分析した。

グッドモデルは、1 学期に学習した教材の「食の世界遺産 鰹節」を使い、作者の小泉武夫に対

する意見文を教師が書いてつくった。グッドモデルを分析するために、バッドモデルも教師がつ

 

図１ 県民（小学生）の新聞投書 
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くって提示し、グッドモデルの分析のヒントになるようにした。 

 まず個人で工夫点をまとめ、その後 4人グループ、さらには全体の話合い活動へとつなげてい

った。ワークシートは、自分の考えと、グループ活動で得た情報、全体の話合い活動で得た情報

と区別して書くようにした。 

 ここで生徒自身によって、「バッドモデルでは、『いろいろ』が何度も使われているが、良い

例では使っていなくて具体的だ。だから、できるかぎり『いろいろ』は使わない方がいい」とい

う意見が出される。 

 最後に、「説得力のある意見文を書く技」として、汎用性のある言葉で、全体でまとめた。こ

れは単元の学習中、常に意識させるために、模造紙に書いて掲示しておいた。 

三つ目の工夫点は、「課題解決的な学習の為、協働的に課題を解決する場を設定する」ことで

ある。そのため、学習計画表を用いた(図２)。 

図２ 学習計画表 

 

 第一時に身につけたい力を単元全体の課題として、右端の枠のなかに記入する。設定した単元

を貫く言語活動を生徒に知らせ、どんな学習活動をしていったらよいのか、生徒と話し合って決

める。その後は、毎時間、生徒なりの「特に出来るようになりたいこと・気をつけたいこと・知

りたいこと」などの課題を記入し、授業の終わりには振り返りを書き、またそのなかで良い内容

のものを発表させる。 

 それから構成メモをつくったときには、グループで助言し合った。自分でつくった段階では、

わかりにくい構成のものもあったが、交流することで、「わかりにくい」、「もっと別の根拠を
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探したら」、「グッドモデルの構成を真似した方がいい」、「この反論はこうするといいよ」な

どの助言を友だちからもらい、構成を整えることができた。とくに国語を苦手とする生徒のなか

には、この活動をとおして、「一つの段落に一つの内容を書くとわかりやすくなる」ことを理解

できた生徒もいて、効果的だった。その結果、全員の生徒が書き上げることができた。 

次に 4人グループで下書きを読み合って交流した。 

 評価カードを用い、①誰に対する意見文かはっきりわかるか、②構成はわかりやすいか、③意

見を支える根拠はふさわしいか、④根拠は、事実を二つ以上挙げて、具体的に書かれているか、

⑤友だちの意見に納得したか、といった観点で、生徒同士で評価し合った。その結果、根拠を挙

げる順序や、文章の構成や材料の活用の仕方などについて、具体的に助言し合う活動ができた。

その後に、最後自分で推敲し、清書、読み合い、最後にコメントをもらって単元を終了した。 

 

図３ 下書きの評価カード 

 

 

３．アクティブ・ラーニングの視点からの考察 

 

上記の実践をアクティブ・ラーニングの視点から論じる。すでに論じてきたように、アクティ

ブ・ラーニングを用いた授業が活動主義（「這いまわる経験主義」）に陥らないことが大切であり、

「深い」学びを生みだすことが求められる。そうした視点から、どのような工夫が有効なのかを

考えてみたい。 
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（１） テーマとして「書くこと」を取り上げることの重要性 

 今回の実践が、国語科の「書くこと」の単元であったことから「書くこと」がとりあげられた

のだが、「書くこと」はアクティブ・ラーニングが上滑りにならずに、真の意味で「主体的・協働

的」な学習になるために、つまりは「深い」学習になるために特別の価値をもった活動であるよ

うに思われる。つまり、「書くこと」の単元であることを超えて、アクティブ・ラーニングと「書

くこと」は相性がいいのではないかということである。 

書くことは、繰り返し振り返ることを可能にするし、また他者との交流についても、文字で表

現することによって、雰囲気に流されることのない交流になっていることがわかる。最終的には、

話し言葉による問題解決型学習が求められるとしても、その基礎として、「書くこと」を通した問

題解決型学習のもつ意味は大きい。 

問題解決型学習においては、そのプロセスにおいて、自分の知識・技能の在り方の限界を知り、

他者の批評を受けて、新たなモデルを再形成するという作業が必要なのだが、「書くこと」により、

その作業がスムーズに進んで行く。 

（２）主題に対する意識的・実質的な興味を喚起することの重要性 

 多くの生徒は意見文を「書くこと」に苦手意識をもっていたが、彼らが住んでいる茨城県の話

題、しかも人気ランキングという内容を導入で用いることにより、興味が喚起されている。アク

ティブ・ラーニングにおいては導入が重要である。活動が本当の意味でアクティブ（能動的）で

あるかは、導入において決まってくるからである。 

 アクティブ・ラーニングにとって、学びの動機づけは極めて大切である。この動機づけがエネ

ルギーとなって、その単元に生徒が主体的に向き合っていけるかどうかが方向づけられるからで

ある。アクティブ・ラーニングが「這いまわる経験主義」にならないためにも、この段階での動

機づけは必要である。 

（２） 学習のなかで知識・技能を大切にしていること 

 今回の実践においては、最初に教師が様々な資料を準備することから授業が始まっている。そ

のことが、アクティブ・ラーニングの導入において、知識が大切だということを生徒に示すこと

になっている。すでに述べてきたように、アクティブ・ラーニングが「這いまわる経験主義」に

陥らないためには、十分な知識に基づいて活動を行うことが必要なのだが、この実践のなかでは、

導入の段階でそのことが明確に示されている。教師のこうした知識となる資料の提示が、単元の

終盤において、生徒が自ら調べるという学習へとつながっている。 

 また、「既習事項を活用して定着を図るとともに説得力のある意見文を書く力を身につけさせ

る」という方針をもって、既存の知識を活用しようとしていることにより、学びが知識に基づい

て行われ、また学びが一連のプロセスになっていて、次の学習へつながっていることが理解でき

るようになっている。 

 学習計画表を作成することによって、これからの方向性が示されていることも生徒の学びを主

体的なものにしている。また、モデル（グッドモデル、バッドモデル）が具体的な方向性の提示

となり、生徒を導いている。しかもこうした方法が、あくまでも方向性の提示であって、子ども
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の主体性を奪っていないことも重要である。また、授業のなかでは、しばしば、思考するための

道具が教師によって提示されているが、そのことによって活動が学びに結びついている。 

 いずれにしても、体験そのものが大切なのではなく、体験が思考を促すといった視点が大切な

意味をもっている。 

（３） 対話性を大切にしていること 

 次期学習指導要領に向けての素案のなかでは、アクティブ・ラーニングを対話性と結びつけて

いるが、この対話性は、二つの側面をもつ。一つは、他者との対話であり、一つは学びの対象そ

のものとの対話である。 

この実践のなかでも、この対話性が強く意識されている。そもそも思考とは、この対話性のこ

とを意味しているはずである。他者との対話が自己内対話を豊かにし、つまりは思考力を高める。

そして、この思考力によって他者との対話がより豊かになって行くという循環が生じるのである。

また、このような対話が堅実な思考力と結びつくためには、個人の思考を大切にすることも求め

られる。 

また友だち（他の生徒）に説明する機会を設けていることは、自らの思考を外化し、外化する

ことで生き生きとした「振り返り」を生じさせる結果となっている。しかも、この実践のなかで

は、様々なレベルの活動のなかで、個人の思考が大切にされ、それがグループでの話し合い活動、

学級全体での話し合い活動へとつなげられている。 

（４） 表現に試行錯誤が許されていることと批評的態度の形成 

 生徒は、繰り返し、表現をし、他の生徒に意見をもらいながら見直しを行っている。問題解決

型学習においては、試行錯誤が許されることが重要な意味をもつ。そのためには、十分に表現の

機会をもつことが重要だが、この実践では、この表現の機会が多く認められている。 

 その際、生徒たちは批評的態度をとることを求められるが、この批評的態度は、学びの汎用的

技術としても重要だし、批評された側は、それまでの学びの限界を知り、さらに知識を再構成す

る必要性を具体的な場のなかで身につけることが可能になる。また知識に深みがあることを知る

ことは、知識基盤社会において、知識には構造があることを理解し、さらには最終目標の見えな

いなかでの学びを育てるという意味では非常に重要である。 

(５)学びの構造 

本実践の考察をとおして、学びが「這いまわる経験主義」に陥らないためには、どのような工

夫が必要なのかが明らかになってきたように思う。 

第一は、生徒が主体性をもつための工夫である。そのためには、まずは導入部分で、生徒の興

味関心を引くような工夫をする必要がある。本実践は、身近で、少し挑発的なテーマ設定をした

ことが、その後の生徒の主体性の喚起に役立っているように見える。その後は、その主体性を維

持するために、学びの流れや必要な思考の道具を提示して、喚起された主体性を維持している。

また、最後に生徒全員が、納得のできる意見文、そして教師の意図した具体的な内容のある意見

文を仕上げることができたことによって、生徒の主体性が次の授業へとつながるようになってい

る。 
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第二に、やはり学びにとって知識を受け入れることが出発点になっていることがわかる。学び

は、まずは表現することではなく受け入れることである。本実践においては、教師から必要な知

識が提示され、また必要に応じて、既に獲得しているはずの知識についての振り返りがなされて

いる。また生徒に対して自分でも調べてくるようにといった問いかけがなされている。この知識

を得て内化することは、学びにとって「聴くこと」が本質的な構成要素になっていることを示し

ている。 

知識を受け入れるだけではなく、他者の意見を聴く機会を多く求めていることも大切な工夫で

ある。学び続けるといったことを考えたとき、もっとも大事な力は、つねに難しい課題に対して

も、つねに問いなおし続けること、一度出た結論に満足せず、他者の意見や新しい知識に学びな

がら、一度自分のなかで構造化した知の在り方を再構築することである。この実践において、他

者の意見を聴きながら、しかもコメントという形で可視化して、生徒に自らの知を再構築させて

いることによって、キャリア形成にとっても重要な学びのスタイルを身につけていることになる

だろう。 

知識や他者の意見を受け入れることは、双方とも表現することを支える「聴くこと」を構成し

ており、時期学習指導要領がアクティブ・ラーニングにおいて重視している「対話性」の基本と

なる部分である。本実践をとおして、やはり十分に生徒に「聴くこと」を経験させることによっ

て、それぞれの生徒らしい表現が可能になることが示されている。 

第三に、本実践において教師は汎用的技能の習得を強く意識している。もちろん、知識のない

汎用的技能の習得は空虚であり、本実践においても、知識を大切にした上で汎用的技能につなげ

ようとしていることがわかる。こうして身についた汎用的技能は、将来、生徒がどのように世界

とかかわり、よりよい人生を送るかといった次期学習指導要領の方向性とも合致している。 

 

 

おわりに 

 

 小論は、一つの実践を取り上げ、その実践をアクティブ・ラーニングの視点から考察したもの

である。実践者である大谷は、意見文を書くことが苦手で、具体的に書くことのできない生徒と

いう実態を前に、どう主体的に書くことの学習をすすめたらいいのかと考えた。その意味では、

この実践は、日常の一コマといってもいい授業であり、とくにアクティブ・ラーニングを強く意

識してなされた実践ではない。しかし、だからこそ、学習が活動主義に陥らず、次期学習指導要

領が求めている主体的学習、対話的学習、深い学習に結びついていったのではないかと考える。 

 先行研究のなかには、「初等中等教育においては、アクティブ・ラーニングはこれまでの実践に

おいて十分取り上げられてきた」という主張や、あるいは逆に「ディベートの文化のない日本社

会にはアクティブ・ラーニングなじまない」という主張があるが、いずれの主張も、実践のやり

方によって、のり越えていけるのではないかということが見えてきたと思う。ただし、小論にお

いては、実践の丁寧な考察はなされていず、アクティブ・ラーニングの視点からの考察にとどま
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っている。今後、さらに実践そのものの丁寧な分析ができたらと思う。 

 

 

注 

 

1)その後、平成 26年 12月中教審答申「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、大学入学者の一体的改革について～すべての若者が夢や目標を芽吹か

せ、未来に花開かせるために～」においても、アクティブ・ラーニングの導入について触れ

られている。 

2)大西俊弘（2015）「『アクティブ・ラーニング』と日本の学校教育」龍谷教職ジャーナル 第３

号、p.76. 

3)同書、p.80 

4) PBLは、Project Based Learningの意味で用いられる場合と、Problem Based Learningの意

味で用いられる場合がある。 
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「特別の教科道徳」の政策的動向と課題 
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(2016年10月28日受理) 

 

 

Trends and Issues of Japanese Moral Education Policy in 2010's 
 

Tamaki SATO 

 

 

キーワード：特別の教科，教科化，道徳教育，教育課程，学習指導要領 

 

2015 年 3 月 27 日の学習指導要領一部改正により道徳の教科化がなされた。その契機となったのは，2011 年に起きた滋

賀県大津市の公立中学校におけるいじめ自殺事件であった。この事件により，道徳教育の更なる充実とその改革が重要な

教育課題となったが，従来の道徳教育の改革はそれ以前からなされており，時代の要請に対応した道徳教育のあり方が問

題にされていた。その原因は多くの教師に道徳教育の共通課題が認識されていないことや，様々な点で道徳教育実践にお

ける濃淡があることであった。本稿では，特別の教科道徳の創設の経緯とその課題に関する考察を行った。 

 

 

はじめに 

 

2015（平成 27）年 3月 27日の学習指導要領一部改正により道徳の教科化が図られ，2018（平成 30）年

度には小学校で，2019（平成 31）年には中学校において「特別の教科道徳」（以下，道徳科）が全面実施

されることになった。 

領域としての「道徳」を教科化する方針は，すでに 2007（平成 19）年の第 1次安倍晋三内閣時の教育

再生会議にて検討され，多様な教育問題に対応するために道徳の時間の教科化が提言されたが，最

終的には見送られた。しかし 2013（平成 25）年 2 月，政府の諮問機関である教育再生実行会議で

は，当時大きな問題となったいじめ事件を契機に，いじめ撲滅への有効策として小・中学校での道

徳の教科化問題の審議が始められ，同年11月には文部科学省（以下，文科省）の有識者会議におい

て，道徳の時間を「特別の教科」とする骨子案が示された。本稿では，領域としての道徳が教科化

されるまでの経緯を概観し，道徳科の特質と課題について考察する。 

 

―――――――― 
*茨城大学教育学部（College of Education, Ibaraki University, Mito, Japan） 
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学校教育における徳育の位置づけ 

 

１．戦前期の徳育 

 1872（明治5）年に「学事奨励に関する被仰出書」と「学制」が頒布され，近代学校制度を整える

こととなった。近代学校制度創設期には，西洋化を急ぐあまり教育内容が西洋学術の翻訳を主体と

した高度で地域の実情を考慮しない画一的なものであったことの反省から，1879（明治12）年9月

に教育令を発し地域の実情に沿うよう多様な学校教育の在り方を認めた。それは地域の生活実態に

即した教育内容の編成を通して地域住民の自発的な学校への関わりを促そうとしたものであったが，

このような学校教育の自由化・現実化の路線は，却って公立校数の減少・教育水準の低下などによ

り就学率が低下し学校離れを引き起こした。また同年8月に元田永孚により教学聖旨が示され，そ

の中の教学大旨では学制以後の教育を知識重視に過ぎると批判し仁義忠孝の道徳を学校教育の中心

に置くべきであると主張した。これらに対応して1880（明治13）年12月に教育令が改正された。

この改正教育令は全文 50 条からなる大綱的規定であったが，徳育に関しては修身科を小学校教科

の筆頭に位置づけたことが特色である。 

 大正期になると，学校制度の整備充実を図るため教育改革を審議する機関として臨時教育会議

（1916-1919）が設置され，国民教育や高等教育などの在り方について 9 つの答申と 2 つの建議を

行った。それを受けて，小学校教育では，「国民道徳ノ徹底ヲ期シ児童ノ道徳的信念ヲ強固ニシ殊ニ

帝国臣民タルノ根基ヲ養フニ一層ノ力ヲ用フルノ必要」があるとして，例えば国語教育において「ヨ

ーロッパの旅」といった国際性を持つ教材とともに軍国の母をたたえる国家主義的な教材が作成さ

れた。中等学校，例えば女子中等学校（高等女学校）教育では，1920（大正9）年の高等女学校令施

行規則を改正し「殊ニ国民道徳ノ養成，婦徳ノ涵養ニ関連セル事項ハ何レノ学科ニ於テモ常ニ留意

シテ教授」（第1条の2）することが要求された。このような潮流により，学科の教育目標に道徳的

意義が附加されていった。 

 

２．戦後の徳育 －学習指導要領を中心として－ 

 義務教育学校での教育課程のなかに「道徳の時間」が新設されたのは 1958（昭和33）年の改訂学

習指導要領からである。それに示された小学校道徳の目標は「人間尊重の精神を一貫して失わず，

この精神を，家庭・学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし，

個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献で

きる日本人を育成すること」であるとした。この基本的内容は，児童生徒が道徳教育の目標である

道徳性を自覚できるよう計画性のある指導の機会を与えること，他の教育活動と道徳指導とを密接

な関係で保つこと，児童生徒に望ましい道徳的習慣・心情・判断力を養うこと，道徳的実践力を養

うこと，などにあった。その指導は学級担任が行うこととし，「道徳の時間」は教科ではなく教科以

外の活動である「特別教育活動」（現「特別活動」）の時間から毎週1時間を充てることとした。 

 1968（昭和43）年の学習指導要領改正では，道徳教育の目標に「道徳性を養う」ことが追加され

た。その文言は「・・・進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする

ため，その基盤として道徳性を養うことを目標とする」（下線部筆者）というものであった。ただ，
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この時代にあっては，修身科復活ではないかというイデオロギー的意見や，生活指導を充実するこ

とで道徳教育は事足りるとして「道徳の時間」は不要とみなす傾向があり，全小・中学校で「道徳

の時間」が行われていた訳ではない。 

 1976（昭和 51）年 12 月に教育課程審議会が「教育課程の基準の改善について」を答申し，小・

中学校での道徳教育にあたっては「校内における人間関係を深め，かつ，日常生活におけるしつけ

の指導をはじめとする道徳的な実践を充実」させることを留意点として挙げた。この答申に沿って

1977（昭和52）年に学習指導要領が改訂され，小学校の道徳教育では「ひとりひとりの児童が道徳

的諸価値を自己の自覚として主体的に把握し，将来出会うであろう様々な場面，状況においても，

価値を実現するための最も適切な行為を選択し実践することが可能となる内面的資質」を培うもの

とした。 

 1985（昭和 60）年から 1987（昭和 62）年にかけて設置された臨時教育審議会では「二十一世紀

を展望した教育の在り方」（第一部会），「社会の教育諸機能の活性化」（第二部会），「初等中等教育

の改革」（第三部会），「高等教育の改革」（第四部会）が議論され，1985 年に「我が国の伝統文化，

日本人としての自覚，六年制中等学校，単位制高等学校，共通テスト」，1986（昭和61）に「初任者

研修制度の創設，現職研修の体系化，適格性を欠く教師の排除」，1987 年に「教科書検定制度の強

化，大学教員の任期制」と「個性尊重，生涯学習，変化への対応」の4つを答申し，それらに基づ

き大学入試資格の弾力化，学習指導要領の大綱化，文部省機構改革などがなされた。それらの改革

に沿って1989（平成元）年に5回目の学習指導要領改訂がなされ，道徳教育の目標においては「道

徳的心情を豊かにする」ことが強調され，新たに「生命に対する畏敬の念」を培うことや「主体性」

のある日本人の育成が盛り込まれた。道徳教育は特設扱いのまま担任教諭が指導することは変わら

ないが，学校の教育活動全体を使って実施することとした。 

 1998（平成10）年の学習指導要領改訂での道徳教育では，ボランティア活動や自然体験など道徳

的実践を充実させるとともに豊かな体験をさせることをその目標とした。そのため「道徳の時間」

を行うときに体験活動を生かした教材や指導法の開発・活用の促進を図ることや，家庭や地域の人々

の参加や協力を進めることが示された。 

 2008（平成20）年に改訂された現行学習指導要領での道徳教育の目標は，人間尊重の精神と生命

に対する畏敬の念を培うこと，豊かな心を育むこと，伝統と文化を尊重しそれらを育んできた我が

国と郷土を愛し個性豊かな文化の創造を図る人間を育成すること，公共の精神を尊び民主的な社会

及び国家の発展に努める人間を育成すること，未来を拓く主体性のある日本人を育成すること，そ

してそれらを支える基盤となるよう道徳的心情・道徳的判断力・道徳的実践力といった道徳性を養

うこととした。学校教育活動全体における道徳教育の中心的役割を担う「道徳の時間」を実施する

にあたっては，計画的・発展的に指導をすること，学校の教育活動全体で行う道徳教育を補充・深

化・統合すること，道徳的価値の自覚及び自己の生き方について考えを深めること，道徳的実践力

を育成すること，の4点をその目標とした。また，道徳教育を一層充実させるため，各学校におい

て校長の方針の下に道徳教育の推進を主に担当する教師（道徳教育推進教師）を中心に全教師が協

力して道徳教育を展開することとなった。この道徳教育推進教師の役割として，道徳教育の指導計

画の作成に関すること，全教育活動における道徳教育の推進・充実に関すること，道徳の時間の充

実と指導体制に関すること，道徳用教材の整備・充実・活用に関すること，道徳教育の情報提供や
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情報交換に関すること，授業の公開など家庭や地域社会との連携に関すること，道徳教育の研修の

充実に関すること，道徳教育における評価に関すること，などが小・中学校学習指導要領解説（道

徳編）で例示され，道徳教育推進教師を中心とした協力体制の確立が求められた。 

 

 

学習指導要領の改正と教科化への背景 

 

 学習指導要領の一部改正によって道徳の教科化が決定され，道徳教育重視の政策が進められた背

景には，近年の学校荒廃の問題があった。特に「いじめ」をめぐる問題は深刻化しており，その象

徴的なものが「大津のいじめ自殺事件」であったといわれている。2011（平成 23）年 10 月，滋賀

県大津市の市立中学校に通う中学2年男子生徒がいじめを苦に自殺した。当初，学校側はいじめの

事実を認めながらも自殺との因果関係を不明としていた。これに対して，翌2012（平成24）年2月

に遺族が中学校設置者である大津市といじめ加害者の保護者に対して民事訴訟を提訴したことによ

り，多くのメディアの注目を集めた。同年，滋賀県警が当該中学校と大津市教育委員会の捜索差押

を行い，大津市も本件に対する第三者調査委員会を設置するに至った。 

 この事件で問題となったのは，当該中学校が道徳教育の研究事業の推進校に指定されていたにも

かかわらず，推進校としての成果を示すためにいじめの実態を十分に把握していなかったことであ

った。そのため文科省は，いじめ問題は「どの学校でもどの子どもでも起こり得るものであること

を十分に認識すること」の重要性を各教育委員会に通達することになった。さらにいじめ問題の解

決のための一つとして，道徳教育の充実を図ることが強く求められることになった。 

 2013年 2月 26日，教育再生実行会議は第一次提言として「いじめ問題等への対応について」を

示し，いじめの実態が深刻化している今こそ，いじめを早い段階で発見し，その芽を摘み取ること

が必要であり，それによって多くの児童生徒を救うことができるとした。しかしながら，現行の道

徳教育は，指導内容や指導方法に関して，学校や教員によって指導に濃淡が見られ，その目的が十

分に達成されていない状況にあると指摘し，「心と体の調和のとれた人間の育成に社会全体で取り

組む。道徳を新たな枠組みによって教科化し，人間性に深く迫る教育を行う」必要性を強調した。 

 この提言を契機として，道徳教育の充実と改革が一気に加速することになった。同年 12月26日

の道徳教育の充実に関する懇話会による報告「今後の道徳教育の改善・充実方策について」では，

道徳教育の充実は，単にいじめ問題の解決だけではなく，我が国の教育全体にとって重要な課題で

あり，新たな枠組みによる教科化のあり方や，「心のノート」の全面改訂や教員の指導力向上の方法

について十分に検討する必要があるとされた。そしてこの懇話会の提言として「『特別の教科 道

徳』（仮称）の新たな枠組みによる位置付け，道徳教育の目標，内容，方法，評価の改善，教科書の

導入，教員の指導力向上方策，学校，家庭，地域の連携強化」が求められた。 

 この報告では，道徳教育の課題と教科化が目指すべきものが明確にされたのだが，そこには道徳

教育に関する学校現場での諸問題が背景にあることにも注意したい。それは，教員が戦前の修身教

育へのアレルギーから道徳教育そのものを敬遠しがちな風潮があり，他教科等と比べても軽んぜら

れている傾向があり，そのため年間35時間単位時間が確実に確保されていない地域もあるという。

その意味でも教科化による道徳教育の量的確保の重要性が強調された。さらに質的な問題としては，
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教員をはじめとする教育関係者に，道徳教育の理念が十分に理解されていないため，効果的な指導

方法が共有されていない実態があり，以下の「道徳教育実施状況調査」が示すように，地域間や学

校間，教師間の差が大きく，道徳教育に関する理解や道徳の時間の指導方法にばらつきが大きくな

っている。 

 

（出典：文科省「道徳教育実施状況調査」平成24年） 

 

 さらに，道徳の授業方法が，読み物の登場人物の心情理解に重点が置かれているため授業方法が

型にはまった形式的なものになりがちであり，学年が上がるにつれて道徳の時間に対する児童生徒

の印象があまり芳しくない状況にあるという。各小・中学校に対して，道徳の時間を「楽しいかあ

るいはためになると感じている児童生徒」がどの程度いるかを調査した結果によれば，「ほぼ全員」

と回答した学校は，小・低学年では 41.7％であるのに，中学校3年になると8.8％で，「3分の2く

らい」と回答した学校は小・低学年 47.7％から中学校3年には38.5％に減少している。このため，

道徳の教科化を契機にして児童生徒たちが道徳的価値を理解し，これまで以上にそれを深く考えて

自覚を深めることは道徳教育の質的転換を図るために不可欠なものであるとされた。  

 

 

中央教育審議会答申に見る道徳教育の改革 

 

 2014（平成 26）年 2月 17日，文部科学大臣より中央教育審議会（以下，中教審と記す）に対し

て「道徳に係る教育課程の改善等について」が諮問され，中教審は道徳教育専門部会を中心におよ

そ8ヶ月にわたる審議を行い2014年10月21日に答申した。以下に示すのはその骨子である。 
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【道徳教育に係る教育課程の改善方策】 

（１）道徳の時間を「特別の教科 道徳」（仮称）として位置づける 

学校教育法施行規則において，新たに「特別の教科」（仮称）という枠組みを設け，道徳の時間

を「特別の教科 道徳」（仮称）として位置づける。 

（２）目標を明確で理解しやすいものに改善する 

道徳の目標については，現行の規定を整理し，簡潔な表現に改める。道徳教育も，「特別の教科 

道徳」（仮称）も，目標は，最終的には「道徳性」の育成である。 

「特別の教科 道徳」（仮称）の目標については，様々な道徳的価値について自分との関わりも

含めて理解し，それに基づいて内省し，多角的に考え，判断する能力，道徳的心情，道徳的行

為を行うための意欲や態度を育てることなどを通じて，一人一人が生きる上で出会う様々な問

題や課題を主体的に解決し，よりよく生きていくための資質・能力を培うこととして示す。 

（３）道徳の内容をより発達の段階を踏まえた体系的なものに改善する 

四つの視点の意義を明確にするとともに，その順序等を適切なものに見直すこと。 

内容項目について，いじめの問題への対応をはじめ，児童生徒の発達の段階や実態，児童生徒

を取り巻く環境の変化などに照らして必要な改善を行うとともに，キーワード（例：「正直，誠

実」「公正，公平，正義」）なども活用しつつ，より体系的で効果的な示し方を工夫する。 

情報モラルや生命倫理などの現代的課題の扱いを充実する。 

（４）多様で効果的な道徳教育の指導方法へと改善する 

対話や討論など言語活動を重視した指導，道徳的習慣や道徳的行為に関する指導や問題解決的

な学習を重視した指導などを柔軟に取り入れることが重要であること。 

家庭や地域との連携の強化を図ること。 

（５）「特別の教科 道徳」（仮称）に検定教科書を導入する 

中心となる教材として，検定教科書を導入することが適当であること。 

（６）一人一人のよさを伸ばし，成長を促すための評価を充実する 

児童生徒の道徳性の評価については，多面的，継続的に把握し，総合的に評価していく必要が

あること。ただし，「特別の教科 道徳」（仮称）について，数値などによる評価を行うことは

不適切であること。 

 

 この答申に基づいて，文科省は2015年3月27日に学習指導要領の一部改正を行い，同年 4月か

らは移行措置として，学習指導要領の一部又は全部を実施することを可能とした。 

 

 

道徳の教科化における課題 

 

 道徳を教科化することの利点は，道徳教育の理念を全ての教員が共有し検定教科書を活用した道

徳科が週1時間確実に確保されることにある。さらに単に読み物教材の利用や映像教材だけで済ま

せるような授業を行うのではなく，複数の道徳的価値が対立する問題や課題について多面的・多角
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的に考察し主体的に判断するような授業を行うことを通して，子どもたちがよりよく生きていくた

めの資質・能力を養うことができるような方法として「問題解決的な学習」の導入が重要である。

その一例として中学校学習指導要領解説には，問題解決的な学習について，以下のような定義がな

されている。 

 

  問題解決的な学習では，教師と生徒，生徒相互の話合いが十分に行われることが大切であり，

教師の発問の仕方の工夫などが重要である。さらに，話合いでは学習形態を工夫することも

でき，一斉による学習だけでなく，ペアや少人数グループなどでの学習も有効である。ただ

し，この場合，議論する場面を設定すること，ペアや少人数グループなどでの学習を導入す

ることが目的化してしまうことがないよう，ねらいに即して，取り入れられる手法が適切か

否かをしっかり吟味する必要がある。道徳科において問題解決的な学習を取り入れた場合に

は，その課題を自分との関わりや人間としての生き方との関わりで見つめたときに，自分に

はどのようなよさがあるのか，どのような改善すべきことがあるのかなど，生徒一人一人が

道徳上の課題に対する答えを導き出すことが大切である。 

 

 道徳科における問題解決的な学習とは，ねらいとする道徳的諸価値について自己を見つめ，これ

からの生き方に生かしていくことを見通しながら，実現するための課題を見付け，どうしてそのよ

うな課題が生ずるのかを調べ，他者の考え方や感じ方を確かめる等により，物事を多面的・多角的

に考えながら課題解決に向けて話し合うことである。その実践を通じて，最終的には子ども一人一

人が道徳的諸価値を理解し，自分との関わりで道徳的価値を捉え深化させていくことが期待できる。 

 このような教育方法をとれば，子どもたちはこれまでの自分の経験やその時々の感じ方や考え方

を比較対照しながら自分との関わりの中で道徳的諸価値に対する考えが深まり，その考えを書き表

していくことで，自己を深く見つめ直し問題解決に向けて主体的学習を進めることができる。その

ためには話し合い活動等の言語活動の充実がこれまで以上に求められている。 

 例えば討議型の道徳授業の重要性が指摘されているが，これを改善していく必要がある。これま

でにも討論型の道徳授業には，コールバーグ理論を活用したものがあった。二つの価値が葛藤した

モラルジレンマ例話を教材として用い，その例話に対して賛否を判断し，個々人の道徳性を向上さ

せる道徳授業である。中でもハインツのジレンマ等をベースにしながら，教育現場の状況に合わせ

た価値葛藤をテーマにした討論型の授業は数多く実践されてきた。ただ，このようなモラルジレン

マを題材とした授業では個々人の道徳性の向上に対しては一定の成果があったものの，それによっ

て学級全体の規範意識の創造にまでは至らなかったといわれている。そもそも，この種の道徳授業

の目的は個々人の道徳性の向上であり，学級全体の規範意識の向上を求めているわけではないから

である。これに対してハーバーマスなどの討議理論を活用した道徳授業では，個々人の道徳性の向

上を図りながら学級全体で合意形成を目指す話し合い活動を行うことが可能となる。以下に示すの

は，そうした討議型の道徳授業の事例である。 

 

【みんなの緑地公園】 

 Ｂ市が保有する緑地公園は，自然が豊富でＡ君ら地域住民にとって憩いの場となっている。とこ
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ろが近年，Ｂ市の人口増に伴い住宅地にされる計画が持ち上がった。そのためＢ市関係者は，今後

住民との意見交換会を開くことになった。そして，Ｂ市関係者によると，より良い意見があれば，

住民の意向に合わせて検討するという。Ａ君は何とかして公園を守りたいと考え，仲間のみんなと

意見交換会に参加し，緑地公園の大切さを伝えたいと思った。 

 【話し合い活動のヒント】 

①緑地公園の存続のために問題となっていることは何でしょう。 

②緑地公園がＡ君ら地域住民にとってどのような意味があるのかを考えた上で，公園存続のために

はどうすればよいでしょうか。意見交換会の参加者が納得できる意見を考えてみましょう。 

 

 この種の討議型道徳授業では，ペアによる意見交換からグループ討議に入り，クラス全体の合意

形成に至る話し合い活動を想定している。そのため，教材そのものも自然保護かそれとも宅地開発

かの二者択一的な結論を個々人が提案するのではなく，緑地公園の存続を前提にした自然保護のあ

り方を考える合意形成の話し合い活動が重要になる。こうした問題解決型の話し合い活動による道

徳授業は，これからの道徳教育の方向性に沿った試みであるといえよう。 

 

 

結語 

 

 学校での道徳教育のあり方を一層充実しようとした契機は，大津のいじめ事件であった。ただ，

従来の道徳教育が時代の要請に十分に応えられなくなっていたことは，中教審をはじめとする種々

の検討の場において指摘されてきた。学校で行われてきた今までの主たる道徳教育では，読み物教

材を中心にして道徳的価値の自覚を深めて行くことに主眼が置かれた実践であり，多様な教育問題

に対処できなくなっている現状から，社会が大きく変容していることに対応した学校道徳教育の改

革が強く求められている。 

 「特別の教科道徳」が全面実施されるとき，学校教育として行う道徳問題に対して主体的・積極

的に関わり教育方法の充実を図っていく必要がある。それは，多面的・多角的なコミュニケーショ

ンのあり方をベースにしながら，自己の道徳的価値を深めて行く実践を深化させていかねばならな

いだろう。その例として，子どもたち一人一人の道徳性の向上を図りながら学級全体で合意形成を

目指す話し合い活動を行うことが可能となる討議型理論を用いた授業が有効な方法と考えられるた

め，その教育方法の実践研究の蓄積と改善を図ってくことが肝要である。 
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 今後の学習指導要領改訂においては，子どもたちの主体的な学びを引き出すことに力点を置くアクティブ・ラーニングと，

それを学校に導入するために必要となる学校の組織力を高めるカリキュラム・マネジメントが求められている。本稿では，“脚

下照顧”という語が示すように充実したカリキュラム・マネジメントを行うためには今まで行ってきた教育実践を整理検討した

上で将来のカリキュラム・マネジメントに繋げていくことが必要であると考え，茨城県の公立小・中学校におけるカリキュラム・

マネジメントの実践について考察することを目的とする。研究方法としては，公立 A 小学校と公立 B 中学校の教育実践の報

告書を用いて，各校のカリキュラム・マネジメントの成果，改善点そして改善方策を整理して，学校現場におけるカリキュラム

充実の実践状況を明らかにした。教育現場では，わが国の文教施策としてのカリキュラム・マネジメント充実が謳われる前に，

児童生徒の学力向上への真摯な取り組みや地域の特性を活かした学校として実践がなされている。このような実践実績を

踏まえながら，各学校において今後の特色有るカリキュラム・マネジメントを充実していくことが肝要なのである。 

 

 

はじめに 

 

学習指導要領の改訂を見据えて，中央教育審議会教育課程部会教育課程特別部会（第7期）は2015
（平成27）年8月26日に現行学習指導要領の改善点をまとめた「論点整理」を提示した。 

 その基本的視座は，グローバル化が一層進んでいく現状から日本のみならず世界に寄与できる人

材を育成するために教科の基本的な知識を確実に習得し未知の課題に対して積極的に対応できる資

質能力を涵養することとし，そのために学校は児童生徒の資質能力向上のために教科等を学ぶ本質 
―――――――― 
*茨城大学教育学部(College of Education, Ibaraki University, Moto, Japan)． 

**茨城大学大学院教育実践高度化専攻(Graduate School of Education, Ibaraki University, Mito, Japan)． 
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的意義を大切にしつつ教科等の間の連携を深めて総合的な学力涵養ができるカリキュラムを編成す

ることが強調されている。 

 育成すべき資質・能力については，まず社会的・職業的に自立した人間として伝統文化に立脚し

た広い視野と深い知識そして理想実現への高い志を持って主体的に判断ができること，次に議論を

通じて他者の意見を尊重しつつ自らの立場について根拠を持って明確に説明しながら多様な人たち

と協働しうること，そして自ら問いを立てて解決し新たな価値を創造できること，を挙げた。その

ために，学校教育法第30条第2項に定められた学力の三要素（「知識・技能」，「思考力・判断力・

表現力等」，「主体的に学習に取り組む態度」）を基本として学習者の視点に立脚するかたちで，

「何を知っているか，何ができるか（個別の知識・技能）」，「知っていること・できることをど

う使うか（思考力・判断力・表現力等）」，「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送

るか（人間性や学びに向かう力等）」とする方向性が打ち出された。 

 中央教育審議会は 2015 年 12 月 21 日に，「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策につ

