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新学習指導要領及び高大接続の視点から見た教員養成

柴 原 宏 一＊
(2017年10月25日受理)

Teacher Training from The Viewpoint of The Newly Issued Course of Study
and Relations between High Schools and Colleges
Kouichi SHIBAHARA

キーワード：学習指導要領，高大接続，教員養成，教師教育の高度化

1945(昭和20)年の第二次世界大戦終了後、当時の教育刷新委員会の提言による「大学での教員養成」の実現により養成さ
れた世界最高水準の教員により多くの成果を上げてきたといえる。しかし、その後の世界の教育改革が「教員養成の修士レ
ベル化」、「教職の専門職化」を目指す中で、日本の教員養成は、世界から大きく遅れてしまったとの見方もある。開放制に
おける現在の日本の教員養成は、一般大学・学部での教員養成に負うところが大きい。そのため、教員養成系学部の教員
だけでなく、すべての教員が教員養成に携わっているという自覚を持ち、大学全体としての組織的な指導体制を整備するこ
とが急務である。世界の趨勢である「教員養成の修士レベル化」と「教職の専門職化」を進めるためにも、そして現在取り組ん
でいる高大接続や新学習指導要領の理念を実現するためにも、教員養成を教員養成系大学・学部だけの問題として捉える
のではなく、教員養成系大学・学部と一般大学・学部とが一体となって教員養成に取り組むことが、初等中等教育だけでなく
高等教育にとっても重要であることを、改めて認識する必要がある。

はじめに
これまで続いてきた教育制度改革も、文部科学省が大学入学者選抜試験の改革に本腰を入れて取
り組み始めた現在、新たな段階に入ったといえる。1945(昭和20)年の第二次世界大戦終了後、当時
の教育刷新委員会の提言による「大学での教員養成」の実現により養成された世界最高水準の教員
により多くの成果を上げてきたといえる。しかし、その後の世界の教育改革が「教員養成の修士レ
ベル化」
、
「教職の専門職化」を目指す中で、教員養成制度の違いはあるものの、世界の趨勢から大
きく遅れてしまったとの見方もある。本稿では、高校生、一般学部生、教育学部生の教員に対する
――――――――
*茨城大学全学教職センター

- 1 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

意識の異同に注目しながら、開放制の下での教員養成の課題についての論考を試みる。

１ 高等学校教育の社会的位置づけの変化
2014(平成26)年６月13日に「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」が成立
し、同年６月20日に公布、施行された。これに伴い、2015(平成27)年６月17日に成立した「公職選
挙法等の一部を改正する法律」が同年６月19日に公布され、改正後の公職選挙法は一部を除いて、
翌年の2016(平成28)年６月19日から施行された。この改正において、公職選挙法第９条第１項が「日
本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する」とされ、それまで
20歳以上であった選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。この改正に合わせ、総務省と文部科学
省は共同で2015(平成27)年秋に、全国の高校生を対象に副教材「私たちが拓く日本の未来」を配布
し、併せて、教師用として「活用のための指導資料」を作成した。
選挙権が20歳から18歳に引き下げられたことは、日本の政治史上、きわめて重要な制度変更であ
るが、副教材作成と並行して中央教育審議会では次期学習指導要領の改訂に向け、政治参加意識を
高めるような新科目の導入に向けての検討が行われるなど、高等学校教育にとっても重要な意味を
持っている。18歳で選挙権を与えるということは、高等学校において、国家と社会の形成者となる
ための教養と行動規範を身に付ける教育が行われることを意味する。即ち、2014(平成26)年12月22
日に出された中央教育審議会答申
「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、
大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」にあるように、
「高等学校教育については、生徒
が、国家と社会の形成者となるための教養と行動規範を身に付けるとともに、自分の夢や目標を持
って主体的に学ぶこと」1)が期待され、同答申ではそれに続けて「大学入学者選抜においては、現行
の大学入試センター試験を廃止し、大学で学ぶための力のうち、特に「思考力・判断力・表現力」
を中心に評価する新テスト「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）
」を導入し、各大学の活用を推
進する。
」2)ことに言及している。高等学校教育を小学校、中学校、高等学校、大学という一連の教
育の枠組みの中で捉えることで、
何が期待され、
何を変革しなければならないのかを明確に理解し、
その共通認識を基に教育改革に取り組むことが重要である。
小学校から大学までの教育の繋がりの中での高等学校の位置づけ及びこれからの高等学校教育の
方向性については、
「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」及び「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」の二つの中央教育審議会答申に詳しいので、
まず、その二つの答申について論考する。

２ 高等学校教育改革と高大接続
(１) 初等中等教育から高等教育を通じた教育の実現
2014(平成26)年12月22日の中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向け
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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」は、その冒頭部で「本答申は、
教育改革における最大の課題でありながら実現が困難であった「高大接続」改革を、初めて現実の
ものにするための方策として、高等学校教育、大学教育及びそれらを接続する大学入学者選抜の抜
本的な改革を提言するものである。
」3)と述べ、高等学校と大学との間に横たわる溝の深さを指摘し
た。その上で、
「新たな時代を見据えた教育改革を進めるに当たり重要なことは、･･･略･･･、初等中
等教育から高等教育までを通じた教育の在り方を示すことである。
」4)とし、子ども達に育むべき力
として「豊かな人間性」
「健康･体力」
「確かな学力」を総合した力である「生きる力」をあげた5)。
中でも「確かな学力」の育成について、
「特に小･中学校においては、学力の三要素を踏まえた指導
の充実が図られるよう、多くの関係者による実践が重ねられてきた。･･･略･･･、国内外の学力調査
の結果にも、そうした実践の成果が表れてきていると見ることができる。
」6)と小・中学校での取組
を評価する一方、
「高等学校教育及び大学教育においては、そうした義務教育までの成果を確実につ
なぎ、それぞれの学校段階において「生きる力」
「確かな学力」を確実に育み、初等中等教育から高
等教育まで一貫した形で、一人ひとりに育まれた力を更に発展・向上させることが肝要である。
」7)
と、高等学校及び大学での教育の在り方について意見を述べている。
更に、
「高等学校については、現行学習指導要領において、知識･技能の習得に加えて、思考力･判
断力･表現力等の能力や、主体的に学習に取り組む態度の育成を目指しており、その実現を目指した
関係者による努力が重ねられている。大学教育についても、･･･略･･･能動的学修･･･略･･･の充実な
どに向けた教育改善が図られつつある。
」8)としながらも「しかしながら、我が国が成熟社会を迎え、
知識量のみを問う「従来型の学力」や、主体的な思考力を伴わない協調性はますます通用性に乏し
くなる中、現状の高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜は、知識の暗記・再生に偏りがちで、
思考力・判断力・表現力や、主体性を持って多様な人々と協働する態度など、真の「学力」が十分
に育成・評価されていない。
」9)と、現状を厳しく評価している。その上で、
「多様な進路が開かれる
中で、一人ひとりの生徒･学生に必要な力を身に付けるためには、･･･略･･･、新たな時代に対応する
ための教育の在り方･･･略･･･を見いだすことが不可欠である。
」10)が、
「高等学校においては、小・
中学校に比べ知識伝達型の授業に留まる傾向があり、学力の三要素を踏まえた指導が浸透していな
い」11)ことを指摘している。その原因として「現行の多くの大学入学者選抜における学力評価が、
学力の三要素に対応したものとなっていないこと」12)を挙げ、
「そうした背景には、･･･略･･･知識の
再生を一点刻みで問う問題を用いた試験の点数による客観性の確保を過度に重視し、そうした点数
のみに依拠した選抜を行うことが「公平」であるという、従来型の「公平性」の観念が社会に根付
いていることがあると考えられる。
」13)と、公平性の観念の転換を説いている。
(２) 高等学校教育で育むことが期待される「生きる力」と「確かな学力」
答申では、
「生きる力」
「確かな学力」について、
「学校段階に応じた具体的な在り方については、
初等教育から高等教育を貫く視点に立って、今一度捉え直してみる必要がある。
」14)とした上で、
「高
等学校や大学の段階に進むに従い、身に付けるべき力の在り方は小･中学校段階とは質的に変化し
ていくものであり、･･･略･･･、高等教育までを通じて育成すべき「生きる力」
「確かな学力」の意義
を明確にした上で、幼児教育、小・中学校で積み上げられてきた教育の成果を、高等学校、大学に
おける教育で確実に発展させていくことが必要である。
」15)と論じている。特に「確かな学力」につ
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いて、
「学力の三要素を、社会で自立して活動していくために必要な力という観点から捉え直し、高
等学校教育を通じて(ⅰ)これからの時代に社会で生きていくために必要な、
「主体性を持って多様
な人々と協働して学ぶ態度（主体性･多様性･協働性）
」を養うこと、(ⅱ)その基盤となる「知識･技
能を活用して、自ら課題を発見しその解決に向けて探究し、成果等を表現するために必要な思考力･
判断力･表現力等の能力」を育むこと、(ⅲ)さらにその基礎となる「知識･技能」を習得させること。
」
16)

と述べ、更に、
「小･中学校において学力の三要素を踏まえた教育が定着してきている背景には、

全国学力･学習状況調査など、知識・技能等を実生活の様々な場面に活用することや、様々な課題解
決のための構想を立て実践し評価・改善することなどを含めた学力を評価する手法と、
「言語活動」
といった思考力･判断力･表現力等の能力や学習意欲を育むための学習・指導方法の具体的な在り方
が明確化され、各学校に導入されたことがある。高大接続における改革の方向性も、改革のための
具体策との組み合わせによって示していくことが重要である。
」17)と、小･中学校での取組を参考と
した改革について言及している。
又、高大接続改革の目指すべき目標については、
「その目標は、
「大学入試」の改革を一部に含む
ものではあるが、高等学校教育と大学教育において、十分な知識・技能、十分な思考力・判断力・
表現力、及び主体性を持って多様な人々と協働する力の育成を最大限に行う場と方法の実現をもた
らすことにある。･･･略･･･「高大接続」は、新しい時代にふさわしい高等学校教育と大学教育を、
それぞれの目標の下に改革し、子供たちがそれぞれの段階で必要な力を確実に身に付け、次の段階
へ進むことができるようにするためのものである。
」18)と明示している。
(３) 「高大接続」における新高等学校学習指導要領と高等学校教員への期待
「高大接続」改革においては「大学教育改革」と「高等学校教育改革」を不可分のものとして論
じているが、
特に
「高等学校における教育内容については、
「国家及び社会の責任ある形成者として、
自立して生きる力」を育む観点を一層重視することが必要であり、そのための教養と行動規範を涵
養することを含めた取組の充実を、
「高等学校基礎学力テスト（仮称）
」の導入と並行して進める。
あわせて、学習・指導方法についても、言語活動の積極的な導入をはじめ、生徒が受け身でなく主
体的・協働的に学ぶことを促す方法へと進化を図る。
」19)と名言している。
更に、2022(平成34)年度から実施予定の新高等学校学習指導要領について、
「多様な若者の夢や目
標を支援できる高等学校教育の実現を目指し、①「何を教えるか」ではなく「どのような力を身に
付けるか」の観点に立って、②そうした力を確実に育むため、指導内容に加えて、学習方法や学習
環境についても明確にしていく観点から抜本的に見直す。
」20)と述べると共に「高等学校の学習指導
要領を通じて、全体としてどのような資質･能力を育成しようとしているのかをより明確化する･･･
略･･･。なお、育成すべき資質･能力の明確化に当たっては、教育基本法や学校教育法の目的･目標の
ほか、ＯＥＣＤのキー・コンピテンシーや、国際バカロレアが目指す論理的思考力や表現力、探究
心等の育成などの考え方も参考にしつつ検討する。
」21)とし、◆「思考力・判断力・表現力」を育成
するための主体的・協働的な学習・指導方法の飛躍的充実◆英語における小学校から高等学校まで
を通じた四技能に係る一貫した具体的指標の設定◆国家や社会の形成者となるための教養と行動規
範、また自立して社会生活を営むために必要な力を、実践的に身に付けるためのカリキュラム充実
◆高度な思考力・判断力・表現力を育成・評価するための新たな教科・科目の検討等を例示してい
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る22)。ここで注目すべきは、
「具体的な教育課程の在り方については、本年11月の「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」の諮問を受けて更に検討する。
」23)とあるように、
「高
大接続」改革に新高等学校学習指導要領の検討が組み込まれていることである。
又、高等学校教員については「これからの高等学校教員には、課題の発見と解決に向けた主体的・
協働的な学びを重視した教育を展開するとともに、生徒の多様な学習成果や活動を適切に評価する
ことなどにより、これからの時代に必要な資質・能力を身に付けさせ、生徒一人ひとりの可能性を
伸ばしていく観点から指導を行う力量が求められる。
」24)ことから、
「開放制の原則の中でもこうし
た力が身に付くよう、教員の資質・能力の向上に向け、教職課程を改善し、研修・採用等の方法を
整備する。特に、大学の教職課程において、教員に必要な資質・能力を育成するとともに、現職教
員について、各主体の研修においてこうした指導力を身に付けるプログラムが整備されるよう、必
要な環境整備を図る。
」25)とし、加えて、進路指導についても、多面的･総合的な評価に基づき、生
徒一人ひとりの将来目標の実現を支援する観点への転換を提言している26)。

３ 新学習指導要領の方向性
本原稿執筆時(2017(平成27)年７月)においては、新高等学校学習指導要領はまだ告示されていな
い。しかし、本年３月に告示された新小学校学習指導要領及び新中学校学習指導要領を見るに、
2016(平成28)年12月21日に公表された中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」にその基本的方向性が網羅さ
れているので、新高等学校学習指導要領についても、同答申の内容を参考に論考する。
(１) 答申作成に当たっての現状分析およびそこから生じる課題についての基本的な考え方
2016(平成28)年12月21日に公表された中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校
及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」は、
「2030年の社会と、そし
て更にその先の豊かな未来において、一人一人の子供たちが、自分の価値を認識するとともに、相
手の価値を尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、よりよい人生とより
よい社会を築いていくために、教育課程を通じて初等中等教育が果たすべき役割を示すこと」27)を
意図してまとめられた。同答申では、グローバル化や急速な情報化や技術革新により、子供たちの
成長を支える教育の在り方も、新たな事態に直面しているとの現状認識に基づき、学校を変化する
社会の中に位置付け、学校教育の中核となる教育課程について、
「社会に開かれた教育課程」を目指
すべき理念として位置付け、これによって、教職員間、学校段階間、学校と社会との間の相互連携
を促し、更に学校種などを越えた初等中等教育全体の姿を描くことを目指している28)。
こうした理念の実現に向けて、同答申では、
「これからの学習指導要領等には、子供たちと教職員
に向けて教育内容を定めるという役割のみならず、･･･略･･･、学校教育における学習の全体像を分
かりやすく見渡せる「学びの地図」としての役割を果たしていくことが期待されている。
」29)と、新
学習指導要領の「学びの地図」としての位置づけを明確にしている。
2008(平成20)年の前回改定については、学校教育法第30条第２項に規定されたいわゆる「学力の
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三要素」から構成される「確かな学力」の育成が重視される30)など、一定の成果があったとし、今
回の改定においても「子供たちの現状や課題についての分析と、これから子供たちが活躍する将来
についての見通し」31)が重要であるとの認識から、現状を◆TIMSS2015をみても、学力は近年改善傾
向にある◆PISA2015においても、各分野において、国際的に見ると引き続き平均得点が高い上位グ
ループに位置しているが、読解力については前回調査と比較して平均得点が有意に低下している◆
視覚的な情報と言葉との結びつきが希薄になり、知覚した情報の意味を吟味したり、文章の構造や
内容を的確に捉えたりしながら読み解くことが少なくなっている◆文章で表された情報を的確に理
解し、自分の考えの形成に生かしていけるようにすることは喫緊の課題である◆全ての学校や学級
に、発達障害を含めた障害のある子供たちが在籍する可能性があることを前提に、子供たち一人一
人の障害の状況や発達の段階に応じて、その力を伸ばしていくことが課題である◆不登校児童生徒
数が依然として高水準で推移していることや、義務教育未修了の学齢超過者等の就学機会が限られ
ている32)、などと分析している。
(２) 社会の教育への期待
こうした現状分析に加え、
「とりわけ最近では、…略…“人工知能の急速な進化が、人間の職業を
奪うのではないか”
“今学校で教えていることは時代が変化したら通用しなくなるのではないか”と
いった不安の声もあり、それを裏付けるような未来予測も多く発表されている。
」33)からこそ、
「子
供たち一人一人が、予測できない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、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となってい
けるようにすることが重要である。
」34)と、教育の重要性について触れている。
さらに、
「こうした力の育成は、学校教育が長年「生きる力」の育成として目標としてきたもので
あり、…略…、子供たちに未来を創り出す力を育んでいくことができるよう、学校教育の改善、と
りわけその中核となる教育課程の改善を図っていかなければならない。
」35)ことに加え、
「
「これから
の教育課程には、社会の変化に目を向け、教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会の変化を
柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」としての役割が期待されている。
」36)ので、①社
会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を
持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと、②これからの社会を創り出していく
子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資
質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと、③教育課程の実施に当たって、
地域の人的・物的資源を活用したり、
放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、
学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させることの３
点が重要であるとしている。
(３) 学習指導要領の改善の方向性
(１)に述べた現状認識と課題意識、(２)で述べた「社会に開かれた教育課程」の実現を踏まえ、
①学習指導要領の枠組みの見直し、②教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カ
リキュラム・マネジメント」の実現、③「主体的・対話的で深い学び」の実現の３点にわたる改善・
充実を行うことが求められる37)。
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ア 学習指導要領の枠組みの見直し
答申において、
「これからの教育課程や学習指導要領等は、…略…、学校教育を通じて子供た
ちが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容などの全体像を分かりやすく見渡せる「学びの
地図」として、…略…関係者が幅広く活用したりできるものとなることが求められている。
」38)
ので、
「新しい学習指導要領等に向けては、以下の６点に沿って改善すべき事項をまとめ、枠組
みを考えていくことが必要となる。
」39)。つまり、各学校で編成される教育課程も、
「社会に開
かれた教育課程」の理念を実現するため、①何ができるようになるか、②何を学ぶか、③どの
ように学ぶか、④子供一人一人の発達をどのように支援するか、⑤何が身に付いたか、⑥実施
するために何が必要か、に沿って編成される必要がある。
イ 「カリキュラム・マネジメント」の実現
今回の改訂は、
「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、各学校が学習指導要領等を手掛か
りに、
「カリキュラム・マネジメント」を実現し、学校教育の改善・充実の好循環を生み出して
いくことを目指すものである。特に、新学習指導要領等が目指す理念を実現するためには、教
育課程全体を通した取組を通じて、教科等横断的な視点から教育活動の改善を行っていくこと
や、学校全体としての取組を通じて、教科等や学年を越えた組織運営の改善を行っていくこと、
つまり、各学校が編成する教育課程を軸に、教育活動や学校経営などの学校の全体的な在り方
をどのように改善していくのかが重要になる40)。
「社会に開かれた教育課程」という新学習指導要領の理念を踏まえれば、これからの「カリ
キュラム・マネジメント」については、①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校教育
目標を踏まえた教科等横断的に配列していくこと、②教育内容の質の向上に向けて、PDCAサ
イクルを確立すること、③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、効果的に組み
合わせること、の三つの側面から捉えることができる41)。又、
「カリキュラム・マネジメント」
は、全ての教職員が参加することによって、学校の特色を創り上げていく営みであることを全
ての教職員が、教育課程を軸に自らや学校の役割に関する認識を共有し、それぞれの校務分掌
の意義を子供たちの資質・能力の育成という観点から捉え直すことにもつながる42)。
このような「カリキュラム・マネジメント」はどの学校段階においても強く要請されるもの
であるが、特に高等学校においては、教科・科目選択の幅の広さを生かしながら、生徒に育成
する資質・能力を明らかにし、具体的な教育課程を編成していくことが求められる。義務教育
段階の学習内容の学び直しなど、生徒の多様な学習課題を踏まえながら、学校設定教科・科目
を柔軟に活用していくことも求められる43)。
ウ 「主体的・対話的で深い学び」の実現
子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し、これからの時代に求
められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けたりすることができるよう
にするため、子供たちが「どのように学ぶか」という学びの質を重視した改善を図っていくこ
とである。学びの質を高めていくためには、
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、日々
の授業を改善していくための視点を共有し、授業改善に向けた取組を活性化していくことが重
要である。これが「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善である。単元や題材のま
とまりの中で、子供たちが「何ができるようになるか」を明確にしながら、
「何を学ぶか」とい
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う学習内容と、
「どのように学ぶか」という学びの過程を、
「カリキュラム・マネジメント」を
通じて組み立てていくことが重要になる。
「カリキュラム・マネジメント」は、学校の組織力を
高める観点から、学校の組織や経営の見直しにつながるものである。その意味において、
「アク
ティブ・ラーニング」と「カリキュラム・マネジメント」は、教育課程を軸にしながら、授業、
学校の組織や経営の改善などを行うためのものであり、両者は一体として捉えてこそ学校全体
の機能を強化することができる44)。

４ 高校生、大学生の意識調査から見る教員像
中央教育審議会答申
「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、
大学教育、
大学入学者選抜の一体的改革について」及び「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」に見られる変化に対応し、それを担うこと
を教員は社会から期待されている。その教員という仕事を、教員をめざしている高校生や大学生は
どう捉えているのであろうか。教員という仕事に興味関心を持っている三つのグループに、同じ質
問を匿名で回答してもらった調査結果がある。質問項目については、
「教員養成ルネッサンス・HATO
プロジェクト」45)において、愛知教育大学が中心となって取り組んでいる「教員の魅力プロジェク
ト」における「教員のイメージに関する子どもの意識調査」を参考にした。調査した三つのグルー
プ(Ａ群、Ｂ群、Ｃ群)はそれぞれ、
Ａ群：教育に興味のある高校生を対象とした公開講座に参加した高校１～３年生(Ｎ＝37)
Ｂ群：教育学部以外の学部で教職課程を履修している大学２年生(３年生を含む：Ｎ＝96)
Ｃ群：採用試験直前の主に教育学部を中心とする大学４年生(大学院生を含む：Ｎ＝57)
である。なお、調査当たっては、口頭及びアンケートの冒頭部で、匿名性を担保すること及び集計
結果を発表することもある旨を

(%)
60.0

周知した。各群に対し、
「教員と

48.6
50.0

いう仕事(教職)」に関心を持っ

40.0

た時期と教職に就こうと決めた

32.4

時期について質問した。その結

30.0

18.9

果は図１～図３のとおりである。

20.0

27.0
10.0

29.7
32.4

した調査結果であるため横軸の

10.8
0.0
小学生前

小学生

図１のＡ群は高校生を対象と

中学生

決心した時期

高校生

大学生

迷っている

関心を持った時期

「大学生」に該当するデータは
ないが、
「関心を持った時期」及

図１ Ａ群：
「教員に興味を持った時期」及び「教員になろうと決めた時期」

び「決心した時期」のいずれもが

図３のＣ群の結果と極めて似ている。Ｃ群は、回答した57名のうち50名が、つまり87.7％が教育学
部(研究科を含む)の学生であった。Ａ群は図１のグラフから分かるように、調査時点で70％以上が
将来教職に就くことを決めているグループである。そのため、Ａ群の高校生たちは、大学進学時に
進学先として教育学部を選ぶことが想定される。図１の「迷っている」者の半数が高校生のうちに
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教職に就くことを決めると仮定すれば、
「高校生の時に教職に就くことを決めた」人数の割合は
32.4％から47.3％と変化し、図

(%)
60.0

３と似たグラフとなる。このこ

50.0

とから、教育学部で教員を目指

40.0

している学生の多くは、中学生

34.4
30.2

30.0

56.8

に憧れを抱き、高校生時代に教

18.8
20.0

14.6

職に就く決定をしたと推測でき

25.3

10.0

2.1
4.2

0.0
小学生前

小学生

9.5
中学生

決心した時期

る。このことから、教育学部志

4.2
高校生

時代に何らかのきっかけで教員

大学生

迷っている

関心を持った時期

望者を増やすには、中学生に教
員の魅力、面白さを正しく、そ

図２ Ｂ群：
「教員に興味を持った時期」及び「教員になろうと決めた時期」

して十分に理解してもう取組が

(%)

必要であることが分かる。

60.0

一方、Ｂ群、つまり教育学部

49.1
50.0

以外の人文、理、農学部生を対
象とした調査を示した図２は、

40.0

49.1
30.0

図１及び図３と異なる結果を示

22.8
17.5

20.0

時期が、Ａ群、Ｃ群と大きく異

8.8

22.8

10.0

している。
「教員に興味を持った」

24.6

なるのである。
Ａ群、
Ｃ群では、

1.8
3.5

0.0
小学生前

小学生

中学生

決心した時期

高校生

大学生

迷っている

関心を持った時期

ほぼ半数の者(Ａ群：48.6％、Ｃ
群：49.1％)が中学生時代に教員

図３ Ｃ群：
「教員に興味を持った時期」及び「教員になろうと決めた時期」

に興味持ったと回答しているの
に対し、Ｂ群では30.2％でしか

ない。逆に、高校生時代に興味を持った者の割合が、中学生時代を上回り、大学生になってから興
味を持った者も18.8％いる。言い換えれば、Ｂ群を、高校生時代に何かのきっかけでそれまであま
り興味のなかった教員に対して魅力を感じるようにな
った者、あるいは、大学入学後に自分の人生を考える中
で教員を自分の職業として考え始めた者と捉えること
もできる。高校生時代に教員を目指すようになった者
は、授業をとおして教科の面白さに目覚め、そのため、
教育学部ではなくより専門的に学べる人文、理、農学部
に進学したとも考えられる。人文、理、農学部から教員
になる場合、その多くが高校教員であることを考える
と、高校教員志望者を増やすためには、高校教員が生徒
達にどのような影響を与えているかについて今後精査
図４ 受講前後での気持ちの変化

する必要がある。
また、大学入学後も教員を仕事として選択する可能
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性を秘めているともいえるＢ群の学生達に、教職課程を担当している大学教員がどう接するか、さ
らに授業の中で学生達に教員の魅力をどう教えるかということについて、大学教員が意識を変える
ことも必要がある。そこで、
「授業をとおしてどの程度の学生が教職に魅力を感じるようになってく
れたか」との問題意識から、Ｂ群で「迷っている」と回答した学生(54名)に、15回の講義終了後、
「今回受講して、初日の「教員になるかどうか迷っている」と回答した気持ちに変化はありました
か。
」というアンケートを無記名で行った。54名のうち36名から回答(回収率：66.7％)があり、その
結果は図４のとおりである。講義初日に迷っていた者のうち14名から、
「教員になりたい」あるいは
「どちらかというと教員になりたいと思うようになった」
との回答が寄せられた。
その理由として、
「今までは教員という職業にやりがいを見いだせなかったが、先生の話を聞いて、確かに大変な仕
事ではあるが、そのぶん返ってくるものも大きいと思ったから。
」などが多く、この気持ちの変化の
理由を踏まえると、教職課程担当者だけでなく、大学として、一般学部で教職課程を履修している
学生をどう育てるかというポリシーが問われることになる。教職課程担当教員が、教育学部生と同
じような感覚で他学部生と接していては履修している学生の期待に応えられないし、教員志望者を

世の中のた
子どものた

忙しい

めになる 苦労が多い 責任が重い めになる 尊敬される

楽しい

増やすことはできない。一般学部生の中には、大学入学後に教職に就くかどうかの判断をする者が
A群
B群
C群
A群

B群
C群
A群
B群
C群

A群
B群
C群
A群
B群

C群
A群
B群
C群
A群

B群
C群

0%

10%

そう思う

20%

30%

40%

とちらかと言えばそう思う

50%

60%

70%

どちらかと言えばそう思わない

80%

90%

100%

そう思わない

図５ 高校生・大学生から見た教員のイメージ

多くいることを忘れてはならない。
このように、意識に差のあるＡ群、Ｂ群、Ｃ群ではあるが、教員に対するイメージそのものには
あまり差がない(図５)。各群とも「教員は忙しいし責任が重く、苦労も多いが、世の中や子どもの
ためなる仕事である」という見方はほぼ一致している。
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５ 教員養成の前段階としての中学校、高等学校におけるキャリア教育(進路指導)の重要性
図１～図３から明らかなように、教員をめざす者の多くは、中学生、高校生時代に何らかの動機
付けがあり、それにより進路を決定している。従って、中学生、高校生が教員の魅力をどう捉える
かについては、中学校や高等学校における教員との日常の関わりが大きな影響を与えていることは
容易に推測できる。さらに、教育学部以外の一般学部生にとっては、大学入学後の教職課程での授
業をとおしての教員理解が、教職を選択する要素として大きいことがわかる。
現在、公立学校の新規採用教員に

(％)

70

占める国公立の教員養成系大学・学

65

部出身者の比率は減少し、一般大学

60

出身者が増加してきている(図６)。

55

高等学校においては以前から一般

50

大学出身者が60％以上を占めてい
たが、近年は、小学校・中学校にお

45

いても一般大学出身者が増加して
40
H18

H19

H20

H21

特別支援

H22

高校

H23

H24

中学校

H25

H26

H27

H28

小学校

きている。これは、国公立の教員養
成系学部の定員減、国公立の教育学

図６ 公立学校の新規採用教員に占める一般大学出身者の割合
出典：
「公立学校教員採用選考試験の実施状況」(文部科学省)から作成

部卒業者における教員志望者の減
少などが背景にあると推測される

が、中学校・高等学校でのキャリア教育、特に進路指導において、教員が「小学校・中学校におい
ても一般大学出身者が増加してきている」現実を理解した上で生徒を指導することが重要である。
「教員になりたければ教育学部へ」という従来の発想ではなく、
「開放制」を採っている教員養成の
仕組みを踏まえ、教職課程が設置されていればどの大学・学部からでも教員になれることを生徒た
ちに理解させる指導が必要である。そのような指導をすることで、一般大学・学部への入学者から
教員を目指す学生の増加が期待される。又、一般大学・学部で、入学当初から教員を目指している
学生が増えることは、その後の４年間の過ごし方も自ずと異なり、教育に興味関心のより強い者が
教員を目指すようになり、ひいては子供たちの教育環境の向上に繋がる。

６ 教員養成における課題
第２章、第３章から見えてくること、それは、
「教える専門家としての教師」から「学びの専門家
としての教師」への価値観の変化である。教員養成も、それを前提として行われなければならない。
(１) 日本のこれまでの教員養成
一般大学・学部からでも教員になれる教員養成の「開放制」を考える時、そこで行われている教
員養成教育の質が問題である。一般大学・学部での教員養成で、教員養成系大学・学部と同じこと
はできないまでも、社会が要請している力を備えた教員を養成する責任はある。しかし、教員養成
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系大学・学部以外の多くの大学・学部の教員養成は、卒業要件以外のオプションとしての教職課程
を履修することで行われている。そのため、これからの教員に期待される力が十分に育まれている
とは言い難い。教員が本来期待されている職務については様々な議論があるが、ここでは中央教育
審議会答申「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」に示された「
「チーム学
校」の実現による学校の教職員等の役割分担の
転換について(イメージ)」46)を一つのメルクマ
ールとしたい(図７)。ここに示されている「授
業・学習指導」
、
「学級経営」
、
「生徒指導」
、
「学校
行事」等の力は、そのいずれもが大学の講義だけ
で育成されるものではなく、現場での実習や教
育ボランティアなどの活動をとおして、更には

図７ 今後想定される教員の業務のイメージ
出典：中央教育審議会答申「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」

採用後の研修をとおして身についていくもので
ある。しかし、一般大学・学部の場合、それらの

実習等に十分な時間を割くことは不可能である。教員養成を議論するとき、教員養成系大学・学部
を中心に考えがちだが、図６に示された現実を考えるとき、重要なのは一般大学・学部での教員養
成である。一般大学・学部での教員養成の質が高まらない限り、教員の質の向上は望めない。
教員養成について、第二次大戦後の改革に重要な役割を果たした教育刷新委員会は「すでに1946
年12月の時点で、教員の養成は･･･略･･･「総合大学及び単科大学に教育学科をおいて」行うべきこ
とを決議」47)し、
「教育学科を付設した学部に「課程認定」を行うことを提言した」48)が、1949(昭和
24)年の新制大学スタート時には、教育職員免許法に規定された必要な単位を大学において修得し
たものには広く教員資格を与える「開放制」の方式を採ることとし、従前の師範学校を母体とした
国立大学の学芸学部・教育学部などをはじめとする教員養成を主とする学部のほかに、教育職員免
許法に定める教職科目履修のための教職課程が多くの国公私立大学・短期大学に開設され49)、
「教育
学科を設置していないほぼすべての学部において「課程認定」による教員養成が行われることとな
った。
」50)。また、新制度発足時には、
「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・学部において計画養成が行われることとなり、･･･略･･･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」51)と、教員養成において一般大学・学部と教員養成系大学・学部の役割分担が想定されて
いた。しかし、現在の状況を見る限り、当初期待された役割を十分に果たしているか疑問である。
(２) 世界の教育改革との乖離
第二次大戦後、それまでの師範学校中心の教員養成を「大学における教員養成」にすることで世
界最高水準の教師教育へと移行し、優秀な教師たちを全国に配置したことはまさに英断であった52)。
しかし、その後、世界の教育改革が教師教育の「高度化」と「専門職化」を目指したのに対し、
日本は大きく遅れてしまった。世界各国の「高度化」について、次のような調査結果(表１)がある。
この調査結果は、国際教育制度評価学会(IEA)が、児童生徒の算数・数学、理科の到達度を国際的な
尺度で測定し、児童生徒の学習環境等との関係を明らかにするために、2015(平成27)年に、小学校
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は50か国／地域(約27万人)、中学校は40か国／地域(約25万人)が参加して行われた中で、調査対象
となった児童生徒が教わっている教師の最終学歴について調べたものである。表１から明らかなよ
うに、多くの国／地域と異なり、

表１ 小学校４年生の算数を教えている教師の最終学歴 53)
注：単位は％である。( )内は標準誤差を示す。

国／地域

大学院修了

日本

大学卒業

短大等卒業

高校卒業以下

日本で大学院修了者に教わっ
ている小学校４年生は４％で

4 (1.1)

90 (2.2)

7 (1.8)

0 (0.0)

しかない。フィンランドでは、

オーストラリア

12 (2.6)

81 (3.2)

7 (1.9)

0 (0.0)

実に小学校４年生の90％もの

カナダ

14 (2.0)

86 (2.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

台湾

39 (4.0)

61 (4.0)

0 (0.3)

0 (0.0)

イングランド

13 (2.9)

86 (3.0)

1 (0.7)

0 (0.0)

フィンランド

90 (1.8)

9 (1.7)

0 (0.1)

1 (0.6)

の児童が大学院修了者に教わ

フランス

40 (3.7)

48 (3.8)

9 (2.3)

3 (1.2)

っている。ちなみに、平成28年

ドイツ

85 (1.8)

0 (0.0)

15 (1.8)

0 (0.0)

度に採用された公立学校教諭

香港

30 (3.8)

66 (4.4)

4 (1.8)

0 (0.0)

1 (0.3)

99 (0.5)

0 (0.4)

0 (0.0)

13 (2.3)

84 (2.7)

3 (1.2)

1 (0.5)

3 (1.4)

16 (3.4)

13 (2.6)

68 (3.6)

国で教員養成のシステムに差

韓国

21 (3.2)

72 (3.4)

6 (2.0)

0 (0.0)

があるので単純な比較はでき

ロシア

30 (4.5)

53 (4.3)

17 (2.8)

0 (0.0)

ないが、海外で教員養成の高度

シンガポール

10 (1.6)

69 (2.6)

20 (2.1)

1 (0.6)

化が達成された背景として、油

スウェーデン

11 (2.7)

76 (3.7)

9 (2.7)

4 (1.8)

アメリカ

53 (2.4)

47 (2.4)

0 (0.0)

0 (0.0)

国際平均値

26 (0.3)

58 (0.4)

12 (0.3)

5 (0.2)

ハンガリー
アイルランド
イタリア

児童が大学院修了者に教わっ
ている。参加国平均でも、26％

のうち、小学校では大学院修了
者が5.6％であった(表２)。各

布55)は、
「高等教育のすべてが
修士課程までを念頭に置いて
編成されているフィンランド

表２ 平成 28 年度公立学校新規採用教諭にしめる大学院修了者の割合 54)
出典：文部科学省「平成28 年度公立学校教員採用選考試験の実施状況について」より作成

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

5.6%

10.5%

20.8%

8.6%

はもとより、EU各国では、ボロ
ーニャプロセスと呼ばれる高
等教育改革の中で教員養成制
度の改革が進み、2015年現在、
ドイツ、フランス、ポルトガル、
アイスランド、イングランド、

ウェールズ、スコットランドといった主だった国・地域では、初等学校教員、中等学校教員のいず
れも修士レベルでの養成が行われるようになった。
」56)ことや、カリキュラムに違いはあるものの、
多くの時間をインターンシップや教育実習に割くこと57)等を例示しながら、制度的に中核となる教
員養成が修士レベルで行われているという点、及び教育現場での実習を中心とした学びが編成され
ているという点の二つを挙げている。
(３) 教員養成の高度化
日本においても教員養成の高度化(修士レベル化)を目的として、様々な議論のあるなか教職大学
院が設置され、長期の実習を中心に据えた教育に取り組んでおり、学部段階においても、学校支援
ボランティアや教育インターンシップなどに積極的に取り組むようになってきている。
また、一口に「教員養成の修士レベル化」といっても、修士レベルの教師教育を受けたのか、あ
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るいは一般学部の研究科における修士レベルの専門教育を受けたのかでは、その意味は異なる。し
かし、いずれにしても知識基盤社会を生きていく子どもたちを育てる立場を考えるとき、教員の修
士レベル化は必要であろう。これからの教員に求められる①教職に対する責任感、探究力、教職生
活全体を通じて自主的に学び続ける力、②専門職としての高度な知識・技能(教科や教職に関する高
度な専門的知識、新たな学びを展開できる実践的指導力、教科指導、生徒指導、学級経営等を的確
に実践できる力)、③総合的な人間力、の三つの力58)の育成を考えたとき、学部レベルでは終わらな
い、修士レベルでの教員養成が重要であることは理解できる。その時、開放制下における一般大学・
学部出身者の修士レベルでの教員養成について、大学は真剣に検討し、改善していく責任がある。
教職大学院が核となり、教員養成系以外の大学院で専門的知識を学んでいる者が研究を進めながら
教科の実践的指導法やアクティブ・ラーニング、カリキュラム・マネジメントなどの視点などを継
続的に学ぶことのできるシステムを構築することができれば、社会の高学歴化に対応した、専門知
識においても教師力においても高度化した教員を多く輩出することができる。
更に、教員採用を担っている教育委員会が、修士レベルの採用を心がけることも重要である。現
在は、採用時に専修免許状取得者に対するインセンティブはほとんどないが、教育委員会が修士レ
ベルを採用したい意思を明確に示すことで、状況は大きく変化することが期待される。
(４) 専門職(専門家)としての教師、
「学びの専門家」としての教師
教師は教育の専門家と言われるが、
「専門家」とは何なのだろうか。又、教職の「専門職性」とは
何なのだろうか。2007(平成19)年、学校教育法の一部改正で学校教育法第30条第２項にいわゆる学
力の３要素が規定されるまでの「学力」の概念と同様に、
「専門家」
、
「専門職性」という概念も、共
通理解のないままに語られているのではないだろうか。佐藤は、専門家の要件として、①その仕事
が私的利益の目的ではなく、公共的な利益、すなわち人々の幸福を目的とする仕事であること、②
その仕事が大衆が保有していない高度の知識と技術によって遂行されていること、③専門家協会を
組織して、自律的に免許と資格を認定し、高度の専門性を推持し更新する研修の制度を確立してい
ること、④政策や行政から独立した自律性を与えられていること、⑤倫理綱領を有していること、
の五つを挙げ、これら五つの要件と照らし合わせると、教師は「専門家」と称されてはいるが、現
実には専門職になりえていないことは明白である、と断じている59)。さらに、②の要件を満たすた
めに、
「現代の専門家養成は大学院レベルの専門家教育として行われている。
」60)とも述べ、教師が
「教育の専門家」たり得るためにも教師教育の修士レベル化の必要性を強く主張している。
加えて、教師の専門家像が「教える専門家」から「学びの専門家」へとシフトしていることも忘
れてはならない。
「学びの専門家」には、次の二つの意味がある。一つ目の意味は、知識基盤社会と
生涯学習社会の到来によって、学校教育システムが教師の授業を中心とするシステムから、子ども
の学びを中心とするシステムヘと変化し、教職の専門職性も、
「教える専門家」から「学びの専門家」
へのシフトが生じていること、もう一つの意味は、知識基盤社会の到来によって教師の職域におけ
る専門的知識のすべてが高度化し、複合化し、流動化しているため、教師は生涯学び続けることな
しには職務を遂行できなくなり、生涯にわたって研修を続けて学び続ける教師という専門家像が形
成されていることである 61)。
専門家像が「学びの専門家」と変化しつつある中、一般大学・学部の教職課程履修者の多くは、
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未だ「教える専門家」像から抜け出られないでいる。その現状を見ても、教員養成の修士レベル化
を実現するためにも、教職大学院の役割は大きいと言わざるを得ない。

まとめ
現在の日本における教員養成は、一般大学・学部での教員養成に負うところが大きいが、そこで
の教員養成の質が、必ずしも社会の要請に応えきれていないことを直視する必要がある。中央教育
審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」(2006)がいうように、教職課程を置く
すべての学部学科の教員が、
「教員養成については、これまで、課程認定大学の一部の担当教員のみ
が教員養成に携わり、特に教科に関する科目の担当教員の教員養成に対する意識が低いなど、全学
的な指導体制の構築という点で、課題が少なくなかった。今後は、すべての教員が教員養成に携わ
っているという自覚を持ち、各大学の教員養成に対する理念や基本方針に基づき指導を行うことに
より、大学全体としての組織的な指導体制を整備することが重要である。
」62)ことを再認識し、現在
取り組んでいる高大接続や新学習指導要領の理念を実現するためにも、教員養成系大学・学部と一
般大学・学部とが一体となって教員養成の高度化、専門職化に取り組むことが、初等中等教育だけ
でなく高等教育にとっても重要であることを理解する必要がある。

注
1),2) 中央教育審議会
『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)』(2014),10.
3) 前掲1),1.
4),5),6) 前掲1),2.
7) 前掲1),2-3.
8),9),10) 前掲1),3.
11) 前掲1),4.
12),13) 前掲1),5.
14),15),16) 前掲1),6.
17) 前掲1),7.
18) 前掲1),9.
19),20),21),22),23) 前掲1),19.
24) 前掲1),19-20.
25),26) 前掲1),20.
27),28),29) 中央教育審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要
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算数科における「数直線等の図」の道具性に関する研究
―― 指導系統と機能の考察から ――
臼 井 英 成＊ ・根 本

博＊＊

(2017 年 10 月 25 日受理)

A Study of Using Number Lines or Other Figures as Tools
Hidenari USUI and Hiroshi NEMOTO

キーワード：道具としての活用、数直線等の図、比例数直線、図を読む

本研究は、算数科で学ぶ「数直線等の図」について６年間の指導系統を確認し、問題解決における「数直線等の図」の機
能を検討し、児童が「数直線等の図」の活用でつまずく場面を抽出するとともに、これを解消する指導の手立てを考察するの
が目的である。
現在、算数科では問題解決型の授業が一般的なスタイルとなっている。この問題解決型の授業とは、①問題（課題）把握
②解決の見通しを立てる ③自力解決する ④小集団で話し合う ⑤全体で練り上げる ⑥本時の学習内容をまとめる ⑦本
時を振り返る、という展開である。「数直線等の図」は、活用して話し合ったり、練り上げたりする学習場面でよく用いられる。こ
うした活動の中で、児童は、折に触れ問題解決の道具として「数直線等の図」を学び、活用する経験を重ねてきてはいる。し
かし、調査問題の児童の解答からは、問題解決のための道具として、図を必ずしも有効に使えないでいる様子をうかがうこと
ができる。算数における学習内容について、特に「数直線等の図」を有効に用いて理解が深められるようにするにはどのよう
にすればよいだろうか。
本稿では、指導系統の確認によって「数直線等の図」の表現の仕方が切り替わる節目となる場面があること、児童のつま
ずきがこの節目に存在すること、これを解消するためには指導する側の教師に「数直線等の図」に関する一層の理解ととも
に、表現の仕方や機能が切り替わる節目となる場での丁寧な指導が求められることを述べた。

はじめに
平成 28 年８月 26 日に報告された中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において「次
期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」１）（以下、
「審議のまとめ」とする。
）では、
――――――――
*那珂市教育委員会

** 茨城大学教育学部
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2030 年の社会の在り方を見据えた教育の将来像が描かれ、これからの学習指導要領の改訂に向けた
基本的な考えが示された。
この審議のまとめには、次期学習指導要領改訂の方向性となる「育成を目指す資質・能力の三つ
、、、、、
、、、、、、、、、、、
の柱」が示されている。この三つの柱、
「生きて働く知識・技能の習得」
「未知の状況にも対応でき
、
、、、、、、、、、、、、、、、、
る思考力・判断力・表現力等の育成」
「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性
の涵養」と述べられているように、強調されているのは、学んだことを知っていることだけに留め
ることなく、学習や生活、社会の中で活用していくことが大切であるということである。
学習したことを学びに活用するという学びに向かう力について、改めて考えてみると、児童は学
んだことを学習や生活、社会の中で活用しているとは言えない状況にあるように思われる。
そこで、学びに向かう力を念頭に置いて、算数の学習の中で最も活用頻度の高い数直線等の図に
着目し考察することとした。そのために、まず、数直線等の図がもつ難しさや指導上の問題点を明
らかにする。次に、数直線等の図の指導系統、機能について分析し、さらに、具体的な指導場面を
考えるとともに、児童が、数直線等の図を問題解決の道具として活用できるようにするための指導
に当たって配慮すべきことについて考察する。
「数直線等の図」の詳細については、後述する。

１ 数直線等の図の指導に関する問題点
本県で毎年実施している茨城県学力診断のためのテスト２）（以下、
「県学テ」とする。
）における
児童の解答の一部を分析してみる。
図１−１、１−２は、平成 27 年度県学テ第３学年
算数の大問 10「時間を求めることについての技能」
の問題における正答児童の解答と誤答児童の解答
の一例である。茨城県平均正答率は 78.4％で多くの
児童は正答であった。正答することができた児童の
解答と誤答であった児童の解答を比較すると、正答

図１−１ 正答児童の解答

することができた多くの児童は、時計の図をテープ
図のように数直線等の図に置き換えて考えている
ということである（図１−１）
。逆に、誤答だった児
童の多くは、数直線等の図に置き換えて考えている
解答用紙は見られなかった（図１−２）
。児童は、
「時
計の図」を読むことができるし、
「テープ図」も既習
である。問題を解決するために知っていることを道

図１−２ 誤答児童の解答

具として活用することの大切さを示した事例であると考える。
そこで、筆者が行ってきたこれまでの算数の授業を振り返ってみたい。果たして、児童が問題解
決の道具として、数直線等の図を活用することができるように指導を行ってきただろうか。学習指
導要領解説算数編や教科書の中には、算数科の学習内容の中に「数直線等の図」をかくことだけを
テーマにした単元は存在していないのは、当然のことながら、小学校６年間通して、各学年の学習
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内容に応じた数直線等の図を活用できるようにするためであり、活用場面ごとに、数直線等の図の
表現の仕方を洗練し、異なる機能を理解していくためだからである。
そのように、６年間という長期的な期間で学習内容ごとに扱っていることを踏まえると、指導に
当たって、以下の問題点が考えられる。具体的には、すなわち、教師が、
① 各々の「数直線等の図」の指導系統を十分に理解した上で指導しているか。
② 各々の「数直線等の図」の機能を十分に意識して指導しているか。
③ 児童とともに「数直線等の図」をつくったり、洗練させたりしているか。
（つまり、児童に「数直線等の図」のよさを味わわせているか）
という問題である。
この①〜③の問題点を解決していくために、
「数直線等の図」の指導系統や機能について、さら
に分析をすすめてみたい。そこで、まず「数直線等の図」が教科書ではどのように扱われているの
かについてまとめてみたい。

２ 「数直線等の図」の指導系統及び分類
数直線等の図が頻出する「A 数と計算」
「B 数量関係」の領域での学年ごと及び加法・減法と
乗法・除法での扱いを概観すると次の図２のように整理できる。この２つの領域だけでも様々な図
があり、当然のことながら、各々の数直線等の図は、異なる表現の仕方や機能がある。
＊ ここでは、
「数直線等の図」については、ブロック図、アレイ図、テープ図、線分図、数直
線（比例数直線）の図を念頭に置いている。
１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