いて」，「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い，高め合う教員養

成コミュニティの構築に向けて」，「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連

携・協働の在り方と今後の推進方策について」を答申した。 

 それら答申において学習指導要領改訂の視点として強調されたのは，アクティブ・ラーニングと

カリキュラム・マネジメントである。子どもたちの主体的な学びを引き出すことに力点を置くアク

ティブ・ラーニングを導入するためには，学校の組織力を高めるカリキュラム・マネジメントが求

められた。 

 本稿の目的は，今まで実践されてきた茨城県の小学校・中学校におけるカリキュラム・マネジメ

ントの実態を明らかにすることである。今後の学校現場で重要度を増すカリキュラム・マネジメン

トであるが，それは従前より行ってきた教育実践の延長線上に位置するものと考えてよい。よって，

カリキュラム・マネジメントの充実を考えていこうとする際，来し方を整理確認する作業が必要と

なるのである。 
 
 

文教施策の潮流とカリキュラム・マネジメントの必要性 

 

 1977（昭和52）年の所謂「ゆとり教育」開始以降，2008-2009（平成20-21）年版学習指導要領か

ら「脱・ゆとり教育」へと動き出し，基礎基本の確かな習得と応用力活用力の育成，道徳教育の強

化，学習内容・授業時数の増加などがなされた。そして，情報化やグローバル化の急速な進展に対

応するため，新たな教育課題への検討がなされ対応策が模索されている。例えば，「アクティブ・

ラーニング」の推進，タブレットPC・デジタル教科書・電子黒板などの ICTを教育現場で有効に活

用すること，小学校における外国語（英語）教育の強化，高等学校での教科目の再編，「汎用スキ

ル（育成すべき資質能力）」の明示化とそれに対応する教育評価の開発などを挙げることができる

1）。これら教育課題に対応した学校教育を行うためには，従前の学校の在り方を変えて行かざるを

得ないが，その指針となるのは中央教育審議会が2015年12月に答申した「チームとしての学校の

在り方と今後の改善方策について」，「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について
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～学び合い，高め合う教員養成コミュニティの構築に向けて」，「新しい時代の教育や地方創生の

実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」である。 

 それらのうち今後の学校の在り方について答申された「チームとしての学校の在り方と今後の改

善方策について」と「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り

方と今後の推進方策について」を要約する。 

 まず，答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」であるが，チームとして

の学校（以下「チーム学校」とする）が求められた。子どもたちに今後求められる資質能力を育む

ため「社会に開かれた教育課程」を実現するためには，アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた

指導方法の開発と授業改善やカリキュラム・マネジメントを通した組織運営体制を整備し教員が子

どもと向き合う時間を確保するとともに，不登校といった生徒指導の問題や貧困問題への対応など

複雑化・多様化した学校教育課題を解決する学校体制の整備が重要である。「チーム学校」を実現

するためには「専門性に基づくチーム体制の構築」，「学校のマネジメント機能の強化」，「教員

一人一人が力を発揮できる環境の整備」という視点に基づき検討を加え，学校と家庭・地域との協

働連携により子どもの成長を支えていく体制を作る必要性がある。学校のマネジメント機能強化に

ついては，管理職の適材確保，主幹教諭制度の充実，事務体制の強化の3点をあげた。これらの点

を念頭に校長のリーダーシップ機能を強化し学校マネジメントを充実しようとする 2）。 

 次に答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後

の推進方策について」では，これからの学校と地域の目指すべき連携・協働の在り方として，開か

れた学校からさらに進んで地域の人々と目標とビジョンを共有し地域と学校とが一体となり子ども

たちを育む「地域とともにある学校」とすること，地域の様々な機関や団体等がネットワーク化を

図りつつ，学校，家庭，地域が三位一体となり地域全体で学びを展開していく「子どもも大人も学

び合い育ち合う教育体制」を構築すること，学校を核とした協働の取組により地域の将来を担う人

材を育成し自立した地域社会の基盤を構築すべく「学校を核とした地域づくり」の推進を提起した。

いわば「コミュニティ・スクール」の仕組みを導入することで学校と地域との連携・教導体制が組

織的・継続的に確立されるので，すべての公立学校がコミュニティ・スクールを目指すよう教育委

員会が積極的にコミュニティ･スクールの推進に努めるよう制度的位置づけを検討することとした。 

 

 

小学校のカリキュラム・マネジメント 

 

 茨城県行方地域の A 小学校では，2003（平成 15）年度・2004（平成 16）年度の 2 年間にわたり

文部科学省より「学力向上フロンティア事業」を委託され，さらに平成 17 年度には A 小学校を含

む地域の教育部会の研究指定をも受けて，個に応じた指導の充実に関する実践研究を行った。その

成果を基として，2005（平成17）年度より「思考力」の育成に重点を置いたカリキュラムの改善が

なされた。 

 

１．2005年度の教育実践とその課題 

 2005年度の研究課題を「児童の個性をはぐくみ，個に応じた指導を充実するための教育課程の工
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夫改善－個を理解し個を生かすことで思考力を育成する試みを通して－」として，特に児童の個性

を育むため行事の厳選および「確かな学力」を保障するため「思考力」育成を主眼とした授業改善

を図ることを目的とした 3）。具体的方策は，以下の4点である。 

 ①学校生活の改善を目的とした「業間ボランティア」を毎週金曜日の業間（原則として 10 時 10
分から10時20分）に実施。 

 ②平成 16 年度の体力テストの集計結果から不足している児童の体力，すなわち上半身の筋力と

持久力をつけるため，月曜日から木曜日の業間（10 時 10 分から 10 時 20 分）と体育授業前に

縄跳び・持久走・ドッジボール，遊具を利用したサーキットトレーニングを実施。 

 ③小学校と隣接した幼稚園と連携して，幼児児童の異年齢交流と指導内容の連続性を培うため教

員間交流の実施。 

 ④全校児童を1班20人程度の12班に分け，収穫祭集会など学年間の枠を取り払った縦割り班活

動の実施。 

 これらの教育活動を行ったところ，次のような改善すべき点が明らかとなった。 

 第一点。「思考力」を形成する諸因子を中心に育成状況を評価し，指導方法の改善を試みてきた。

しかし，児童の思考活動は，様々な状況や場面で絶えず変化しており流動的である。そこで，連続

した思考活動をとらえ，単元もしくは１時間の授業を系統的に評価する方法を研究する必要がある。

そしてそれは，「表現力」と関連させてとらえていかなければならないこと。 

 第二点。児童の「思考力」の育成状況は，同じ課題であっても発問や指示の内容及びタイミング

によって異なる。思考活動を活性化させるための教材開発はもちろんのこと，教師のより効果的な

支援方法についても引き続き追究していかなければならないこと。 

 第三点。「思考力」の育成と児童の知的好奇心の高まりは強く関連している。したがって，普段

から児童に如何にして「問いをもたせる活動」をさせることができるかが重要であり，授業を中心

とした日常の学校生活において，児童の問題意識を一層醸成するための取組を工夫していく必要が

あること。 

 

２．2006・2007年度の教育課程改善 －思考力を基盤とした表現力の育成－ 

 2005年度の教育実践の3課題は，いずれの場合も個に応じた指導を展開するための児童の実態把

握とその結果を効果的に生かす指導方法や指導内容について，さらなる研究の必要性が明らかとな

った。よって，2006・2007年度は課題の中でも特に問題となった「思考力」の評価に焦点を当て，

それを発揮する「表現力」育成について教育課程の改善を行う必要があると考えるに至った。具体

的には，個に応じた指導の原点ともいうべき児童理解の方法を充実させるため，「カルテ」「座席

表」「評価補助簿」等の効果的な活用方法を工夫し児童一人一人の「思考力」を基盤とした「表現

力」を育成し，併せて児童の習熟度を考慮した学習指導要領内容における基礎・基本の確実な定着

も図っていくことである 4），5）。 

 これらを遂行するための改善方策は次の通り。 

①児童理解 

 個に応じた指導方法を改善するために，より正確に児童の実態を把握するための方法を追究し

個々の児童の表現力を育成する。 
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 (ｱ) 学力テストの分析 (ｲ) 意識調査 (ｳ) 個人カルテの作成 (ｴ) レディネステスト 

②指導目標の分析 

 個に応じた指導のために，指導目標の分析を図り効果的な指導方法を追究する。 

 (ｱ) 学習指導要領から指導目標を分析  (ｲ) 教材開発と到達度テスト 

③指導方法の研究 

 国語の授業において，「表現力」を育成するための個に応じた効果的な指導方法についてティー

ムティーチングによる指導や少人数指導など様々な学習形態の在り方や学習内容について研究す

る。 

 (ｱ) 個々の学級にとらわれない習熟度の程度に応じた集団による指導 

 (ｲ) 学級の中での習熟度別指導          (ｳ) 選択別による少人数指導 

 (ｴ) 一斉授業による効果的な指導         
 (ｵ) 効果的な指示や発問の在り方等授業の構成について 

④教材開発 

 個に応じた効果的な指導をするための教材を開発する。 

 (ｱ) 到達度テスト  (ｲ) 補充的な学習教材  (ｳ) 発展的な学習教材 

⑤評価について 

 児童一人一人の「表現力」の育ちを見取りその教育効果を分析・検討する。基本的には，学習指

導要領を基本として，表現に関する項目を選択し発達段階ごとに評価できるようにする。 

⑥「基礎・基本」の確実な定着のための実践 

 (ｱ) 学習指導要領を基にした「指導目標の分析」を実施することにより，児童が身に付けなけれ

ばならない各学年の基礎的基本的な内容を明確にし，指導内容及び方法の焦点化を図る。 

 (ｲ) 朝自習の時間を活用し，基礎的基本的な内容を繰り返し学習することで，確かな定着を図

る。月の第１・２週は読書タイムを実施し，第３・４週は漢字練習と計算練習を実施。 

 (ｳ) 月１回程度，「月例テスト」などの到達度テストを実施し，児童の基礎的基本的な内容の定

着度を分析するとともに，個に応じた指導を展開する。 

 以上6項目の教育実践を行うために，基本となる研究計画の立案，その計画遂行のための校内組

織の構築，そして教員のスキル向上のための研修を行う必要がある。 

 まず，研究計画について。その基本的な考え方は，国語の授業を中心として児童の表現力の育成

を目指すが，その成果が他教科・領域へも広く波及し，児童の学力向上へダイレクトにつながって

いくことを最優先の目的とする。従って，日々の授業を充実させるために，A小学校の特色の一つ

である学年「２人制」（加配によるティームティーチング）の効果的な運用を促すために，放課後

は学年ごとに教材研究の充実を図る。さらに，２つの研究部（授業研究部・評価研究部）で教育効

果の検討及び検証を試み，授業研究を中心とした実践的な研究を実施する。A校教師（学級担任及

び指導教諭）はどちらかの研究部に在籍し，年間を通して誰もが必ず研究授業を実施することとす

る。 

 次に校内組織の整備を図らねばならないが，効果的運用のために以下のような組織体制（「図：

A小学校における校内組織」）を整えた。 
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 A小学校の学校組織における各部局の担当業務は以下の通りである。 

 ①研究企画委員会（校長・教頭・研究主任）  研究の全体的な方向性や研究内容を検討する。 

 ②プロジェクト会議（校長・教頭・教務主任・各プロジェクトチームのチーフ） 
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  各プロジェクトの立案・計画及び評価に関する方向性の確認をする。  
 ③各プロジェクト（全職員）                                                             

校務分掌により「心の教育」「学力向上」「体力向上」「信頼される学校づくり」のプロジ

ェクトチームに参加し，協力して目標の達成を図る。 

 ④研究推進委員会（校長・教頭・研究主任・研究副主任・授業研究部長・評価研究部長）  
  各研究部の研究内容及び研究方法の確認と検討をする。 

 ⑤授業研究部（授業研究部員・低・中・高学年） 

  研究授業の計画立案及び授業記録の作成・研究授業の反省会の設定等 

 ⑥評価研究部（評価研究部員・低・中・高学年） 

  教育効果に対する評価全般，表現力の育成に関する評価方法の確立及び環境整備・板書構成（授

業環境）の工夫等  
 ⑦低・中・高学年ブロック研究協議会 

  主として低・中・高学年それぞれのブロック毎の授業研究を中心とした活動（各ブロックごと

の発達段階を考慮した研究） 

 ⑧全体研究協議会 

  主として低・中・高学年ブロックを一体化した授業研究を中心とした活動（研究テーマに迫る

ための仮説検証）  
 最後に教員研修について。研究の方法及び共通理解を深めるために，低・中・高学年から各１学

級が全体研究協議会を実施し，全体研修を推進する基盤となす。教員の専門研修（教科・領域の指

導方法研修）や一般研修（A 小学校教員の専門性を生かした一般教養研修）は主に月曜日を予定し

計画的に推進するが，研究授業の反省は随時時間を確保して速やかに実施することにする。夏季休

業中の研修は５日間の全員研修日に実施する。事前に実施期日を明記することで可能な限り全職員

の参加ができるため教科別による専門研修も同時に開催する。専門研修は各教員の校務分掌に準じ

て実施することとする。 

 

３．2006・2007年度の教育課程・教育実践の評価とカリキュラム・マネジメント 

 A小学校では2006年度より特に「思考力」を基盤とした「表現力」の育成に重点を置いた教育実

践を行ってきた。その成果と反省点を踏まえて，児童の個に応じた「表現力」育成のための研究体

制の改善を行ってきた 6）。 

 ①2006・2007年度の教育実践にかかる評価 

 A 小学校の教育目標は「暖かい人間関係の中で，自分を見つめ，自ら学び，たくましく生きる児

童の育成」である。学校教育の最優先すべき課題の一つである学力向上の取り組みとして，2003・
2004年度にわたり文部科学省より「学力向上フロンティア推進事業」の委託を受け，児童の実態に

応じた様々な指導方法を試みてきた。2005年度には，「学力」の本質的な部分ともいえる「思考力」

に着眼し，教育部会において研究の成果を発表するとともに，2006年度には，「思考力」と表裏一

体の関係にある「表現力」を育成するための効果的な指導方法を考究してきた。加えて，2007年度

では，2006年度の継続として「思考力」を基盤とした「表現力」を育成するための効果的な指導方

法を国語の授業における「書くこと」の領域に絞り，児童一人一人に焦点を当てた実践を試みた。 
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 その実践としては，児童の学力の土台となる基礎・基本を定着させるために算数と国語において

スキル学習を取り入れるため，「スキルアップセンター」を設置し自作の学習プリント（国語・算

数のスキルアッププリント）を作成・実施することで，児童の「確かな学力」を保障するために役

立てた。 

 ②2008年度に向けての改善方策 

  2007年度までの教育実践において，国語に関しては学年別の「書く力」を育成するための単元配

列表を作成したが十分な活用がなされなかったことや「カルテ」の活用について学級ごとの差が見

られたことなどの反省を基に，2008年度には，研究体制や研究方法及び内容の質的な改善を図り，

放課後等の研修の時間確保に努めるとともに一層の授業研究の充実を目指す。また，国語・算数の

「スキルアッププリント」についても，「活用に関する」教材の開発を行い，「学校改善支援プラ

ン」に基づいた校内研修体制の確立を図り，目の前にいる一人一人の児童の確実な学力向上を推進

する。 

 加えて，教職員の専門研修や一般研修は，主に月曜日・金曜日を予定するとともに放課後等を柔

軟に活用し，意図的計画的に推進する。具体的には，月曜は「校内研修」，火曜・木曜・金曜は

「個人研修」，水曜は「学年教材研究」，金曜は「ブロック研修」を予定した。但し，研究授業の

反省は，随時時間を確保して速やかに実施する。 
 

 

中学校のカリキュラム・マネジメント 

 

 ここでは，茨城県茨城町のB中学校におけるカリキュラム・マネジメントの取り組みについて述

べる。B中学校では学校関係者評価委員会や学校評議員会により組織的かつ有機的なカリキュラム・

マネジメントを実施している。なお，その組織は学校評議員 5 名，学校関係者評価委員 7 名，B 中

学校教職員4名より構成されている。 

 B 中学校の教育目標は「豊かな心をもち，知性に富み，正しく判断し，人のためにつくす生徒の

育成である。2014（平成26）年度のB中学校自己評価書 7）にある各項目を以下に整理する。 

 2014年度の重点目標として，まず「己の心を律し，自ら考え判断し，正しく行動できる勇気ある

生徒を育てる」こと，次に「自分だけでなく，友だちや周りの人々の人格を大切にし，人を思いや

ることのできる生徒を育てる」こと，さらに「確かな学力を身につけ，自己の将来を切り拓くたく

ましい生徒を育てる」こと，最後に「他者や地域社会のために尽くすことを通して，自己の個性を

伸ばし，真の自己実現を目指す生徒を育てる」ことの4点を掲げる。 

 それらを実現するための具体的方策は次の5項目である。 

 第一点，確かな学力の定着（わかる授業づくりと基礎・基本の確実な習得，一人一人が授業で活

躍できる場の設定，指導方法及び内容の工夫の改善，言語活動の充実）。第二点，豊かな心の育成

（道徳教育の充実，基本的生活習慣の確実な定着，受容と共感による指導，規範意識の高揚，思い

やり・協調性・主体性を育む活動の推進，特別活動の充実）。第三点，健やかな体の育成（健康・

安全の指導，運動量を十分確保した授業の実践，15分間走の実施，食事・運動・休養のバランスの

とれた生活習慣の確立，危険予測・回避能力の向上）。第四点，教師力の向上（愛情・使命感と情



佐藤・打越：茨城県小・中学校におけるカリキュラム・マネジメント 

 - 377 - 

熱，共通理解と協働，報・連・相・確の徹底，積極的・組織的な生徒指導と率先垂範，専門職とし

ての自己研鑽，教員評価・新人事評価の活用）。第五点，地域との連携（学校の積極的な公開及び

情報発信，学校評価の実施と公表，家庭・地域諸団体との連携・協力，地域人材及び教材の活用，

小中連携の強化）。 

 2014 年度のB中学校自己評価書から，以下の項目の「取組状況・成果と課題」と「平成 27 年度

に向けた改善方策」の概要を述べる。 

 ①学力の向上 

 取組状況・成果は，基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るため授業開始時に5分間小テスト

を実施し学習意欲が向上したこと，3 学年の英数で習熟度別少人数指導を導入しきめ細かな指導が

できたこと，班日誌活動などにより伝え合う力の伸張がみられ作文コンクール等に参加し数々の賞

を獲得したこと，などである。課題としては，全国学力･学習状況調査や学力診断テストで国・県の

平均正答率に届かない教科があるため生徒への手立てを講じる必要があること，家庭学習の時間が

短いことへの対応などである。 

 その課題に対応するための改善方策として，1 日 2 時間の家庭学習が定着するよう適切な学習課

題を用意するとともに保護者に協力を呼びかけ家庭学習の習慣化を図ることを試みることとした。 

 ②豊かな心の育成 

 取組状況・成果は，適応指導教室やスクールカウンセラーと連携して不登校生徒への支援を継続

しその解消を図ったこと，体育祭の練習や文化祭でのクラス発表などを通して生徒同士が協力団結

する力を育み学級・学年への所属感を高めたこと，元気のよい挨拶に個人差があるため教員自ら模

範となって指導したこと，などである。課題としては，勤労意欲に欠ける生徒や生活の決まりが十

分守れない生徒への対応などを挙げた。 

 その課題に対応するため，生徒指導部員会・企画会・学年会に生徒指導に関する情報を伝達し共

通理解のうえ組織的な指導ができる体制を整えること，規範意識向上のためB中学校作成教材を活

用し全学年同一歩調での指導を可能にすることや日記帳を介して生徒と教員のコミュニケーション

を密にして褒めたり励ましたりすることにより生徒の自己肯定感が高まるよう指導することとし

た。 

 ③健康と体力の向上 

 取組状況・成果は，15分間走の継続により体力面の向上がみられたこと，下校指導・地区巡視を

継続した結果大きな怪我につながる交通事故がなかったこと，養護教諭がほぼ毎日発行する保健便

りを活用し保健指導の充実が図られたこと，などである。 

 改善方策として，現行の成果を継続するため交通ルールの遵守，安全な通学を確保するため通学

路の危険箇所の改善や防犯灯設置を行政に働きかけていくことを一層徹底することとした。 

 ④保護者・地域との連携 

 取組状況・成果は，各種の学校便りを発行し保護者や地域へ学校の取組を双方向で発信するよう

に努めたこと，学校自由参観を実施したこと，学校ホームページ更新を定期化したこと，学校運営

について学期毎に教員自己評価のほか生徒・保護者のアンケート結果を基に改善を図るとともに学

校便りを通して保護者に公表してきたこと，などである。 

 改善方策として，学校ホームページ内容の更なる充実，学校自由参観への参加者を増やすことな
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ど，現行の取組を一層充実させていく。 

 このように2014年度の自己評価を踏まえて策定されたのが，2015（平成27）年度学校評価年間

計画 8）（下掲「B中学校 学校評価 年間計画（平成27年度）」）である。自己評価（教職員・ 

 

生徒・保護者），学校関係者評価，そして検証サイクルの範疇を設けて，それぞれの範疇ごとに自

己評価書に掲げられた改善方策に沿った計画を立て，一年間を通じてPDCAサイクルに基づいた

検証を行うようにした。 

 

 

結語 

 

 近年の教育改革においては，それまで文部科学省（国）や教育委員会が持っていた権限を各学校

に委譲し，個々の学校が創意工夫して学校運営をしていくことが求められた。その傾向は 2015 年

12月に出された中央教育審議会の諸答申にも継承されており，今後の公立学校においてはコミュニ

ティ･スクール化を図っていくことを想定した学校づくりが要求されている。しかし，そのような学

校づくりは一朝一夕に達成されるのではなく，今まで行われてきた各学校における教育充実の取り

組みを基盤として展開されるものである。 

 カリキュラム・マネジメントは，各学校において学校の教育目標，つまり子どものよりよい成長

の具現化を達成するための手段として，自校のカリキュラムをPDCAサイクルによってより良い組

織運営を図っていこうとするものである。それは教育内容・方法だけでなく，人・物・財・組織・

時間・情報等の組織構造の改善により，成員の意識や行動様式といった学校文化のマネジメントも
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同時に行うことが肝要となる。 

 本稿では，2003年代以降における茨城県の公立小学校・中学校のカリキュラム・マネジメントの

実践事例を取り上げ検討した。 

 A 小学校の取組では，児童理解に基づきグランドデザインである指導目標分析を行った上で指導

方法の研究や教材を開発するとともに発達段階ごとの教育効果への評価を行い，更に改善点を抽出

して次年度の課題を設定し継続して教育改善を図っている。またそれに対応した教員組織を構築し，

計画的な教員研修を行うことで効果的な改善がなされた。 

 B 中学校での重要な取組は地域連携を充実させていることである。各種の学校便りを発行するこ

とやホームページを利用して保護者や地域に対して学校の取組を発信すること，また保護者の学校

自由参観の機会を増やすなど，地域に開かれた学校としてどうあるべきかを模索しつつ効果的な実

践を行っているところである。 

 両校ともに義務教育を受け持つ公立学校として，児童生徒の学力向上への真摯な取り組みや地域

の特性を活かした学校として実践がなされているが，このような実践実績を踏まえながら，各学校

において今後の特色あるカリキュラム・マネジメントを充実していくことが必要となろう。 

 

 

注 

 

1）山崎準二『新版 教育の課程・方法・評価』梓出版，2016年，40-41頁。 

2）加藤崇英編『「チーム学校」まるわかりガイドブック』教育開発研究所，2016年，12-28頁。 

3）小・中学校教育課程研究協議会総則部会「平成 17年度小学校教育課程研究協議会資料」（茨城県

女性プラザ，2005年7月26日）。 

4）行方地区教育課程研修会「平成 18年度 行方地区教育課程研修会資料」（行方市立北浦公民館，

2006年8月2日）。 

5）行方地区教育課程研修会「平成 19年度 行方地区教育課程研修会資料」（行方市立麻生公民館，

2007年8月9日）。 

6）行方地区教育課程研修会「平成 19年度 行方地区教育課程研修会資料」（行方市立麻生公民館，

2007年8月12日）。 

7）「平成 26 年度茨城町立青葉中学校自己評価書」（茨城町立青葉中学校平成 27 年度第 1 回学校関

係者評価委員会・学校評議員会，2015年6月10日）。 

8）「平成 27 年度青葉中学校学校評価年間計画」（茨城町立青葉中学校平成 27年度第 1回学校関係

者評価委員会・第1回学校評議員会，2015年6月10日）。 

 

 



茨城大学教育実践研究 35(2016), 381-396 

-381- 

 

 

教師の ICT活用指導能力の育成について 

 

本田敏明＊ ・ 西村佳菜＊＊ 樋野雄介＊＊ 大曽根伊織＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

A Study of Teachers’ Ability of ICT Instruction Skill 

 

Toshiaki HONDA, Kana NISHIMURA, Yusuke HINO and Iori OSONE 

 

 

キーワード：GTA U理論 適正処遇交互作用 アクティブ・ラーニング ラーニング・アナリティクス 

 

我々がおこなった外国語指導における優秀教師の指導力はICT指導力に転移できるのかという前研究により、必ず

しも優秀な教師ならばICT指導力があるという定義は成り立たないことが明らかになった。また、国の進める理想と

実際の学校現場の差が大きく、その差を埋めることが課題であった。そこで本研究では、様々な立場の教師の児童・

生徒への ICT活用指導能力の育成のために必要な支援方策をグランデッド・セオリーアプローチ（GTA）によって明らかにし、さ

らに ICT活用指導能力の育成にとって教師のとるべき行動指針をU曲線モデルに基づいて明らかにすることとした。研究の結

果、各教師によって意欲、既有知識、熟練度、学校環境に個人差があるため、教師のとるべき行動指針も異なり、適正処遇交互

作用について考慮する必要があることが明らかになった。よって教師一人一人にあった行動指針の提案が必要であり、この観点

を緻密に分析していく必要があるため、それをラーニングアナリティクスによる考え方をもとに分析し様々なニーズやレベルに合

わせた研修プログラムを可能にすることができると考え、今後の課題として指摘することとした。 

 

 

はじめに 

 

近年の情報化に伴い、学校教育において、教育の情報化が進展している。また、次期学習指導要

領改訂では、アクティブ・ラーニングにおける ICT 活用が議論されるなど、ICT を利用した授業へ

の関心も高まりつつある。そして、ICT を活用した授業により、児童・生徒が学習に関する意欲や

興味・関心を高め「わかる授業」を実現していくことが求められているとしている。そのため、児

童・生徒が ICT活用により学びを豊かにするために、教師の ICT活用指導能力はすべての教師の必

須能力である。 

―――――――― 

＊茨城大学教育学部 ＊＊茨城大学教育学部情報文化課程 
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ICTを活用した「わかる授業」の実現と教師の ICT活用指導能力向上のため、政府の「e-Japan戦

略」（平成 13年 1月 IT戦略本部決定）や「IT新改革戦略」（平成 18年 1月 IT戦略本部決定）に

より学校の ICT環境の整備や ICT活用による効果的な授業方法や学習環境の実現のため、すべての

教師の ICT活用指導能力の向上が目標となった (1) 。平成 19年度に財団法人コンピュータ教育開発

センターが文部科学省の委託を受けて実施した「ICT を活用した授業の効果等の調査」による ICT

を活用した授業のあとに実施した客観テストの比較によると、小学校、中学校、高等学校のどの校

種においても学力の向上がみられ、ICT 活用を活用した授業の効果やその有効性が明らかである。

また、同様の調査において、小学校で ICT活用をした授業の後に 2,543人に 24のアンケート調査を

行ったところ、ICT 活用を行っていない授業に比べて「知識・理解」、「関心・意欲」、「思考

力・判断力」の向上が見られたことが明らかになった (２) 。このように、ICT を活用することで児

童・生徒の学力向上のため有効であることは明らかであり、ICT を活用して教える側である教師が

効果的に ICTを活用して授業をおこなうことが大切である。そのため、教師の ICT活用指導能力の

育成は欠かせない課題である。 

しかし、教師の ICT活用指導能力育成方法について、個々の教師の多様性を前提とした育成方法

についてはこれまで必ずしも明らかにされてはいない。 

我々は、これまでグランデッド・セオリー・アプローチ（GTA）に基づく質的研究によって教師

の ICT活用指導能力育成の促進要因・阻害要因について一般的に明らかにしてきた。この前研究を

踏まえ、さらに個々の教師がもつ様々な適性を配慮した育成プログラムの可能性について提案して

いきたい。 

 

 

Ⅰ 教師の ICT活用指導能力転移の可能性 

 

我々は先行研究において、教育現場で特定の教育分野において優秀な教育効果を上げている教師

の能力は、ICT を活用した授業においても優秀な能力は転移されると仮定し、指導力転移の可能性

について研究を行った。研究対象とする「優秀な教師」は、茨城県教育委員会で設定している「優

秀教師」に選ばれ、継続的実践に取り組み、他の教師に対しても指導力向上に貢献している教師で

あるとする「ティーチャー オブ ティーチャー」（以下TOTと略）(３)の称号をもつ教師である。 

はじめに、A.トラウス,B グレーザーによって創出された質的調査の方法であるグランデット・セ

オリー・アプローチ（GTA）を用いカテゴリーまたはクラスを抽出し、それぞれのカテゴリーの特

性の関連づけをおこない、仮説を検証した。そして、ICT 活用指導能力の要素とその関連について

筆者らでブレインストーミングにより要素抽出と妥当だと思われるもののラベル化をし、教師の児

童・生徒への ICT 活用指導能力の要素と関連として、「個人プロフィール」、「ICT スキル」、

「プライベート（個人のICT利用）」、「TOTに必要な要素」の 4つに大別した。次に、実際のTOT

の外国語の授業分析と資料分析を行い、TOTの優れた指導能力について明らかにし、TOTが行う ICT

を活用した授業との比較を行った。このことから、外国語活動の授業とは違う専門分野でない ICT

を活用した授業においては TOTの指導能力を効果的に進行できない点が見受けられることが明らか
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になった。また比較より外国語活動の ICTを活用した授業への転移の可能性を考察し、さらに転移

の可能性を促進させる要因と阻害させる要因を抽出し、促進要因と阻害要因のカテゴリー化を行っ

た。このことより、阻害要因と促進要因は互いに関係性があり、ICT 活用指導能力育成のためには、

促進要因と阻害要因の差をどのように埋めていくかが課題となることが明らかになった。(４) 

 そこで本研究では、その解決方法を明らかにしつつ、これまでのデータの蓄積とコーディング、

ラベル化に基づいて、ICT活用指導能力の育成について教師が取るべき行動指針を U 理論に基づい

た「U曲線モデル」を用いて提案する。 

 

 

Ⅱ 教師の取るべき行動指針の研究手順 

 

教師の ICT活用指導能力向上のために教師が取るべき行動指針の研究を進めるために次のような

手順を用いて研究することとした。 

（1） 教師の ICT指導力に関する要素を抽出する。 

教師の ICT指導力に関する要素を抽出したものの関係性を見いだし再構築する。 

（2） 再構築したものをさらに細分化し、関連する要素を結びつけ、その中からいくつかの要素

を用い、研究対象となるモデルを作成する。 

（3） U曲線モデルを用いてそれぞれの教師のモデルを分析、可視化していく。 

（4） 以上の分析結果より教師の取るべき行動指針を見出す。 

 

 

 

Ⅲ 教師の ICT指導力に関する要素の抽出 

 

我々ははじめに、教師自身を構成する要素が教師の ICT活用指導能力に影響を与えると考察した。

そこで、前研究で挙げられた教師の ICT活用指導能力に関する要素から教師自身を構成する要素を

抽出した。そして、関係性を見出し再構築した。その結果、教師を構成する要素は、年齢や勤続年

数等に関わる「教師のプロフィール」、ICT 機器の知識や技術に関する「個人の ICT のスキル」、

SNS の利用、個人のネット環境の充実度に関する「個人の ICT 利用」、学校における講習会の有無

や ICT設備の充実、時間外労働の増加等を「教師を取り巻く学校環境」の４つに分類した。以上を

まとめたのが図１である。 
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図1 教師を構成する要素 

 

 

Ⅳ 要素の細分化とその関連 

 

教師を構成する要素を 4つに分類し関係性を見いだしたが、これら 4つのカテゴリーを超えた関

連があると考え、教師をモデル化する際に用いる教師を構成する要素をさらに細分化し、関連する

要素をグループ化し、関連の強いもの同士を繋いだ。その結果が図 2である。例示すると、ＩＣＴ

機器を適切に使えるかは、情報リテラシー、そしてＩＣＴ機器の資格のまとまりと強い関係性があ

り、ICT 機器の整備にかかる予算と校内のＩＣＴ整備は、ＩＣＴ活用の積極性との強い関係がある

ことが分かる。図 2より、図 1では、4つの要素に分類されていた要素が、個々や異なった新たな

グループに分けることで互いに関連していることが明らかになった。 
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図 2要素を細分化とグループ化 

 

 

Ⅴ要素から教師をモデル化 

 

前研究や教師を構成する要素により、ICT 活用指導能力の育成を促進する要因や阻害する要因が

異なると考えた。そこで、教師を構成する要素からいくつかの要素を抜き出し、それによって Aか

ら Fまでの６名の教師のモデルを作成した。このモデルを U理論に基づく U曲線モデルを用いて教

師の現状を可視化、分析をおこないそこから教師の ICT活用指導能力の育成を阻害する要因等を明

らかにする。 

本研究では、教師を構成する要素から「年齢」、小学校、中学校等の「学校種別」、部活動の顧

問や学年主任等の学校内での役割の有無とその種類を「学校での立場」、ICT を用いた授業への意

欲を「ICT を活用した授業への積極性」、学校に ICT 機器が整備されているか、またその種類につ

いて「学校の整備」、個人の ICT機器の利用頻度や具体的な利用方法についての個人に関すること

を「備考」として表にまとめた(表１)。 
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表１ 教師のモデル化 

 

 

 

 Ⅵ 教師の分類 

 

モデル化した複数の教師をいくつかの領域に分類し、その領域ごとに行動指針を提示することが

できないかと考えた。例として、ICT 機器をその授業に適切に活用できるかの熟練度と教師が ICT

機器を授業に活用する積極性の 2つの要素をそれぞれ縦軸と横軸にとした。（図4） 
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図 3 教師の領域わけ 

 

そして、熟練度と積極性からそれぞれ領域ごとの行動指針を考えた。 

 

① 自ら行動し、周囲への働きかけを行う 

② より優れた教師から学ぶ 

③ ICT機器を用いた授業への興味・関心を持たせる 

④ ICT機器を用いることのメリットを学ぶ 

 

これらの指針が Aから Fの教師に当てはまるものなのかを、U理論に基づく U曲線モデルを用い

て検証する。 

 

 

Ⅶ U理論 

 

U 理論とはオットー・シャーマーによって創出された理論で、過去や偏見にとらわれるのではな

く、今現れようとしている未来から学習して、新たな変革を生み出す方法を説いたものである。 

従来の PDCA サイクルなどのように過去から学習するのではなく、今出現しようとしている未来

から行動を生み出すため、これまでになかった新しい考え方や行動が生まれるものである（図 3）。 

これから示す A先生から F先生 6人の U曲線モデルにおける点線は、現状と行うべき未来を区別

している。 



  

 

 

茨城大学教育実践研究 35(2016) 

-388- 

 

 

 

 

 

図4 U理論の考え方 

 

 

Ⅷ 各教師モデルにおける行動指針 

 

 

A先生から F先生までの 6名の各教師モデルをU理論を用いて行動指針を考えた 

 

1. A先生 

A先生の促進要因は、ICTを活用した授業のメリットをよく知っているうえに、ICT活用について

積極的、情報教育担当で学校への働きが可能ということがあげられる。 

その一方で、阻害要因としては、ICT に理解のない保護者や他の教師の反応があげられ、そのこ

とから、A先生が行うべきは、ICT機器を活用するメリットを伝える講習会を自ら催したり、ICT機

器の活用へのサポートすることである。 
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図 5 A先生の U曲線モデル 

 

2. B先生 

B 先生は促進要因として ICT 機器を普段使うことに関して抵抗はないものの、阻害要因は新卒で

学校環境の不慣れ、学校の ICT 設備の不足、ICT 機器を授業に活用することに対して消極的だとい

うことである。 

よって、B先生はICTを授業に用いるメリットを学ぶ講習会を経て、ICT機器への興味・関心を持

つことが重要である。 

 

図 6 B先生の U曲線モデル 

 

 

3. C先生 

促進要因として、学校にはスクリーンやプロジェクターなどの ICT 機器が備わっている、ICT を

用いた授業に関して積極的である。阻害要因としては学年主任をつとめ多忙、自らの ICTを活用し

た授業が実際に効果的な授業になっているかが不明なことがあげられる。 

これらのことから C 先生が行うべきは、教師同士での研究授業により、ICT 機器を用いたよりよ
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い授業の模索と自らのICT活用指導能力の向上が必要である。 

 

図 7 C先生の U曲線モデル 

 

4. D先生 

D 先生の ICT 活用指導能力の促進する要因は電子黒板があること以外なく、阻害要因は運動部の

顧問で忙しいこと、高齢で ICT機器の使い方に疎く、停年退職も控えているので今までの自分の授

業に ICTを用いるのに消極的なことである。 

D先生のように ICT活用に消極的かつ熟練度も低い教師は、まず ICT機器を用いた授業がどのよ

うに行われているかを、ICT 機器を適切に用いる優秀教師の授業を見て、ICT 活用の良さを学ぶこ

とが重要である。 

 

図 8 D先生の U曲線モデル 

 

5. E先生 

E先生は促進要因として ICT機器関連の資格所有者であるが、阻害要因として ICT機器を授業に

用いることに消極的であり、自身のレベルよりも低いレベルの講習会に参加した経験がある。 
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よって E先生にはレベルにあった講習会への参加により、自身の持つスキルを授業に活かすメリ

ットを知ることで、授業に ICT機器を用いたメリットを知ることが重要である。 

 

図 9 E先生の U曲線モデル 

 

6. F先生 

F先生の促進要因は、ICT機器を用いた授業にやや積極的であることと個人のICT機器利用頻度が

高いこと。阻害要因は校長先生や保護者などからの期待が大きいことである。 

それゆえ F先生は個人の ICTスキルの向上を行うことが必要である。 

 

図 10 F先生の U曲線モデル 

 

Ⅸ 教師のパーソナリティー 

  

 

先ほど 4つの領域に分類した同じ領域内に含まれる A先生と C先生、B先生と D先生でも行動指

針が異なることが分かった。教師を構成する要素は膨大であり、多くの要素が似た複数の教師が存
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在したとしても、それぞれを構成する要素が異なることで提案すべき行動指針は一つにはできない

ことが分かった。（図5） 

 

図 11 同じ領域内での行動指針の違い 

 

Ⅹ 教師をとりまく状況 

 

 

下の表は、教師の残業を内容ごとのまとまりに分類したものである。1 日当たりの勤務時間は、

長期休暇のある8月が最も短くなってはいるものの、8時間と1日の1/3もの時間を費やしている。

8月を除いた月での1日あたりでの残業時間10時間を超えない月はない。また、注目すべきは夏期

休業期における①児童生徒の指導に直接的にかかわる業務についてである。夏期休業期間中で、①

に代表されるものは補習指導・部活動の指導である。  

 

 

表 3 教師の勤務時間 
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Ⅺ 教師の負担軽減への取り組み 

 

 

以前から教師の部活動指導や引率における負担が問題となっていた。1997年に休養日の目安は中

学校で週 2日以上・高校で週 1日以上と、旧文部省が示したものの、実際の現場へと確実に反映さ

れたとはいえない。部活動に関しては手当や休養日について問題視されていたが、現状の指針や目

安といったものの効力が強くないことは明らかである。(６)(７) 

 

     

 

Ⅻ ICTを活用することで得ることができるメリット 

 

 

ICT 機器を活用することは、映像や音声を用いて生徒に学習への興味関心の向上を促すことや学

習内容を分かりやすく説明することへとつながる。しかし、ICT 機器の活用は生徒のみにメリット

があるのではない。 



  

 

 

茨城大学教育実践研究 35(2016) 

-394- 

 

 

 

 

教師へのメリットとして、打ち合わせなどはデータでの保存によりファイル名さえ分かれば、必

要な用紙を探す手間を省くことができ、クラウドコンピューティング化されることで場所を選ぶこ

となく利用することができる。また、印刷にかかる時間と資源の節約にもなり得る。教師と保護者

の連絡にも活用することができ、部活動の連絡やアンケートの集約と集計により効率化をすること

も可能である。(8) 

 

 

 教師の行動指針における考察 

 

 

以上、教師のモデルを例にとり、個人の既有知識や ICT活用に対する意欲、熟練度、学校環境な

どがどのように ICT 活用指導能力の育成を促進しうる要因(促進要因)と阻害しうる要因(阻害要因)

影響してくるのかを考察してきた。その結果、それぞれ促進要因や阻害要因が異なることで、行動

指針も教師一人ひとりに適したものがあることが明らかになった。最後に、個人差がある教師が、

それぞれに合った ICT活用指導能力を育成するための行動指針を得るためにはどのような方策が必

要かについてまとめてみたい。 

まず、教師の特性により、行動指針が異なることは適正処遇交互作用にほかならない。適正処遇

交互作用は従来からいわれている理論で、学習者個々の能力や経験、性格などといった適性の違い

によって、学習効果に違いが生じるというものだ。そのため、個人の「適性」を検討することで、

より高い学習効果が期待される。さらにこの観点をさらに緻密に、体系的に分析するために、ラー

ニングアナリティクス(LA)(9)の考え方が適していると考える。ラーニングアナリティクスとは、

個々の学習履歴などの教育ビッグデータを、データマイニングの手法を用いて分析、可視化するこ

とで学習者の達成度の評価や将来的な能力の予測、隠れた問題の発見などを行う分野のことだ。分

析することで規則性や傾向が分かり、様々なレベルやニーズに合わせた研修プログラムを可能にす

ることができる(図６)(10)。 
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図 12 ラーニングアナリティクスの分析過程 

 

この考え方を用いて本論文で取り上げた要素だけでなく、教師の ICT活用指導能力の育成に関す

るデータを蓄積し、分析することで、それぞれの適性に合った行動指針を提案することができると

考えられる。 

これまでのことをまとめると、教師の知識や技能などに個人差があることにより、ICT 活用指導

能力を促進、および阻害する要因は異なることが明らかになった。これからはそれぞれの促進要因

を伸ばし、阻害要因を減らしていく必要があると考えられる。そこで、U 曲線モデルに基づいてそ

れぞれの促進要因と阻害要因に合った行動指針を提案することが必要だ。そして、その行動指針が

実際にそれぞれに適しているのか検証するためにラーニングアナリティクスの考え方を用い、さら

にリアルタイムで検討していくことが今後の課題となる。 

また、阻害要因には、教師単位や学校単位だけでは取り組みにくいこともまだたくさん残ってい

る。例えば、国は ICTを学校教育の現場に導入することを進めているが、実際の学校現場では導入

が進んでいないことや、教師の時間外労働の増加などが阻害要因だと予想される。そのため、今後

は学校現場の現実と国の理想をすり合わせていく必要があると考えられる。 

 

付記 

 

なお、この論文は、教育システム情報学会（JSiSE） 第 41回全国大会(2016年 8月 30日)

の発表をもとにまとめた研究である。 
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デザインマネジメントによるアクティブ・ラーニング 

の実践的研究 
 

―― 事例（1）キッチン空間アイデアコンテスト ―― 

 

齋 藤 芳 徳＊  

(2016年10月28日受理) 

 

 

Study of Active Learning by Design Management: Kitchen Space Idea Contest (Example 1) 

 

Yoshinori SAITO 

 

 

キーワード：デザインマネジメント，アクティブ・ラーニング，チーム，デザイン思考，21世紀型スキル 

 

本研究の目的は，キッチン空間アイデアコンテストを事例として，教員のデザインマネジメントによるアクティブ・

ラーニングを通して，デザインのブラッシュアップを図るためのチームのデザイン思考を探り，学生が「21世紀型ス

キル」の取得を可能にするデザイン教育の基礎的資料を得ることである。 

調査の結果，①学生と教員がチームを組んで一緒に考えて，一緒にデザインするアクティブ・ラーニングによって，

社会人向けのデザインマネジメントが，学生のデザイン教育にも援用可能であること，②デザインマネジメントを順

序どおりに進めても，アイデアの発散・収束の作業が繰り返されるブラッシュアップでは，チームのデザイン思考は，

試行錯誤を重ねながら行き来していたこと，③学生は，「21世紀型スキル」の10の項目のうち，7～8項目のスキルの

取得を実感していたこと，等を確認した。 

 

 

1．はじめに 

 

1－1．研究の背景と目的 

21世紀になり，先進国の企業が成長を続けるには，イノベーションなどによって，新しい価値を

継続的に創出することが必要になっている。また，英オックスフォード大学・オズボーン准教授の

調査 1）では，人工知能の急速な発達により，今後 10～20年程度で，米国の総雇用者の約 47％の仕

事が自動化されるリスクが高いことが予想されている。 

上記のような社会の急速な変化に対応するための教育の課題として，例えば「ATC21s」(The  

―――――――― 

*茨城大学教育学部  
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Assessment and Teaching of 21st-Century 

Skills)では，「21 世紀型スキル」2）として，4

分類・10スキルに整理・提案している（表 1）。 

また，ビジネスの課題として，左宗は，ダニエ

ル・ピンクの提唱 3）を踏まえ，21世紀のビジネ

スにおけるデザイン思考の必要性について詳述

している 4）。 

筆者もダニエル・ピンクの提唱に影響を受け

て，企業の戦力になる学生を育成するために，

茨城大学教育学部情報文化課程齋藤芳徳ゼミ

（以下，齋藤ゼミ）の活動の中で，2006年から

アクティブ・ラーニング（学生と教員がチーム

を組んで一緒に考えて，一緒にデザインする）

によるデザインコンペ 5）を軸にした空間やモ

ノ・コトづくりの実践的教育を進めて，実績を

挙げてきた 6）。アクティブ・ラーニングによる

デザインコンペの参加経験から，学生は表1の

「21世紀型スキル」の多くを取得することが可

能になると実感している。 

このような背景を踏まえ，本研究の目的は，

「H27年度キッチン空間アイデアコンテスト 7）

（以下，キッチン空間コンペ）」を事例として，

教員のデザインマネジメントによるアクティ

ブ・ラーニングを通して，デザインのブラッシ

ュアップを図るためのチームのデザイン思考を

探り，学生が「21世紀型スキル」の取得を可能

にするデザイン教育の基礎的資料を得ることで

ある。 

1－2．研究の方法と対象 

 齋藤ゼミのAチーム（学生2名＋教員）・B

チーム（学生2名＋教員）の 2組 8）（学生：3

年次生，教員：齋藤）によるキッチン空間コン

ペの事例を対象に，デザインマネジメントによ

るアクティブ・ラーニングの実践的な研究を行

う。キッチン空間コンペのタイムフローを図 1

に示す。なお，本稿では「デザイン案の作成」

～「最終デザイン案の作成・提出」までを対象

期間とする。 

<デザインマネジメントの役割>

①課題の発見と抽出

②既存フレームの再構築

　・従来とは異なる視点で，課題に対する
　　新しいコンセプトを構築する

③新たな価値の発明

④そこに至るための複合的な情報処理

　・上記①②③を統合して，最適解を導き出す

<デザインマネジメントによって得られる効果>

①ビジョンが明確になる

②チームが活性化する

③人材を発掘する

④やる気を引き出す

⑤戦略を創る

⑥イノベーションを加速する

⑦考えが深まる

⑧生き方が変わる

⑨本質を捉える

表 1 21世紀型スキル（注2の文献を基に一部筆者加筆） 

図 1 キッチン空間コンペのタイムフロー 

表 2 デザインマネジメントの役割と得られる効果 
（注9の文献を基に一部筆者加筆） 

<思考の方法>

①創造性とイノベーション

②批判的思考、問題解決、意思決定

③学び方の学習、メタ認知

<働く方法>

④コミュニケーション

⑤コラボレーション（チームワーク）

<働くためのツール>

⑥情報リテラシー

⑦ICTリテラシー

<世界の中で生きる>

⑧地域とグローバルのよい市民であること

⑨人生とキャリア発達

⑩個人の責任と社会的責任
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デザインマネジメントの役割と得られる効果を表2に示す 9）。コンペ作品制作のプロセスで，教

員がデザインマネジメントすることにより，チームの思考とコンペ作品に様々な影響を与えること

になる。  

1－3．既往研究と本研究の位置付け 

本研究は，空間デザインにおけるチーム（グループワーク・集団）のデザイン思考の研究である。

空間デザインのグループワークの研究には，ブレーンライティングの研究 10）やペア・ミーティング

の研究 11），空間デザインの集団の研究には，対話による空間デザインプロセスの研究 12），などがあ

る。これらの先行研究を踏まえて，本研究は，デザインマネジメントによるアクティブ・ラーニン

グについて，キッチン空間コンペに参加しながら，実践的にチームのデザイン思考の経時的変化を

記述・分析する点に特色がある。 

 

 

2．キッチン空間コンペの取組み 

 

2－1．キッチン空間コンペの取組み概要 

H27 年度のキッチン空間コンペの応募コンセプトは「こんな人にこんなキッチンを伝えたい」，

応募テーマは「団らんキッチン空間」である。ここでのキッチン空間とは，「キッチン単独あるいは

キッチン及びそれと関連性を持たせたダイニング，リビングその他建物内外のスペースを含む広が

りのある空間」と規定されている。 
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図 2 キッチン空間コンペの作業フロー・発想法・デザインマネジメントの関連図 
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キッチン空間コンペの作業フロー・発想法・デザインマネジメントの関連を図 2に示す。なお，

「情報収集」「ブレーンストーミング 13）」の作業では，学生の自由な発想を引き出すために，教員

は不参加である。「ブレーンストーミング（学生4名）」終了後，各チームに発想法 14）の「加減乗除

15）」を活用して，テーマに関するデザイン案（1回目）を制作するように指示した。 

2－2．デザイン案の作成とブラッシュアップ（１回目） 

各チームから提出されたデザイン案（1回目）を表3に示す。Aチームのデザイン案はテーマ（文

章）のみ，B チームの案はテーマ（文章）に加えて，テーマに関連する画像（写真・イラスト）を

インターネットから検索してきた。各チームのデザインへのアプローチの違いが見てとれる。各チ

ームのデザイン案のアクティブ・ラーニングを経て，2 回目のデザイン案は，下記に留意して制作

することになった。 

＜デザインマネジメント：① 課題の発見と抽出＞ 

・Aチーム：表3「①料理をふるまう人が集まるキッチン」案を踏まえて，『街コン 16）』の課題

をキッチン空間で解決する方策を考える。 

・Bチーム：表3「①食育×キッチン」「②キッチン toキッチン」案を踏まえて，『一人暮らし

の食事』の課題をキッチン空間で解決する方策を考える。 

＜発想法：SCAMPER17）＞ 

・両チーム：SCAMPERを用いてデザイン案を展開する。その際，できるだけ視覚情報を集めた

り，創ったりする（特にAチーム）。 

2－3．デザイン案の作成とブラッシュアップ（2回目） 

各チームから提出されたデザイン案（2回目）を表4に示す。Aチームは，『街コン』を盛り上げ

るキッチン空間の提案 5 点（文字＋手描きのスケッチ），B チームは，『一人暮らしの食生活』の乱

れを改善するキッチン空間の提案（文字＋PC制作のイラスト）であった。この時点で，Aチームは

デザインの提案に留まっていたが，Bチームはデザインによる課題の解決策と効果を記述していた。 

表 3 A・Bチームのデザイン案（1回目） 

①料理をふるまう人が集まるキッチン

(料理自慢や料理バトルができるキッチン)

　・持ち運べるキッチン　　・実験室×キッチン

　・オンドル×キッチン　　・魅せるキッチン

　・収納が多いキッチン  　　・森のキッチン　

　・メモリーズキッチン  　・風が流れるキッチン

　・ごみ問題解決キッチン　・板前さんキッチン　

　・料理の感想を書けるキッチン

　・焼肉・お好み焼きのスタイルを活かしたキッチン

　・お客さんと一緒に料理を楽しめるキッチン

　・料理が上手くなりたい人が楽しく料理を覚え

　　られるキッチン

　・収納性が抜群な，しっかりさんになれる

　　「きちんとキッチン」

①に関する
キッチン
の写真

③に関する
水槽の写真

②に関する
TVモニター
のイラスト

④に関する
家族の

イラスト

①食育×キッチン

（食育）食材を５大栄養素に分ける収納

②キッチンtoキッチン

③キッチンアクリウム

④立ち食い・つまみ食いしやすい

　＝自然に人が集まるキッチン

Aチームのデザイン案（9/19） Bチームのデザイン案（9/19） 
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■料理をふるまう 人が集まるキッチン  

・みんなに料理自慢ができる  

  ・いろんな人がそこで料理を披露できるキッチン  

  ・1人（作る人ローテーションで）or 

複数（広い調理場で対決などイベントができる） 

■板前さん型キッチン  
  

“街コン”をいっしょに取り上げて考える 

 

【“街コン”の意味の再確認】 

1．参加人数が多い  

2．気に入った相手がいなかったり， 

話したい相手を見つけたら店を移動できる  

3．4000～6000円の予算で，複数店舗で食べ･飲み歩き  

 

〈案１〉食材バイキング街コンキッチン 

・コールドケースの中に商店街の 

各店舗の食材を保存 

・食材はバイキング方式 

・好きな食材をコールドケースから 

選んで取って,調理場に運び,その場 

で作って食べる(持ち帰りもOK) 

 

〈案２〉調理実習タイプ街コンキッチン 

・まるで調理実習のような形（空間） 

・シンクは「対面型」で，他の人と 

一緒に使えるようになっている 

・作ったらその場(場所)で食べられる 

 

〈案３〉個性が出る街コンキッチン 

・和･洋･中といった料理のジャンルを 

軸に展開するキッチンスペース 

・各ブースで料理のジャンルが異なり, 

自分の気分で好きなところに行ける  

・料理を作る人は，商店街の各経営者， 

または，訪れた人，  

 

〈案４〉道路を向くキッチン 

・外につながるキッチン 

・庭を通して道路側が望める 

 

 

 

 

〈案５〉商店街の中心にキッチン 

コーナー 

・食材は商店街で買って 

（近所の人）が作って食べる 

・お惣菜として作って売る 

・街コン開催 

Aチームのデザイン案（9/25） 

1．取り上げる問題・原因 

〈問題〉 

・大学生，一人暮らしの食生活の乱れ 

（3食食べない，バランスの悪い食事，等） 

〈原因〉 

・一人暮らしによって食に無頓着になる 

・食に関する知識不足 

・自炊ができない 

・注意する人がいない環境 

 

 

2．解決策（1）～スクリーン 

〈解決策〉 

・キッチンにスクリーンを設けることで， 

離れている2つのキッチンを繋げる 

（調理台が向かい合うイメージ） 

 

 

 

 

 

〈効果〉 

・離れていても同じ場所にいるように 

コミュニケーションがとれる 

・大学生→実家の母親に料理を教えてもら

える。自炊ができるようになる。 

・一人暮らしの高齢者→孫の家のキッチン

とつながる。食生活を気にかけてもらえ

る。 

・一般家庭→料理の通信教育 

や友人と料理を教えあう 

 

 

 

3．解決策（2）～5大栄養素の収納庫 

〈効果〉 

・食材を下記の 5色に分けて収納すること

で，栄養の知識が身に付くキッチンにな

る。 

①緑：野菜・海藻・キノコ・等のビタミ

ンやミネラル 

②赤：肉・魚・豆・卵・等のたんぱく質 

③白：ご飯・パン・うどん・等の炭水化

物 

④黄：牛乳・チーズ・乳製品・等の脂質

やカルシウム 

⑤橙：果物・等のビタミンやミネラル 

・5 色それぞれから食材を選ぶと，自然に

バランスの良い食事になる。 

Bチームのデザイン案（9/25） 

 

表 4 A・Bチームのデザイン案（2回目） 

 

Aチームのデザイン案（9/25） Bチームのデザイン案（9/25） 
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各チームのデザイン案のアクティブ・ラーニングを経て，3 回目のデザイン案は，下記に留意して

制作することになった。 

＜デザインマネジメント：② 既存フレームの再構築＞ 

・Aチーム：『街コン』の課題と『商店街の空き店舗の有効活用』の課題について，キッチン空

間で解決する方策を考える。 

・Bチーム：子どもから高齢者まで，各年代の『一人暮らしの食事』の課題について，キッチ

ン空間で解決する方策を考える。 

＜発想法：アイデアスケッチ 18）＞ 

・両チーム：アイデアスケッチ（手描き）を用いて，10案以上のアイデアを制作する。 

2－4．デザイン案の作成とブラッシュアップ（3回目） 

各チームから提出されたデザイン案（3 回目）を図 3 に示す。A チームはアイデアスケッチ 10

案，Bチームはアイデアスケッチ 4案＋レイアウト図（PC制作）であった。相対的に，アイデアス

ケッチは Aチームのレベルが高く，Bチームのアイデアスケッチは 4案に留まっていた。各チーム

のデザイン案のアクティブ・ラーニングを経て，4 回目のデザイン案は，下記に留意して制作する

ことになった。 

＜デザインマネジメント：③ 新たな価値の発明＞ 

・Aチーム：『街コン』の課題と『商店街の空き店舗の有効活用』の課題の解決策から，キッチ

ン空間の新たな価値を創出して，テーマを仮決定する。 

・Bチーム：各年代の『一人暮らしの食事』の課題の解決策から，キッチン空間の新たな価値

Aチームのデザイン案（10/13） Bチームのデザイン案（10/12） 

図 3 A・Bチームのデザイン案（3回目） 
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を創出して，テーマを仮決定する。 

＜発想法：ストーリーテリング 19）＞ 

・両チーム：ストーリーテリングを用いてデザイン案を展開する。その際，提案するキッチン

空間によって，どのような課題が解決されて，どのように生活が良くなるのか，

できるだけ共感が得られるストーリー（物語）を創る。 

 

 

テーマ「食材が回転寿司のようにまわるキッチン」 
 

≪日本の回転寿司≫ 

・チェーンレスコンベア 

・曲線により、様々な店舗で応用可能。 

 ・掃除がしやすい。 

・寿司以外の面でも使われている。 

 

 
 

≪海外の回転寿司≫ 

・全体的に曲線が多い 

・レーンの中に厨房が収納 

・レーンが直線で向かい合う 

・テーブルスペースの途中から厨房 

 

 

 

 

 

 

 

日本の回転寿司 

の写真(5枚) 

・回転寿司を参考にキッチンを創る 

・楽しそうに！夢があるように！！ 

Aチームのデザイン案（10/15） 

海外の回転寿司 

の写真(6枚) 

Bチームのデザイン案（10/19） 

図 4 A・Bチームのデザイン案（4回目） 
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2－5．デザイン案の作成とブラッシュアップ（4回目） 

各チームから提出されたデザイン案（4回目）を図 4に示す。Aチームのテーマは「食材が回転

すしのようにまわるキッチン」，Bチームのテーマは「食育とモニターによる一人暮らし支援」に仮

決定した。この時点で，Aチームはテーマの説明に留まっていたが，Bチームはテーマの説明に加え

て，課題の解決策と効果をレイアウトしていた。各チームのデザイン案のアクティブ・ラーニング

を経て，5回目のデザイン案は，下記に留意して制作することになった。 

＜デザインマネジメント：④ そこに至るための複合的な情報処理＞ 

・Aチーム：『街コン』の課題と『商店街の空き店舗の有効活用』の課題について，キッチン空

間で解決する新たな価値を，「食」「人」「街」のキーワードで繋げて，デザイン

提示する。 

・Bチーム：「一人暮らしの場合，女性の孤食はうつ病になる可能性が 1.4倍，男性は 2.7倍」

という研究知見に着目して，『一人暮らしの食生活』の課題を『孤食』に絞り，「高

齢者」「単身赴任者」「大学生」それぞれの『孤食』の共通課題について，キッチ

ン空間で解決する新たな価値をデザイン提示する。 

2－6．デザイン案の作成とブラッシュアップ（5回目） 

各チームから提出されたデザイン案（5回目）を図5に示す。各チームの提案した新たな価値（テ

ーマ・コンセプト・ストーリー）は，以下のとおりである。 

＜Aチーム＞ 

・テーマ：『みんなの街の“まわる”キッチン～「食」と「人」と「街」がつながる』 

・コンセプト：商店街を元気にする，空き店舗を利用した多目的なキッチン空間を考えました。

各店舗の自慢の食材を基に，さまざまな行事を通して人と人の交流を生み出しま

す。あなたの街に“まわる”キッチンを設えて，商店街の活気を取り戻してみま

せんか。 

・ストーリー：街コン・魚屋さんのさばき方講座・そば打ち体験・などの行事例を通して，「食」

と「人」と「街」をつなげることにより，『空き店舗が目立つ商店街（Before）』

から『活気のある商店街（After）』への変化を描く。 

＜Bチーム＞ 

・テーマ：『キッチンを通じた一人暮らし支援～「心」と「体」の健康づくり』 

・コンセプト：一人暮らしの「心」と「体」を支援するキッチン空間です。「心」の支援は，

モニターを通して家族や友人と会話をしながら，一緒に料理や食事ができます。

親しい友人がいない場合は，「孤食ボランティア」が対応します。「体」の支援

は，食材を 5大栄養素ごとに収納して，意識的にバランスが良い食事がつくれ

る環境を整えました。 

・ストーリー：高齢女性と孤食ボランティア・単身赴任の父親と家族・学生と実家の母親の 3

例について，『さみしい孤食（Before）』から，モニターによる『楽しい食事

（After）』への変化を描く。 

両チームともに，デザイン案（5回目）はデザイン案（4回目）に比べて，完成度の高さの違い

が見てとれる。最終的に図5が提出案となり，Bチームのデザイン案が「優秀賞 20）」を受賞した。 
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Aチームのデザイン案（10/29） 

図 5 A・Bチームのデザイン案（5回目・提出） 

Bチームのデザイン案（10/29） 



齋藤：デザインマネジメントによるアクティブ・ラーニング 

- 406 - 

 

 

考察 

 

デザインマネジメントの推移と最終案の関連

を表5に示す。デザイン案（1～4回目）からデザ

イン案（5 回目・最終案）の対比では，デザイン

マネジメントの項目内容が，A チーム（推移②→

最終①，推移④→最終③），Bチーム（推移④→最

終①）に移行しており，両チームの思考の変化が

見てとれる。また，両チームとも，デザインマネ

ジメントを順序どおりに進めても，新たな価値を

創造するためのデザインのブラッシュアップのプロセスで，チームの思考は試行錯誤しながら行き

来していた。とりわけ，Bチームは，デザイン案（4回目）からデザイン案（5回目）に至るプロセ

スで，アイデアの発散・収束の作業が繰り返された結果，推移④→最終①にダイナミックに変化し

て，アイデアの厚みが増していった。 

デザイン案の内容の推移を表6に示す。Bチームは1回目から視覚情報を重要視 21）しており，3

～5 回目までレイアウトに取り組んでいた。ブラッシュアップのプロセスで，アイデアの発散・収

束の繰り返し作業に加えて，収束したアイデアの関係性を考えながらコンセプトやストーリーをレ

イアウトする作業の相乗効果が，表 5のBチームの変化（推移④→最終①）に影響したと考えられ

るが，この検証は今後の課題である。一方，Aチームは 3回目まで「文章」と「アイデアスケッチ」

でデザイン案を進めており 22），レイアウトに取り組んだのは 5回目であった。 

表 5 デザインマネジメントの推移と最終案の関連 

 

推移
（デザイン案1～4回目）

最終案
（デザイン案5回目）

推移
（デザイン案1～4回目）

最終案
（デザイン案5回目）

①課題の発見
　と抽出

『街コン』の課題を
キッチン空間で

解決する

『街コン』＋『商店街の
空き店舗』の課題を

キッチン空間で解決する

『一人暮らしの食事』
の課題をキッチン空間

で解決する

『孤食』の課題を
キッチン空間で

解決する

②既存
　フレームの
　再構築

『街コン』＋『商店街の
空き店舗』の課題を

キッチン空間で
解決する

・食材が回転寿司のよう
　に廻る，遊び心がある
　キッチン空間を創る
・「食」のイベントで
　商店街に人を呼び込
　み，活気を創る

各年代の
『一人暮らしの食事』
の課題をキッチン空間

で解決する

・遠隔地のキッチンと
　キッチンをモニター
　で繋げる（心の健康）
・孤食ボランティアを
　創る（心の健康）
　孤食を減らす
・5大栄養素の分別収納
　庫を創る（体の健康）

③新たな価値
　の発明

上記の課題の解決策
から，キッチン空間の
新たな価値を創出する

キッチン空間で
「食」と「人」と「街」

を繋げる

上記の課題の解決策
から，キッチン空間の
新たな価値を創出する

キッチン空間で
「心」と「体」の健康

づくりを支援する

④そこに至る
　ための
　複合的な
　情報処理

新たな価値を
「食」「人」「街」の
キーワードで繋げる

提出作品(図5）

「大学生」「単身赴任
者」「高齢者」の

『孤食』の共通課題を
キッチン空間で解決する

提出作品(図5）

Aチーム Bチーム
デザイン

マネジメント
の役割

表 6 デザイン案の内容の推移 

 

イ
ラ
ス
ト

写
真

ス
ケ
ッ

チ

ア
イ
デ
ア

レ
イ
ア
ウ
ト

イ
ラ
ス
ト

写
真

ス
ケ
ッ

チ

ア
イ
デ
ア

レ
イ
ア
ウ
ト

1回目 〇 〇 〇

2回目 〇 〇 〇 〇

3回目 〇 〇 〇

4回目 〇 〇 〇

5回目 〇 〇

デ
ザ
イ
ン
案

Aチーム Bチーム

視覚情報

文
章

文
章

視覚情報
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デザインマネジメントで得られた効果とそれを感じ始めたブラッシュアップの位置について，両

チームの学生に対して個別にヒアリングした（表7）。①～⑨の項目のうち，「③人材を発掘する」「⑧

生き方が変わる」以外の項目でデザインマネジメントの効果が得られたという回答であった。とり

わけ，「⑥イノベーションを加速する」「⑨本質を捉える」は，全員が「ブラッシュアップ（4）」で

効果を感じたと回答しており，デザインマネジメントの効果と作品の完成度が相関していたと考え

る。また，引用文献は社会人向けのため，③⑧の項目は学生には該当しないので，社会人向けのデ

ザインマネジメント手法が，学生のデザイン教育にも援用可能であることが示されたと考える。 

キッチン空間コンペで得られたと思う「21 世紀型スキル」について，両チームの学生に対して

個別にヒアリングした（表 8）。①～⑩の項目のうち，①～⑦⑩の項目は全員がスキルを得られたと

いう回答であった。また，⑩の評価は全員△であり，「チーム作業による個人の責任」がその理由で

あった。学生と教員がチームを組んで一緒に考えて，一緒にデザインするアクティブ・ラーニング

によって，「21世紀型スキル」の取得（7～8割）が可能であることが示されたと考える。 

本稿では，1チーム（学生 2名＋教員）2組を対象にして調査・研究を行ったが，今後の課題と

して，チームの構成人数や発想法の組み合わせがチームのデザイン思考に与える影響，デザインプ

ロセスにおける早期のレイアウト作業の有効性，などについて，再考の余地が残されている。 

 

最後に，本調査にご協力頂きました齋藤ゼミの学生（当時3年次生）に記して謝意を表します。 

 

 

注 

 

1）Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne「THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS 

TO COMPUTERISATION?」Oxford University, 2013 

表 7 デザインマネジメントで得られた効果 

 

表 8 キッチン空間コンペ得られたと思う 21世紀型スキル 

 

学生1 学生2 学生3 学生4

①創造性とイノベーション ○ ○ ○ ○

②批判的思考、問題解決、意思決定 ○ ○ ○ ○

③学び方の学習，メタ認知 △ ○ ○ △

④コミュニケーション ○ ○ △ ○

⑤コラボレーション（チームワーク） ○ ○ ○ ○

⑥情報リテラシー ○ ○ ○ ○

⑦ICTリテラシー ○ ○ ○ ○

⑧地域とグローバルのよい市民であること ○

⑨人生とキャリア発達 ○

⑩個人の責任と社会的責任 △ △ △ △

Aチーム Bチーム
<21世紀型スキル>

　凡例）○：取得できた，△：一部取得できた

学生1 学生2 学生3 学生4

①ビジョンが明確になる 4 3 2 3

②チームが活性化する 2 4 4 2

③人材を発掘する

④やる気を引き出す 2 1 3 2

⑤戦略を創る 2 1 2 1

⑥ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを加速する 4 4 4 4

⑦考えが深まる 2 4 2 2

⑧生き方が変わる

⑨本質を捉える 4 4 4 4

Aチーム Bチームデザインマネジメント
で得られた効果

凡例）数字は，デザインマネジメントの効果を感じ始めた
      図2のブラッシュアップの位置
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2) P. グリフィン・ B. マクゴー・E. ケア編 ，益川弘如・望月俊男編訳『21 世紀型スキル－学びと評

価の新たなかたち』北大路書房, 2014 

3）ダニエル・ピンク，大前研一訳『ハイ・コンセプト』三笠書房，2006 

この書籍では，これからの時代に求められる 6つの感性（デザイン・物語・全体の調和・共感・遊び

心・生きがい）について詳述している。 

4）左宋邦威『21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由』クロスメディア・パブリッシング，2015 

5）学生と教員の共同制作になるので，社会人が参加可能なデザインコンペに挑戦している。 

6）2006年以降のアクティブ・ラーニングによるコンペの主な実績は，以下のとおりである。 

・第 7回インテリアデザインコンペ/優秀賞， 2010 

・第 8回インテリアデザインコンペ/奨励賞・奨励賞，2011 

・第 9回インテリアデザインコンペ/入選，2012 

・第 10回インテリアデザインコンペ/奨励賞・入選，2013 

・第 11回インテリアデザインコンペ/奨励賞・入選，2014 

・第 12回インテリアデザインコンペ/最優秀賞・奨励賞・入選，2015 

・染め Q DIYデザイン 2015/大賞・染め Q賞，2015 

・第 19回手帳大賞・商品企画部門/最優秀賞，2015 

・平成 26年度キッチン空間アイデアコンテスト/奨励賞，2015 

・平成 27年度キッチン空間アイデアコンテスト/優秀賞，2016 

7）「キッチン空間アイデアコンテスト」は，公益社団法人インテリア産業協会主催するデザインコンペ

で，H27年度で 5回目を迎えた。H27年度の応募総数は 343点（社会人参加）であった。 

8）チーム編成は，学生同士の話し合いで決定した。 

9）田子學・他 2名『デザインマネジメント』日経 BP社，2014 

本稿でのデザインマネジメントの対象範囲は，「0→1」を創り出すデザイン思考が対象範囲である［注

4)，pp.98-106］ 

10）平尾和洋・滝川淳「空間デザインのグループワークにおけるブレーンライティングの有効性に関す

る考察」日本建築学会計画系論文集，第 577号，2004 

11）平尾和洋・他 3 名「空間デザインのグループワークにおけるペア・ミーティングの有効性に関する

考察」日本建築学会計画系論文集，第 612号，2007 

12）門内輝行・他 3名「集団の学びの場としての建築空間のデザインプロセスの研究（その 1～3）」日本

建築学会大会学術講演梗概集（近畿），2014 

13）4つのルール（批判厳禁，自由奔放，質より量，便乗歓迎）を守りながら，連想ゲームのようにお互

いの発想を繋げて，アイデアを出す手法［注 14)-②，pp.34-35］ 

14）発想法の項目については，これまでのデザイン教育の経験を踏まえて，下記の書籍から抽出した。 

①加藤昌浩『考具』TBSブリタニカ，2003 

②堀公俊『アイデア発想フレームワーク』日本経済新聞出版社，2014 

15）今あるアイデアに他の要素を結合する（加算），余分な要素を取り除く（減算），他の原理を応用す

る（乗算），背景を入れ替える（除算）ことで，アイデアを出す手法［注 14)-②，pp.72-73］ 

16）街コンとは、街ぐるみで行われる合コンのイベントである。 
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17）オズボーンのチェックリスト。代用（Substitute）・結合（Combine）・応用（Adapt）・修正（Modify）・

転用（Put to other Purposes）・削除（Eliminate）・逆転（Reverse or Rearrange）という切り口と，

テーマを組み合わせて，アイデアを出す手法［注 14)-②，pp.60-61］ 

18）文章ではなく，形状やシーンを思い浮かべて，ビジュアル的なアイデアのエッセンスを紙に落とし

込みながら，アイデアを出す手法［注 14)-①，pp.92-100］ 

19）アイデアが実現したシーンを物語にして伝える手法。物語は，メッセージや思いを伝える強い力を

持っている［注 14)-①，pp.130-131］ 

20）平成 27年度キッチン空間アイデアコンテストの受賞内訳は，「インテリア産業協会会長賞 1点」「最

優秀賞 2点」「優秀賞 7点」「奨励賞 15点」であった。 

21）アイデア展開時の視覚情報の重要性については，本稿での引用文献［注 4），pp.42-49]［注 14)-①，

pp.178-182］でも指摘されている。 

22）筆者のデザイン教育の手法も，2004 年頃までは「文章」と「アイデアスケッチ」を中心に進めてい

たが，以前から「アイデアの出し方がわからない」という学生の意見が多くあった。2003年に引用文

献［注 14)-①］が発行され，その発想法をデザイン教育に組み込むようになった。 
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紙芝居の画像分析に関する研究 

 

―― ショット分析の応用の試み ―― 

 

林延哉＊ 

(2016 年10 月28 日受理) 

 

 

Graphical-Analytical Investigation of Kamishibai Storycard Pictures: An Experimental Application of “Shot by 

Shot Analysis”. 