加法・減法の
意味理解及び

ブロック図

演算決定

アレイ図

乗法・除法の

乗除法に関す

意味理解及び

る学習はない

演算決定

ため、図はな
い

線分図

テープ図

アレイ図

テープ図と数直線で

比例数直線３）
（２本の数直線）

表した図

（以下、
「比例数直線」
）

図２ 数直線等の図の系統
上記のようにまとめてみると、
「数直線等の図」は学年が上がるに従って系統的に発展し、抽象
化されていくことがわかる。例えば、ブロック図からテープ図へ、テープ図から線分図へ切り替わ
る節目があることがわかる。発展する節目や抽象化される節目では、児童にとって数直線等の図の
捉えや活用場面の理解に戸惑う部分であるとも考える。具体的に大日本図書の「たのしい算数（１
年から６年）
」４）の教科書（本県の多くの市町村で採択している教科書）では、どの単元で、どの
ような図が扱われているのかについて、
「数の拡張場面」
「加減乗除の意味理解、演算決定の場面」
「関係を整理し、演算を決定する場面」のカテゴリーで以下、図３、４、５にまとめた。
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図３、４、５のように、学年ごと、学習内容ごとの数直線等の図の分類によって、次のことが示
される。
（１）１目盛りの読み方の重要性
「図３ 数の拡張場面で登場する数直線等の図」からは１目盛りの読み方の重要性が示され
る。２位数から３位数へ、整数から小数や分数へと数を拡張していく場面では、必ず数直線が登
場する。この拡張場面では、１目盛りを１と読んだり、10 と読んだり、0.1 と読んだりするな
ど、扱う数によって１目盛りの読み方が変わることから、１目盛りの読み方が重要である。
（２）発展・抽象化される節目
「図４ 数の拡張に伴い、加減乗除の意味理解、演算決定の道具となる数直線等の図」から
は、数直線等の図の指導系統に発展・抽象化される節目があることが示される。
計算の指導に当たっては、計算の意味について理解すること、計算の仕方について考えるこ
と、また計算に習熟し活用できるようになることが大切なねらいであると現行学習指導要領解説
算数編５）で述べられている。この計算の意味を理解したり、計算の仕方について考えたりする
際の道具となるのが、数直線等の図である。図４から加法・減法では、アレイ図、テープ図、線
分図が道具となること、乗法・除法では、テープ図と数直線で表した図、比例数直線が道具とな
ることがわかる。
また、加法・減法では、アレイ図からテープ図へ、テープ図から数直線へ切り替わる節目があ
ること、乗法・除法では、テープ図と数直線で表した図から比例数直線へ切り替わる節目がある
ことがわかる。
（３）比例数直線の系統的位置
「図５ 関係を整理する・演算を決定するときの道具となる数直線等の図」からは、数の拡張
に伴い、乗法・除法の意味理解、演算決定の学習の後、
「倍」について考える道具として扱われ
ていることがわかる。また、一般的に児童にとって割合が難しいと言われるが、割合の学習につ
ながるように、系統的に比例数直線が道具として扱われるような配置になっていることがわか
る。

３ 数直線等の図の機能
「２ 『数直線等の図』の指導系統及び分類」では、
「数直線等の図」の指導系統について詳し
く調べてきたが、ここでは、数直線等の図の機能について詳しく調べていく。
算数科の授業では問題解決型が一般的なスタイルとなっている。この問題解決型の授業とは、①
問題（課題）把握 ②解決の見通しを立てる ③自力解決する ④小集団で話し合う ⑤全体で練り上
げる ⑥本時の学習内容をまとめる ⑦本時を振り返る、といった流れの学習スタイルである。①〜
⑦の場面で数直線等の図は、主に②、③、④、⑤、⑦で扱われる。各場面での数直線等の図の役割
を整理すると以下のようにまとめることができる。
【②、③の場面】問題解決のために考える道具としての「数直線等の図」
【④、⑤の場面】自分以外の第三者に説明する道具としての「数直線等の図」
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【⑦ の 場 面】 自分自身の理解を深める道具としての「数直線等の図」
である。
先に、数直線等の図を発展する節目や抽象化される節目では、児童にとって数直線等の図の捉え
や活用場面の理解に戸惑う部分があることを述べたが、中でも「図２ 数直線等の図の系統」の乗
法・除法において「テープ図と数直線で表した図」から「比例数直線」へ表現が変わる節目の場面
で児童が苦手とする傾向がある。苦手とする原因を探るために、比例数直線に焦点を当てて考察を
すすめたい。
関連の資料を探してみると、教師向け指導資料として「線分図・数直線の指導の系統」６）（教育
出版 http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/sansu/document/ducu3/1934.html）を目
にした。この資料の中で「乗法・除法の数直線の機能とその指導」の項目では、次のような機能が
あり、主な指導内容ごとに分類したものを示していた。同資料では、数直線で説明しているが、無
理なく議論がすすめられるので、筆者は、数直線を比例数直線に置き換えて考察する。
○ 比例数直線の機能
a. 計算の仕方を考え、説明する道具としての機能
b. 演算決定の根拠としての機能
c. 計算の意味を拡張する機能
d. 積や商の見積もりや確かめをする機能
○ 主な指導内容ごとの分類
同資料には、上記 a から d の機能を中心的に用いる主な指導内容ごとに、次のようにまとめてい
る。
表１ 指導内容ごとの機能
指導内容

学 年

機 能
a

b

整数の乗法・除法

３年、４年

○

乗法、除法の相互関係

３年

○

倍の計算

３年、４年、５年、６年

小数と整数の乗法・除法

４年

○

小数の乗法・除法

５年

○

単位量あたりの計算

５年

○

割合の計算

５年、６年

○

分数と小数の乗法・除法

５年

○

分数の乗法・除法

６年

○

速さの計算

６年

c

d

○

○

○
○

○

○

○

乗法、除法を整数の範囲で用いる段階では、数直線をかかなくても演算決定、立式、求答はそれ
ほど困難ではないと考える。上記の表からもわかるように、特に演算決定の根拠としての機能が発
揮されるのは、
「倍の計算」
「小数の乗法・除法」
「単位量あたりの計算」
「割合の計算」
「分数の乗
法・除法」
「速さの計算」など場面がより複雑になったときである。したがって特に、比例数直線
を問題解決のための道具として活用することができるようにすることは、大変重要である。
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４ 比例数直線はなぜ難しいのか
４年生の後半から授業の中で幾度となく登場してくる比例数直線。児童は、再三比例数直線を用
いて学習している。果たして、比例数直線の理解がどの程度深まって、どの程度児童に定着してい
るのか、また、定着していないとするとどこに難しさを感じているのかについて県学テをもとに考
察する。
（１）県学テの結果から見える児童の実態
図６は、平成 26 年度県学テ小６
算数４で、
「問題場面に適した比例
数直線を４つの選択肢から選ぶ問
題」である。茨城県平均正答率は
46.1％であった。この問題は、7/9L
と 23/20 ㎡の対応と１L と□㎡の対
応を表している比例数直線を選ぶ
ことができれば正答となる。適切
に対応関係を表している比例数直
線はウのみであるにもかかわらず

図６ 平成 26 年度県学テ小６算数４

半数以上の児童が誤答であったことから、問題場面から関係を読み、比例数直線に表す（整理す
る）ことに課題があることがわかる。
また、図７は、平成 27 年度県学
テ小５算数６で、
「赤いテープの長
さをもとにして白いテープの長さ
が何倍かを求めるための比例数直
線を４つの選択肢から選ぶととも
に、何倍かを求める式を立式する
問題」である。図を選ぶことと立
式することができて正答となるこ
とから、茨城県平均正答率は、
41.6％であった。問題場面を比例数
直線に表し（整理し）
、これをもと
に演算決定することに課題がある

図７ 平成 27 年度県学テ小５算数６

ことがわかる。
上記の比例数直線に関する県学テの結果から、児童が比例数直線を問題解決の道具として活用
できるようにするために、課題が見られる次の２つの段階において、比例数直線の指導について
実際の場面を考えてみる。
①

関係を読み、整理する段階。
（問題場面の意味を理解する段階）

②

演算を決定する段階。
（図からどのような演算を使えばよいのか判断する段階）

- 25 -

茨城大学教育実践研究 35(2016)

（２）比例数直線を理解することができない児童の考え
筆者がこれまで出会ってきた児童の中で、比例数直線に悪戦苦闘している児童の姿が印象に残
っている。例えば、以下は図７の正答となる比例数直線（図８）を用いて象徴的な反応の一例を
紹介する。
ア.「どうして、２本の線があるの？」
イ.「どうして、上の線が 2.5 なのに下
の線は１になるの？」
ウ.「どうして□と１の場所がわかる
の？」
エ.「この比例数直線からどうやって式

図８ 比例数直線の例

を立てるの？」
正に、ア、イ、ウの反応は、①の「関係読み、整理する段階」でのつまずきであり、エの反応
は、②の「演算を決定する段階」でのつまずきである。
このことから、
「関係を読み、整理する段階」と「演算を決定する段階」の２つの段階におい
て、丁寧な指導が必要であることがわかる。そこで、具体的な指導について考える。

５ 関係を読み、整理する段階の指導
平成 27 年度学力向上推進プロジェクト事業に係るブラッシュアップ授業発表会における協力校
茨城町立長岡小学校での公開授業７）で、比例数直線を児童に視覚的に理解させていく授業提案が
あった。具体的には、教師と児童とのやりとりの中で比例数直線をつくり、洗練させていく提案で
あり、関係を読み、整理するために比例数直線を活用することと、演算決定をするために比例数直
線を活用することを目指した提案であった。この提案後の授業では、比例数直線を活用する児童が
増えたとの報告を受けた。このような
授業での営みを通して、関係を読み、
整理するための道具や演算を決定する
ための道具として比例数直線を活用す
る児童を増やすことができることが明
らかになった。
以下は同小学校における「小学校４
年『小数と整数のかけ算・わり算』大
日本図書 P175（図９）
」の学習で、教師
と児童のやりとりの中で比例数直線を

図９ 教科書の問題場面

つくっていく授業実践の場面である。
図９の問題場面について、児童とわかっている情報の関係を読み、整理しながら比例数直線をつ
くっていく過程である。以下、T は教師の発問、C は児童の反応を表す。
① 図９の問題場面から児童からわかっている情報を引き出し、図に表す。
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T：
「0.2L の牛乳は何本必要ですか。
」
C：
「６本必要。
」
T：
「では、６本の牛乳をかいておきましょう。
」
② わかっている数値の関係を読み、図に整理する。
T：
「デザート１人分作るのに、牛乳は何 L 必要ですか。
」
C：
「0.2L。
」
T：
「２人分だと牛乳は何 L 必要ですか。
」
C：
「0.4L。
」
T：
「１人分に対して 0.2L、２人分に対して 0.4L とかいていきます。同じように３人分、
４人分では、
・・・牛乳の量がわかるように、図に書き込んでいきましょう。
」
（図の下段に人数の数直線を、上段に牛乳の量の数直線を書き込む。
）

③ 簡潔・明瞭・的確の視点で図をスリム化する。
T：
「では、この図をスリム化させましょう。余分な情報って何かな。
」
C：
「牛乳のイラスト。
」
C：
「１人分がわかれば、２人分、３人分・・・はなくてもいい。
」
C：
「６人分を聞かれているから、６人分は残さないといけない。
」
T：
「では、必要な情報だけ残してみましょう。
」

T：
「ここまでシンプルになったね。このような図を比例数直線と言います。この比例数直
線から、１人分の牛乳の量や２人分の牛乳の量がわかりますね。
」
上述の①〜③のように、教師と児童でやりとりをしながら、問題場面からわかる情報の関係を読
み、整理した図を発展させながら比例数直線をつくっていった。これは、新学習指導要領８）で大事
と言われている対話的な学びの授業とも言える。
「①の図に数直線と数値の関係を書き込んだ②の
図」を児童に示したことが大きな工夫点であり、この②の図を示したことで、児童は、２本の数直
線があること、上下で異なる数値が対応していることを理解することができた。
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６ 演算決定をする段階の指導
児童が比例数直線の有用性を最も強く味わうことができるのが、比例数直線を道具として、演算
決定することができたときと考える。複雑な問題場面であっても、関係を整理し比例数直線に表す
ことができれば、形式的に演算を決定することができるからである。この演算を決定する場面でど
のように比例数直線を活用すればよいのかについて、児童が理解できるようにするための発問を
「児童が苦手とする割合の問題」を例に考えてみた。
例えば、平成 27 年度県学テ
小６算数５、茨城県平均正答
率が 21.5％であったポテトチ
ップスの問題（図 10）で具体
的に考えてみる。
まず、問題場面からわかっ
ている情報を読み、比例数直
線に整理することができたと

図 10 平成 27 年度県学テ小６算数５の問題

する。
【増量前】ポテトチップスの量…□g
百分率…100％→割合…１
【増量後】ポテトチップスの量…60g
百分率…120％→割合…1.2
以上の情報を整理すると比例数直線は、図 11 にな
る。
本稿 10 頁の「５ 関係を読み、整理する段階の指

図 11 関係を整理した比例数直線

導」を前提とし、
「児童が苦手とする割合の問題」に
おいて、演算を決定する２つの場合について考えて
いきたい。
（１）増量前から増量後の見方で演算決定する場合
図 12-1 内にある「×1.2」を引き出す発問と想定
される児童の反応を示す。
T：「もしも割合が２倍だったら、重さは何倍になります
か。」

図 12−1 増量前から増量後の見方

C:「２倍になる。」
T：「割合が２倍になれば、重さも２倍になることが比例
数直線からわかりますね（図 12−２）。それでは、
割合の１をどうすれば 1.2 にすることができます
か。（図 12−１）」
図 12−2 増量前から増量後の見方

C：「1.2 倍にする。」
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C：「１を 1.2 倍すると 1.2 になるから、□を 1.2 倍すれば 60 になる。」
T：「それでは、このことを使って、式に表してみましょう。」
C：「下の数直線で 1.2 をかけたから、上の数直線にも同じ 1.2 をかけなければいけない。」
T：「そうですね。では、式はどうなりますか」
式）□×1.2＝60
だから、□＝60÷1.2
＝50
増量前のポテトチップスの量は 50g
（２）増量後から増量前の見方で演算決定する場合
図 13 内にある「÷1.2」を引き出す発問と想定
される児童の反応を示す。
T：
「割合の 1.2 をもとにして、どのような
計算をすれば１になりますか。
」
C：
「1.2 を 1.2 でわれば、１になります。
」
T：
「そうですね。わり算は、同じ数同士で
わると、商は１になります。では、式に

図 13 増量後から増量前の見方

表してみましょう。
」
式）1.2÷1.2＝１になることを利用して、
60÷1.2＝50
増量前のポテトチップスの量は 50g
このように、演算決定する際に、計算のきまりと関連付けて比例数直線を読んだり、読んだこと
をもとに立式したりすることを大切にした指導が必要であることがわかる。

７ 「数直線等の図」の指導への提案
これまでのことから、数直線等の図を用いると、関係を適切に表現することができること
や問題解決のための演算を決定することができることといったよさがあることがわかった。
このようなよさは、現行小学校学習指導要領解説 算数編で述べられている「式の働きと読
み」と同様のことではないかと考える。同解説では、
「日常の事象の中に見られる数量やその
関係などを表現する方法として、言葉、数、式、図、表、グラフがある。
」と述べられてい
る。ということは、式と同様に比例数直線等の図も、同じレベルでそのよさを理解すること
ができるのではないかと考える。そこで仮に、解説に示されている「式の働きと読み」の
「式」の部分を「数直線等の図」に置き換えたものが、次の頁の表２、表３である。
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表２ 式の働きと数直線等の図の働き
式の働き

数直線等の図の働き

式には、次のような働きがある。

数直線等の図には、次のような働きがある。

ア） 事柄や関係を簡潔、明瞭、的確に、また、一般

ア） 事柄や関係を簡潔、明瞭、的確に、また、一般的

的に表すことができる。

に表すことができる。

イ） 式の表す具体的な意味を離れて、形式的に処理

イ） 数直線等の図の表す具体的な意味を離れて、形式

することができる。

的に処理することができる。

ウ） 式から具体的な事柄や関係を読み取ったり、よ

ウ） 数直線等の図から具体的な事柄や関係を読み取っ

り正確に考察したりすることができる。

たり、より正確に考察したりすることができる。

エ） 自分の思考過程を表現することができ、それを

エ） 自分の思考過程を表現することができ、それを互

互いに的確に伝え合うことができる。

いに的確に伝え合うことができる。

表３ 式の読みと数直線等の図の読み
式の読み

数直線等の図の読み

次に、式の読み方として、次のような場合がある。

次に、数直線等の図の読み方として、次のような場合が
ある。

ア）式からそれに対応する具体的な場面を読む。

ア）数直線等の図からそれに対応する具体的な場面を読

む。
イ）式の表す事柄や関係を一般化して読む。

イ）数直線等の図の表す事柄や関係を一般化して読む。

ウ）式に当てはまる数の範囲を、例えば、整数から

ウ）数直線等の図に当てはまる数の範囲を、例えば、整

小数へと拡張して、発展的に読む。

数から小数へと拡張して、発展的に読む。

エ）式から問題解決などにおける思考過程を読む。

エ）数直線等の図から問題解決などにおける思考過程を

読む。
オ）数直線などのモデルと対応させて式を読む。

オ） 数直線などのモデルと対応させて数直線等の図を読
む。

このようにしてみると、数直線等の図の働きとして、
「イ 数直線等の図の表す具体的な意
味を離れて、形式的に処理することができる。
」では、具体的な例として、本稿 12 頁、13 頁
で述べたように、数量の関係から演算決定
し、形式的に立式できることがあてはま
る。また、数直線等の図の読みとして、
「ア
数直線等の図からそれに対応する具体的な
場面を読む。
」では、具体的な例として、
「４

図 14 比例数直線の例

本のテープがあります。白、青、黄のテープの長さは、それぞれ赤のテープの長さの何倍で
しょう。
」の問題に対して、図 14 を示せば、白、青、黄のテープの長さを提示しなくても具
体的な場面を読むことができることがあてはまる。
「式」の部分を「数直線等の図」に置き換
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えて考えてみると、確かに同様のことが言える。このことから、問題解決型の授業の流れの
中で、上記の表２、３を参考に式や数直線等の図を読む場面を授業の中で意図的に位置付け
ていくことで、算数で学習したことを道具として活用する児童を育てていくことができると
考える。

まとめ
算数の学習をすすめていく中で度々登場してくる図、特に、比例数直線を問題解決のための
道具として子どもが活用できるようにするために、数直線等の図の指導系統、機能について考
察し、次のことが明らかになった。
（１）数直線等の図の指導の系統の考察から、加法・減法では、アレイ図からテープ図へ、テ
ープ図から数直線へ切り替わる節目があること、乗法・除法では、テープ図と数直線で表した
図から比例数直線へ切り替わる節目があること、その節目のところで児童は困難を感じている
ことから、節目の部分で丁寧な指導をしていくためにも、教師がこれまで以上に数直線等の図
の指導の系統を理解する必要性があること。
（２）数直線等の図の機能の考察から、数直線等の図は、問題解決のために考えるための道具や自
分以外の第三者に説明するための道具、自分自身の理解を深めるための道具として有効である
こと、また、複雑な問題場面では、演算決定の根拠としての機能が発揮されること。
（３）比例数直線の関係を整理する段階と演算を決定する段階の指導の考察から、段階ごとに丁寧
な指導の必要性があること。
などが明らかになった。

児童が、数直線等の図を問題解決の道具として活用できるようにするための指導について考察し
てきたが、さらに本研究をすすめるためには、児童のつまずきを詳しく分析する必要がる。すなわ
ち、
「図をかいて考えようとしない様子があるのか」
「図を活用しようとしない様子があるのか」
「ど
んな図をかいたらよいかがわからない様子なのか」
「かいた図を上手く使えない様子なのか」など、
児童の具体的な様相について分析し、その改善策を考えていくことである。また、数直線等の図の
指導系統がこれまで歴史的にどのように変遷してきたのか、そして、数直線等の図の中学校での指
導系統はどのようなものかについてなど、今後の研究課題としたい。

注
１） 文部科学省.2017.「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について（答申（案）
）補足資料」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1380731.htm
２） 茨城県学力診断のためのテストとは、茨城県教育委員会と茨城県教育研究会が共催で小学校
３年生から中学校３年生を対象に毎年実施している本件独自の学力テストである。
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３） 坪田耕三.2014.「算数科授業づくりの基礎・基本」東洋館出版社 にて、使用している名前
である。
４） 橋本吉彦（代表）.2014.「たのしい算数１〜６」大日本図書
５） 文部科学省.2008.8.「小学校学習指導要領解説 算数編」東洋館出版社
６） 教育出版編集部.2014.「線分図・数直線の指導の系統」教育出版
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/sansu/document/ducu3/1934.html
７） 学力向上推進プロジェクト事業に係るブラッシュアップ授業発表会とは、平成 24 年度から茨
城県が全県で取り組んでいる学力向上策である。本稿 10 頁で扱った事例は、平成 27 年度本
事業協力校として、茨城町立長岡小学校の第４学年で藤枝透教諭が提案した内容である。
８） 文部科学省.2017.3.「新小学校学習指導要領」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile
/2017/05/12/1384661_4_2.pdf
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幼児期における科学的探究心を育成する指導法
― 観察のサイエンスプロセス・スキルに着目して ―
宮 本 直 樹＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Instruction Method for Developing a Spirit of Inquiry in Infancy:
Focusing on the Scientific Process Skill of Observation
Naoki MIYAMOTO

キーワード：幼児教育，探究心，観察のサイエンスプロセス・スキル

本研究では，
「観察のサイエンスプロセス・スキル」に着目した科学的探究心の育成について，具体的な指導の視点
に関し，3 つの観察のサイエンスプロセス・スキルの指導資料を分析した。その結果，まず，Learning and Assessing

Science Process Skills (5th Edition) では，
「虫眼鏡や顕微鏡といった道具を使用しての視覚の拡大化」
「観察したこ
とと，その際に使用した感覚との対応」
「質的，量的観察の区別」
「実験前，中，後といったように事象変化の観察継
続の必要性」の視点で指導を行っていた。次に，Assessments for the Science Process Skills of Inquiry では，
「
『正確』
『妥当』
『完全』
『詳細』
」という視点での観察」の視点で指導を行っていた。最後に，Prentice Hall Science Explorer

Inquiry Skills Activity Book では，
「観察と推論の区別」
「観察への正確さ，客観性の要求」の視点で行っていた。

１ はじめに
平成 29 年 3 月に公示された「幼稚園教育要領」の「環境」領域において，
「周囲の様々な環境に
好奇心や探究心をもって関わり，それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」ことが明記さ
れている（文部科学省，2017：14）
。そして，同領域の「ねらい」には，
「身近な環境に親しみ，自
然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ」
（文部科学省，2017：14）
，
「内容」には「自然
に触れて生活し，その大きさ，美しさ，不思議さなどに気付く」
「生活の中で，様々な物に触れ，そ
の性質や仕組みに興味や関心をもつ」
「季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く」
「自
然などの身近な事象に関心をもち，取り入れて遊ぶ」
（文部科学省，2017：14-15）と具体的に示さ
――――――――
*茨城大学教育学部
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れている。他方，
「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）
」の「幼児期
の終わりまでに育ってほしい幼児の具体的な姿（参考例）
」の「
（チ）自然とのかかわり」において
は，
「自然に出会い，感動する体験を通じて，自然の大きさや不思議さを感じ，畏敬の念をもつ」
「水
や氷，日向や日陰など，同じものでも季節により変化するものがあることを感じ取ったり，変化に
応じて生活や遊びを変えたりする」
「季節の草花や木の実などの自然の素材や，風，氷などの自然現
象を遊びに取り入れたり，自然の不思議さをいろいろな方法で確かめたりする」ことが例示されて
いる（文部科学省・教育課程企画特別部会，2015）
。
このように，科学的探究における「気づき」
「興味・関心」
「感性」といった，言わば科学的探究
心を幼児期に育成しなければならない。その科学的探究心を育成するためには，周知のように，科
学的探究を常に支え，基盤となる「観察スキル」を身につけさせなければならない。伊藤ほか（2017）
は，自然科学の学びに関する保育者の意識の違いが 6 つのスキル（観察，分類，測定，伝達，予測，
推論）に影響を与えるのかを調査した。その結果，
「幼児の自然科学的な学びを促進するために，保
育者の積極的な働きかけは必要である」という質問に対して「とてもそう思う」と回答した保育者
の中で，特に，観察スキルに関して「積極的に観察するように，働きかけている」を「非常にそう
思う」と回答した保育者が最も統計的に有意傾向があったと報告している。また，小谷（2013）は，
幼児の思考活動において基本的かつ重要な認知要素の 1 つとして「観察」を取り上げている。
そして，例えば，Jones, et al.（2008: 22）は，観察スキルの向上に関して「幼児を保育する者は，
味や臭いといった食べ物の特性に幼児の注意を向けさせることができる。例えば，粗挽き粉の匂い
や色といったものに注意を向けさせるように話し合わせる。同じように，入浴時間は，探究や観察
をする機会を幼児に与えるために，絶好の機会となる。幼児の発達レベルに合致しているという点
で，これらの文脈は，幼児の観察スキルの発達を支援するために使用される」と述べている。
しかし，上述した観察スキルの向上に関する文脈だけでは，
「観察スキル」が身につくとは言い難
い。換言すれば，科学的探究における「観察スキル」を身につける具体的な指導の視点が明確にな
っていない。この視点が明らかとなれば，幼児は，
「観察スキル」を使用して園内外の自然に関わる
ことができ，ひいては，
「環境」領域の「ねらい」や「内容」に関するような自然の事象への興味・
関心や気付きの萌芽が期待できるのではないだろうか。また，教師も「観察スキル」に関する視点
を踏まえて指導すれば，幼児の探究心を育成することが可能となる。そこで，
「観察」に関して詳細
に，その指導を紹介している「サイエンスプロセス・スキル」に着目する。幼児への観察の指導に
おいて，サイエンスプロセス・スキルに着目する理由は，Nath and Kumar（2017: 7）が「基礎的
サイエンスプロセス・スキルは，経験に基づいたものである」と指摘しているように，幼児にとっ
て，感覚経験を伴う「観察スキル」は科学的探究を遂行するにあたり，最優先されるサイエンスプ
ロセス・スキルの一つであるためである。
「観察のサイエンスプロセス・スキル」に関する先行研究に目を転じれば，まず，小谷（2009）
は，
「保育の要素化」を提案し，基本要素として，認知的要素（ある事象・現象の認知・知識構成を
する上で必要な最低限の技能：探求，観察，予測，測定，比較，分類，系統化，関係付け，推論等）
，
情意的要素（認知・理解の原動力となる感情的な素因：喜び，悲しみ，怒り，楽しさ，恐怖，期待
等）
，規範的要素（集団の中で，他者との良好な関係性を維持する上で必要な最低限の技能：伝達，
交渉，自制，共感等）を導入し保育実践を行った。その結果，
「幼児がこれまでよりも自然の事物を

- 34 -

宮本：幼児期における科学的探究心を育成する指導法

好奇心を持って『よく観る』ようになった」と報告している。次に，小谷（2010）は，プロセス志
向探究型の科学教育を導入するために，プロセス志向探究型の先行研究動向を精査し，サイエンス
プロセス・スキルを組み込み込んだ保育モデルを提案している。この保育モデルは，基本要素とし
て，認知的要素（ある事象・現象の認知・理解する上で必要な最低限の技能：観察，予測，測定，
コミュニケーション，分類，系統化，推論等）
，情意的要素（認知・理解の原動力となる感情的な素
因：興味，関心，喜び，悲しみ，感動，期待等）
，規範的要素（集団の中で，他者と良好な関係性を
維持する上で必要な最低限の技能：規律，自制，協調等）の 3 つから構成されている。この保育モ
デルの中では，
「観察」のサイエンスプロセス・スキルを「ある観点をもって自然の事物・現象を観
ながら，それについて語る技能」と捉えている。最後に，小谷・長瀬（2011）は，先述した保育モ
デルを用いて，磁石遊びを事例に 3 歳児の「観察スキル」と「コミュニケーションスキル」につい
て認知特性を分析した。その結果，
「観察スキル」のみに関し言えば，
「未知の対象についてはある
程度の起こりうる現象の予想をしながら観察しているのではなく，場当たり的に試行した後，現象
を観察しながら考え，既知の対象については少ない生活経験を駆使して考えながら観察する」と指
摘している。
このように，これらの研究では，
「観察のサイエンスプロセス・スキル」についての具体的な指導
の視点に関して言及していない点が課題として挙げられる。また，Harlen（2001: 87）は，
「観察
のサイエンスプロセス・スキル」促進のために，観察の指導の視点を与える機会の有用性を指摘し
ている。
そこで本研究では，
「観察のサイエンスプロセス・スキル」に着目した科学的探究心の育成につい
て，具体的な指導の視点に関して研究を進める。

２ 観察のサイエンスプロセス・スキル
「観察のサイエンスプロセス・スキル」については，論者によって異なる。いくつかの見解を見
てみよう。小谷（2013）は，
「ある観点をもって自然の事物・現象を五感を通して観ながら，それ
について考える技能」
，Nath and Kumar（2017）は，
「1 つ以上の感覚を使用して，多様な方法で
事物・現象を観察すること。形，色，手触り等の物の特性を見つけること。事物・現象を観察する
ために，虫眼鏡，顕微鏡，温度計等の間接的な方法を用いること。数える，比較する，見積もる，
測定することによって事物・現象を観察する」
，Science-A Process Approach（American Association
for the Advancement of Science: AAAS，1963）では，
「少なくとも 4 つの感覚を使用して，物体
や状況の特性を同定し名付ける。定量的な表現で説明する。物体の特性の観察可能な変化を説明す
る。推論と観察を区別する」
，Ostlund and Mercler（2006: 7）では，
「観察は，探究の基本的なプ
ロセススキルである。子どもは，五感を使用して生命体や事物現象を観察する。つまり，これは，
子どもの回りにある万物についての学び方である」
，Pearson Prentice Hall（2006: 5）では，
「観察
は，万物についての情報を集めるために 1 つ以上の感覚（視覚，聴覚，嗅覚，味覚，触覚）を使用
する。
（中略）観察から得られる情報は，証拠，あるいはデータと呼ばれる。観察し，記録すること
は，科学において最も基礎的なスキルである」
，Rezba, Sprague, McDonnough and Matkins（2007）
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は，
「物体あるいは物質を観察することは，それらの性質を注意深く探究することを意味する。物体
は，色，質感，香り，形，重さ，量，温度のような性質を持っている。性質は，それら自身，ある
いは操作した時に生じる。異なった物体あるいは物質は，異なった性質を持っている。それらを作
り出している性質が異なれば，他の物体あるいは物質である。我々は，感覚の使用を通し，見る，
聞く，触る，味わう，嗅ぐことによって物体の特有の性質を知覚することができる。観察は，物体
の性質を同定し，記述することも含む」としている。
これらを勘案すると，
「観察」とは，無論「感覚を使って見取る」であり，さらに言えば，物体の
性質を同定することである。

３ 分析対象とする観察のサイエンスプロセス・スキルの指導資料
ここで，分析対象とする観察のサイエンスプロセス・スキルの指導資料を選定する必要がある。
観察のサイエンスプロセス・スキルは基礎的サイエンスプロセス・スキルであるが，幼児期を考慮
すれば，観察のサイエンスプロセス・スキルの中でも特に基盤となるような初歩的な観察のサイエ
ンスプロセス・スキルを提示している指導資料が最適である。これに該当する観察のサイエンスプ
ロセス・スキルの指導資料は，前章で取り挙げた，Rezba, et al.（2007）の Learning and Assessing

Science Process Skills (5th Edition)，Ostlund and Mercler（2006）の Assessments for the Science
Process Skills of Inquiry，
Pearson Prentice Hall
（2006）
の Prentice Hall Science Explorer Inquiry
Skills Activity Book の中で紹介されている。そこで，これらの指導資料における観察のサイエンス
プロセス・スキルの詳細について，次章にて見てみることとする。

４ Learning and Assessing Science Process Skills における観察のサイエンスプロセス・スキル
まず，観察のサイエンスプロセス・スキルの「Activity 1」では，テーマを「感覚の使用」とし，
観察の文脈と観察を広げる虫眼鏡の使用についての説明，及び観察したことを記録する表も併せ，
例題を示している（図 1）
。さらに，
「BIG idea in Science」
（Rezba, et al., 2007: 30）と称し，
「す
べての感覚の使用」について「異なった物体あるいは物質は，異なった性質を持っている。我々は，
感覚の使用を通し，見る，聞く，触る，味わう，嗅ぐことによって物体の特有の性質を知覚するこ
とができる。観察は，物体の性質の記述である。科学技術は，私たちの感覚を広げてくれる。例え
ば，虫眼鏡は，視覚を広げてくれる」と明示し，観察概念の形成・拡張を図っている。
図 1 より，単に五感を使用するだけでなく，味覚を使用する際の指導上の注意点，及び虫眼鏡や
顕微鏡といった道具を使用しての視覚の拡大化に関しても指導をしていることがわかる。また，ど
の感覚を使用して観察したか，についても理解させるような指導を行っている。つまり，観察した
ことと，その際に使用した感覚との対応を意識した意図的な指導がある。
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部屋や家の中にある 1 つの植物に関して，味覚を除いた全ての感覚を使用して，できるだけ植物
について情報を集めなさい。
（注意：未知の物質を味見することは，危険なことです。絶対に危険
がないと確認できない限り，どんなものでも味見するべきではない）次の表に，植物について少な
くとも 10 の観察したことを記録しなさい。
虫眼鏡の使用
幼児が初めて虫眼鏡を使用する時，焦点の合わせ方を教えなければなりません。幼児にとって，
最も簡単な方法は，目に虫眼鏡を付け，固定します。その次に，物体がはっきりと見えるまで，物
体に向かって，ゆっくりと頭を動かします。または，目に向かって物体を動かします。宝石職人や
シャーロックホームズが拡大鏡を使用する方法を考えなさい。物体に対して前後に虫眼鏡を動かす
ことは，幼児にとって，かなり難しいです。この方法は，大人にとっても難しいです。待ってくだ
さい。まだ植物の観察はしなしでください。場所を確保し，虫眼鏡あるいは顕微鏡を取り出しなさ
い。
観察

感覚

1. 色は均等に区分されている。

視覚

2. 植物は背丈が高い，低い，細長い，乱雑に広がっている。

視覚

3. 1 本の主の茎，あるいはたくさんの茎がある。

視覚

4. 葉は一般的な形状である。

視覚

5. 葉の端はギザギザしている。あるいは，滑らかである。

視覚

6. 葉は光っている。あるいは，くすんでいる。

視覚，触覚

7. 葉は左右対称になっている。

視覚

8. 葉はろう状である。

触覚

9. 葉は硬い。あるいは，それとも簡単に曲がる。

触覚

10. 香りをもっている部分がある。

嗅覚

あなたの視覚を広げるために虫眼鏡あるいは顕微鏡を使用しなさい。たくさんの光が得られる場
所で観察しなさい。それらの道具を使って追加観察できたことを少なくとも 4 つ記録しなさい。
虫眼鏡を使って観察したこと
1. 網状のものは，葉の表面にある。あるいは，裏面にある。
2. 最初に観察した時，葉の端は滑らかであった。あるいは，ギザギザであった。
3. 以前に見たことのない葉の表面には，穴や割れ目，欠陥があった。
4. 以前見たことのない色があった。

図 1 感覚の使用における例題（解答例も含む）

（出典：Rezba, et al., 2007: 30-31, 43）
次に，観察のサイエンスプロセス・スキルの「Activity 2」では，テーマを「質的，量的観察」と
し，質的，量的に観察したことを記録する表も併せ，例題を示している（図 2）
。さらに，
「BIG idea
in Science」
（Rezba, et al., 2007: 33）と称し，
「質的，量的観察」について「質的観察とは，事物・
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現象の質的な記述である（色，形，質感は，質の代表例である）
。量的観察とは，事物・現象の量的
な記述である（長さ，量，質量，重さ，時間は，量である）
。測定は，メートル定規，天秤，時計，
温度計，メスシリンダーや他の機器のような道具の使用を含む。測定の標準的な単位は，他人との
量的観察を伝達するために役立つ」と明示し，質的，量的観察概念の形成を図っている。
場所を確保し，次のものを入手しなさい。混ぜるためのボウルや容器，かき回すためのスプーン
やアイスキャンディの棒，75mL のコンスターチ（約紙コップ 3 オンスの量）
，35mL の水
手続き
1. 35mL の水を一定にかき回しながら，水の中に 75mL のコンスターチをゆっくり加える。
2. 乾き過ぎず，粘性が低く過ぎない歯磨き粉の稠度のような物質になるように，水の量を少し調節
しなければならない。
3. 終わったら，物質の処分の仕方について，教師に聞きなさい。
物質が用意できたなら，例えば，
「つまむことはできますか」
「拾い上げることはできますか」
「形
を作ることはできますか」
「ゆっくり進むことはできますか」
「寒いですか」
「香りがありますか」
といったように，観察に導くためにいくつかの質問を作りなさい。次に示す表に，少なくとも 4 つ，
5 つ，物質についての質的観察を記入しなさい。各質的観察に対して情報を得るために使用する感
覚を同定し，各質的観察に対して，あなたの感覚を助けるために使用する器具も同定しなさい。
質的観察

使用した感覚

1. クリーム状の白色，艶をもっている。

視覚

2. ゆっくり注いだ時，粘性が低い。

視覚

3. 草のような匂い。

嗅覚

4. そっと触ると 粘り気がある。

触覚

5. 叩いた時，硬く感じる。

触覚

量的観察

使用した測定の道具

1. 質量：約 100g

天秤

2. ボウルの一方から他方へ流れるのに 15 分かかる。

時計

3. テーブルの上に，材料から作られた直径 2cm のボールをその

定規

ままにしておくと，直径 4cm のこね土に伸びる。
4. 物質をつまむと，たくさんの小さなかけらに分けられる。
5.

図 2 質的，量的観察における例題（解答例も含む）

（出典：Rezba, et al., 2007: 33-34, 44）
図 2 より，観察を質的，量的観察に区別し，観察する前に，生徒に観察の視点を与える指導を行
っている。さらに，生徒の感覚の拡大化を促すための器具の同定まで行わせていることがわかる。
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また，
「Activity 1」と同様にどの感覚を使用して観察したか，についても理解させるような指導を
行っている。つまり，
「Activity 2」においても観察したことと，その際に使用した感覚を対応させ
る意図的な指導がある。なお，図 3 から分かるように量的観察において，解答例として「量的観察」
の「4. 物質をつまむと，たくさんの小さなかけらに分けられる」と言ったような半定量的な表現も
見受けられる。この半定量的な表現も量的な観察に含めていることもわかる。
最後に，観察のサイエンスプロセス・スキルの「Activity 3」では，テーマを「変化の観察（ガス
発生の観察）
」とし，実験前，中（反応が起きている時）
，後に観察したことを記録する表も併せ，
例題を示している（図 3）
。さらに，
「BIG idea in Science」
（Rezba, et al., 2007: 34）と称し，
「ガ
ス発生の観察」について「物体や物質は，物理的化学的変化を受ける。変化はしばしば，一定の時
間起こる」と明示し，変化の観察の形成を図っている。
場所を確保し，次のものを入手しなさい。シール可能なプラスティックサンドイッチ用袋（穴の
ないサンドイッチ用袋を用意することが重要です。その袋の 1/4 までに水を満たし，口を閉じます。
そして，その袋を逆さまにして漏れがないか確かめます。漏れがなければ，その袋を使用します。
口を開いて水を外に出します）
，サンドイッチ用袋に漏れがないか確かめるための水，35mm のフ
ィルム容器（あるいは，代用品として 30-35mL 入るプラスティック製のテイスティングカップ）
，
フィルム容器を十分に満たす量の重曹
（約 35mL）
，
フィルム容器を十分に満たす量の酢
（約 35mL）
，
溢れたものを拭き取るためのペーパータオル
注意：万が一に備えて，トレイや蓋のない容器を使用してこの活動を行いなさい。
手続き
1. フィルム容器を酢で満たしなさい。
（メスシリンダーを使用して測定するなら，
約 35mL を測りとりなさい。
）
2. 重曹でフィルム容器を満たし，トレイや容器上に置くために，サンドイッチ用
袋の中にフィルム容器を注意して真っ直ぐに立った状態にしなさい。
3. 質的，量的の両者について実験前に観察したことを表に記録しなさい。
質的観察

量的観察

前
重曹
1. 白色

1. 量：十分に満たしたフィルム容器 1 つ（35mL）

2. 微細粒子で乾燥していて，柔らかく，粉末状と感じる。

2. 質量：32g

3. 多少は圧縮することはできるが，つまんだ時しっかりと形

3. エンドウ豆，あるいはそれより小さい大きさの

作ることはできない。たまに，不規則な形をした塊が少し形

塊が存在している。

成されている。

4. 物質をつまむと，たくさんの小さなかけらに分

4. 指の間を擦り合わせた時，粉からキーキーという音がする。 かれる。
5. 微かに弱い香りがする。

5. 重曹の温度は室温である。
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酢
1. 水のように透明。

1. 量：十分に満たしたフィルム容器 1 つ（35mL）

2. 水のように濡れている感じ。

2. 質量：34g

3. 酸っぱい味。

3. 酢の温度は室温である。

4. ピクルスのような匂い。
サンドイッチ用袋
1. 透明，光沢がある，弾力性がある，平ら。

1. 体積：約 14cm×14cm×1cm

中（反応が起きている時）
1. 「シュー」という音がする。

1. サンドイッチ用袋の体積は，膨張している。

2. サンドイッチ用袋の中で白い泡が膨らんでいる。

2. とても小さな大きさからだいたい 10 セント硬

3. 泡が形成され，音がする。

貨の大きさへと泡は形成している。

4. サンドイッチ用袋が膨れ，圧迫に抵抗している。

3. サンドイッチ用袋の半分近くまで，泡で満たさ
れている。

後
1. 白く，乳白色で，液体が残っている。

1. 膨らんだサンドイッチ用袋の体積は，13cm×
13cm×7cm である。

2. 反応が落ち着くと，明確に層ができ，上層は淡く，下層は

2. 液体の量：フィルム容器の1/2 と同じぐらい
（約

（歯磨き粉のように）ぼやけたようになる。

50mL）
。

3. 香りは変化しない。

3. 全質量：64g。

4. 手触りは冷たく感じる。

4. サンドイッチ用袋は，室温より冷たい。

4. 重曹と酢を混ぜるためにサンドイッチ用袋を横にし，再度，トレイや蓋のない容
器の上に置きなさい。
5. 質的，量的の両者について実験中（反応が起きている時）に観察したことをいくつか表に記録し
なさい。
6. 「シュー」という音が止まったら，質的，量的の両者について実験後に観察したことを数個表に
記録しなさい。
7. 必ず，フィルム容器をゆすぎ，乾燥させておきなさい。サンドイッチ用袋は，ゆすぎ，逆さまに
して乾かすことができる。
図 3 変化の観察における例題（解答例も含む）

（出典：Rezba, et al., 2007: 35-36, 45）
図 3 より，変化の観察を実験前，中，後に分け，観察は，一見しただけではなく，観察を継続す
ることの必要性の視点を与える指導を行っている。さらに，実験に用いた重曹，酢，サンドイッチ
用袋まで観察させ，実験に使用した物質や材料まで観察の視点がもてるように配慮されている。ま
た，
「Activity 2」と同様に観察を質的，量的観察に区別させるような指導を行っている。つまり，
「Activity 3」においても質的，量的観察の区別を意識した意図的な指導が行われている。
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５ Assessments for the Science Process Skills of Inquiry における
観察のサイエンスプロセス・スキル
観察のサイエンスプロセス・スキルは，レベルが 3 つ（Level 1〜3）に分かれ，どのレベルもル
ーブリックを利用し，観察のサイエンスプロセス・スキルの促進を図っている（Ostlund and
Mercler, 2006: 7, 28, 48）
。ここでは，幼児期を踏まえ，初歩的な Level 1 を取りあげることとする。
準備物
観察評価シート，クレヨン，再生シール可能な袋に入る 4 組のボタン（全 12 個）
，例えば，小さ
な 2 つ穴の黄色ボタン 2 セット，小さな 4 つ穴の黄色ボタン 2 セット，大きな 2 つ穴の黄色ボタン
2 セット，大きな 4 つ穴の黄色ボタン 2 セット
手続き
ボタンを観察することを指示しなさい。観察したことを説明すること，さらに，好きなボタンの
組を説明する際に使用できる黒板に言葉を入れ一覧表を作成することを求めなさい。各ボタン，同
じボタンがあることを説明しなさい。評価シートの 1 つの枠の中に同じたボタンの組を置くことを
話しなさい。次に，生徒に同じボタンの回りをなぞって書き写し，色を塗ること，各ボタンの穴を
示すために点を打つことを求めなさい。枠番号を書くことによって好きなボタンの組みを同定する
こと，そして，黒板上の言葉の一覧表を使用してボタンの組みを説明することを勧めてください。
観察のルーブリック
4点：非常に正確である，妥当である，全部そろっている，詳細である
3点：十分正確である，妥当である，全部そろっている，詳細である
2点：やや正確である，妥当である，全部そろっている，詳細である
1点：正確でない，妥当でない，全部そろっていない，詳細でない
0点：試みていない
観察の得点基準
パフォーマンス評価を実行するために，安全対策を講じて目標に進んでいるか。
ボタンを観察し，合わせているか。
色を塗り，1番目の枠の中に実物のボタンと穴を合わせるために点を書いているか。
色を塗り，2番目の枠の中に実物のボタンと穴を合わせるために点を書いているか。
色を塗り，3番目の枠の中に実物のボタンと穴を合わせるために点を書いているか。
色を塗り，4番目の枠の中に実物のボタンと穴を合わせるために点を書いているか。
好きなボタンの組みに対する枠番号を同定しているか。
好きなボタンの組みを説明しているか。
コメント：
全

観察
1. 同じボタンを探しなさい。
2. 各枠の番号の中に1組のボタンを書きなさい。

A.

B.

C.

D.