 

Nobuya HAYASHI 

 

 

キーワード：紙芝居, 街頭紙芝居, 教育紙芝居, ショット分析, 黄金バット 

 

本論文では、幼児保育・教育のみならず、高齢者ケア、防災教育や平和教育、留学生との交流など様々な場面で利用さ

れている紙芝居の、特に絵に関する分析方法の検討を行った。紙芝居利用の際には市販の既製紙芝居が用いられる場合

もあるが自作の紙芝居が用いられることも多い。紙芝居の制作にあたっては既存・自作の紙芝居の内容の分析が、作品の内

容向上には必要なことである。従来の紙芝居の分析では絵毎の分析に重点が置かれ、絵の連続によって物語が進行すると

いう紙芝居の特性を踏まえた分析が付随的なものになってきた傾向がある。そこで本論文では、映像作品におけるショット分

析の方法を適用することで紙芝居のシネマトグラフィ的側面に重点を置いた分析を試みた。分析対象として『黄金バット』『蜘

蛛の糸』の 2 作品を取り上げた。その結果、各絵のデクパージュやつなぎ方によって、登場人物の感情や状況の緊迫感、物

語の山場を巧みに作り出している『黄金バット』、原作に沿った語りが物語の進行を担ってしまい、絵を語りの挿し絵的な役割

に押しとどめてしまっている『蜘蛛の糸』という違いを見出した。この結果から、今回検討した分析方法の有効性が確認された。 

 

 

目的 

 

現在、紙芝居は、日常的な幼児保育・教育の場面のみならず様々な場所で用いられている。	

最近の報告としては、福岡・畠山（2012）はグループホームで暮らす認知症高齢者のアクティビ

ティケアとして紙芝居を取り上げその効果を検討しているし、糟谷（2014）はコスタリカ在住の移

民夫妻の心理的支援に日本の高齢者福祉現場で生み出された「人生紙芝居」技法を用いた試行を行

っている。また、八木・村山（2014）は、ネパールでの児童に対する防災教育に、低年齢の子ども	

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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すさ、実践後現地の教員に利用可能なこと、という条件から紙芝居を使った実践を行っている。大

庭（2010,	2011）は、フランスでの平和教育実践の報告である。留学生と日本人との交流の方策と

して紙芝居の制作と実演を利用した報告もある（篠崎,	2006）。	

糟谷（2014）でも八木・村山（2014）においても、その目的に適した紙芝居が自作され、実践終

了後、その紙芝居は先方に寄贈されている。紙芝居は、制作や実演に大掛かりな機械類を必要とし

ないため、支援の対象者自身や現地の教育現場での継続的な利用も可能になる。	

現在、一般に入手可能な紙芝居の中心は印刷され市販されているいわゆる印刷紙芝居だが、一方

では手作りによる紙芝居の利用も多い。利用の目的によっては、ふさわしい内容のものを入手でき

ないために止むを得ず自作する場合もあるが、紙芝居を制作するプロセスそのものに、学習・教育

上の効果やカウンセリング的な効果を見出す場合も多い。地域の伝承の保存・伝達メディアとして

選択されている場合もある。「誰でもできる」と言われつつも、脚本の作り方にもドラマツルギーが

必要であり、絵にも紙芝居独自の作りが必要だとする見解もある（子どもの文化研究所（2015））。

制作にせよ実演にせよ、高度な専門性を要求する見解もあるが、一方では敷居の低い取り付きやす

いメディアとしての性格もあるのが紙芝居である。	

本論文は、主に紙芝居の絵を検討する際の方法について議論する。紙芝居の制作にあたって、自

作や既存の紙芝居の特徴の的確な把握や分析を行うことは、紙芝居をより良いものにしていくのに

役立つのは間違いない。	

演者によって次々と提示される絵の連続によって物語が進行していくところに紙芝居の特徴はあ

るが、その絵を検討する場合、しばしば映画との類似を言われつつも、一枚一枚の絵についての検

討が中心になり絵の連続によって物語が進行するという部分についての視点が弱いように思われる。	

例えば、松田（2010,	2011,	2012）は、描画技法を検討し、紙芝居の魅力を絵から考察、教材と

しての価値を再認識することを目的として、過去の名作といわれる紙芝居を検討している。	

松田（2010）では『太郎熊と次郎熊』（川崎大治脚本・宇田川種治画）を検討している。検討に際

しては、西正世志、久保雅勇の絵画論を参考にしている。西は「一こま中で脚本が何をいおうとし

ているか・誰の話が中心になっているか・発声順・色彩についての考慮・連続性・空間について・

角度のこと」の7つを注意項目として挙げている。久保は「紙芝居にはドラマ性が必要である」と

した上で、「遠目がきくこと・左にぬくので、左への流れ・主人公が識別できる配慮・人物と背景と

の描写のトーンに落差をつける・次の場面に対するムーブマン・色彩計画・構図の変化・芸術性」

の8つを紙芝居の絵に要求される要件として挙げている。	

西と久保の絵画論を参考にしつつ絵の検討を行っている松田であるが、その検討の中心は 1 枚 1

枚の絵の美しさや印象であり、それを生み出している描画技法である。	

例えば『太郎熊と次郎熊』は総じて「水彩で描かれた素朴な作品」であり「色使いが美しく、赤

と緑の対比など色彩効果を十分に活かして使っている」作品であり、1 枚目 1)（表紙）については

「文字全てがレタリングを施していない手書き風で、手づくりであるという親しみやすさが感じら

れる。背景の緑の空に対してオレンジ色の山や文字のバックの赤色など、補色対比を巧みに使って

いる」、2枚目については「背景は描かずすっきりさせ、くりとイガとの間も白抜き、それぞれ重な

っていない。西が遠見のために人物を重ねないと書いているが、描かれているくだものや、次の場

面から登場する熊達も重なっていない。……」という具合に、色彩や事物の配置に関する検討が中
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心になっている。	

3枚目から4枚目については「図3で2匹の熊の近景を描き、図4の場面で遠景を描くことによ

りお話が次の場面に向かって進んでいく」という記載もあるが、こうしたショットサイズや場面の

連続による物語の進行に関する検討は全体としては僅かである。	

松田（2012）では、分析に際して「場面構成」として「遠景」「中景」「近景」の区別を全ての場

面に付している。が、「遠・中・近」の違いがどのような意味を持つのかについての分析は必ずしも

重視されているようには見えない。	

例えば『手袋を買いに』の1枚目（表紙）は、「遠景」として「狐の母子が雪山で会話している構

図」であり「晴れ渡った空に雪景色の山が描かれている。白い背景に紅葉した木々が美しい。空の

青に対し狐の黄色、母親の洋服のオレンジ色が対比色でお互いに引き立てている。全体の彩度と明

度が高い」という分析が行われている。絵の美的な評価や色彩の使い方について考察されているが、

まずこの場面が観客に対して、物語の状況設定を行っていることについては触れられてはいない。	

ただし、1 枚目から 3 枚目への展開については「雪山の母子がだんだんとアップになる場面は、

映画を参考に作られていることがわかる」、3枚目から4枚目については「第3場面から第4場面と

アップが続くが、第4場面が更にアップになり、子狐の右手が人間の手になり、お金をもたされて

いることがわかる」といった、場面の遠・中・近景とその連続に着目した記述もされている。	

あるいは、「第9場面の子狐が店を走り去るところから第11場面まで小
ママ

狐がだんだんとアップに

なっていき、最終目的地の母の胸に抱かれるシーンがいちばんのアップになっている。これも映画

のようである」という考察もある。しかしではどのような意味で「映画を参考に」しているのか、

どのような意味で「映画のよう」なのか、というと、これは明らかではない。	

坂本・堀田（1995）では紙芝居への映画の影響や類似についての言及が繰り返されている。具体

的な作品検討においても、例えば、手づくり紙芝居である「ふうせん」を取り上げた2章には「映

画のモンタージュのように大写し、ロングが入れ換わる」という記述がある。ただし、この章で著

者らが「ふうせん」について説明しようとしていることは「連続と転換」ということである。風船

と赤ん坊が描かれている1枚目から6枚目、同様の8枚目から14枚目に対して、7枚目だけは赤ん

坊のみで風船が描かれていない、ここに「切断」があり、この切断による「転換」が、この場面こ

そが作者が表現したかった場面であることを示している、としている。	

阪本・堀田は例えば、「その手法に映画の影響を強く受けている紙芝居というメディア」（同,	p.	

46）と紙芝居への映画の影響をはっきり認識しているが、「ふうせん」については少なくとも、その

点を活かした分析が出来ているとは言い難い。	

本論文では、紙芝居の制作や既存紙芝居の、シネマトグラフィ的な視点からの検討方法を考察す

る。	

ここでシネマトグラフィ的と呼んでいるのは、長谷川・榎津（2010）の中で示されている区分で

ある。長谷川・榎津は映像の自動撮影編集システムの基礎研究として映画文法における用語の再定

義を試みているが、その中で、ショット 2)にシネマトグラフィ的コードとミザンセヌ的コードの存

在を仮定している。シネマトグラフィとは、実用的役割を担うコードでありフレイミングやショッ

トサイズ、動きなどが含まれ、撮影技術そのものに関係し、映画を見やすく退屈させないものにす

る役目を担うものとされている。一方のミザンセヌは映画の美的役割を担うコードとされ、主に見
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え方、感じ方などの抽象的な基準で弁別されるもので、具体的には装飾や照明、演技や衣装などが

含まれている。先に挙げた松田の分析例などはこの区分で言えばシネマトグラフィに関する分析と

ミザンセヌに関する分析とが混在し、かつミザンセヌに関する部分に重点が置かれたもの、と言え

るであろう。	

紙芝居において絵の美的な部分、見え方や感じ方に関する部分が重要なことは言うまでもない。

しかし同様にそのシネマトグラフィ的な部分も重要である。	

本論文は、紙芝居の絵に関して、シネマトグラフィ的な部分を含んだ分析を行うための方法を検

討するものである。	

	

	

方法 

 

ドラマやドキュメンタリーといった何らかのストーリーを持つ映像作品は、ショット、シーン、

シークエンスからその成り立ちを考えることができる。ひとつの作品はひとつ以上のシークエンス

から成り立っており、ひとつのシークエンスはひとつ以上のシーンから構成され、ひとつのシーン

はひとつ以上のショットから構成されている。	

筆者は以前に是枝裕和監督によるミュージックビデオの内容分析を行ったが（林,	2015）、その際

に遠藤（2013）を参照しつつ分析を行った。	

遠藤は、ショットサイズに関してデクパージュモデルという独自の分類を提案している。デクパ

ージュモデルは「記号論の基礎概念に従って、制作者としての経験にもとづき、ショットサイズの

概念を再モデル化した」ものである。映像作家（監督ないしカメラマン）は、「現場での撮影のさい

フレーミングの基準を被写体配置（ミザンセヌ）と「特定の事物を構図に入れるか入れないか」で

判断しており」、「それによって場面が作れることを知って」いるという。この考え方から、「身体基

準」「人数基準」「風景基準」という3つの基準の混在したショットサイズの分類を、行動や社会的

属性、場所の設定を行う「設定配列」、具体的な作業や特定の人物間の関係性、より具体的な場所の

状況の提示を行う「連関配列」、特定の個人の心理状態の表現や孤立した状況の表現、特定の場所の

強調などを行う「限定配列」の3つに大きく分類し直した上で、従来の3つの基準を「行動と心理

の軸」「社会関係を示す軸」「全体と部分の軸」として、9つの表現カテゴリーを提示している。	

このモデルの提案の要点は、ショットサイズが「意味を負っている」ことを明確化している点で

ある。遠藤の著書は映像の制作の教科書として書かれたものであるが、そのショットが物語上でど

のような機能を担っているのかによって捉えることで、「ショットの選び方」を「明確で単純なもの」

にすることを狙っている。	

本論文が扱うのは映像作品ではなく、紙芝居の分析である。しかし、紙芝居の1枚1枚の絵を映

像で言うところのショットとして位置づけ、ショットの集まりでシーンを構成し、シーンの集まり

でシークエンスが構成され、シークエンスの集まりによって全体の物語が構成されるという映像作

品に関する考え方を紙芝居に流用することで、絵の連続によって物語が進行するという特性に重点

をおいた作品の検討が、映像作品の分析同様に行うことが出来るのではないかと考えられる。	

そこで、今回も遠藤（2013）のショット分析表を参考にしつつ、表1のようなショット分析表を
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作成し、2 本の紙芝居作品を分析し、紙芝居のシネマトグラフィ的分析の方法について検討するこ

ととした。	

	

表1	ショット分析表のサンプル	

	

	

分析シートの各列の内容は表2のようになっている。	

	

表2	 ショット分析表の各列の内容	

列	 名称	 内容	

1	 枚	 その行のデータが何枚目の絵なのかを示す数値。	

2	 絵	 絵。実際の紙芝居の絵を取り込んだもの。	

3	 裏書	 その絵についての裏書（その絵の裏書ではない）。	

4	 かな	 裏書中で実際に語られる部分をひらがなで入力したもの。提示時間の概数

を計算するために使用。	

5	 時間	 その絵を観客に提示している時間。単位は秒。	

6	 ショットサイズ	 その絵のショットサイズ。	

7	 デクパージュ	 設定配列・連関配列・限定配列のいずれか。	

8	 ショット内容	 その絵のおおよその内容。	

9	 シーン	 何枚目から何枚目までを1シーンとしてとらえるか。又その内容。	

10	 シークエンス	 どこからどこまでを1シークエンスとしてとらえるか。又その内容。	

11	 モンタージュ	 （今回の分析には使用していない）	

12	 備考	 任意の事項を記入する備考欄。	

13	 ポジション・アングル	 ポジション、アングルに特徴がある場合、当該事項を記入。	

	

表の1行が1枚の絵についてのデータになる。	

なお、それぞれの絵が観客に提示されている時間については、映画等とは異なり、紙芝居の場合、

作品の内容や観客の年齢あるいは観客のノリ等に対応した演者の演出によって、実演ごとにかなり
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異なることになる。従って唯一の提示時間を決める、ということは難しい。	

そこで、今回は以下のような方法で提示時間の概数を求めた。	

大空社より刊行されている「懐かしの紙芝居」には『黄金バット』等街頭紙芝居作品5作品の復

刻紙芝居とその実演カセットテープが含まれている。この実演カセットテープのうち、今回は『黄

金バット』のものを用いて、各絵の提示時間を測定した。『黄金バット』を取り上げた理由は、当初

この『黄金バット』を分析対象とする予定であったためである（実際に分析の対象としたのは後述

の別の『黄金バット』である）。	

一方、各絵の裏書のうち、実際に演者によって語られる部分をひらがなに戻して文字数を数えた。

その際、句読点・改行・かっこ・空白類は、語りの際の「間」としてそれぞれ1文字分として数え、

それらが重複した場合は合わせて1文字と数えた。それ以外の分節間・文間の「間」については、

今回は考慮しなかった。	

この文字数とテープから計測した提示時間から、各絵の1秒あたりの発声文字数を計算したとこ

ろ、3.4文字から5.7文字、平均4.5文字となった。これは1分あたりの文字数とすると約268文

字になる。このテープは街頭紙芝居師によるものだが、教育紙芝居の右手・西山・若林（1990）も

「ゆっくりと説明文を読んでいくと、約三〇〇字を読むのに一分ぐらいはかかります。できたら、

このへんまでに、説明文の長さをとどめておくようにしたいものです」、堀尾（2015）も「12 枚と

いうと、一場面の説明文が最高三〇〇字までとみて、実演時間が7、8分から10分になります」と

している。右手らの場合で 1秒あたり 5文字、堀尾の場合で 1秒あたり 6～8 文字程度なので、先

の「黄金バット」の1秒あたり4.5文字と同程度かやや早い程度となる。そこで今回は1秒あたり

4.5文字という基準を採用し、各絵の文字数から提示時間の概数を算出している。	

	

	

分析 

 

作品 1 『黄金バット』 

	

『黄金バット』は、街頭紙芝居を代表する作品であり、戦前・戦後の両期の街頭紙芝居ブームの

いずれでも人気を博した作品だが、ここでは戦後に制作された、鈴木一郎作・加太こうじ絵『黄金

バット怪タンク出現	No.	16』を分析対象とした。	

資料としては、南他（1982）の口絵に掲載されたものを用いた。なおこの口絵はモノクロである。	

ショット分析シートそのものは紙幅の都合もあり掲載できないため、デクパージュとシーン、シ

ークエンスに着目した分析シートの要約表を掲載した（表3）。表中の「デクパージュ（数値）」は、

デクパージュの系列をグラフ化するために「設定配列」「連関配列」「限定配列」をそれぞれ「1」「2」

「3」に置き換えたものである。そのグラフが表の下のグラフであるが、グラフの背景が濃淡2色に

塗り分けてあるのはシーンの区分に対応させてあり、シーンの範囲を目視しやすくするためである。	

今回分析に使用した『黄金バット怪タンク出現	NO.	16』は全18枚である。	

1枚目は表紙で、タイトル「黄金バット	 怪タンク出現」、巻数「NO.	16」、作・絵「鈴木一郎作」

「加太こうじ絵」、発行所「話の日本社」という文字が、画面中央から下部にかけて書かれており、
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画面中央から上部にかけては右腕を横に伸ばしてマントを翻す黄金バットの上半身が横幅いっぱい

に描かれている。物語の1場面を現す絵ではなく、『黄金バット』の登場する紙芝居、という意味合

いの表紙である。	

	

表3	 『黄金バット』デクパージュとシーン、シークエンス	

	

	

実際の物語は2枚目から始まるが、これは「NO.	16」とある通り、続き物の途中の巻である。こ

の巻の登場人物は、「黄金バット（正義の味方）」、「篠原博士」、「マサル少年（篠原博士の助手）」、

「正江（篠原博士の娘）」、「ナゾー（世界征服を企む科学者）」、「ナゾーの手下」、「怪タンク（ナゾ

ーの開発した巨大ロボット）」であるが、この巻までの話で、篠原博士とマサル少年は既にナゾーに

捕らえられており、正江もナゾーに誘拐されてしまっている。誘拐された正江がアルプス山中のナ

ゾーの基地に連れてこられるところから16巻は始まっている。	

表紙である1枚目を除いて、この16巻は、5つのシーンから出来ている。まず2枚目・3枚目は

ナゾーのアルプス基地の前のシーンで、正江を攫った怪タンクが基地に到着した場面である。4 枚

目・5枚目は基地の中に正江が連行されるシーンになる。6枚目から10枚目はナゾーの部屋に連行

された正江が破壊光線の秘密について詰問されるシーンである。11枚目・12枚目は黄金バットが正

江らを救出するためにアルプス山中を飛行しているシーン。13 枚目から 18 枚目は、ナゾー基地に

到着した黄金バットが出迎えたナゾーの手下たちと戦闘するシーンとなる。	

5 つのシーンは、大きく2つに分かれていて、前半の3つのシーンは「正江、誘拐される」とい

うシークエンスの一部となっており、後半の2つのシーンは「黄金バット、正江たちを救出にむか

う」というシークエンスの一部となっている。続きものであるので、第15巻はナゾーによって正江

が誘拐される場面で終わっていて、「はたしてこれから正江は一体どうなるのでしょうか」のような

語りで終わっているはずである（筆者、未見）。すなわち「正江、誘拐」のシークエンスの山場で話

が中断しているはずである。16巻の「ナゾー基地入口戦闘」シーンは、ナゾーの手下を倒した黄金
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バットがナゾーのところに向かおうというところで終わっており、語りは「黄金バットの活躍や如

何に、怪タンク出現第16巻のおわりであります」であり、「続きは明日のお楽しみ」ということに

なる。	

具体的に各絵を検討していく。	

1枚目の表紙を含めて、2枚目・3枚目のデクパージュは設定配列である。1枚目は上述の如くの

内容であるが、語りで、怪タンクがチューリッヒのホテルから正江を誘拐してアルプス山中の基地

に戻ってきたことを告げる。2枚目はアルプスの山々を背に着陸姿勢の怪タンク、3枚目は着陸した

怪タンクと画面上では怪タンクのくるぶしにようやく届くくらいの小さな人影、ナゾーの基地らし

い岩山が描かれる、いずれもロングショットになっている。アルプス山中のイメージと怪タンクの

大きさ、ナゾー基地がアルプス山中にカモフラージュされて作られていることが示される。	

3 枚目が提示されている際に、正江が怪タンクに乗せられておりそこから降ろされようとしてい

ることが語られるのだが、4 枚目は正江と正江を取り囲むナゾーの手下 3 人が基地の中に入ってき

たことを示すグループショットになっている。デクパージュ的には連関配列であり、囚われている

正江をあらためて見せている。5枚目は、そのまま手下に基地の中を連れられていく正江を描くが、

かなり引いたロングショットでエスカレーターや基地内の様子を同時に描いて、秘密基地の大きさ

を感じさせる設定配列になっている。3 人の手下に囲まれた正江が囚われたのが、逃げることも叶

いそうにない巨大な基地内であるという、正江の立たされた窮地を連関配列から設定配列へ移るこ

とで――人物基準で言うフルショットから風景基準でいうフルショットへ引くことで――その絶

望的状況を重ねて描いている。	

場面変わって6枚目はナゾーの部屋になる。数名の手下がこちらに背を向けて立っており、画面

の奥にはカーテンのかかった巨大な窓のようなものがある。その前に正江が立たされている。「ナゾ

ー様、正江を連れて来ました」という台詞があり、この巨大なカーテンのかかった窓の向うにナゾ

ーがいることが分かる。	

7 枚目はカーテンが開き、奇怪な姿のナゾーのウエストショットになる（腰から上しか描かれて

いないのだが、ナゾーには下半身がないのでこれがフルショットとも言える）。	

8枚目では、そのナゾーが正江の頭に手をおいて、破壊光線の秘密を教えるように迫る。	

9 枚目では断った正江にナゾーが、囚われた篠原博士とマサル少年が映っているモニター画面を

見せて、秘密を話さなければ二人を殺すと脅している。	

7枚目ではナゾーの正面、8枚目ではナゾーと正江の横からのショット、9枚目ではモニターを見

るナゾーと正江の後ろ姿と、画面サイズ的にはほぼナゾーの腰から胸の上のショットサイズのまま

で連続して、二人の動きを描いている。	

6 枚目の設定配列、7 枚目から 9 枚目の一連のナゾーと正江のやりとりの連関配列とつなげて、

10枚目で正江の顔のクローズアップになる。正江は泣いているが、目はしっかりと見開かれていて、

顔はやや上向き。その表情で、悲しみと、強い意志と、何かに対する希求を一度に表現しているが、

ここでの台詞は「お父さん、マサルさん、よく今まで、ナゾーに秘密を話さずにいてくれました。

平和のために使えば世界の人類が利益を受ける光線もナゾーに渡せば、恐ろしいことになります。

お父さん、正江は喋りません、世界の人類のために潔く死にましょう。それにしても、黄金バット

の小父さんは……」である。デクパージュ的には限定配列となり、「物語における同一化（感情移入）
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の契機として重要」（遠藤,	2013）な配列を、この巻前半の盛り上がりの部分に持ってきている。	

11枚目は、10枚目の正江の言葉を受けるように、黄金バットの登場になる。アルプスの山々を描

く大ロングショットだが、その山並みを覆うかのようにマントを広げた巨大な黄金バットが画面上

部に描かれている。台詞ではここで「ウハハハハハ」と、当時人気であった黄金バットの高らかな

笑い声が入るのだが、舞台ならば「よ、待ってました、黄金バット」と声の掛かりそうな場面であ

り、そのような場面ゆえの黄金バットのデフォルメである（実際の黄金バットは等身大ヒーローで

ある）。このような表現は紙芝居ゆえに出来るものであり、今回分析の背景として想定している実写

映画ではなかなかやりにくい表現である。デクパージュとしては設定配列となるであろうが、例え

ば映画であれば、アルプスの山々のロングショット（豆粒のように小さな黄金バット）、そこからズ

ームアップして山上を飛行する黄金バットのフルショット、のような表現になるであろうか。12枚

目はまさに山上を飛行する黄金バットを側面から捉えたフルショットになっているのであるが、映

画であれば、1 ショット内でズームによって設定配列から連関配列へデクパージュを変化させる部

分を、2枚の絵を使って表現した上に、最初の絵によって、「黄金バット、満を持して登場」も一気

に描いて見せる紙芝居ならではの表現であろう。	

13枚目は、ナゾー基地についた黄金バットが、大きな入口に両手を広げて立っている姿を背景の

アルプスの山並みとともに描いている。バットの台詞は「黄金バットが参上したぞ」と見得きりに

なっている。	

14枚目は画面右側に配置した後ろ姿の黄金バットの肩をなめて、黄金バットの前に集まるナゾー

の手下の群像を描いている。ざっと数えても20人以上はいる。	

15 枚目は弾を発射しているピストルの銃口のアップになる。描かれている銃は 3 丁。ここまで、

背景の山を入れた引き気味のフルショット、肩なめのグループショット、銃口のクローズアップと

クライマックスに向けてショットは寄っていき緊迫感を増していく。	

16 枚目は 15 枚目に対応して、黄金バットの顔のアップ。沢山の弾が襲っているが、黄金バット

の頭部はそれを全て弾き返している。17枚目は、一転、黄金バットのフルショットとなり、バット

はナゾーの手下を足蹴にして倒している。13枚目の黄金バットの見得きりと、14枚目のナゾーの手

下が黄金バットに答える応酬の場面の提示時間はそれぞれ25秒、28秒だが、15、16、17枚目はそ

れぞれ12秒、16秒、15秒とテンポも早い。	

18枚目は愛剣黄金丸をかざす黄金バットのフルショット、黄金丸の放つ光に目を覆うナゾーの手

下の姿も描かれている。台詞では「いざ、ナゾーに見参せん。これから黄金バットのうでのさえ、

黄金丸の斬れ味を見せてくれるぞ」と大見得を切る。黄金丸自体は画面上ではそれほど大きく書か

れてはいないが、そこから放たれる光が画面を埋めるように画面の四方へ放射線で描かれているた

め、黄金丸は強く印象付けられる。これも、映像的な表現ならば、例えば、すらりと抜かれる刀、

かざされた刀のクローズアップで手元から刃先へとカメラがアップのまま刀身を追い、その後刀を

かざす剣士を描く、というような表現になる場面であろうが、剣をかざして立つ黄金バットの姿と、

剣が放つデフォルメされた光によって 1 枚の絵で表現しきっている。「これからどんな活躍をする

のだろう？」と期待させて16巻は終わる。	

全体を通してみると、設定配列→連関配列、設定配列→連関配列→限定配列といった流れでシー

ンやシークエンスは描かれている。状況を説明し、そこで行われることを記述し、山場ではクロー
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ズアップで登場人物の感情や状況の緊迫感を印象づける。10枚目の正江は長台詞で自らの気持ちを

吐露し、15 枚目から 17 枚目はテンポよく次々と絵を変えてテンポよく山場の銃撃戦を見せる。ア

ルプスの山並みを描く大ロングから銃口のクローズアップまでの多様なショットサイズを組み合わ

せながら、物語の山場を巧みに作り出している。	

	

作品 2 『蜘蛛の糸』 

	

次に『蜘蛛の糸』を取り上げる。これは、芥川龍之介原作の小説を紙芝居にしたもので、鈴木景

山構成・羽室邦彦絵画による全20枚の作品である。ほるぷより刊行されている「ほるぷの紙芝居－

黄金期名作選」に所収されているものを分析には用いた。	

表4に、『黄金バット』と同様の分析シートの要約表を示す。	

	

表4	 『蜘蛛の糸』デクパージュとシーン、シークエンス	

	

	

『蜘蛛の糸』は前節で取り上げた『黄金バット』とは異なり、一話完結の物語になっている。ま

た、原作の小説を紙芝居化したものであり、元の原作は紙芝居のために作られたものではない。	

原作と紙芝居化された作品の裏書との比較は、もともと絵を必要としない作品の紙芝居化の際に、

絵と裏書をどのように構成するべきかについての知見を得るために重要な分析視点であるが、今回

は詳細な比較をするまでには至らなかった。	

『蜘蛛の糸』はよく知られている通り、「極楽を散歩していた釈迦が、偶然見かけた地獄の底のひ

とりの悪人を救ってやろうと思い立つが、結局救済に失敗する」というある日の釈迦の体験を描い

たものである。極楽を散歩していた釈迦が地獄で苦しんでいる元大泥棒の犍陀多の姿を見かけて、

救済を思い立って、手近の蜘蛛の糸を地獄に垂らしてやる第一部、蜘蛛の糸を見つけて血の池地獄

から這い出ようとして失敗する犍陀多の姿を描く第二部、自分の救済の思いつきの結末を見て、そ

の場を離れて再び歩き出す釈迦の様子を描く第三部の三部構成になっていて、釈迦の行動を描く第
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一部と第三部の間に、釈迦の目にしている映像である第二部が挟まる構成になっている。	

1 枚目は表紙で「蜘蛛の糸」の文字と天を舞う二体の天女が描かれている。天女は花びらを散ら

しているのだが、これは2枚目の極楽の場面へと繋がる描写である。	

2 枚目は蓮の葉花の中に立つ釈迦の横からのフルショットになっている。蓮と光輪のある釈迦の

姿でそこが極楽であることを示す設定配列のショットとして意図されているのであろうが、1 枚目

から2枚目にかけての「ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池のふちをひとりでぶら

ぶらお歩きになっていらっしゃいました」の語りがないとそこがどこであるのかを理解するのは難

しいかもしれない。	

3 枚目はうつむく釈迦を斜め前から捉えたウエストショットになっている。これは蓮池を覗き込

んでいる釈迦の姿を描いている。2枚目・3枚目ともややローアングルからの描写になっている。こ

れは釈迦の偉大さを表現するものであろう。釈迦の登場する他の場面である7枚目、19枚目も同様

である。ただし、最後の20枚目、釈迦が自分の試みが失敗したことを知り再び歩き出す場面は、手

前に蓮の葉花をおいて、画面奥に背を向けた釈迦の全身をやや斜め後ろから捉えているのだが、こ

の絵はほぼ水平アングルになっている。試みに失敗した釈迦の立ち去る姿を描くためにローアング

ルを取らなかったとも考えられるが、いささか中途半端な感は否めない。あくまでもローアングル

を貫くか、あるいははっきりとハイアングルを採用するほうが良かったのではないだろうか。	

4 枚目は周囲を黒でマスキングした中に、やや左下に寄ったところに横長の「窓」が開きその中

は朱色がかっている。蓮池の底を通して見えている地獄の様子で、これは3枚目の釈迦の主観ショ

ットである。	

5 枚目は地獄の底で苦しむ罪人たちのグループショット、6 枚目は一転して誰かの足元とかかと

のそばにいる蜘蛛のクローズアップ。6枚目は語りの方でこれが犍陀多の足であることが分かるが、

やはり絵だけでは何がどうなっている場面なのか分からない。解釈のよすがとなる記号の少ない限

定配列である。	

7枚目は再び釈迦のウエストショットで、3枚目の釈迦から直結する場面である。	

3 枚目と並べてみると、釈迦が振り向いて何かを見つける動作をしていることがわかるが、間に

3 枚の絵を挟むために絵柄だけから、その動作を想起することは実際には難しい。語りの「そばを

ごらんになりますと」があって、ようやく、何かを探して見出した姿なのだと理解できる。	

8 枚目は蓮の葉花とその間に巣をかける蜘蛛とその蜘蛛の巣の様子を描いた設定配列になってい

るが、これは7枚目の釈迦の主観ショットとなっている。	

ここまでが物語の第一部である。	

第一部では、釈迦が救済を思いつく様子が描かれているのだが、極楽を散歩する釈迦の様子を描

いた絵の間に、地獄の様子の主観ショットと、かつての犍陀多の行為の想起ショットを挟んでいる。

その上、地獄の様子の絵柄では誰が犍陀多かは判別できず、想起の描写は絵柄だけでは何を意味し

ているのか分からない。	

また5枚目の地獄の底の様子は、はっきりと釈迦の主観として描かれているわけでもない。釈迦

の主観映像であればかなりの高さから見下ろす形になるはずだが、実際の絵はややハイアングル気

味ではあるが、水平に近い位置からの俯瞰になっている。地獄の底の様子を描く客観映像のように

も見える。	
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客観→客観→主観→主観／客観→主観（想起）→客観→主観、と、めまぐるしく視点を変える絵

の連続は、語りがなければ、視点の変化や時間の跳躍の理解は難しい。紙芝居は絵を見せ、演者が

語って、それを観客が見ることで初めて成立するものであるから、そのこと自体は必ずしも問題で

はないが、それにしても語りに依存する部分が多い。絵は、物語を進行させるための機能を果たし

ているのではなく、語りに対する挿絵の役割に甘んじていると言える。	

とりわけ6枚目から8枚目にかけては、釈迦が「それだけのよいことをしたむくいには、できる

なら犍陀多を地獄からすくいだしてやろう」と考える重要な場面であるが、6 枚目のかつての犍陀

多の行為を思い出す場面では犍陀多の足元と蜘蛛、7 枚目ではふりかえって蜘蛛の巣を発見する釈

迦の姿、8 枚目は蓮の間に張られた蜘蛛の巣の絵――この絵の部分で「お釈迦様は、そのくもの糸

をそっと手におとりになりました。そうして、はるか下にある地獄の底へまっすぐにおろしなさい

ました」と語られる――であり、犍陀多の救済を思いつく釈迦の姿は、絵では描かれず、語りに任

せてしまっている。	

小谷野（1978）は「もともと紙芝居は絵が芝居をするわけであるから、動きがあってドラマティ

ックであってほしい。またさし絵のように、文章の中で比較的広い範囲から自由に描きたいところ

を選んで絵にするのと違い、紙芝居では一カットのセリフの重点は決まっているので、そんな自由

はありえない」と書いている。	

本作品を原作と対応させてみると、語りは比較的忠実に原作をなぞっているのだが、そのことが

結果として、絵を語りに添えられた挿絵としてしまい描きやすい部分を描く結果になっているのか

もしれない。	

第一部から第二部への変化、極楽の釈迦の様子を描くシークエンスから地獄の犍陀多の様子を描

くシークエンスへの劇的な変化を狙ったのか、9 枚目もまた、一見何が描かれているのか分からな

い絵になっている。画面上部を中ほどから上に向かっての白から青へのグラデーション、画面下部

を中程から下への薄墨から黒へのグラデーションとして上下に画面を分割し、その画面中央を上か

ら下に一本の灰色の線が貫いている。語りからそれが天から降ろされた銀色の蜘蛛の糸だと分かる。	

糸は蜘蛛の糸らしく細く描かれているのだが、背景の白から薄墨色に埋もれてしまって見えにく

い。紙芝居の絵の条件としてしばしば言われる（例えば、西（1978）、久保（2015））	「遠目がきく」

絵になっていない。	

10枚目から12枚目にかけては蜘蛛の糸を登る犍陀多の様子が描かれる。	

10 枚目は蜘蛛の糸を登っている犍陀多のフルショット、11 枚目は蜘蛛の糸にぶら下がるように

している犍陀多を斜め後ろから捉えるウエストショット、12枚目は犍陀多の笑顔を横から捉えたウ

エストショットになっている。12枚目の犍陀多の目つきは三白眼で、視線がどこを向いているのか

把握しにくいのだが、語りによれば一休みして下を見て随分登ってきたことを喜んで「しめた、し

めた」と笑っている場面である。	

10 枚目から 11 枚目は、構図的には、蜘蛛の糸を登ろうとしている犍陀多の様子を描く設定配列

の10枚目、その犍陀多に寄ってその行為の様子をより詳細に描く連関配列の11枚目として把握し

てしまいそうになる類似の構図なのだが、実際には 10 枚目は蜘蛛の糸に気づいてこれで助かるか

もしれないと勇んで蜘蛛の糸を登っている場面、11枚目はくたびれてもうこれ以上登れなくなって

しまった場面で、かなりの時間がこの間に経っている。この時間の省略を「抜き」と語りで行って
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いるのだが、ほぼ同ポジの構図をフルショットからウエストショットにつないでいるために、連続

性の方が強調されてしまい、時間の隔たりと意欲の変化を語る語りの内容と矛盾してしまっている。	

11 枚目はこのように 10 枚目のクローズアップとして理解されてしまいそうな構図なのだが、語

りで、くたびれて登れなくなった様子なのだと理解される。そしてこの絵を抜くと、今度は不敵な

笑顔の犍陀多が突然現れる。語りは「そこで、まずひとやすみ。糸の中途にぶらさがりながら、は

るかに目の下を見下ろしました。一生けんめいにのぼったかいがあって、さっきまで自分のいた血

の池は、いまではもう闇の底にかくれておりました。このぶんでのぼってゆけば、地獄からぬけだ

すのも、わけないかもしれません」と長々と語られてようやく「犍陀多は『しめた、しめた』と笑

いました」となる。長い語りの後――先に示した計算方法では 32 秒後になる――にようやく笑顔

の訳が語られるのだが、その間観客は、前の場面で疲れたはずの犍陀多の不可解な笑顔を見せ続け

られることになってしまう。	

13 枚目は犍陀多につづいて蜘蛛の糸を何人もの罪人たちが登っている様子を描くロングショッ

トになっている。12枚目の語りは「ところが、ふと気がつきますと（ぬきながら）くもの糸の下の

方には」で13枚目が提示され「かずかぎりもない罪人たちが、自分ののぼったあとをつけて、まる

でありのぎょうれつのように、やはり上へ上へと一心によじのぼってくるではございませんか」と

語りが続く。	

この後の 14 枚目、15 枚目も多少の寄りや引きはあるが、蜘蛛の糸を登る罪人たちの姿を描く同

様の構図のショットが続く。14枚目には画面最上部のあたりで蜘蛛の糸に掴まって、下を見て驚く

様子の犍陀多が小さく描かれているが、これもそこに視線を誘導するための布置がなされておらず、

下から次々登ってくる罪人の方に目がいってしまう。	

16 枚目は、「このくもの糸はおれのものだぞ。おまえたちはいったいだれのゆるしをうけてのぼ

ってきた？	 おりろ、おりろ！」と叫ぶ犍陀多の様子を、上から見下ろす角度で描いている。これ

は、犍陀多と下から登ってきている罪人たちを同時に構図の中に取り込みたかったがゆえに選択さ

れたアングルなのであろうが、上から捉えたために犍陀多の全身は描かれているが表情は見えず頭

部が描かれるのみになってしまっている。	

17枚目は切れた蜘蛛の糸のアップなのだが、9枚目以上に分かりにくい。	

16枚目の語りの終わりは「そのとたんいままでなんともなかったくもの糸が、」で「はやくぬく」

の指示があり、17枚目は冒頭に「間」そして「しずかに、低く」の指示があって「犍陀多も、その

まま風をきって、こまのようにくるくるまわりながら、みるみるうちに闇の底へ――」となる。こ

の冒頭の「間」については脚注があり、「「くもの糸が」から続いて「ぷっつりときれてしまいまし

た」という言葉を省略して絵を見せるため」となっているのだが、糸の判別しにくさは絵を見せる

ための故意だとしたら、何が描かれているのかを読み取るための無用な走査を観客に要求すること

になって物語への没入を妨げるし、意図的でないのだとしたら「遠目のきかない」絵となってしま

っている。	

この16枚目は犍陀多を描く第二部のクライマックスである。この場面での犍陀多の言葉こそが、

犍陀多自身の救済の可能性を水泡に帰し、釈迦の救済の思いつきを反故にしてしまうのであり、そ

の重大な言葉が発せられる場面で頭部のみで表情が描かれないというのはやはり物足りなさを感じ

ざるを得ない。これは、第一部で、犍陀多の救済を思いつく釈迦の姿が描かれなかったのと同様で
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ある。	

18枚目は黒い背景の絵の真ん中に右足の膝から下が逆さまにつきだした絵で、血の池に落ちた犍

陀多を逆さまの片足で象徴して描いている。足の周囲には飛沫とともに流線も描かれている。	

この絵の語りは「まっさかさまにおちてしまいました」だが、語り終えて抜く前に「間」の指示

があり、この「間」について「絵を見せる。この利己的な打算の心持がなくならない限りは、いつ

までもこの絵が、くりかえされるのである」という脚注が付されている。ここで観客にそのような

思索を求めようというのだが、ここまでの絵で犍陀多に観客を同一化させるような絵が使えていな

い。観客の感情移入や同一化を最も求める事が出来るのは限定配列であるのだが、犍陀多の表情は

既に述べたように読み取りづらく、クライマックスに至っても俯瞰ショットになっている。「こまの

ようにくるくるまわりながら」を表現したと思われる流線も相まって、人間の業に観客の思いを馳

せさせる絵というよりも、滑稽な印象すら与えかねない絵になっている。	

19枚目は、救済の方法として蜘蛛の糸を垂らした7枚目・8枚目に繋がる、極楽の釈迦の様子を

描いている。蓮池を覗き込む釈迦の上半身をローアングルで捉えている。構図としては3枚目の蓮

池を覗き込む姿とほぼ同じで、3枚目よりもやや寄っている。3枚目よりも釈迦の表情がはっきりと

描かれていて、釈迦の心情を思わせる絵になっている。	

20枚目は蓮池から去っていく釈迦の姿を、手前に蓮の葉花、奥に釈迦の後ろ姿をおいて下手に去

っていく釈迦を描いている。2 枚目で上手より登場した釈迦と繋がる場面である。上手から現れ下

手に去っていくのは「抜き」を重視した場合の絵の作りとしては標準的な描写である。	

	

	

まとめと今後の課題 

 

本論文では、絵の連続によって物語を表現するという紙芝居の特性を考慮した紙芝居の分析を行

うために、紙芝居の画像のシネマトグラフィ的な側面の分析を、映画のショット分析の方法を参考

にしながら、2つの作品において実施してみた。	

その結果、各絵のデクパージュやそのつなげ方によって、街頭紙芝居である『黄金バット』にお

いては、登場人物の感情や状況の緊迫感、物語の山場を巧みに作り出しているのに対して、芥川龍

之介の小説を紙芝居化した『蜘蛛の糸』では、原作に沿った語りが物語の進行の中心を担ってしま

い、それぞれの絵は語りの挿絵のような役割になってしまっていることが明らかになった。ショッ

ト分析を応用した今回の方法が、紙芝居の分析に有効であることが示されたと言える。	

今後の課題であるが、このような分析には、分析者の主観的な評価――とりわけミザンセヌ的な

側面については――が含まれることはやむを得ないであろうが、一方では何らかの形での客観性が

求められることも当然であろう。とりわけ紙芝居の制作の際の一助となるためには、オリジナルな

創意の土台あるいは目安となる共通項を示すことは重要である。今回の分析は、筆者としても試行

の第一段階的なものであり、分析における客観性がどの程度確保できているのかについては十全で

あることを主張しがたい。	

今回は、遠藤（2013）のデクパージュモデルに習いつつ分析方法を検討したが、遠藤自身も書い

ている通り、有意な記号の多寡という基準はどうしても分析者の恣意に流れる部分がある。長谷川・
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榎津（2010）が採用している、主たる人物がどの程度の大きさで映っているかという客観的な基準

に基づく分類も、ショットサイズの連鎖を考えるに当たっては検討の余地があると思われる。遠藤

は風景・人物・人数等によって様々に言い表されてきたショットサイズに関する分類カテゴリーを

整理し簡便にするためにデクパージュモデルを考えたわけだが、紙芝居の場合、基本的には各場面

とも何らかの「人物」が書き込まれている可能性は高く、その点からは人物基準でのショットサイ

ズの分類のみを採用するという長谷川・榎津の方法も逆に適用し易い可能性もある。今後、場面の

物理的基準による客観的な分類による場面の連辞の検討も試みてみたい。	

また、そもそも分析を実施した作品数が少なく、今回の方法の妥当性も検証しがたいのも事実で

あり、ともかくもまずはより多くの、またタイプ的にも異なる作品への分析の適用を継続していき

たい。	

	

	

注 

 

1) 紙芝居の場合、1枚目を第1場面、2枚目を第2場面と「第何場面」という呼び方で絵の枚数を
示す習わしがあるが、「場面」とは物語上のある区切られた一状況を現す際にも用いられる。物語の

一状況を紙芝居で現す場合、必ずしも1枚の絵でそれを現すとは限らず、複数の絵で「一場面」を

描く場合もある。「場面」という言葉の無用な混乱を防ぐため、本論文では特定の絵を指す場合には

その絵が「何枚目」の絵なのかで示すこととする。	

2)	ここでいうショットとは「ある視野、あるアングル、あるポジションでの撮り方」と定義されて

いる。長谷川・榎津の研究は自動撮影編集システムであり、撮影された大元の素材は、撮影空間内

の複数台のカメラが撮影した連続的な映像になる。これが「テイク」と呼ばれ「実際に撮影された

編集以前の素材」と定義される。このテイクから編集に必要な区間を切り取った映像が「カット」

となる。カット内ではショットサイズが例えばズーム操作によって変更可能であるが、「ある視野、

あるアングル、あるポジションでの撮り方」をショットとするのが長谷川・榎津の定義である。す

なわち、テイクにはカットが含まれ、カットはショットによって構成されている。	
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特別活動における人間関係構築のための教師の取り組み (1) 
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キーワード：特別活動，学級活動，人間関係，ミドルリーダー，取り組み 

 

 学習指導要領の改訂を視野に入れて、アクティブ・ラーニングに関する議論が各所で活発に行われている。アクティブ・ラ

ーニングの実現のためには、温かい学級の雰囲気の中で良好な人間関係を構築し、学習を進めることが欠かせない。 

 本研究の目的は、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向するミドルリーダーが行う人間関係構

築に関する学年初期の取り組みを明らかにすることである。第二筆者である山口を対象に半構造化インタビューを実施し、

得られた定性的データを検討し、分類した。 

 結果、Ⅰ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム作りの場面、Ⅲ．継続的な取り組み、Ⅳ．単発的な取り組みの 4

つに分類することができた。また、4 分類合わせて 15 事例の人間関係構築のための取り組みが確認できた。ミドルリーダー

である山口は、学年当初特有の取り組みを行う一方で、Ⅲ．継続的な取り組みを最も多く行い、一年間の児童の成長を見通

した取り組みを行っていた。また、人間関係の構築に直接的および間接的に寄与する取り組みを、バランスよく採用している

ことが明らかになった。 

 

 

はじめに 

 

平成26年に下村文部科学大臣（当時）は、初等中等教育における教育課程の基準等の在り方につ

いてとする諮問を中央教育審議会に対して行った（文部科学省,2014）。中でも『育成すべき資質･

能力を確実に育むための学習･指導方法はどうあるべきか。その際、特に、現行学習指導要領で示さ

れている言語活動や探究的な学習活動、社会とのつながりをより意識した体験的な活動等の成果や、	

―――――――― 

*茨城大学教育学部	 	 **石川県金沢市立大徳小学校 
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ICT を活用した指導の現状等を踏まえつつ、今後の「アクティブ・ラーニング」の具体的な在り方

についてどのように考えるか。また、そうした学びを充実させていくため、学習指導要領等におい

て学習･指導方法をどのように教育内容と関連付けて示していくべきか。』という点において述べら

れている「アクティブ・ラーニング」に関して、学習指導要領の改訂を視野に入れて、現在、活発

な議論が各所で行われている。 

アクティブ・ラーニングに関わる授業改善として、教育課程企画特別部会「論点整理」（文部科学

省,2015）では、授業改善の3つの視点が以下のように示されている。	

	

○習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過程

が実現できているかどうか。	

○他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程が

実現できているかどうか。	

○子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、主

体的な学びの過程が実現できているかどうか。	

	

「対話的な学び」「主体的な学び」の実現を通して「深い学び」に導くと考えたときに、前者二つ

の学びの実現の重要性が再確認できる。「対話的な学び」「主体的な学び」の実現のためには、温か

い学級の雰囲気の中で良好な人間関係を構築し、学習を進めることが欠かせない。「対話的な学び」

の実現は言うまでもなく、他者と関わり合いながら学ぶことを指している。一方、「主体的な学び」

の実現には、学習者の興味関心などの学習意欲が重要になる。他者と関わり合いながら協働的に学

ぶことは、それ自身が、学習の動機付けになるといわれており（杉江，2011）、ここにおいても学級

内において、人間関係構築の必要性が確認できる。	

下記のように、現行の学習指導要領において、特別活動の目標の中には「人間関係」という語が

確認できる（文部科学省，2008）。	

	

望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよ

りよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、自己の生き方につ

いての考えを深め、自己を生かす能力を養う。	

（小学校学習指導要領	第6章	第1「目標」）	

	

望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員と

してよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間として

の生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。	

（中学校学習指導要領	第5章	第1「目標」）	

	

アクティブ・ラーニングが重視される中で、望ましい人間関係の構築を意図する特別活動の重要

性が今後より一層高まると考えられる。そこで、本研究では、このような学級内における人間関係

づくりに焦点をあて、特別活動の基盤として考えられる学級活動での取り組みを収集し整理する。	
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事例の収集に関しては、従来からアクティブ・ラーニングの重要性を感じ、継続して実践してい

る授業力量の高い教師が望ましい。また、人間関係構築のための取り組みが、一年間の中で も多

く出現すると予想される学年初期に限定して事例を整理し明らかにする。得られた知見は、事例研

究であるとは言え、児童同士の人間関係の構築を含めた学級づくりに多くの課題を抱える教師たち

にとって、授業改善の一助となると考える。	

	

	

研究の目的 

	

本研究の目的は、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向するミドルリ

ーダーが行う人間関係構築のための学年初期の取り組みを整理し、明らかにすることである。	

	

	

研究方法 

 

調査対象の選定 

本研究では調査対象をミドルリーダーの教師とした。ミドルリーダーの定義は広いが、小柳（2006）

によれば、「ミドルリーダーの幅は広く、経験年数や年齢から中間にいる中堅教師のリーダーを単に

意味しているのではない。①管理職に準じて、教務関係や研究関係のリードをする人、②管理職な

ど経営リーダーとしての方向性よりも、授業実践において実績のある教員のリーダーである人、③

年齢的にも若く、また経験年数もそれほど多くはないが、経営面においても授業実践においても積

極的に学び、実際に力量を発揮し、目に見える成果を上げている、将来のミドルリーダ(経営あるい

は実践力)となる人も含んでいる。」としている。	

第二筆者である山口は、①～③のどの面にも当てはまる教師である。①前任校では研究主任を務

めている。また、②2014年には日本教育メディア学会第21回年次大会において、タブレット端末

を活用した公開授業を行ったり、教育実践が書籍（D-project編集委員会，2014）や教育雑誌（山

口，2013、山口，2016）に掲載されたりしている。③教員歴は15年である。石川県教育工学研究会

において2014年度より研究副部長を担当し、研究会などの講師を務めている。2016年には教育工

学研究協議会（IMETS）フォーラムに登壇し実践発表を行っている。以上のような点を考慮し、調査

対象を山口に決定した。	

また、調査対象の時期を学年初期（4月、5月）とした。特別活動における人間関係構築に関する

取り組みが、他の時期よりも多く出現すると予想したためである。	

	

調査方法 

本研究の目的を達成するためには、特別活動における学年初期の取り組みをすべて参与観察する

ことが望ましいが現実的には難しい。また、山口に対して、取り組みのすべてを記録するように指

示することは負担が大きい。	

そこで、約60分間を目安に半構造化インタビューを実施することにした。半構造化インタビュー
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は調査面接の方法の一つである。大まかな質問項目だけをはじめに設定し（今回の場合は、「学年初

期に人間関係構築のためにどんな取り組みを行っているか」）、面接者の必要に応じて、シナリオを

変更したり、追加の質問を加えたりするなど、相手の受け答えの内容に応じて柔軟に質問内容を修

正・補足していく点が特徴的である（柴山，2006）。	

	

分析手順 

	 半構造化インタビューによって得られた記録を整理した後、第一筆者が大まかに類型化する。次

に、確認できた 15事例の人間関係構築のための取り組みについて、インタビュー記録から取り組み

の意図を明らかにする。すべての結果について、 終的に第二筆者の山口に確認し、回答者による

妥当性の確認（respondent validation）を行う。 

 

 

結果と考察 

 

	 児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとするミドルリーダーの山口への半構造化

インタビューを実施し、内容を検討した結果、Ⅰ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム

作りの場面、Ⅲ．継続的な取り組み、Ⅳ．単発的な取り組みの4つに分類することができた。	

	 また、4分類合わせて15 事例の取り組みが確認できた。これら15 事例の取り組みについて、山

口と検討した結果、15 事例すべてにおいて、人間関係の構築に該当すると考えられた。 終的に、

結果から得られた考察を山口が確認した結果、自身の取り組みやその意図に相違がないことを確認

している。結果の一覧を以下に示す（表1）。	

 

表１ 山口の人間関係構築のための学年初期の取り組み	
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 山口が人間関係構築のために、学年当初に行っている取り組みの15事例について、インタビュー

記録をもとに次節から論じる。	

	

Ⅰ．児童との初めての出会いの場面 

Ⅰ-(1)児童向けのメッセージを黒板に書く	

	 児童との初めての出会いとなる始業式前日に、山口は毎年、黒板にメッセージを書くことにして

いる（図1）。例えば、図1左は第5学年を担当した際のメッセージである。教師として5年生に求

める姿、その意味、先生の決意などといった一年間の指針となるようなメッセージを残している。

「仲間を支える柱」「一本の柱も 31 本集まれば、強くてじょうぶな支えになる」「31 人＋先生、支

え合って良い一年にしよう」という言葉にあるように、人間関係を意識した言葉が読み取れる。黒

板に書かれたメッセージについては、始業式後の初めての学級活動の時間に説明が行われる。	

	 始業式の前日に黒板にメッセージを書くという取り組み自体は、広く一般に行われている。しか

し、山口のように、教師の思いを明確に記すような取り組みは一般的ではない。	

	 山口は出会いの日のために黒板にメッセージを書くという取り組みの意図について、誰もが一年

の初めの日は緊張感をもって学校にやってくる。これからの一年間がんばるぞという気持ちでやっ

てくる。そのタイミングで、教師の思い、進むべき方向性をきちんと明確に示すことはとても意味

のあることだという内容をインタビューの中で回答している。	

	

				 	

図1	 黒板に書かれた山口から児童に向けたメッセージ（左：5年担任時、右：6年担任時）	

	

Ⅰ-(2)記名したノートを一人一人の机に置く 

	 児童との初めての出会いとなる始業式前日には、黒板へのメッセージの他に、丁寧に記名したノ

ートを一人一人の机に置く取り組みを行っている。山口は「以前、ある教育雑誌だったか本だった

かで読んでやってみようと思った」と語っている。この取り組みの意図については、「一年の一番初

めの日は教師も不安。子どもはなおさらだと思う。だからこそ、丁寧に名前の書かれたノートがお

いてあれば、安心感が生まれる。」と答えている。また、「児童の中に、今日からここが自分の居場

所なのだという所属感が生まれるはずだ。」とも答えている。	

	 児童同士が良好な人間関係を構築するためには、児童一人一人が安心感を持って学校生活を送る

ことが欠かせない。この取り組みは、人間関係構築のための土台となる学級への所属感や安心感を
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生み出す取り組みだといえる。	

	

Ⅰ-(3)教師の初めての語り 

	 児童との初めての出会いとなる一日目の学級活動の時間には、黒板に書かれたメッセージについ

て語る以外にも、山口自身が一年間の学級づくりや授業づくりの上で、大切にしたいこと、児童に

大切にして欲しいことが語られる。山口は、この取り組みを教師の所信表明演説と呼んでいる。「自

分から、知恵と工夫、思いやりの心」というキーワードをもとにその意味するところを語る。これ

ら3つのキーワードについて、山口は、先輩教師から大きい影響を受けたと語っている。	

	 「自分から」は、主体的に行動することの大切さを説くキーワードである。「知恵と工夫」は、一

生懸命考えること、他者と助け合いながら、ときに切磋琢磨しながら新たなもの（こと）を考え出

したり、創り出したりすることの大切さを説くキーワードである。「思いやりの心」は、温かい心で

仲間と接したり、仲間の良さを認め合ったりすることの大切さを説くキーワードである。	

	 黒板に書くメッセージは、受け持つ学年によって内容が変わる。しかし、「自分から、知恵と工夫、

思いやりの心」は受け持つ学年には関係なく、語られる内容である。教師の信念に近いものだとい

える。後に、この「自分から、知恵と工夫、思いやりの心」というキーワードは、教室内の目立つ

ところに掲示される。	

	

Ⅱ．システム作りの場面 

Ⅱ-(1)係一人一役 

	 学年当初の学級活動では、児童が担当する当番活動を決

める（図2）。当番活動とは、「黒板を消す」「配布物を配る」

など、ほぼ毎日活動があり、実行されないと学級全員が困

る内容のものを指す。山口は、この当番活動は一人一役を

原則にしている（向山，1991）。その理由について、全員の

参加を促したいからだと述べている。つまり、学級での出

来事に、全員が参画することを強く望んでいることが伺え

る。	

	 また、「生活班やグループで当番活動を担当する場合もあ

るけれど、どうしても仕事をしない子が出てくる。私は不

公平やずるは絶対に認めたくない。小さなほころびはすぐ

に大きくなってしまって取り返しのつかないことになるか

ら。」と述べている。	

	 これは、学級内で良好な人間関係を構築していくためには、全員が学級に参画することが重要だ

という指摘であり、その典型的な事例として、係一人一役というシステムを学年初期に導入し、一

年間継続して運用していると考えられる。	

	

Ⅱ-(2)ファシリテーターの立候補制および輪番制 

	 山口は、学年開始後2週間で席替えを実施する。また、さまざまな場面において、話し合い活動

図2 一人一役の当番活動を示す掲示 
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を頻繁に取り入れている。そのため、どのような児童が集まるのか分からないくじ引きのような偶

然性が高い方法ではなく、自身の授業スタイル（小集団による話し合い活動の多用）を重視した方

法を用いている。	 	

	 それは、話し合い活動を進める上で欠くことのできないファシリテーターを立候補で募るという

方法である。ファシリテーターとは議論を促進する役割を担う人物である（岩瀬・ちょん，2011）。

ファシリテーターは輪番制としている。そのため、次回の席替えでは今回立候補した児童以外の児

童がその役目を担うことになる。このように、一年間に何度もファシリテーションの技術を経験し

高めていくことを意図しているシステムだといえる。	

	 人間関係づくりのためには、他者理解が重要であるという指摘は多い（例えば、菊地，2015）。他

者理解のため話し合い活動を支えるファシリテーターを育成するシステムを、山口は学年当初に導

入している。	

	

Ⅲ．継続的な取り組み 

Ⅲ-(1)宝の日・Ⅲ-(2)学級年表 

	 山口は、学級みんなで決めたこと達成したり、学級み

んなで協力できたりした日を宝の日として大事にしてい

る。山本（2011）は、友達の良さを認め合い、子どもら

しい元気と活力に満ちた学級を築く鍵は、肯定的な見

方・考え方を培うことにあるとし、肯定の歴史を積み上

げることは、プラスパワーに満ちあふれた学級を築くと

述べている。	

	 山口も同様に、透明な箱や花瓶を用意し、宝の日と認

定されたときには、きれいなガラス玉をいれていく。そ

れがいっぱいに貯まったら、みんなで楽しむレクリエー

ションを行うことにしている（図3）。	

	 また同時に、どのような出来事が、宝の日に認定されたのか一目で分かるように、短冊形の画用

紙に記し、目に見える形で掲示していく（図4）。したがって、宝の日と学級年表は一体化した取り

組みだといえる。	

	

						 	

図4	 教室の背面上に掲示されている学級年表	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

図3	 ガラス玉が貯まってきた宝箱 
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	 掲示される内容のキーワードは初めての出会いの時に語られた「自分から、知恵と工夫、思いや

りの心」と「みんな」である。水落・阿部（2014）は、この「みんな」という言葉は、児童同士が

学び合って学習や学校生活を送る上で、とても大切な基準になると述べている。山口の考える「み

んな」は、だいたい全員ではなく、水落らが指摘するように一人残らず全員という意味である。	

	 このような取り組みを通じて、児童は達成感を共有すると山口は述べている。掲示されることで

視覚化される。また、継続して取り組むことで短冊が多く、長くなっていく。「子どもたちが宝の日

や学級年表によって、仲間のがんばりに気づけるようになる」と山口が述べていることからも、良

好な人間関係の構築につながる取り組みといえる。	

	

Ⅲ-(3)自学帳を積み上げて残す 

	 山口は毎年、自学帳という児童が自主的に家庭学習を行うため

のノートを用意している。そして、1 冊すべてやり終えた児童の

自学帳は、同じ場所に積み重ねて保管している（図5）。学級年表

の取り組みと同様に、達成状況が視覚化されることで、達成感を

共有できると考えている。	

	 また、自分もがんばろうという動機づけだけではなく、みんな

で頑張ることの良さを感じたり、仲間のがんばりに気づけるよう

になったりすると述べている。	

	

	

	

	

Ⅲ-(4)学校行事に向けて気持ちをそろえる 

	 学校行事の前後には、ファシリテーターを中心に話し合いが行われる。学級内にはファシリテー

ターの心得や他のメンバーの心得が掲示され（図6）、どのような意識で話し合いに臨めばよいのか

分かるようになっている。ホワイトボートや模造紙を使って学校生活をふり返るという方法（小林，

2016）もあり、山口の場合も話し合いだけで行われる場合もあれば、ホワイトボードや模造紙を活

用する場合もある。	

	 	 	 	

図6	 ファシリテーターの心得の掲示	

	

図5	 積み上げられた自学帳 
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	 山口は、話し合うことで、たくさんのアイデアが出されるとし、みんなで考える良さを体験を通

して理解したり、他者理解が進んだりすることを意図している。また、特に学校行事に向けての話

し合いの場合は、全員の気持ちをそろえることを意図していると述べている。	

	 例えば、運動会（山口の勤務校では5月に実施）の前には「運動会で活躍する人になるには？」

というテーマで話し合いの場を設定している（図7）。この話し合いでは、活躍する人について、話

し合いの始めは、「一等賞をとる人が活躍する人。」といった競技の順位や内容に関する意見が多か

ったが、話し合いが進むにつれて、「組体操で目立たないけれど、 後まで良い姿勢を保てる人が活

躍する人。だから、真剣に取り組むことが大切。」という意見や「高学年として委員会の仕事をきち

んと行う人も活躍する人。だから、絶対にその気持ちを忘れてはダメだ。」という幅広い意見が出さ

れるようになり、学級全員で意識を高めることができたという。	

	

						 	

図7	 学校行事（運動会）前に行われた話し合い活動	

	

Ⅲ-(5)話し合う場を数多く設定する 

	 山口は、日常的に小集団の児童（通常4名で班を構成）で話し合う場を、学年当初から数多く設

定している。学校行事の前後では、児童全員の気持ちをそろえることを意図していた。一方で、日

常的に数多く設定される話し合いの場合は、他者理解を促すことに加えて、安心感を生む効果があ

ると考えている。	

	 安心感とは、児童にとって当該学級に自分の居場所があると感じ、自己を受け入れてくれる仲間

がいると感じられることである。安心感の重要性に関しては、「支え合える学級づくりには、一見、

無気力に見えたり、問題行動に見えたりする子どもの言動の背景にある要因を多面的に考えてみる

こと（ルールが理解できていない、相手の立場や気持ちを考えることが苦手、一緒に遊びたいなど

の気持ちをうまく表現できない）が大切です。また、支援を必要としている子だけでなく、どの子

も「困っていることが教師や友達に伝えられる」といった安心感が持てるようにしたり「一緒に考

えていこう」といった学級の雰囲気を作ったりすることが大切です。」（岡山県教育センター，2009）

という指摘があるように、良好な人間関係のもとで築かれる支え合える学級づくりを構築する上で、

安心感は基礎となると考えられる。	

	

Ⅲ-(6)朝のスピーチ 

	 山口の学級では、学年開始4日目から一日一人ずつのペースで、毎朝スピーチを行っている。「本
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来であれば、毎日2、3人ずつ行いたいが限られた時間では一人が限界。けれど、毎日必ず行うこと

にしている」と述べていることからも、重要視している取り組みだといえる。	

	 朝のスピーチでは、タブレット端末で撮影した写真を大型テレビに接続して行うために、タブレ

ット端末の活用スキルの向上を意図している面もある。しかし、それ以上に「この人はこんなこと

に関心があるのか、初めて知った。」という他者理解の促進を重視していると答えている。	

	 また、他者理解を重視しているからこそ山口は、発表方法、声の大きさなどの発表技術、発表内

容について、ほとんど助言や改善の指示はしないとし、それら以上にスピーチの内容について、賞

賛することが多いと答えている。このことから、朝のスピーチは表現力の向上を意図しておらず、

人間関係構築に寄与する取り組みといえる。	

	

Ⅲ-(7)会社活動 

	 会社活動とは、創造的活動のことであり、内容があらかじめ決められた当番活動とは異なり、子

どもたちが協働的に、そして創造的に行う活動のことをいう（図8）。山口は、学年当初から会社活

動を実践している。その際には、「ひと・もの・こと」がうまく繋がるように学習環境を整えること

を重視していると答えている。	

	

					 	
図8	 会社活動の記録が残る掲示板	

	

	 特に、人間関係の構築の面から考えると、「ひと」に関する取り組みとして、一人で会社を設立す

ることは認めずに、二人以上という条件設定をしていることや会社間の連携を促すことを行ってい

る。このような活動を通して、児童同士に新たな人間関係が生まれたり、他者理解が進んだりする。	

	 そして、自分の得意なことや好きなことを通して、学級に参画する意識が生まれると山口は答え

ている。	

	

Ⅲ-(8)朝の関所 

	 朝の関所は、学級の仲間が登校したときに実行して欲しいことを、担当児童がミニホワイトボー

ドにメッセージ（指示）を前日に書いておき、教室の入り口に掲示するという取り組みである。指

示の内容に特に制限はないが、登校してきた他の児童が一日を楽しく始められるようなメッセージ

が書かれる（図9）。例えば、「あなたの一番大切なものを思いうかべましょう！」と書かれている。

登校してきた児童は、それぞれが思う一番大切なものを思い浮かべて教室に入る。他にも、なぞな
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ぞが出されることもある。	

	

							 	

図9	 教室前に置かれた朝の関所（ミニホワイトボード）	

	

	 朝の関所は、プラスパワーのあふれる学級づくりに向けた取り組みといえる（山本，2006）。また、

菊池（2014）は、眠そうな顔つきでだらだらとした態度で教室に入ってくる子どもたちが増えてき

たとし、子どもたちが自分から学ぶ体と頭になるような「しかけ」を用意すると述べた上で、学び

合う仲間とその絆を強くする活動の一つにミニホワイトボードへメッセージを書く取り組みを行っ

ている。	

	 山口自身も、教室に和やかな雰囲気を作り出すために行っていると答えている。この取り組みか

ら、人間関係を構築していくための素地づくりの重要性が指摘できる。	

 

Ⅳ．単発的な取り組み 

Ⅳ-(1)なくしたい言葉、あふれさせたい言葉 

 学年当初の学級活動の時間に、山口は児童たちに「な

くしたい言葉、あふれさせたい言葉」を考えさせる取

り組みを行っている。児童同士の良好な人間関係構築

のために、同様の取り組みを実践している中雄（2014）

は、この取り組みについて、根本にある「言葉」を整

えていくことで、子どもたちの考えも行動も変わると

し、結果的に、子ども同士の関係は温かくなり、学級

の雰囲気も調和した集団的なものになると述べている。	

	 山口も同じように、他者を思いやる気持ちを持たせ

ること、そして思いやりの気持ちを意識づけることを

意図した取り組みであると答えている。また、あふれさせたい言葉はあたたかい雰囲気のする赤の

題字、なくしたい言葉は冷たいイメージのある青の題字で、模造紙に書き児童がいつも見られる場

所に掲示している（図10）。	

	

Ⅳ-(2)ホワイトボードを活用した学習ゲーム 

	 山口は、学年当初の授業開きとしてホワイトボードを活用している。4 人から構成される学習班

図10	 模造紙に書かれた言葉の掲示 
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に1枚のホワイトボードとペンを１本だけ用意する。よく用いる教材は、漢字探しゲームである。

漢字探しゲームとは、縦横斜めに直線が入った四角形の中に、いくつの漢字が隠されているかを見

つけるゲームのことである。	

	 山口は、授業を開始する際に「1本のペンは思いやりを持って仲間に回すこと」「どんなことがあ

っても仲間を責めない」ことを話す。実際の漢字探しゲームの場面では、困っている友達にヒント

を出す児童の姿や、他の班のがんばりをたたえる児童の姿が見られるという。そのような場面を、

見逃すことなく、価値づけると答えている。	

	 また、「子どもたちは、その行動の価値に気づかない。だからこそ教師は価値づけていく必要があ

ると思う。」と述べていることから、この学習ゲームを通して、人間関係の構築を意識した取り組み

を行っているといえる。	

	 山口の行っている児童の姿を価値づけるという教育行為に関して、三崎（2010）は「子どもたち

の学びや学びの集団を自然に発生させるためには、授業中に分からないことが出てきたら、周りの

子どもたちに聞いて教えてもらったり自分の分かったことを教えてあげたりすることが良いことな

のだということを子どもたちに伝え、共有することである。」と述べている。価値づけ、共有するこ

とで望ましい人間関係のあるべき姿が方向付けられる。	

	

	

総合考察 

	

	 山口は、Ⅰ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム作りの場面、Ⅲ．継続的な取り組み、

Ⅳ．単発的な取り組みの4分類の中でも、Ⅲ．継続的な取り組みを も多く行っていた。また、Ⅱ．

システム作りの場面での取り組みは、同様のシステムがメンバーを変更しつつ、年間を通じて継続

されるものである。これらのことから、学年初期であったとしても、一年間を見通して計画的に良

好な人間関係の構築を目指した取り組みを行っているといえる。	

	 学年当初には、教師の思いを力強く記したり、語ったり（Ⅰ-(1)児童向けのメッセージを黒板に

書く、Ⅰ-(3)教師の初めての語り）していた。それだけではなく、児童の行動を賞賛し、価値づけ

るための取り組み（Ⅳ-(2)ホワイトボードを活用した学習ゲーム、Ⅲ-(2)学級年表）を行っていた。

学年当初という時期だからこそ、当該教室における望ましい児童の行動を方向付ける取り組みが見

られたと考えられる。	

	 また、学年当初特有の児童の不安な心情に対応するために、Ⅰ-(2)記名したノートを一人一人の

机に置く、Ⅲ-(5)話し合う場を数多く設定する、Ⅲ-(8)朝の関所といった、学年当初というタイミ

ングを考慮した取り組みを行っているといえる。	

	 さらに、15事例には、直接的に、他者とのコミュニケーションを通して人間関係の構築に寄与す

るⅡ-(2)ファシリテーターの立候補制および輪番制、Ⅲ-(6)朝のスピーチ、Ⅳ-(2)ホワイトボード

を活用した学習ゲームなどの取り組みと、間接的に、他者とコミュニケーションしやすくなるよう

な雰囲気を作り出すⅢ-(1)宝の日、Ⅲ-(2)学級年表、Ⅳ-(1)なくしたい言葉、あふれさせたい言葉

などの取り組みが意図的に実施されていた。このことは、授業力量の高い教師は、明確な戦略（ス

トラテジー）と多様な戦術（タクティクス）を駆使し、理想の児童像を実現するという中川・小林
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（2007）の知見に合致している。	

	 特別活動の学習と教科の学習を関連させることの重要性は水落・阿部（既出）が指摘しているこ

とからも、山口の場合、教科学習においても人間関係構築のための取り組みが多く行われていると

予想できる。	 	

	

	

結論 

	

	 本研究では、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向するミドルリーダ

ーの山口を対象に、特別活動における人間関係構築のための学年初期の取り組みについて半構造化

インタビューを実施し内容を検討した。	

	 その結果、取り組みをⅠ．児童との初めての出会いの場面、Ⅱ．システム作りの場面、Ⅲ．継続

的な取り組み、Ⅳ．単発的な取り組みの4つに分類することができた。また、4分類合わせて15事

例の取り組みが確認できた。これら 15 事例の取り組みについて、山口の意図を検討した結果、15

事例すべてにおいて、人間関係の構築に該当することが認められた。	

	 山口は、学年当初特有の取り組みを行う一方で、Ⅲ．継続的な取り組みを も多く行い、一年間

の児童の成長を見通した取り組みを行っていた。また、人間関係の構築に直接的および間接的に寄

与する取り組みを、バランスよく採用していることが明らかになった。	

	

	

今後の展望 

	 	

	 本研究における調査対象は、児童が協働的に学び合う授業を、自身の授業スタイルとして志向す

るミドルリーダーの教師であった。今後は、教員歴5年未満の若手教師を調査対象にし、山口との

共通点や差異点を明らかにするような比較の観点から研究を進めていくことが考えられる。	

	 また、本研究では取り組みの時期を学年初期に限った。それは特別活動における人間関係構築に

関する取り組みが、他の時期よりも多く出現すると予想したからである。今後は、年間を通して行

われる取り組みとその効果についても対象としていくことを目指したい。	
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東日本大震災後の福島県内被災地児童生徒の状況 

―― 身体活動に関わる状況を中心に ―― 

  

籠 谷 尚＊ ・ 五 十 嵐 千 尋＊＊ ・ 高 橋 真 理＊＊＊ ・ 松 坂 晃＊＊＊＊ 

(2016年10月28日受理) 

 

 

Situation of Fukushima Disaster Area Students after the Great East Japan Earthquake: 

 Emphasis on Topics Related to Physical Activity 

 

Sho KOMORIYA, Chihiro IGARASHI, Mari TAKAHASHI and Akira MATSUZAKA 

 

 

キーワード：東日本大震災，身体活動，放課後，子ども，インタビュー 

 

本研究は，東日本大震災とその後の放射線災害により避難した福島県内の学校および避難者を受け入れている学校の

教員等 12名を対象に，震災から 4年半経過した時点の児童生徒の状況，とくに身体活動に関係する状況についてインタビ

ュー調査を行ったものである。その結果，屋外活動の制限が，一時期とはいえ成長過程にある子どもの運動発達や社会性

の発達に影響していること，様々な背景を抱えた精神面の影響が今でも続いており進行していることが推察された。運動ス

ポーツへの期待は大きいが，一部には部活動が成立しにくい状況や，放課後活動への参加が難しい状況も窺われた。大震

災の身体的・精神的影響が続く子どもにこそ，放課後活動の環境を整えることが必要と考えられた。 

 

 

はじめに 

 

2011 年 3 月の東日本大震災にともなう東京電力福島第一原子力発電所の事故により，国は半径

20km圏内に避難指示，20kmから 30km圏内に屋内退避指示を発令した（ふくしま復興ステーショ

ン2016a）。その後，時間経過とともに避難指示区域の見直しが進められ，帰宅困難区域，居住制限

区域，避難指示解除準備区域に指定され対策が進められている。福島県災害対策本部によると 2016

年 8月時点の避難者は，県内への避難者 47,157人，県外への避難者 40,833人，避難先不明 20人，

合計 88,010 人であり，多くの人々が県内外で避難生活を続けている（ふくしま復興ステーション

2016b）。その中で，18歳未満の子どもの避難者は，県内 12,103人，県外 10,557人，合計 22,660人

である（2015年10月1日現在）（ふくしま連携復興センター2014）。 

 

――――――――  
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放射性物質の飛散により，子どもたちの屋外での運動遊びや体育授業も多くの制限を受けた。大

震災から約１ヶ月後の2011年4月19日に文部科学省（2011a）は「福島県内の学校の校舎・校庭等

の利用判断における暫定的考え方について」を福島県教育委員会等に通知した。その内容は，「非常

事態収束後の参考レベルの 1－20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と

し，今後できる限り，児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる」と

し，「校庭・園庭で 3.8μSv/時間以上の空間線量率が測定された学校については，当面，校庭・園庭

での活動を1日あたり1時間程度にするなど，学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適

当である」とするものである。その後，5月 27日の通達（文部科学省 2011b）では「当面，年間 1

ミリシーベルト以下を目指す」とし，校庭・園庭の空間線量率が毎時 1マイクロシーベルト以上の

学校に，校庭・園庭における土壌の線量低減策を講じる設置者に財政的支援を行うこととした。さ

らに，8 月 26 日の通達（文部科学省 2011c）では，「暫定的考え方」は夏季休業終了（おおむね 8

月下旬）までの期間を対象とした暫定的なものであり，夏季休業終了後，学校において児童生徒等

が受ける線量については，原則年間 1mSv以下とし，これを達成するため，校庭・園庭の空間線量

率については，児童生徒等の行動パターンを考慮し，毎時 1μSv 未満を目安とした。こうした通達

を受け，福島県内の各市町村では屋外活動制限について，「一律で制限」，「学校の判断に委ねる」，

「制限なし」など自治体によって対応が分かれたが，2012年4月までには多くの自治体で制限が解

除された（遠藤2015）。 

こうした屋外活動の制限は一時的な影響だけでなく，屋外活動の制限解除後も避難生活を余儀な

くされている状況や再開後の学校へ戻る児童生徒が少ない状況も考慮すると，児童生徒の心身に

様々な影響を及ぼしていると考えられる。 

福島県教育庁健康教育課（2015）の発表によると，平成27年度全国体力・運動能力，運動習慣等

調査において，福島県の子どもの体力合計点は小学5年生女子を除き全国平均を下回っている。こ

の状況は平成25年度，平成 26年度と徐々に改善されてきた中での結果であり，大震災の影響が，

震災からの復興や学校等の努力とともに改善されてきたことを示すものである。言い換えれば大震

災にともなう混乱や屋外活動の制限が，一過性とはいえ成長期にある子どもの体力に影響を与えた

とみることができる。地区別体力合計点をみても，混乱の少ない会津や南会津地域で高く，混乱の

大きかった相双・いわき地域で低い傾向にあり，大震災が子どもの体力に大きな影響を与えたと考

えられる。また，肥満傾向児の割合も全国平均を上回っている。その差は僅かずつ縮小し改善傾向

に向かっているけれども，平成27年度調査でも依然としてその状況は変わっていない（福島県統計

課 2016）。この傾向は福島県全体の統計資料によるもので，避難の継続や屋外活動制限との関係に

ついては詳しく検討しなければならないが，それが改善に向かっていることからすれば，やはり大

震災の影響と考えることもできる。 

本研究では，地震・津波・放射線災害にともなう屋外活動の制限や避難および避難者の受入れ等，

福島県内でも震災の影響が大きかった地域の学校教員および養護教諭等を対象に，震災から 4年半

経過した時点での子どもの様子や子どもを取り巻く状況，とくに身体活動を中心とした状況につい

て調査し，その現状と課題を明らかにすることを目的とした。 
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研究方法 