3. 書いたボタンに色を塗り，穴を示すために点を書きなさい。
4. どの組のボタンが好きですか。みんなに話してみましょう。

図 4 観察（Level 1）における例題

（出典：Ostlund and Mercler, 2006: 10-11）
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図 4 より，ルーブリックの利用で，教師の指導する視点を明確にしていることがわかる。さらに，
観察ルーブリックの基準を見てみると，
「正確」
「妥当」
「全部揃っている（完全）
」
「詳細」という視点
で観察を捉えていることもわかる。このように，身近なものの利用は勿論のこと，ルーブリックの使用
を通して，観察のサイエンスプロセス・スキルを指導している。

６ Prentice Hall Science Explorer Inquiry Skills Activity Book における
観察のサイエンスプロセス・スキル
観察のヒント（Tip）として，
「1. 質的，量的観察をするために視覚，聴覚，触覚，嗅覚といった
感覚を使用する（重要なこと：安全のために，未確認の物は味わうことはしない）
。2. 正確で客観
的であることを確かめるために観察したことを見直す。3. いつもできる限り，量的観察のために数
え，器具を使用する。5g の質量測定，15m の測定距離といったように各測定を同定する単位を含
め確認する。4. 測定に役立つ道具がないのなら，基準として知られていることを参照し，共通の質
を推定しようとする。例えば，新しい鉛筆とだいたい同じ長さのもの，紙挟みと同じ質量をもつも
の，と述べることである。5. 観察したことについて話し合いをせず，感覚から得た情報を確かめる
ために観察したことをチェックする」といったように 5 点を観察の視点として掲げている（Pearson
Prentice Hall, 2006: 6）
。そして，これらを踏まえて，例題が示されている（図 5）
。
次の質問に答えるためにイラストを使用しなさい。この頁の後，あるいは別紙に答えを書きなさ
い。

1. 少なくとも，イラスト中の光景について 5 つの質的観察をつくりなさい。
例：地面が割れている。ある家が倒壊している。幹線道路が壊れている。電柱が傾いている。電
線が切れている。
2. この場所を訪れることができたなら少なくとも 3 つの量的観察の仕方を説明しなさい。
例：倒れている木の数を数える。地面のずれの長さを測る。2 つの幹線道路の部分の水平方向の
ずれを測定する。
3. 質問 1 と 2 に対して書いた観察に関して調査しなさい。実際にそれらは説明ですか，それとも
推論ですか。そうであるならどちらですか。
答えは色々とある。例（推論）
：地震が起こった。
4. 次の文は，観察したことですか，それとも推論ですか。
「
『柱が落下したと同時に家は倒壊した。
』
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と言った。
」
推論。イラストは出来事の順序を示していない。
5. 次の文は，観察したことですか，それとも推論ですか。
「
『道の痛みは深刻だ。修復には多額のお
金がかかる。
』と言った。
」
推論。文は，イラストに示されていない費用に関する情報になっている。
6. 次の文は，観察したことですか，それとも推論ですか。
「
『家は不安定な場所に建てられた。
』と
言った。
」
推論。イラストは，場所は安定か，不安定か，示していない。
7. 次の文は，観察したことですか，それとも推論ですか。
「
『この場所の崩壊は，火山の爆発によっ
て引き起こされた。
』と言った。
」
推論。イラストは，何によって被害を受けたか，示していない。
8. 考えてみよう。観察と推論を区別する方法を説明するために，2，3 つの文を書きなさい。
答えは色々とある。推論は観察に対して可能な説明とする一方で，観察は自分の感覚を直接使用
して経験するものであるということを，生徒は考えとしてもつべきである。
図 5 観察の例題（解答例も含む）

（出典：Pearson Prentice Hall, 2006: 7, 87）
図 5 より，まず，観察を「質的観察をつくりなさい」
「量的観察をつくりなさい」といったよう
に，量的，質的観察を区別して指導していることがわかる。これは，Learning and Assessing Science

Process Skills における観察のサイエンスプロセス・スキルの「Activity 2」と同様である（Rezba, et
al., 2007: 32-34）
。次に，
「
『柱が落下したと同時に家は倒壊した』と言った」という例文を挙げ，
「観

察か，推論か」
，換言すれば，観察と推論の区別をさせていることもわかる。この観察と推論の区別
は，Jones, et al.（2008: 28）でも，推論能力の育成の立場ではあるが，重視している。最後に，観
察のヒント（Tip）で示されている「2. 正確で客観的であることを確かめるために観察したことを
見直す」にも関連するが，図 5 の各問いの基盤には，
「観察への正確さ，客観性」を求めているこ
とが読み取れる。

７ おわりに
本研究では，
「観察のサイエンスプロセス・スキル」に着目した科学的探究心の育成について，具
体的な指導の視点に関して研究を進めた。研究を進めるにあたり，3 つの観察のサイエンスプロセ
ス・スキルの指導資料を分析した。その結果，まず，Learning and Assessing Science Process Skills

(5th Edition)」では，
「虫眼鏡や顕微鏡といった道具を使用しての視覚の拡大化」
「観察したことと，
その際に使用した感覚との対応」
「質的，量的観察の区別」
「実験前，中，後といったように事象変
化の観察継続の必要性」の視点で指導を行っていた。次に，Assessments for the Science Process

Skills of Inquiry では，
「
『正確』
『妥当』
『完全』
『詳細』
」という視点での観察」の視点で行っていた。
最後に，Prentice Hall Science Explorer Inquiry Skills Activity Book では，
「観察と推論の区別」
「観察への正確さ，客観性の要求」の視点で行っていた。
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科学的探究心を育成するために，保育者は，上述した分析結果を常に意識して，
「観察スキル」の
獲得・促進のために，幼児に足場掛け（scaffolding）となる問いかけや活動を促すことが求められ
る。また，Nath and Kumar（2017: 54）は観察のサイエンスプロセス・スキルの指導方略を「事
物現象，特徴，特性，相違点，類似点，変化について見つけるために五感（見る，聞く，触る，嗅
ぐ，舐める）を使用すること」としているように，
「相違点や類似点」といった「比較のサイエンス
プロセス・スキル」と併せて指導する必要もある。他方で，Harlen（2001: 90-91）が「パターン
や関係性を見つける観察」の必要性を指摘しているように，
「データ解釈のサイエンスプロセス・ス
キル」との関連も踏まえた「観察のサイエンスプロセス・スキル」の指導も考慮しなければならな
い。
今後は，分析結果を踏まえた「観察のサイエンスプロセス・スキル」に着目した科学的探究心の
育成する保育実践を行う必要がある。一方で，観察は理論負荷的であるため，幼児の理論負荷性に
関しても調査する必要がある。この実践と幼児期の理論負荷性の報告については，稿を改め論じる
ことにする。
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小学校理科における仮説設定能力を育成する指導法
―― 探究的な問いに対する仮説の洗練化と実験結果を基にした仮説の妥当性の検討を導入して ――
筒 井 雅 人＊ ・ 宮 本 直 樹＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Orientation for Cultivating Hypothesis Setting Ability in Elementary School Science:
Introducing Sophistication of Hypotheses for Questions of Inquiry and Examination of
Hypothesis Validity Based on Experimental Results
Masato TSUTSUI and Naoki MIYAMOTO

キーワード：仮説設定，洗練化，仮説の妥当性，風のはたらき

本研究では，小学校３学年において，仮説設定能力を育成する授業づくりの基礎的知見を得るため，
探究的な問いに対する仮説の洗練化と実験結果を基にして仮説の妥当性を検討する指導法を考案・試
行し，その効果を検討した。その結果，以下の３点が明らかになった。
（１） 探究的な問いを生成することは，因果関係を踏まえた仮説設定を促進させた。さらに，その仮説を
共有し，洗練化することで，検証可能な仮説を設定することができるようになった。
（２） 実験結果を基に仮説の妥当性を検討することは，結果の予想を含めた仮説を修正させた。また，
より具体的な視点で仮説を捉えることができるようになった。
（３） 仮説設定に関する調査問題において，仮説の妥当性の検討ができた児童が，仮説設定を経験
した授業が初めてにもかかわらず，少なからずいることがわかった。

はじめに
小学校学習指導要領解説理科編（文部科学省，2008）では，
「見通しをもって観察，実験などを
行うこと」と示され，児童自らが自然事象から見いだした問題に対して予想や仮説をもち，それら
を基にして検証をすることの重要性が指摘され，問題解決能力の育成のために指導の改善が図られ
てきた。しかし，平成 24 年度の全国学力・学習状況調査の結果から，
「予想や仮説と照らし合わせ
――――――――
*神栖市立波崎西小学校

**茨城大学教育学部
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ながら考察すること，見いだした問題から予想や仮説をもち，制御する条件を整理して実験計画を
立てること，結果を基に実験方法を見直し改善すること（後略）
」
（国立教育政策研究所，2012）な
どが改善のポイントとして示された。つまり，科学的な問題解決能力の育成において，児童が見い
だした問題に対して，仮説の設定，検証実験の計画，結果の予想をし，実験結果から仮説の妥当性
を検討し，考察することがすることが不十分であると言える。一方で，
「目的意識や見通しをもった
探究の成否の鍵をにぎる仮説設定の指導がほとんど実施されていないため，実際には仮説をもたな
いで探究をしている生徒が多い」という小林（2013）の指摘もある。さらに，平成 27 年度の全国
学力・学習状況調査の調査結果（国立教育政策研究所，2015）では，小学校において，
「予想が一
致した場合に得られる結果を見通して実験を構想したり，実験結果を基に自分の考えを改善したり
すること」に課題があることが明らかになった。つまり，理科授業の問題解決の学習過程において
仮説を設定し，結果を基に仮説を評価・修正する場面の不十分さに課題があると言える。また，中
央教育審議会答申（2016）では，
「観察・実験の結果を分析・解釈して仮説の妥当性を検討したり、
全体を振り返って改善策を考えたりする学習場面を設けること、
（後略）
」と述べられている。加え
て，次期小学校学習指導要領（文部科学省，2017）では，第４学年において主に育成したい問題解
決能力として，
「見いだした問題について，既習事項や生活経験を基に根拠のある予想や仮説を発想
する力」が示されている。
ところで，このような状況を克服するために仮説設定の方略に関する先行研究がある。例えば，
益田・柏木（2013）は，仮説発見のためのアブダクションに着目し，論理的推論に基づく仮説形成
を図る指導の効果を検証している。山口ほか（2015）は，Four Question Strategy（4QS）を基に
仮説設定シートを開発し，子どもに仮説を形成させる指導の効果を検証している。他方，結果を基
に仮説の妥当生を検討する研究として，小林（2009）は，中学２年生を対象にし，
「仮説評価スキ
ーマ」教示と協同活動が科学的な法則や理論の理解と観察・実験スキルの向上に与える影響を検証
している。具体的には，仮説評価スキーマ（仮説評価活動を行う上で必要な一連の手続きに関する
知識）として，
「形成した仮説を検証する目的で実験を計画する際に必要な『証拠収集の計画』
・
『予
測』と，結果から仮説の妥当性を検討する際に必要な『結果の観察』
・
『結果の解釈』を取り上げて
いる。そして，仮説に対する反証的証拠が得られたときに，協同活動は適切に仮説を棄却する活動
を促すことを示している。

研究の目的及び方法
そこで，本研究では，上述した先行研究の知見を踏まえ，理科授業が始まり，科学的な問題解決
の過程を通じた学習活動の入門期にあたる小学校第３学年において，探究的な問いに対する仮説の
洗練化と実験結果を基に仮説の妥当性の検討を導入する仮説設定能力育成の効果を実践的に検証す
ることを目的とする。
ところで，小林（2013）は，
「教師や生徒の仮説観は多様であり，
（中略）この多様性が理科学習
における本来の仮説の設定を阻害する要因の一つ」と述べている。仮説の捉え方については諸説あ
り，小林（2008）は，
「観察・実験で検証できる問題」
，
「簡単にいえば『こうすればこうなる』と
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いう仮の答え」と述べている。Lawson（2000）は，
「自然の事物・現象が起こる因果関係やしくみ
の説明」さらに，
「
『なぜ』や『どのようにして』などの自然の事物・現象に関する因果関係の問い
（causal questions）を提起し，仮の仮説を創造する」と述べている。
その Lawson（2000）は，
「因果関係の問い（causal questions）を提起し，仮の仮説を創造する。
その仮説が正しいと仮定したときに検証する実験の計画を創造することが可能となり，そして，期
待された観察・実験の結果と観察された実験の結果の比較から結論の導出に至る。この一連の推論
を仮説演繹的推論（hypothetico-deductive reasoning）
」としている。
そこで，児童が問いから仮説の設定，仮説を検証するための実験計画，その仮説が仮に正しいと
したときにどのような実験結果が予測されるか，検証結果との比較から仮説の妥当性の検討といっ
た一連の過程を Lawson の仮説観に依拠をすることが妥当であると考え，仮説演繹的推論を援用す
ることとした。したがって，仮説を「自然の事物・現象が起こる因果関係やしくみの説明」と捉え
る。なお，予想は，実験結果についての予測とし，仮説と区別することとする。小林（2008）は，
「問いが学習者にとって馴染みがないものであったり，問いの答えとしての仮説が学校の実験室で
の実験や観察による検証が不可能なものであったりすると，学習者の仮説設定やその仮説に基づく
探究的な学習の展開が困難になる」と指摘している。さらに，小林（2013）は，
「個人で設定した
仮説を学習グループや学級全体で吟味させ，それらを検証可能な説明に洗練する必要がある」と述
べている。
これらを踏まえ，本研究では研究の方法として，まず，因果関係を問うような探究的な問いを生
成し，仮説をグループやクラスで共有化，洗練化することとする。なお，小林（2013）は，仮説の
洗練化について，仮説を中心に取り扱っているが，本研究では，仮説，検証計画，結果の予想をま
とめて，仮説設定として扱う。これにより，仮説がより具体的に表出されるのではないかと考えら
れる。次に，検証実験の結果を共有化し，仮説の妥当性をグループ，クラスで検討する。これに関
しては，小林（2009）は，
「仮説評価活動を行うということは，
（中略）実験結果から採択される仮
説は何かを説明することを導く。その際，協同活動によって，説明の誤りが修正されることが明ら
かとなった」と述べている。このことから，仮説の妥当性を検討する際には，グループやクラスで
行うことによって，
反証的証拠を不適切に解釈してしまうという問題を削減することが期待できる。

図１ 仮説設定能力育成のための指導方略

- 49 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

ここでの妥当性とは，仮説の信頼性や客観性とし，結果の予想と問いの答えとしての結果が違っ
た場合には，仮説が正しくなかったのか，検証計画に問題があったのか，実験の操作に誤りがあっ
たのかなどの視点を基に検討させる。また，結果の予想と問いの答えとしての結果が同じ場合につ
いても，同様に仮説の妥当性を検討させる。妥当性を検討することで，仮説が評価され，今後の仮
説の形成が促進されるであろう。
これらを勘案し，
「①自然事象に対する因果関係の問いに対して，因果関係やしくみを説明した仮
説を設定し，検証する実験を計画し，仮に仮説が正しいとしたときの実験の結果を予測する力、②
実験結果を基に仮説の妥当性を検討できる力」を「仮説設定能力」とすることとする（図１）
。

本実践の結果及び考察
本実践の対象は茨城県内の公立 H 小学校第 3 学年の 20 名の児童である。
また，
授業実践日時は，
2017 年 7 月 14 日である。授業実践に関するデータは，授業中の発話，レポートへの記述，授業実
践後のインタビュー調査から収集し，それらを分析した。
１ 探究的な問いの生成を促すような事象の提示
授業の導入時，おもりを乗せて重くした帆かけ車に送風機で風をあてると，帆かけ車が進まない
という事象を動画で提示した（図２）
。

図２ 動画による事象の提示
この事象の提示により，
「どのようにしたら，帆かけ車は動くのだろうか」という探究的な問いを
意図的に引きだそうと試みた。児童からは，
「重いから（車が）動かないんだよ」
「帆が風で震えて
いる」などのつぶやきが見られた。帆かけ車が重くなったから，送風機の風を受けても動かないこ
とを確認すると，ある児童が「もっと近寄らせたら大丈夫」と発言していた。ここで，問題をクラ
スで共有しようと，教師が「みんなで考えたい問題があります」と伝えると，何人かの児童が「ど
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うしたら車が動くか」と問題を提示してきた。このようにして，因果関係を問うように問題を意図
的に生成し，後の学習活動を展開していった（表１）
。
表１ 事象を提示し，探究的な問いを生成する場面
T ：風にはどのようなはたらきがありましたか？
S1：ものを動かす力。
T ：それは，どんなふうに調べましたか？
S2：下敷きで，
（帆かけ車を）あおいで動くかを調べました。
（動画を提示する。
）
S3：風が強くても動かないんだ。
S4：
（送風機の風を強さを）中にすればいいんじゃない？中。
T ：車に何が乗っている？
S5：鉄。
T ：鉄ではないですが，重りが乗っています。重くしてあります。風を送っているのは，送風機というものです。扇風機と同じよう
なものです。
T ：本当はこの車はどうなるはずだった？みんなの予想では？
S5：動く。
S6：進む。
T ：重りが無ければ？
S6：動く。
S6：前に進む。
T ：そうですね。進みます。うちわで風を起こしたら車が動いたよね。ただ，車が重くなったので，送風機で風を送っても今，動か
ないです。
S7：もっと，近寄らせたら大丈夫。
T ：ここで，みんなで考えたい問題があります。
S1：どうしたら車は動くか？
T ：はい。そうです。
どのようにすれば車は動くだろうかを考えていきたいと思います。

［S は児童，T は教師を示す。なお，
（ ）は筆者が加筆したものである］

２ 仮説の設定
仮説を設定する際に，まず，個人で自由に仮説を設定させた。その際には，
「こうすれば，こうな
るだろうと思うことを書いてください」と指示をした。ここでは，どうすれば帆かけ車が動くかを
考えることが，仮説を設定することになる。この「どうすれば」をより具体的にしたものが検証計
画になり，そこには，仮説が正しいときには，帆かけ車が動くだろうという結果の予想が含まれて
いる。仮説を設定する際，特に実験に使う器具や場所を制限はしなかった。それは，これまでに仮
説を設定する際に特に，それが問題となるような仮説が設定されることがなかったからである。仮
に，そのような仮説が設定されたときには，グループやクラスによる仮説の洗練化によって，仮説
が検証可能なものになるように教師が支援することで解決することとした。
３ 仮説の洗練化
まず，個人で設定した仮説をグループで話し合って，洗練化を行った。話し合い活動を行う前に，
仮説を洗練化していくための視点について，チェックシート（図３）を提示しながら説明した。教
師は，それぞれのグループの話し合いの様子を見ながら，適宜，助言を行った。
個人で設定した仮説について，グループで洗練化を行った。図４は，洗練化した班ごとの仮説で
ある。実際には，チェックシートで示した視点にある類型化や統合化をすることや仮説に名前を付
けることが主な話し合いの視点となっていた。
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図３ 仮説の洗練化チェックシート

図４ グループで洗練化した仮説
表２から，
グループで仮説の洗練化を行ったことで，
いくつかの仮説が設定されたことが分かる。
次に，グループで設定した仮説をクラスで話し合って，洗練化を行った。教師は，話し合いを進
めながら，適宜，助言を行った。そして，送風機を増やすこと，送風機を近づけることは，送風機
の風を強くすることと同じことであることを確認し，
「風の強さ説」とした。また，帆を大きくする
ことを「帆の大きさ説」とした。
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表２ グループで洗練化した仮説
班
内 容
・もう少し送風機を近づける。
１ ・帆を大きくする。
・送風機を増やす。
・青い部分（帆の支柱）を取る。
・風の強さを強にしてもう少し進むと思う。
２
・送風機を近づける。
・風説：送風機を車の近くに持ってくるととぶ。
・近くでとぶ説：車に風を受けさせて，近くに風を受けさせたら，長い距離が走れると思う。
３
・数説：一台で無理だから，
（送風機が）たくさんあったら（前に）いけると思った。
・まとめた説：車の近くにたくさんの送風機をおいたら，
（車が進む）距離が長くなります。
・扇風機説：扇風機を近づける。
・帆説：帆を大きくする。
４
・合わせた説：扇風機を近づけ，帆を大きくする。
・おもり説
・帆説：送風機を軸から棒（支柱）の中心にあてればいいと思う。そして，帆の大きさを大き
５
くすれば，風があたって進む。
［
（ ）は筆者が加筆したものである］
４ 検証計画の立案と検討
帆の大きさの違いによる帆かけ車の進む距離を調べる検証実験を計画する際に，条件を制御する
ことについて話し合いを行った
（表３）
。
帆は，
工作用紙を使って大きさの違う帆を作ることにした。
その際，帆の大きさを変えるとそれに伴って変わる帆の重さにも注目させた。帆には，同じ大きさ
の紙を使い，折りたたむことによって，帆の大きさを小さくすることにした。
表３ 条件制御された検証計画を立案する
T ：帆を大きくすればいいなら，
（手でのしぐさを交えて）ものすごく大きな帆にすればいいかな？
S8：帆が大きすぎるとよくないと思います。理由は，車が倒れてしまうと思うからです。
T ：ああ。なるほどね。車が進む前に倒れてしまうかもしれないね。他に理由はありますか。
S9：あんまり大きくすると重くなってしまうと思います。
T ：重くなってしまうのはよくないかな？
S9：さっき見た（帆かけ車におもりを乗せた車が送風機の風で動かない）動画で，車が重いと進まなくなっていたから，大きくしす
ぎると動かないと思います。
T ：じゃあ、重さを変えないで帆の大きさを変えるには，どうすればいいかな？
S9：紙の重さをはかって，同じにすればいい。
T ：うん。同じ重さの紙をどうやって大きさを変える？
S7：同じ（大きさ）紙を，折って作ればいいと思います。
T ：なるほど。それなら重さは変わらないですね。

［S は児童，T は教師を示す。なお，
（ ）は筆者が加筆したものである］

実験では，小，大，特大の帆（図５）をそれぞれ車に付けたときに，送風機で風をあてて進む距
離を調べることにした。ここで，特大の帆は，送風機の風が出る高さよりも高くし，風があたらな
い部分ができるようにした。測定は，多目的室のスペースでそれぞれ３回ずつ行い，記録すること
にした。その際，車が停止した場所に近い方の線で記録をすることにした。また，実験開始前に送
風機の操作について，以下の２点を確認した。１点目は，送風機の風量を強にすること，２点目は，
送風機の風を遮るように，車と送風機の間にボードを置き，ボードを外すことで帆かけ車に風があ
たるようにすることである。１点目の理由は，他の班と結果を比べやすいようにするためである。
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２点目の理由は，送風機の電源を入れてから送風の強さが安定するまでに数秒の時間があり，その
間に帆かけ車が進んでしまうことで，
風の強さを一定に保てないからである。
このことについては，
児童にも簡潔に説明した。

図５ 帆の大きさ説の検証実験に使う帆
５ 検証計画の立案後の結果の予想
帆の大きさ説の検証計画の立案後，結果の予想を行った。仮説が正しいと仮定したときに予想さ
れる結果は，帆が大きい方が長い距離進むである。しかし，特大の帆の大きさ（高さ）と送風機の
高さに注目して，仮説通りとはならないのではないかと考えた児童が３人いた。それぞれがそのよ
うに考えた理由について説明をした。１人は，
「帆が大きい方が重いから進みにくい」という理由で
あったので，帆の重さは小，大，特大が全て同じであることを確認した。２人は，
「特大の帆は大き
すぎて風があたらない部分があって，
進む距離が大より長くならない」
という理由であった
（表４）
。
この後，仮説通りとはならないという結果の予想を支持する児童の数を挙手によって確認したとこ
ろ，１人増え，４人となった。
表４ 仮説が仮に正しいとしたときの結果の予想
T ：帆の大きさ説では，帆の大きさを大きくすれえば，風がたくさんあたって帆かけ車が進む距離が長くなるということでした。み
んなで，どのような実験をすると調べられるかを話し合ったことをもとに，先生が（実物を見せながら）このような３つの帆を用
意しました。小と大，特大の３種類を用意しました。これで，帆の大きさ説を調べたいと思います。では，結果の予想をしてくだ
さい。
（個人で結果の予想をした後）
T :どのような結果の予想になりましたか。
S8:小より大とか特大の方が，ちょっと進むと思います。
S9:ぼくは，特大は大きすぎて（風が）あたらない部分がある可能性があるから大の方が長く行くと思います。
S1:あたらない部分があっても同じじゃないですか？
S9:大きいとそのまま風があたらなかったとしても…。
T :ああ。なるほどね。上には風があたらないと思うから距離が長くならないと考えたんだね。

［S は児童，T は教師を示す。なお，
（ ）は筆者が加筆したものである］
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６ 検証実験
児童は，検証計画に基づいて，小，大，特大の帆をそれぞれ車に付けたとき，送風機で風をあて
て進む距離を調べた。特大の帆を車に付けたときには，送風機から出る風が帆の上の部分にあたっ
ているか，手をかざして調べている児童もいた。測定は，それぞれの帆について３回ずつ記録をす
ることにしていたが，車が進む向きが送風機から大きくそれ，風がしっかりあたらなかった場合に
は，試行を何度もやり直す姿も見られた（図６）
。各班の実験結果をまとめたものが表５である。

図６ 実験の様子
表５ 帆の大きさの違いによる車が進んだ距離
小

大

特大

班

１回目

２回目

３回目

１回目

２回目

３回目

１回目

２回目

３回目

１

２ｍ

２ｍ

２ｍ

３ｍ

３ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

２

２ｍ

３ｍ

２ｍ

４ｍ

４ｍ

３ｍ

４ｍ

３ｍ

４ｍ

３

１ｍ

１ｍ

１ｍ

３ｍ

３ｍ

４ｍ

３ｍ

４ｍ

４ｍ

４

２ｍ

２ｍ

３ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

３ｍ

３ｍ

４ｍ

５

２ｍ

２ｍ

２ｍ

４ｍ

４ｍ

４ｍ

３ｍ

４ｍ

４ｍ

７ 実験結果を基にした仮説の妥当性の検討
実験の結果（表５）から，帆の大きさが小のときと大のときを比べると，帆の大きさが大のときの
方が進んだ距離が長くなった。このことは，児童の予想（仮説）通りの結果となった。しかし，帆
の大きさが大のときと特大のときを比べると，進んだ距離に差がほとんど見られなかった。このこ
とについては，結果の予想で２人の児童が指摘していたが，その時点では，他の児童が納得できる
ような説明をすることはできていなかった。ここでは，結果を基にした仮説チェックシート（図７）
を提示し，
実験の結果が，
仮説が正しいと仮定したときの結果の予想と異なることを確認した上で，
仮説が正しくなかったのか，検証計画に問題があったのか，実験操作に問題があったのかについて
検討をすることにした。
その際，実験から気付いたことを基に検討するのは，記憶に頼らざる得なくなってしまうため，
小，大，特大のそれぞれの帆に送風機で風をあてたときの様子を動画で提示した。動画では，送風
機に線香の煙を吸わせることで，
帆にあたる風の様子を視覚的に捉えることができるようにした
（鶴
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けっかをもとにした仮説のチェックシート
○

けっかの予想と実験のけっかが同じになった場合

仮説が正しかったと考える

○

けっかの予想と実験のけっかがちがった場合

・仮説が正しくなかった
・（実験する前に）調べる方法に問題があった
・考えた方法通りに実験をすることができなかった
図７ 結果を基にした仮説チェックシート
島ほか，2017）
。帆の大きさが小のときと大のときを比べると，大の方が風のあたる面積が大きい
ことが分かる。大のときと特大のときを比べると，風が直接あたる面積はほぼ同じであることが分
かる。全ての帆において，帆の上下左右に風が抜けていくので，厳密には差があることは明らかで
ある。また，帆が大きい方が進む際に空気抵抗が大きくなるが，この検証実験における測定方法に
おいては，許容できる範囲である。動画を視聴した後，検討の資料とするために，それぞれの帆に
あたる風の様子の静止画像を提示した（図８～10）
。まず，個人で結果を基にした仮説の妥当性の
検討し，次にグループ，そしてクラスで検討した（図 11）
。

図８ 帆の大きさ 小

図９ 帆の大きさ 大

図 10 帆の大きさ 特大

図 11 クラスでの検討の様子
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表６ グループで帆に風があたる様子から実験結果の妥当性を検討した記述
班
１
２
３
４
５

内 容
帆の大きさが小だと，
（風が）ぎりぎり少しあたるけれど，大（の帆）だと，上（の部分
まで）あたって，特大（の帆）だと，真ん中ぐらいにあたって大と同じくらいのところ
にあたるから。
大（の帆）は全体に（風が）あたっているけれど，特大（の帆）は，全体には，
（風が）
あたっていなくて，あたっているところは、大（の帆）と同じところだけだから。
特大は，
（風が）あたるけど進みにくいから、マイナスされている。だけど，大（の帆）
はてっぺん（途中）
小（の帆）は，けむりが向かう方向が（帆から）ずれていて，図で描くと（略）みたい
になるから。
大（の帆）は，送風機の面積分（風が）あたるけど，特大の場合は，大きすぎるから，
大と同じくらい進むようになる。
（風が）あたっても上の方は（帆が）動かない。
［
（ ）は，筆者が加筆したものである］

表６より，
「帆の大きさが大きくなると，風がたくさんあたって遠くまで進む」という仮説に対し
て，２班が「大（の帆）は全体に（風が）あたっているけれど，特大（の帆）は，全体には，
（風が）
あたっていなくて，あたっているところは、大（の帆）と同じところだけだから（大より遠くまで
進まない）
」と述べている。他の班についても，表現の適切さという点では問題があるが，内容とし
ては同様と捉えられる。しかし，各グループの発表と質問において，ある児童が「大と特大の帆に
おいて，風があたる部分がだいたい同じであるから進む距離がだいたい同じになる」ことを踏まえ
た上で，大と特大の帆にあたるけむりの様子を見て，
「大と特大の帆に風があたっている部分は，本
当に同じと言ってよいのか」と質問をする場面があった。この児童が指摘したように，厳密に言え
ば，特大の帆の上の部分にも下の部分にあたって上がってきた風があたっている。この実験では，
送風機からの風が水平方向に出てあたる面積に注目させることで検討する視点を与えているが，上
に上がるけむりの様子を見て，風があたっている面積が大の帆に比べて大きいと捉えた児童が他に
もいたかもしれない。ここでは，
「帆の大きさが大きければ，風がたくさんあたる」という仮説に対
して，
送風機の風があたる帆の範囲が限定的であるために，
大の帆と特大の帆を比較したときには，
仮説通りとはならないということに気付いたことが分かる（表７）
。
表７ 風のあたり方に対する検討
S9：大（の帆）は全体に（風が）あたっているけれど，特大（の帆）は，全体には，
（風が）あたっていなくて，あたっているところ
は、大（の帆）と同じところだけだか。何か質問はありませんか。
S1:今までの班でも言いたかったんですけど，
（大の帆の上の空間を指して）この部分は風が残ってて，周りに風が。
（特大の帆の上の
部分を指して）この部分にこの時は（風が）あたっているじゃないですか。
（だから）同じところにあたっているわけじゃないと
思います。

［S は児童，T は教師を示す。なお，
（ ）は筆者が加筆したものである］

８ 授業後の仮説設定能力に関する調査の結果
調査は，仮説の妥当性の吟味に関して調査するため，授業後３日後に調査問題１を実施し，調査
問題１の回収後にすぐに調査問題２を実施した。なお，調査問題１を回収した理由は，調査問題２
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のＡ～Ｄの選択肢を調査問題１の解答欄に記述しないようにするためである。
表８ 仮説の妥当性に関する調査問題１（記述式）とその結果
問題

風があたる ほの大きさと車の進むきょりについて，
「ほの大きさが大きくなると，風がたくさんあたって車が遠くまで進む。」
という仮説を立てました。
そして，実けんでは，小，大，とく大の３つのほで調べました。
けっかは，「小」よりは「大」が進み，「大」と「とく大」は，ほぼ同じきょりでした。

この仮説は，正しかったですか。くわしく説明しなさい。
正答の記述（５人）
・仮説はちがっていた。なぜかというと，大は全部に風があたって，特大はあたらない部分があるから，進むのは，
同じきょり。
・まあまあ正しい。［理由］大はしっかり受けていても上に風がいってしまう。特大は，避けてもさらに上に帆があ
るし避けるけど，上についたら風が空気になってしまって大と同じ距離になってしまった。
・正しくない。どうしてかというと送風機が届くところは，大も特大も同じところにしかあたらないから（進む距離
が同じになる）。
・（特大の帆は）あたらない部分があるから（大と距離が同じになる）。大だと全体に風があたるから（正しくない）。
・正しくない。特大は７ｍくらい進むと思っていたが，（結果は大と同じ）４ｍだった。
誤答の記述（15 人）
・大と特大は，同じきょりだったから正しかった。（４人）
・とく大は，下の方にはあたるけど，上の方にはあたらない。大は，全体にあたるから，大の方が進んだ。
・けむりがあたっているところがいっしょだから。
・帆の大きさがちがうけど，重さがいっしょだから同じきょり進む。
・その他
・無答（２人）

［
（ ）は，筆者が加筆したものである］
表８より，仮説が正しくないことを示した上で，正答となる記述をしたのは 20 人中５人であっ
た。大と特大の帆への送風機から出る風のあたり方を根拠として挙げている。その中で「まあまあ
正しい」と記述した児童がいた。この児童にインタビューすると，この実験においては，帆の大き
さが小のときと大のときを比較すると仮説が正しいが，帆の大きさが大のときと特大のときとを比
表９ 仮説の妥当性に関する調査問題２（選択式）とその結果
問題

風があたる ほの大きさと車の進むきょりについて，
「ほの大きさが大きくなると，風がたくさんあたって車が遠くまで進む。」
という仮説を立てました。
そして，実けんでは，小，大，とく大の３つの ほで調べました。
この仮説は，正しかったですか。あてはまるもの２つに〇をつけなさい。
A（
B（

）ほの大きさが，小から大にかわると，車が進んだきょりが長くなったから，仮説は正しい。
）ほの大きさが，小から大にかわると，車が進んだきょりが長くなったから，仮説は正しくない。

C（
D（

）ほの大きさが，大からとく大にかわっても，車が進んだきょりが同じだったから，仮説は正しい。
）ほの大きさが，大からとく大にかわっても，車が進んだきょりが同じだったから，仮説は正しくない。

結果

A（○）
A（○）
B（×）
C（×）
D（○）

B（×）
0
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C（×）
9
3

D（○）
5
2
1
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較すると仮説が正しくないという内容を答えていた。つまり「帆の大きさが大きくなると，風がた
くさんあたって遠くまで進む」という仮説は，検証する際の帆の大きさによって正否が変わるとい
う条件付きの仮説であるということが確かめられたことになる。
表９より，A と D 共に正答した児童が 20 人中５人（25%）であった。この５人は，表８の結果
と同じ児童である。帆の大きさが小から大に変わると車が進む距離が長くなったということから，
仮説が正しかったと判断することができている。また，帆の大きさが大から特大に変わっても，車
が進む距離が同じになったということから，仮説が正しくなかったと判断することができている。
つまり，
「帆の大きさが大きくなると，風がたくさんあたって長い距離進む」という仮説について，
風があたる範囲が帆の大きさよりも小さいという条件下では，成り立たないということを捉えてい
る。つまり，より具体的な視点で仮説を捉えることができている。しかしながら，A のみ正答：14
人（70%）
，D のみ正答：7 人（35%）
，A と D 共に正答：5 人（25%）という結果から，D は小学
校 3 年生にとって難しい仮説設定に関する調査問題であったにもかかわらず、7 人（35%）が正答
している。また，A と D 共に正解はさらに難しい仮説の妥当性の検討に関する調査問題であったに
もかかわらず，5 人（25%）が正答している。
表 10 結果の予想と各調査問題の結果
Ａ

小（の帆）が２ｍ，大が４ｍ，特大が５ｍ
くらい進む。

Ｂ

特大（の帆）は大きすぎて（風が）全てあ 仮説はちがかったです。なぜかというと，大（の帆）は全部に風があたって，
たらない可能性があるから，大が（距離が） 特大はあたらない部分があるから進むのは同じ距離。
長いところまで行くと思う。

Ｃ

小（の帆）より大（の帆）と特大（の帆）
の方が進む。

正しくない。（特大の帆は）７ｍ位行くかと思っていたが，（大の帆と同じ
くらいの）５ｍくらいだった。

Ｄ

帆の大きさが小だと，多分２から３ｍ位だ
と思う。大だと３～４ｍ位だと思う。特大
だと５～６ｍ位だと思う。

正しくない。どうしてかというと送風機がとどくところは，同じところらへ
んにしかあたらないから。（図は略）

（帆の）大きさにより大きいほうが進む。

まあまあ正しい。［理由］大（の帆）はしっかり上に受けていても上に風が
行っちゃう。特大（の帆）は，避けてもさらに上に帆があるし避けるけど，
上についたら風が空気になってしまって大と同じ距離になってしまった。

Ｅ

（特大の帆は風が）あたらない部分があるから（大と距離が同じになる）。
大（の帆）だと全体に風があたるから（正しくない）。

［Ａ～Ｅは児童を示す。
（ ）は，筆者が加筆したものである］
表 10 は，表８と表９の各調査問題で正答であった５人の児童について，実験結果の予想と調査
問題の記述を示したものである。Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅの児童は，実験結果の予想では，帆の大きさが大
きい方が進むと予想しているが，授業後の各調査問題では，実験結果を基にして仮説が正しくなか
ったという記述をしている。Ｂの児童は，実験結果の予想では，
「特大（の帆）は大きすぎて（風が）
全てあたらない可能性があるから，大が（距離が）長いところまで行くと思う」と記述しているが，
実験結果を基に，自分の結果の予想を踏まえた仮説を修正したことが分かる。
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おわりに
本研究では，小学校３学年において，仮説設定能力を育成する授業づくりの基礎的知見を得るた
め，探究的な問いに対する仮説の洗練化と実験結果を基にして仮説の妥当性を検討する指導法を考
案・試行し，その効果を明らかにすることであった。
その結果，帆の大きさの違いによる風のはたらきに関する授業実践において，探究的な問いを生
成することは，因果関係を踏まえた仮説設定を促進させること，さらに，その仮説を共有し，洗練
化することで，検証可能な仮説を設定することができるようになることが明らかとなった。また，
実験結果を基に仮説の妥当性を検討することは，結果の予想を含めた仮説を修正させた。また，よ
り具体的な視点で仮説を捉えることができるようになることが明らかとなった。加えて，仮説設定
に関する調査問題において，仮説の妥当性の検討ができた児童が，仮説設定を経験した授業が初め
てにもかかわらず，少なからずいることが分かった。
今後の課題として，実験結果を基にして仮説の妥当性を検討する場面では，結果の予想を含めた
仮説と実験結果の関係を多面的な視点で捉えるための手立てを検討する必要がある。実験結果の示
し方や検討する視点の焦点化に課題がある。仮説の洗練化のためのチェックシート，結果を基にし
た仮説の妥当性のチェックシートについては，発達段階に応じた改善が必要である。今回は，第３
学年における仮説設定能力の育成について考案・実践しているが，訂正された次期学習指導要領（文
部科学省，2017）においては，仮説を発想する力は第４学年，解決の方法を発想する力は第５学年，
より妥当な考えをつくり出す力は第６学年で育成することを目標とする問題解決能力に示されてお
り，各発達段階に応じた仮説設定能力を育成するための指導の在り方については，さらに実践によ
って検証される必要があると考える。
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生活科における児童の観察についての一考察
―― 小学校第２学年での栽培活動を通して ――
小 松 原 崇＊ ・ 宮 本 直 樹＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

A Study of Child Observations in Living Environment Studies
Takashi KOMATSUBARA and Naoki MIYAMOTO

キーワード：観察，生活科，理科教育

小学校第２学年の生活科において，栽培活動における観察に視点をおいた授業実践を行った。児童は，観察活動によっ
て植物の特徴的，特異的な構造や生活様式に気付く。この気付きは，理科教育における自然事象に対する問題解決の過程
における問題発見と同義と言える。この観察活動を児童の資質・能力の育成を考えて位置づけたときに，この行動は重要な
意味をもってくる。ここに，五感による観察方法と観察する部位を限定することにより，児童の問題発見は焦点化され，様々な
気付きを見出すことができた。また，観察時にルーペを持たせることや，記録時にスケッチによる非言語的表現と文章による
言語的表現を併用することによって，児童が観察したことを適切に評価することが可能となった。さらに，生活科として大切と
なってくる地域の視点を取り入れることによって，単に植物を栽培し，成長の様子や特徴を捉え，生命の尊さを感じるだけで
なく，地域の人々との関わりから，これからの理科学習や地域における生活の一部として捉えることができることを，本実践を
通して明らかにすることができた。

はじめに
平成 29 年３月に告示された新小学校学習指導要領では，生活科の目標に資質・能力を育成するた
めとして，
「活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴よさ，それら
の関わり等に気付くとともに，生活上必要な習慣や技能を身に付けるようにする」１）と記された。
これまでも身近な自然を観察することは明記されていたが，より質的に高まるような気付きが得ら
れるような観察活動の必要性が求められている。自然事象に関わる「知的な気付き」は，理科を学
習する以前の子どもの自然事象に関わる理解の萌芽として位置付けることができる２）。すなわち，
――――――――
*鎌倉市教育委員会

**茨城大学教育学部
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小学校低学年における自然観察活動は，小学校３年生以降の理科の学習を視野に入れ，問題解決の
過程における問題の発見を育成するために重要な活動であると位置づけることができる。
北野らは，
レイチェル・カーソンの著書である「センス・オブ・ワンダー」の中の文章を引用し，
「これこそ小
学校を中心とした環境教育や環境学習で，なによりも子どもたちにうえつけたい基本的な能力では
ないだろうか。このような感性は，もっと自然のことを知りたいという気持ち（好奇心）をゆさぶ
り，やがて自然へのやさしさや思いやりの心を広げ，それが自然との共生を可能にするための行動
の引き金になる」３）と述べている。カリキュラム開発の視点から言い換えるならば，児童が持って
いる感性を自然事象の中で最大限引き出すようなカリキュラムづくりを行う必要があると言える。
児童への観察の視点を的確にすることによって，問題解決の過程において推論していくための自然
事象に関わる理解の萌芽，すなわち“気付き”であると言える。
そこで，本実践では，児童の自然科学的な発見を促すために，五感を大切にした観察の視点と観
察対象を絞ることによって生まれる理科学習に繫がる気付きに重点をおき，単元を通した観察活動
を行ったので報告する。

実践方法
本実践は，2014 年（平成 26 年）５月から７月にかけて，鎌倉市内公立小学校第２学年１学級（29 名）を
対象におこなった。小学校の学区内にある農園からミニトマトの苗を購入し，児童１人に１つの苗を与え，
育てることにした。植木鉢は，第１学年のときにアサガオの栽培で用いたものを有効活用した。持ち運び
が可能なため夏季休業に入っても自宅で栽培が継続できること，児童が自分の苗をはっきりと判断できる
こと，支柱がついているためミニトマトが背丈を伸ばしていっても安心という利点がある。
実践のはじめの段階で，児童には五感を使った観察の視点を伝えた。目で見て分かる色，形などの様
子を記録すること（視覚），鼻を使って匂いを嗅いでみること（嗅覚），手でさわってみること（触覚），ミニト
マトが何て言っているか，言おうとしているか耳を傾けてみること（聴覚），そして，食して味わってみること
（味覚）である。視覚について一人一つルーペを渡して必要に応じて観察をさせた。また，味覚について
は当時，学校で栽培し収穫したものを食する場合は，一定の収穫量を事前に市に提出し，放射能検査を
行うことになっていたため，実際には学校で味わうことはしなかった。なお，収穫した実に関しては，学校
では味わうことができなかったが，家庭に持ち帰り保護者の判断とした。観察記録は，生活科の時間に用
意した A４，１枚の「ミニトマト通信」（観察記録用紙）に記録をしていくようにした。観察記録用紙には，観
察日・天気・No・絵そして文章で書けるように６行罫線を引いた。また，授業時間以外にも観察や世話が
できるように，カレンダーになっている「水やりカード」を一人１枚用意した。水やりをしたときには青シー
ル，葉の手入れをしたときには緑シール，収穫したときには赤シール，観察記録をかいたときには黄色シ
ールを貼ることができるようになっているカードである。水やりカードと各色のシールは，児童がいつでも
記録できるように教室内に置いておいた。
生活科の授業で全員がおこなった観察は，2014 年（平成 26 年）の５月 22 日，５月 29 日，６月 10 日，
６月 19 日，７月 15 日の計５回。また，５月 26 日には，ミニトマトの苗を購入した農園へ行き，農家の方か
ら畑のことやミニトマトの育て方などについて説明を受けた。
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結果および考察
（１）葉の観察
表１は，１回目に観察をした葉の様子について，
児童が記述した内容を整理したものである。最も
多かった記述は，視覚に関わる内容であった。色，
形，大きさなど植物の姿については，児童にとって
分かりやすい視覚情報である。新小学校学習指導
要領理科編でも第３学年での「身の回りの生物」に
おける内容は，色，形，大きさなどの姿が違うこと４）
に着目した観察についての記載がある。色や形に
ついては「～みたい」という比喩表現が多くみられ

表１ 葉の観察における児童の観察の記述（人）
五感に関する視点

記述人数

視覚を通して得られた記述

１７

聴覚を通して得られた記述

２

嗅覚を通して得られた記述

５

触覚を通して得られた記述

９

その他

３
（小学校２年生 28 名対象，のべ人数）

る。図１に示した児童は，葉の形を三角形と表現し
ている。植物の葉はどれも同じではなく，植物によ
って多種多様な形をしている。単にスケッチという
非連続型の表現だけでなく，文章で記述された連
続型の表現を併せることによって，児童の豊かな
思考が伴っていくものと考えられる。観察対象物を
的確に写実することが求められているのではない。
森本は、「子どもの自然事象に対する見方や考え方
を子どもなりに表現したものが，子どもの思考その
ものであり，その中に，将来，子どもたちが学ぶで
ある科学の芽が含まれている」と述べている５）。この
児童は，観察した葉が一番大きく，本茎からいくつ
も分かれている脇茎を「だん」と表現し，１段，２段と
数えている。観察した葉は５段目の茎であり，つまり，

図１ 児童の観察記録用紙（葉の観察）

植物の高さと葉の大きさとの関係について気付きが
あったと言える。また，１枚の葉に着目して観察をすることで，葉の表と裏の色の違いに気付いた児童も視
覚の視点で記述した 17 名のうち３名いた。葉の表の色の方が裏の色に比べて濃いことに気付いたので
ある。この気付きも，前述の植物の高さと葉の大きさと同様，小学校第６学年の葉が養分をつくることに関
係してくることになる。次に記述が多かったのが触覚に関するものであった。葉の手ざわりから「ザラザラ」
しているという直接体験を通して，一人一個持っているルーペで観察すると，細かい毛があることに気付
くことができた。黒田らは，小学校１年生生活科のアサガオの観察活動において，虫眼鏡を利用すること
で児童の知的好奇心が刺激され，微視的な気付きを持つことができ，児童の「科学的な見方や考え方の
基礎」を築く可能性が示されたと述べていると同時に，児童の微視的な気付きの表現を可能にしたのは，
虫眼鏡の利用だけでなく，観察シートを工夫したり，言語化を促す支援を行ったりしたことによるものだと
考えることができると考察している６）。本実践では，ルーペの利用については着目していないが，五感に
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よる観察の視点も大きく関わっているものと思われる。嗅覚をとおした記述としては，
「すっぱいにおい
がする」
「トマトのにおい」というものが５名いた。これまでの食生活の中でトマトを食した経験が
あるからこそ，トマトの匂いと表現しているはずである。食しているときは考えもしない嗅覚にか
かわる情報も，観察の視点に取り入れることで，これまでの記憶と結び付けていくことになる。器
官の一部である実のにおいが，
器官の一部である葉からも同様のにおいがすることに気付くことで，
植物体一個体としてのつながりを捉えることができたと考える。聴覚を通した記述は，声を出せない
植物体の気持ちになってその声を観察した児童自身が考えたことであり，自然に対する愛情を育むこと
になる。実際に「育ててくれてありがとう」という記述は，つまり，「大切に育てている」の裏返しであると捉え
ることができる。新学習指導要領生活科の内容は，「具体的な活動をとおして，何ができ（思考力，判断力，
表現力の等の基礎），何に気付き（知識及び技能の基礎），何をしようとする（学びに向かう力，人間性等）」
のように構成されている。今回，ミニトマトを一人一苗育てることで児童一人ひとりが愛着を持って育てると
ともに，観察の視点に聴覚にかかわる視点を入れたことで，植物体の立場にたった考えをすることができ
た。もちろん，植物体は話すことができないが，だからこそ，成長しているミニトマトの苗を観察し，その声
を聴くことで，植物に対する親しみを持ち，大切にしようとする力を養うことにもつながっていくと考えること
ができる。小学校低学年の児童にとって，比喩表現を用いたり，さらに擬人化したりすることは，特徴的な
表現であり，子どもの思考としては，自然なことなのであると言える。

（２）地域との関わり
生活科の学習では，活動や体験をとおして，身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，
これからの自分自身の生活に生かしていくことが求められている。その土台として存在するのが児
童の生活する地域であると考える。生活科では，児童の生活圏としての学校，家庭，地域を学習の
対象や場とし，自分の住む地域のよさに気付き，自分の生活や学習とどのように関わっているのか
を活動や体験を通して捉えていくことにある。社会科では，この生活科で培った地域の人々及び地
域の様々な場所，公共物について，学年が進むにつれてその「area」を広げていく。一方，理科で
は，生活科での気付きの視点を地域に生息する生物や土地の特徴等について自然事象との関わりか
らその「area」を追究していくことになる。ここで，「地域」概念を Carol が提唱する Landschaft
論として考えると，地域とは地表の一部として捉えることになる。つまり，「地域は，気圏
（Atmosphare），人類圏（Anthroposphare），生物圏（Blosphare），水圏（Hydrosphare），
岩圏（Lithosphare）の５圏の異なった圏域から構成されている地表圏（Geosphare）の一断片で
ある」７）ということになる。これは、地域固有としての広がりとしての「area」と，そこに生活す
る人々の営みとしての「community」を含むと同時に，地域の地形的成り立ちや景観をも取り入れ
た地域として捉えることが可能であると考える。今回、購入した苗を栽培していた農園が存在する
地域は，山の裾野に位置し，明治時代は田畑が広がっていたところである。近くの自治会名に「谷
際（やぎわ）」という名を残すところもある。現在は，多くの住宅が建ち並んでいるが，その一角
に農園は位置している。苗を育てはじめてから１週間経過したところで，この農園へ行くことにな
った（図２）
。子どもたちは，知識として「水をあげない方が甘くなる」ということをもっていた。
果たして本当に水をあげなくていいのだろうか。農園では，耕したふわふわの土を自分たちの足で
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感じ取っていた。手入れをするためのポイントをいくつか聞き，教室に戻ってから観察記録用紙に

図２ 地域の農園に行き説明を受ける児童たち

図３ 農園から戻ってきてからの観察記録

表２ Landschaft 論における外部講師の活用からの学習内容と児童の実際の観察記録

Landschaft 論における地表圏
気圏（Atmosphare）
人類圏（Anthroposphare）

（上段）外部講師（地域の農家）による学習内容
（下段）児童の観察記録からの記述
日光が植物の成長に関わっていることを学ぶ。
「青いときは，まだすっぱいよと教えてくれた」
学区内で農園を営む方から話を伺う。
「ミニトマトのことが分かってうれしいです」
生物の成長戦略について学ぶ。

生物圏（Blosphare）

「倒れてしまってとき，間から（脇芽が）出るので大丈夫」
「間から出る葉はとる」

水圏（Hydrosphare）
岩圏（Lithosphare）

植物にとって水は重要な条件であることを学ぶ。
「水あげは土が乾いているときにあげるとよい」
栽培に必要な土について学ぶ。
（苗を購入したときに聞いている）

記述した（図３）
。表２に，Landschaft 論の５圏と今回の学習との関係について整理した。
外部講師（農家）による説明は，ミニトマトを栽培していく上で重要なポイントであったと言え
る。その一方で，説明の内容を Landschaft 論の５圏として整理すると，生物が成長していく上で
の無機的環境要因との関わりが見えてくる。この地域の視点は，地域の気候とそこに生息する植物
との関係，また地形との関わりに大きくつながってくる。そして，そこで生活する人間の生活の知
恵と結びついてくる。