 

調査対象は教諭5名，養護教諭 6名，県職員1名，合計 12名である。現職にある方と震災時は勤

務していたが現在は退職された方がおり，教科は体育と理科で，学校種は小学校，中学校，高等学

校で，管理職も含まれる。震災時の勤務地はいわき市，福島市，富岡町，南相馬市，双葉郡，茨城

県，宮城県，山形県等であり，調査時の勤務地はいわき市，福島市，郡山市，双葉郡，三春町等で

あった。大震災直後に児童生徒の転校等の業務に従事された方や避難先で業務を続けておられる方，

学校再開の準備に携わっておられる方，全町避難により故郷を離れて再開した学校に勤務されてい

る方等が含まれている。 

調査依頼に際して，研究の目的，インタビュー所要時間，主な質問内容を説明し，協力の承諾を

得た。調査で得られた内容において，個人を特定できる情報は公表しないことを伝えた。また，児

童生徒に直接インタビューすることも実態を知るためには必要と考えたが，子どもの精神面への負

担を考慮し教員のみを調査対象とした。調査時期は平成 27年10月～12月であった。 

あらかじめ全国および福島県の体力運動能力調査の結果や学校保健統計調査，さらに福島県教育

委員会による資料等をもとに現状を把握するとともに，放課後子ども総合プランや諸外国の放課後

活動などの情報を集めて，質問項目を設定した。これをベースに半構成的面接法によりインタビュ

ー調査を行った。時間はひとり 60分～90分程度，聞き取り者は4人で，それぞれがメモをとった。

録音は行っていない。 

インタビュー終了後数日以内に，各自がメモしたインタビュー内容をもとに 4人の聞き取り者で

話し合った。発言の内容を確認しながら意味のあるひとつの文章として抽出し 1枚のカードに記入

した。得られたカードを KJ 法により分析した。意味内容の類似性に着目してカードをグループ化

した。語られた意味を文章化したものを「内容」，それらを代表するキーワードを《サブカテゴリー》，

サブカテゴリーをまとめたものを【カテゴリー】とした。 

 

 

結果と考察 

 

 インタビューから得られたカードは 133枚であり，26のサブカテゴリー，6のカテゴリーが抽出

された。サブカテゴリーとカテゴリーを表 1に示した。6 のカテゴリーは【震災後の福島の現在の

状況】，【屋外活動の制限がもたらした影響】，【子どもの精神面への影響】，【スクールバスの問題】，

【運動スポーツへの期待】，【放課後児童クラブの課題】である。 

 

１．【震災後の福島の現在の状況】 

 ここでは，38の内容が得られ，8のサブカテゴリー，すなわち《放射線に対する意識の低下》，《除

染活動の継続》，《放射線に対する親の不安》，《避難先への子どもの適応》，《人口の流失》，《学校再

開の難しさ》，《成立しない部活動》，《放課後の子どもの孤立》によって構成された。 

震災当時は放射線量に敏感になっていたが，地域によっては《放射線に対する意識の低下》がみ

られ「現在，福島県の人は放射線について神経質になっていない」との発言があった。しかし，「校
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舎周辺の除染は進んだが近くの河川敷や土手は除染が進んでいない」，「樹林地は栄養分のある土と

の兼ね合いがあり思うように除染が進んでいない」，「山の除染は進んでいない」など，除染しよう

としても課題があるという内容で，《除染活動の継続》の問題がある。こうした状況の中，空間線量

率が下がったとはいえ《放射線に対する親の不安》から「子どもを自然の中で積極的に遊ばせるこ

とに反対傾向にある」とされる。 

 親の不安に加えて，経済的な停滞や生活基盤復旧の遅れがあり，さらに「子どもは○○への郷愁

はない」，「子どもは適応力があり避難先が新しい故郷になりえる」，「避難先で適応している子が多

く戻る必要がない」など《避難先への子どもの適応》があるという。このため，「新入生がほとんど

いないため消滅に向かっている学校もある」など《人口の流失》が続いている。こうした中で「制

限区域が一部解除され帰還準備に入った」学校もあり「学校が再開できるかもしれない」という期

待がある一方で，「制限が解除されてもその区域に子どもを入れたくない親が多い」ことや「ライフ

ラインが整っていない」ため《学校再開の難しさ》がある。都市部を離れると「子どもが少ないた

め部活動が成立しない地域がある」ことや「人数が減り廃部になったものもある」など，人口減少 

 

表1 インタビューから得られたカテゴリーとサブカテゴリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー　 サブカテゴリー

震災後の福島の現在の状況 放射線に対する意識の低下

除染活動の継続

放射線に対する親の不安

避難先への子どもの適応

人口の流出

学校再開の難しさ

成立しない部活動

放課後の子どもの孤立

肥満の増加

社会性の未成熟

体験機会の減少

運動発達機会の減少

室内志向の固定化

子どもの精神面への影響 避難が与えた心の負担

気配りと内向化

心の傷の持続

保護者の不安定化が与えた影響

スクールバスの問題 生活習慣の悪化

運動機会の減少

運動スポーツへの期待 運動機会確保の積極的取り組み

部活動再開により得た活力

避難先での活動再開

放課後児童クラブの課題 参加条件の難しさ

運営予算の不足

教育的機能の向上

支援員の資質向上

屋外活動の制限がもたらし
た影響
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地域では《成立しない部活動》の問題がある。また，「避難による家族形態の変化により子どもがひ

とりで過ごす時間が多くなっている」，「地域にスポーツ少年団はない」，「仮設住宅などに住んでい

る子どもは近くに友達がいないため家にこもっている」，「仮設住宅の中に放課後児童クラブがある

が子どもの数が少ないためあまり需要がない」とされ，《放課後の子どもの孤立》が推察された。 

 

２．【屋外活動の制限がもたらした影響】 

 このカテゴリーでは，28 の内容をもとに 5のサブカテゴリーが得られた。《肥満の増加》，《社会

性の未成熟》，《体験機会の減少》，《運動発達機会の減少》，《室内志向の固定化》である。 

 屋外活動の制限は地域によって異なるが半年から 1年続いた。また，制限解除後も屋外で遊ばせ

ることに懸念を持つ親も多い。先にふれたように，福島県全体でみると肥満傾向児の割合は全国平

均を上回っている。被災地の学校現場の実感としても，「屋外活動の制限により子どもたちは家の中

にいることが多くお菓子を食べて食事をとらない子どももいる」，「現在の子どもたちは運動量が減

っている一方で食べる量は変わっていないため肥満につながっている」など食生活に関する問題が

あることが指摘され，「福島県はもともと肥満が多かったが震災後さらに増加したため屋外活動の制

限が何らかの影響を与えた可能性がある」とされ，一過性とはいえ屋外活動の制限が《肥満の増加》

に影響を与えたことが推測できる。 

 「屋外活動の制限により外遊びの機会が失われ人とのかかわりが少なくなっている」，「喧嘩の内

容が幼稚になっている」，「遊びの中で運動が苦手な子が責められるなどのトラブルが多い」という

ことから屋外活動やスポーツ場面をとおしたコミュニケーション能力や協調性の獲得といった社会

性が育まれていない，すなわち《社会性の未成熟》が懸念されることが分かった。また，「子どもた

ちは自然を体験する機会が奪われている」，「子どもたちは運動の楽しさや汗を流すことの爽快感を

感じる機会が少ない」ということから，自然と触れ合う楽しさや運動の爽快感を味わうことの機会

が減っていることが分かった。さらに，お祭りなどの村の行事も含めて「子どもにとって貴重な経

験となる体験の機会が奪われている」，「震災の影響で卒業式や入学式が行えなかった学年は気持ち

の切り替えに時間がかかっている」，「陸上大会や水泳大会を経験できなった子もいる」など，達成

感を味わう機会や気持ちを切りかえる機会が失われており，《体験機会の減少》は子ども時代の大切

なイベントとなる体験や行事の喪失を意味していた。 

 「震災当時小学生だった子どもの走り方に違和感を覚えることが多い」，「震災当時小学生だった

子どもはボールを投げることが上手ではない」などの基礎的運動技能の未発達が感じられている。

「転び方や受け身の仕方が身についていない子どもたちが増えてきている」，「震災当時小学生だっ

た子どもは軽い衝撃でも骨折しやすい」といわれる。小学生という，基礎的運動技能発達の重要な

時期の《運動発達機会の減少》は，震災から 4年半経過した時点でも影響が残っている，すなわち

運動技能面のキャッチアップができていないことを示唆する。このことは，次の《室内志向の固定

化》も影響している可能性がある。「震災当時外遊びができなかったため子どもの中遊びが加速した」，

「屋外活動の制限が解除になった後でも運動したくない子どももいる」，「現在の子どもたちは室内

で過ごすことが当たり前だと思っているため外遊びが減少している」，「とくに女子は屋内での活動

が習慣化し，安全になっても外で遊ぼうとしない子もいる」という内容があげられ，屋外活動の制

限が解除された地域でも子どもたちが屋外で遊ぼうとしないことが分かった。中村(2014)は郡山市
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の子どもの体力・運動能力についてコホート研究を開始し，その中で，低線量放射線環境下におけ

る保護者の強い懸念もあり，総運動時間が，とくに女子のそれが減っていると指摘している。 

 

３．【子どもの精神面への影響】 

 このカテゴリーにおいては 28の内容が抽出され，4のサブカテゴリー，すなわち《避難が与えた

心の負担》，《気配りと内向化》，《心の傷の持続》，《保護者の不安定化が与えた影響》によって構成

された。 

 制限区域からの避難に加えて，自主避難，母子避難も多いとされる。「避難や転校は子どもにとっ

て心の負担が大きい」，「避難させることが子どもにとって身体的には良いが精神面の負担は大きい」，

「避難している子どもの中には我慢しなければならないことが多かったため気持ちが満たされない

子どもが多かった」，「子どもの意思を確認せず避難した家庭も多い」，「避難先で適応できなかった

子が福島に戻ってきても適応できていない例もある」など，《避難が与えた心の負担》は大きいこと

が推察される。 

 「特例制度による支援が周りの子どもに分かるように配布し問題となった」，「様々な背景を抱え

自分のことを話しづらい子どももいる」，「周りの子どもたちは避難し転校してきた子どもに対して

状況や事情を詳しく聞かないようにしていた」などの発言から，《気配りと内向化》，すなわち被災

した子どもに対して周りの子どもや教員は充分に配慮しながら対応し支えている様子とともに，重

いものを放散できずに抱えながら生きている子どもの状況があることを忘れてはならないと考えさ

せられた。「震災により友達を失った子どもたちはそのことを現在でもずっと抱えている」，「震災で

家族を亡くした子どもは周りの子どもたちに知られたくないと思っている」，「震災の影響は落ち着

いてきたが心の傷の問題はまだ続いている」など，とくに《心の傷の持続》は忘れてはならない。 

 さらに，保護者を介した子どもへの負担の問題もある。「逆単身赴任により夫婦間や家族間の問題

が生じた」，「世代間の意識の違いにより家族関係が悪化する場合もある」，原子力損害賠償にともな

い「働かない親を見たり夫婦関係の悪化が子どもの精神面に影響を与えている」，「親の心の不安定

さが子どもの精神面に大きく影響している」などから《保護者の不安定化が与えた影響》も推察さ

れ，金銭面の問題に加えて，避難の際に父親だけ残る逆単身赴任や祖父母と両親の考え方の違いに

よってこれまで三世代同居していた家族関係が崩れ，そのことが子どもにとってストレスにつなが

っていることが伺われた。 

 

４．【スクールバスの問題】 

 この問題は，学校全体が避難しそこへ避難先の居所からスクールバスで1時間前後の時間をかけ

て登下校している児童生徒の状況に関する問題である。8の内容があり，《生活習慣の悪化》と《運

動機会の減少》の2つのサブカテゴリーが得られた。 

 「車内でお菓子を食べたりゲームをするなどスクールバスでの登下校は問題が多い」，「スクール

バスでの登下校の時間が長いため二度寝してしまい学校に着いたときには元気がない子どもが多

い」，「スクールバスでの登下校により家で過ごす時間が増えゲームをする時間が増えた」などの発

言が多く《生活習慣の悪化》につながっている。また，「スクールバスでの登下校は歩くことや走る

ことの習慣化に悪影響を及ぼす」，「スクールバスでの登下校により体力向上の機会が少なくなった」，
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「小学生は授業が終わった後すぐにスクールバスで下校するため放課後に校庭で遊ぶことができな

い状況にある」，「一時間くらいのスクールバスでの登下校のため徒歩での登下校だった時に比べ運

動が出来ていない」など《運動機会の減少》につながっている。 

 

５．【運動スポーツへの期待】 

 ここでは16の内容から 3のサブカテゴリー，《運動機会確保の積極的な取り組み》，《部活動再開

により得た活力》，《避難先での活動再開》が得られた。 

 福島県では「運動身体づくりプログラム」を作成して「動ける体・動きたい体」の育成をめざし

て取り組んでいる（福島県教育委員会 2014)。こうした県全体の取り組みとともに，被災地では「木

曜6時間目に全校体育の時間をつくり運動する機会をつくっている（中学校）」，「毎日昼休みに校庭

を一周以上するようにしている（小学校）」，「週一回３０分程度のスポーツタイムがある（中学校）」，

「週一回でクラブ活動『スポーツクラブ，クリエイトクラブ』を行っている」，「体育館を新設し部

活動を始めた」，「土曜日に部活動の時間を確保し平日の運動不足を補っている」などの発言があっ

た。これらは一般に多くの学校で取り組まれているけれども，学校全体が移転し，児童生徒が少な

く，スクールバスで登下校し放課後の時間がとれない中での取り組みであり，《運動機会確保の積極

的な取り組み》といえる。「部活動が始まり生徒の顔色が明るくなり気持ちが強くなったように感じ

られる」，「部活動が始まり生徒のあいさつが元気になった」という実感が込められた発言があり，

《部活動再開により得た活力》はきわめて大きい。「ある中学校では特定の部活の生徒だけが移転し

寮生活をしながら活動を続けている例がある」，「サテライトがありそこで部活を続けている例もあ

る」など，被災地の高校では移転先のサテライト校で授業と部活動が続けられたり，特定の運動部

の生徒が集団で移転し部活動を続けるなど，《避難先での活動再開》に取り組んでいた。 

 

６．【放課後児童クラブの課題】 

 ここでは15の内容から 4のサブカテゴリー，《参加条件の難しさ》，《運営予算の不足》，《教育的

機能の向上》，《支援員の資質向上》を得た。 

 「放課後児童クラブの施設は学校や児童館等が使われている」，「放課後児童クラブには市内の小

学生の約32％の小学生が通っている」，「放課後児童クラブは小学１～６年生の児童が対象となって

いる」，「放課後児童クラブは平日は毎日行われていて月一回程度土曜日にも行われている」という

ことから，放課後児童クラブの概要を把握することができた。「放課後児童クラブでは希望者が多い

が施設の大きさや場所の問題があり受け入れる環境が整っていない」，「両親が共働き，誰も家にい

ないなどの条件を満たさなければ放課後児童クラブに入ることができない」など《参加条件の難し

さ》がある。また，「女性の社会進出のために子どもを預ける場所の確保が求められている」と指摘

されたように，子どもの教育機会や運動機会の確保という面よりも親の仕事や女性の社会進出など

が背景にあるとされている（厚生労働省 2015, 2016）。「放課後児童クラブの運営費は市が出してい

る」，「放課後児童クラブの雇用や人件費の問題の解決が望まれている」ということから，《運営予算

の不足》の問題がある。「放課後児童クラブでの活動内容は宿題，自由遊び，読書など運動に限らず

様々なことを行っている」，「放課後児童クラブは子どもの安全確保のために作られたが現在では教

育的機能を取り入れている」など《教育的機能の向上》に取り組んでいる。また，「支援員の資質向
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上のために教材研究の必要性が挙げられている」，「支援員に資格制度を設けることで資質向上を目

指している」など《支援員の資質向上》にも取り組んでいた。 

 

７．まとめ 

 本研究では，避難指示を受けて避難した学校および避難した児童生徒を受け入れている学校の教

員を中心にインタビュー調査を行った。そこには，屋外活動の制限を受けた福島市や郡山市の学校

の教員や，制限区域内市町村の職員も含まれている。調査した地域が限られるとともに，インタビ

ューで語られた内容は印象の強い特徴的なものが多い可能性もある。また，12名の教員・県職員か

らの聞き取りに限られ，児童生徒や保護者からの情報も欠けている。 

 こうした限界があるけれども，語られた中で，大震災から 4年半経過した時点でも児童生徒への

影響は続いている，という印象を強く受けた。ひとつには【屋外活動の制限の影響】であり，子ど

も期の運動をとおした成長・発達の機会を失い，それが肥満や体力低下，運動技能の未熟につなが

っている点である。また，これに《室内志向の固定化》や《体験機会の減少》が加わり，子どもの

《社会性の未成熟》につながっている点である。ふたつには【子どもの精神面への影響】で，津波

の直接被害やその後の放射線災害にともなう避難・転校・保護者の不安定化が子どもの今に影響を

与えており，現在も進行しているという点である。このような状況に学校では学校全体で取り組ん

でいる。同時に行われた共同研究（五十嵐2016）において，養護教諭から「日々の声かけを大切に

し，いつでも相談しやすい関係を築く」，「子どもたちからSOSが出たときに，すぐに支援できるよ

うに見守る姿勢で関わる」と語られ，様々な状況をかかえる一人ひとりの児童生徒に気を配りなが

ら見守っている。また，食事や睡眠などの生活習慣に関する指導とともに運動機会の確保に努めて

いる。 

「部活動が始まり生徒の顔色が明るくなった」と語られたように【運動スポーツへの期待】は大

きい。被災地の中でも福島市や郡山市では早期に部活動が再開され，通常の学校生活を取り戻して

いる。しかし，避難指示区域内にあった学校の児童生徒は，転校先で新たなチームに加わるか，従

来のチーム全体がサテライト校へ移転し部活動を継続するか，あるいは生徒数が減り部活動が成立

しないか等の状況にあると思われる。住居や家族，学校など子どもを取り巻く環境が厳しい状況に

ある生徒ほど部活動参加が難しいと思われるが，こうした生徒ほど《部活動再開によって得られる

活力》は大きい。 

また，被害の少なかった市町村では放課後児童クラブの再開も早かった。こうした地域では児童

生徒数が多く保護者からの期待もあり，従来から放課後児童クラブが開設されていた。また，福島

県では屋内遊び場確保事業を展開し，福島市，郡山市，いわき市などに「キッズルーム」，「ちびっ

こ広場」等々の居場所をつくった。しかし，これらも市街地と主要道路沿線に集中しており，保護

者同伴が原則とされることが多い（竹田と斎尾 2016，ふくしま復興ステーション2014）。避難した

児童生徒がどの程度それらを利用しているか，本調査ではわからなかった。仮設住宅で暮らす児童

が転校先の放課後児童クラブを利用できるのか，スクールバスで登下校する児童は放課後児童クラ

ブを利用する時間があるのか，そもそも避難先の市町村の行政サービスを受けることができるのか

等，調査が必要だろう。諸外国の放課後活動をみると，それには正規授業の延長，学力向上，安全・

安心な居場所の確保，多様な経験の提供，保護者の負担軽減，教育格差の是正，青少年の健全育成，
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さらに移民教育などのねらいがあるという（明石ら 2012）。子どもは集団の中で育つことを考える

と，保護者側の事情にかかわらず，大震災の身体的・精神的影響が続く子どもにこそ放課後児童ク

ラブが必要といえる。子ども期は限られており，災害による被害が長期に及び，子ども期がその時

期と重なった場合，それを取り戻すことはできない。災害時には学校再開に力を入れると同時に，

子どもの放課後活動の機会を意図的に作るべきではないかと考える。 
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特別支援学校保健体育学習指導案公開の難しさについて 
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Some Difficulties of the Publication of Physical Education Lesson Plans 

in Special Needs Schools 

 

Honoka KUNIMATSU, Akira MATSUZAKA and Osamu KABURAGI 

 

 

キーワード：特別支援学校，知的障害，保健体育，学習指導案，インタビュー 

 

特別支援学校の学習指導案の公開数は決して多くはない。本研究では体育の教科に着目し，学習指導案公開の難しさ

の背景をさぐるため特別支援学校教員等33名を対象に面接調査を行った。KJ法により，意味のあるひとつの文章として178

枚のカードが得られ，28のサブカテゴリーとその上位の 6のカテゴリーにまとめた。 

特別支援学校の教員は様々な工夫をしながら体育の授業に取り組んでおり，体育を軽視している訳ではない。しかし，児

童生徒の障害等を含めた実態の記載による個人情報の問題，体育と特別支援教育の両面の専門性の問題，体育特有の授

業改善の難しさ，また，大きな集団で授業を行うことの難しさ等から学習指導案公開の困難さが生じている。こうした指導案公

開の困難さに加えて特別支援学校教員の絶対数の少なさが，特別支援学校の保健体育に関する情報不足につながってい

ると考えられた。授業改善を進めるには，指導事例や教材・教具に関する情報を蓄積する全国的なネットワークシステムが必

要と考える。 

 

 

はじめに 

 

学習指導案は教員による授業展開の設計図であるとともに，授業研究における先行事例として価

値のあるものといえる。公開されている学習指導案を収集し，それらの総合的分析を踏まえて，新

たな学習指導案を作成していくことは，授業改善のひとつの方策として有効であろう。 

各都道府県の総合教育センター（各県によって名称は異なる）では学習指導案を収集しているが，

県内教員に限定しているところも多く，全国的に学習指導案を収集することや比較検討することは

必ずしも容易でない状況にある。インターネットで各都道府県の総合教育センター等にアクセスし 

――――――――  

*水戸市立上大野小学校  **茨城大学教育学部  ***茨城大学教育学部附属特別支援学校 
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学習指導案を探したところ，県内県外にかかわらず一般に公開している県は 47 都道府県の中で 19

県であり，その中で特別支援学校の学習指導案を掲載しているのは13県であった。さらに，特別支

援学校の体育に限定すると学習指導案を掲載していたのは 6県だった。公開されている学習指導案

の中では，小中学校のそれが多いけれども，特別支援学校の学習指導案は少なく，とくに保健体育

の学習指導案は殆どみられない状況であった。ある県の学習指導案データベースによると，小学校

1,264件，中学校466件に対し，特別支援学校の学習指導案は 87件，その中で「体育」または「保

健体育」のそれは0件であった。また，他の県でも，小学校 720件，中学校623件に対し，特別支

援学校25件，その中で「体育」または「保健体育」は0件であった。 

このようにインターネットで概観する限り特別支援学校の体育または保健体育の学習指導案の公

開件数はきわめて少ない状況にある。本研究では，体育科の学習指導案が公開されにくい背景を探

るとともに，その改善に向けた検討をとおして特別支援学校の保健体育の授業改善に資することを

目的に特別支援学校教員等を対象に面接調査を行った。 

 

 

研究方法 

 

知的障害を主とする特別支援学校 9校（本調査では盲学校・聾学校は含まれていない）の教員 27

名，県教育庁および県教育研修センターの指導主事 6名を対象に面接調査を行った。小学部・中学

部・高等部の教員，体育主任，教務主任，部主事，教頭が含まれる。調査時期は 2015年 11月～2016

年1月であった。個人を特定できる情報については公開しないことを文書で示し，調査協力の了解

を得た。面接はひとりまたは数人を対象とし，あらかじめ質問事項を設定して面接調査を進めると

ともに，対話の展開によっては質問事項から離れた内容についても情報を収集した（半構成的面接

法）。面接場所は勤務校の談話室等で，時間は 60分から90分である。面接時に録音することについ

ては実施しなかった。回答内容をノートに書き取り，それをもとにその日のうちに面接記録を作成

した。 

面接記録から意味のあるひとつの文章として抽出し 1枚のカードに記入した。作成されたカード

は 178枚であった。意味内容の類似性に着目してカードをグループ化した（KJ法）。語られた意味

を文章化したものを「内容」，それらの内容を代表する概念を《サブカテゴリー》，サブカテゴリー

をまとめたものを【カテゴリー】とした。 

 

 

結果と考察 

 

 178枚のカードから，28のサブカテゴリー，6のカテゴリーが抽出された（表 1）。6のカテゴリ

ーは【教員の熱心な取り組み】，【個人情報の問題】，【専門性の不足】，【体育授業改善の難しさ】，【大

きな集団で行う授業の難しさ】，【体育学習指導案に関する情報の不足】であった。 

 

１．【教員の熱心な取り組み】 
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 このカテゴリーのもととなったカードは 50枚で，それらから《本質的な楽しさや自信を育む指導》，

《運動量確保の工夫》，《教材特性の理解》，《視覚的なわかりやすさの追求》，《過干渉への教師の戸

惑い》，《児童生徒の主体性を尊重した指導》の 6のサブカテゴリーが得られた。 

 本研究では，特別支援学校の保健体育授業に関する学習指導案の情報がたいへん少ないことを研

究の始点としているが，「体育を軽視している訳ではない」と語られ，体育授業への【教員の熱心な

取り組み】にも関わらず情報量が少ない，または集めることが難しい状況があるのではないかと思

われた。 

教員は，「運動の楽しさを味わうことができるよう配慮」するとともに，「動かし方がわからない

ことが自信をなくすことにつながるので配慮」しており《本質的な楽しさや自信を育む指導》を心

がけている。「ウォーミングアップで運動量を確保する」ことや，「場所の確保や試技回数を増やす

工夫をしている」，「待ち時間を減らすよう工夫」するとともに，「音楽をかけてランニングをする」

など「ひと汗かく場面」をつくり《運動量確保の工夫》に努めている。また，「サッカーでは攻守の

切りかえの理解が難しい」，「ベースボール型の運動種目は攻守がわかりやすく盛り上がる」，「サッ

カーの指導の難しさは児童生徒がボールを注視しないこと」などが語られ，《教材特性の理解》を深

めようとしている。さらに，体育の指導において手足の動かし方やゲーム中の動き方などを言葉で

伝えることは難しいことから，「教師が模範をみせる」，「タブレット端末を使用し自分の動作をチェ

ックさせている」，「パスコースなどを理解させるために図解したパネルを用意し実演した」，「作戦

を立てられるように例を図解した」など《視覚的なわかりやすさの追求》をしている。 

「ゲームを成立させるために・ゲームを体験させるために手を引くことがある」，「ボール運動で

は教師が手を出したくなる」，「保護者からの期待もあり児童生徒に関わりすぎてしまう」などの一

方で，「児童生徒に寄り添うことが指導につながらないこともある」と語られたように体育授業時の

《過干渉への教師の戸惑い》もみられ，悩みながら体育の授業に取り組んでいる。「手を引くなどの

支援は何をねらうかで変わる」，「外面と内面では異なることもあり心の動きをみて指導する」，「で

きるだけ手を出さずに児童生徒の主体性を尊重したい」などの発言があり，《児童生徒の主体性を尊

重した指導》を重視している。 

 

２．【個人情報の問題】 

 学習指導案公開が困難な理由に【個人情報の問題】がある。指導案には児童生徒一人ひとりの障

害の特性等を記載することが多く，とくに体育の指導案においてはそれぞれの部の児童生徒全員の

特性が掲載される。「児童生徒の特性があっての指導案なので切り離すと意味がない」と語られ，特

別支援学校の学習指導案においては欠かせないものとなっている。「個人名は記載しないけれども，

内容を読むことでその学校の関係者は個人を特定できてしまう」，「イニシャルとはいえ個人を特定

されてしまう」，「実態を具体的に書くので公開しにくい」など，《実態の記載》の問題が大きい。「校

長の許可などの手続きを考えると指導案の提供に躊躇してしまう」，「電子化された情報は不安があ

り発信しづらい」など《指導案公開への戸惑い》があり，発信される情報が少ないと思われる。 

 

３．【専門性の不足】 

 ここでは6枚のカードしかなかったが，《体育の専門性不足》，《種目の専門性不足》，《特別支援と 



茨城大学教育実践研究 35(2016) 

 - 454 - 

 

表1 インタビューから得られたカテゴリーとサブカテゴリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育の両面性》のサブカテゴリーがあると考えた。「保健体育の免許を持っていないので運動の仕方

がわからない」，「教員の体育の専門性が低い」などの意見があり，特別支援学校教員養成段階での

体育の取り扱いや教員として勤務開始後の研修の在り方に課題があるのかもしれない。また，「体育

を専門とする教員でも得意種目があり，全ての運動種目に精通している訳ではない」。さらに，特別

支援学校で体育の指導にあたるには特別支援教育と体育の両面の理解が基本となるけれども，課題

もある。 

特別支援学校の体育を担当する教員の多くは保健体育の免許を保有しているが，同時に特別支援

教育の免許を保持するものは少ないといわれている（北條ら 2007）。昭和62年の，特殊教育諸学校

で体育を担当する教員を対象にアンケート調査した結果によると，特殊教育に関する免許状取得者

は 29.7％であったと報告されている（中川 1990）。特別支援学校児童生徒数が増加しており（文部

科学省 2016a），特別支援学校教員については基礎免許（幼・小・中・高等学校のいずれかの免許）

のみでも教員となることが可能という特例措置を設けていることが背景にあるとされている（後藤

2008）。文部科学省は特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許保有状況の改善に努めており，保有

率は毎年向上し平成27年 5月時点で74.3％となっている（文部科学省 2016b）。 

一方，特別支援学校教諭免許を保有しているけれども，体育の専門性に不安を感じていることも

カテゴリー サブカテゴリー

教員の熱心な取り組み 本質的な楽しさや自信を育む指導

運動量確保の工夫

教材特性の理解

視覚的なわかりやすさの追求

過干渉への教師の戸惑い

児童生徒の主体性を尊重した指導

個人情報の問題 実態の記載

指導案公開への躊躇い

専門性の不足 体育の専門性不足

種目の専門性不足

特別支援と体育の両面性

体育授業改善の難しさ ボール運動の授業展開の難しさ

毎朝のランニング

運動施設の不足

授業実施の不安定感

長期的視点をもった指導の難しさ

体育学習評価の未整備

生徒の実態を記載する負担

実態差を内包した授業展開の難しさ

個に応じた指導の重視と集団授業の難しさ

チームティーチングの難しさ

体育授業の振り返りの難しさ

体育指導事例の不足

公開授業等での教科の偏り

指導案作成機会の少なさ

略案の利便性

特別支援学校教員の絶対数の少なさ

指導案収録システムの未整備

大きな集団で行う授業の
難しさ

体育学習指導案に関する
情報の不足
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ある。他教科に比べると体育の免許を保有する教員は多いが，小学部で体育を担当する教員は体育

指導に困難さを感じているとされ，その因子には，子どもの実態把握・授業づくり，単元の指導・

教材知識，複数担任・指導場所，施設利用・準備などがあるとされている（須田・菅野 2015）。 

 

４．【体育授業改善の難しさ】 

 ここでは33の内容から，《ボール運動の授業展開の難しさ》，《毎朝のランニング》，《運動施設の

不足》，《授業実施の不安定感》，《長期的視点をもった指導の難しさ》，《体育学習評価の未整備》の

6のサブカテゴリーにまとめ，その上位のカテゴリーとして【体育授業改善の難しさ】とした。 

 「ボール運動はルールの理解が難しい」，「ボール操作の難しさとルール理解の難しさがある」こ

とから，「試合が成立しないから敬遠される」，「実態差があるので公開しづらい」，「研究授業になり

にくい」との意見があった。こうした《ボール運動の授業展開の難しさ》が研究授業の教材として

敬遠され，学習指導案の少なさの理由のひとつになっているかもしれない。また，体力を高めるた

め体育授業の一部として《毎朝のランニング》を取り入れている学校も多く，結果的にボール運動

などの授業時数を確保できないこともあるかもしれない。さらに，「児童生徒数が多すぎて運動する

スペースがとれない」など《運動施設の不足》の問題がある。時間割りと運動施設の関係から一度

に体育授業を受ける児童生徒数が多くなってしまうことや実態差を考慮したグループ分けをしたい

が授業を行う場所がとれないことがある。加えて，「体育は天候に左右される」，「雨天時のものも準

備する必要があるため，指導案を 2本書くことになる」，「体育授業は行事でつぶれることがある」

など《授業実施の不安定感》が公開授業や研究授業として取り上げづらいことにつながっている。 

 体育では「12 年間を通じた全体計画が必要」であり，「一人ひとりの個別の指導計画を作成して

引き継ぐことを検討しているが実行できていない」，「学年によって単元内容が変わるので，運動技

能評価を引き継ぐことはない」などの意見があり，次年度の学年に引き継ぎながら体育学習を進め

たいけれども現実には《長期的視点をもった指導の難しさ》がある。また，「他教科では段階表を作

成することもあるが体育では行っていない」，「体力テストの記録はあるが運動技能評価はしていな

い」，「運動技能に関する個別の指導計画はない」，「全県で統一された段階表を作成してくれると拠

り所になるし他校との比較もできる」など《体育学習評価の未整備》もある。こうした点は【体育

授業改善の難しさ】につながると思われ，公開授業や研究授業の題材として敬遠されてしまうので

はないかと考えた。 

 

５．【大きな集団で行う授業の難しさ】 

 ここでは50の内容から 5のサブカテゴリー，すなわち《児童生徒の実態を記載する負担》，《実態

差を内包した授業展開の難しさ》，《個に応じた指導の重視と集団授業の難しさ》，《チームティーチ

ングの難しさ》，《体育授業の振り返りの難しさ》に集約した。これらをまとめて【大きな集団で行

う授業の難しさ】とした。 

 教員は，「指導案は生徒の実態を踏まえて作成するため他校のものは参考にならない」と考え，児

童生徒の実態の把握とその的確な表現に力を入れている。しかし，「略案ならよいが細案では生徒の

実態を書くだけでもたいへんな作業になる」と語られ，《児童生徒の実態を記載する負担》がある。

児童生徒の実態差は「学年が上がるほど広がり研究授業として見せづらくなる」，「グループ分けし
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てもグループ内での実態差も大きい」，「運動能力の高い児童生徒はよいがそれ以外の生徒は飽きて

しまう」，「特定の児童生徒のみが動いて他の児童生徒の運動量は少ない」など《実態差を内包した

授業展開の難しさ》がある。 

 「個に応じた教育が重視されそれに関する研究授業が多く」，「少人数の授業の方が個に応じた指

導がしやすい」ので，「教室での授業の方が少人数で公開しやすい」。結果として「公開授業 20本の

うち体育は1本のみ」という。このように《個に応じた指導の重視と集団授業の難しさ》も体育が

研究授業として取り上げられない理由のひとつかもしれない。また，描かれた指導案がグループ全

体を対象としており，個に応じた指導事例として参考にならないことも考えられる。 

 さらに，教員側の事情もある。特別支援学校は一校当たりの教員数が多い。しかし，「体育はチー

ムティーチングでやるので話し合いの時間が必要になり，敬遠される」という。「単元ごとに略案を

もとに学部会などで打ち合わせをしている」が，毎時間ごとに打ち合わせをする時間はない。「縦割

りグループでは学年を越えるまとめにくさがある」ため，「各学年の体育担当教員間で打ち合わせを

している」。「授業開始前に打ち合わせができていると授業展開がうまくいく」などと語られ，体育

授業では《チームティーチングの難しさ》がある。同様に，「教師は授業を振り返る時間がなく」，

「単元後の反省はなくやりっぱなしのことが多い」。「国語や算数では互いの授業を比較し情報交換

している」が，体育では「反省用紙を教員に配り記入をお願いしている」のが現状で，「PDCAサイ

クルで検討することは少ない」という。こうした《体育授業の振り返りの難しさ》もあり，体育で

は【大きな集団で行う授業の難しさ】を乗り越える努力が求められる。 

 

６．【体育学習指導案に関する情報の不足】 

 最後に，31 の内容から 6のサブカテゴリー，《体育指導事例の不足》，《公開授業等での教科の偏

り》，《指導案作成機会の少なさ》，《略案の利便性》，《特別支援学校教員の絶対数の少なさ》，《指導

案収録システムの未整備》を得て，【体育学習指導案に関する情報の不足】としてまとめた。 

 特別支援学校の体育に関しては先にふれたように，《体育指導事例の不足》がある。「小中学校の

体育授業についてはモデル集が作成されている」けれども，特別支援教育の体育授業について「事

例を調べたが参考になるものがなく」，「Youtubeなどから練習法の情報を得る」とともに，「小中学

校の体育指導案を参考に作成している」という。これまで述べたように，「公開授業では国語や算数

が多く」，また，「ICT 活用など新たな傾向を追う研究が多く」，「キャリア教育や自立活動が流行っ

ているため体育に焦点があたりにくい」。また，「生活単元学習や課題学習に対する教員のニーズが

高い」こともあって「体育以外の他教科が公開授業の対象となることが多い」等，《公開授業での教

科の偏り》がある。「研修会や公開授業では指導案を作成するが日常的に指導案を作成することはな

い」ため，公開授業で体育を取り上げることがなくなると，《指導案作成機会の少なさ》につながる。 

 日々の体育授業では，「細案はつくらず年間指導計画を軸に略案で展開することが多い」とされ，

これには「細案はエネルギーを使う割には一回しか使えず，しかもその後の変化に対応できない」

ことがあり，《略案の利便性》を活用して体育授業を展開している。 

 そもそも，特別支援学校の学習指導案が少ない根本的背景として，《特別支援学校教員の絶対数の

少なさ》がある。平成 27年度学校基本調査によると，全国の小学校 20,601校，中学校 10,484校に

対して，特別支援学校は 1,114校である。教員数は小学校が 417,152名，中学校 253,704名に対し，
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特別支援学校は 80,905名である（文部科学省 2015）。小中学校を合わせると，特別支援学校は学校