（３）花および果実の観察
黄色い花をさかせ，さらに果実ができるようになったとき，花や果実という器官に着目して観察
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をすると，子どもたちは，新たな発見をしていった。葉の観察と同様，視覚による発見の記述が多
く表れていた。まず，花の観察では，花の中心に
何かあるものの存在を見つけた。それが何である
かはこの時点では判明していないが，受精の学習
に大きく関わっていく内容である。また，多くの
児童が，トマトの果実が太い茎から遠ざかるほど
小さくなっていくこと，茎に近い方から赤くなっ
ていることに気付いた（図４・５）
。また，手触り
では大きさの違いによってツルツルしているものと

図４ 果実の観察（茎の方が大きい様子
を記録している）

ザラザラしているものがあり，その違いはルーペに
よって表面の毛であることをつきとめていくことに
なった。また，苗から育てたことによって，子ど
もたちはトマトの種を知らない。すると果実を持ち
帰った子どもが，翌日に丁寧に白い種を果実の中か

図５ 果実の観察（図４とは別の児

ら取ってきた。トマトにも種があることが証明さ

童であるが，茎に近い方から

れた。その日，給食に出たミカンに種があったこと

赤くなっていることに気付い

から，教室での種を育てる活動が始まった。給食に

た）

出たミカンやスイカの種を育て，ある児童は，家か
らはメロンの種を持ってきて育てたのである（図６）。
種を蒔くことから始め，発芽し成長していく過程
について栽培活動をとおしながら結実するところま
でを観察し，植物には一定の順序があることを学習
することが一般的である。しかし，本実践のように
苗から育てた場合も一定の順序を学習すること可能
であると考える。最後の観察記録では，これまでの

図６ 給食で出たミカンの種を育て発芽した

観察のまとめとして観察記録用紙に記述についてま
とめたのが表３である。29 名中７名が家での食したことについて記述していた。栽培活動において
収穫することはこれまでの世話をした結果として，とてもうれしいことである。また，栽培活動を
とおして植物への愛着を示した児童が５名いた。生活科における資質・能力を育成するための内容
として，ミニトマトが生命をもち成長していることに気付き，生命を尊重しようとする芽生えが見
られたと言える。家で栽培していたミニトマトと形や色が異なったりしたことを比較して記述した
り，他の野菜と比較して記述したりして児童が４名いた。比較することは理科学習における問題解
決の過程において，関係付け，条件制御，多面的に考えること併せて見方，考え方を養う重要な視
点であり，生活科においてこのような考え方が生まれることは，生活科から理科への連続性を考え
た上で大切になってくると言える。図７に示した児童は，これまでの観察を通して「一番おもしろ
いトマトは，トマトの下に花のあとがありました」と記述している。花が咲き，受粉したことによ
って実ができることの証拠を発見しているのである。
第２学年の児童の観察活動を通した気付きが，
いかに，これからの理科学習に繋がっていくかを示している。
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表３ 最後の観察記録用紙への主な記述内容別人数
主な記述内容

人数

おいしかった，甘かった，料理した

７名

収穫がうれしかった

４名

自然を大切にしようと思った，栽培できてうれしかった

５名

葉や果実の色や形について

４名

水やり，成長したなあ

４名

家で栽培したミニトマトと比較，他の野菜と比較

３名

このあとどうなってしまうのだろう

１名

農園の土について

１名

図７ 最後の児童の観察記録（果実の先に花が残っていることに気付いた）

おわりに
生活科における自然を対象とした観察活動は，第３学年以降の理科学習においても継続して行われる
活動である。平成 29 年３月に告示された新小学校学習指導要領では，具体的な活動をとおした資質・能
力の育成が明確化された。本実践では，観察活動において児童に視覚，聴覚，嗅覚，触覚ならびに味覚
といった五感による観察の視点を与えること，そして観察の対象を限定することによって，科学的な萌芽と
も言える気付きが多く見られることが示唆された。観察対象が広ければ，それだけ児童の観察の視野は
広くなり，観察内容も散在しがちである。観察対象を限定することによって観察内容は絞られ，さらにルー
ペという道具を使うことによって，微視的な気付きも表れてくる。このような気付きを連続型の表現方法で
ある文章と非連続型の表現であるスケッチを併せて表現することで，言語活動の充実も図られていくこと
になる。児童は未知の事象に対して，これまでの経験をもとに豊かな表現方法で気付きを言語化させる。
そして思考し，科学的な概念へと変化させていく。低学年における生活科の学習において，この観察活
動はとても重要であり，今後も第３学年以降の理科とのつながりを意識した取り組みが求められる。これら
の気付きを他の児童と共有させることで，さらに，科学的な見方や考え方へ深まっていくと考えられ，この
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点について，さらに実践を行う必要があると言える。

付記
本研究は，第一筆者が鎌倉市内の公立小学校に勤務していた際に行った実践をまとめたもの
である。

注
1) 文部科学省「小学校学習指導要領解説生活科編」，（2017），8.
2) 小川哲男・森本信也「生活科における子どもの自然現象に関わる『知的な気付き』の構造に関する研
究－第二学年 単元『ザリガニをとりにいこう』を事例として」，『理科教育学研究』，第 45 巻，3 号
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美術教育におけるカリキュラム論の提案
―- ユニット型連携構築方法による計画作成 ―向 野 康 江*
（2017 年 10 月 25 日 受理）

Suggestions for Curriculum Theory in Art Education: Plan by building units method

Yasue KOHNO*

キーワード：図画工作科 美術科 カリキュラム ユニット型

本稿では、これからの美術教育関連授業を活性化し、実効性あるものにしていくために、教科教育学的の見地で、
「指導と評価の一体化」を前提に、カリキュラム開発という立場から美術教育の感性教育主義に応じた図画工作科・美
術科の授業を支えるユニット型連携構築を発想して、カリキュラム作成とユニット型点検方法を提案した。

はじめに
何を重点的に学習させ、育みたいのかきちんと考えておかないと、何のための授業なのか
学習者は迷ってしまう。これは｢表現｣｢鑑賞｣に関する学習の共通事項でもある。受験の主要
教科でない美術教育科目ではなおさらのことであろう。主要教科の息抜きとしての、お気楽
でおしゃべりタイムとしての授業では長続きしない。重点的に学ばせる内容を教師がまず組
み立てる必要がある。カリキュラム組み立てが、カリキュラムを構成していく。本稿では、図
画工作科及び美術科に関するカリキュラムの考え方を示す。

１ カリキュラム開発視点での問い直し

――――――――
*

茨城大学教育学部美術教育研究室
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いま、日本の美術教育は存続か消滅か危うい岐路に立たされている。あらためて言う。平
成元(1989)年以降、度重なる「楽しい造形活動」の強調によって、とうとう知的水準を無視し
た描画指導が観念化されたからである。これまで、どう説明しても理解が及ばなかった「造
形遊び」の概念化がようやく定着してきた。昭和52（1977）年以降、40年を経て市民権を得て
きた。しかし、「造形遊び」を体験したことのない教師には、未だその効能というものがわか
らない。もうすぐ半世紀になろうとするのに、「造形遊び」が「楽しい活動の時間」=造形能
力の退行と捉える風潮は、未だに残っている。今後の美術教育関係の授業展開のあり方につ
いてのとまどいを一掃するためにも、現在の美術教育のカリキュラム構成の見直しや、教員
養成課程での美術教育カリキュラム論の習得は必須化されなければならないと考える。よっ
て、教員養成課程の美術科コースに課せられた至上命題は、個々の能力を引き出すための教
材配列の「実効性」である。平成29(2017)年3月に小・中学校学習指導要領が全面改訂された
のを機会に、これからの図画工作科・美術科をどう学校の教育課程に位置づけ、どのように
カリキュラム・マネジメントを行うのか、その実効性を問うていくことが必要であろう。
本稿では、これからの美術教育関連授業を活性化し、実効性あるものにしていく起爆剤と
して、教科教育学的の見地で、かつそこでの「指導と評価の一体化」を前提に、カリキュラム
開発という立場から論を展開していく。つまり、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もしないで、たま
たまその学年に設定したとか、教師自身が好きで得意な領域だからとか、授業者がよく知っ
ている絵画だから鑑賞させることができるとか、教師中心主義的な教材配列では筋が通らな
い。教材研究においても、学習の要点の確認を進めながら、まず教材研究の要点確認表を作
成し、その後、発達段階を考慮して対象学年の設定方法を考えていけば、当然、カリキュラム
の作成が重要になってくることがわかるはずである。大学での教員養成課程においても美術
教育のカリキュラム論を必須にしているところは、おおいであろうか、今のところ疑問であ
る。

２ 美術教育の感性教育主義
図画工作科の授業が、国語科や社会科、算数・数学科等と同様に教科教育として位置づけ
られているため、形式的な側面では、①教科書等のテキスト導入による指導計画の安定化 ②
通信票や指導要録等の評価欄記載による学習評価法の定着 ③能動的で形成的評価を可能に
する授業への指導法の確立、が期待されるべきであった。ところが、感覚・感性教育を主体と
するため、図工科授業で学ぶ要素を個々の学習者の要求に応じていると収拾がつかなくなり、
何を育成しようとしていたのか見失ってしまう。
例えば、日本の美術文化を基底で支えるのは、国民の個々の豊かな美的日常生活や、学校
での楽しい図工の授業であると考えたとしよう。ならば、どのような学習内容・方法で、美的
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な感覚や豊かな情緒、充実した楽しさが育成できるのであろうか。
国民の個々の豊かな美的日常生活は、ある程度の経済的余裕と知的環境が大いに関係して
くる。まず個々の学習者が自らの存在を肯定的に捉えながら学ぶ環境でないと「美的さ」を
感じる余裕はない。自己実現を果たした著名人がある種の「美的さ」を希求していくのもそ
の例である。そのような環境を教師が指導面で用意しておく必要がある。その際に、これま
で支配的であった一斉型授業スタイル、あるいは指導する内容項目に関係なく「導入では…
…、展開前半では……、展開後段では……」といった従前のような指導過程論に縛られた指
導でよいものであろうか。美術教育でめざす美的な資質・能力は、もっと柔軟な方法やカリ
キュラムで育成されるはずのもの、と考える。その資質・能力を育んでいくためには、やはり
カリキュラムに着目するのが要諦である。
さらには、キャリア教育の視点から、学習者自身が自分の将来とのつながりを実感し、見
通しをもちながら美術文化を形成していく予備軍となるように、造形的資質・能力を育成し
ていくことも重要であると考えることも大切である。
昭和52（1977）年度の『学習指導要領』による「造形的な遊び」によって、図画工作科の学
習評価のあり方に混乱が生じたのは紛れもない事実であり、「造形遊びの評価はどうするの
か」という見学者の質問に対して、研究指定校の授業実践者までもが「造形遊びには、各個々
人に個別の評価・評定を判定しない、全員に「A」を付ける」と回答する有様であった。当然、
一般校の教師がさらに困惑したのは言うまでもない。作品という成果から個別的なセンスの
良さは読み取れても、活動の中で育つ内面的な感覚・感性の育成は、従前の作品成果を対象
にする評価・評定方法では読み取れないからである。
その混乱から脱出できたのは、当時から『学習指導要領』が「造形遊びとは何か」その概念
をしめさなくとも、30年以上も経て造形遊びの概念化が進んできたからである。この造形遊
びが図工科授業の光景を劇的に変えたのは疑いのない点である。30年間にわたって「図工嫌
い」を解消しようとした楽しい活動である「図工の時間」、その指導で欠落していたものは何
か、それは、図工科・美術科が本来所持していた美にかかわる作業、そのうちのきちんと「つ
くる」内容を他教科へ、次々と手放したことである。
染色、手芸関係は家庭科へ、今では折り紙を折ることも家庭科で実践する。「よく見て描
く」の観察描写は理科へ、「のこぎりで切る」「きちんと組み立てる」は技術科へ、で、「図
工科で実行すべき教育内容は？」となると、あまりにも感性的な、内面的な他教科と比較し
て特別すぎるほど一点に研ぎ澄まして集約してきた感がある。自由な表出を容認し、感覚・
感性的な表現を重視しすぎたために、教科教育学として科学的な視点が欠落し、教育内容の
構築性を気づいてこなかった点を指摘しておきたい。
例えば、教科教育であれば単元や題材のテーマに基づいて設定した学習課題を追求する学
びの創造は、きわめて一般的な方法論である。しかし、それが図工科授業では「押しつけ」と
敬遠されがちである。学習者が自らの力で美的価値を自覚し、内面的資質としての表現力を
形成できるようにしてやることこそ理想と語られてきた。教科書会社等が最も忌み嫌う○○
- 73 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

方式と名付けられた描画方法による学習指導が、なぜ消滅しないのか考察してみるとよい。
よく耳にするのが「表現に正解はない」「表現では何を表しても受容される」という言葉であ
る。しかし図工科の授業でも正解は明確に存在するのである。
なぜなら教師が教材を提示し、その学習目標に沿って「正解」へ誘導する。それが一般的な
授業パターンになっており、学習者たちの中に存在する異なる考え方を排除し、事前に設定
したゴールに学習者の学びの結論を落とし込む仕掛けとなっている学習の仕組みに、主体的・
対話的で深い学びなど存在しない、とする見方もある1⁾。されど学習者の主体的な学びを引き
出す学習活動の余地は十分残されている。それは、ユニット型連携構築の教材カリキュラム
によって実現できる。

３ 美術教育関連の授業を支えるユニット型連携構築の発想
美術教育関連の授業に臨むとき、教材開発、指導方法、実態把握方法、教師の指導計画とい
った事前の準備が重要であることは言うまでもない。教師も初めて体験する教材を、学習者
とともにアクティブ・ラーニングで実践していこうというのは極めて危険なことである。単
純に言うと、カッターナイフで鉛筆を削ったことのない教師が、カッターナイフによる鉛筆
削りは教えられない、ということである。図画工作科の教師に選科制を設けていない県では、
図工が苦手な教師も学校で図工を教える。若手教師や図工苦手教師は、どうしても一定の成
果が確認できる○○方式に目が向く。酒井臣吾方式の会員は1万人以上に達するという。それ
だけ指導方法に確信がもてないということなのであろうか。学習者の表現に対し、個性や個
別性を重視するならば、教師の指導方法も教師の顔の数だけあってしかるべきである。
指導方法やその改善も重要なことである。しかし、さらに重要なことは、教科教育学とし
てのカリキュラム開発を構築していくべきであった。楽しい造形活動を推進した側も、それ
を批判する側の両者いずれにも、その視点が抜け落ちている。
特に図画工作科は年間70時間、義務教育9年間を通して小・中学校全体での授業時数は525
時間に及ぶ。そこでの学びを構成する内容と系統的体系性に関する考察、すなわちカリキュ
ラム研究は必須要素である。ましてや美術教育関連教科は、小・中学校共通に「A表現」「B鑑
賞」の2領域で構成されている。それは新学習指導要領でも同様で、A、Bの双方を連携して実
施することになっている。この二つの内容項目を学習者の描画発達の段階に即して、相互の
関連性や発展的継続性等を視野においた学習構想方略の発想が不可欠である。いわゆる、今
般の学習指導要領で強調されているカリキュラム・マネジメントによって美術科関連科目が
組織的かつ計画的に授業力の質的向上を図っていくことが必須である。
このカリキュラム・マネジメントが適切に運用・実施され、美術教育の質的向上が担保さ
れるなら、今般の図画工作科への授業転換を促す原動力となった「造形遊び」に技術習得上
の感性の育成を導入すべきである。これまでのPDCA2⁾サイクルを活かし、４つの評価観点
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「造形（美術科では美術）への関心・意欲・態度」「発想や構想の能力」「創造的な技能」「鑑
賞の能力」の評価視点がより学習者の体験構築を促進するカリキュラム・マネジメント論が
必要となる。
では、カリキュラム・マネジメントをより効果的に実行していく美術教育ユニット型連携
構築とはいかなるものか。それは、図工科年間70時間、美術科30時間の授業を一つの単元と
して捉え、その中に学校・各学年の教育・学習目標を設定し、重点指導や地域的連携、課題解
決テーマを数時間の小単元として適宜設定することであり、学習者一人一人の個性を大切に
した美術教育プロセスを実現しようという学習者目線に立つ授業カリキュラム開発方法理論
である。
もちろん、1主題1時間完結型授業でもよいし、1主題多時間扱いの授業展開でも構わない。
学習者の造形能力や美的感性を育成に対する実効性が高めることに、この方法の特徴がある。
学期全体の中でいくつのユニットで、最終目標が達成できるのか考えるとところに、教師の
力量が問われることになる。美術教育においても、学習者にはそれぞれ生得的な個性があり、
立体的な造形作業が得意な子、デザイン・イラスト画が得意な子、情緒的な絵画表現を好む
子、客観的な描写表現を子のむ子、形に執着する子、色彩が気になる子など、多種多様であ
る。それを意図的に統一して教育していこうとするので、どうしても授業形態のスタートは
一斉での開始になる。ただし、ゴールは個々の学びの成果を認めあうことで成立することが
理想である。あくまでも授業者である教師側に主体性が存する教授・学習方法論は手放すこ
とはない。一律かつ画一的に実施したとしても、学習者から多様性を引き出すことが前提で
あり、それぞれ単独に主題設定して指導しても、同一テーマで連続的な指導をしても、ユニ
ットの多様性によって学習者たちが知らず知らずのうちに造形的能力や美的感性を伸ばして
いく学びにすることができる。ユニットの連携を年間指導計画において考えることで、具体
的かつ実効性の伴う弾力的なカリキュラムが実現できる。同時に、ユニットによる構築は、
ユニットによる点検方法とも言い換えられる。

４ 美術教育におけるカリキュラム開発とユニット型点検
そこで、美術教育では、ユニット型連携構築方法と同時にユニット型点検というのを提案
する。学習内容をブロックのように自由に連結していくことができるカリキュラムを目指す。
その手法では、基本的な学習内容を定型化しておき、どのユニットどのように連携していく
かで、現実的な年間指導計画立をカリキュラム・マネジメントする。まずは、ユニット型の教
材の種になる要点を確認する。これは、主に教材研究をする際に、教材の論理を確認するた
めの教材研究の要点で確認できる。下記の表１は、教材研究（表現・鑑賞領域共通）をする際
の各ユニットである。ユニット要素は授業研究の研磨とともに増えていくのは当然である。
ユニットだから増やしていくのである。
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表１：ユニット要素

柔らか
い

硬 い

軽 い

重 い

太 い

細 い

短 い

長 い

切 る

編む・
紡ぐ

素材観

技 能

結ぶ・
縛る

塗 る

表現形態

折る・
伸ばす

接着・
剥がす

包 む

吊るす

繋ぐ

並べる

カービング

モデリング

抽 象

具 象

大きい・
広い

小さい・
狭い

視 覚

聴 覚

臭 覚

味 覚

触 覚

色 彩

重 量

形 態

感性・感覚
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活動領域

立体製作
（制作）

平面製作
（制作）

海

山

工 作

川

造形遊び

動植物

自然とのかかわり
風

水

土

絵 画

デザイン

彫塑

工 芸

表現領域
インスタレーション

互いの作品の鑑賞

美術作品の鑑賞

伝 統

日本の作品

外国の作品

現 代

鑑 賞

関連性

生 活

地 域
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各ユニットの配列は授業者の自由である。五角形のどこに組み合わせてもよい。五角形ど
うしがどのように連結しようともそれも自由である。そして、これらのユニットをどのよう
に連結していけばよいのか、考えて教材開発に進む方が好ましい。さらに、表２のように年
間もしくは一連の計画においては、同一要素が重複しないように回数ごとに色分けした丸印
をつける。

１回目

２回目

３回目

４回目・・・・・・・・・

表２：計画例
柔らか
い

硬 い

太 い

細 い

軽 い

重 い

素材観

技 能

表現形態

短 い

長 い

切 る

編む・紡
ぐ

折る・
伸ばす

接着・
剥がす

塗 る

結ぶ・
縛る

包 む

吊るす

繋ぐ

並べる

カービング

モデリング

抽 象

具 象

大きい・
広い

小さい・
狭い
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視 覚

聴 覚

臭 覚

味 覚

触 覚

色 彩

重 量

形 態

平面製作
（制作）

立体製作
（制作）

感性・感覚

活動領域

工 作

海

山

川

風

水

土

絵 画

デザイン

造形遊び

動植物

自然とのかかわり

表現領域
インスタレーション
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互いの作品の鑑賞

美術作品の鑑賞

伝 統

日本の作品

外国の作品

現 代

鑑 賞

地 域

関連性

生 活

上記の方法は一例に過ぎない。要は、五角形

場・空間

全般に１回目、２回目……の○が付

くように、教材の配列を考えていく。つまり、工作ならば工作ばかりに偏らず、また平面作品
にばかり偏らないようにすることが大切である。素材に関しても同様である。
ちなみに、赤丸
真１）。

は小学校低学年を想定した場合の教材で、「造形遊び」一例である（写

は小学校高学年あるいは中学校１年生あたりを想定して教材開発をした場合の

教材である（写真２）。

写真１：造形遊び
写真２：石鹸彫刻
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ユニット型で記録するメリットは、一覧表にして表わすことよりも、自在に要素を増やし
ていくことができる点にある。そして、ユニットを組むときの留意点は、
・素材について、造形遊びを通してその特性を把握したうえで、次の題材へのユニットを組
むこと。
・題材によっては、素材の扱いの難易度を考えて複数時間の統一ユニットで組むこと。
・図画工作の６年間（小学校）、美術科３年間（中学校）を通して、バランスよくユニットを
組むこと。
である。

５ ユニット型連携構築方法による図画工作科・美術科授業
元来、アクティブ・ラーニングが基本である創造教科では、学習テーマを提示することは、
授業での学びを方向づける教師の大切な役目である。むしろ、学習者たちにとって最も重要
なのは学習テーマ・目標に即して共通の「学習課題」のなかで、個々の発想や構想を培うこと
であろう。前述のように、折り紙、手芸を家庭科へ、観察描写を理科へと、その学習内容を手
放し、「感性」「発想」の育成のみに特化した今日の美術教育では、感性・発想の多様性がな
ければ、その存在価値が薄くなる。つまり、造形活動や鑑賞をしながら学習者がそれぞれに
自らの感性で美的価値を獲得していくことに美術教育関連の教科の存在意義がある。また、
それを実現していくためのカリキュラムは、教師の得手、苦手感や興味、好みに左右される
べき性質のものではない。
たとえ同じ素材を用いても、A君は風船が風に揺れる視点から、B子さんは風船の色の配置
の視点から、C君は風船の中に入っている穀物が奏でる音の視点から美的的価値を捉えるか
もしれない。それは個々の感覚的なものの見方・感じ方の差異から生ずる結果であり、協同
的な学びをしていながらも、個々の学は異なる。最終的な鑑賞によって、多様にとらえられ
た美的価値を整理していけば、相互の認識を認めあう場になる。相互の作品の鑑賞は、協同
的な学びの場であり、削減してはいけない授業時間である。
ところが、年間の学習内容が、教材提示後におもむろに教師が好みに即して繰り返される
だけならば、学習者たちの側にどのような状況がもたらされるであろうか。教師と同じ好み
や得意性をもつ学習者は、好きな教科の一つになるであろうが、そうでない学習者にとって
は、創造性の芽は摘まれてしまう。たとえばデザインが苦手な学習者でも塑像制作得意な場
合がある。授業では、多様で多角的な教材を提供していかないと、教師が同一性質の教材を
繰り返すほど、学習者の個々の能力は発揮できなくなる。そうなると、教師が最も嫌う「押し
つけ」に陥る。「つくれない」という「図工ぎらい」「美術ぎらい」が生じるのである。学年
段階が上がるにつれてその傾向が強くなることに鑑み、教師は特に美術教育研究関係者は、
美術教育のカリキュラム論に注意を払ってこなかった姿勢を反省すべきであろう。
上記の見地より、学習者の主体的な学びの連続的展開を希求するならば、美術教育におけ
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る「学習プロセス（過程）論」とともに、これからの美術教育観連授業の活性化のためにもユ
ニット型連携構築方法を有効に機能させることは重要であり、教員養成の美術教育における
独自のカリキュラム論の授業の確立が肝要である。そのうえで、それに対応する教材活用や
指導法検討が望まれる。

おわりに
たとえば、昨今の道徳科授業づくりの前提が、課題探求型協同思考学習の実現であるのに
対し、美術教育では、「表現」活動、「鑑賞」活動のいずれにせよ、あくまでも個々の内面的
なもの感性的なものを独立した形で表し、作品に対する個々の見方・感じ方・考え方を引き
出し、美的体験や気づきを支援する、というのが理想とする。そのためには、多様な価値観を
受容・容認し合うこと学習プロセスを経ることが前提となっている。そこでは、強引な共感・
共鳴的共通理解や納得理解というような紡ぎはない。個々の自由な表現に無理してそれらを
希求すると、自由な発想や構想の能力にブレーキが掛かる。多様な価値への気づきを内包し
た教科には、むしろ「協同的課題探求」や「共感・共鳴的共通理解や納得理解には、ファシズ
ム的違和感が伴うのである。個々の学びの成果というのは、このような学びを排除したとこ
ろで培われる。

注
1)

田沼茂紀「カリキュラム開発の視点からの道徳科授業活性化法」『
「考え,議論する道徳」
を実現する!: 主体的・対話的で深い学びの視点から』
（
「考え、議論する道徳」を実現する

2)

会，2017年）p.129．
P(Plan＝計画)⇒D(Do=実践)⇒C(Check=評価)⇒A(Action=改善)。
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岡本太郎(1911～1996)による児童画にあらわれる太陽
―著書『今日の芸術』(1954)「赤丸チョンチョン、子どもの『八の字』」をめぐって―
金 山 愛 奈＊ ・ 向 野 康 江＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Suns Appearing in the Children's Paintings by Taro Okamoto (1911– 1996):
– Considering his Book "Today's Art" (1954) "Praises Akamaru Chonchon, Children’s writing of 8" –
Aina KANEYAMA and Yasue KOHNO

キーワード：岡本太郎,今日の芸術, 児童画，太陽

岡本太郎(1911～1996)は、『今日の芸術』(1954)のなかで「赤丸チョンチョン、子どもの『八の字』」と題し、児童画にあらわれ
る「太陽」に関心を抱き、学校で行われる図画に対して批判的な見解を示している。岡本に言わせれば、誰もが描く太陽のよ
うな符丁は創造的な表現ではないとしている。しかし、美術教育研究の観点から言えば、子どもの描画にあらわられる太陽
のような表現は発達段階上 6、7 歳ごろの図画の形式的表現期にみられ、空であることの記号として描く象徴であるとされて
いる。また、諸外国によってその色や形に異なる表現方法がみられると指摘されている。そこで本稿では、太陽にあらわれる
表現の違いを明らかにする。主に『教育美術』と『美育文化』における児童画展覧会から、日本の「太陽」の傾向を明らかにす
る。最終的に、岡本太郎が「黒い太陽」、高村光太郎が「緑色の太陽」と捉える作家の見解とともに、象徴としての太陽の存在
を導き出した。

はじめに
日本の子どもが描く「太陽」の傾向は赤が多いといわれている。本稿執筆者が人物研究の対象と
している岡本太郎(１９１１～１９９６)(以下、岡本と略)は、
『今日の芸術』(1954)に「赤丸チョン
チョン、子どもの『八の字』
」と題して児童画に対する主張を示している。本稿執筆者は児童画にあ
らわれる「太陽」を通して、これまで明らかにされてこなかった岡本の教育に対する考え方に着目
し、美術史だけでなく美術教育史における活動の一側面に焦点を当ててきた¹⁾。また、岡本の児童
画の審査についても考察を行っている²⁾。岡本の主張は、
『今日の芸術』における考え方からまとめ
――――――――
*茨城大学大学院教育学研究科教科教育専攻美術専修

**茨城大学教育学部
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ると「本能的な自由」である。子どもが描く絵に無意識にあらわれる素直な表現を認めていた点は、
パリで経験したシュルレアリスムで学んだ出来事に結び付いているとみなされる。このことが、帰
国後の岡本の芸術運動に影響を与えている。さらに、岡本の教育に対する考え方は半世紀を過ぎて
もなお、現代の学校教育に通じていることから、今日の芸術家の役割を捉えなおすだけでなく、岡
本の本質的な理解を深めるためには欠かせない。そこで、本稿では、岡本の教育に対する主張から、
特に日本の学校教育の問題点を取り上げていることから、日本の児童画における「太陽」を紹介す
る。岡本の日本の児童画における「太陽」への意見を取り扱うことで、学校教育ひいては家庭教育
に向けた問題提起が可能であると期待する。
研究対象は、
『美育文化』はこれまで特集で岡本を取り扱っていたことから、
「ぺんてる」主催で
行われている「世界児童画展覧会」(茨城大学所蔵第 14 回～第 44 回対象)より日本の「太陽」の傾
向を抽出する。また、岡本自身が展覧会の児童画に言及をしており、学校で描かれた児童画を対象
に意見を述べているので、家庭で描かれるような学校外の「子どもの絵」は分析対象にしていない。
ゆえに、展覧会で選ばれた児童画作品の「太陽」から、色、形、画面構成という観点から傾向をみ
るため、具体的に児童画を提示するまでにとどめる。つまり、太陽の傾向を数値化して提示するこ
とはしない。また、諸外国の太陽については、本稿では取り扱わない。

1 先行研究
A 山崎 猛.1986.「図工教材のとりくみかたとその発展的思考-1-児童画における太陽画の現われ
方をめぐって」(茨城大学教育学部紀要 人文・社会科学・芸術) (35), pp.53-68．
B 熊田 藤作.1993.「児童画における太陽の意味 」(東京家政大学研究紀要) 1, 人文社会科学 33,
pp.111-122．
C 山尾 沙耶香・田中 吉資.2004.「幼稚園 5 歳児及び小学 1 年生の動的家族画 : 発達と家族への
思い」香川大学教育実践総合研究 9,pp.101-114．
D 有川 雅裕.2010.「日本と世界の児童画における色彩傾向の分析 : 青空の色についての比較 」
(教育人間科学部紀要) 1, pp.3-27．
A～C は実際に児童が描く太陽について、発達段階上にあらわれる傾向に着目している。しかし、色
や形画面構成といった造形的要素まで追究されていない。D については、太陽は「空」をあらわす
象徴として描かれることから、世界の児童画における「空」の傾向を明らかにしている。したがっ
て、
「太陽」を着目した研究は子どもの絵にあらわれる象徴として注目されつつも、造形的要素に着
目した児童画における
「太陽」
の傾向を分析した先行研究は見当たらないため本論で追究していく。

2 太陽の表象
2－1 岡本太郎「赤丸チョンチョン、子どもの『八の字』」
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岡本による太陽に関連した研究は、佐々木秀憲「岡本太郎におけるミルチャ・エリアーデの影響」
(美学、2011)によれば、岡本旧蔵の書籍としてミルチャ・エリア―デに注目している。この点は、
岡本のパリ時代ではなく戦後になって収蔵された書籍ではあるものの、ジョルジュ・バタイユらに
よる秘密結社アセファルに参加していたことが影響し、岡本の造形作品だけではなく著述作品にも
共通してあらわれているという。岡本の作品には「太陽」がタイトルに付けられていることを確認
できることから、岡本の興味・関心の中に「太陽」はあり続け、児童画についても関心を向けるに
至ったと言える。ちなみにエリアーデ著作集『太陽と天空神 第一巻』
「太陽と太陽崇拝」(せりか
書房、1986、原著は 1949 パリにて)には、外国の太陽崇拝についての記述がある。つまり、太陽は
全人類にとって存在が認められているように、原始時代から崇拝され、神として信仰の対象とされ
てきた。太陽のシンボルは、その形から円盤状に描かれ、呪術的な意味を伴うとされているのは周
知の通りである。
さて、
『今日の芸術』(1954)、五「子どもの絵」には、以下の項目がある。
「子どもと絵描く衝動」
、
「見られたくない」
、
「図画教育の害」
、
「昔の図画教育」
、
「生徒に絵を教わる時間」
、
「赤丸チョンチ
ョン、子どもの『八の字』
」である。岡本は、児童画にあらわれる「太陽」について「赤丸チョンチ
ョン、子どもの『八の字』
」と題し、以下のように主張している(下線部は、本稿執筆者による。
『今
日の芸術』1963 年改訂版より、追加された文章である)。
(前略)幼稚園や小学校一、二年の子どもがよくお日さまの絵を描きます。(第三○図)いったい、
この丸にチョン、チョン、チョンと毛をはやしたようなもののどこに、太陽の実感があるので
しょうか。それだけならまだよいのですが、またその下には、花が行儀よく並べてあったりす
る。もちろんそれは、花の実感によって描いているのではありません。いくら子どもにだって、
太陽や花が、じっさいにそんなふうに感じられたり、見えているはずはないのです。まして組
じゅうがそろってやっているのですから。どうしてみんなが、そんなものを描くのでしょうか。
子どもは絵が下手だから、こんなふうになってしまう― いや、そうではありません。それな
らば、もっと個性的な、下手な表現というものがいくらでもあるはずです。これは「お日さま
です」
、
「花です」という符牒、つまり子どもの世界の「八の字」なのです。たいへん便利だか
ら描いているのです。その心理を、ちょっと考えてみましょう。だまって紙やクレイヨンを置
いて、かってに遊ばせておけば、子どもたちはよろこんで、いくらでも絵を描きます。だが、
これが図画の時間になると、ちょっと話がちがいます。先生から白い紙をわたされて、
「さあ、
、 、 、

みなさん、何か描きなさい」と言われる。きまった時間のなかで、監視されながらなにかチャン
としたものを描かなきゃならない。これは、ややつらい。― 感興がもり上がってこなければ
専門家でさえ当惑するものです。私もよく目の前に色紙などを突きつけられて、うやうやしく
「ご一筆、どうぞ」なんて言われると、何を描いたらいいのかわからない。新しい絵は型では
ないから、
「竹に雀」や「八の字」でごまかすわけにはゆかないからです。(中略)何を描いたら
よいのだろう。当惑していると、となりの子どもが小器用に、赤いクレイヨンでぐりぐりと丸
を描いて、チョン、チョン、チョンと毛をはやす。お日さまだ。― なるほど、シメシメ、あ
れをやれば― と言うので、まねして、この赤丸チョン、チョンを描いてしまうのです。どの
子どもも、自分のつかんでいる実感としてのお日さまを描いているのではありません。ごまか
しのきく、きわめて便利な符牒です。お花も同様です。それからは、ずっと、このテを利用す
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る、しかもクラス全体で(もちろん、子どもたちが共通の符牒をもつことは、社会生活の第一歩
であり、外界を知的にとらえる足がかりでもあるのです。だから、それをいちがいに悪いこと
とはいえませが、このばあいの問題はそれだけではすまされません。)ところが、こういうチャ
ッカリした型どおりの絵にかぎって、先生が、
「たいへんお上手にできました」なんて、二重丸、
三重丸をくれたりすることが多いのです。すると、家に帰ってもお父さんやお母さんがそのま
まうのみに、
「うちの坊やは絵がうまい。
」などと、親バカチャンリンに安心してしまう。だか
ら、子どもたちは、こういうものを描けば無事なんだナと思って、いつでも便利な符牒でツジ
ツマを合わせるようになるのです。おさない子どもだからといって、百パーセント無邪気だと
思ったら大まちがい。なかなかおとな以上に抜け目のないものもいます。子どもながら自分以
外の世界・社会というものを意識して、それと調子を合わせる、ずるさは持っているのです。
子どもたちが自分かってに描きちらしているいたずら描きを見ると、自由で、のびのびとして
いるのに、幼稚園とか小学校などで図画の時間に描くものには、先生や父兄への義理だてのよ
うな、型だけの無内容なものが多い。ジュニア型ですが、これは「八の字」文化へのスタート
です。近年、図画教育の進歩はめざましく、絵だけではないあらゆる材料、手段を使って、子
どもの創造性をひき出し、伸ばす方向にむかっています。先生はその面で、たいへんいい協力
者になっているのです。だから今の子どもたちは、ひとりで、いたずらがきするときよりも、
図工の時間のほうがもっと安心して、のびのびと自分のよろこびをぶちまけるぐらいだ、心配
はいらない、という先生もいます。この本をはじめて書いたころ、私のはげしくぶつけたかっ
たポイントは、したがってかなり解消しているわけです。しかしだからといって、本質的にこ
の問題は解決していったのでしょうか。私は永遠の課題として提出しつづけたいと思います。
なるほど教育法は進み、外面は自由でモダーンです。しかし先生の好みだとか、いかにも自由
、

、 、

らしく見えるような絵が、よい絵だと評価されるようなことではないでしょうか。モダニズム
の項でいったように、それもひとつの型、おていさいになってしまう危険は瞬間瞬間にあるの
です。私がこのことを、とくに取りあげるのは、これがたんに絵の問題だけではすまないから
です。このようにして、自分自身の喜びや確信から出発しないで、便利な型やポーズだけを利
用する習慣を身につけてしまうと、大人になってからも、ほんとうに思っていることを発表す
ることは、世渡りに都合がわるいから、そっちのけにしてしまいます。(後略)（pp.175-178.）

図１ 「第三○図 東京都千代田区某幼稚園児(6 歳)」)（p.175.）
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その後の児童画に対する岡本の主張は、
「黒い太陽」などの芸術の問題を教育への考え方に結びつ
けるなどの他に、児童画審査で確認することができる。1960 年代以降の岡本の教育に関連する内容
については、今後の研究で詳しくみていくとして、上記の文中での児童画の太陽に対する岡本の見
解は、
「だまって紙やクレイヨンを置いて、かってに遊ばせておけば、子どもたちはよろこんで、い
くらでも絵を描くが、図画の時間になると、先生から白い紙をわたされて何を描いたらいいのかわ
からないから、まねして、太陽に赤丸チョン、チョンを描いてしまう。どの子どもも、自分のつか
んでいる実感として太陽を描いているのではなく、ごまかしのきく、きわめて便利な符牒である」
である。そして、児童画にあらわれる「太陽」について図 1 で具体例を示している。岡本によれば、
先生の教え方を鵜呑みにすることは、ほめられるための真似事であると考え、児童画によくみられ
るような絵のあり方を批判している。果たしてこの批判は正しいか。図１をみるとそうは考えにく
い。子どもの描画発達段階に即した典型的な描画である。この描画のあり方が、社会の中で見みら
れる世間の世渡りにも似ており、人間の生き方にも大きく影響を与えていると言えるだろうか。児
童画にあらわれる図画の傾向は発達段階に応じて名前がつけられ、成長過程であらわれる特徴があ
る。したがって、日本の児童画に現われる太陽はすべて、岡本の言うように、
「赤丸チョンチョン」
なのかを確認し、岡本の児童画の太陽に対する見解が正しく、児童画の太陽は、本来芸術で培われ
るべき精神的な解放ともに描かれなければならないのか考察していく。

2－2 児童画の描画発達段階
児童画における「太陽」は、描画発達段階上にあらわれると定義されているので参考にしたい。向
野康江は、
「子どものための美術教育-学校での図画工作教育と家庭での ART 教育-」(2010,弦書房)
より、
「(図画の）形式的表現期」の中で現れる特徴として示していることから、本研究でもこの時
期の児童画を取り上げる³⁾。しかし、個々人によって出現する傾向はバラつきがあるため、あくま
で目安とする。
また、熊本高工・福井昭雄共著『こどもは天才、らくがき万歳』(啓明研究会,1989)によれば、
「3
太陽にも目鼻がある アニミズム」より、
子どもの絵には、よく太陽がでてきます。太陽は空のしるしであり、お父さんの象徴だともい
われます。その太陽にはよく目や鼻、口などがかかれ、人間の顔になっていることが多いので
す。同じことは、動物をかいた場合にもいえます。ライオンでもうさぎでも顔は人間です。こ
のような擬人化をアニミズムといいます。アニミズムとは万物を精霊と見る原始未開の考え方
ですが、これが幼児に残っているとも考えられます。 (p.82.)
とあることから、この表現に注目する。さらに、
「9 帯状の空と太陽 記号的表現」より「
“空”の
しるしと太陽」では、
子どもはかならずといっていいほど、画用紙のいちばん上のところに横に帯状の線や色をつけ
ます。これは、ここが空だ、という記号(しるし)なのです。おとなはこんな空はかきません。
高いところに空があって、低いところに地面がある。そして、その中間は何もないんだ、とい
うのが子ども感覚なのです。(中略)日本の子どもは太陽を赤でかきますが、外国の子どもは黄
でかきます。(p.94.)
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とある点から、なぜ、日本の子どもたちが赤色を好むのかについても考える必要がある。そこで、
近年の研究では皆本二三江『
「お絵かき」の想像力』(春秋社,2017)を紹介しておきたい。
「太陽は絵
記号の王さま」とあり、子どもがなぜ太陽を描きたがるのかについて述べられている。
太陽は世界中の子どもが描く絵記号のひとつです。円のまわりに放射状に短線を描いて作りま
す。図式期の子どもの自由画では大半の絵に太陽が描いてあるものです。では、なぜ世界中の
子どもが太陽を描くのでしょうか。あるとき、五、六歳の子どもたちに、太陽を描くわけを尋
ねてみたのです。いちばん多い答えは「わかんない」でした。格別な理由はなく、なんとなく
描いているようです。でも、描かないと、
「できた」という完成感がもてないらしい。提出まぎ
わに「あっ、忘れた」と言って描き入れる子どもがいますから……。そのほか、
「太陽がないと
見えないもの」とか「ないとダメなもの」という答えもありました。理由はわからない、けれ
ども描いてしまう。描かないと完成したことにならない。ないと見えない。ないとダメ。こう
して世界中の子どもが太陽を描く……。言うまでもなく太陽は、地球上のすべての生物にとっ
てなくてはならないものです。太陽がないと生きていけないのです。そのことを子どもは本能
で知っているのではないでしょうか。子どもは、大人より自然界との結びつきが深いのですね。
子どもが画面上に人間のいとなみを記すときは、あたかも植物が太陽を仰いで向きを変えるよ
うに、当然のこととしてそこに太陽の存在をもとめるのではないでしょうか。もちろん世界各
国に太陽神話があるように、その昔から大人も太陽を信仰や崇拝の対象として敬ってきました。
けれども子どもに太陽を描くことをすすめる母親や先生はごく少数派でしょう。子どもが描く
太陽は大人の影響によるのではなく子ども自身の欲求で描くのですね。その欲求は子どものか
らだの深いところから、子どもたちを動かしているように思います。(pp.112-114.)
他にも、太陽に関しては、
「天と地と太陽と―人類の原風景」
、
「異なるイメージをもつ男と女」
、
「
『概
念色』の時代」
、
「太陽は絵記号の王子さま」
、
「太陽を描かなくなるとき」
、
「
『星の王子さま』の図式
画」
、
「古代シンボル 太陽シンボル」
、
「太陽を描かなくなるとき」で述べている。ここでは、太陽
を描く傾向は女の子の方が多いという観点から、男女差についても取り挙げられているのが興味深
い。

２-３ 色彩心理学による「太陽」の意味
ここで、日本児童画研究会が取り上げている「太陽」について取り上げてみたい。鵜飼武彦『岡
本太郎と未来を拓く』(2011)「第五章 こうして「岡本太郎」が生まれた」では、特に家庭環境に
と色を結びつけて考えており、次のようにある。
私は色彩心理学を研究したことがあるが、性格や育った環境は好みの色に表れる。父性愛が欠け
て育つと「黒と黄色」の配色を好み、母性愛が欠けて育つと「赤と黒」の配色を好む。岡本太郎
は、
「赤と黒と黄色」の配色の組み合わせを、どの作家よりも多く使っている。(p.125.)
この見解に行き着く論を展開しているのが、浅井篤『原色子どもの絵診断辞典』
（1998）であり、
「2
子どもの絵とシンボル モチーフの意味するもの」が詳しい⁴⁾。浅井による見解によれば、
「太陽の
色は父親の愛情 父親のシンボル」であるという。
子どもの絵に描かれる太陽は、空にあって、地球に無限のエネルギーをもたらしてくれる太陽
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を意味しているとともに、その太陽は、同時に、その子どもの父親を意味しているのです。も
ちろん、子ども自身も、それに気づいてはいませんが、無意識のうちに子どもたちは、この太
陽にさまざまな思いを託して、自分の父親を表現しているのです。このことは、無数の子ども
たちの絵を、長期にわたり、家庭・両親との関係の中に探ってきたところから明らかにされた
ことです。結果からみれば、その結びつきの原理は、いたって単純であって、ただそれらが互
いに似ていればよいのです。太陽の場合でいえば、たしかに父親は、家庭においては、母より
少し距離をおいたところから子どもたちを見守るとともに、外で働いてきて、家族に経済的な
うるおいをもたらしているわけです。そういった点で、太陽は、母よりも父により多くの類似
点をもった存在であるといえるわけです。
（p.38f.）
しかし、実際に子どもは太陽を描くが、描く理由を明らかにするのは難しいため明確な根拠がな
い。確かに、多くの子どもたちが描く赤い太陽に比べて、その他の色を描く子どもが何かしらの問
題を抱えており、無意識に画面にあらわれる傾向があると研究で明らかにされてきた。とすれば、
子どもからのメッセージに大人は気付いてあげる必要があり、無意識にあらわれる子どもの苦悩を
解決する手段となることに期待をもてる。
この点を芸術家の太陽に対する主張に当てはめてみると、
岡本は「黒い太陽」と題して、子ども時代の事を振り返りながら、太陽の存在を述べている。さら
に高村光太郎は「緑色の太陽」と題しており、それぞれの主張を浅井の「太陽の色は父親の愛情 父
親のシンボル」に当てはめると、次のようになる。
・黒色の太陽は、
「黒一色の太陽は、死亡の父か、家出した父もしくは異常に子どもを虐待する父で
あり、子どもの生活を脅かす。そのため、母が父の役割をすることになり、多くはヒステリー状態」
（p.88.参考）
・緑色の太陽「緑一色の太陽は、父の健康がすぐれず、イライラしていて、子どもを叩いたり、き
びしいしいつけをしたりする父である。怖い父、温かみの少ない父。
」
（p.88.参考）
とされるが、芸術家の心理に伴うかどうかは確認しづらい。しかし、芸術家の主張の背景には、子
ども時代に受けてきた父親の存在もしくは周囲の人物が少なくとも影響を与えているものである。
岡本にとって父の存在は一平が児童画審査に参加していたことから、岡本一平と岡本太郎、つまり
父と子の関係の中で考えれば、家庭教育の側面としての関係性を見出せる⁵⁾。岡本の子ども時代に
ついてはここでは詳しくはふれないが、岡本の芸術に対する主張の中に、学校に対して不満を抱く
など当時から問題を抱えていたことがわかる。つまり、岡本が「黒い太陽」と主張する理由は子ど
も時代の経験が背景にあると推測できるのである。

3 日本の児童画より－「太陽」の傾向
3-１ 造形的要素からみる児童画の「太陽」
日本における「太陽」の傾向については、①サクラクレパス主催「全国教育美術展」
『教育美術』
⁶⁾と、②ぺんてる主催「世界児童画展覧会」
『美育文化』を本研究の対象範囲としている。ともに、
日本の子どもの絵にあらわれる「太陽」は、岡本が主張するように、
「赤丸チョンチョン」が多くあ
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らわれていることを確認できる。②の「世界児童画展覧会」は 1970 年（大阪万博）から開催されて
いる。さらに、
『美育文化』では、岡本太郎没後に穴澤秀隆編より、
『岡本太郎に学ぶこと』(美育文
化協会,1998)で、岡本と教育を結びつけて、現代の教育の在り方への検討がなされている。したが
って、本研究で取り上げる児童画については、後に諸外国の太陽についても明らかにしたいため、
②における展覧会を取り扱う(茨城大学所蔵より、第 14 回～第 44 回を参考)。そこで、アジアの中
の日本の傾向について、太陽の位置と色と画面構成の観点から、造形的要素の点に着目し、どのよ
うに表現されているのか確認する。以下、それぞれの児童画作品と同時に「
“タイトル”
・年齢(また
は学年)・性別」のみを記している。

図 2「
“トンボさんといっしょにとびたいな

図 3「
“車にのっておでかけしたよ”4 歳・男

ぁ”4 歳・女子」

子」

図 4「
“おひさまのパン”5 歳・男子」

図 5「
“ふしぎなとり”小 1・女子」

図 6「
“アヒルさんを見たよ”5 歳・女子」

図 7「
“動物園”5 歳・男子」
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図「
“不思議な太陽と 8 匹
のトラ”小 3・男子」

図９「
“たまいれをしたよ”
4 歳・女子」

図 11「
“犬とお散歩”5 歳・女子」

図 10「
“きつねのよめいり”
小 1・男子」

図 12「
“ゆきのあるくに”小 1・女子」

以下のように解説を加える。全体のまとめについては、3-2 で解説する。
図 2 は、岡本が主張した図 1 のように「赤丸チョンチョン」と「花」が同時に描かれている。図
3 は、同年齢の男子のもので、電車など乗り物と一緒に描かれることが多い。性差があらわれてい
る。図 4・図 5 は、アニミズム表現(擬人化)である。年齢が上がるにつれて太陽を描かなくなる傾
向が高まると同時に、この表現もみえなくなる。男女ともに共通している表現である。また、図 4
には、さらに誇張表現がみられる。図 6 もアニミズム表現があらわれているが、児童画には珍しい
赤と黒の組み合わせである。ちなみに、黒い太陽は日本の子どもの絵に確認できなかった。図 7
は、太陽の中を塗りつぶしていない。画面全体の描き方をみれば、線で描く子どもの絵であること
を確認できる。図 8 は緑色の太陽である。赤以外の太陽の他はまれに黄色・オレンジ色を確認でき
るが、その他の色を描く子どもは珍しいため、個性があらわれているといえる。やはり、日本の子
どもにとって太陽は赤色であるようである。図 9 は、太陽の描き方に注目したい。既にみてきたよ
うに「赤丸チョンチョン」ではあるが、中心と線がつながって描かれているかそうでないか二通り
のパターンを確認することが出来る。また、複数の太陽を描く場合もあることがわかる。この傾向
は、女子が装飾的に描くためであると考えられる。図 10 は、太陽の赤は周囲の色に関係すること
を提示したい。つまり、赤色と緑色の捕色関係を画面全体のバランスを考慮して構成しているとす
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れば、子どもは無意識に色を判断する力を身につけているということになる。さらに、図 9 も図
10 も、その他に取り上げた作品に共通しているのは、赤い太陽は白い下地(もしくは色紙や段ボー
ル、いずれも無地)に描かれている。図 11 ように画面の色(色画用紙)が変化すると、太陽の色はオ
レンジ色となっていることから、見え方に工夫をしている。図 12 は、画面の素材は画用紙だけで
なく、段ボールを使っている。また、画材については、子どもたちが楽しく活動できるように、ク
レイヨンや絵の具、水彩ペンが使われているようである。

3-2 日本の児童画における「太陽の」特徴
図 2～図 12 のように、日本の児童画にあらわれる「太陽」の〈色の特徴〉は、
「赤丸チョンチョ
ン」であり岡本の主張と一致しているように、太陽という存在を線と丸で描いている。さらに、日
本の児童画における傾向を詳しくみてみると、画面の構成から、赤色の太陽は白(雲や余白など)に
関係している。本稿では取り上げながったが諸外国の黄色い太陽は、青(空や海など)の画面構成と
ともに出現する傾向がある。つまり、児童画の審査で選ばれる絵は画面が落ち着いており、子ども
の気持ちが率直に描かれている作品が選ばれている。造形的な面からみても、子どもが本能的に画
面全体のバランスを構成していると思わせる作品が多いのである。
また、
「太陽」と背景の色との関係より、描かれる素材は、画用紙(白)と色画用紙その他(段ボー
ルなど)であり、下地を活かして描く傾向にある。また、赤と黄色以外の「太陽」が描かれることも
確認できる。子どもは、画面全体のバランスを考えて、絵にふさわしい太陽を描いているのではな
いだろうか。太陽の表現は真ん中に大きく描かれるか、または右もしくは左端に確認することがで
きる。捕色の関係による配色などを教えずとしても、無意識に身の回りから得た記憶を元に画面全
体の色をとらえているといえよう。
日本を含むアジアは赤い太陽が比較的多い。
「太陽」は多くの諸外国で描かれ、空をあらわす象徴
として画面上部にあらわれているのが特徴的である。色や描き方に違いがあるものの、日本以外の
諸外国においても「赤丸チョンチョン」は共通している。本研究では、
「太陽」が描かれている作品
について、2000 年代をピークに特に平成年間で多く選ばれていることを確認できた。背景には、ど
のような美術科教育の動きがあるのだろうか。室靖「２節 外国の児童画と教育の国際化」
『実践造
形教育大系 11 世界の児童画 』
（1982）によれば、このような傾向を指摘している。
黄色く塗られた太陽を見た日本の子どもたちは、なぜ外国の子どもは太陽を赤くかかないかに
ついて、素朴な疑問を持つはずです。この疑問は、日本人が赤い太陽しかかかないことが実は
「型にはまった」日本人の習慣に基づいていることを、大人たちに気付かせるよい機会でもあ
る。同様に、太陽を黄色に塗った外国の児童画は、日本人の子どもたちに、世界には同じもの
を見ても日本人とは同じように感じない人々がいることを理解させる上で有効な教材である。
世界には日本人とは違ったものの見方、感じ方をする人々が大勢いることを理解させることは、
国際的な視野が著しく限られている現在の我が国の学校教育を改める上で、実は極めて重要な
点である。次代の国民である今の子どもたちを指導する上で、取り分け大切なことは、日本人
の感じ方、ものの見方、考え方だけが世界で通用するとはかぎらない、ということを幼いころ
から理解させることである。
（ｐ.135f.）
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さらに、同著より「４節 児童画に見られる同質性と異質性」では、なぜ赤色を好むのか考察を加
えている。
一つの具体例としては、上のようなパターンの児童の「空」の部分にしばしばかかれる「太陽」
の色の違いを挙げることができる。諸外国の子供達が「太陽」を黄色―ときには黄色に近いオ
レンジ色―にかくのに対して、日本の子どもはふつう「太陽」を赤色で表現する。この違いは
明らかに、日本の文化の影響が生み出したものである。まず、国旗である「日の丸」の「日」
が赤いということがある。更に日本語の「赤い太陽」という表現も関係していよう。湿度の高
い日本では、地平線に近い朝日や夕日は確かに赤みを帯びて見えるが、天空に昇った太陽は決
して赤くは見えない。日本の子どもがいつでも「太陽」を赤くかくのは、要するに日本固有の
視覚文化や言語文化の影響であると考えて間違いないであろう。
（p.146.）
このことから、
「太陽」は日本文化に対する影響によって、親から子へと受け継がれてきた象徴で
あるという見方ができる。他にも周囲による影響から、太陽が空のシンボルとして描かれているこ
とを無意識に受け止めていると考えることができよう。世界に共通しているのは、子どもの絵には
原始的な絵画の色合いが多いということである。また、
「(図画)の形式的表現期」の特徴として、(基
底線・装飾表現・拡大表現・並列表現・帯状の空・署名)などが描かれていることから、子どもが描
く絵の特徴は日本と同様である。男女の差についても同じ見解が見受けられる。また、太陽におけ
る擬人化(ア二ミズム表現)は日本と諸外国に現れる表現であった。したがって、地域的理由、つま
り、緯度の高さの違いから、光の当たり方が違うため色の感じ方が異なるのではないか。歴史的背
景、つまり、植民地支配、経済発展、文化、宗教の違いなど描かれるテーマから、それぞれの国の
特徴があらわれることは、異文化理解につながる傾向としてとらえることができるのではないか。
今後の研究課題としたい。

4 異文化理解としての「太陽」の魅力‐芸術家における太陽に着目して‐
芸術家と子どもの「太陽」に対する捉え方は違う。だが、芸術家の思想を形成してきた根底には
子ども時代の経験が軸となり、
各々の考え方の基盤が形成されているといえる。
既に述べたように、
芸術家は太陽の色を通してわたしたちに主張している。前者は岡本であり、
「黒い太陽」と示してい
る。また、後者は高村光太郎であり、
「緑色の太陽」と示している。それぞれの色の違いが芸術に対
する見解に方向性を与えている。そこで、個性尊重ひいては異文化理解に結びつけることができる
という観点で検討していく。
岡本にとって太陽とはどのような存在と定義しているのかについて探るためには、
『今日をひら
く 太陽との対話』より、
「黒い太陽」
（1967）
（すでに『黒い太陽』(1959)に掲載）で子ども時代を
振り返っている。
子供にとって、太陽はいつでも生きものだ。それはちかしい、ひそかな話し相手である。少な
くとも、小学生時代の私にとってはそうだった。今でも一種の苦痛に似た感じで思い起こすの
だが。学校にあがりたての頃、私は教室にゆくのがいやでいやでたまらなかった。一刻でも遅
く着くように、毎朝のろのろと街じゅうをいつまでも太陽とにらめっこしながら、話しかけな
- 93 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

がら歩いたものである。子供の時分から奇妙に孤独で、学校でも他の子供とはほとんど話が通
じなかったらしい。この行きかえりの太陽との会話だけが、私の心をひらくのだった。
（中略）
太陽はオヤジかなんかのような人格で、うんと高いところにいる。何かそんなようなもの。い
つくしみと意地悪さを同時にそなえた、えらい大人のような気がした。私は心穏やかでない。
つい、にらめてしまう。目をつぶる。すると、おもしろい。忽然とそれが、赤や緑や青や紫や、
色とりどりの小さい輪になって、くるくるちらちらと目の裏に点滅するのであった。無邪気だ
ったがすでに徹底的に孤独だった子供の心に、暗く輝く暗緑色の太陽。それは不気味さと、い
いがたい親しみをもって君臨し、私のたどっていく運命を暗示した。
（中略）私もいまでは、毎
日、陽が出て沈むのを、何の感動もなしに、その日の出来事として見送っているにすぎない。
だが改めてふり仰いでみると、彼の日常的な卑小さ、味気なさに対する憤りが爆発する。そし
て私は、身体いっぱいに新しい太陽を作り出すのだ。私は幻想的に太陽を神格化する。しかし、
もちろんそれは原始人や子供と同質であり得ない。彼らにとってそれは本当に生きものであり、
その関係は直接的だが、私にとっては詩的な情熱であり、失われた神秘の奪回なのである。分
析され、散文化され、われわれの根源的な生命のよろこびを断ち切られて、無感動になってし
まった太陽を、再び全人間的に、芸術的に生きかえらせようとする欲求なのだ。
（pp.58-62.参
考）
下線部にあるように、子どもにとって太陽は、日ごろの身近にある存在であることは確かである。
このように、岡本の場合「黒い太陽」をみれば、子どもの時の思いが反映されているといえる。岡
本にとって太陽はすなわち自己との対峙を象徴する存在である。子どもの頃の真相心理が、芸術家
の主張にあらわれている。さらに、岡本にとって「黒い太陽」は造形活動にも共通している内容で
ある。厳密にいえば、黒というよりは暗緑色であることは、いままで「太陽の塔」の研究でも取り
上げられており、注目されてきた。児童画における「太陽」に当てはめると、
「太陽」を描く子ども
の心理は、岡本の「黒い太陽」に密接につながっている。したがって、本稿執筆者は児童画の観点
からも、芸術家のメッセージに近づけることができると考える。

図 13『画文集黒い

図 14「黒い太陽」
（1949）⁸⁾ 図 15「太陽の塔・背面」
（本稿執筆者

太陽』
（1959）⁷⁾

撮影 2017.8.28）

つまり、岡本にとって「太陽」とは、
「黒い太陽」＝「暗緑色」のイメージであり、子ども時代の
記憶からのイメージを踏襲している。父から子へ受け継がれる芸術的な活動は、児童画における審
査員という教育に携わる活動を通して行われていたことをあわせれば、家庭での教育のあり方が子
に及ぼす影響は大きい。岡本にとって太陽とは何か。母・かの子であり、父・一平であるという推
測もできるのである。
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さらに、芸術家である、高村光太郎(1982)(既に 1910『スバル』に発表した論文)は「緑色の太陽」
で次のような考え方を示している。
人が「緑色の太陽」を画いても僕はこれを非なりと言わないつもりである。僕にもそう見える
事があるかも知れないからである。
「緑色の太陽」があるばかりでその絵画の全価値を見ないで
過す事はできない。絵画としての優劣は太陽の緑色と紅蓮との差別に関係はないのである。こ
の場合にも、前に言った通り、緑色の太陽としてその作の情調を味いたい。
（中略）
「緑色の太
陽」を見ても気を悪くしないのである。僕は混雑した感想を混雑したままに書いてしまった。
僕が見ては下らぬ事に考えられて、世間ではかなりに重大視されているいわゆる地方色の事を
一言したかったのに過ぎない。僕は日本の芸術家が、日本を見ずして自然を見、定理にされた
地方色を顧ずして更に計算し直した色調を勝手次第に表現せん事を熱望している。どんな気儘
をしても、僕等が死ねば、跡に日本人でなければ出来ぬ作品しか残りはしないのである。(明治
43 年、4 月)（ pp.82-87）
このように、日本において個性を尊重する問題に限定させなければ、諸外国の存在を認める発言で
ある。世界の児童画を見ても、緑色の太陽を描く子どもは少ない。しかし、それぞれが描く「太陽」
を認めることが学校教育では必要であるし、諸外国における異文化理解につながる主張である。こ
の点について、北澤憲昭『反覆する岡本太郎―あるいは「絵画のテロル」
』 (2012)では、
「日本モダ
ニズム伝統観」で次のように紹介している。
一九一○年に雑誌『昴』に発表された高村光太郎の「緑色の太陽」は、絵画の機軸を再現性か
ら表現性へと転換することを訴えるアジテーションとして、同時代の美術界に大きな影響を与
えた評論だが、その直接の執筆動機は、石井柏亭の唱える絵画のローカリズムを批判すること
にあった。石井は、日本の絵画は、日本の風土に特有の色彩感を発揮すべきだと説いているの
である。それに対して、高村は、絵画は内面に揺曵する色紙をこそ表現すべきであるとして―
色彩の次元において―ローカリズムばかりかリアリズムさえも否定する過激な論を展開した
のだ。しかしながら、高村光太郎はローカリズムを否定しこそすれ、日本的であることにかん
しては微妙な構えをもっている。
（ｐ.118ｆ.）
つまり、高村の「緑色の太陽」は西洋文化の流入に対する抵抗であった。宮脇理『緑色の太陽』(2000)
でも、日本の色にない他の色を理解することがコミュニケーションツールになると述べられている
ことから、芸術家のメッセージは世界の事情をとらえた問題提起である。したがって、岡本や高村
の主張を正確にとらえ、現代の学校教育や社会の中に還元して考えることが今日の芸術家の役割と
なるといえる。

おわりに
岡本の主張する太陽に赤丸チョン、チョンを描いてしまうのは、
「自分のつかんでいる実感として
太陽を描いているのではなく、ごまかしのきく、きわめて便利な符牒である」と言う。つまり、誰
もが描く太陽のような符牒は創造的な表現ではないという「太陽」に対する岡本の見解である。岡
本に対して皆本の主張は、子どもの描画発達段階の見地からの見解によるものであり、
「子どもが描
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く太陽は、大人の影響によるのではなく、子ども自身の欲求で描くものであって、その欲求は子ど
ものからだの深いところから、子どもたちを動かしている」である。さらに、児童画にあらわれる
「太陽」について『美育文化』における「児童画展覧会」より確認し、描かれた児童画から色・形・
画面構成の観点で、日本の子どもの造形的要素を示すことができた。岡本の作品にあらわれる太陽
は、
両親に対する父母の念が意識的かどうかはともかくとして、
無意識的に作品にあらわれている。
加えて、文章についても子どもの頃の思い出は、その後の芸術家としての意識を形成しているとい
える。もちろん、岡本の太陽も高村の太陽も特殊であると考えてはいけない。それぞれの芸術家の
思想には、子ども時代の意識が反映されている点を考慮に入れる必要があるといえる。子どもにと
って「太陽」は空の象徴として描く対象である。岡本による「本能的な自由」という主張を当ては
めれば、本来ならば子どもの「太陽」に造形性は不必要なことである。したがって、岡本は子ども
が描く絵に期待を込めるからこそ、児童画の「太陽」に着目し、彼なりの芸術思想を通して自由を
尊重する主張を展開していたと結論付けたい。よって、いかなる「太陽」を描いても、大人が子ど
もたちを受けとめる態度が必要なのである。

注
1） 拙論は以下の通り。金山愛奈.2017.「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－」『美術教育研究』,49,pp. 113-120.
2）拙論は以下の通り。金山愛奈.2016.「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―」『茨城大学教育実践研究』,35,pp.87-101.
3) 向野康江.2010.『子どものための美術教育-学校での図画工作教育と家庭での ART 教育-』,pp.１１f. ,
(弦書房).「6・7 歳になると、ものの描き方が安定する時期に入ります。さまざまな形を組みあわせて、場
面・情景の表現ができるようになります。また、経験したことや想像したことを意図的に表すことができるよ
うにもなります。自分の感覚や記憶をたよりに現実的に実現しようとします。しかし、その表現の仕方が子
どもの独特の描き表わし方で、決まった形や色で描くので、この時期を子どもの形式的表現期といいます」
(p.１１f.)
4）真鍋一男・宮脇理（監修），『造形教育辞典』，p. 32, (建帛社).
「⑨日本児童画研究会」 「1953 年 8 月、創美から独立した浅井篤が中心となった発足した。児童画の本
質が心理・整理の投影であるとする立場から児童画と紫色の関係など心理的診断力を重視し、「自由想画
法」などを創案した。機関誌『児童画研究』（季刊）を発行。）」
5）茨城大学教育学部紀要（教育科学）67 号(2017)に投稿中の内容は, 「岡本一平(1886～1948)の児童画
審査への参加―戦前における新図画教育会の活動を手掛かりに―」である。
6) 教育美術：ＨＰ, http://www.kyoubi.or.jp/about.html(2017/09/14 アクセス 15 時 30 分閲覧)
「大正 11 年（1922 年）にスタートした、日本で最も伝統のある子どもの絵の公募展。毎年、日本全国の幼
稚園・保育所、小学校、中学校や海外日本人学校、特別支援学校などから約 2500 校、約 12 万点もの応
募があります。優れた学校には文部科学大臣奨励賞、教育美術振興会名誉会長賞、日本放送協会会長
賞、地区学校賞などが贈られます」
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7）『画文集 黒い太陽』 岡本太郎 美術出版社 1959
美術・建築雑誌に掲載された造型芸術を語ったエッセイを収録。パリの仲間を紹介した文章は、滞欧生活
の交友関係が伺える。ＨＰ：川崎市岡本太郎美術館市岡本太郎美術館
http://www.taromuseum.jp/introduction/okamotos/taro/kataru/a_3_2d.htm(2017/09/14 17 時 40 分閲覧)
8）「黒い太陽」分類：絵画 制作年：1949（昭和 24 年）制作地：東京 高さ：91.3 幅：117 材質：キャンバ
ス、油彩 技法：油彩 ＨＰ：川崎市岡本太郎美術館
http://www.taromuseum.jp/introduction/okamotos/taro/tsukuru/a_6_2a.htm1(2017/09/14 17 時 45 分閲
覧)
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大正期の子どもが描く挿絵についての考察
―『骨肉』所収の向野啓助（1905～1937）の作品を対象にして―
山 田 秀 平＊ ・ 向 野 康 江＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

A Study of Taisho Era (1912–1926) Illustrations Drawn by Children
– Targeting Work by Kohno Keisuke (1905–1937) in “Kotsuniku” –
Shuhei YAMADA and Yasue KOHNO

キーワード：『骨肉』，向野啓助，挿絵，記憶画，美術教育史

今日の美術教育史研究の成果は、制度・政令研究、制度面に影響を与えたとされる教育論者たちの論述研究、教科書研
究などによって一定の到達点を迎えているものの、その時代に生きた子どもの活動に焦点を当てた研究は殆ど行われてい
ない。臨画教育から自由画教育への転換は山本鼎の主張が起こしたとされている。しかし、教育の転換点は、そのような主
張から起こったのだろうか。当時の教育現場では、山本鼎の主張以前に様々な動きがあったのではないだろうか。当時の教
育現場での動きに焦点を当てた研究は先達の研究がある。そこで、本論文では、臨画教育から自由画教育の転換期に生き
た子どもの図画活動の資料に焦点をあて、子どもの姿から美術教育史を捉えなおすための予備的研究を行うことを目的とし
た。本論文では、特に『骨肉』に掲載されている「作文」作品に描かれている挿絵に焦点を当て、分析を行った。挿絵の描か
れている位置が様々であること、日常的な作文には記憶画的な絵が多いこと、枠の中に描いている挿絵とそうでない挿絵に
は違う特徴があること等が判明した。以上のことから、挿絵を描く位置は当時の刊行物の影響であること、児童は普段の生活
では記憶画的手法を用いて図画に親しんでいること、枠の有無が記憶の切り取り方（構図の取り方）に影響を与えること、以
上の 3 点を推測として導き、今後の研究課題とした。

はじめに
今日の美術教育史研究の成果は、制度・政令研究、制度面に影響を与えたとされる教育論者たち
の論述研究、教科書研究等によって一定の到達点を迎えている。しかし、それらの研究にはその時
代に生きた子どもの姿は見えてこない。これらの問題点は、制度の施行＝教育実践・学習者の実態
――――――――
*茨城大学教育学研究科

**茨城大学教育学部
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を前提にする点にある。このような前提に立てば、美術教育史は全体像として歴史的事実とずれた
ものになるだろう。例えば、現在の美術教育史では、山本鼎（やまもとかなえ・1882～1946，以下
敬称略）が提唱した自由画教育（大正 7（1918）年開始）が、それまでの臨画教育から大転換を起こ
したという見方が一般的である。一方、工藤友治や大野直志の研究1)は、大正 7（1918）年以前に、
日本各地の教育現場においてすでに臨画教育からの転換が図られていたことを指摘している。この
ような指摘がある中、山本による「自由画教育」論争のみを論点に美術教育の進展を考察しても、
当時の実践方法や子どもの様子は浮上せず、
美術教育史の全体像としての進展は明らかにならない。
そのような中、本稿執筆者は大正期福岡県で実施されていた雑誌作りに着目し、その雑誌『骨肉』
に掲載されている図画を研究対象としている。雑誌『骨肉』は、向野堅一の息子らが大正 2（1913）
年 12 月から作成を始めた家庭内手作り回覧雑誌である。
『骨肉』には、学校での図画の課題が所収
されているとともに、自由画教育運動が開始される 5 年前からすでに臨画教育から脱した作品が家
庭内で多く描かれていたことを先行研究は実証している2)。
『骨肉』を研究することは、前述の諸氏
が教師側の実践を研究しているのに対し、当時の教育を受けていた子ども側の姿を研究するもので
ある。山本鼎の「自由画教育運動」が起こる必然性を考察することができるのである。ここに『骨
肉』の研究意義があると考える。

1 問題と目的
拙論（先行研究Ｌ）では、大正期の子どもが書いていた日記（大正 4（1915）年『啓助日記』
）に
添えられた挿絵に注目し、その挿絵について分析した。そこでは日記に添えられた絵(挿絵)には日
記を書いた啓助本人が描きこまれた挿絵が殆ど存在しないことに、現代の一般的な児童画との差を
感じ、この実態に疑問を覚えた。啓助の特徴が当時の児童画に共通した特徴なのか、という点を追
究課題として挙げた。
一方、唐沢富太郎が、絵日記が学
校で開始されたのが大正期である、
と述べている3)ことは上記研究にお
いて無視できない。少なくとも、大
正 4（1915）年の『啓助日記』
（以下，
Ｔ4『啓助日記』
）の用箋の形式は、
現代の絵日記のように上段に余白、
下段に罫線という形式（図１）だか
らである。Ｔ4『啓助日記』が書かれ
ている時にすでに学校で絵日記が始
まっていたと仮定すると、絵日記開

図１ 『啓助日記』
（大正 4 年 1 月 2・3 日の頁）

始当初から上段に余白、下段に罫線
という形式が確立されていたのだろうか、という疑問が生まれる。
しかし、手がかりとして、
『福岡県教育會々報』4)（大正 3（1914）～6（1917）年）5)の掲載記事を
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見てみても、絵日記について触れられた記事は見当たらない6)。さらに『福岡県教育史』7)をみても、
当時絵日記が教材として実践されていたという記述も見当たらない8)。よって、上記の疑問を解くた
めの手掛かりは現状見当たらない。そして、現在ではこれら『骨肉』関連の資料に見られる絵日記
は、子どもによる絵日記の資料としては、比較的初期の実践例として貴重な資料と言えるのではな
いだろうか。
よって、もう少し啓助の関係資料を分析する必要性があると考える。ここに、まだ分析していな
い資料を示すと、啓助が『骨肉』に投稿している「作文」作品を挙げることができる。
「作文」作品
には題字の装飾や挿絵が多く描かれていることが先行研究Ｉで明らかにされている。
「作文」に描か
れている挿絵は、文章に添えられているという点で絵日記と共通点がある。そこで、今回は、
『骨肉』
所収の啓助の「作文」作品を研究対象9)とし、当時の子どもが文章に添えた絵について考察を深める
ことを目的とする。

2『骨肉』内に掲載されている啓助の作文作品について
『骨肉』については、前述のように諸氏が様々な観点で研究を進めてきた。拙論（先行研究Ｌ）
でも簡単にまとめているので『骨肉』の概要はそちらを参照いただきたい。ここでは新たに、
『骨肉』
内に所収されている「作文」作品の概要について述べる。
『骨肉』の中に所収されている「作文」作品中、4 兄弟（晋、有二、元生、啓助）のものを集計す
ると、159 作品になる（著名ありで、明確に作者が分かっているもののみ集計）
。そのうち、啓助の
「作文」作品は、46 作品である。さらに、その中で挿絵が描かれているものは 19 作品である。つ
まり、
「作文」作品に挿絵が描かれている割合は約 41％である。ちなみに、Ｔ4『啓助日記』に挿絵
が描かれている割合は 26％である。毎日書いている日記の挿絵と月刊発行における「作文」作品の
挿絵の有無を単純に割合で比較することはできないものの、日記に毎日挿絵を描いていない、とい
うことと、
「作文」にすべて挿絵を描いていない、ということを比較した時違和感は覚えない。つま
り、
「作文」にはすべて挿絵を描いているのに、日記には挿絵はまちまち（もしくはその逆）という
ことだと、なぜ日記だけ挿絵が描かれている日がまばらなのだろう、という疑問が生まれる。デー
タ上では少なくともそのような違和感はない。
次に「作文」作品の種類についてである。種類には、日記的文章、理科的な文章、物語を自分の
言葉で書きなおした文章、宣言・決意を述べた文章、道徳的な文章、衣食住について書いた文章等
様々であり、明確に分けづらい。そのため、
「図画」作品のように統計を取る事は難しい。一見日記
のように思える文章も、
『啓助日記』のように明確に日付が書かれていない物が多く、日記とは断定
できない。そんな中、日付が書かれている「作文」作品が 3 つある。
「地蔵松原の一部」
（第 2 巻 1
号掲載）と「今日の遠足」
（第 2 巻 2 号掲載）
、
「満洲旅行日記」
（第 4 巻 4 号掲載）である。これら
は日記と言える。しかし、前者２つには挿絵は描かれていない。
次に「作文」作品の形式と筆記具（画材）についてである。形式については、Ｔ4『啓助日記』の
ような用箋（上段に余白、下段に罫線）は用いられておらず、どれもまっさらな紙、もしくは原稿
用紙が用いられている。すべて縦書きである。原稿用紙が用いられている大正 8 年の『啓助日記』
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（以下，Ｔ8『啓助日記』
）同様、原稿用紙が用いられている「作文」作品には挿絵は描かれていな
い。白紙が用いられている作文には、1 段組と 2 段組で書かれている作品がある。2 段組のものに
は、上段と下段の間に隙間を設け挿絵が描かれているもの、漫画のように枠を区切って挿絵が描か
れているものに大別できる。後者は、Ｔ4『啓助日記』の用箋にある上段の余白が自由に場所を移動
している感じである（日記の方は余白が上段に固定された状態と表現することもできる）
。この形は
ポンチの形に似ているともいえる。筆記具には、鉛筆、黒インク、青インク、墨汁が用いられてお
り、基本的に文章に用いた筆記具で挿絵も描かれている。そのため、水彩絵の具で描かれた挿絵は
存存しない。これは、Ｔ4『啓助日記』に水彩絵の具で描かれた挿絵が存在しないことに共通する。

3 文章に添えられている挿絵について
２章では、
「作文」作品の概要を確認した。続いて３章では、具体的にどんな挿絵を描いているの
か分析していく。
【第 1 巻 5 号（1914 年 5 月）掲載「キツネと島（ママ）
」
（図 2）
：8 歳】
本文の内容から、題名は正式には「キツネと烏」
であると分かり、
『伊曾保物語』の「烏と狐」を自分
なりに言い換えて書いたものと推測する。
形式は 1 段組１頁分。鉛筆で書かれている。漢字
以外はカタカナ表記。文字数は約 138 字。挿絵（図
3）は、左側の余白に縦長の長方形の枠を設け、その
中に描かれている。挿絵には、烏と木、狐が物語通
りの配置で描かれている。他に、文中に言及がない
草や鳥（烏）が 3 羽描かれている。
【第 1 巻 5 号（1914 年 5 月）掲載「大風のもやう」

図2

（図 4）
：8 歳】

図3 図2の
挿絵部分拡大

「きのうは台風がふきましたがあなた
の方いかがでございましたか」という書
きだしと「おばあさんによろしく申し上
げて下さいませ」という結び、
「信ちゃん
もぶじですから」と実の妹の名前が書か
れていることから、実際に書かれた手紙
の文章の下書き、もしくは手紙を模して
書かれたものと推測する。
形式は 1 段組１頁分。鉛筆で書かれて
いる。文字数は約 157 字。挿絵（図 5）
図4

は、ほぼ正方形の枠を紙の中央に設け、そ

- 102 -

図 5 図 4 の挿絵部分拡大

山田・向野：大正期の子どもが描く挿絵についての考察

の中に描いている。挿絵には、文中に言及がある台風で倒れた柿の木が描かれていると推測する。
切り株状になった幹と、その下に折れた方の幹が横たわっている。周りには実が散乱している。左
下に描かれている器の様な物は何を描いたものか分からない。
【第 1 巻 9 号（1914 年 9 月）掲載「夕焼け」
（図 6）
：9 歳】
夕焼けの情景を書いた作文である。即日的に書かれた日記的作文か、不特定の日を思い出して書
かれた作文かは判別できない。
「海の夕焼ははなはだ美くしい」や「西公園も赤くなり水はちをなが
したやうに赤々となった」というように、形容詞を用いて情景を述べたり、比喩を用いたりする文
章は、少なくともＴ4『啓助日記』や後述する「満洲旅行日記」には見られない表現である。
形式は 1 段組２頁分。墨汁で書かれている。文字数は約 71 字。挿絵（図 7）は図 5 同様、ほぼ正
方形の枠を設け、その中に描かれている。枠は左中央に寄っている。多数描かれている横線は海面
の表現と思われ、海の夕焼けを描いた挿絵と推測する。小高い岩場らしきものも描かれている。

図 7 図 6 の挿絵部分拡大

図6

【第 1 巻 9 号（1914 年 9 月）掲載「海草の効用」
（図 8）
：9 歳】
海の中に生えている海藻について、例えば
「てんぐさはところてんとなる」などのよう
に述べている。理科的な内容の作文である。
「効用」と題されているものの、効用について
の言及はない。学校で習ったことや本などで
見聞きしたことを書いたものと推測する。
形式は 2 段組１頁分。青インクで書かれて
いる。文字数は約 99 字。挿絵（図 9）は二段

図9

目の左端、つまり文末に、ほぼ正方形の枠の中

図 8 の挿絵部分拡大

に描かれている。描かれているのは、挿絵の脇
に「みる」と書かれていることからミルという
海藻を描いた絵と推測する。

図8

【第 1 巻 12 号（1914 年 12 月）掲載「かんげい」
（図 10）
：9 歳】
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1914 年青島の戦い（10 月 31 日から 11 月 7 日）にて、陸軍青島要塞攻囲軍が青島を攻略したニュ
ースを受けて書かれた文章と推測する。
「四十八れんたいよくも青島をおとした。名譽ある四十八れ
んたい」と記されている。
「四十八れんたい」とは、陸軍青島要塞攻囲軍に参加した歩兵第 48 連隊
（福岡の久留米所属）のことだろう。
形式は 1 段組２頁分（文章は 1 頁
目まで）
。墨汁で書かれている。一文
一文改行がされている。文字数は約
115 字。2 頁目に挿絵（図 11）のみ
描かれている。
「いつもかんげいに
いった。
學校からももう四五へん行
った」と書かれていることから、そ
の歓迎に行った際の情景を描いた
絵と推測する。機関車から手を振
図 11

る軍人が描かれている。この挿絵
にもＴ4『啓助日記』の挿絵同様、

2 頁目挿絵部分拡大

図 10 1 頁目

「こゑがかれるほどおらんだ」という啓助自身は描かれていない。
【第 2 巻 1 号（1915 年 1 月）掲載「冬景色」
（図 12）
：9 歳】
「綿雪ニ因幡町ノコラズ包マレタ」と書かれ
ているように、自分の住む町に降る雪の情景が
書かれている。
「サザン花ガサビシソウニ咲イ
テヰル」
「金魚ハウレシサウニ上ッタリ下ッタ
リシテ遊ンデヰル」など、形容詞が多用されて
いる。前述のようにＴ４『啓助日記』にはあま
り見られない表現であり、珍しい。
形式は 2 段組 2 頁分。青インクで書かれてい
る。漢字以外はカタカナ表記。文字数は 189 字。
題字の前の余白に人物の絵が描かれている。自
分を描いている絵かどうかは判然としない。腕
の曲がり方は関節を無視した描写になってい
図 12

る。上段と下段の間に装飾が認められる。

図 13 図 12 の
挿絵部分拡大

【第 2 巻 1 号（1915 年 1 月）掲載「汽車の旅」
（図 14）
：9 歳】
「汽車に乗って行くのはまことに面白いもので私は大そうすきであります」という出だしにはじ
まり、汽車に乗った時のことが色々書かれている。例えば、
「まどから外を見て居ますと山も川も野
も森も皆後へとんで行くやうに見ます」や「鐡橋の上を行く時はかみなりのやうな音がします」と
記している。
「後へとんで行くやうに」
「かみなりのやうな音」という比喩表現や、
「面白い」
「おそ
ろしい」という形容詞も多く使われている。
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形式は 2 段組 2 頁分。青インクで書かれて
いる。文字数は約 210 字。図 13 と同じく題字
の横に人物が書かれているほか、兎の顔が複
数描かれている。人物は正面を向く人物と背
面を向く人物で、前者の方が大きく描かれて
いる。前者は革靴に黒のマント、後者は着物姿
に傘をさしている。図 13 とは違い、題字と絵
が枠で囲まれており、挿絵というより、装飾つ
き題字の形を成している。また、上段と下段の
間に挿絵（図 14）が描かれている。1 頁目には
図 14

建物群が、2 頁目には機関車が描かれている。
Ｔ4『啓助日記』に描かれている建物の挿絵（図 15）
が窓を四角形で描いているのに対し、図 14 の建物の
窓は縦棒で描かれている。図 14 には階数・幅が様々
な建物が描かれている。
2 頁目の機関車の挿絵に注目
すると、客車の窓の数は 3 両とも同じ数で描かれて
いる一方、車輪の数が異なっていることがわかる。

図 15 Ｔ4『啓助日記』
（2 月 7 日の頁）

窓の数は統一されていることから、無数に同じ形を
並べる「ムカデ描法」10)からは脱していることが伺える。
【第 2 巻 4 号（1915 年 8 月）掲載「梅雨の時」
（図 16）
：10 歳】
短い文章なので全文引用する。
もう梅雨は晴れたが梅雨の時は生糸の様な雨
が降ったりやんだりそれはそれは大そうしる
しい。この雨はやさしい様だがそれがかびをわ
かしたり又この雨にあたると病にかかるとい
ふ事ださうだ。
この文章にも「生糸のような雨」と比喩表現が使わ
れている。
「しるしい」
（日田弁で「気持ち悪い」の意）
や「やさしい」という形容詞も用いられている。
形式は、1 段組 1 頁分。鉛筆で書かれている。文字
数は約 88 字。挿絵（図 17）は左端の余白に設けられ
た 2 つの枠にそれぞれ描かれている。枠は、上図はほ
ぼ正方形、下図は縦長の長方形である。上図には「日

図 16

図 17 図 16 の
挿絵部分拡大

がさしてふとん・たんぜんをほしてある所」
、下図には「梅雨のもやうの所」と説明が書かれている。
上図は説明通り、物干し竿に十字模様の布団と丹前が描かれている。右上には半円から斜線を伸ば
した表現によって太陽が描かれている。下図は家の二階部分と雨、上部に雲が描かれている。
「生糸
のような雨」と表現しているように、途切れなく細い斜線を引いて梅雨の雨を表現している。挿絵
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に説明を付けているのはこの作文が初めてである。
【第 2 巻 4 号（1915 年 8 月）掲載「學校のにかいより」
（図 18）
：10 歳】
この作文も短いので全文を引用する。
學校のにかい向ふを見ると二つの大きな山が
見える。何山だらう私はわからない。今日はか
すみで分らない。私は今日は見えるかと思っ
てみると又見えない。今日もかすみかハハハ
ハハハ・・・・・・・・
特に比喩表現や形容詞は使われていない。
形式は 1 段組 1 頁分。鉛筆で書かれている。文字
数は約 92 字。挿絵は文と文の間に設けられた 2 つの
枠にそれぞれ描かれている。枠は、上図は縦長の長方
図 19 図 18 の

形、下図はほぼ正方形である。上図には「山が見える。
向ふの室は唱歌室」
、

図 18

挿絵部分拡大

下図には「かすみて山がわからない」と説明が書かれている。上図
の絵は説明の通り、教室の窓から見える風景が描かれており、向か
いの教室や２つの峰が描かれている。教室内の机や窓枠も描かれて
いる。下図は、上図の絵にちょうど霞をかけ、山が見えなくなった
様子で、上図とほぼ同じアングルの絵である。しかし、枠が上図と
違い正方形であるため、上図の絵の上部は下図において切り取られ
ている。また、教室内の窓枠、向かいに見える教室の窓枠は簡略化
させている。上図と同じ構図の絵だから枠の縦横比を同じにしよう、
という意図は見受けられない。
【第 2 巻 6 号（1915 年 10 月）掲載
「このえはがき 思い出」
（図 20）
：10 歳】
図 20

「このよい繪葉書はいつか三谷さんと母あさんたちと箱崎へ参
った時三谷さんから買ってもらった繪葉書だ」と出だしに書かれて
いる。また、その絵葉書が元寇の様子を描いたものであると説明が
あり、絵葉書に描かれている絵について言及している。
「わるい」
「よい」
「ぞっとする」など形容詞や副詞が用いられている。
形式は２段組1 頁分。
青インクで書かれている。
文字数は160 字。

図 21 「静物⑤」3 月 15 日

挿絵は上段と下段の間と、文末の余白に描かれている。前者はおそ

らく元寇との合戦の様子を描いた絵と推測する。
後者は絵葉書が綴じられたものの絵だと推測する。
Ｔ4『啓助日記』に描かれている本の挿絵（図 21）同様、斜めの構図で描かれている。また、両者は
ともに、斜め構図ながら遠近法は用いられていない。題字には装飾がなされている。

- 106 -

山田・向野：大正期の子どもが描く挿絵についての考察

【第 2 巻 6 号（1915 年 10 月）掲載「石坂」
（図 22）
：10 歳】
石坂というクラスメイトについて
書かれている。
「私の級で一番せいの
ふとく、又目方の重い者で（中略）
一番算術の下手な者で大きなことを
いふ者である」と書かれている。
形式は 2 段組 1 頁分。青インクで
描かれている。文字数は約 117 字。
挿絵は文末の余白に描かれている。
「ポンチ」と書かれているように、6
コマ構成でポンチの形を成してい

図 23 図 22 の

る。おそらく雪だるまのようなシル

挿絵部分拡大

エットの方が「石坂」で、もう一方

図 22

の人物が啓助本人、もしくは別のクラスメイトだろう。石坂との一悶着の様子が描かれている絵と
思われる。図 13 と違い、この挿絵に描かれている人物には関節がある。
【第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）掲載「満洲旅行日記」
（例：図 24）
：12 歳】
『骨肉』第 4 巻 4 号は「朝鮮満洲旅行記念
号」と銘打たれ、兄弟たちそれぞれの約一ヶ
月に及ぶ朝鮮満洲旅行11)についての作文を所
収している。その中の一部が啓助による「満
洲旅行日記」である。先行研究Ｄでも述べら
れているように、唯一啓助の「満洲旅行日記」
のみが旅程に沿った細かな日記となってい
る。
「満洲旅行日記」は 8 篇、合計 15 頁で、2
段組構成、内 8 頁分、真ん中のスペースに挿
絵が描かれている（例：図 24）
。すべて青イン
クで描かれている。総文字数は約 6100 字（400

図 24

字詰め原稿用紙約 15 枚分）
。作文の文章から、
奉天を中心に様々な場所を訪れたことが読み取れる。
奉天においては、西塔寺、新市街公園、奉天神社、忠魂碑、奉天城、給水槽や上水道タンクなど
の上下水道設備、小西門、満鉄公司、交渉局、皇居、正金銀行、北陵、小川沿及び蓮の名所などを
見学している。また、撫順では、撫順炭鉱の諸坑道、撫順神社、永安橋など、金洲では、三崎山、
民政署、南金学堂、旅順では、白玉山の表忠塔、納骨社、戦役記念館、東鶏山北砲疊、工科学堂、
203 高地などを見学している。行きは関釜航路で門司港から釜山へ、帰りは大連埠頭から門司港へ、
というルートで大陸間を往復している。
挿絵を①から⑦の項目に分け、それぞれみていく
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① 機関車
1 頁目と 6 頁目にそれぞれ機関車
の挿絵が描かれている（図 25、26）
。
機関車の種類の特定には至っていな
いものの、図 25 は福岡を走る機関

図 25

『骨肉』第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）
「満洲旅行日記 一」

車、
図 26 は満洲を走る機関車を描い
たものと推測する。特に後者は、啓
助の日記の記述と絵の特徴が一致す
る点が興味深い。つまり、
「支那の汽
車は英国式なれば煙突長く我々には

図 26 『骨肉』第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）
「満洲旅行日記 三」

変に思われたり」と記し、図 26 の機関車の煙突は図 25 のそれより（細）長く描かれている。印象
に残った点と記憶がよく絵に表れている挿絵である。
② 鉄橋
2 頁目には鉄橋の挿絵が描かれている（図 27）
。描かれている鉄橋の候補として、筑豊本線上の遠
賀川を渡るときに通る鉄橋（図 2812)）と鴨緑江の鉄橋（図 29）が考えられる。鉄橋のシルエットに
注目すると、その特徴は遠賀川の鉄橋を描いているように思われる。
しかし、当時の地図を見ると、博多－門司間
の列車はこの鉄橋を通ってはいない。シルエ
ットは異なるが、異郷の鴨緑江の鉄橋を描い
た挿絵の可能性が高い。
図 27 『骨肉』第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）
「満洲旅行日記 一」

図 29 鴨緑江の鉄橋（『釜山鴨緑江間 寫眞帖』
図 28

（朝鮮総督府鉄道局，1900 年））

③ 京城南大門
3 頁目に描かれているのが図 30 の挿絵である。同頁
に「京城大南門（ママ）に着す」と記していることか
ら京城南大門を描いた挿絵と推測する。実際の写真（図

図 30 『骨肉』第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）

図 31 京城南大門（『釜山鴨緑江間 寫眞帖』

「満洲旅行日記 二」

（朝鮮総督府鉄道局，1900 年））
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31）
を見ると京城南大門の前には路面電車が通っている。
挿絵にも同じく路面電車が描かれており、
この点において一致する。一方、京城南大門の 2 層の屋根は挿絵においては再現されていない。
④ 奉天駅前
4 頁目には図 32 の挿絵が描かれている。同頁にお
いて奉天に着いた時のことが記されていることから
奉天の風景を描いた挿絵と推測する。特に、当時、
奉天駅の前に伸びていた三本の大きな道（図 33：3
本の内の 1 本「浪速通り」
）のいずれかを望んだ風景
と推測する。図 34 にみられるように、当時の奉天駅
の前には馬鉄が通っている。挿絵の中にも馬鉄が描
かれている。建物の細かなシルエットは詳細に描か

図 33 『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』（文英堂書店）

れてはいないため、どの通りを描いたのか明確な特

「浪速通り」

定は難しいものの、馬鉄の客車のシルエットは細か
いディテールを捉えている。馬の描写は苦手なようである。

図 32 『骨肉』第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）

図 34 『絵はがきでみる日本近代』
（青弓社）

「満洲旅行日記 二」

⑤ 西塔
5 頁目に描かれている図 35 は、西塔（図 36）を描いた挿絵だろう。実物通りのバランスには描け
ていない。しかし、啓助の記憶に残った部分が逆によくわかる。つまり、塔のてっぺんにぶら下が
る 2 つの飾り（図 37）と、塔の中ごろの崩れた痕である。特に飾りは、写真（図 37）で見るとかな
り小さいものの、挿絵では大きく描かれている。写真では西塔の台座には浮彫が施されていること
が確認できるものの、挿絵には描かれていない。

図 35 『骨肉』第 4 巻 4 号
（1917 年 8・9 月）

図 36『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』
（文英堂書店）「西塔」

「満洲旅行日記 三」

⑥ 北陵
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茨城大学教育実践研究 36(2017)

8 頁目には 2 点の挿絵が描かれている（図 38）
。左の象の挿絵は同頁に北陵の象を見たという記
述があることから北陵の敷地内にある象の彫刻（図 39）を描いたものであろう。象の挿絵で注目す
べきは、実際の象の彫刻と鼻の曲がっている向きが違うことである。記憶をたどりながら描いてい
ることが顕著に表れている。右側
のもう一点の挿絵は北陵の正門
（図 40）を描いたものだろう。
実物の門の柱は直線的であり、
挿絵とは異なっている。
図 38 『骨肉』第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）「満洲旅行日記 四」

左：図 39 右：図 40 『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』（文英堂書店）「北陵」

⑦ 旅順の光景
13 頁目には、4 点の挿絵が描かれている（図 41）
。同頁において旅順での見学が述べられている
ことから、どれも旅順で見学したものを描いた挿絵と推測する。一番右の挿絵は白玉山の表忠塔（図
42）の絵である。その左に描かれている黒い突起物や大砲は、同地で見学した鶏冠山や 203 高地、
戦役記念館のどこかに飾られていた砲弾や大砲だろうか。この大砲には、弾が発射された時に描く
ような斜線が描かれている。一番左に
描かれているのは、東鶏冠山北堡塁（図
43）と推測する。啓助はこの地を訪れ
「是所露軍の自爆発せしめり所」と記
している。東鶏冠山北堡塁の石碑も
描かれているように見える。

図 41 『骨肉』第 4 巻 4 号（1917 年 8・9 月）「満洲旅行日記 七」

右：図 42 左：図 43『復刻 満洲絵葉書寫眞帖』（文英堂書店）「表忠塔」と「旅順東鶏冠山砲塁」
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4 形式について
最後に、以上見てきた文章に添
えられた絵について、描かれてい
る位置に注目して再度形式的な観
点から考察を深めたい。
上記の啓助の「作文」作品にお
いて描かれている挿絵の位置は、
主に、文中（文の前後をまたぐ形
で配置されているもの：図 4 等）
、
文末（図 2、8 等）
、上段と下段の
間、の 3 つに大別される。例外と
して図 13 は題字の右（文の一番初

図 44 第 2 巻 1 号

図 45 例として挙げられている
絵日記の図版

めの位置）に描かれている。同様

の形に見える図 14 の題字は、題字の左に描かれた挿絵ではなく、装飾の一部をなす形になってい
る。兄弟の作品にも同様の例がみられる（図 44）
。
「文中」
「文末」の形は、新聞の形式を想起させ
る。題字の装飾も新聞、もしくはその他の出版物の形式を想起させる。上段と下段の間に描く形式
は見覚えがない。なにかヒントを得た形式があるのだろうか。
もう１つ、今回考察していないものの、Ｔ4『啓助日記』の形についても、
「問題と目的」におい
て疑問を挙げた。大正期、学校現場で行われるようになった絵日記の形式が、現代の絵日記帳に見
られるような上段に余白、下段に罫線（文章）
、という形であったとは考えにくい。なぜならば、唐
沢の『図説 近代百年の教育』が示す資料（図 4513)）が巻き物の形式だからである14)。また、外山
卯三郎は「われわれの小学校時代には、毎日毎日のページの中に算術や読み方やつづり方が書ける
ようになっている「夏休みの友」というようなワークブック類が与えられて、そのページのところ
どころに絵が描けるようになっていました。現在の小学校では（中略）図画の宿題として「絵日記」
があります」15)と書かれている。外山は明治 36（1903）年生まれである。よって「われわれの小学
校時代」とは、尋常小学校 1 から 6 年、つまり明治 43（1910）から大正 5（1916）年までのことを
指している。気になるのは、この時のことを「そ
のページのところどころに絵が描けるようにな
って」いた、と振り返り、
「現在の小学校では（中
略）図画の宿題として「絵日記」があります」と
述べている点である。この文章からは、外山が小
学校時代には、絵を描くフリースペースはあった
一方、現在のような絵日記の形ではなかった、と
いう意味にとれる。
また、先ほど、文中や文末に挿絵が描かれてい
る形を、新聞紙の形式を想起させる、と述べた件
に関して、唐沢の『図説 近代百年の教育』に興
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図 46 第三期国定教科書
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味深い資料が載っている（図 4616)）
。これら第三期国定教科書を見ると、文末部分や上段に挿絵が添
えられており、
『骨肉』やＴ4『啓助日記』の形式に似ていることが伺える。しかし、第三期は大正
7（1918）年からであるため、
『骨肉』後の資料である。よって、影響を指摘できない。同じく『図
説 近代百年の教育』に示されている『穎才新報』
（明治 11 年 2 月）のものは上段に挿絵、下段に
文章の形になっている。また、さらに同時期の資料を引っ張ってくるならば、同じ形式をもつもの
として『三字経読本 仮字絵入』17)を挙げることができる。
このように、
『骨肉』の「作文」作品の形式の原点を明らかにしようとしたとき、現状では『骨肉』
以前の資料を示すことになる。