数で小中学校の3.6％，教員数で 12.1％しかなく，公開以前の問題として，作成される学習指導案自

体が少ないと思われる。 

 さらに，指導案が作成されたとしても《指導案収録システムの未整備》のため公開されないこと

も考えられる。指導案は「紙媒体で保管されるのみで出回ることはない」ため，「公開授業等の指導

案は保管されているが検索することはできない」。また，「他県の指導案はみることができない」。こ

うした状況が【体育学習指導案に関する情報の不足】につながり，研究授業として体育が取り上げ

られないことにつながるのではないかと考える。 

 文部省（1987）では以前「精神薄弱教育における体育指導の手引」を発行していた。また，愛知

県教育委員会（2011）は「特別支援学校体育・保健体育指導の手びき」を公表している。各都道府

県の総合教育センター等では体育の教材・教具をアップしていることも多い。特別支援学級在籍児

童生徒数が急増する中で，特別支援学級教員を支える仕組みとしても重要であろう。学習指導案に

よる指導事例の蓄積や教材・教具の情報を得やすくする工夫などをとおして，特別支援教育におけ

る体育授業研究をサポートする全国的なシステムが必要と考える。 
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家庭裁判所親子合宿におけるグループワークとその意義 
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A家庭裁判所では試験観察中の少年に対して親子関係の改善のための親子合宿を行っている。合宿ではさまざまな活動

が組まれているが、その中でグループワークは中心的な存在である。ワークは計4回のセッションに渡って行われるが、そこ

では参加者がお互いに知り合うところから始めて、親子の関係性の再構築に向けたさまざまな活動が行われる。しかし、親

子には既に 10 数年の歴史があるのに対して、合宿は一泊二日であり、時間は限られている。また、親子は潜在的な葛藤関

係を抱えている場合が少なくないのに加え、合宿への参加は裁判所からの提案によるものであり、実施にあたっては参加者

の心理的抵抗に配慮する必要がある。このような親子合宿は成長モデルを基本哲学とし、基本的に楽しく行う事を旨として構

成されている。ワークの配列にも配慮がなされ、最終的には少年があるがままの自分を再確認し、受け入れることを成長へ

の出発点としている。 

 

 

はじめに 

 

	 A家庭裁判所では2005年より非行少年親子の合宿活動を行っている。これは親子関係の改善を主

な目的としたもので、家庭裁判所の審判の過程において在宅試験観察中の少年について、「豊かな自

然の中で親子が一緒に作業をしたり、語り合う機会を提供することによって、親子が向き合い、そ

の関係を見つめ直させることを目的とする」ものである（参加者向け配布資料より）。これまでのと

ころ、参加少年はすべて男性であり、年齢は14歳程度から19歳程度までである。また保護者は基

本的に父親であるが、家庭の事情等により母親が参加することもある。参加家族数は各回毎2組な

いし3組である。このほかに、家庭裁判所調査官、実施施設側担当者、筆者や学生ボランティアの

他、主として食事準備等を担当するボランティア団体会員が参加し、総勢は10数人から20人程度

に達する。	

―――――――― 

*茨城大学大学院教育学研究科 
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	 この親子合宿の概要については佐藤他(2014)で既に報告したが、その後2015 年 9 月までに計22

回実施されており、延べ参加少年数は約50名に達している。	

	 活動の内容はグループワーク・山登り（雨天時は屋内工作作業等）・食事（準備含む）・親子での

入浴など多岐に渡るが、中でもグループワークは合宿中計4回に渡って繰り返し行われ、総所要時

間は約5時間に及び、合宿の中心的活動に位置づけられている。	

	 本合宿に参加する親子は、非行を行い、家庭裁判所において試験観察中の少年とその保護者であ

り、かつ親子関係に問題を抱えたケースがほとんどである。また少年はいわゆる思春期の発達段階

にあり、微妙な親子関係を持つ場合が少なくない。先に述べたようにこの親子合宿は「親子が向き

合い、その関係を見つめ直す」ために行うものであるが、親子がさまざまな形でかかわり合うグル

ープワークはそのために欠かせない手段となっている。	

	 一般に非行臨床においてしばしば行われるグループワークにロールプレイングやサイコドラマな

どがあるが（台、1982）、これらの活動は少年の内面を掘り下げたり、新たな自己理解や洞察を得る

ことを目的とする。他方、これらの活動を実施して、それなりの効果をあげるには実施者側に相応

のスキルが必要とされると同時に、比較的長期に渡る一定程度の活動期間も必要である。しかし、

そのような機会や環境を確保することは容易なことではない。	

	 これに対して、本合宿では実施期間は一泊二日と限られており、また、目的は内的な理解や洞察

を得ることよりも、現実的な親子関係を改善・再構築することである。このような条件下で効果を

あげ、合宿の目的を達成するために、本合宿では、構成的グループ･エンカウンター(SGE)やインプ

ロヴィゼーション（インプロ）を中心とする人間関係の促進を目的としたゲームやワークを用いた

活動を行っている。具体的には、少年親子を中心として、そこに家庭裁判所調査官や大学側関係者

等が加わることで、楽しい雰囲気の中で親子が相互にかかわり合うという活動を行っている。この

ような形で活動を行うことにより、一定の時間的な制約の中で現実的な親子関係へ有効な働きかけ

を行うと共に、併せてそれらを楽しい雰囲気の中で行うことにより、建設的で前向きな親子関係を

涵養することを目的としている。	

	 本稿では、2015年9月に行われたA家庭裁判所親子合宿で実施されたワークを振り返り、その意

義と課題や実践上の留意点について検討することを目的とする。	

	

	

合宿概要	

	

	 合宿は2015年9月7日・8日に、I県北部にある特定非営利活動法人B会が運営する研修施設に

おいて行われた。いわゆる文化的孤島(cultural	island)と言える山間地にある比較的小規模の研修

施設であり、貸し切りで利用された。	

	 この合宿に参加したのは、少年2名、保護者2名、家庭裁判所調査官2名、B会関係者2名、筆

者とアシスタントの大学院生2名、ボランティア団体会員4名の計15名であるが、グループワーク

に参加したのはボランティア団体会員を除く11名で、以下本稿で「全員で」と言う場合、基本的に

この11名を指す。少年は家庭裁判所において試験観察中の立場であり、家庭裁判所から合宿参加へ

の提案を受けて任意で参加しており、合宿は裁判所からB会への補導委託という形であった。少年
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親子は一旦A家庭裁判所に集合して開始式を行った後、研修施設に移動し、終了後は研修施設で振

り返りを行った後、A 家庭裁判所で終了式を行った。筆者と大学院生 2 名は、いずれも現地集合・

解散とした。グループワークの総実施時間は5時間15分であった。合宿の日程を表1に示す。	

	

表1	 合宿日程（※特に記載のない時間帯は自由時間・移動時間）	

1日目	

	9:00〜9:30	 開始式（於A家庭裁判所）	

10:45〜11:00	 挨拶,自己紹介	

11:00〜12:10	 【第1セッション】名札作り,手合わせ,スゴロク・トーキング	

12:10〜13:00	 昼食	

13:00〜16:00	 竹細工（※雨天のため。晴天時は山登り）	

16:00〜17:00	 入浴（於近隣温泉施設）	

17:00〜19:30	 夕食作り・夕食	

19:30〜20:00	 休憩	

20:00〜21:15	 【第2セッション】人間知恵の輪,ゾンビゲーム,拍手回し,1-7サークル,

ジェスチャーゲーム,10円玉リレー,スペース彫刻,わたしは木です	

22:00〜	 就寝	

2日目	

	7:00〜7:30	 起床・洗面	

7:30〜8:30	 朝食作り・朝食	

9:00〜11:00	 【第3セッション】肩もみ,拍手回し,同時拍手回し,エレファント,トース

ター,	壊れたトースター,握手当て,Noise,マット陣取り,究極の選択	

11:00〜13:00	 昼食作り・昼食	

13:20〜14:10	 【第4セッション】トラストフォール,トラストサークル,噂話	

14:10〜14:30	 清掃	

14:30〜15:00	 振り返り	

16:20〜16:35	 終了式(於A家庭裁判所)	

	

	

第1セッション（1日目、11:00〜12:10）	

	

	 第1セッションは合宿開始直後のセッションである。時間は約1時間と短い。参加者は相互に面

識はなく、不安な気持ちの参加者も少なくない。また、少年は裁判所からの提案を受けて参加して

いるが、必ずしも全員が積極的・意欲的である訳ではない。このような中で、参加者相互が基本的

な相互理解を深めることによって不安を解消すると共に、以後の活動に対する意欲と相互協力の気

運を醸成することを主な目的とする。	

	 まず、各自が自分の名札を作る。名札はガムテープに油性マジックで自分の名前を書き、衣服の
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見えるところに貼る。少年親子については混同を避けるため保護者は苗字を記し、少年は個人の名

前を記す。名札を貼った状態で、順に簡単な挨拶を行う。	

	 その後、家庭裁判所調査官から合宿の概要や守秘義務等についての説明が行われる。また、合宿

の期間中、少年親子について感じた「良いところ」について心に留めておくよう求める。これは最

後に行う「噂話」のワークを行う際に重要な鍵となる。続いてワークを始める。	

	

○手合わせ	

	 2 人で向かい合って立ち、拍手と互いの掌を合わせること

を交互に繰り返していく（図1）。まず、それぞれが1回拍手

をし、それからその両掌を向かい合って立つ相手の掌と合わ

せる。これを続けていくが、その際、拍手の回数を5回まで

1回ずつ増やして行く。この間、掌を合わせるのはそれぞれ1

回ずつである。拍手が5回になったら再び1回まで減らして

いく。途中で少なくともどちらか一方が間違えたらどの段階

であれ最初に戻ってやり直すのが基本ルールであるが、こだ

わる必要はない。	

	 当初は2人1組で行うが、慣れたら人数を徐々に増やして

行き、最後は全員で輪になって行う(図2)。3人以上で行う場

合、両隣の人と掌を合わせる際、掌を目視することはできな

いので、予め掌が合う位置を身体感覚で憶えておいて「身体

の記憶」に基づいて行うことになる。	

	 2 日間の活動の冒頭に当たり、体を動かすことによって心

を解すと共に、「みんなで取り組む」「みんなで心を合わせる」

という理念を全員で確認し、共有していくという、儀式的要

素も含まれている。	

	

○スゴロク・トーキング	

	 スゴロクをしながら会話を楽しむことを通して相互理解を深める活動である。スゴロクに設定さ

れた話題は、スタートから順に日常生活に関すること、過去

経験に関すること、自己開示、結婚観、非現実状況に関する

こと、今後の生活に向けての希望等に関する諸項目からなる。

話したくない話題についてはパスすることもできる（図3、4）。	

	 親子合宿では、毎回複数の親子が参加するが、基本的に各

親子は互いに面識がないので、合宿開始当初にこの活動を行

うことによって相互理解を深め、その後の活動の円滑な展開

を促す。人数は4人1組ないし5人1組が望ましい。グルー

プ分けに当たっては、少年同士、保護者同士は別々に同グル

	図1.手合わせ（二人で）	

図2.手合わせ（全員）	

図3.スゴロク・トーキングシート 
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ープとし、そこに調査官ないしアシスタントが加わる。少年と

保護者を別グループにする必然性はないが、全員を同じグルー

プにすると人数が多くなりすぎてしまう。ここでは親子間の相

互理解よりも、少年同士・保護者同士の相互理解を促進するた

めに親子は別グループとする。一般的なグループの構成は、少

年もしくは保護者各2人、調査官、施設スタッフ、学生アシス

タントの計5名である。所要時間は全体のプログラムとの兼ね

合いでおおむね30〜40分である。最終的に全員が「上がって」

いなくても、所定の時間で終了とする。終了後は一人一言ず

つ感想を述べて簡単なシェアリングを行う。	

	

【第1セッションまとめ】	

	 合宿開始直後のセッションであるのであまり侵襲的にならないよう配慮し、参加者が以後の活動

に対してより意欲的になることを心がける。最初に手合わせを行うことにより、まず体を動かすこ

とを通じて、参加への抵抗を和らげると共に、全員の一体感を高める。続けてスゴロクを媒介とし

た会話を行うことで、相互理解を深め、対人不安を解消する。	

	

	

第2セッション（1日目、20:00〜21:15）	

	

	 第2セッションは1日目夜のセッションである。時間は1時間余りで、第1セッションよりは少

し長いが、さほど長い時間ではない。午後の時間帯では山登り（晴天の場合）をして多少体力を消

耗したが、その後の温泉入浴や夕食を経てある程度回復している状態である。	

	 この時間は、昼間の疲れや夜の時間帯であることを考慮し、基本的に「楽しく過ごすこと」を念

頭に置きつつ、楽しい雰囲気の中での新たな親子関係の構築を副次的に目指す。	 	

	

○人間知恵の輪	

	 互いが手を絡めた状態を作り、それを全員で協力して解いていく活動である。	

	 まず、8 人程度で小さな輪になって立つ。続いて「右手をバンザイしてください」の指示で全員

右手を上げ、それから反対側の人と右手を繋ぐ。次に「左手をバンザイしてください」で全員左手

を上げ、それから反対側の人と左手を繋ぐが、このとき右

手と左手はそれぞれ異なる人と繋ぐこととする（図5）。人

数が奇数（例えば7人）の場合は、最初に右手を繋ぐとき

に1人は誰とも手を繋ぐことができないが、左手を繋ぐと

きに両手を繋ぐことができる。	

	 全員が手を繋いだら（余っている手がなくなったら）絡

まっている手を解き始める（図6）。関節の状態などにより

手を握り直すことはできるが、原則として手を離すなどし

	 図4.スゴロク・トーキング	

	 	 図5.人間知恵の輪(絡める)	
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て繋ぎ変えることはできない。メンバーはさまざまに体を動

かしながら輪を解くよう試みる。場合によっては繋がれた手

をくぐったり、跨いだりしなければならないこともある。最

終的に(1)輪が解けて1つの輪になる場合、(2)解けるが2つ

の輪になる場合、(3)解けない場合、のいずれかの結果になる。	

	 全員で協力して目標達成に向けて取り組むことで、体を解

すと共に集団としての一体感を作り出し、併せて活動の中で

自然な形で親子のスキンシップを促す。	

	

○ゾンビゲーム	

	 全員で大きめの輪になって立つ。その中心に一人が立ち、

これをゾンビとする。ゾンビは輪の中心からターゲット（獲

物）を決め、両手を前方に突き出して歩いてタッチしに行く

（図7）。ゾンビにタッチされるとその人が次のゾンビになり

交代するが、助かるためにはアイコンタクトで誰かに助けを

求め、自分の名前を呼んでもらわなければならない。ゾンビ

がタッチする前に、助けを求められた相手がターゲットの名

前を呼んだらゾンビはタッチすることはできなくなり、輪の

中心に戻って別のターゲットにタッチしに行く。	

	 アイコンタクトを送られた側が相手の名前をとっさに言

えなかったり、アイコンタクトに気付かなかったりして交代となることが多い。ゲーム的な雰囲気

の中で場を和ませると共に、お互いの名前を憶えるという副次的要素もある。	

	 また、このワークの隠れたポイントは「失敗する」ことである。誰も失敗せずにワークを続けて

いると、同じ人が延々とゾンビを続けなければならなくなり、やがて空気が白け出す。しかし、だ

れかが失敗することで、笑いが起き、場がリセットされて再び動き出す。「成功」にこだわるのでは

なく、大らかな心で楽しみながら取り組むことで、寛容な空気を醸成すると共に、こだわりから解

放されるという側面もある。	

	

○拍手回し	

	 全員で大きめの輪になって立つ。一人が隣の人の方

を向いて拍手を1つ送る。拍手を受けた人はさらにそ

の隣の人に拍手を1つ送る。テンポよくこれを繰り返

すと拍手は輪を回ることになる（図8）。慣れてきたら

逆回りも行う。さらにその後、随時方向を変えてよい

こととする。方向を変えるには、拍手が来た方向に再

度拍手をする。このルール下では先の読めない状況の

中で拍手を回すことになる。このような中で円滑に拍

図6.人間知恵の輪(解く)	

		 	 図7.ゾンビ・ゲーム	

					 	 	 	 図8.拍手回し						
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手を回すには、その時々の状況に瞬時に反応することが必要となるが、とっさの動作になるので完

璧に反応することは困難であるし、間違えることも少なくない。次に行う1-7サークルのための準

備としての意味もある。	

	

○1-7サークル	

	 全員で大きめの輪になって立つ。メンバーは1から7の数

字をコールしながらアクションを行う。1 から 6 の場合は、

片方の手で他方の肩口を軽く叩く。7 の場合は頭の上に片方

の手をかざす（図9）。どの場合も、右手または左手のどちら

を使ってもよいが、その時、手の指先が向いている側が次の

順となる。このため、メンバーは隣のメンバーがどちらの手

でアクションをするかによく注意していて、自分の方にアク

ションが回ってきた時のみに反応をし、自分の方にアクショ

ンが回ってこなかった場合は何もしないことが求められる。

隣の人にアクションを送るという点で、前述の拍手回しと似

ているが、数字のコールとアクションを同時に行うことで難

易度は若干高くなる。	

	 さらに、メンバーが慣れたところで間違えた人は輪から抜けていく（その場に座る）ルールにす

ることにより、ゲーム性が高くなる。実際にやってみると、次々に「間違い」が発生し、その度に

笑いが起こる。ゾンビゲーム同様、間違いを恐れず、状況に飛び込んでいくことが重要である。そ

うすることによって思わず「我を忘れる」状況の中で、楽しみながら親子相互の意外な表情を見る

こともできる。	

	

○ジェスチャーゲーム（家電ジェスチャー）	

	 3〜5人ほどでグループになる。親子は同じ組になる。テレビや冷蔵庫など各種の家電製品名を書

いたカード（30枚程度）を用いる。一人が一番上のカードをめくり、そこに書かれた家電製品をジ

ェスチャーで表現する。音声は使わないこととする。

他のメンバーはそのジェスチャーを見てそれが何か

を推測する。当たったら次の人と交代し、順にこれ

を繰り返す（図10）。	

	 家電製品をどのように表現するかは自由であり、

形状で表現することもあるし、使用様態等で表現す

ることもある。創造力と表現力を発揮することが求

められ、意外な側面を発見することもある。	

	

○10円玉リレー	

	 「演じる」ことをゲーム形式で体験する。10円玉をリレーするチーム（演技チーム）とそれを見

るチーム（観察チーム）に分かれ、対抗戦形式で実施する。人数は各5人程度が適している。両チ

図9.左：1-6のポーズ、右：7の

ポーズ	

図10.家電ジェスチャー	
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ームはそれぞれ1列になって向かい合い（親子は並び立つ）、

演技チームは観察チームを意識しつつ 10 円玉をリレーす

る「演技」をする。	

	 まず、演技チームの一番端のメンバーに10円玉を渡す。

10円玉を受け取ったメンバーは10円玉を両掌の間に挟み、

同じく両掌を合わせた隣のメンバーの掌の隙間に上から

10円玉を落としてリレーする。これを最後のメンバーまで

繰り返すが、その際、10円玉をリレーするフリだけをして、

掌中に10円玉を留めておいてもよい。この場合、以後のメンバーは必然的に10円玉をリレーする

フリをすることになる。10 円玉が最後まで「リレー」された後、観察チームは「本当は誰が 10 円

玉を持っているか」を推測する（図11）。実際には、成功体験の獲得を考慮して「10円玉を持って

いないであろう人」を観察チームから順に指名して、確認していく。終了後、攻守交代する。	

	 注意事項としては、リレー後は10円玉の有無にかかわらず、必ず掌は閉じたままにしておくこと

である。一瞬でも両掌を離してしまうと10円玉を持っていないことが一目瞭然となってしまうので、

これは必須事項である。	

	 10円玉をリレーする（しない）という行為を通じて、メンバーは「演じる」ことに取り組むこと

になる。一般に、何かを「演じる」ワークに慣れないメンバーはしばしば抵抗を示すことがあるが、

このような形であると比較的抵抗なく「演じる」ことができる。その後の演じる活動へのウォーミ

ングアップという側面もある。	

	

○スペース彫刻	

グループワークの総所要時間は5時間15分であった。	 2人で

ペアになりA・Bとする。少年親子はペアになる。Aが適当な姿

勢（ポーズ）で立つ。B は A の姿勢を観察し、空いていると思

うスペース（空間）に自分の体を入れ、埋める(図12)。どこが

「空いている」かは自由な判断で良い。姿勢が決まったらAは

抜け、今度はBの姿勢を観察して空いていると思うスペースに

自分の体を入れ、埋める。これを暫時繰り返す。次に行う「私

は木です」への準備・繋ぎとなる。	

	

○私は木です	

	 メンバーが相互に協力して繰り返しシーン（場面）を創って

いくワークである。5 人程度でグループになる。少年親子は同

じグループになる。1 人が前に一歩前に出て両手をかざして立

ち、「私は木です」と宣言する。これで「木が１本立っている」

というイメージが創られたことになる。次に2人目がその木に

関する何かになって場面に入り、これを繰り返す（図 13）。例

えば以下のような展開になる。2人目「私はリンゴです」、3人

	 	 	 図11.10円玉リレー	 	 	

図12.スペース彫刻	

A	

B	

			図13.私は木です	
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目「私は白雪姫です」、4人目「私はこびとです」、5人目「私は魔法使いのお婆さんです」。	

	 全員が場面にかかわったら一旦場面は完成となり、そこで最初の「木」が何か残すものを１つ指

名する。例えば「木」が「魔法使いのお婆さんを残します」と言った場合、魔法使いのお婆さん以

外のメンバーは一旦全員捌ける。そして、次の場面は「魔法使いのお婆さん」から始まることにな

り、魔法使いのお婆さんが最初の１人になって「私は魔法使いのお婆さんです」と宣言する。次の

2人目は魔法使いのお婆さんに関する何かになって場面に入る。以下これを繰り返していく。	

	 場面に入るものは人の他、動物や虫だったり、風や太陽だったり、気持ちや概念などなんでも構

わない。前の人が創ったそこにあるものを受け入れながら、みんなでイメージを共有し、新しい情

景を創り上げていく。	

	

【第2セッションまとめ】	

	 第2セッションは、第1セッションや午後の活動を経て、相互の交流が進められ、面識度が高ま

っている状況である。	

	 その状況の中で、まず人間知恵の輪で体を動かすことによって緊張を解す。さらにゾンビゲーム、

拍手回し、1-7 サークルで「間違えること」に対する抵抗感をなくしつつ、新しい状況に対して挑

戦する意識を醸成し、ジェスチャーゲーム、10円玉リレー等を通じて「演じること」に繋げていく。

最終的には「わたしは木です」で創造力を駆使しながら、グループとして一体感を味わうことを目

指す構成である。特に「挑戦」し、「演じる」取り組みの中で少年親子が共に新しい可能性に挑戦し、

互いの新しい側面を発見することもできる。一日の最後のセッションで、皆で協力してイメージを

共有し、表現することを通じて一体感と満足感を味わって初日を終える。	

	

	

第3セッション（2日目、9:00〜11:00）	

	

	 2 日目の朝のセッションである。新たな気持ちで一日を迎えると共に、体と心を再び解すことか

ら始める時間帯となる。もうメンバーはかなりの時間を共に過ごしており、相互理解も一定程度進

んでいる状態である。また、このセッションは約2時間とこの合宿においては最長の時間を有する

セッションでもある。少年親子のスキンシップを促すと共に、新たなかかわりの可能性を探る。	

	

○肩もみ	

	 2 人 1 組になって肩をもむ。少年親子はペアになって行う。時間は3分間程度で、交代して互い

に行う。まず体を解しながら、そのプロセスの中でスキンシップを促す。少年はそのほとんどが10

代後半であるが、一般的に考えて、少年親子が日常生活の中で肩をもみ合うことはほとんどないと

推測される。集団の中で指示して行うことで、敢えて非日常を持ち込む意味がある。	

	

○同時拍手回し	

	 全員で大きめの輪になって立ち、拍手を回す。第2セッションの拍手回しと似ているが、拍手を

回す動作だけでなく、受ける動作も同時に行うところが異なる。A が B に拍手を回す場合、B も A
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に上半身を向け、2人で向かい合って同時に拍手をする。その後、同様にBは Cに拍手を送る。両

者が気持ちを合わせ、タイミングを計ることが必要になる。第1セッションの拍手回しに似た活動

であるが、第１セッションの拍手回しがどちらかといえば反射的な反応を特徴とするのに対し、同

時拍手回しはむしろ相手と気持ちを合わせることが主な特徴であり、体験的な意味は異なる。	

	

○エレファント・トースター・壊れたトースター	

	 全員で大きめの輪になって立ち、1 人がオニになって中に

入る。オニが「エレファント！」と言いながら輪の1人を指

す。指された人がエレファント（象）の鼻になり、両隣りの

二人はそれぞれ左右の耳になる。「鼻」は片方の手で自分の鼻

をつまみ、腕によって作られた輪に他方の手を通すことによ

って作る。「耳」は、大きく手を広げて象の耳を形作る（図

14）。オニの指示により、周囲の状況を見て、すぐにそれに応

じた行動をとる。	

	 トースターや壊れたトースターもエレファントと同様の形

で行う。オニが「トースター！」（または「壊れたトースター！」）

と言いながら輪の1人を指す。指された人がトースターのパ

ン、両隣の人がトースターになり、左右から両手でパンを挟

む。パンは「焼けて」ジャンプするが、壊れたトースターの

場合は、パンはジャンプせず、トースターの2人がジャンプ

する（図15）。	

	 自分が指された時のみならず、隣の人が指された時にも反

応しなければならないので気が抜けないが、第2セッション

のゾンビゲームや1-7サークル同様、間違えることを恐れず、

むしろそれを楽しみながら状況にチャレンジすることが重要である。	

	

○握手当て	

	 目を閉じて握手をして、自分のパートナーを探すワークで

ある。まず、5人ないし6人ずつでA・B	の2列になって向か

い合って立つ。このとき少年親子は向かい合うペア（パート

ナー）になる。向かい合う両者が握手をするが、このとき A

列のメンバーは、目を閉じて、B 列の自分のパートナーの手

の感触を憶える。握手の時間は30秒程度である。この後、一

旦手を離し、B列のメンバーは相手をランダムに変えながらA

列のメンバーと握手をする。A 列のメンバーは、目を閉じた

状態で自分のパートナーが再度握手してきたと思った場合は、「この人！」と言って手を握る。違う

と思った場合は「違います」と言って手を離す（図 16）。全員の「パートナー探し」が一段落した

ところで、目を開けて相手を確認する。所要時間は数分程度である。一旦終了したら、A・B交代し

	 	 	 図14.エレファント	

図15.トースター	

	 					 図16.握手当て						



正保：家庭裁判所親子合宿におけるグループワークとその意義 

 - 469 - 

て再度実施する。ゲーム的なかかわりの中で自然にスキンシップを促す。	

	

○Noise	

	 2人でペアを作りA・Bとなる。少年親子はペアになる。2人で「ピヨピヨ」「ポンポン」など適当

な「合言葉」を決める。それからAが目を閉じ、Bは少し離れた場所で「合言葉」を言う。Aは、「合

言葉」の声を頼りに、目を閉じたまま、声のする方向へ歩いて行く。B は少しずつ場所を移動しな

がら「合言葉」を続け、A はその方向へ向かい続ける。他のペアや障害物への衝突等に気をつけな

がら行う。数分間程度続けた後、目を開ける。感想を話し合ってから、交代して実施する。単なる

身体接触とは異なる日常性を越えた関係性の体験を促す。	

	

○マット陣取り	

	 組み合わせマットを使った陣取りゲームである。数名ず

つ同数で2グループに分かれる。少年親子は同じグループ

になる。おもちゃのマット4枚ずつの上に全員が乗る（図

17）。代表者がジャンケンをし、負けた側のグループはマッ

トを少し（1 枚の半分サイズ）ずつ減らしていく。マット

は予め半分のサイズに切ったものを用意しておき、これと

交換することで半分ずつ減らしていく。マットは段々小さ

くなっていくが、メンバーは体を密着させたり、抱き合っ

たり、おんぶするなどしてなるべく長い間、全員がマット

の上に立っていられるように試みる。最終的にマットの上に立っていられなくなったグループが負

けとなる。メンバーは必然的に濃いスキンシップを行う事になる。	

	

○究極の選択	

	 数人ずつのグループに分かれる。少年親子は同じグルー

プになる。スゴロク・トーキングに似たスゴロクゲームで

あるが、スゴロク・トーキングは親子が別々のグループに

分かれて行ったのに対し、この究極の選択では親子は同じ

グループで行うこととする。究極の選択の話題は、通常考

えないような2つの概念の組み合わせについて二者択一形

式で選択を求めるものである(図18)。具体的には「人を愛

することと人から愛されることではどちらが重要ですか？」

等の質問があり、それに対して個人的な選択を答えた後、

その理由をメンバーに説明する。内容は日常的なものから徐々に価値観・人生観に関するものとな

っていくので、自ずと深いレベルでの自己開示を行うことになる。第1セッションのスゴロク・ト

ーキングは、前半部分で日常生活や過去経験を問う項目が多く、親子間では既知の情報であること

が多いが、究極の選択の場合は本人も選択に悩むものが多く、親子であっても相手が何と答えるか

は予測し難く、互いに相手の意外な内面を知るきっかけ作りとなる。所要時間は40〜50分である。	

					 図17.マット陣取り					

	 	 図18.究極の選択・シート	 	 	 	 	
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【第3セッションまとめ】	

	 このセッションは大きく2つの部分に分けられる。肩もみからマット陣取りまでは身体性が強い

ワークで構成されているのに対して最後の究極の選択は認知的なワークである。これはこのセッシ

ョンが約2時間と長時間であるため、身体性の強いワークを続けることによって疲労が蓄積しない

よう、また構成が単調にならないよう配慮している。	

	 エレファント・トースター・壊れたトースターは、いずれもレクリエーション的色彩の強い活動

である。また、Noiseは目を閉じた状態で声を媒介として親子が関係性を再確認するワークであり、

握手当てとマット陣取りはゲーム的な流れの中で親子のスキンシップを促すワークである。いきな

りスキンシップを促すと、一連のワークの流れが不自然になったり、参加者（特に少年）が心理的

抵抗を示したりすることがあるが、エレファントなどのレクリエーション的な活動の後に行うこと

で、自然な心の流れの中でより効果的に実践することができる。	

	 これに対して、究極の選択は価値観をテーマとした認知的なワークであり、それまでの身体性の

強いワークとは対称的な存在である。しかしながら、親子が各自の価値観の開示を通して互いの存

在に向き合うという意味で、関係性に焦点を当てる側面を持っている。	

	 このように第3セッションは、スキンシップを中心とした主として身体的な側面と、補助的に認

知的な側面から親子の関係性に焦点を当てる時間帯となっている。	

	

	

第4セッション（2日目、13:20〜14:10）	

	

	 最後のセッションである。2 日間の諸活動を経て、多少疲れがたまりつつ同時に合宿の終了が近

づき、気持ちが少しそぞろになる面もある時間帯なので、敢えて落ち着いた雰囲気の中での実施を

心がけることが求められる。ボディワークを通じて相互に信頼感を体験しつつ、自他の良いところ

を認め合うことで合宿を締め括る。	

	

○トラストフォール	

	 後ろに倒れるメンバーを協力して支える信頼感のワークで

ある。4 人 1 組になる。少年親子は同じグループになる。1

人（A）が前に立ち、その後ろに 3 人が並び立つ。後ろの 3

人は足を前後に開き、腰を落とし、A の背中に掌を添えて構

える。そこへAが後ろ向きに倒れ、3人が受け止める（図19）。

最初は10センチメートルくらいの間隔から始め、可能ならば

数10センチ程度まで数回続ける。Aが恐怖を感じるようなら

ば無理をして行わなくてもよいし、あるいはそのような場合、

A と後ろの 3 人で会話を交わして、心情を共有してから行っ

てもよい。尚、このワークと次のトラストサークルについては参加を強制しないこととしているが、

拒否するメンバーはいない。次に行うトラストサークルの準備としての意味もある。	

				図19.トラストフォール				

A	
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○トラストサークル	

	 7〜9 名程度で輪になり、中央に 1 人(A)が立つ。周囲のメン

バーはトラストフォールと同様に足を前後に開き、腰を落とし、

両掌を前に出して構える。Aは両手を胸の前で交差させて立つ。

眼鏡等は予め外しておいた方がよい。Aはゆっくり後ろに倒れ、

倒れるAを後ろのメンバーは3人程で力を合わせて一旦受け止

め、その後ゆっくりと反対側へ押し返す。今度はAは前方に倒

れることになるが、そのAを前側の3人でゆっくりと受け止め、

同様に反対側へ押し返す（図20）。これを1分間程度繰り返す。

A は自分を他者に委ねる感覚と共に周囲が力を合わせて受け止

めてくれる感じを体感し、また周囲のメンバーは他者を受け入

れ、支える体験を味わう。	

	

○噂話	

	 合宿の最後に行う。ワークに参加した少年（または保護者）が順にカーテンの陰に隠れ、その側

に他のメンバー全員が車座になって座る。メンバーは、「（カーテンに隠れた）メンバーがその場に

いない」という設定で、少年（または保護者）について合宿期間中に気付いた良いところを噂話風

に語り合う（図 21）。第 1 セッションにおける「少年親子について感じた“良いところ”について

心に留めておく」というアナウンスはここで生かされる。しばらく「噂話」を続けた後、カーテン

を開け、「現実世界」に戻る。可能であれば簡単に感想を話し合う。	

	 一般に合宿に参加する少年は、短所・欠点・問題点

については繰り返し指摘されている。それは事実かも

しれないが、他方、どの少年も長所や良いところ、さ

らに伸ばすべきところも持っているはずである。日常

生活では注目されることの少ないこのような諸点を第

三者の目を含めて共有していくことによって、「ありの

ままの自分」に向き合うという意味がある。ここでの

「ありのまま」は2日間の共同体験を踏まえて得られ

たものであり、単なる言語的なリフレーミングとは異

なるものである。保護者についても同様である。	

	

【第4セッションまとめ】	

	 このセッションのテーマは信頼感と自己肯定である。トラストフォールとトラストサークルはい

ずれも身体感覚を通して他者を信頼することがテーマである。多少危険性と恐怖心を感じうる状況

において、それを乗り越えることを通して自分が他者に受け入れられるという感覚を味わう。	

	 このような体験を経て、合宿の締めくくりとして噂話のワークを行う。そこで少年親子は自らを

「肯定」してくれる他者に出会うが、これは悪い部分を修正するのではなく、良い部分を発展させ

			図20.トラストサークル	

図21.噂話（カーテンの陰に少年または	

保護者がいる）	
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るという意味がある。	

	

	

考察	

	

1.合宿におけるグループワーク実施の意義	

	 親子合宿においてグループワークを実施することには、以下のような意義があると考えられる。	

(1)非日常性の導入	

	 合宿においては食事準備から山登りまでさまざまな活動が組まれているが、その中でグループワ

ークは約5時間に渡って計4回行われ、合宿の中核的活動である。思春期の発達段階にある少年が

その親と日常生活の範囲を越えて密接にかかわるということは通常はなかなかできることではなく、

ましてや他の親子や第三者的なスタッフとのかかわりをも通じて自分を見つめ直すという機会は得

難いものであり、グループワークの形でこのような非日常性を計画的に導入するという点で本合宿

の意義は非常に大きいと言える。ある保護者からは「普段こんなに子どもと向き合って遊んだこと

はなかった」という感想が聞かれた。	

(2)円滑な実施	

	 合宿開始当初、多くの参加少年親子は「一体何をやるのだろう」という不安な気持ちで参加して

いる場合が多い。そのような親子に対してゲーム形式のグループワークを実施することは、当初は

「子どもっぽい」とか「かったるい」という印象を持たれることも少なくないが、親子にとっては

むしろ心のガードを下げて安心して参加することができ、そのような雰囲気の中で活動を進める内

に新しい関係性を構築していくことができるという側面がある。	

(3)質の担保	

	 本親子合宿は毎年 1 回〜2 回の割合で半定期的に実施されている。少年側参加者は当然のことな

がら毎回異なるが、家庭裁判所調査官も定期異動などにより、同一スタッフが何年も続けて参加す

ることは事実上困難である。このような状況の中で、グループワークを軸にプログラムを構成する

ことにより、担当者が交代しても毎回一定程度の内容と質を担保できるという利点がある。	

	

2.問題点と課題	

	 他方、本合宿にはさまざまな問題点や課題もある。	

(1)心理的抵抗	

	 まず、すべての少年親子は家庭裁判所からの提案を受けて参加しており、基本的に「自発的な」

参加者はいないのが現実である。通常、グループワークにおいては、一般の参加者であっても活動

への参加に心理的抵抗を示すことが指摘されている（例えば、片野・國分、1999）。ましてや、裁判

所から提案されて参加する本合宿においては少年親子の参加への心理的抵抗は決して小さくないこ

とが想像される。実際に少年親子が合宿終了後に提出する感想文では、当初は参加への抵抗感が小

さくなかったことが繰り返し述べられている。	

（2）親子関係	

	 参加する少年親子の親子関係は一般的に言って必ずしも良好ではない。明らかに親子関係が険悪
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であるような場合は少ないが、潜在的になんらかの葛藤関係を抱えている場合が少なくなく、その