おわりに
以上、今までの美術教育史研究があまり注目してこなかった、当時の実際の子どもの姿を追究す
ることを目的として、啓助の「作文」作品に添えられた絵について分析した。そこで、以下のよう
な推測が成り立った。
1 つ目は、
「満洲旅行日記」に描かれた挿絵等、
「記憶画」というにふさわしい絵が多く描かれて
いるということである。
「記憶画」という用語について、
『日本美術教育史』18)は「
（前略）特ニ熟視
シタル実物ヲ追想シテ描カシム」19)と説明している。これは、学校教育において指導する種類につ
いての説明で、臨画についても併記してある。このことから、当時の教育において指導されていた
項目が臨画のみでなかったことがわかる。一方、現場での指導内容は長きにわたり臨画中心であっ
たことは諸氏の研究が明らかにしている。しかし、
『骨肉』やＴ4『啓助日記』
、今回分析した「作文」
作品、
「満洲旅行日記」に描かれている図画や挿絵は、臨画でないものが多く、 特に「満洲旅行日
記」の挿絵は記憶画が中心であることが分かった。これは、普段の生活では、子どもたちが臨画を
嗜むのではなく、記憶画的な手法を主にして美術に親しんでいたことを示しているのではないだろ
うか。つまり、子どもの姿にも「自由画教育運動」以前に、臨画からの脱却の姿勢（というよりは
むしろ子どもの本来の姿）が伺えるのではないだろうか。
2 つ目は「作文」作品の形式についてである。挿絵を描く位置には決まりがなく、作品ごとに違
う。啓助がどこから枠を設けて挿絵を描く手法を学んだか注目し、4 章において教科書などを取り
上げて検討した。一方、先行研究Ｌの指摘も無視できない。つまり、向野堅一(父)と出版界との浅
からぬ関係と親戚である廣瀬貞一が博文館に務めていたという事実である。さらに隆子(母)が博文
館から絵本を取っていたという事実もある。このことから、皆川は向野家を「教育情報の先進的受
容家庭」として位置付けている。また、
『骨肉』には「みつこしタイムス」などの絵を臨画（時にア
レンジ）した作品が掲載されていることも先行研究Ｆ・Ｌで解説されている。このことから、
「作文」
作品の挿絵の描き方も、先進的に受容していた当時の刊行物から吸収していたものと推測する。
また、絵日記の形式に注目すると、特にＴ4『啓助日記』や「満洲旅行記念号」の挿絵は確かに記
憶をもとに描かれた、現代の絵日記に近い姿が伺える。しかし、日記の用箋は年によっても『啓助
日記』や『骨肉』によっても違い、必ずしも現代のような子ども向けの絵日記帳のような形式は見
られない。さらに、挿絵を描こう、という強い意識は感じられない。それは、Ｔ4『啓助日記』にお
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いて、余白を余白のままにしていたり、余白に文章を追加で書いていたりと、必ずしも余白が挿絵
を描くスペ―スとなっていないこと、
「満洲旅行日記」においても、挿絵を描いていない頁があり、
「絵日記を描く」という構えが伺えないからである。つまり、これらの資料には子どもの自由な姿
がみられる。以上のことに加え、前述の唐沢が提示している絵日記の図版、外山の証言を踏まえる
と、絵日記が学校現場に登場したのは、早くとも大正期の後期ではないか、という推測に至る。
3 つ目は絵の特徴についてである。当初より「満洲旅行日記」に描かれている挿絵には対象の全
体像を描いた引きの絵が多いことが気になっていた。今回の分析を通して、2 段組構成の「作文」
作品に描かれている挿絵も全体を捉えた引きの絵が多いことがわかった。逆に枠の中に描かれてい
る絵は対象が切り取られている絵が多い。当初は「満洲旅行日記」に描かれている挿絵は、異国の
地の見慣れない風物のため、細部より全体像の方が描きやすかったのだと推測した。しかし、
「満洲
旅行日記」と「作文」作品の共通点から考えると、枠の有無が記憶の切り取り方(構図の取り方)に
関係しているのではないか、という新たな推測が立つ。
最後に、啓助の文章の書き方について新たな発見があった。先行研究Ｄでは、
「満洲旅行日記」の
記述について「簡単に経過を記すのみ」20)と指摘されている。これはＴ4『啓助日記』の記述におい
ても同様の特徴がみられる。しかし、
「作文」作品には形容詞や副詞、比喩表現が用いられている文
章が多数確認でき、感情の表現が見られた。この点は新たな発見であった。
以上、今回の分析は様々な推測と多くの研究課題を残した。本稿は資料紹介的な意義に止まる。
しかし、絵日記に関して歴史的な観点からの研究（論述）が殆どないことから、このように実際の
子どもが取り組んだ作品を元に文章と絵の関係を考察できることは貴重である。唐沢は、絵日記が
開始された背景として「児童の生活を重視する」21)大正期の新教育思想を挙げている。まさに啓助
の取り組みは児童の生活そのものだったわけである。ここに、美術教育史は誰かの教育論で突発的
に転換がなされてきたわけではなく、啓助のような子どもの姿を汲み取って変化してきたのではな
いか、という大きな推測をたてる。今後は、絵日記の歴史についてより深く探求し、これらの推測
を検討していくことが課題である。

注
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M．皆川真理「向野堅一一家の回覧雑誌『骨肉』所収図画にみる流行事物」
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3) 唐沢富太郎『図説 近代百年の教育』
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はじめ、向野四兄弟は当時最も詳しく奉天の状況について見聞を深めた日本人の一人だったと言えよう。
12) ALWAYS 三丁目の夕日 ロケ地ガイド（http://loca.ash.jp/show/2005/m2005_always3.htm，2017 年 9 月 15 日 13
時閲覧）.
13) 唐沢，前掲書，240 頁．
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であるため、少なくとも大正期以降の資料と思われる。
15) 外山卯三郎『絵日記の研究』
（暁教育図書株式会社，1956 年）
，32 頁．
16) 唐沢，前掲書，226 頁．
17) 増田長寛『三字経読本 仮字絵入』
（英蘭堂，1880 年）
．
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情報倫理や情報安全に関する教育に資する
ネットワーク情報モニタシステムの開発
工 藤 雄 司＊ ・ 豊 田 和 恭＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Development of a Network Information Monitoring System
for Education About Information Ethics and Information Safety
Yuji KUDO and Kazuyuki TOYODA

キーワード：情報倫理教育，情報安全教育，情報ネットワーク，情報モニタシステム

情報倫理や情報安全に関する教育は，情報活用の教育と比較して後回しにされやすく，その授業時間も十分に確保され
ていない。この現状を鑑み，コンピュータを活用する各教科や「総合的な学習の時間」において，コンピュータを利用する毎
にこれらの情報倫理や情報安全に関する教育が自動的に行われるシステムを開発した。具体的には，生徒の倫理感や危機
管理能力の向上に貢献できるようにネットワーク上で日常的に作動する形態で「個人情報の入力」や「誹謗中傷にあたる可
能性のある発言」などを監視して警告を発するネットワーク情報モニタシステムを開発し，一定の効果が得られたので報告す
る。

１．はじめに
中学校技術・家庭科技術分野における「D 情報に関する技術」の内容は現状 22 時間程度の授業時
間の中で行われている（文部科学省．2008）
。ここでは，コンピュータの基本的な扱い方に重点が置
かれ，情報倫理（以下，情報モラル）や情報安全（以下，情報セキュリティ）
）といった内容は端折
られがちである。他の教科や「総合的な学習の時間」との連携で，コンピュータの利用スキルを高
めていこうという動きはあるものの，すべての生徒に平等な学習機会が与えられているとは言い難
い。
また，高等学校において共通教科「情報」の「社会と情報」のみならず「情報の科学」でも「情
報社会に参画する態度」が重視されている（文部科学省．2010）にも関わらず，コンピュータ利用
――――――――
*茨城大学教育学部．

**筑波大学附属坂戸高等学校．
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経験の浅い生徒に合わせて授業を展開するため，旧「情報 A」で重視していた「情報活用の実践力」
の内容で指導をする場合が多いという実態がある。ここでも，情報モラルやその他の教育すべき情
報セキュリティの内容は，情報活用に関する教育と比較して後回しにされやすい（中野ら．2009）
。
以上の点を踏まえたうえで，中学校および高等学校の各発達段階における，生徒の情報モラルや
サイバー犯罪に対する危機意識，および危機管理能力の向上を図るため，中学校技術科や高等学校
情報科だけでなく他教科での関連授業や，総合的な学習の時間などでも情報モラルの教育ができる
方策を考えた。
具体的には電子メールやチャット，
電子掲示板などを利用する際のトラブルの防止，
そして知らず知らずに加担しがちなネット犯罪被害の抑止を目的とし，授業時間内のみでは習得が
不完全な情報モラルや情報セキュリティの内容を自動で行うことのできるシステムを開発した。
本システムは，従来のネットパトロールやコンテンツフィルタリングなどの一方的な遮断では生
徒に学習の機会が与えられていないという教育上の観点から，情報社会の暗部を遮断して目に触れ
ないようにするという従来型の教育方法からの脱却を目指している。

２．情報倫理(モラル)と情報安全(セキュリティ)
２．１ 情報倫理(モラル)教育
情報倫理教育(以下，情報モラル教育)におけるモラルとは，社会で生きていくうえでの基礎とな
る善悪の判断力や主体的な態度のことを指す。したがって，情報モラルというのは，情報社会を生
きぬき，健全に発展させていくために身につけるべき考え方や態度であると考えられる。情報教育
を行うにあたって，情報モラルとは重要な項目であるといえる。
情報モラルは道徳などで扱われるような日常生活におけるモラルの育成と重複する内容が多く，
助け合いや思いやりの心を持とうといったものから，基本的なルールを守るといったものまで様々
である。自分自身に関することから，他人，集団や社会との関わりなど，道徳的な内容がモラルの
教育には組み込まれており，日常生活で常識やマナーとして気をつけるべきことは，インターネッ
ト上においても同様に気をつける必要があるということを示している。しかしインターネットの匿
名性ゆえにか，手本となるべき大人たちを例にしても，すべての者がモラルに配慮して行動できて
いるわけではない（戸田ら．2010）
。
将来，子供たちが良識ある大人になるように，徹底した教育がおこなわれる必要がある。情報モ
ラルの教育とは，生徒たちが情報社会に参画するにあたり「社会生活の中で情報や情報技術が果た
している役割や及ぼしている影響を理解し，
情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え，
望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度の育成」を目的としている。内容は下記のような
ものである。
(1)

情報社会についての理解

(2)

情報モラル・情報発信の責任についての理解

(3)

情報社会に積極的に参加し，よりよい社会にするために貢献しようとする態度

具体的な例としては，情報モラルやネチケットと呼ばれるマナー，著作権などの権利問題，プラ
イバシー，コンピュータ犯罪，セキュリティ，マスメディアや社会への影響などが挙げられる。
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２．２ 情報安全(セキュリティ)教育
ここで，
「安全」について定義する。
「安全」を「セーフティ」ととらえる場合と「セキュリティ」
ととらえる場合がある。交通事故や自然災害などの偶発的・突発的な悪意のない驚異に対する安全
を「セーフティ」とするならば，侵入や盗難、破壊など悪意をもって行われる人的な脅威に対する
安全を「セキュリティ」とする。従来は「安全」＝「セーフティ」とするのが主流であったが，最
近では「セーフティ」の意味を含んだ「セキュリティ」が多く見られるようになってきており，以
前は意識されることの少なかった悪意のある脅威に対する安全対策が必要であり，ここでは，この
立場で考えることにする。
一般に情報安全教育(以下，情報セキュリティ教育)は，情報モラル教育の一環として行われてき
た。しかし，本来の情報セキュリティ教育は，情報モラル教育とは異なる点として，具体的に犯罪
被害の避け方や手口，事例を教えるところにある。実際の犯罪の種類や与えられる罰，実態などの
情報を生徒に与えることによって，具体的な予防や対策を中心とした教育を行うべきであると考え
る。これは，従来の情報モラル教育とは一線を画すものである（ネット安全モラル学会．2013）
。
以下にその具体的な内容を示す。
(1) インターネットで犯行予告を書き込んだら逮捕される。
(2) 脅迫メールを送信すると，脅迫未遂にあたり逮捕される。
(3) 実際の事例を用いて，手口やそれに対する罰などを取り上げる，など。
情報通信手段の使い方一つで，被害者にも加害者にもなりうる今日の情報通信社会において，安
全に社会生活を営むためには，情報セキュリティ教育が必要であるといえる。
しかし具体的な事例や罰則に関する情報を踏まえたうえでの教育が推奨される一方で，カリキュ
ラムの構成上十分な授業時間が確保できていないことや，生徒に恐怖心を植え付けるだけではない
かという理由から，現職の教員からの情報セキュリティ教育に対する拒否反応は強いようである。
２．３ 日本におけるサイバー犯罪
近年ではサイバー犯罪に件数が増加し，社会問題となっている。元来，日本では言語の壁がある
ために，欧米や中国の近隣諸国と比較してサイバー犯罪被害は少ないとされてきた。しかし，ソニ
ーを対象とした一連の情報搾取や，スクウェア・エニックスや任天堂のハッキングによるユーザー
情報流出，三菱東京 UFJ 銀行などネットバンキングに対する攻撃など，世界的にサイバー犯罪が猛
威をふるう中，日本も立派な“サイバー犯罪先進国”であると言える。これは他国が情報セキュリ
ティ教育を行う中で，従来の情報モラル教育を推進してきた結果であり，道徳教育と同様に「良心
に訴える」という教育では不十分であるということを裏付けるものでもある。
警視庁によると『サイバー犯罪(Cybercrime)』とは，コンピュータ技術および電子通信技術を悪
用した犯罪と定義しており，従来のハイテク犯罪と同義語としている。日本では次の 3 つの類型に
区別される。
１．コンピュータ／磁気的記録対象犯罪。
２．ネットワーク利用犯罪。
３．不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反。
サイバー犯罪の特徴としては，匿名性が高いことや，証拠が残りにくいなど犯人逮捕につながら
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ないケースも多い。また，被害が瞬時に広がり不特定多数になることや，時間・場所の物理的な制
限がないことも大きな特徴といえる。
警視庁が発表している 2012 年中のサイバー犯罪の検挙状況等について見てみると，2012 年中の
サイバー犯罪の検挙件数は 7,334 件で，前年比＋1,593 件と，22.7%増えている。図 1 にサイバー
犯罪の検挙件数の推移を示す。

図１ サイバー犯罪の検挙件数の推移

図２ ネットワーク利用犯罪の内訳

図１を見ると，ネットワークを利用した犯罪の件数が増加していることが分かる。不正アクセス
の件数も以前と比較すると落ち着いてきた印象を受けるが，決して少ないとは言えない。図２にネ
ットワーク利用犯罪の内訳を示すが，年々増加の一途をたどっていることが見て取れる（警視庁．
2013）
。

３．ネットワーク情報モニタシステム
３．１ システムの概要と動作
本研究において開発した「ネットワーク情報モニタシステム」の概要を図 3 に示す。監視装置をル
ータ直下に設置することで，ＬＡＮ上を流れている情報をモニタしている。
動作手順を以下に示す。
１．

インターネットと各コンピュータがやり取りする内容をモニタする。

２．

通信内容の良し悪しを一定の基準で解析・分析する。

３．

問題を検出したら通信している端末に警告を表示する。
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図３ システムの概要

図４ システムの動作

端末への警告発信の動作を図４に示す。ある端末から「個人情報の入力」や「誹謗中傷にあたる
可能性のある発言」が行われたことを想定して，警告を発信する動作を示している。
本システムにおいての機能としては，警告を発信するだけのものであり，フィルタリングのよう
なブロック機能は想定していない。これは，先に述べたように，従来のネットパトロールやコンテ
ンツフィルタリングなどの一方的な遮断が，生徒から学習の機会を奪っていると考えているためで
ある。
３．２ システム設計の留意点
システムを構築するにあたっての留意点を以下に記す。
3.2.1 言語の選定
システムを構築する際の使用言語として C/C++を選定した。C/C++は複数のプログラミングパラダ
イムをサポートする，マルチパラダイムプログラミング言語である。他の言語と比較してハードウ
ェア寄りのプログラミングが可能であり，スクリプトなどの組み込みにも利用され，応用の幅が広
いと考えたためである。
3.2.2 プライバシー保護への配慮
監視システムを構築するにあたり，情報をモニタリングするという形式を用いているため，プラ
イバシー問題は避けて通ることができず，個人情報の取り扱いには十分に注意する必要がある。そ
のため，本システムではテストモードの導入を検討しており，テストモード以外の通常運用におい
てはログを記録しないように設計している。
さらに秘匿性を向上させるための配慮として，第三者が監視せずにコンピュータが自動的に判断
し処理を行う形式をとっている。一定のアルゴリズムにより解析処理を行うことによって，監視者
の存在しないクリーンな環境を構築した（大谷．2009）
。
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３．３ システムの制作
制作したシステムの概要を示す。後のデバックと拡張を考慮して，機能ごとに部品化して作業を
進めた。
3.3.1 パケットモニタ・パケ
ット解析
ネットワーク上を流れるパ
ケットデータを取得し，復元・
解析を行うという仕様でシス
テムを考案し，
その作成に取り
組んだ。
図５は実行したプログ
ラムが流れてきたパケットを
取得して表示しているところである。

図５ パケットモニタリング

3.3.2 自然言語処理システム
自然言語処理（natural lsnguage processing）とは，人工知能
や言語学の一分野であり，我々が日常的に使用している自然言語を
コンピュータに処理させる一連の技法を指す。データベースに登録
してある情報を自然言語として変換する処理や，反対に機械言語と
して変換するといった処理が行われる。NTT DOCOMO の「しゃべっ

図６ 処理の概要

てコンシェル」や，KDDI の「おはなしアシスタント」などでこ
の技術が利用されている。システムの中枢となる言語解析処理
部における基本的な処理の流れを図６に示す。ユーザーの入力
したテキストに対してプログラムがデータベースと照合を行
い，マッチするものがあれば警告を発信するというもので，実
際に動作しているものが図７になる。処理のアルゴリズムとし
て，ポピュラーな自然言語処理技法であるプロダクションルー
ル（production rule）を取り入れた。プロダクションルールは
「もし～ならば～である（if then）
」という形式のルールを積
み重ねることによる知識表現形式である。これにより「誹謗中
傷」に当たる可能性のある単語や「個人を特定できる情報」に

図７ 実行画面

準ずるキーワードをトリガとして警告の発信を行っている。
3.3.3 IME 関連の操作
IME とは Input Method Editor の略称であり，Windows のシステム上で英語や日本語などの入力
を行うために必要なソフトのことを指す。Editor といっても実際には編集ではなく変換するための
プログラムである。Windows では IME であるが，Macintosh では IM，X Window System では XIM と
呼ばれているため，統一された略称はなく，プラットフォームが変われば当然プログラムは動作し
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ない。図８に IME を操作し『不適切と思われる表現』の指摘を行うプログラムの実行画面を示す。
また，図９にはデータマッチング用のデータベースを示す。

図８ IME 操作プログラム

図９ データベース

メインプログラムの開始時にサーバプログラムと通信し，不適切表現の記述されたデータベース
のダウンロードを行う。それ以降はユーザーからのキーボード入力を監視し，随時データベースと
マッチングを行う流れとなっており，マッチングした場合にはメッセージボックスにて警告を発信
している。マッチングの判断として先に述べた自然言語処理のプログラムと同様の処理を行う。

４．まとめ

ここでは，日常的に運用することで情報モラルや情報セキュリティの内容を補完することのでき
る
「情報倫理や情報安全に関する教育に資するネットワーク情報モニタシステムの開発」
を行った。
昨今，情報モラルの重要性が叫ばれてはいるが，携帯電話やＰＤＡ端末が普及する中で，パソコ
ンに導入する情報モラル教育システムの有用性を疑問視する意見もあると推察される。しかし，小
学校や中学校では学内での携帯電話の利用は許可されておらず，インターネットへ接続する際には
学校内のコンピュータを使用しなければならないため，開発したシステムの設置は有効である。
また，高等学校においては工業科や商業科はもちろんのこと，普通科においても，近年の情報科
教育の必修化によって以前よりも学校内のコンピュータが利用される機会は増えているため，本シ
ステムが利用される機会は多い。
従来のフィルタリングなどのブロック機能を提供せず『不適切発言を検知し警告を行う』という
限定した機能ゆえに，利用の意義を問われる可能性も捨てきれないが，これは生徒に学習や気づき
の機会を与えるためのものであり，情報モラル教育の内容を補完するためのシステムであるため，
教育的な有用性は高いと考える。
今後の課題としては，プログラムの動作が Windows 環境に依存しているので，マルチプラットフ
ォームに対応したものに組み替えていく必要がある。
また，
現段階では誤検出が少ないとは言えず，
問題のない部分で警告が表示されてしまうこともあるため，データベースの改善を図ることを検討
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している。
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小学校生活科の教育課程改善に向けた一考察
―― 社会情動的スキルの発達を促す生活科の指導 ――
大 西

有＊ ・ 久保田みどり＊＊

(2017 年 10 月 25 日受理)

A Study for Improving the Educational Curriculum in Elementary School Life:
Teaching Living-Related Subjects to Promote Social Emotional Skill Development
Tamotsu ONISHI and Midori KUBOTA

キーワード：小学校生活科，社会情動的スキル，カリキュラム・マネジメント

平成２８年８月，
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会より出された次期学習指導要領等に向けたこれま
での審議のまとめ（報告）では，生活科の学習指導についての成果として，身近な人々，社会及び自然等と直接関わること
や気付いたこと・楽しかったことなどを表現する活動を大切にする学習活動が行われていることを挙げている。一方，さらな
る充実を図る点として，「活動あって学びなし」とならない，幼稚園との接続をより一層意識する，スタートカリキュラムを生活
科のみならず教育課程全体を視野に入れた取組とする，中学年から学ぶ学習内容との接続を明確にすること，生活科にお
ける「見方・考え方」を育むことなどを挙げている。
これらのことを踏まえ，本研究では現在 A 小学校において実施されている生活科の内容及び学習活動を新しい学習指導
要領で求められている内容等との関連を踏まえて考察し改善の方法を明らかにする。併せて，これからの時代を生きる児童
に必要とされている社会情動的スキルを育てる学習活動との関係においても考察し，指導の方向性を見出すことを目的に実
施した。

はじめに
平成 29 年 3 月告示の新しい幼稚園教育要領，学習指導要領（以下，新幼稚園教育要領，新学習指
導要領とする。
）は，全ての教科等の目標及び内容が，
「知識及び技能」
「思考力，判断力，表現力等」
「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱で整理されている。これは，教育課程全体を通して未来
を生きる子どもたちに育成を目指す資質・能力を明確化し社会と共有すること，各教科等における
――――――――
*茨城大学教育学部

**茨城大学教育学部附属小学校

- 123 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

「見方・考え方」を働かせて「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて授業改善を図ること，
各学校におけるカリキュラム・マネジメントを推進することなどを目的に行われている。
これを受け，幼稚園教育では，育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」が示
された。幼児の活動に関しては，身近な環境に主体的に関わり，環境との関わり方や意味に気付き，これ
らを取り込もうとして，試行錯誤したり，考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生か
すことが示されている。カリキュラム・マネジメントに関しては，入園から修了までを見通し，「健康」「人間
関係」「環境」「言葉」「表現」の５つの領域を適切な時期に位置付けるとともに，そこでの活動がふさわしい
内容となるようすることと，小学校との接続に配慮することが示されている。
生活科では，目標に関しては，「身近な生活に関する見方・考え方を生かす」ことが示され，内容に関し
ては，〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕，〔身近な人々，社会及び自然と関わる生活に関する
内容〕，〔自分自身の生活や成長に関する内容〕の三つに整理された。授業改善に関しては，活動や体験
を通して気付いたことを多様に表現し考えたり，「見付ける」「たとえる」「試す」「見通す」「工夫する」等の
多様な学習活動を行ったりすることを重視することが示されている。カリキュラム・マネジメントに関しては，
幼児期と小学校低学年及び中学年での教育それぞれの接続を円滑に行うことなどが示されている。
幼稚園教育において育みたい資質・能力と生活科において育成を目指す資質・能力には連続性があ
り，特に，表１両方の (1)，(2)とも「～の基礎」となっている。これらの資質・能力は，幼稚園教育において
は調整された環境における遊びを通して一体的に，生活科においては各教科等との学習のつながりを
踏まえ総合的に育成することが求められている。なお，これらは，幼稚園教育と小学校教育との教育課程
における接続の問題点を解消するための取組でもある。
表 1 幼稚園教育において育みたい資質・能力と生活科において育成を目指す資質・能力の比較

幼稚園教育要領

生活科学習指導要領

(1) 豊かな体験を通して，感じたり，気付いたり， (1) 活動や体験の過程において，自分自身，身
分かったり，できるようになったりする。〔知識及

近な人々，社会及び自然の特徴やよさ，それら

び技能の基礎〕

の関わり等に気付くとともに，生活上必要な習
慣や技能を身に付けるようにする。〔知識及び
技能の基礎〕

(2) 気付いたことや，できるようになったことなど (2) 身近な人々，社会及び自然を自分との関わり
を使い，考えたり，試したり，工夫したり，表現し

で捉え自分自身や自分の生活について考え，

たりする。〔思考力，判断力，表現力等の基礎〕

表現することができるようにする。〔思考力，判
断力，表現力等の基礎〕

(3) 心情，意欲，態度が育つ中で，よりよい生活 (3) 身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，
を営もうとする。〔学びに向かう力，人間性等〕

意欲や自信をもって学んだり生活を豊にしたり
しようとする態度を養う。〔学びに向かう力，人間
性等〕

さて，近年，幼児期における「社会情動的スキル」，いわゆる否認知的能力の獲得が大人になってから
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の生活に大きな差を生じさせるという研究結果や語彙数，多様な運動経験などがその後の学力，運動能
力に大きな影響を与えるという調査結果１）などから幼児教育及び小学校低学年の教育との接続に関する
重要性への高まりも見られる。
「社会情動的スキル」について，池迫・宮内(2015)はOECD の報告書の日本語版(池迫，宮本2015)の中
で，「（a） 一貫した思考・感情・行動のパターンに発現し，（b）学校教育またはインフォーマルな学習によ
って発達させることができ，(c)個人の一生を通じて社会・経済的成果に重要な影響を与える個人の能力」
と定義付けている。２）これは，目標を達成する力（例：忍耐力，意欲，自己制御，自己効力感），他者と協働
する力（例：社会的スキル，協調性，信頼，共感），そして情動を制御する力（例：自尊心，自信，内在化・
外在化問題行動のリスクの低さ）を含んでいる。つまり，これからの社会を生きる児童生徒にとっては，人
生のさまざまな場面において目標を達成するため多様なスキルを必要とするが，それは，認知的スキル
だけではなく社会情動的スキルも必要であり，この二つは独立しているものではなく，むしろ発達とともに
お互いに作用し融合するものであるとしている。（図 1）
また，欧米における大規模な縦断研究で，社会情動的スキルはその後の学業成績や高校の卒業率，
社会保護を受けている比率，収入などを指標とするウェル・ビーイング（心と体の健康，幸せ）を予測する
ことが示されている。３）なお，社会情動的スキルの伸展については幼児期のみに限ったことではなく，適
切な環境（例えば家庭，学校，社会）との関わりよって，認知的スキルと比較して生涯のうちで比較的遅い
段階においても変化させることが可能であることも分かっている。４）

目標の達成
・忍耐力

基礎的認知能力
・パターン認識

・自己抑制

・処理速度

・目標への情熱

・記憶

認知的スキル
獲得された知識
・呼び出す
・抽出する
・解釈する

社会情動的
スキル

・知識，思考，経験を
獲得する精神的能力
・獲得した知識を基に
解釈し，考え外挿す
る能力

外挿された知識

他者との協働
・社交性
・敬意
・思いやり

情動の制御

・考える

・自尊心

・推論する

・楽観性

・概念化する

・自信

図 1 認知的スキルと社会情動スキルの関連（OECD (2015)，池迫・宮内(2015)）

ここで，図１と表 1 を比較すると，表 1 で示している内容のうち〔知識及び技能の基礎〕〔思考力，判断力，
表現力等の基礎〕がおおよそ認知的スキルに関係する内容であり，〔学びに向かう力，人間性等〕が認知
的スキルの獲得の基礎的な資質・能力となる社会情動的スキルに関係する内容と捉えることができる。幼
稚園教育において育みたい資質・能力と生活科において育成を目指す資質・能力は，発達とともにお互
いに作用し融合する認知的スキル，社会情動的スキルの基礎的なものであり，この時期に身に付けること
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はその後の学習や生活において非常に重要な意味を持つと考えられる。なお，社会情動的スキルに関
係する内容と捉えることができる〔学びに向かう力，人間性等〕については，生活科のみならず全ての教
科等の学習において，目標に向かってがんばる姿勢，児童生徒同士の関わりや協力して問題解決に向
かう姿勢，それぞれの学習に取り組む姿勢など，いわゆる情意的な側面として伝統的に日本の教育にお
いて重視されてきた内容でもある。これは，例えば各教科等の学習や活動における目標及び評価の観点
の一つに「関心・意欲・態度」を位置付けられていたことでも明かである。しかし，この目標を達成するため
の指導や実現状況の評価については，これまでも多様な取組が行われていたものの，「わかりやすい形
で現れないこと，そのことにより結果について説明責任を果たす教師に負担感があった」５）ことも事実であ
る。

問題と目的
これまでは，幼稚園教育及び生活科の学習が基礎的な認知的スキル，社会情動的スキルを育てること
につながっていること，２つのスキルをこの時期に身に付けることはその後の学習や生活において非常
に重要なものであることを確認した。また，日本の教育において重視されてきた情意的な側面を育てる指
導が，特に社会情動的スキルの発達に寄与すること，その指導と評価が難しいと認識している教師が多く
いることも確認した。
本稿で取り上げる生活科に関しては，平成２０年公示の学習指導要領６）（以下，旧学習指導要領とす
る。）では，目標が「具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわりに関
心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程において生活上必要な習慣や
技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。」であり，評価の観点及びその趣旨は，観点「生活への関心・
意欲・態度」，趣旨「身近な環境や自分自身に関心をもち，進んでそれらとかかわり，楽しく学習したり，生
活したりしている。」である。この目標を実現するために，各学校において地域の特色を生かして様々な
学習活動が行われてきたが，その成果として身近な人々，社会及び自然等と直接関わることや気付いた
こと・楽しかったことなどを表現する活動を大切にする学習活動が行われていることが挙げられている。一
方，さらなる充実を図る点として，「活動あって学びなし」とならない，幼稚園との接続をより一層意識する，
スタートカリキュラムを生活科のみならず教育課程全体を視野に入れた取組とする，中学年から学ぶ学習
内容との接続を明確にする，生活科における「見方・考え方」を育むことなどが挙げられている。７）
「活動あって学びなし」を改善するためには，具体的な活動を通してどのような思考力等を発揮させる
のか，教師が単元や活動のまとまりにおける「ねらい」を明確にもつことや，教師間で協働して実施する場
合には共有するための手立てをもつことが必要である。「幼稚園との接続をより一層意識する，スタートカ
リキュラムを生活科のみならず教育課程全体を視野に入れた取組とする，中学年から学ぶ学習内容との
接続を明確にする，生活科における『見方・考え方』を育む」ことについては，「幼児期の終わりまでに育
って欲しい姿」，「生活科の目標，育成を目指す資質・能力」と中学年以降の「各教科等の目標，育成を目
指す資質・能力」との「つながり」を明確にして，生活科の役割を考えることが必要である。
児童にとって第２学年の終わりまで続く生活科の学習は，幼稚園の遊びを通した学びから，小学校に
おける時間的な制約の下で計画的に学ぶ第一歩である。そのため，生活科を指導する教師には幼稚園
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における活動と各教科等の学習，その後の総合的な学習の時間へのスムーズな接続を図ることが求めら
れている。そして，生活科での学びの成否が児童の社会認知的スキルの発達に大きな影響を与えること
を十分に認識する必要がある。
ここで，新学習指導要領における生活科の内容の構造を確認する。通常，各教科等の学習は，それな
らではの見方・考え方を働かせて「①知識及び技能（何を理解しているか，何ができるか）に基づき，②思
考力，判断力，表現力等（理解していること・できることをどう使うか）を働かせて問題を解決する活動を行
い，③学びに向かう力や人間性等（どのように社会・世界に関わり，よりよい人生を送るか）」を高めるよう
な内容構成となっている。しかし，生活科は，全ての内容が，「～を通して（具体的な活動や体験），②思
考力，判断力，表現力の基礎（～ができ），①知識及び技能の基礎（～が分かり・に気付き），③学びに向
かう力，人間性等（～しようとする）」で構成されている。これは，活動を通して学ぶ生活科の特徴を表して
おり，幼稚園教育及び他教科等の学習との接続を踏まえたものである。低学年の児童によき生活者として
の資質・能力を育成していくために，家庭や幼稚園等で培った身近な生活に関わる見方・考え方を生か
して具体的な事象，ひと，もの等を学習対象として捉え，触れ，感じ，行為したことを基に考え表現する。
対象の理解や自分自身への気付き，他者（相手，仲間，教師）との双方向のやりとりや評価（自己評価を
含む）を学びに向かう力，安定的で持続的な態度，確かな行動につながる人間性（社会情動的スキル）へ
と昇華させることが求められている。
以上のことから，本研究では平成２７年度に A 小学校において実施された第 2 学年生活科の内容構成
を新学習指導要領で求められている内容構成と比較し過不足を確認するとともに，教師間の協働的な取
組を促す方策についても考察する。その後，各内容の指導計画に示された学習活動の構造を分析し改
善の方策を示す。また，社会情動的スキルを育てる指導と評価の方法についての方向性を見出すことを
目的に実施する。
なお，本稿で考察する範囲は，A小学校第2学年生活科「ゆめの時間」全体構造図，単元や活動のまと
まりごとの指導計画の内容のみとする。
また，本研究では，「はじめに」「問題と目的」「考察」「まとめ」を大西が執筆し，A 小学校第 2 学年生活
科「ゆめの時間」全体構造図（以下，構造図とする。），単元や活動のまとまりごとの指導計画（以下，指導
計画とする。）を久保田が執筆した。

考察
「A 小学校において実施された第 2 学年生活科の内容構成を新学習指導要領で求められている内容
構成と比較し，過不足を確認するとともに，教師間の協働的な取組を促す方策についても考察する。」に
ついては，新しい学習指導要領に示されている内容ごとに，構造図に示されている「見つけにいこう学校
のきらり」や「おしえてあげるよ」等を学習対象・学習活動等で分類し，生活科の目標に基づいた内容及び
学習活動であるか過不足を確認した。
図2 「A 小学校第2 学年「ゆめの時間」全体構造図 久保田 (2015)」を図3「生活科の内容の全体構成
学習指導要領解説生活編（2017）」と比して，内容と学習活動基に内容ごとに分類した（表 2）
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図 2 A 小学校第 2 学年生活科「ゆめの時間」全体構造図 久保田 (2015)
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図 3 生活科の内容の全体構成 学習指導要領解説生活編（2017）

その結果，図2 については，(2)家庭生活に関わる内容が位置付けられていないものの，他の内容は充
足されている。（ (2) 家庭生活に関わる内容については，第1 学年で集中的に実施しており，第2 学年で
は位置付けていない。）また，教師の協働的な取組を促す方策として時期，内容，活動間のつながりが
「見える化」されていること，それぞれの活動で予想される子どもの「思いや願い」と考えられる内容が位
置付けられていることなど，学校全体や学年の教師間で指導内容や方法を統一する上でも有効な手立て
が取られていることが読み取れる。
改善の視点としては，適切な実施時数を維持することである。生活科は他教科等の学習の基本となる
内容を扱うため截然と分類することは難しいが，適切な時数管理は児童の負担過重を防ぐ意味合いもあ
るため，カリキュラム・マネジメントを実施し重複する内容を見出し削減するなどの取組が求められる。
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表 2 生活科の内容の全体構成と A 小学校 2 学年ゆめの時間(2015)の比較
階層

活
に
関
す
る
内
容

内容

第 2 学年

学習対象・学習活動等

学
校
，
家
庭
及
び
地
域
の
生

(1)

学校生活に関わる活動を行う

(2)

家庭生活に関わる活動を行う

(3)

地域に関わる活動を行う

身
近
な
人
々
，
社
会
及
び
自
然
と
関
わ
る
活
動
に
関
す
る
内
容

(4)

・見つけにいこう学校のきらり

・見つけに行こう町のきらり
（町探検，わかったことを伝えよう）

公共物や公共施設を利用する活動を

・教えてあげるよ（学校案内，一緒に遊ぼう）

行う

・もっときらりをひろげよう（電車でゴー，ようこ
そ附属小へ）

(5)

身近な自然を観察したり，季節や地域
の行事に関わったりするなどの活動を

・おにぎりを食べてね（おにぎりづくり，おにぎり
のプレゼント）

行う
(6)

(7)

身近な自然利用したり，身近にあるも

・つくって遊ぼう

のを使ったりするなどして遊ぶ活動を

（身近なものを使っておもちゃづくり，遊び会の計画）

行う

・見つけにいこう学校のきらり

動物を飼ったり植物を育てたりする活

・教えてあげるよ（あさがおおゆずり会）

動を行う

・お米を育てよう（田植え，管理作業，収穫）
・うさにわとなかよし（うさぎとニワトリのお世話）
・大切にお世話してね（うさにわブックづくり，う
さにわおゆずり会）

(8)

自分たちの生活や地域の出来事を身
近な人々と伝え合う活動を行う

成
長
に
関
す
る
内
容

自
分
自
身
の
生
活
や

(9)

※内容(1)，(3)～(7)，(9)に関わる全ての内容に位置
付けられている。

自分自身の生活や成長を振り返る活動

・こんなゆめの時間にしよう

を行う

・こんなにおおきくなったよ（成長のアルバムづく
り，おうちの人からの手紙）

「各内容の指導計画に示された学習活動の構造を分析し改善の指針を示す。」については，単元「見
つけにいこう学校のきらり」を取り上げ考察する。新学習指導要領では，生活科の全ての内容が，「～を通
して（具体的な活動や体験），②思考力，判断力，表現力の基礎（～ができ），①知識及び技能の基礎（～
が分かり・に気付き），③学びに向かう力，人間性等（～しようとする）」で構成されている。
本単元は，「学校，家庭及び地域の生活に関する内容の(1)」に相当し，６時間扱いで２時間を１つの活
動のまとまりとして３回に分けて実施している。図 4 A 小学校第 2 学年生活科「ゆめの時間」単元や活動
のまとまりごとの指導計画 久保田 (2015)は，１回目（２時間分）の内容である。
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図 4 A 小学校第 2 学年生活科「ゆめの時間」単元や活動のまとまりごとの指導計画 久保田 (2015)

本単元の指導は，大まかに示すと次のア～キの流れになっている。1 回目がア，イ，ウの内容，２回目
がエ，オの内容，３回目がカ，キの内容である。
ア 教師による課題の提示→「学校で自分にかかわってくれている人にはどんな人たちがいるかな」
イ 児童の活動→「自分にかかわってくれている人について」考え，意見を出し合う。
ウ 児童の活動→課題の解決の方策を考える。
エ 児童の活動→観察・調査，結果のふり返りを行う。
オ 児童の活動→振り返ったことを発表する。
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カ 教師の活動→考えをつなげる（広げる）課題の提示→「じぶんのいえの近くにも，きらりな人や
ばしょ・しぜんはあるかな」
キ 児童の活動→「自分の家の近くにいるきらりな人，場所，自然について」考え，発表する。
本単元の内容に関わる構造は，新学習指導要領で求められている各内容の構造と同様であり，この取
組を継続することで，②思考力，判断力，表現力の基礎（～ができ），①知識及び技能の基礎（～が分か
り・に気付き），③学びに向かう力，人間性等（～しようとする）」が育まれていくと考えられる。なお，今後，
新たな活動を取り入れたり，学習活動を変更したりする場合については，図 3 生活科の内容の全体構成
学習指導要領解説生活編（2017）に示されている各内容の要素と照らし合わせることで，育成を目指す資
質・能力との整合性を明らかにすることができる。
「社会情動的スキルを育てる指導と評価の方法についての方向性を見出すこと」については，生活科
の学習において育まれる「学びに向かう力・人間性等」に基づき考察する。図３には「学びに向かう力」は
示されているものの，「人間性等」について具体的な姿として示されていない。もとより資質・能力としては
「学びに向かう力，人間性」とまとめて扱われているが，ここで示されていないのは，各内容の学習によっ
てのみ現れる具体的な姿を求めているのではなく，生活科の学習全体を通して育まれる資質・能力と考
えられている。しかし，それぞれの内容に関して設定する学習活動に，社会情動的スキルの要素である
「目標を達成する力」，「他者と協働する力」，「情動を制御する力」が必要となる場面を意図的・計画的に
位置付け，指導者がそれぞれの子どもの実態に応じて，学習活動の場面でそれらの要素に関わる言動
などが表出された際に「適切な評価」を行うことが児童の社会情動的スキルを育むことにつながると考え
ている。
Ａ小学校では，これまでも内容や活動のまとまりに応じて，幼稚園や上下の学年との異学年交流を積
極的に位置付けている。異学年である幼児・児童を「おあいてさん」と称して「相手意識」を育むとともに，
異学年間の双方向のやりとりが活動に対する「目的意識」を育んでいる。また，それぞれの活動場面で中
心として活動する児童を適宜交代させるなどの取組を行っている。これらは，社会情動的スキルの要素を
育む学習活動として捉えることができる。

まとめ
本研究は，平成 27 年度に A 小学校において実施された生活科の教育課程について，新しい学習指
導要領との関連を踏まえて考察し改善の指針を明確にする。併せて，実施されている学習活動をこれか
らの時代を生きる児童に必要とされている社会情動的スキルを育てる学習活動との関係においても考察
し，指導と評価の方向性を見出すことを目的に実施した。
考察の結果，A 小学校生活科の指導内容や方法は，すでに新しい学習指導要領で求める内容および
その構成に則り実施されていたことが明らかとなった。また，社会情動的スキルを幼児教育の段階から継
続的に育むことが必要であること，小学校においては生活科の学習が大きな役割を担っていることを，生
活科が育成を目指す資質・能力との関係を踏まえて明らかにした。
今後は，社会情動的スキルの要素である「目標を達成する力（例：忍耐力，意欲，自己制御，自己効力
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感），他者と協働する力（例：社会的スキル，協調性，信頼，共感），そして情動を制御する力（例：自尊心，
自信，内在化・外在化問題行動のリスクの低さ）」を意図的・計画的に指導し評価する場面を指導計画に
位置付ける方策と評価方法について研究を進めていきたい。

注
1)中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会『児童生徒の学習評価の在り方について（報告）』
（中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会．2010）．23
2)池迫浩子．宮本晃司．ベネッセ教育総合研究所（訳）『家庭，学校，地域社会における社会情動的スキ
ルの育成 国際的エビデンスのまとめと日本の教育実践・研究に対する示唆』（ベネッセ教育総合研究
所．2015）．13
3)前掲書．9
4)前掲書.15
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学校家庭クラブ活動による小中学生を対象とした
消費者トラブル予防出前講座の効果
村 上 睦 美＊ ・ 野 中 美 津 枝＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Preventing Consumer Trouble of Elementary and Junior High School Students by Delivering Lectures during
School Home Economics Club Activities
Mutsumi MURAKAMI and Mitsue NONAKA

キーワード：消費者教育，学校家庭クラブ，高校生，地域連携

近年，スマートフォンの普及に伴いスマートフォン利用におけるインターネット関連のトラブルが小中学生にも増加してお
り，消費者教育が必要とされている。しかし，学校における消費者教育には課題が多く，消費者教育の推進のため，教育行
政と消費者行政の協力体制の構築が求められている。茨城県立神栖高等学校家庭クラブでは神栖市消費生活センターと連
携して，小中学生対象に消費者トラブル予防出前講座を行っている。そこで，本研究では，小中学生のスマートフォンに関
する意識と出前講座の効果を調べるために，出前講座の事前事後に受講した小中学生にアンケート調査を実施し，さらに講
座を担当した高校生及び消費生活センター職員に聞き取り調査を実施して分析した。その結果，小中学生は消費者トラブル
予防出前講座を受講することによって危険性を認識し，対処法を学習して今後のスマートフォンの使い方への意識にもつな
がっていた。また，高校生自身の知識や自己肯定感の向上になり，さらに地域に受け入れられやすい高校生と専門的知識
を持つ消費生活センターが連携することにより相乗効果が生まれ，地域の消費者教育の推進，消費者市民社会の構築に一
定の効果があることが立証された。

Ⅰ．はじめに
近年，スマートフォンの普及に伴いスマートフォン利用におけるインターネット関連のトラブル
や相談件数が増加している 1)。小中学生においても平成 22 年からスマートフォンを所有・利用率が
増加し 2)，オンラインゲームのトラブル件数の増加 3)や，SNS での仲間外れや誹謗中傷，個人情報
の流出などの SNS におけるトラブルの発生 4)が見られている。茨城県においてもインターネット上
――――――――
*茨城県立神栖高等学校

**茨城大学教育学部
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でいじめを受けた事がある児童生徒が確認されている 5)。未成年者におけるインターネットへの依
存において，高依存群を占める割合が小学生では 5%未満だが中高生になると一挙に 2 割，3 割を超
え，低依存群と比較すると高依存群は被害経験が多く 6)，小学生のうちからインターネットの利用
の仕方を学び，インターネットの依存やトラブルを未然に防止する消費者教育が求められる。
2012 年に消費者教育推進法が制定され，消費者教育は，消費者が消費者市民社会を構成する一員
として主体的に消費者市民社会の形成に参画することを支援し，幼児から高齢者まで体系的に行わ
れるとともに，学校，地域，家庭，職域などそれぞれの場における消費者教育を推進する多様な主
体の連携が求められている。地域の消費者教育は，地方公共団体が設置している消費生活センター
が主に担っているが，消費生活の苦情相談が中心で，消費者教育の体制などに課題が多い 7）。その
ため，生涯にわたる消費生活の基盤として学校教育における消費者教育の推進が特に重視されてい
るところである。学校における消費者教育については，1989 年の学習指導要領で本格的に消費者教
育が導入され，家庭科，社会科の公民分野で中心的に実施されてきた。しかしながら，2008 年の内
閣府調査によると，消費者教育が本格的に導入された時期に学校で学んだはずの 20 歳代でも消費
者教育を受けたことがあると回答したのは 24.8％にとどまり，消費者教育が十分に行われていない
ことが指摘されている 8）。さらに，小中学校の家庭科担当教員調査によると，消費生活分野の指導
が「得意である」と回答したのは 12.7％と低く，教員自身が消費者教育に関する十分な学習経験を
持っておらず，教育行政と消費者行政の協力体制の構築が必要とされている 9)。
高校の家庭科では，授業で学んだことを活かして学校や地域の生活をよりよくすることを目的と
した問題解決型学習の一つに学校家庭クラブ活動がある。茨城県立神栖高等学校家庭クラブでは若
年者にとって身近なスマートフォンに関する問題に焦点を当てその課題解決を図ることにした。ま
ずスマートフォンにおけるトラブルの実態や予防方法を把握するために神栖市主催のスマートフォ
ンに関する出前講座を依頼した。この出前講座を機に消費生活センターと情報交換を行うようにな
り交流する機会が増えた。そして平成 26 年から学校家庭クラブ活動として消費生活センターと連
携し，小中学生にスマートフォン及び SNS 使用において正しい判断力や意志決定能力を身につけさ
せるために出前講座を行っている。
この活動については，消費者教育支援センター「消費者教育研究 NICE ニュースレター178 号」
，
関西消費者協会「消費者情報 12 月号 No.477１」
，内閣府主催「平成 28 年度青少年インターネット
利用環境づくりフォーラム」独立法人国民生活センター主催「平成 28 年度年度全国消費者フォーラ
ム」で事例報告している。しかしながら，出前講座の事前事後に実施した小中学生への調査等の詳
細な分析はしていない。
そこで，本研究では学校家庭クラブ活動による小中学生を対象とした消費者トラブル予防出前講
座の事前調査から，小中学生のスマートフォンに関する意識を分析するとともに，受講した小中学
生の事前事後のスマートフォンに関する意識の比較，講座を担当した高校生及び連携した消費生活
センターの職員への聞き取り調査から，出前講座の効果を検証することにした。

Ⅱ．出前講座の内容
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表 1 小学生対象消費者トラブル予防出前講座の内容
小学生対象（45 分）
１．寸劇
（1）課金のトラブルについて
小学生の男児が親のクレジットカードの暗証番号を控えていたために，オンラインゲームの課金で多額
の請求を受けてしまった話。
（2）SNS いじめについて
中学生の女子が SNS 上に友達の写真を勝手に投稿し悪口を書いたことにより，仲間はずれにされて不
登校になってしまった話。
２．○×クイズ
（1）SNS の写真投稿について
（2）オンラインゲームの課金について
（3）LINE の ID 交換について
（4）身に覚えのないメールについて
（5）LINE で送られてきた URL について
３．講座のおさらい
４．神栖市消費生活センター相談員の話
表 2 中学生対象消費者トラブル予防出前講座の内容
中学生対象（45 分）
１．寸劇
（1）SNS いじめについて
※小学生対象と同様の話
（2）不適切な画像投稿について
中学生の男子が勝手に友達の写真を投稿したために，個人が特定され嫌がらせを受けてしまう話。
２．中学生と高校生のトークタイム
高校生が中学生の代表者に以下の 3 つの再現画像を見ながらそれぞれ問題点についてインタビュ
ー形式で質問した。
（1）不適切な投稿写真 （2）架空請求 （3）なりすまし
３．講座のおさらい
４．神栖市消費生活センター相談員の話
学校家庭クラブ活動による小学生及び中学生対象における消費者トラブル予防出前講座の内容に
ついて，それぞれ表 1 及び表 2 に示した。寸劇の台本，○×クイズ，再現画像については，神栖市
消費生活センターと相談の上で作成した。
１．小学生対象講座
小学生対象では，高校生が「課金のトラブル」及び「SNS いじめ」についての寸劇，スマートフ
ォンに関する「○×クイズ」を行った後，講座のおさらいをし，最後に神栖市消費生活センター相
談員が近年のスマートフォンにおけるトラブル状況や対策方法を呼びかけた。
寸劇の内容について，
「課金のトラブル」は小学生の男子が親のクレジットカードの暗証番号を控
えていたためにオンラインゲームの課金で多額の請求を受けてしまう話である。
「SNS いじめ」は
中学生の女子が SNS 上に悪口を書いてしまったために仲間はずれにされてしまう話である。各寸劇
の発表後，その事例における問題点と予防策について説明した。
○×クイズについて，
「SNS の写真投稿）
」
「オンラインゲームの課金」
「LINE の ID 交換」
「身に
覚えのないメール」
「LINE で送られてきた URL」の内容で 5 問出題した。回答方法は，会場を左右
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に分けた中央線を境界にして右を○，左を×のエリアとし，1 問ごとに小学生にどちらかのエリア
に移動し回答させた。
講座のおさらいについて，
①遊ぶときは家の人と相談すること，
②家の人とルールを決めること，
③悪口を言わないこと，④他人の写真を勝手に投稿しないことを小学生に呼びかけた。
２．中学生対象講座
中学生対象では，高校生が「SNS いじめ」及び「不適切な画像投稿」についての寸劇，再現画像
を見ながらにスマートフォンに関する問題点について話し合う「中学生と高校生のトークタイム」
を行った後，講座のおさらいをし，最後に神栖市消費生活センター相談員が近年のスマートフォン
におけるトラブル状況や対策方法を呼びかけた。
寸劇の内容について，
「SNS いじめ」は小学生対象と同様の台本を用いた。
「不適切な画像投稿」
は，中学生の男子が勝手に友達の写真を投稿したために，個人が特定され嫌がらせを受けてしまう
話である。各劇の発表後，その事例における問題点と予防のポイントについて説明した。
中学生と高校生のトークタイムでは，
「不適切な投稿写真」
「架空請求」
「なりすまし」における 3
つの事例の再現画像をそれぞれスクリーンに投影し，高校生が中学生の代表者に画像における問題
点についてインタビュー形式で質問し回答させた。
講座のおさらいについて，①悪口を言わないこと，②他人の画像を許可なく SNS に投稿しないこ
と，③トラブルに遭ったら周りの大人に相談することを中学生に呼びかけた。

Ⅲ．研究方法
１．調査対象と調査時期
出前講座の対象校の選定については，茨城県立神栖高等学校の生徒会活動や部活動において普段
から交流する機会があったこと，出前講座を実施するにあたり高校生が自転車で移動可能な距離で
あることを考慮した。対象学年については，各対象校の教員と相談し，スマートフォンを持ち始め
る年代であることや学年行事の都合を考慮した結果，
小学校5年生及び中学校1年生を対象とした。
調査対象は，出前講座を受講した神栖市立大野原西小学校 5 年生 69 名（男子 39 名，女子 30 名）
，
神栖市立神栖第四中学校 1 年生 120 名（男子 58 名，女子 62 名）である。実施時期は，小学校が平
成 27 年 12 月 15 日（火）第 6 校時目 14：45～15：30（45 分）
，中学校が平成 27 年 12 月 17 日（木）
第 6 校時目 14：30~15：20（50 分）である。出前講座に参加した学校家庭クラブ員の高校生は 3 年
生男子 5 名，1 年生男子 2 名，女子 4 名の計 10 名である。
２．調査の概要と分析方法
出前講座を受講した小中学生に，講座の事前事後に自記式質問紙調査を行い，スマートフォンの
所有状況及びスマートフォンに関する意識を調べた。
スマートフォンに関する意識の調査内容については，小学生対象では「スマートフォンのイメー
ジ」について，
「楽しい」
「おもしろい」
「便利」
「怖い」
「危ない」
「勉強ができない」の選択肢から
選ばせた。事後調査では，さらに自由記述で出前講座の感想を記入させた。
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中学生対象では，中学校教員との事前打ち合わせで把握した中学生の SNS の使用状況を参考に
し，特にトラブル事例が多い LINE 及び Twitter について焦点を当てることにした。
「LINE のイメー
ジ」
「Twitter のイメージ」について，
「楽しい」
「便利」
「怖い」
「危ない」
「疲れる」
「なんとも思って
いない」の選択肢から選ばせた。事後調査では，さらに自由記述で出前講座の感想を記入させた。
また，出前講座の効果については，受講した小中学生のスマートフォンに関する意識の事前事後
比較に加え，講座を担当した高校生及び連携した消費生活センターの職員に聞き取り調査を実施し
て，効果を検証した。なお，質問紙調査の分析に当たっては，母比率の差の検定を行い，統計的有
意水準は 5％以下とした。

Ⅳ．結果及び考察
１．事前調査からみた小中学生のスマートフォンの所有状況と意識
（１）小中学生のスマートフォンの所有状況
小中学生のスマートフォンの所有状況は，小学生は 67.5％（男子 25.6％，女子 36.7％）
，中学生は
30.4％（男子 63.8％，女子 71.0％）で，小中学生とも男女の所有率に有意差は見られないものの男
子より女子の方が所有率は高かった。内閣府「平成 27 年度青少年のインターネット利用環境実態調
査」によると，平成 27 年度の小中学生のスマートフォンの所有状況は小学生 23.7％，中学生 45.8％
であり 10)，本研究の対象者は全国の小中学生と比べると所有率が高い。
（２）小学生のスマートフォンに関する意識
図 1 は小学生における男女別スマートフォンのイメージを示している。男女とも「便利」が最も
高く，次いで「楽しい」
「おもしろい」でいずれも半数を超え，
「危ない」
「怖い」
「勉強ができない」
は 3 割未満であり，男女間に有意差はみられなかった。
図 2 は小学生におけるスマートフォン所有状況別スマートフォンのイメージを示している。
「楽
しい」は，スマートフォンを持っている児童 52.1％に対して，持っていない児童は 81.0%で有意に
高かった。スマートフォンを持っていない児童の方が持っている児童よりもスマートフォンは「楽
65.8
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図 1 小学生における男女別スマートフォンの
イメージ

図 2 小学生におけるスマートフォン所有状況別
スマートフォンのイメージ
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しい」と期待が大きいことが考えられる。
（３）中学生のスマートフォンに関する意識
図 3 は中学生における男女別 LINE のイメージを示している。LINE に対するイメージは，男女と
も「便利」が最も高かった。
「楽しい」は男子 37.9%，女子 66.1%で，女子の方が有意に高く，女子
の方が男子に比べて LINE への関心が高いことが推察される。一方で，
「怖い」は男子 17.2%，女子
33.9%，
「危ない」は男子 19.0%，女子 37.1%であり，それぞれ女子の方が有意に高く，LINE に対す
る危険性を男子より女子の方が感じていた。
図 4 は中学生におけるスマートフォン所有別 LINE のイメージを示している。
「楽しい」
「便利」
は，スマートフォンを持っている生徒はそれぞれ 61.7%，74.1%で，持っていない生徒よりも約 30％
も高く有意差がみられた。実際にスマートフォンを持つと LINE の楽しさや便利さについて実感を
伴ってイメージしていると考えられる。
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図 4 中学生におけるスマートフォン所有状況別
ＬＩＮＥのイメージ

図 3 中学生における男女別ＬＩＮＥのイメージ

Twitter に対するイメージについては，男女別比較，スマートフォン所有状況別比較ともに全ての
項目について 4 割以下で有意差はなく，中学生は Twitter に対するイメージをさほど持っていなかっ
た。MMD 研究所「中学生のスマートフォン利用実態」によると，LINE 及び Twitter を利用してい
る中学生はそれぞれ 80.8%，48.4%であり 11)，このことから，Twitter を利用する生徒は LINE に比べ
て少ないと考えられ，あまりイメージができなかったと推察される。
２．出前講座の効果
（１）小中学生におけるスマートフォンに関する意識の出前講座の事前事後比較
１）小学生
表 3 は小学生における男女別スマートフォンのイメージの出前講座事前事後比較を示している。
「怖い」
「危ない」が，男女とも講座後は講座前に比べ 2 倍以上増加し有意差がみられた。
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表 3 小学生における男女別スマートフォンのイメージの出前講座前後比較

楽しい
おもしろい
便利
怖い
危ない
勉強できない

前
65.8
65.8
73.7
21.1
26.3
23.7

男子（N=39）
後
73.7
76.3
89.5
55.3
65.8
21.1

有意差
n.s.
n.s.
n.s.
**
**
n.s.

前
56.7
53.3
80.0
23.3
26.7
16.7

女子（N=30)
後
63.3
50.0
86.7
63.3
66.7
13.3

有意差
n.s.
n.s.
n.s.
**
**
n.s.
**p<0.01

表 4 小学生におけるスマートフォン所有状況別スマートフォンのイメージの出前講座前後比較

楽しい
おもしろい
便利
怖い
危ない
勉強できない

前
81.0
66.7
66.7
23.8
23.8
19.0

持っている（N=21)
後
有意差
66.7
n.s.
52.4
n.s.
85.7
n.s.
57.1
*
57.1
*
14.3
n.s.

前
52.1
56.3
79.2
20.8
27.1
20.8

持っていない（N=48)
後
有意差
68.8
n.s.
68.8
n.s.
87.5
n.s.
58.3
**
68.8
**
18.8
n.s.
*p<0.05，**p<0.01

表 4 は小学生におけるスマートフォン所有状況別スマートフォンのイメージの出前講座事前事後
比較を示している。｢怖い｣「危ない」は所有の有無に関わらず講座前より 2 倍以上増加しているが，
特にスマートフォンを持っていない児童の方が持っている児童よりも講座前後のイメージの差が大
きかった。このことから，スマートフォンを持っていない児童も興味を持って出前講座に参加して
いたこと，寸劇によって事例を分かりやすく伝えられたことにより，イメージがわいたと考えられ
る。このことから，スマートフォンの正しい使い方や危険性について児童に学ばせるためには，ス
マートフォンを所有する前の方がより効果があることが示唆される。
２）中学生
表 5 は中学生における男女別 LINE のイメージの出前講座事前事後比較を示している。
「怖い」
「危ない」が，男女とも講座後は講座前に比べ 2 倍以上増加し有意差がみられた。特に女子におい
ては「危ない」が「便利」より上回り 75.8%で最も高くなっていた。これは寸劇で紹介したような
LINE のトラブルが，中学生の女子にとって身近で起こりうる事例だった可能性が推察される。
表 6 は中学生におけるスマートフォン所有状況別 LINE のイメージの出前講座事前事後比較を示
している。
「怖い」
「危ない」は所有の有無に関わらず講座前より増加し，それぞれ有意差がみられ
た。このことから，スマートフォンを持っている生徒も持っていない生徒も講座によって LINE の
使用における危険性を学び，特にスマートフォンを持っている生徒の方が危険性のイメージが高く
なっており，より実感していたと推察される。一方で，
「疲れる」は，スマートフォンを持っている
生徒において講座前 21.0%から講座後は 8.6%と有意に減少している。これは，今回の出前講座でス
マートフォンの依存症に関する内容がなかったため，
「疲れる」に意識が向かなかったことが考えら
れる。
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表 5 中学生における男女別 LINE のイメージの出前講座前後比較

楽しい
便利
怖い
危ない
疲れる
何とも思っていない

前
37.9
63.8
17.2
19.0
19.0
3.4

男子（N=39）
後
36.2
53.4
39.7
44.8
8.6
5.2

有意差
n.s.
n.s.
**
**
n.s.
n.s.

前
66.1
67.7
33.9
37.1
19.4
6.5

女子（N=30)
後
50.0
62.9
62.9
75.8
11.3
6.5

有意差
n.s.
n.s.
**
**
n.s.
n.s.
**p<0.01

表 6 中学生におけるスマートフォンの所有状況別 LINE のイメージの出前講座前後比較

楽しい
便利
怖い
危ない
疲れる
何とも思っていない

前
61.7
74.1
24.7
29.6
21.0
4.9

持っている（N=81)
後
有意差
50.6
n.s.
67.9
n.s.
49.4
*
63.0
**
8.6
*
6.2
n.s.

前
33.3
48.7
28.2
25.6
15.4
5.1

持っていない（N=39)
後
有意差
28.2
n.s.
38.5
n.s.
56.4
**
56.4
**
12.8
n.s.
5.1
n.s.
*p<0.05，**p<0.01

表 7 中学生における男女別 Twiter のイメージの出前講座前後比較

楽しい
便利
怖い
危ない
疲れる
何とも思っていない

前
22.4
20.7
24.1
25.9
5.2
20.7

男子（N=39）
後
24.1
27.6
56.9
56.9
10.3
6.9

有意差
n.s.
n.s.
**
**
n.s.
*

前
33.9
33.9
27.4
29.0
11.3
33.9

女子（N=30)
後
22.6
37.1
72.6
79.0
9.7
11.3

有意差
n.s.
n.s.
**
**
n.s.
**

*p<0.05，**p<0.01

表 8 中学生におけるスマートフォンの所有別 Twiter のイメージの出前講座前後比較

楽しい
便利
怖い
危ない
疲れる
何とも思っていない

前
33.3
30.9
21.0
27.2
8.6
27.2

持っている（N=81)
後
有意差
28.4
n.s.
35.8
n.s.
64.2
**
70.4
**
11.1
n.s.
8.6
**

前
17.9
20.5
35.9
28.2
7.7
28.2

持っていない（N=39)
後
有意差
12.8
n.s.
25.6
n.s.
66.7
**
64.1
**
7.7
n.s.
10.3
*
*p<0.05，**p<0.01

表 7 は中学生における男女別 Twitter のイメージの出前講座事前事後比較を示している。
「怖い」
「危ない」は，男女とも講座後は講座前に比べて 2 倍以上増加し，
「何とも思っていない」は有意に
減少していた。このことから，寸劇によるトラブル事例の紹介や，投稿された不適切な写真の再現
画像の提示により男女とも Twitter の特徴や危険性について学んだことが考えられる。特に女子では
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「怖い」
「危ない」が 7 割以上に増加したのは，未成年者において女子が男子よりもスマートフォン
に保存されている写真の枚数が多いとされており

，女子は写真を撮影することが多く Twitter の

13)

画像投稿により興味を示したのではないかと推察される。
また，表 8 は中学生におけるスマートフォン所有状況別 Twitter のイメージの出前講座事前事後比
較を示している。
「怖い」
「危ない」がスマートフォンの所有の有無に関わらず有意に増加している
が，特に持っている生徒の方がイメージの差が大きかった。このことからスマートフォンを持って
いる生徒も持っていない生徒も寸劇による事例紹介や不適切な投稿写真の例示により Twitter の特
徴や危険性を学ぶことができるが，持っている生徒にはより身近な問題として危険性を認識できた
と考えられる。
（２）小中学生の出前講座についての感想
小学生及び中学生における出前講座の感想（自由記述）を分析した結果をそれぞれ表 9 及び表 10
に示した。小学生，中学生ともスマートフォンの危険性についての感想が最も多く，スマートフォ
ンに潜む危険性を認識できていた。これは，講座についての感想をみると，小学生では「劇や○×
クイズが楽しかった」
，中学生では「劇や解説が分かりやすく印象に残った」とあり，講座の内容や
手法が適切だったと考えられる。知識や対処法については，小学生に比べて中学生の方がより具体
的に述べられていた。また，講座の内容を受けて，小学生では「課金や有料サイトはやらない」
，中
学生では「SNS の特徴を理解して言葉遣いや写真の扱いに気をつける」といった今後の意識につい
ての具体的な記述もみられた。
表 9 小学生の出前講座の感想（自由記述）
項 目
危険性
知識・
対処

講座に
ついて

今後の
意識

記述内容
スマホは楽しく便利だけれど使い方
を間違えると怖いことが分かった
大人と相談して SNS を使用しなけれ
ばならない
人の写真を勝手に投稿してはいけな
い

人

表 10 中学生の出前講座の感想（自由記述）
項 目

記述内容

危険性

SNS は便利なだけでなく使い方次第で危険
なことも分かった
画像などを投稿したら消えないという怖さ
を知った

32
6
3

劇や○×クイズなどが楽しかった

6

高校生がおもしろかった

3

丁寧に教えてくれた

1

勉強になった

1

また出前講座をしてほしい

1

スマホを気をつけて使用したい

10

課金や有料サイトはやらない
いじめはしていけない

知識・
対処

人
42
5

SNS トラブルの現状や対処方法が分かった

7

個人情報の流出について知ることができた

5

小さなことで大きなトラブルにつながって
しまうことが分かった
やってはいけないことや見てはいけないも
のがあることが分かった

2
2

劇や解説が分かりやすく印象に残った

32

トークタイムがおもしろかった

5

おもしろくなかった

1

3

高校生がおもしろかった

1

1

SNS の特徴を理解して言葉使いや写真の扱
いに気をつける

6

まわりの人に相談することが大切である

2

人を傷つけることを言ってはいけない

2

SNS の使い方を知りたい

1

SNS を使わない

1

講座に
ついて

今後の
意識
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（３）講座を担当した高校生及び消費生活センター職員の感想
出前講座を担当した高校生及び消費生活センター職員に聞き取り調査をした出前講座の感想をそ
れぞれ表 11，表 12 にまとめた。
表 11 高校生の出前講座の感想
記 述 内 容
知識の向上

出前講座を実施するに当たり，地域の警察や消費生活センターの方々からトラブルについて教え
てもらったり，家庭クラブ員で予防策を話し合ったりしたことで，自分自身もスマートフォンや
SNS のトラブルや予防策についての知識が身についた。
小学生や中学生と楽しく交流できる良い機会であり，小中学生がさまざまなトラブルに遭わない
ように活動を続けていきたいと思った。

地域連携

自分達が消費者トラブル予防策や対処方法について学んだことを地域の人達に伝えることが大
切であることを実感した。
消費生活センターと連携したことにより消費生活センターが身近に感じ，説得性のある出前講座
を行うことができた。

自己肯定感の
向上

小中学生の前で劇などを発表したことで，人前で話すことに自信を持つことができた。

表 12 消費生活センター職員の出前講座の感想
高校生が担当
する地域連携
効果

実際に遭った消費者被害の事例を把握し，トラブルの未然予防のために啓発活動を行っているの
が，聞く側に勉強をさせられているという感覚を持たれてしまい上手く行かない。しかし，高校
生と一緒に出前講座を行い，大人が話すよりも自分達と年齢が近い高校生が中心となって話す方
が小中学生は興味を持って参加し身近な問題として聞いてくれると感じた。高校生との連携活動
によって相乗効果が生まれており，消費者市民社会の構築のために今後もこのような活動を続け
ていきたい。

高校生自身の
効果

出前講座を通して小中学生や小中学校の先生方などに受け入れられ評価されることが高校生の
自信につながっている。さらに先輩から後輩に出前講座のノウハウが受け継がれて行き，高校生
自身がより高いレベルでの啓発活動を行おうとしている。

高校生は，出前講座を担当するために，消費者被害の現状を学び予防策について考えることによ
って自分自身の知識向上に役立っていた。さらに，小中学生の前で発表したことにより自分に自信
を持つことができ，自己肯定感の向上につながっていた。さらに，出前講座で消費生活センターと
連携して小中学生との交流を通して，地域連携の大切さを感じている。
消費生活センター職員からは，高校生が担当すると小中学生も年齢が近く身近な問題として興味
を持って参加してくれると，高校生との連携活動による相乗効果を指摘している。さらに，高校生
の成長を目の当たりにして，高校生自身への効果も感想として挙げられていた。
高校生，消費生活センター職員の感想から，学校と消費者行政が連携して地域の消費者教育に取
り組むことは，それぞれに利点があり，消費者教育の推進，消費者市民社会の構築に一定の効果が
あることが立証できたと考える。
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ⅴ．おわりに
茨城県立神栖高等学校家庭クラブでは神栖市消費生活センターと連携して，小中学生対象に消費
者トラブル予防出前講座を行っている。本研究では，小中学生のスマートフォンに関する意識と出
前講座の効果を調べるために，
出前講座の事前事後に受講した小中学生にアンケート調査を実施し，
さらに講座を担当した高校生及び消費生活センター職員に聞き取り調査を実施して分析した。その
結果，以下のことが明らかになった。
1）小中学生のスマートフォンの所有状況は，小学生は 67.5％（男子 25.6％，女子 36.7％）
，中学生
は 30.4％（男子 63.8％，女子 71.0％）で，小中学生とも男女の所有率に有意差はみられないもの
の男子より女子の方が所有率は高い。
2）小学生のスマートフォンに対するイメージは「便利」がもっとも高く，
「楽しい」はスマートフ
ォンを持っている児童よりも持っていない児童の方が高かった。
3）中学生の LINE のイメージは「便利」がもっとも高く，
「楽しい」
「怖い」
「危ない」が男子より
も女子の方が有意に高く，女子の方が LINE の危険性を感じていた。
「楽しい」
「便利」は，スマ
ートフォンを持っている生徒が有意に高く，所有状況でイメージの差が大きかった。一方で，中
学生の Twitter に対するイメージは低く，LINE に比べて Twitter に馴染みがないことが推察され
た。
4）小学生におけるスマートフォンに関する意識について出前講座の事前事後を比較した結果，スマ
ートフォンのイメージは「怖い」
「危ない」が男女とも講座後は講座前に比べ 2 倍以上増加して
いた。また，スマートフォンの所有の有無に関わらず，｢怖い｣「危ない」は講座前より 2 倍以上
増加していたが，特にスマートフォンを持っていない児童の方が持っている児童よりも講座前
後のイメージの差が大きかった。
5）中学生におけるスマートフォンに関する意識について出前講座の事前事後を比較した結果，LINE
のイメージは，
「怖い」
「危ない」が男女とも講座後は講座前に比べ 2 倍以上増加し，特に女子に
おいては「危ない」が「便利」を上回り 75.8%で最も高くなっていた。スマートフォンの所有状
況別 Twitter のイメージは，
「怖い」
「危ない」がスマートフォン所有の有無に関わらず事後の方が
有意に増加していたが，特に持っている生徒の方がイメージの差が大きかった。
6）小学生及び中学生の出前講座における感想（自由記述）を分析した結果，小学生，中学生ともス
マートフォンの危険性についての感想が最も多く，スマートフォンに潜む危険性を認識できて
いた。講座について，劇やクイズを評価しており，講座に用いた手法や内容が小中学生向きで適
切だったと考えられる。
7）出前講座を担当した高校生及び消費生活センター職員への聞き取り調査から，高校生は出前講座
を通して自分自身の知識の向上や自己肯定感の向上，さらに地域連携の大切さを実感していた。
消費生活センター職員は高校生と連携することによる相乗効果を指摘しており，地域の消費者教
育の推進に効果があった。
以上の結果から，小中学生はスマートフォンに関する意識が高いものの，便利で楽しいというイ
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メージで危険性に対する意識が低いことが明らかになった。そして，消費者トラブル予防出前講座
を受講することによって危険性を認識でき，対処法や今後のスマートフォンの使い方への意識にも
つながっていた。講座で寸劇やクイズを用いたことによってスマートフォン及び SNS の正しい使用
方法や危険性について分かりやすく伝えられたと考える。また，本講座は，小学生ではスマートフ
ォンを持っていない児童が期待から現実の危険性を知ることによる効果が大きく，反対に，中学生
ではスマートフォン所有率が高く，スマートフォンを持っている生徒の方が事例をより身近に捉え
て効果が大きかった。
また高校生が消費生活センターと連携して，小中学生に消費者トラブル予防出前講座をすること
は，高校生にとっても自己肯定感が向上し消費者市民社会の一員として自覚する機会となった。さ
らに地域に受け入れられやすい高校生と専門的知識を持つ消費生活センターが連携することにより
相乗効果が生まれ，学校と消費者行政が連携して地域の消費者教育に取り組むことは，消費者市民
社会の構築に一定の効果があることが立証された。
今後は，スマートフォンを持っている児童にトラブルの対処能力を高めさせるために，予防策や
対処方法を自ら考えさせる講座内容にすること，中学生における男女の SNS 使用の特徴を調べてよ
り効果的な出前講座を検討することが課題となる。また，今回の講座では，スマートフォンの依存
症について扱わなかったが，小中学生にとって身近な健康や生活時間との関係など，家庭科で学習
する生活課題解決につながる視点についても検討が必要と考える。
高校生は，地域の核として様々な活動ができる可能性があり，学校と消費者行政が連携して消費
者教育に取り組むことで地域とのつながりをさらに広げ，消費者市民社会の構築につながることを
期待したい。

注
1) 消費者庁『平成 28 年版消費者白書』2016 年，151-152 頁．
2) 内閣府『平成 27 年度版青少年のインターネット利用環境実態調査』2016 年．
3) 消費者庁『平成 26 年度版消費者白書』2014 年．
4) 警視庁『平成 27 年子供の携帯電話やインターネット利用について』2016 年．
5) 茨城県教育委員会『平成 25 年度携帯電話・インターネット利用に関する実態調査の概要』2014
年．
6）警視庁，前掲．
7）日本消費者教育学会関東支部『新しい消費者教育－これからの消費生活を考える』慶應義塾大学
出版会，2016 年，24-29 頁．
8）内閣府『平成 20 年版国民生活白書』社団法人時事画報社，2009 年，146-147 頁．
9) 堀江さおり「家庭科における消費者教育指導への支援の在り方－小・中学校教員への調査を通
して」
『宮崎大学教育文化学部紀要芸術・保健体育・家庭・技術』第 33・34 号，2016 年，1-12 頁．
10) MMD 研究所『中学生のスマートフォン利用実態調査』2016 年．
11) MMD 研究所『スマートフォンカメラの利用に関する調査』2016 年．
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大学生の子育て関与意識と家庭科教育の課題
佐 藤 裕 紀 子＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

College Students' Child-Rearing Participation Consciousness and Home Economics Education Related

Problems
Yukiko SATO

キーワード：家庭科，大学生，子育て関与意識

本研究の目的は，大学生の子育て関与意識について意向と行動イメージの両面から明らかにし、家庭科教育の課題を提
示することである。茨城大学の2年生男女を対象に質問紙調査を実施し、171名より回答を得た。その結果、以下の知見が得ら
れた。男女とも、子育てに夫婦がともに関わることの意義を理解し、自分の子どもの子育てにも配偶者と同じ程度には関わろう
とする意向がみられた。しかし、行動イメージでは、多くの男子は自分が育児休業を取得した場合でも、日常不可欠な基幹的
な行動は配偶者が主に担うことを想定しており、大学生の子育て意識は、意向と行動イメージとの間に大きな矛盾があること
が確認された。家庭科教育の課題としては、子育てへの関わりについて具体的な生活場面を想定して実践的に学習できるよ
うにすること、性別に関わらず生徒たちが家庭科の学習を自分に関わることとしてとらえ、学習内容が確実に身に付くようにす
ることを指摘した。

関心の所在と目的
男女共修の家庭科がスタートして 20 年以上が経過した。今日，家族形成期にある者の多くは男女
共修の家庭科を経験していることになる。中西（2011）1）は，男女共修の家庭科を学んだ男女は，
それ以前の世代と比較して伝統的な性別役割分業観に対し否定的な意識をもっていることを明らか
にしている。内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」
（平成 24 年）によれば，近年，性別役
割分業を支持する割合が増加し揺り戻しがみられるものの，それでも長期的には反対者の割合は減
少している。だがその一方，相変わらずわが国の男性の家事・育児時間は短く 2），育児休業取得割
合も低い 3）。
こうした意識と行動の矛盾について，従来，多くの研究では状況要因が指摘され 4)5)6)，性別役割
分業を意識面では否定しつつも行動面では支持しているのは，その背後に長時間労働や経済的合理
――――――――
*茨城大学教育学部
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性といった状況要因があるためであると解釈されている 7)。
一方，性別役割分業意識そのものの内在的な検討も行われており，意識と行動の矛盾は，そもそ
も性別役割分業意識の多元性によるものであり，就業することと，家事・育児を行うことを別々に
とらえて分析すべきであるという考え方が提起されている

8)9)

。また，今日，否定されているのは

「＜厳格な＞性別役割分業」であり，
「＜ゆるやかな＞性別役割分業」は相変わらず正当性を保ち続
けているとの指摘もある 10）。
これらの研究をふまえるならば，家庭科で男女共同参画社会の担い手を育成するうえで，今後，
焦点化して取り組むべき課題のひとつは，家事・育児をめぐる意識と行動の矛盾の解消であろう。
現在，わが国では労働力人口の減少を背景に女性の労働市場への参加が促進されている。だが，女
性が結婚・出産後も公的領域に労働力としてとどまることができるためには，私的領域における女
性の労働負担の軽減が必要であり，そのためには男女が社会の対等なパートナーであることの意識
を皆がもつとともに，行動レベルでも，あらゆる分野の活動を男女がともに分かち合っていくこと
が必要である。家庭科の指導においては，男女共同参画の理念を行動レベルでイメージし，具体化
していくことのできる力を育成することが求められる。
翻って家庭科教育の現状をみると，今日の家庭科では，性別に関わらず誰もが家庭生活と職業生
活に参画し，男女が対等なパートナーとして協力して生活を営んでいくという理念は共有されてい
る。だが，実際の学習において生徒たちがそれを具体的な行動レベルでイメージし，自身の将来の
生活を展望できるものとなっているかは疑わしい。なぜなら，家族・家庭生活領域の学習では，家
族の多様化の現状や生徒のプライバシー等に配慮するあまり，実践的な学習指導を敬遠する傾向が
あるからである。さらには，仕事と家庭生活の両立をはかる上でもっとも大きな課題となるのは子
育てをめぐる問題であるが，子どもを生み育てることを扱う保育領域の学習では，子育てを自分の
生活や人生との関わりでとらえるという視点が弱いことも指摘できる。
保育領域の学習内容を「働くこと」の視点から検討した池田・増渕（2013）11）は，現行の高等学
校学習指導要領および家庭科の教科書を検討した結果，家庭科の学習指導要領では，男女が協力し
て家庭を築くことや，生活や生涯を総合的にとらえ，主体的に行動することの重要性が謳われてい
るものの，保育領域の学習は「子どもの成長・発達」に主眼があるため，生徒たちには子どもを育
てながら働いている親の状況はわかりづらく，
現実に対する主体性がもてないことを指摘している。
こうした指摘をふまえるならば，現在の若者は子どもについての知識や関わり方の技術は獲得でき
ていても，家庭生活や職業生活を営みながら子どもを育てるということの意味については充分に理
解できていないのではないかと推察される。
上記の関心にもとづき，本研究では，大学生の子育て関与意識について，特に子育て関与に対す
る意向が強い者に着目し，その具体的な行動イメージがいかなるものであるのかを明らかにするこ
とを通して，男女共同参画社会の担い手を育成する視点から，家庭科教育の課題を提示することを
目的とする。

研究方法
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１．調査方法
平成28年5月と10月に，茨城大学教育学部に在籍する2年生男女171名を対象として，授業科目
「初等家庭科内容研究」の終了時を使い集合調査法による質問紙調査を実施した12）。
配布数は 181 票，有効回収率は 94.5％で無効票はなかった。回答者の性別は男子 83（48.5％）
，
女子 88 名（51.5％）であった。
２．仮説と変数
本研究では，先行研究をふまえ，以下の仮説を設定した。
仮説 1：大学生の子育て関与についての意向と行動イメージとの間には矛盾がみられる。
仮説 2：その矛盾は性別で違いがみられ，とくに男子で顕著である。
子育てについての意向（以下，子育て関与意向）をとらえる変数としては，
「乳幼児期のわが子
に対する子育て関与の意向」と「その理由」
，
「育児休業取得の意向」と「その理由」を設定した。
子育てについての行動イメージ（以下，子育て関与行動イメージ）をとらえる変数としては，
「乳
幼児期の家事・子育てに対する夫婦の役割分担イメージ」
，
「育児休業中の家事・子育てに対する夫
婦の役割分担イメージ」を設定した。
「乳幼児期のわが子に対する子育て関与の意向」については，自分の子どもが生まれたことを想
定し，乳幼児期の子育てにどのように関わりたいかをたずねた。変数値として，
「もっぱら自分が
かかわりたい（以下，もっぱら自分）
」
，
「自分が主で配偶者にサポートしてほしい（以下、
「自分が
主」
）
」
，
「配偶者と同程度に関わりたい（以下、
「同程度」
）
」
，
「配偶者が主で自分がサポートしたい
（以下、
「配偶者が主」
）
」
，
「もっぱら配偶者にかかわってほしい（以下，
「もっぱら配偶者」
）を設
定し，
「その理由」については，
「両親が関わった方が子どものためによい」
，
「夫婦で協力した方が
夫婦のためによい」
，
「乳幼児期の子育ては母親の方が適している」
，
「自分は仕事に専念したい」
，
「配偶者には仕事に専念してもらいたい」
，
「子どもは自分の手で育てたい」
，
「自分が主として関わ
る自信がない」
，
「その他」を設定した。
「育児休業取得の意向」については，自分の子どもが生まれたことを想定し，育児休業を取得し
たいかどうかをたずねた。変数値として，
「取得したい」
，
「条件があえば取得したい（
「仕事が調整
できれば取得したい」
，
「配偶者が取得できなければ取得したい」を含む）
」
，
「取得したくない」を
設定した。
「その理由」については，
「両親が関わった方が子のためによい」
，
「夫婦で協力した方が
夫婦のためによい」
，
「乳幼児期の子育ては母親の方が適している」
，
「自分は仕事に専念したい」
，
「配偶者には仕事に専念してもらいたい」
，
「子どもは自分で育てたい」
，
「子育てに自分が主として
関わる自信がない」
，
「育児休業中の家事に自信がない」
，
「育児休業中の家計が苦しくなりそう」
，
「復職後の仕事に差し支えそう」
，
「その他」を設定した。
「子育て関与行動イメージ」のうち，
「乳幼児期の家事・子育てに対する夫婦の役割分担イメー
ジ」については，以下に示す 12 の家事・子育て行動を設定し，それぞれの担当者として「もっぱ
ら自分がしたい（以下，
「もっぱら自分」
）
，
「自分が主で配偶者にサポートしてほしい（以下、
「自
分が主」
）
，
「配偶者が主で自分がサポートしたい（以下、
「配偶者が主」
）
，
「もっぱら配偶者にして
ほしい（以下、
「もっぱら配偶者」
）のいずれをイメージするかをたずねた。家事・子育て行動とし
ては，
「おむつを取り替える（以下，
「おむつ」
）
」
，
「ミルクをあげる（以下，
「ミルク」
）
」
，
「寝かし
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つけ」
，
「入浴」
，
「ミルクやおむつの購入（以下，
「購入」
）
」
，
「外で遊ばせる（以下，
「外遊び」
）
，
「子どもの衣類の洗濯」
，
「夫婦の衣類の洗濯」
，
「離乳食作り」
，
「夫婦の食事作り」
，
「家の掃除」
，
「ごみ出し」である。
「育児休業中の家事・子育てに対する夫婦の役割分担イメージ」については，以下に示す 12 の
家事・子育て行動を設定し，それぞれの担当者として「もっぱら自分がしたい（以下，
「もっぱら
自分」
）
，
「自分が主で配偶者にサポートしてほしい（以下、
「自分が主」
）
，
「配偶者が主で自分がサ
ポートしたい（以下、
「配偶者が主」
）
，
「もっぱら配偶者にしてほしい（以下、
「もっぱら配偶者」
）
のいずれをイメージするかをたずねた。家事・子育て行動としては，
「おむつを取り替える（以
下，
「おむつ」
）
」
，
「ミルクをあげる（以下，
「ミルク」
）
」
，
「寝かしつけ」
，
「入浴」
，
「ミルクやおむつ
の購入（以下，
「購入」
）
」
，
「外で遊ばせる（以下，
「外遊び」
）
，
「衣類の洗濯」
，
「自分の昼食作り」
，
「自分の夕食作り」
，
「配偶者の夕食作り」
，
「家の掃除」
，
「ごみ出し」である。

結果
１．子育て関与意向
まず，
「乳幼児期のわが子に対する子育て関与の意向」について，
「自分が主」
（
「もっぱら自分」
と「自分が主」の両方を含む）
，
「同程度」
，
「配偶者が主」
（
「もっぱら配偶者」と「配偶者が主」の
両方を含む）
と回答した割合を男女で比較すると，
「同程度」
が性別に関わりなくもっとも高かった。
だが，
「自分が主」は女性で有意に高く，
「配偶者が主」は男性で有意に高かった（p＜.01）
（表 1）
。
その理由については，男女とも「両親が関わった方が子どものためによい」
，
「夫婦で協力した方
が夫婦のためによい」との回答が上位を占めた（表 2）
。しかし，
「乳幼児期のわが子に対する子育
て関与の意向」について，
「配偶者が主」と回答した男子については，その理由として「乳幼児期の
子育ては母親の方が適している」を選んだ割合がもっとも高く，また「自分は仕事に専念したい」
を選んだ割合も他と比較すると高かった。なお，女子でも子育て関与の意向として「配偶者が主」
と回答した者が「子育ては母親の方が適している」と回答しているのは明らかに矛盾しているが，
これは「配偶者」のとらえ方に誤解があったものと推察される。
次に，
「育児休業取得の意向」について，
「取得したい」
（
「是非、取得したい」と「できれば取得
したい」の両方を含む）
，
「取得したくない」
（
「できれば取得したくない」と「取得したくない」の
両方を含む）と回答した割合を比較すると，男女とも「取得したい」のほうが上回ったものの，
「取
得したい」割合は女子のほうが有意に高く，
「取得したくない」割合は男子のほうが有意に高かった
（p＜0.1）
（表 3）
。
その理由を育児休業取得の意向別にみると，
「取得したい」者では，男女とも「両親が関わった方
が子どものためによい」
，
「夫婦で協力した方が夫婦のためによい」との回答が上位を占めた（表 4）
。
一方，
「取得したくない」理由としては，男女とも「仕事に専念したい」割合がもっとも高かった。
また，男子では，
「取得したくない」理由の 2 位は「子どもは自分で育てたい」で 30.4％を占めた
が，これは，自分は育児休業を取得せずに就業を継続し，配偶者が育児休業を取得せずに子育てに
専念することを想定した回答であると推察される。
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表１ 乳幼児期の子育て関与に対する意向（％）n=171
自分が主

同程度

配偶者が主

男子(n=83)

10.8

59.0

30.1

女子(n=88)

51.1

45.5

3.4

＊＊

※太字は残差分析の結果有意に多い項目。 χ2 test

表2

乳幼児期の子育て関与に対する意向別にみた子育て関与に対する意向の理由 （％）
両親が関わ

夫婦で協力

子育ては母

乳幼児期の子育

n=167

仕事に専念

子どもは

自分が主と

して

自分で育て

して関わる

もらいたい

たい

自信がない

―

―

2.1

―

―

―

2.1

100.0

―

4.0

100.0

2.4

100.0

仕事に専念
った方が

した方が

親が適して

て関与意向

その他

計

したい
子によい

夫婦によい

いる

自分が主 n=9

56.6

33.3

―

同程度 n=48

54.2

41.7

―

配偶者が主 n=25

24.0

24.0

36.0

12.0

―

―

計 n=82

45.1

35.4

11.0

4.9

―

―

自分が主 n=43

37.2

37.2

16.3

同程度 n=39

66.7

30.8

配偶者が主 n=3

33.3

計 n=85

50.6

男子

女子

＊＊:p＜.01

―

―
32.9

―

―

4.7

11.1

1.2
4.7

―

―

―

66.7

―

―

―

10.6

―

2.4

―
2.6
―

2.4

1.2

―

100.0

―

100.0

―

100.0

―

100.0

―

100.0

※無回答は集計から除外した。

表 3 育児休業取得に対する意向（％） n=170
ぜひ

できれば

できれば

取得したく

取得したい

取得したい

取得したくない

ない

男子（n=82）

26.8

45.1

26.8

1.2

女子（n=88）

64.8

28.4

4.5

2.3

※無回答は集計から除外した。

χ2 test

太字は残差分析の結果有意に多い項目。
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表4

男子

女子

子育て関与に対する意向の理由 （％）
夫婦で協力

子育ては母

った方が子

した方が夫

親が適して

によい

婦によい

いる

取得したい n=58

41.4

37.9

5.2

1.7

―

5.2

取得したくない n=23

8.7

8.7

4.3

34.8

―

30.4

計 n=81

32.1

29.6

4.9

11.1

取得したい n=80

43.8

22.5

10.0

―

2.5

12.5

―

―

16.7

33.3

―

―

40.7

20.9

10.5

2.3

2.3

11.6

家事に自信

家計が苦し

がない

くなりそう

その他

計

取得したくない n=6

自分が主と
して関わる
自信がない

女子

配偶者に仕

両親が関わ

計 n=86

男子

n=167

仕事に専念

事に専念し

したい

てもらいた

子どもは自
分で育てた
い

い

12.3

復職後の仕
事に差し支
えそう

取得したい n=58

1.7

3.4

―

―

3.4

100.0

取得したくない n=23

4.3

―

4.3

4.3

―

100.0

計 n=81

2.5

2.5

1.2

1.2

2.5

100.0

取得したい n=80

―

1.3

1.3

1.3

5.0

100.0

取得したくない n=6

―

―

16.7

16.7

16.7

100.0

1.2

2.3

2.3

5.8

100.0

計 n=86

※無回答は集計から除外した。

２．子育て関与行動イメージ
まず，乳幼児期の家事・子育てに対する夫婦の役割分担イメージについて，男女別にみると（表
5）
，男子で「主に自分」の割合が有意に高かった行動は，
「入浴」
，
「外遊び」
，
「ごみ出し」
（p
＜.01）
，
「主に配偶者」の割合が有意に高かった行動は，
「おむつ」
，
「ミルク」
，
「離乳食作り」
（p
＜.01）
，
「子どもの衣類の洗濯」
，
「夫婦の食事作り」
（p＜.05）であった。一方，女子で「主に自
分」の割合が有意に高かった行動は，
「おむつ」
，
「ミルク」
，
「寝かしつけ」
，
「購入」
，
「子どもの衣
類の洗濯」
，
「離乳食作り」
，
「夫婦の食事作り」
，
「夫婦の衣類の洗濯」
（p＜.01）
，
「主に配偶者」の
割合が有意に高かった行動は「外遊び」
，
「ごみ出し」
（p＜.05）であった。
同じ項目を，乳幼児期の子育て関与の意向で「同程度」と回答した者について男女別にみると
（表 6）
，男子で「主に自分」の割合が有意に高かった行動は，
「外遊び」
，
「ごみ出し」
（p＜.01）
，
「主に配偶者」の割合が有意に高かった行動は，
「おむつ」
，
「ミルク」
，
「離乳食作り」
（p＜.01）で
あった。一方，女子で「主に自分」の割合が有意に高かった行動は，
「おむつ」
，
「ミルク」
，
「子ど
もの衣類の洗濯」
，
「離乳食作り」
，
「夫婦の食事作り」
（p＜.01）
，
「寝かしつけ」
，
「夫婦の衣類の洗
濯」
（p＜.05）
，
「主に配偶者」の割合が有意に高かった行動は，
「ごみ出し」
（p＜.01）
，
「外遊び」
（p＜.05）であった。
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次に，育児休業を「取得したい」
（
「ぜひ取得したい」と「できれば取得したい」の両方を含む）
と回答した者の「育児休業中の家事・子育てに対する夫婦の役割分担イメージ」について男女別に
みると（表 7）
，女子では「入浴」
「外遊び」
「ごみ出し」を除くすべての行動で「主に自分」と回
答した割合が「主に配偶者」と回答した割合よりも有意に高かったのに対し，男子では「主に自
分」の割合が有意に高かった行動は，
「入浴」
，
「購入」
，
「外遊び」
，
「昼食作り」
「ごみ出し」
（p
＜.01）
，
「配偶者の夕食作り」
，
「掃除」
（p＜.01）の 7 項目であった。

表5

子育て期の家事・子育ての分担イメージ（％）
男子

女子

主に自分

主に配偶者

主に自分

主に配偶者

おむつ

29.3

70.7

＊＊

87.4

12.6

＊＊

ミルク

23.2

76.8

＊＊

90.8

9.2

＊＊

寝かしつけ

42.7

57.3

73.6

26.4

＊＊

入浴

65.9

34.1

＊＊

38.8

61.2

外遊び

78.0

22.0

＊＊

25.3

74.7

＊＊

購入

58.5

41.5

69.0

31.0

＊＊

子どもの衣類の洗濯

35.4

64.6

＊

86.2

13.8

＊＊

離乳食作り

19.5

80.5

＊＊

92.0

8.0

＊＊

夫婦の食事作り

35.8

64.2

＊

81.6

18.4

＊＊

夫婦の衣類の洗濯

48.8

51.2

70.1

29.9

＊＊

掃除

52.4

47.6

60.9

39.1

ごみ出し

76.8

23.2

26.4

73.6

※無回答は集計から除外した。 太字は有意に多い項目。
＜.01
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表 6 子育て関与意向「同程度」の子育て期の家事・子育ての分担イメージ（％）
男子