ための親子合宿という側面もある。このような状況のため、親子で相互に関わり合いながらワーク

を行う場合、すべての活動が円滑に行われるわけではなく、親子関係に配慮しながら実施しなけれ

ばならない一面もある。	

(3)時間的制限	

	 親子合宿は一泊二日であり、時間的には非常に限られている。合宿開始から解散までの時間は睡

眠時間等を含めても30時間程度に過ぎず、その中でグループワークに当てられるのは数時間である。

少年親子にはすでに10数年の歴史があるが、その間のさまざまな要因が非行に関与していると考え

られる。数時間の活動でそれらの問題を解決することは困難で、過大な期待は禁物である。	

(4)人的条件	

	 通常、参加家族数は2家族程度であるので親子で計4名であるが、これに対して7〜8名のスタッ

フが参加するのでグループワークの参加者は計12名程度になる。これはおおよそ少年親子1に対し

てスタッフ2の割合であるが、グループワークの運営上はかなり恵まれた人的条件であると言える。

但し、スタッフが多ければいいというものではなく、少年親子に対して2倍を越えるスタッフが参

加すると、活動の主体が誰であるのかが分かりにくくなり、合宿の効果が薄れるというのが経験的

な印象であり、注意を要する。	

	

3.効果的実践のための配慮	

	 以上のような状況を踏まえて、合宿では効果的な実践のためにさまざまな配慮を行っている。	

（１）成長モデル	

	 まず、本合宿は基本的に成長モデルに基づいて企画・構成されている。	

	 山本(1995)は心の問題に対処する専門性に関して、修理モデルと成長モデルの2つをあげている。

修理モデルはパーソナリティの悪い部分を治し、問題を除去するアプローチであるのに対して、成

長モデルはパーソナリティの健全な部分を開発し、発展させるアプローチである。少年親子の問題

を2日間で治し、解決することは事実上不可能である。しかし、成長モデル的な視点に立ち、成長

へのきっかけとなる体験をいくつか創り上げることは可能であるという考え方に基づいており、こ

れは本合宿の基本哲学と言える。	

（２）楽しむこと	

	 上記の考えに基づき、合宿で行うワークは楽しく行うことを基本としている。既に述べたように

少年親子は裁判所からの提案を受けて参加しており、自発的な意志に基づいて積極的に参加してい

る訳ではない。また、その親子関係にはさまざまな葛藤がある場合も少なくない。このような状況

の中で行う活動自体がつまらないものであったら、少年の参加意欲は一気に失われ、ワークの効果

を上げることは困難である。ワークを楽しみ、笑顔になることによって防衛が解除され、合宿の目

的の達成が促進されると考える。	

（３）全体的な「流れ」への配慮	

	 上記の点を踏まえ、合宿で行われるワークでは2日間の合宿期間を見通して、全体的な「流れ」

を考えて構成されている。開始当初、参加者相互は基本的に面識がない状態で合宿はスタートする。

このため、第1セッションにおいては、スゴロク・トーキングなどの相互の面識度を高めるための
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ワークを行うこととしている。第2セッションは夜のセッションであり、参加者はここまでに多く

の活動をこなしてきている。中には、夜にもワークを行うことに辟易している参加者がいるかもし

れない。このため、ここでは楽しむことを第1に考えつつ、その中で親子が新しい関係性の手がか

りをつかんでくれることを期待している。第3セッションでは、スキンシップを多く取り入れ、親

子の新たなかかわりの可能性をさらに拡大している。また究極の選択において、相互の新しい理解

の機会を設けている。その上で、最終セッションである第4セッションでは、信頼感をベースにし

て各自の良いところを認めることによって、新たな自己受容を促すことを目的としている。	

（４）あるがままの受容	

	 本合宿では最後は必ず噂話で終わることとしている。これは先に述べた成長モデルの1つの象徴

でもある。すなわち、少年は非行を犯して審判に付されており、その問題点については既にさまざ

まな指摘がなされていると考えられる。しかし、心理臨床の原点に立って「あるがまま」の少年を

今一度眺めるならば、少年にはさまざまな良いところもあるはずである。そのような、普段光が当

たることが少ないかもしれない少年の長所を体験を共にしたメンバーから指摘されることにより、

「あるがまま」の自己像を形成してもらうことを成長への出発点としたいという考えに基づいてい

る。この点は保護者に対しても同様である。	

	 昨今、少年非行は全体として減少傾向にあると言われるが、いじめをはじめとする学校内での人

間関係のトラブルなど、さまざまな問題は枚挙に暇がない。そのような諸問題に対して、各種の対

策がとられているが、グループ・アプローチは既に述べたような多くの利点を備えた方策の1つで

ある。しかし、その運用・実施に当たっては、人間心理の機微に関わるさまざまな配慮が必要であ

る。本稿がそのような実践の一助となれば幸いである。	
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現在、学校現場ではさまざまなグループワークが実践されている。その中の主な活動に構成的グループ・エンカウンター

があるが、この活動はかかわる活動と理解する活動の 2 つに大別することができる。この他にインプロを中心とした表現する

活動も存在し、さまざまな活動は、かかわる・理解する・表現するという 3 つの機能に集約・分類された。しかし、グループワ

ークには、その実践において枠に嵌めながら状況に対して開いていかざるを得ないという矛盾も含まれており、実施にあた

っては十分な配慮が必要である。以上を踏まえて、 (1)すべての児童生徒を対象として、(2)他者とのかかわりを通して、(3)必

要な対人的技能や心理的資質を、(4)楽しみながら育てる、の4点を基本概念とする心を育てるグループワークが提案された。

その上で、この活動を支えるためのマインドとして、(1)子どもの中には成長への力があると信じること、(2)楽しむこと、(3)開く

こと、の 3 点が提案された。 

 

 

1.人間関係の問題 

 

現在、学校現場にはさまざまな問題があるが、その中でも大きな位置を占めているものに子ども

の人間関係の問題がある。その背景にはさまざまな原因があると考えられるが、現場から聞こえて

くる声としては、児童・生徒の人間関係力が十分に育っていない、友人関係・思いやり等、人間関

係に対する不安がある児童・生徒が多い、ちょっとしたことでつまずくと立ち直れない、「どうせ」

が口癖になってしまっているなどというものがある。	

	 子どもたちを巡るさまざまな問題の共通項に、心と人間関係の問題があると言えるのではないだ

ろうか。企業が新人大卒者採用に当たって重視する能力としてコミュニケーション能力が例年一位

を占めており、その度合いは毎年どんどん高まっている。主体性・チャレンジ精神・協調性・誠実	

―――――――― 
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性なども調査項目に含まれているが、それらはあまり重視されていない。すなわち、企業や社会が

求める力として、人とかかわる力が非常に重視されている。言い換えると、それが今不足している

ということでもあろう。	

こういった問題の背景には、従来から指摘されてきたことであるが、人口の流動化による地域社

会の弱体化や少子化による人間関係を結ぶ機会の減少、親子関係やそもそもの親のあり方の変化、

遊び方の変化、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の発達に伴うコミュニケーション手

段の変化などがあるのではないかと考えられる。	

	

	

2.各種のグループワーク 

	

そのような状況の中で、子どもたちの人間関係の問題に対応し、心を育てる手段としてグループ

ワークが今、注目・活用されている。	

グループワークは、個人の心理的教育・治療・成長や対人関係の発展のために、小集団の機能・

過程・ダイナミクス・特性を用いる技法の総称と定義される(野島、1982	)。また、文部科学省の『生

徒指導提要』において「教育相談でも活用できる新たな手法等」としてグループ・エンカウンター

（構成的グループ・エンカウンター）、ピア・サポート活動、ソーシャルスキルトレーニング（SST）、

アサーショントレーニング、アンガーマネジメント、ストレスマネジメント教育、ライフスキルト

レーニング、キャリアカウンセリングなどの8つの活動が紹介されている(文部科学省、2010)。こ

の他にも、グループワーク・トレーニング（横浜市学校GWT研究会、1989など）やインプロ（絹川、

2001など）といった学校での実践に適した活動がある。	

このような中で、現在、子どもたちの心や人間関係の問題の改善を目的とした活動に関する多く

の書籍が出版されていて、さまざまな技法が紹介されている。しかし、現状ではそれらがあまりに

多数であるため、それぞれの特徴や効果が現場の教師に見えづらくなっているのではないだろうか。

それぞれの活動はどう違って、どんな効果があって、自分のクラスの子どもたちに何を適用したら

いいのかということを的確に認識できる現場の教師は多くはないのではないかと危惧される。	

そのような問題の背後にあるものとしては、まず、人間関係に関して現場が必要としていること

が非常に基本的なレベルになって、かつ増大しているということが言える。一方、各活動が提案し

ている内容は専門化し、細分化している。上に述べたように主な活動だけで2桁に上る活動があり、

さらにその中にはさまざまな下位分類がある場合もあるのである。このような状況の中で、子ども

たちに提供すべきことと、そのためのいわゆる「引き出し」との関係が見えづらくなっているので

はないだろうか。	

ここにおいて必要なことは、まず、活動の内容やあり方をできるだけ学校と子どもたちの現実に

近づけることだろう。人間関係の問題が基本的なレベルになっているとしたら、それに対して提供

するものもより基本的な内容に絞るべきであろう。また、心に関する活動には即効性は望めず、効

果を挙げるためには、一定期間に渡って繰り返し実施することが望まれる。そして、繰り返し実施

するには多岐に渡る諸活動を整理し、わかりやすいコンセプトを提示する必要がある。そうでない

と、活動を行う側にとっても受ける側にとっても混乱が生じてしまう。グループワークは魔法の杖
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ではない。	

	

	

3.構成的グループ・エンカウンター 

	

現在、学校現場で最も普及しているグループワークは、

國分(1981)が提唱した構成的グループ・エンカウンター

（SGE）であろう。構成的グループ・エンカウンターは、そ

の名称を分解すると、構成とは「枠」を、グループは「か

かわり」を、エンカウンターは「出会い」をそれぞれ意味

し、言い換えると「枠の中でかかわることで出会う」とい

うことを意味している。すなわち、構成的グループ・エン

カウンターは一定の枠組みの中でエクササイズを通して他

者とかかわることによって成り立っており、そしてその目

的は自己との出会いであると言うことができる。	

この構成的グループ・エンカウンターには、自己理解・自己受容・他者理解・自己主張・感受性・

信頼体験6つの機能があるとされる（片野、1996 など）。しかし、この6機能については一層の整

理が可能ではないかと思われる(図1)。	

まず、自己理解については、自己理解は他者理解と一枚の硬貨の裏表の関係にあると言える。す

なわち、あなたにとっての他者理解は私にとっての自己理解であり、私が自己理解することはあな

たの他者理解につながる、ということである。また、自己受容とはありのままの自分を受け入れる

ということであるが、自分に対する理解の幅をさらに広げていけば、そこには自己受容も含まれて

くると考えることができ、これは自己理解のバリエーションと考えることができる。これらを踏ま

えて、自己理解・自己受容と他者理解はその人の人となりについて理解することとしてまとめるこ

とができるのではないかと考えられる。	

他方、感受性と信頼体験については、感受性は心の感度を高めるということで、信頼体験は他者

を信頼するということであるが、この2つは他者とかかわるということの2つの特殊な側面と捉え

ることができる。そこでは、相手のことを具体的に理解する必要はなく、自分自身について何かを

発信する必要もない。ただ、かかわりのあり方をある観点に基づいて捉え直し、高めるということ

である。	

一方、これらとは別に自己主張という機能があるが、この自己主張については若干の検討が必要

である。自己主張とは自分の本音を表現することであるが、構成的グループ・エンカウンターのエ

クササイズの中で、自己主張に関しては代表的なエクササイズとして2タイプある。	

1つは、月世界というエクササイズである（例えば大関、1996）。月面で遭難したという設定の中

で多くのアイテムのうち、生き延びるために必要なものをグループで話し合って、重要度に応じて

順位づけるいう課題である（諸形式ある）。それは、自分の考えを相手に伝えて、また相手の考えを

聞いて、そのやりとりの中でグループとしてコンセンサスを得ていくという形態である。この課題

においては、メンバーが互いの人物像や価値観について理解する必要はなく、科学的に考えて何が

	 図1.SGEの6機能の再整理	
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ベターかということを考えればいい。そこでは、個人の考えよりも、科学的な合理性のほうが求め

られるので、それを念頭に置いて他者とかかわればいいのであり、この課題は感受性や信頼体験に

より近いと言える。	

他方、同じ自己主張の課題の中でも､ライフボートという課題は特質が異なる。この課題は、難破

船に乗り合わせたさまざまなバックグラウンドを持つ人々の中から、定員の限られた救命ボートに

乗り、生き残る人を選ぶというものであり、それをグループとしてコンセンサスを得るという課題

である。この課題は、自分の価値観について振り返り、それから相手の価値観を理解した上で他者

とかかわることが必要になり、その意味で自己理解や他者理解により近いと言える。すなわち、自

己主張に関するエクササイズはかかわることかあるいは理解することのいずれかに偏る傾向がある

と見ることができる。このように考えると構成的グループ・エンカウンターの機能は、他者とかか

わるという機能と自他を理解するという機能の2つに大きく分けることができる。	

また、これらとは別に共同絵画（柴田、1996）のようにみんなで協力して1枚の絵を描いたり、

相互にやりとりしながらアイディアを表現する課題が少数であるが存在する。他者とかかわりなが

ら、その関係性の中で他者と協力して可能性の世界を拡げ、アイディアを表現する活動である。こ

れは広い意味で自己主張の範疇に含めることができるかもしれないが、それよりむしろ構成的グル

ープ・エンカウンターの6つの機能の中には存在しない自己表現の機能と捉えることができる。学

校は、正解にいかに早く正確に辿り着くかということが求められる組織であるが、これからの社会

は正解がない状況の中で、自分は何を表現していくのかということが今後ますます重要になってい

くと考えられる。この自己表現をテーマとする活動としてインプロ（後述）がある。	

	

	

4.かかわる・理解する・表現する 

	

このような諸活動を整理すると、そこに3つの要素を

認めることができる。基本にかかわるということがあっ

て、これが全体のベースとなっている。そして、人とか

かわることを通じて理解するということと表現するとい

うことがある。個人で内省して何かを発見したり、何か

を産み出したりするのではなく、すべては人とのかかわ

りの中から生まれてくるのである。	

これらを踏まえて、全体としては二重の円構造として

捉えることができる(図 2)。すなわち、かかわりについ

て2つの階層があると言える。すべては人とかかわることによって成り立っているという意味にお

いてそれは広義のかかわりといえる。そして、理解することも表現することもこの広義のかかわり

の枠内において成り立っている。他方、その広義のかかわりの中には、自己や他者のことを理解す

ることも何かを表現することも含まれておらず、ひたすら他者とかかわるという活動も存在する。

これは狭義のかかわりといえる。	

図.2	かかわる・理解する・表現する	
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正保(2015)は、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、そしてインプロの3つの

活動について各種のエクササイズ集を比較して、それら

の中に上記のかかわる・理解する・表現するという側面

がそれぞれどれくらい含まれているかということを検討

した(図3、注1)。	

これらの活動は、いずれもかかわることによって成り

立っているが、構成的グループ・エンカウンターは、自

分や他者のことを理解することが中心である。これに対

して、グループワーク・トレーニングは、かかわること

が中心である。グループワーク・トレーニングにおいても理解するエクササイズが一定の割合存在

するが、グループワーク・トレーニングにおける理解するエクササイズの多くは構成的グループ・

エンカウンターとの間に明確な違いを見出せず、ほぼ同一のものと考えて差し支えないと思われる。

そして、インプロは表現することが中心である。特にインプロではウォーミングアップで行うこと

と、メインの活動で行うことが分かれているが、ウォーミングアップで行うことはかかわることで

あり、メインの活動はかかわりつつ表現することを目的にしている。	

	

	

5.かかわること 

	

かかわりについて従来、心理学者は多くの研究を重ね、人間のかかわりの能力、いわゆるソーシ

ャルスキル能力を測る測定尺度を多数開発してきた。それらは、多くの項目について大規模な調査

を行い、統計分析を行うことによって行われてきた。その結果、たとえば人間関係形成スキルや、

問題解決スキルや、傾聴スキルなどのソーシャルスキルが数多く見出されてきた。しかし、多くの

研究者間でそれらのスキルに関する整合性は乏しく、共通理解は得られていない。理論的な研究と

してはそれぞれに意義があると考えられるが、日々の教育実践に困難を感じている学校関係者にと

ってはより単純な構成が望まれるだろう。	

正保・葉山（2014）は、ソーシャルスキルについて従来のアプローチとは異なり、概念先行方式

で理論化を試みた。まず、人と人とのかかわりを伝える働きと受け取る働きの機能面と、言語と非

言語の媒介手段面でそれぞれ 2 分した。これによって計 4

つのカテゴリーが得られ、すべての人と人とのかかわりは、

この中で行われていると考えることができた(図 4)。言語

で伝えることが「言う」で、言語で受け取るが「聞く」で

ある。非言語で伝えることが「する」で、非言語で受け取

ることが「読む」である。この「読む」は「空気を読む」

の「読む」である。それを測るために基本的コミュニケー

ション測定尺度iksyを作成した（正保・葉山、2014）。iksy

とは言う(iu)、聞く(kiku)、する(suru)、読む(yomu)のロ

	 図3.各ワークにおける割合	

		図4.かかわりを支えるもの	
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ーマ字の頭文字である。この4つの観点からソーシャルス

キルを捉えることで、ソーシャルスキル全体を網羅的に捉

えることができると言える。	

また、グループにはかかわりという力があるが、このか

かわりの潜在的な力については、x=2n-n-1という計算式で

求めることができる。例として4人から成る集団を考えた

場合、この4人の間にあるかかわりの力については、式の

nに4を代入して11という解を得ることができる。これは

4人の中のあり得る全ての2者関係、3者関係、4者関係を

合計すると11通りになるということである(図5)。この4

人の集団内で、相互関係を持って何かを行う場合、それだけのかかわりの可能性があると言うこと

ができ、これを当該のグループにおける潜在的なかかわりの力と考えることができる。この力はメ

ンバーが一人増える毎に飛躍的に増えて行き、10人だと1,013 に、20人だと1,048,555 に、30人

だと1,073,741,793に、40人だと1,099,511,627,735になる。40は40人学級を念頭に置いたもの

で、子どもが40人いたらその潜在的なかかわりの力は約1兆通りになるということである。そこに

教師が加わったらnは41になるが、この場合のかかわりの力は約2兆通りになる。言い換えれば、

グループにはそれだけのかかわりの力が潜在的にあるということであり、多くの子どもが教室にい

るということは、無限に近い可能性がそこにあるということだと言える。このような状況下で、教

師が子どもたちの人間関係を積極的に活用しようとする時、そこに方法としてのグループワークが

あり、そして、その潜在力をどう使うかは教師の姿勢にかかっている。教師が、子どもたちの間の

相互作用を教育活動に活かすためにさまざまな工夫を行うなら、それらの潜在力を活用することが

できるだろう。これとは逆に、そのようなことをしないで、子どもたち全員に互いにかかわること

を禁止して、一人一人が個別に授業を受けることを強いた場合、子どもが何人いようと人間関係は

0 である。言い換えると、多くの子どもたちを前にして、教師はどちらの方策を選ぶのかを問われ

ていると言ってもいいだろう。	

	

	

6.理解すること 

 

グループワーク、特に構成的グループ・エンカウンターにおいて個人を理解することは､他者とか

かわることの上に成り立っているが、ここで、理解することには2つの段階がある。まず、最初の

段階として個人が他者と出会うということがあり、そして、次の段階として他者との出会いを通し

て自分自身と出会うということがあり、これで出会いが完結する。個人で部屋に籠もって瞑想する

のはグループワークにおける出会いではない。そうではなくて、人とかかわることによって相互作

用が生まれ、その関係性の中での他者との出会いを通して自分と出会い、理解するのである。	

例えばAさんとB君の関係を考える(図6)。ここでAさんがB君を見てある印象を抱いたとする

と、それはAさんのB君に対する他者理解である。AさんがそれをB君に向かって言語化すると、

これはB君に対するフィードバックになる。そして、言われたB君にとっては、この言葉が自己理

	 	 図5.かかわりの関係図	 	
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解の手がかりになる。「自分はそういう風に人から見えるら

しい」と気がつくことになる。しかし、B 君が自分自身の

自己理解に基づいて、A さんの他者理解と異なる自己理解

をAさんに提示した場合、それはAさんに対する自己開示

になり、その自己開示によってAさんはB君に対する他者

理解を修正することになる。	

このように自己理解と他者理解は相互にかかわり合う関

係の中にあって、それで一組になっていてどちらか片方だ

けということはあり得ない。ここが構成的グループ・エン

カウンターの中核部分である。	

	

	

7.出会いとかかわりの関係 

	

このような出会い（理解）と前述のかかわりとの関係は

たとえて言うなら饅頭の餡と皮の関係と言える。そもそも、

国内で構成的グループ・エンカウンターが始まったのは

1970年代の高度経済成長の時代である。当時それは主とし

て大学生の自己啓発を促進するための活動として始まった

ものであった。当時は、懸命に勉強して良い学校を卒業し

て良い会社に入れば、良い人生を送れるといういわゆる学

歴神話を多くの日本人が信奉していた時代であった。言い

換えると、努力をすれば見返りがくるという価値観を多く

の国民が共有していた時代でもあった。そして、その成長重視の社会における人間疎外の問題への

対応処置として他者や自己との出会いが求められたという側面がある。ここで自分に出会うという

ことは、精神的苦痛を伴う側面もある。しかし、敢えてそれに向き合うことで、それに代わるもの

が得られるということに意義があったと思われる。そして、先に述べたように構成的グループ・エ

ンカウンターは、他者とかかわることで自分と出会うという活動であるが、ここで他者とのかかわ

りを饅頭の皮に、自分と出会うことを饅頭の餡に置き換えるならば、出会いという餡を得るために

はかかわりという皮も合わせて食べる必要があったと喩えることができる。	

しかし、現代においては、学校現場は子どもたちの基本的な人間関係の問題に悩んでおり、始め

に述べたように出会い以前に他者とのかかわりそのものが問題になっている。以前であったら当然

のこととしてできていたことが今はできなくなっている。そのような学校現場では、今、子どもた

ちに自分自身に向き合って欲しいとか、自分と出会って欲しいという期待はみられなくなっている。

それよりも、他者と基本的なかかわりができるようになって欲しいという期待が大きくなっている。

すなわち、前述の喩えに基づくならば、現在は、餡云々よりも皮だけでもなんとか食べてほしいと

いう状況がある。言い換えると、以前は出会いが目的でかかわりがそのための手段だったが、現在

はかつて手段だったかかわりが目的になるという手段の目的化が起きており、出会いはどこかに消

図7.出会いとかかわりの関係	

	 図6.	 理解する活動（SGE）	 	



茨城大学教育実践研究 35 (2016) 

 - 482 - 

えてしまっている。つまり、現代はかかわり重視の時代だと言える。	

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が、そもそも構成的グ

ループ・エンカウンターにおいては、参加者が基本的に他者とかかわりあえることが前提であり、

手段である。他方、現代においては、基本的なかかわりそのものが問題となっており、かかわりは

目的となっている。このため、従来の構成的グループ・エンカウンターにおいて紹介されているエ

クササイズや提示されている実施方法などは、今の時代に合わなくなっている面が少なくなく、そ

れに変わるものが今求められていると言える。	

	

	

8.表現すること 

	

グループワークにおいて表現するとは、相互にかかわりながら、創造力を発揮して可能性に挑戦

するということであり、発展的には、正解のない世界で楽しみながら表現することで、本来の自分

に還るということである。	

インプロ（即興）は表現する活動である。絹川（2001）はインプロを「イエス・アンドを基本原

則とし、その場の状況や相手のオファーに柔軟に反応し、今の瞬間を活き活きと生きながら、仲間

と共通のストーリーを創っていく活動」と定義している。イエス・アンドとは相手のアイディアを

受け入れながら、その上で自分のアイディアを加えて相手に返していくことである。この基本原則

に基づいて相互にかかわり合うことにより、そこからイメージが生まれ、新しいストーリーが紡ぎ

出されていく。そのプロセスにおいてメンバーは他者とかかわりながら自分自身を表現していく。	

平田(2006)は現代の日本における産業構造の転換により、表現教育・コミュニケーション教育が

必要とされるようになったと述べている。労働人口の3分の2以上が第三次産業に従事するように

なった今日、発想や柔軟性、コミュニケーション能力やデザイン力が重要になると平田は指摘して

いる。確かに、社会が一定の成熟水準に達した今、人々が欲するものを産み出していくには、一人

一人が自己を表現し、新しいアイディアを創り出していくことが重要であろう。このような表現能

力は今後の社会生活において、ますますその重要性を増していくことと思われる。	

	

	

9.楽しむこと 

 

	 前述の表現することと同様に、楽しむことの重要性と留意点も併せて指摘しておきたい。	

「楽しくてためになる(interesting	and	instructive)」という言葉がある。この「楽しくて

（interesting）」と「ためになる(instructive)」ことを単なる足し算で考えると不都合が生じる。

例えば、「楽しくて（interesting）」で50点満点中10点しかとれないような課題があるとする。率

直に言ってつまらない課題である。でも、その課題は「ためになる(instructive)」という点では、

50 点満点が取れる課題であるかもしれない。これを合計すると100 点満点で60 点取れることにな

り、総合的にみて合格点が与えられる課題ということになる。しかし、このような課題は子どもの

立場から見るとつまらない課題であり、やりたくない課題である。楽しくないからである。そうで
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はなくて、「楽しくて（interesting）」で50満点中30点の合格点が取れる課題で、なおかつ「ため

になる(instructive)」という点でも50点満点中30点の合格点が取れる課題を考えて見る。これで

あれば、同じ100点満点で60点の課題だが、子どもにとって取り組んでみようかという意欲が持て

る課題であると考えられる。interesting と instructive は単に加算的に考えるのではなく、継時

的な関係性の中で捉えることが重要であると言える。	

また、表現することと楽しむことは大いにかかわっている。自らを存分に表現することは当人に

とっては楽しさを感じることに繋がるだろう。	

	 例えば、心理的な問題を抱えている子どもが助けを必要としている場合がある。そのような子ど

もは屈託なく遊ぶことが苦手なことがしばしばある。心理臨床場面では、遊戯療法開始当初に玩具

がたくさんあるプレイルームに入っても、何をするでもなく、立ち尽くす子どもは少なくない。精

神分析家のウィニコット,D.（1979）は「治療者がなすべきことは子どもが遊べない状態から遊べる

状況に導くことである」と述べている。子どもは遊ぶことにおいて、自己を表現し、本来の自分に

還るのである。そのような子どもに対して、他者とかかわりながら表現する機会を与えることは広

い意味で心理的な援助を行うことにつながる。	

自分の能力を発揮し、他者とかかわりながら自分の中にあるアイディアや可能性を表現する時、

人は笑顔になる。笑顔で活動を楽しむとき、人は問題から解放されて、本来の自分自身に還るので

ある。このことは単に治療的な場面に限らず、学校における集団活動場面においても同様に言える

ことである。	

	

	

10.各種グループワークの比較 

	

各種のグループワークのうち、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、SST について、構成度の高低、自己開示の有無、

活動の目的としての正解の有無、動機付けの種類の4つの

観点から整理した（表1）。	

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、SST はワークの構成度が高いが、インプロは

構成度が低い。自己開示については構成的グループ・エン

カウンターのみが該当し、その他の活動においては参加者が積極的な自己開示を行うことは企図さ

れていない。正解については、グループワーク・トレーニングとSSTには活動の結果としての正解

が前提されているのに対し、構成的グループ・エンカウンターとインプロには正解がない。活動へ

の動機付けについては、構成的グループ・エンカウンターは自己への気づきを深めることが目的で

ある。グループワーク・トレーニングでは与えられた課題を達成することが目的であり、インプロ

は表現を楽しむことが中心である。SST は結果に対して賞賛が与えられることが動機付けとなって

おり、ここで取り上げた4つの活動は、さまざまな異同点を持ちつつ、動機付けにおいてはすべて

異なっている。この4つをさらに分類するなら、構成的グループ・エンカウンターにおいて気づき

表1.各種グループワークの異同点	
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を深めることと、インプロで表現を楽しむことは、いずれも個人の充足感に関連していると言える。

これに対して、グループワーク・トレーニングの課題達成は予め外的に設定された目標を達成する

ことによって得られるものであり、またSSTにおける賞賛は指導者の評価によって得られるもので

ある。すなわち、構成的グループ・エンカウンターとインプロは内的な満足を目的としているのに

対して、グループワーク・トレーニングとSSTは外的な評価を拠り所としていると言うことができ

る。	

また、この賞賛とは相手の良いところを評価することであるが、「良いことをすると賞賛される」

ということは「失敗すると叱責される」ということと表裏一体の関係にあり、このことが参加者に

与える影響は小さくないと考えられる。また、賞賛であれ叱責であれ、評価される側の立場におい

ては内面に評価の軸が作られることになる。内面に評価軸を持ち、それを意識することは動機づけ

などにおいてプラスの方向に働くこともあるだろうが、逆に失敗を恐れることによりマイナスの方

向に働くこともあるいわば諸刃の剣であるとも言える。特に、その軸の存在を意識することが表現

の可能性の幅を狭めることもあるかもしれない。グループワークにおいてメンバーに賞賛を与える

時にはこのような正負双方の可能性を考慮することが必要であると言える。	

	

	

11.グループワークの矛盾 

 

筆者が以前ある高等学校でグループワーク授業を行った

際のことである。グループワーク・トレーニングの人間コ

ピー機（横浜市学校 GWT 研究会、1989、注 2）という課題

を行うことにした。人間コピー機とは、小グループで離れ

た所にある絵を順に見て、記憶に基づいてメンバーで協力

して絵を描き写すというワークである。担任教師の協力を

得て、生徒の好みに合わせて課題図形(図 8)を用意して実

施したが、これに対して生徒たちが「描いた」絵の多くは

課題図形とは大きく異なる絵であった（例えば、図 9）。

これらの絵は真摯に課題に取り組んだ結果として必然的

に生まれたものではなく、敢えてこのように描いたものと

思われた。	

この絵を見て教師としてどう対応するかは判断が分かれ

るところではないかと思われる。活動に介入し、場合によ

っては叱責することもあり得るかもしれない。しかし、そ

こで叱責すると、生徒たちとの関係性は壊れ、生徒たちの

意欲も失われてしまうだろう。もう1つの判断は、この絵

を積極的に評価し、そこから次の展開を考えることである。

例えば、絵を「正しく」描き写すのではなく、課題図形を

ヒントに新たな創作を行うことを新しい課題としてもいい

	 図8.人間コピー機課題図形例	

	 	 図9.人間コピー機作品例 
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かもしれない。それはいわば、スタートラインとゴールラインを新たに設定し直すことと言える。

当初の目的に固執するのではなく、生起した現象を受け入れ、そこから新しい展開を発想するので

ある。	

このことはグループワークに内在する本質的な矛盾を示していると言える。多くのグループワー

クのゲームやエクササイズはそもそも所定の目的を持って構成されていて、目的の達成に向けて枠

に嵌めるという本質的な特徴を持っている。ところが、一旦ワークが始まると、そこで生じること

はリーダーの手を離れて、メンバーやその場のものになる。そして、そこで生起することを逐次受

け入れて臨機応変に対応していかないと、実りある結果を得ることはできない。言い換えると、実

施形態として枠に嵌めつつ、同時に開いていかなければならないという矛盾した構造があることに

なる。この矛盾を理解した上で取り組むことがグループワーク実践のポイントになる。	

	 ここで、開いていくということは、オープンマインドを持って場に臨むということである。オー

プンマインドとは予断を持たずに「今、ここ」にいて、あらゆる可能性を受け入れる姿勢である。

そのためには、何が起こるか分からないリスクを引き受けるということが必要である。	

	 正保(2016)によれば、このオープンマインドには主として 2 つの側面がある。1 つは自分自身に

対してオープンになる、ということであり、自分を隠さず、ありのままでいる、リラックスしてい

る、ということなどが含まれる。もう1つは場に対してオープンになる、ということであり、今、

ここで起きていることに注意を向ける、メンバーをよく観察する、メンバーのペースに合わせると

いうことなどが含まれる。このような態度でグループワークに臨むことにより、ワークをより実り

のあるものにしたり、さまざまな想定外の事態に対応したりすることができると考えられる。	

そもそもグループワークにおいては参加者が得る体験に正解や模範解答はなく、どんな体験にも

意味はあると言える。言い換えると、リーダーが新しい出会いのファシリテーターや立会人になる

という気持ちが必要だということである。	

	

	

12.心を育てるグループワーク 

	

以上のさまざまな論点を踏まえて、ここで「心を育てるグループワーク(Mind-Developing	Group	

Work)」を提案したい。それは(1)すべての子どもを対象にして、(2)他者とのかかわりを通して、(3)

必要な対人的技能や心理的資質を、(4)楽しみながら育てるという活動である。	

石隈（1999）は３つの心理教育的援助サービスを提案して援助対象を区分したが、ここですべて

の子どもとは石隈の分類における1次的援助サービスに当たる。特定の子どもやなんらかの問題を

抱えた子どもを対象とするのではなく、広く多くの子どもが恩恵を受けることを目指す。また、す

べての活動は､他者とのかかわりを通じて行われるのであり、個別的な内省活動などによって得られ

るのではない。そこでは、他者とのかかわりの力が最大限発揮される。そしてそこで得られる成果

には対人的スキルも含まれるし、内的な気づき等も含まれる。そして、すべての活動は参加者が笑

顔で、楽しむことによって行われる。同じワークを行うにしても、指示されてやらされているとい

う思いがあると楽しくないだろう。しかし、そこに遊び心を入れてやってみると楽しくなる。その

ようにして楽しみながら取り組んでいるうちに、参加者としては必ずしも意識しなくても、気がつ
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いたらできるようになっているということがある。～せねばならないとか、学ばねばならないとか

いう意識から離れたところで楽しんでいるうちに、必要な対人的技能や心理的資質が身に付いてく

ることは非常に意義があるといえる。	

	

	

13.心を育てるグループワークを支える 3 つのマインド 

	

その上で、前記の心を育てるグループワークを支える3つのマインドを提案したい。	

1 つ目は、子どもの中には成長への力があると信じるということである。山本(1995)は精神医学

を「修理モデル」と捉えた上で、心理臨床のモデルを「心の成長モデル」と捉えている。これは心

の壊れた部分を直すのではなく、心の健全な部分を開発し、発展させるアプローチである。そして、

それを人と人とのかかわりの中で進めていこうとする姿勢である。学校現場などでグループワーク

を実践すると、実にさまざまな子どもたちがいることに気づく。中には実施側の意図とは異なった

反応をする子どもも少なくない。そのような子どもを問題のある「困った存在」として捉えること

は、その子どもを修理モデルで捉えることに繫がる。そうではなく、どんな子どもも成長への可能

性を秘めた存在として捉えることが重要である。子どもをそのように捉えることにより、例えば、

ワーク中にさまざまな問題行動を示す子どもに対して、その問題行動を修正したり､除去したりしよ

うとするのではなく、その子の可能性に着目し、それを成長・発展させることにより、新たな発展

性を生み出すことができるようになる。	

2 つ目に楽しむことである。歯を食いしばって、肩に力を込めて取り組むのではなく、笑顔で活

動を楽しむことによって、成長への力が解発されると考える。もちろん、すべての活動を当初から

楽しく実施することは困難なことかもしれない。しかし、一見楽しくない活動であっても、実施の

工夫をすることによって楽しさを織り込むことは可能であろう。そこには少しのアイディアや遊び

心が必要なこともあるかもしれない。どのような工夫したら子どもたちの笑顔が見られるかという

ことを常に考えることが重要である。	

そして最後に、開くこと、すなわちオープンになることである。オープンな心で取り組むことで、

そこで起こるあらゆることに開かれ、可能性を最大限に生かすことができる。リーダーはさまざま

な目的や思惑をもってグループワークを試みるだろう。その時点でリーダーはメンバーを枠に嵌め

ようとしていると言える。しかし、参加するメンバーがそのワークをどのように受け止めるかは実

施してみないと分からない。ワークがどんなにメンバーのことを考え、よく練られたものであって

も、メンバーがそのワークを受け入れようとしなかったらその効果を上げることはできない。そこ

で開かれた心をもってその状況で生じていることを受け入れ、予定外の展開の方向性を探ることに

よって新たな動きが起こり、そこに成長への可能性が生まれるのである。	

以上の3点は相互に連関する関係にある。成長への力があると信じることが基本にあり、その上

で活動を楽しむことによって成長への力が解発され、そして開かれることによって成長への可能性

を探ることができるのである。また、活動を楽しむことと開くことも相互に関連している。	

始めに述べたように、現在、さまざまな場面でグループワークが実践され、その重要性は日増し

に高まっている。グループワークはさまざまな利点を持った活動であり、その可能性は非常に大き
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い。しかし、それらの活動をマニュアル通りに実行するだけでは、本来のグループワークが持って

いる潜在的な力を十分に発揮することはできない。さまざまなグループワークを、かかわる・理解

する・表現するという3つの観点から捉え直し、さらにそれらを上記の3つのマインドを持って実

践することによって、より効果的な活用が可能になると言える。	
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1.正保(2105)では、「理解する」を「知る」と表記している。	

2.原題は「人間コピー」であるが、「人間をコピーする」こととの混同を避けるために「人間コピー

機」と称した。	
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