女子

主に自分

主に配偶者

主に自分

主に配偶者

おむつ

30.6

69.4

＊＊

79.5

20.5

＊＊

ミルク

24.5

75.5

＊＊

87.2

12.8

＊＊

寝かしつけ

42.9

57.1

69.2

30.8

＊

入浴

63.3

36.7

33.3

66.7

外遊び

81.6

18.4

30.8

69.2

購入

57.1

42.9

64.1

35.9

子どもの衣類の洗濯

38.8

61.2

82.1

17.9

＊＊

離乳食作り

16.3

83.7

89.7

10.3

＊＊

夫婦の食事作り

36.7

63.3

82.1

17.9

＊＊

夫婦の衣類の洗濯

53.1

46.9

69.2

30.8

＊

掃除

53.1

46.9

64.1

35.9

ごみ出し

71.4

28.6

28.2

71.8

※無回答は集計から除外した。太字は有意に多い項目。

＊＊

＊＊

＊＊
Binomial test

＊:p＜.05

＊

＊＊

＊＊:p＜.01

表 7 育児休業「取得したい」男女の育児休業中の家事・子育ての分担イメージ（％）
男子

女子

主に自分

主に配偶者

主に自分

主に配偶者

おむつ

55.2

44.8

91.5

8.5

＊＊

ミルク

44.8

55.2

96.3

3.7

＊＊

寝かしつけ

62.1

37.9

86.6

13.4

＊＊

入浴

81.0

19.0

＊＊

57.3

42.7

購入

70.7

29.3

＊＊

69.5

30.5

外遊び

86.2

13.8

＊＊

48.8

51.3

昼食作り

74.1

25.9

＊＊

100.0

―

＊＊

自分の夕食作り

62.1

37.9

97.6

2.4

＊＊

配偶者の夕食作り

67.2

32.8

96.3

3.7

＊＊

洗濯

60.3

39.7

90.2

9.8

＊＊

掃除

63.8

36.2

＊

75.6

24.4

＊＊

ごみ出し

81.0

19.0

＊＊

28.0

72.0

＊＊

＊
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※無回答は集計から除外した。太字は有意に多い項目。

Binomial test

＊:p＜.05

＊＊:p＜.01

考察
１．大学生の子育て関与意識
これまでの分析結果から，大学生の子育て関与意識について以下の点が確認された。
まず，子育て関与に対する意向では，男女間で程度の違いはあるものの，概ね男女とも子育てに
は関わりたいと考えており，特に，両親がともに関わった方が子どもや夫婦にとってよいという考
えは大半の大学生に共有されていることが確認された。また，育児休業に関しても，女子は 9 割以
上，男子でも 7 割以上は自分が取得することも考えていること示されたが，積極的に取得を希望す
る者は女子では 6 割を超えているのに対し男子では 3 割にも達しておらず，取得意向の程度も考慮
すると男女間の格差は大きいことが明らかとなった。
次に，子育て期の家事・子育てイメージについては，男女とも，おむつを替えたりミルクを飲ま
せたりする日常的な子育てや，洗濯，炊事といった日常的な家事は母親が担当し，父親は仕事から
帰宅後の子どもの入浴や休日の子どもとの外遊び，ごみ出しを担当するといった夫婦の子育て分担
パターンをイメージしていることが明らかとなった。また，育児休業中の家事・子育ての担当につ
いても，女子のほとんどは日常不可欠な基幹的な家事・子育ての全般を担当することをイメージし
ている一方，男子の多くは，子どもの入浴や自分の昼食作り，子どもとの外遊びなどは主に自分の
担当としてイメージされているものの，子どものおむつを替えたりミルクを飲ませたりすることな
どは，自分の担当としてイメージできている者は半数程度であり，男女間の格差が顕著であった。
おむつ替えやミルクなどは子育てには不可欠であることをふまえると，多くの男子の育児休業取得
のイメージは，専業主婦の妻がいることを前提に成立しているとも考えられる。
以上から，本研究で設定した仮説に対しては以下のとおりであったといえる。
まず，仮説 1 について，今日の大学生は両親（夫婦）がともに子育てに関わることの意義を理解
し，自分の子どもの子育てにも配偶者と同じ程度には関わりたい意向がみられる。だが，子育て関
与行動としては，日常不可欠な基幹的な行動は主に母親（妻）が担うことをイメージしており，大
学生の子育て関与意識は，意向と行動イメージの間に矛盾があるといえる。
次に，仮説 2 について，基幹的な子育てを母親が担うという子育て関与行動のイメージは，男子
のみならず女子にも共有されており，とくに男子にのみ見られたわけではなかった。しかし，育児
休業に関わる事がらでは男子の意向と行動イメージの矛盾が顕著にみられ，男子は，両親が子育て
にともに関わることの意義を受容し，また，子育てに関わることについても積極的な意向を示して
いるにも関わらず，育児休業については自分が取得することについては消極的であり，自分が育児
休業を取得した場合の日常的，基幹的な家事・子育てについても配偶者に恃むようすがみられた。
２．家庭科教育の課題
上記の結果をふまえるならば，男女共同参画社会の担い手を育成するうえでの家庭科教育の課題
としては，次の２点が挙げられよう。
１つ目は，性別役割分業の見直しや男女共同参画社会の形成について，実生活上の具体的な行動
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をイメージして実践的に学習できるようにすることである。育児休業を取得することは，子育ての
第一責任者となることを意味するが，さらには，たいていの場合，家事の第一責任者となることも
意味する。本調査の結果を見る限り，大学生の男子にはそのことに対する理解は充分でなく，彼ら
の子育て関与意識は意向と行動イメージの間に矛盾がある。男女共同参画社会の形成に向けた教育
的課題はこうした矛盾を解消していくことであろう。家庭科が実践力を育む教科であることを想起
するならば，それはこうした矛盾の解消にもっとも貢献する教科でなければならず，そのための具
体的な手立てが検討される必要がある。
実生活では，子育てをすること，介護をすること，家事をすること，職業生活を営むことなど，
それらはそれぞれ切り離されて行われているわけではない。家族・家庭生活領域の学習をより実践
的に展開していくうえでは，そうした多様な営みを総合的に扱い，保育や福祉領域とも積極的に関
連させて学習指導を行うことなども必要であろう。
２つ目は，男女にかかわらず，家事・子育ての担い手となり得るだけの力を確実に習得できるた
めの学習指導を工夫することである。現在の家庭科では，男女とも同じ内容を学習する。だが，本
稿の調査結果をみる限り，大学生のイメージする夫婦の家事・子育てのあり方は，母親に父親が協
力するというものであり，特に男子においては，将来，家事・子育ての中心的な担い手となること
は想定していないことが明らかである。こうした前提にたてば，男子に関しては，家庭科の学習に
対する有用感は極めて低く，協力できる程度に学んでおけばよいという程度の学習意欲しかもてて
いない可能性が高い。これでは家庭科を学んだとしても，その学習内容が本当に彼らの身について
いるかどうかは疑わしい。
家庭生活にかかわる知識や技術を身につけることは，本来，男女に関わらず，また，どのような
ライフコースを選択しようとも，これからの社会でよりよく生きていくために必要不可欠である。
さらにいえば，職業生活を継続していくためにも，健やかな夫婦，男女関係を築くうえでも重要な
ものである。家庭科の学習指導においては，そうしたことを丁寧に伝え，生徒たちが意欲的に学習
し，学習内容を着実に身につけられるようにしていくことが求められよう。

まとめと課題
本稿では，現代の大学生の子育て関与意識には意向と行動イメージの間に矛盾があることを明ら
かにした。実際，家庭科を学ぶ生徒たちの間では，こうした意向レベルと行動レベルの矛盾はめず
らしくない。環境問題をめぐる矛盾などはその典型である。持続可能な社会の形成にむけた意識は
高いものの，日常的な行動には結びつかないといったケースである。だが，子育てをめぐる矛盾が
それらと大きく異なるのは，生徒自身がその矛盾に無自覚であるという点であろう。とくに今日の
多くの生徒たちにとって，子育てに関わる内容は遠い将来のこととしてとらえられがちであり，そ
れがなおさら，生徒たち自身にとっても，指導する側にとっても，意向レベルと行動レベルの矛盾
を気づきにくいものにしていると考えられる。実践的な力を育むための学習指導においては，そう
した矛盾が存在しているということを，まず指導する側が意識するとともに，生徒たちにも自覚さ
せていくところから始まるといえる。
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本稿の調査では，大学生の男女に，自分が育児休業を取得した場合の家事・子育ての分担イメー
ジをきいた。男子の回答結果からは，母親（妻）の傍らで子育てに協力する父親の姿が浮き彫りに
されたが，そうした育休中の父親像が女子にも共有されているかどうかは今回の調査からは明らか
にできなかった。それは，配偶者が育児休業を取得したときの家事・育児の分担について女子の側
がどのようにイメージするのかを明らかにする作業により確認できると思われるが，それは今後の
課題である。
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小学校英語における読み書き導入および中学校英語科との連結

猪井 新一＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Introduction of Reading and Writing into Primary School English Education and Linking to
Junior High School English Education
Shin’ichi INOI

キーワード：小学校英語，文字導入，読み書き，中学校英語

本稿の目的は，小学校英語教育において，どのような読み書き活動が求められているか，そしてそれらの活動を中学校
英語科にどのように接続したらよいかについて，新旧学習指導要領の内容を概観・比較し，先行研究を調査することである。
新小学校学習指導要領によると，外国語活動の目標はより明確，具体的になっている。ただし，これまで通り原則として，文
字指導は行わない。アルファベットの大文字・小文字を聞く活動を通して体験的に慣れ親しませる程度である。新設された
小学校外国語科では，アルファベットの大文字・小文字を識別し，書けるようにする。また，音声で十分に慣れ親しんだ語句
や基本的な表現を読み書きする。中学校英語科では，小学校で慣れ親しんだ語句や表現をコミュニケーション活動を通して
定着を図る。小学校英語教育，中学校英語科ともにコミュニケーションを意識した読み書き指導が大切であり，それも体験を
通した指導が大切である。

はじめに
2020 年度より正式に小学校 5，6 年生を対象に外国語（英語）が教科として導入され，3，4 年生
対象には外国語活動が実施されることとなった。2011 年に 5，6 年生対象に週 1 回の外国語活動が
必修化され，2020 年でほぼ 10 年が経過することとなる。2017 年 3 月には，新小学校及び中学校学
習指導要領が告示され，同年 6 月および 7 月にはその解説書も公表された。これまでの小学校外国
語活動においては，英語の文字指導はアルファベットの大文字・小文字に触れることとし，その理
解にとどめるなど，極めて限定的な扱いであり，本格的な英語の読み書きは行われてこなかった。
――――――――
*茨城大学教育学部
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しかし，小学校において英語の教科化が始まると，初歩的とは言え英語の読み書きが導入され，
これまでとは小学校の英語教育の内容が大きく異なることが予想される。また，単純な機械的な反
復練習による単語や英文の読み書き指導が小学校英語に持ち込まれれば，英語嫌いとなる児童が増
加することが心配され，慎重な文字指導の導入は必須である。
本稿の目的は，
小学校英語教育において，
どのような読み書き指導が求められているかについて，
そしてそれらの活動を中学校英語科にどのように接続したらよいかについて，新旧学習指導要領を
概観・比較し，先行研究を調査することである。方法として，１）まず，小学校英語における文字
指導・読み書き指導に関して，新旧小学校学習指導要領を比較する。２）次に，これまでの小学校
外国語活動における具体的な文字指導について，
『Hi, friends!』および他の先行研究を調査する。３）
新中学校学習指導要領における英語の読み書き指導を概観し，小学校英語教育の文字指導をどのよ
うに結びつけるかについて考察をする。

文字指導・読み書き指導に関する新旧小学校学習指導要領の比較
小学校英語の文字指導・読み書き指導に関して，2008 年と 2017 年の小学校学習指導要領を比較
する。2008 年版では英語教育は 5, 6 年生を対象とした外国語活動であるが，2017 年改訂版では 3, 4
年生を対象とした外国語活動および 5, 6 年生を対象とした教科としての外国語（英語）がある。な
お，新旧小学校学習指導要領を比較する際には，同解説書を利用する。
１）外国語活動における文字指導に関する新旧小学校学習指導要領の比較
旧学習指導要領（文部科学省，2008）によると，外国語活動は，あくまで音声によるコミュニケ
ーションを体験させることが重要であるとし，次のように述べている。
イ 外国語でのコミュニケーションを体験させる際には，音声面を中心とし，アルファベット
などの文字や単語の取扱いについては，児童の学習負担に配慮しつつ，児童の学習負担に配
慮しつつ，音声によるコミュニケーションを補助するものとして用いること。
（文部科学省，2008, p. 19，下線部筆者）
さらに，アルファベットなどの文字指導は，アルファベットの活字体の大文字及び小文字にふれる
程度にとどめ，それも外国語の音声に十分慣れ親しんだ段階で開始するように述べている。発音と
綴りの関係，いわゆるフォニックスは中学校段階で扱い，小学校段階では取り扱わないようにも述
べている（同書，p. 19）
。これは，週 1 回の英語の授業では，英語の音声に慣れ親しませることが重
要であり，読み書きまで指導すると児童に相当な負担をかけ，結果として英語嫌いを生んでしまう
との配慮から，読み書きを含めた文字指導は基本的に行わないとしたのである。
新学習指導指要（文部科学省，2017a）における外国語活動は，目標や指導内容を概ね 2008 年版
を踏襲している。小学校中学年から導入する外国語活動は「聞くこと」
「話すこと」を中心とした活
動を通して，外国語に慣れ親しませ，外国語を用いたコミュニケーションを図る素地を育成するこ
とを一義的にしている。文字指導に関して，
「聞くこと」の目標の一つに次のようなものがある。
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「文字の読み方が発音されるのを聞いた際に，
どの文字であるかがわかるようにする」
（同書，
p. 16）
。
この目標に関して，文字とは活字体の大文字・小文字であり，その名称の読み方が発音されるのを
聞いたときに，どの文字であるか認識できることを述べている。例えば，
「エィ」と発音された時，
アルファベットのＡあるいは a と結びつけることである。これは，2008 年版の指導内容を一歩進め
ている。これまではアルファベットの活字体にふれる程度にとどめていたが，今回の改定ではアル
ファベット文字の名称を聞いた時，
どの文字であるかを認識できるようにすると明示したのである。
ただ，アルファベットの文字の書き方を指導したり，アルファベット順に文字を暗記させるのでは
ないとも述べている。あくまで，児童の身の回りのにある文字を活用して，体験的にアルファベッ
トの文字とその名称の読み方を一致させるような活動が大切であると述べている（同書, p. 16）
。そ
して旧学習指導要領には見られない具体的な文字指導の活動例に言及し，発音された順に文字カー
ドを並べ替えたり，線でつないだり，また，歌やチャンツの中で，文字の読み方に親しませたり，
文字の形を指で作ってみたり，形に着目して文字を分類したりする活動などを挙げ（同書, p. 16）
，
文字指導の具体的活動内容まで踏み込んでいる。これは，文字指導において，アルファベットの活
字体の大文字・小文字を何度も機械的に繰り返して発音して書かせたりすることで，児童の英語学
習に対する興味・関心を失わせることのないようにとの意図があるように思われる。
新学習指導要領は「内容の取扱い」の箇所で，改めて文字指導について次のように述べている。
「文字については，児童の学習負担を配慮しつつ，音声によるコミュニケーションを補助するもの
として取扱うこと」
（文部科学省，2017a，p. 44）
。そして，5，6 年生の英語の「読むこと」
「書くこ
と」に円滑に接続するように，文字を題材としたコミュニケーション活動を体験させ，児童に文字
に興味・関心を持たせることが大切であると述べている。さらに，具体的活動として，絵カードの
下にその単語の綴りを添えたりすることや，単語の文字数を “How many?” を用いて尋ねたりする
活動を挙げている（同書，p. 44）
。英語の発音と綴りとの関係，つまりフォニックスを扱うことは，
旧学習指導要領同様に，児童に対して過度な負担を強いることになるので，不適切であると言い切
っている（同書，p. 45）
。
新学習指導要領は外国語活動における文字指導に関して，その指導内容をより明確にし，具体的
活動に言及している。また，旧版同様に，フォニックスは外国語活動においては取扱わないことと
している。外国語活動においては，文字指導はアルファベットの活字体の大文字・小文字を取り扱
うが，その文字の名称の発音を聞いたときに，どの文字であるかが認識できればよいのであって，
その文字を書くことまでは求められていない。むしろ英語の文字に慣れ親しむための様々な活動を
体験し，児童が文字に興味・関心を持つことを大切としている。
２）小学校高学年における「外国語」における読み書き指導に関する新学習指導要領の概要
正式に小学校 5，6 年生に教科としての外国語（英語）が導入されることとなったが，読み書き指
導に関してどのような目標，内容になっているのかについて概観する。なお，本稿において，外国
語と英語は同義語である。また，概観する際に，
『小学校学習指導要領解説外国語編』
（文部科学省，
2017b）を利用する。
外国語では小学校中学年で実施される外国語活動にはない「読むこと」
「書くこと」が新たに加え
られ，教科型学習が実施され，中学校英語科への接続を図ることが求められる。外国語科の全体目
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標には次の通り，
「読むこと」
「書くこと」が明示されている。
外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方をは働かせ，外国語による聞くこと，
読むこと，話すこと，書くことの言語活動を通して，コミュニケーションを図る基礎となる資
質・能力を次の通り育成することを目指す。

（文部科学省，2017b, p. 8, 下線部筆者）

さらに，下位目標の中にも，以下のように，文字指導と密接な「読むこと」
「書くこと」が含まれて
いる。
(1) 外国語の音声や文字，語彙，表現，文構造，言語の働きなどについて，日本語と外国語との
違いに気付き，これらの知識を理解するとともに，読むこと，書くことに慣れ親しみ，聞く
こと，読むこと，話すこと，書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる
基礎的な技能を身に付けるようにする。

（文部科学省，2017b, p. 10, 下線部筆者）

中学年の外国語活動では，英語の読み書き指導は原則行わないので，外国語科ではまずは読み書
きに慣れ親しむことから指導する必要があると，配慮すべき点を付け加えている（同書，p. 11)。
「読
むこと」
「書くこと」の指導すべき内容の順序を次のように具体的に示している。まず，アルファベ
ット文字に関して，
①

英語のアルファベット文字の名称の読み方を活字体の文字と結びつけること，

②

文字の名称を発音すること，

③

四線上に文字を書くことができるようにする。
（同書，p. 12）

次の段階としては，以下のように述べている。
④

中学年の外国語活動において，十分に音声で慣れ親しんだ簡単な語句や基本的表現に
ついて，読んだり書いたりすることに細かな段階を踏んで慣れ親しませること，

⑤

語順を意識しながら書き写すことができるようにすること，

⑥

自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に書くことができるようにする
こと。
（同書 p. 12）

上記⑥は実際のコミュニケーションの場において活用できる基礎的な技能であり，外国語科ではそ
れを目指す必要があると述べている。
外国語活動では「コミュニケーションを図る素地」の育成であるが，外国語科では「コミュニケ
ーションを図る基礎的な技能」の育成となっており，いわば英語４技能への言及である。それも，
英語の文字の読み書き，そして簡単な語句や表現の読み書きを含み，小学校においても実際のコミ
ュニケーションで活用できる基礎的な技能の養成を目指しており，外国語活動の指導内容を相当に
発展させた内容となっている。
外国語科の下位目標の 2 つ目にも，以下の通り「聞くこと」
「話すこと」のみならず「読むこと」
「書くこと」がやはり明示されている。
(2) コミュニケーションを行う目的や場面，状況などに応じて，身近で簡単な事柄について聞い
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たり話したりするとともに，音声で十分慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的表現を推測しな
がら読んだり，語順を意識しながら書いたりして，自分の考えや気持ちなどを伝え合うこと
ができる基礎的な力を養う。

（文部科学省，2017b, p. 12,下線部筆者）

さらに解説書は，
「
『推測しながら読む』とは，中学年から単語の綴りが添えられた絵カードを見
ながら何度も聞いたり話したりしてその音声に十分慣れ親しんだ単語が文字のみで提示された場合，
その単語の読み方を推測して読むことを表している。
」
（同書，p. 13）と述べ，外国語活動において
絵カードなどは綴りを添えて提示することが望ましいとしている。中学年の外国語活動と高学年の
教科としての英語の接続を意識しているのが読み取れる。
続けて，
「
『語順を意識しながら書いたり』とは，中学年から何度も聞いたり話したりしてその音
声に十分に慣れ親しんでいる基本的な表現を書き写す際に，英語で何かを表す際には，決まった語
順があることへの気付きを踏まえ，語と語の区切りに注意してスペースを置き，それを意識しなが
ら書くことを表している。
」
（同書，p. 13）とも述べ，はやり中学年の外国語活動において慣れ親し
んできた基本的な表現を高学年の外国語において書き写す対象であるとしている。音声で何度も聞
いたり，話したりして慣れ親しんだ英語の単語，表現を読んだり，書いたりする文字指導は，個々
のアルファベットの文字（letter）をひとつずつ読み書きするような学習ではなく，単語全体，表現
全体を，これまで慣れ親しんできた英語音声に基づいて，読み書きすることを示している。
外国語科の目標を踏まえ，英語では５領域（
「聞くこと」
，
「読むこと」
，
「話すこと[やりとり]」
，
「話
すこと[発表]」
，
「書くこと」
）のそれぞれに関して目標を設定している。以下に，英語の文字および
読み書きに関する記述を概観する。
「読むこと」について，新学習指導要領では以下の２つの目標が設定された（文部科学省，2017b，
pp. 18～19）
。
ア 活字体で書かれた文字を認識し，その読み方を発音できるようにする。
イ 音声で十分慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味がわかるようにする。
アに関して，活字体の文字を見て，その名称を発音できることを示している。これは外国語活動
の「聞くこと」の目標の１つで，文字の名称の読み方を聞いて，文字と結びつけることを逆にした
もので，一歩段階を進めている。発音と綴りの関係性を指導するフォニックス指導は，小学校では
行わないと再度述べている(同書，pp. 27-28, p. 43）
。イに関しては，外国語活動において音声で十分
に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分かり，それらを推測して読むようにすること
を示している。
「書くこと」については，以下のように，２つの目標を設定し，解説している（同書，pp. 22-23）
。
ア 大文字，小文字を活字体で書くことができるようにする。また，語順を意識しながら音
声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を書き写すことができるようにす
る。
イ 自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に，音声で十分に慣れ親しんだ簡
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単な語句や基本的な表現を用いて書くことができるようにする。
アに関して，
「a, c」
「g, y」などの文字の高さの違いを意識させたり，
「p, q」
「b, d」など紛らわし
い形を意識させることが必要であり，A a からアルファベット順に指導する必要はなく，A, H, I な
ど左右対称の文字，C c, J j, K k など大文字，小文字の形がほぼ同じなものなど，文字の形の特徴
を捉えて指導する必要があると，アルファベット文字指導に関して，かなりきめ細かい指導を提案
している（同書，p. 22）
。
イに関して，名前や年齢，趣味，好き嫌いなど自分の関する事柄について，英文で書かれた文，
又はひとまとまりのある文章の一部を利用して，例示された語句，あるいは文の中から選んだもの
に置き換えて，自分に関する文章を書く活動を提案しており，いわゆる「英借文」と言われるもの
である。既に提示されている英文を利用して，単語や表現を入れ替えたりして，自分の言いたいこ
とを書くことを勧めている。例示された中に，児童の表現したい語句などがない場合は，指導者は
児童が書きたい語句を英語で提示するなど，柔軟に対応することが必要であるとしている（同書，
p. 23）
。
高学年の外国語科で扱う言語材料のうち，文字および読み書き指導に関わるものは次の通りであ
る。
ア 音声: 現代の標準的な発音
イ 文字及び符号：(ｱ)活字体の大文字，小文字，(ｲ)終止符や疑問符，コンマなどの基本的符号
ウ 語，連語及び慣用表現: (ｱ) 外国語活動で取り扱った語を含む 600~700 語程度の語
エ 文及び文構造

（同書，pp. 24-37）

アの音声に関して，F のような文字を見て /ef/ とその名称の読み方を扱うこととすると，再度文
字の名称の読み方に言及している。
イ文字および符号の (ｱ) 活字体の大文字，小文字に関して，再度，発音と綴りの関連性は中学校
外国語科で指導すると述べ，小学校外国語科では取扱わないとしている（同書，pp. 27-28）
。文字の
形や長さなどは，他の文字と区別して認識できるように丁寧に書いたり，適度な速さで書いたりす
ることを意識させ，コミュニケーションを行うために文字を書くことを意識させるとした。小学校
３年生の国語科でのローマ字指導に言及し，日本語のローマ字表記と英語の文字表記の違いに気付
かせながら指導することについても述べている（同書，p. 28）
。国語科のローマ字指導は訓令式で行
われるが，英語の文字指導はヘボン式であることを意識したものである。例えば，ひらがなの「し」
は訓令式では「si」と表記される。これは日本語の「し」の音を子音字と母音字で表記することが
可能であることを示したものであり，パスポートなどに用いられる “shi”のヘボン式とは異なる。
英語文字表記ではヘボン式を用い，この違いを指導することが必要であると述べたものである。筆
記体は，フォニックス同様，小学校外国語科では扱わないとしている（同書，p. 28）
。
(ｲ) 終止符や疑問符，コンマなどの基本的符号に関して，書くことが導入されるため，それに
伴い終止符（．
）
，疑問符（？）
，コンマ(，)を指導することになる。外国語科では，単文を扱うこと
とされているので，コンマは呼びかけを示す際や，語や句を３つ以上列挙する際に用いる。それも，
音声で十分慣れ親しんだ基本的な表現の中で終止符や疑問符，コンマなどの符号を示したり，書き
- 164 -

猪井新一：小学校英語における読み書き導入および中学校英語科との連結

写させたりするようにすると述べている（同書，p. 29）
。
ウ 語，連語及び慣用表現に関して，語は 600～700 語程度を指導するが，小学校段階で求められ
る定型の挨拶や，自分や身の回りの物事に関する簡単な描写や質問と応答，自分の気持ちや考えを
述べる最も基本的な言い回しなどに必要な語数である。これらの語数は「話すこと」
「読むこと」に
関わる発信語彙（Productive vocabulary）と「聞くこと」
「読むこと」に関わる受容語彙（Receptive
vocabulary）の両方を含むが，聞いて意味を理解できるようにする語彙と話して表現できるようにす
る語彙が中心となる。したがって，600～700 語をすべて読み書きできることまでは必要ない。小学
校中学年の外国語活動の学習内容を，高学年の外国語科，そして中学校の外国語科まで繰り返し活
用し，定着させることが大切である（同書，pp. 29-30）
。
エ 文及び文構造に関して，日本語と英語の語順の違い等に気付かせるとともに，基本的な表現
として，意味のある文脈でのコミュニケーションの中で繰り返し触れることを通して活用すること
となっている。繰り返し触れる中には，当然読んだり，書いたりすることが含まれる。
「言語活動及び言語の働きに関する事項」では，
「聞くこと」
「読むこと」
「話すこと[やり取り]」
「話すこと[発表]」および「書くこと」の５つの領域ごとの具体的な「①言語活動に関する事項」
と「②言語の働きに関する事項」を設けている。そして言語活動を行う場合は，単に機械的な繰り
返し活動を行うのではなく，児童が言語活動の目的や言語の使用場面を意識して行うことができる
ように，具体的な課題を設定し，その目的を達成するために必要な言語材料を取捨選択して活用で
きることができるようにすることが必要であるとしている（同書，p. 40）
。この事項における「読む
こと」
「書くこと」に関する活動例は，以下の通りである。
「読むこと」に関する言語活動は以下のように４つの活動を挙げ，解説している（同書，pp. 42
～44）
。
(ｱ) 活字体で書かれた文字を見て，どの文字であるかやその文字が大文字であるか小文字であ
るかを識別する活動。
(ｲ) 活字体で書かれた文字を見て，その読み方を適切に発音する活動。
(ｳ) 日常生活に関する身近で簡単な事柄を内容とする掲示やパンフレットなどから，自分が必
要とする情報を得る活動。
(ｴ) 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的表現を，絵本などの中から識別する活動。
(ｱ)の活動は，読むことの中でも，最も基本的な活動とし，活字体 A, B, a, b はそれぞれ /ei/，/bi:/ を
表した文字であると認識することである。例として， “My name is Haruna.”と自己紹介して， “H, a,
r, u, n, a” とその綴りの文字の名称を言う活動を挙げている。
(ｲ)の活動において，
「読み方」とは文字の名称の読み方を指しているが，文字には名称と音があ
ることを気付かせることが大切である。例えば， “k” が/k/と発音することに慣れ親しんだ後，k で
始まる単語を，ペアやグループ内で協力し合いながら制限時間内にできるだけ多く言わせる活動を
提示している。
(ｳ)の活動は，簡易な海外旅行パンフレットやテレビ番組欄などから必要な情報を得る活動である。
読ませる英語は語句や１~２文程度の単文である。その前段階として，個々の単語の発音に音声で
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十分慣れ親しむ活動などが必要である。
(ｴ)において，２つの具体的活動を挙げている。１つは絵本などの英文を読んで，その中から音声
で十分慣れ親しんだ語句や基本的表現を識別する活動である。絵本の読み聞かせ中に，絵本の文を
指さしながら “Where is ‘red’?” と問いかけ，その語を英文から見つけさせるような活動である。２
つ目は，音声で十分慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な英文を読んで，その意味を理解する活動で
ある。
「書くこと」に関する活動は，以下の通りである（同書，pp. 49-52）
。
(ｱ) 文字の読み方が発音されるのを聞いて，活字体の大文字，小文字を書く活動。
(ｲ) 相手に伝えるなどの目的を持って，身近で簡単な事柄について，音声で十分慣れ親しんだ語
句を書き写す活動。
(ｳ) 相手に伝えるなどの目的を持って，語と語の区切りに注意して，身近で簡単な事柄について，
音声で十分慣れ親しんだ基本的な表現を書き写す活動。
(ｴ) 相手に伝えるなどの目的を持って，名前や年齢，趣味，好き嫌いなど，に関する簡単な事柄
について，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を用いた例の中から言葉を
選んで書く活動。
(ｱ)に関して「読み方」とは文字の名称である。具体例として，活字体のメールアドレスを電話で
やり取りする活動を挙げている。この事項の最終目標として，児童は何を見ることなく，活字体の
大文字，小文字を書くことができるように指導する。指導の留意事項としては次の通りである。
・
「聞くこと」の活動により文字の読み方に十分慣れ親しませ，
「読むこと」の活動において，文字
を認識し，
その名称を発音させた後に，
この書く活動を行うようにし，
順序性を踏まえる
（同書，
p .49）
。
・活字体の大文字・小文字を一度に全て取り扱うのではなく，児童の実態に応じて一度に取り扱う
文字の種類や数に配慮する（同書，p .49）
。
・
「ドリル学習」のような単なる反復学習に終始するのでなく，何らかの書く目的を持たせたり，ゲ
ーム的要素を取り入れ，児童の学習意欲を高める（同書，p .49）
。
・
「書くこと」の活動は教師が想像する以上に時間がかかる場合があるので，授業においては十分な
時間を確保するとともに，四線上に正しく書くことができるようにする（同書，p .49）
。
(ｲ)に関して，例えば，自分の行ってみたい国を「話すこと」の活動に取り組み，
「読むこと」の
活動により，国名を表す単語を読んで意味がわかるようにした後，国名一覧を見ながら，自分の行
きたい国の国名の表現を書き写す。ややもするとただ書かせるだけの機械的な指導に終始する可能
性があるので，例のように目的を持たせることが必要である（同書，p .50）
。
(ｳ)は基本的な表現を書き写す活動である。前述の(ｲ)同様に，目的を持って活動させる必要がある。
例えば，何曜日に英語の授業があるかを表現できるように，
「話すこと」の活動を通して，その表現
に音声で慣れ親しみ，書かれている英文を見ながら書き写すなどが考えられる（同書，p .50）
。
(ｴ)は，
「書き写す」のではなく，例となる文を見ながら，自分の考えや気持ちを表現するために，
例となる語や表現から選んで書くことを示している（同書，p. 50）
。
以上，新小学校学習指導要領の外国語科における文字指導，読み書き指導に関する概要を見てき
たが，中学年の外国語活動の指導内容を相当発展させたものと言える。アルファベットの活字体の
- 166 -

猪井新一：小学校英語における読み書き導入および中学校英語科との連結

大文字・小文字を認識し，その読み方を発音できるように，そして書くことができるようにする。
機械的な繰り返し練習に終始することなく，体験的な活動や目的のある活動をすることが大切であ
る。指導の順序もあり，段階を踏んだ指導が大切である。音とつづりの関係を扱うフォニックスは
小学校外国語科でも取り扱わない。
文字指導・読み書き指導に関する具体的活動例
１）
『Hi, friends!』に見られる文字指導
新小学校学習指導要領外国語活動及び外国語の解説書で，具体的な文字指導・読み書きに関する
具体的活動例の記述が多々見られるが，ここでは，多くの小学校で外国語活動の教材として使用さ
れている『Hi, friends!』を見ることにする。
『Hi, friends! 1』
，
『Hi, friends! 2』とも以下のように，文字
指導の活動例は極めて限定的である。
①『Hi, friends! 1』は Lesson 6 においてのみ文字を扱っている。それもアルファベットの大文字のみ
である。紙面の絵の中にあるアルファベットの文字を指差すポインティングゲームが活動としてあ
る。さらに，音声を聞いて，アルファベットの大文字を線で結んだり，身の回りのものからアルフ
ァベットを書き写させたりする活動がある。
『Hi, friends! 1』ではアルファベットの大文字のみを扱
い，小文字は扱っていない。
②『Hi, friends! 2』は Lesson 1 のみでアルファベットを扱っている。もちろん，英語以外の外国語（ア
ラビア語，ロシア語，ハングル，中国語など）の文字を提示し，英語の文字だけを扱わないように
配慮している。Lesson 1 では，ポインティングゲームなどを通して，テキスト紙面にある，アルフ
ァベットを指で指し示す活動などがある。
『Hi, friends! 1』とは異なり，大文字のみならず小文字も
扱っている。テキスト紙面から，アルファベット tbs news を書き写したりする活動や，クイズ形式
でアルファベットを紹介する活動などが紹介されている。
以上①，②の活動はともに，新学習指導要領においては，概ねアルファベット文字の認識に関わ
るものである。
『Hi, friends! 2』では，アルファベットを書き写す活動も含まれており，これは新学
習指導要領の外国語科の「書くこと」で扱われている内容である。
２）先行研究に見られる文字指導・読み書き指導の具体的活動例
文字指導を扱っている先行研究を 3 つ紹介し，
新小学校学習指導要領の観点から見ることとする。
➀ 和歌山県教育センター（2009, p. 8）は，基本的単語を用いて，図１のようなワークシートから，
単語を探す活動を提案している。最初は学級担任が例として，
“cat”に 1 つ印をつける。この活動
は，小文字を使用しているが，
“cat”と “dog”という文字の連続体がいくつあるかを探す活動である。
これらの表現は外国語活動において音声で十分に慣れ親しんでいることが前提である。この活動は，音
声で慣れ親しんだ “cat” と “dog” を，アルファベットの文字列から探す，つまり簡単な語句を識別する
活動であるため，新学習指導要領の外国語科の「読むこと」の目標イに関する活動例である。
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図 1 単語探しワークシート
② 樋口他（2013, pp. 73-75）は文字指導に関して，次の 4 段階を示している
(1) アルファベットの文字の認識・理解。単語全体として捉えさせる。活動としてアルファベット並べ，文字
当てクイズ，文字探し，文字読みと音読み等。
(2) 大文字，小文字の認識。活動として，ビンゴゲーム，線つなぎ，大文字と小文字のカードあわせ，神経
衰弱など。
(3) 音声で十分慣れ親しんだ単語を，ひとかたまりとして読ませる。活動として，カルタ取り，単語探し，単
語カード並べ（単語のつづり順に，文字を並べる）など。
(4) 音声で十分慣れ親しんだ基本文（例 I like dogs.）を，指導者の後について読ませる。絵本を利用し，
紙面の曜日，数，食べ物の名前の文字に注目させたり，指導者について読ませる。
(1)は，概ねアルファベットの認識に関わる活動であり，新学習指導要領の外国語活動の範囲内にある。
ただアルファベットの「音読み」は外国語科の活動である。(2)もアルファベット認識活動であり，外国語活
動内の活動である。(3)(4)は音声で十分慣れ親しんだ表現を読ませているので，外国語科の「読むこと」
の活動例である。
同書は，書くことに関しては，以下の 3 段階を提案している。
(1) アルファベットの大文字・小文字を，なぞったり，書き写させる。
(2) 基本的な単語の最初の文字を書き入れさせる。（例 □og）
(3) 示された語彙群から，自分に必要な単語を，空所に書き入れさせる。この活動の延長として，自己紹
介・誕生日カード作成などがある。
(1)～(3)はいずれも新学習指導要領の外国語科の「書くこと」に関する活動例である。特に(3)は，相手に
伝えることを目的としたもので，コミュニケーションを意識した活動例である。
③ アレン玉井（2010）は外国語習得の初期段階から文字指導の重要性を説いている。氏は，外国語活動
において文字を基本的には扱わないことに対して，もともと疑問を抱いており，文字指導に関しては早期
から導入すべきとして，様々な文字を扱った活動を紹介している。ボトムアップアプローチの指導方法と
して，アルファベット指導，フォニックス指導，サイトワード指導 （単語を分解しないでそのまま指導する
方法）等を挙げている。トップダウンアプローチとして，絵本の読み聞かせ指導などを挙げている。この 2
つのアプローチを組み合わせながら指導することが望ましいとしている（pp. 130-132）。
氏はアルファベット指導としては，アルファベット大文字認識させるためのアルファベット歌，アルファベ
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ットの並べ替え，カルタ取り，アルファベトの伝言ゲーム，人文字アルファベット，単語探し（図１を参照）な
どの様々な活動を紹介している（pp. 177-185）。これらの活動はいずれも，アルファベットの認識に関わる
活動で，さらに文字まで書くことを求めていないため，外国語活動内の活動例である。音韻認識を育てる
ため活動としては，まずはローマ字学習を提案し，日本語の音が子音＋母音から構成されていることを発
見でき，音素を認識させるのに有効であるとしている。次に，語頭の子音，語中のライムなどを扱うゲーム
などにより，アルファベット文字の名称の発音の音素認識活動に移行することを提案している（pp.
188-198）。前述したように，氏は，英語文字の読み書きの早期段階導入の主張者であるから，フォニック
ス指導も活動例として挙げているが，これは新旧小学校学習指導要領の指導内容とは相いれない。
新中学校学習指導要領に見られる外国語科の読み書き指導
ここでは『中学校学習指導要領解説外国語編』
（文部科学省，2017c）に見られる外国語科の読み
書き指導の概要を述べ，小学校における文字指導および読み書き指導の中学校外国語科への接続の
ありかたをみる。
小学校中学年における外国語活動，高学年における外国語の導入を踏まえ，中学校外国語科では
５つの領域（
「聞くこと」
「話すこと[やりとり]」
「話すこと[発表]」
「読むこと」
「書くこと」
）の言語
活動を通してコミュニケーションを図る資質・能力を育成することとなる（文部科学省，2017c，p.
8）
。
「読むこと」に関しては，以下のような目標が設定された。
ア 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれたものから必要な情報を読み取ることがで
きるようにする。
イ 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短い文章の概要を捉えることができるよ
うにする。
ウ 社会的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短い文章の要点を捉えることができるよ
うにする。

（文部科学省，2017c，pp. 18-20）

活動例としては以下の通りである。
(ｱ) 書かれた内容や文章の構成を考えながら黙読したり，その内容を表現するような音読したりする活
動。
(ｲ) 日常的な話題について，簡単な表現が用いられている広告やパンフレット，予定表，手紙，電子メ
ール，短い文章などから，自分が必要とする情報を読み取る活動。
(ｳ) 簡単な語句や文で書かれた日常的な話題に関する短い説明やエッセイ，物語などを読んで概要を
把握する活動。
(ｴ)簡単な語句や文で書かれた社会的な話題に関する説明などを読んで，イラストや写真，図表なども
参考にしながら，要点を把握する活動。また，その内容に対する賛否や自分の考えを述べる活動。
（文部科学省，2017c，pp. 55-57）。
中学校外国語科における「読むこと」は，読み手の目的に応じて，必要な情報を読み取ったり，まとまりあ
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る文章から概要や要点を理解したり，さらには活動例の(ｴ)のように読み取った内容についての賛否，感
想，意見なども話したり，書いたりして，「読むこと」を他の領域の活動へ結び付けることが大切であるとし
ている（同書，pp. 58）。中学校における「読むこと」とは，小学校の外国語科の「読むこと」からは相当にそ
の内容が異なっている。小学校外国語科ではアルファベットの大文字・小文字を認識したり，音声で慣れ
親しんだ表現の意味が分かるようになることが「読むこと」であったが，中学校では相当にそれを発展した
ものとなっている。小学校外国語科の「読むこと」を，中学校外国語科の「読むこと」にどのように接続して
いくかについて，その橋渡しを丁寧にする必要がある。新学習指導要領には，「読むこと」の領域に関し
て，その接続の部分の記述はあまり見られない。
「書くこと」の領域については，以下の通り３つの目標と４つの活動例を挙げている。
目標
ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて正確に書くことができるようにする。
イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなど整理し，簡単な語句や文を用いてまとまり
のある文章を書くことができるようにする。
ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，その理由などを，簡単な語句や文を用
いて書くことができるようにする。（文部科学省，2017c，pp. 25-27）
言語活動例
(ｱ)趣味や好き嫌いなど，自分に関する基本的な情報を語句や文で書く活動。
(ｲ)簡単な手紙や電子メールの形で自分の近況などを伝える活動。
(ｳ) 日常的な話題について，簡単な語句や文を用いて，出来事などを説明するまとまりのある文章を書く
活動，
(ｴ) 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき，自分の考えや気持ち，
その理由などを書く活動。

（文部科学省，2017c，pp. 63-66）

以上中学校外国語科の「読むこと」「書くこと」の目標をまとめると，小学校における英語学習で何度も音
声で触れた語句や表現および中学校で扱う語句や文を用いて，自分の関心のある事柄，日常的な話題，
社会的な問題などについて，正確に，論点を整理して，読み手を意識して書くことが求められている。
活動例に関して，解説書は，活動の仕方などについてかなりきめの細かい手立てを示している。例え
ば，「書くこと」の苦手な生徒には，何をどのよう用に書けばよいかを指導する必要があるとして，自分の
考えや気持ちをペアやグループで簡単な語句や文を用いて口頭で伝える活動をした後に，その内容を
書いてまとめることを述べている（同書，p. 63）。さらに，書く活動を行う前には，手本となるような文章を数
多く提示し，その表現を活用したり入れ替えたりしながら書き方を学ばせたうえで，その後に自力で書くこ
とができることようにする段階を踏むことが必要であるなどと述べている（同書，p.63）。既述の「読むこと」
の活動例と「書くこと」の活動例の記述を比較すると，「書くこと」の記述の方が細かな指導の段階を示すな
ど，かなり詳細である。これは，おそらく，「読むこと」よりも「書くこと」においての方が，多くの生徒が苦手
意識を持つであろうと予想したためと，「書くこと」もコミュニケーション活動の一部であることを学習者に意
識させたい思われる。
2017年版の新中学校学習指導要領は，指導計画の作成上の配慮事項として，小学校や高等学校にお
ける接続に触れている。「読むこと」も「書くこと」も意味の伝達に関わる点では，コミュニケーション活動で
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あり，意味内容に留意することが大切であるとし，「書くこと」の活動の場合，何のために，誰に対して書く
のかを意識させることが必要であるとも述べている（同書 p. 80）。さらに，小学校で学習した簡単な語句や
基本的な表現の定着を図るために，ただ単に機械的に繰り返して学習するのではなく，意味のある文脈
の中でコミュニケ－ションを通して定着を図ることができるように工夫することが大切であるとも述べている
（同書，p. 82）。さらに，文字指導において活字体の大文字・小文字は中学校でも引き続き指導することと
し，必要に応じて筆記体を指導しても良いとしている（同書，p. 88）。フォニックス指導については，ある程
度単語の綴りと発音には対応関係があることを認め，単純なものから徐々に指導することが必要であり
（同書，p. 88）としており，細かな規則にこだわって全面的に指導するのではないとも述べている（同書，p.
86）。
まとめ
本稿では英語の文字指導，読み書き指導を中心に，新旧小学校学習指導要領，新中学校学習指導要
領などを概観し，『Hi, friends!』や他の先行研究などの活動例を見てきた。従来中学校外国語科で実施さ
れていた文字指導は，小学校外国語科で行われるようになり，英語を聞く・話すを中心としてきた小学校
英語教育の内容が大きく異なることになる。「読むこと」，「書くこと」が小学校に導入されるが，聞いたり，
話したりしたことを書いてまとめたり，読んだことを話したり，書いたりしながら，「聞くこと」，「話すこと」の領
域にも結び付けることが必要である。中学校外国語科では，「読むこと」「書くこと」それ自体がコミュニケー
ション活動であるという意識を学習者が持てるように指導することも大切であり，小学校の外国語活動や外
国語科で学習してきた単語や語句を，単純な繰り返し学習ではなく，コミュニケーション活動を通して定着
させることが必要である。新小学校学習指導要領は，指導の活動例や指導順序を示し，さらに，新中学校
学習指導要領はコミュニケーションを意識した英語指導の大切さを説くなど，指導の目標や内容に踏み
込んだものとなっている。実際の指導の際には，以上のことを十分意識する必要がある。
引用文献
アレン玉井光江. 2010. 『小学校英語の教育法―理論と実践』 （大修館）.
樋口 忠彦，加賀田哲也，泉 惠美子，衣笠知子(編). 2013. 『小学校英語教育法入門』 （研究社）.
文部科学省. 2008. 『小学校学習指導要領解説外国語活動編』 （東洋館出版）.
. 2017a.『小学校学習指導要領解説外国語活動編』 http://www.mext.go.jp/component/
a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/07/25/1387017_13_1.pdf （2017年8月1日閲覧）
. 2017b. 『小学校学習指導要領解説外国語編』 http://www.mext.go.jp/component/ a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/07/25/1387017_11_1.pdf （2017 年 8 月 1 日閲覧）
. 2017c. 『中学校学習指導要領解説外国語編』 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/01/05/1234912_010_1.pdf （2017 年 8 月 1 日閲覧）
和歌山県教育センター. 2009. 「外国語活動の効果的な指導に関する実証的研究―『英語ノート』および
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どのような気づきが，英語教師を成長させるのか
―― 自律的な教師への道 ――
平 野 紀 英 子＊ ・齋 藤 英 敏＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

How Have Japanese Junior High School English Teachers Become Aware of Their Problems? : A Path to
Achieving Autonomy
Kieko HIRANO and Hidetoshi SAITO

キーワード：気づき，適応的熟達，教師間の対話，自律的成長，生徒の立場にたった視点

本研究の目的は，自律的な英語教師の成長における「気づき」の役割を探ることである。まず英語教師の気づきの
変化の特徴を知り，さらに教師の成長に寄与する要因を探ることを目指した。研究参加者は中学校に勤務する日本人
英語教師２名で，調査は授業観察，教師と生徒へのインタビュー，および質問紙を利用した。質的分析では，三段階
のコーディングを行い，それに基づいた理論化を目指した。結果としてわかったことは，１）英語教師の成長にとっ
て気づきは非常に重要な役割を果たすこと，２）
「適応的熟達」
（教師が作った一定の効果的なパターンを状況に合わ
せて調整する）の成長をするという説を支持する結果が得られたこと，３）教師が生徒の視点に気づくことが授業の
振り返りを促し教師の成長を促進すること，４）教師同士の対話も成長を促すこと，である。

はじめに
「どうしたら，英語指導が上達するのか?」
「英語をさらに効果的に教えるためにどんな改善が必
要なのか?」これらの問いに対する決定的な答えを見出すことは難しい。だからこそ，多くの英語教
師はこの問いに対する答えを求め続けるのだろう。
これらの問いかけに呼応するかのように，
英語指導改善への多くの提案がなされている。
まずは，
教師自らが課題を設定し，
同時に調査者として仮説検証することが大きな反響を生んだアクション・
リサーチ。さらには，
「教師が自分たちの指導を変え，授業を振り返り分析するために書いたり語っ
たりすること」(玉井，2009,p.146)を要とする「省察的実践」
。また最近では，
「言語習得の場で
――――――――
*笠間市立岩間中学校

**茨城大学教育学部
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の教師と生徒の互いのやりとりが両者の理解を促進する継続可能な方法（Allwrite, 2005，p.361）
（筆者訳）
」としての「探求的実践」が提唱されている。本研究は，上にあげた方法の中から，特に
「気づき」に焦点を絞った省察的実践と探求的実践を指針として利用した。
教師の成長過程での「気づき」の役割に最初に焦点をあてたのは，おそらく Freeman(1989)であ
ると思われる。指導の４つの要素である知識(Knowledge), 態度(Attitude),技能(Skill)，気づき
(Awareness)のそれぞれの頭文字をとった彼の KASA モデル(Freeman, 1989)を基に，本研究は，今ま
で注目されることの少なかった観点として英語教師の気づきがどのように教師の成長を促進するの
かを探った。
先行研究
１．教師の成長における「気づき」の重要性
Freeman は先に述べた KASA モデルの概念図を図１のように提示している。彼の考えによれば，教
師は自分が気づいている状況場面に応じた反応をするので，
「気づきという要因が，KASA モデルに
おいて，超越的，統一的な役割を果たす(1989,p. 33) (筆者訳)」と述べている。図１に示す KASA
モデルでは，４つの要素の関連が表現されている。Freeman は，
「言語指導は，４つの構成要素を基
にした決断選択の過程と考えられる(1989,p. 33)(筆者訳)。
」と述べ，次のような仮説をたててい
る。
「気づきは，単に何か起こっていることに注目したり理解したりする力というに止まらず，知識
と技能と態度を統合する要素なのだ。だからこそ，言語教育においてなぜ教師が成長し変化すべき
なのかを根拠づけるのだ(1989,p. 34) (筆者訳)。
」図１の KASA モデルは，気づきが，技能や態度や
知識への注意を引き出したり探ったりする働きを表現している。つまり，気づきは，教師の成長に
とって，大変重要な役割を果たすと考えられる。

図 1. 指導要素の図解モデル (Freeman, 1989, p. 36)
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２．気づきに関わる教師の成長という言葉の定義
教師の成長に関する研究では，成長段階を示す型や分け方が数多く存在し，この点は本研究の枠
を超えているので議論は控えるが，
「教師の成長」
に関しては多少の意見の一致も認められる。
まず，
いくつかの研究では教師が経験する成長のパターンに共通の型を見出すことは大変困難だと述べら
れている。英語教育においては，古家(2014)が最近の研究で，教師の経験年数は教師の成長を保証
せず個別に異なった多様な成長過程があると示唆している。また，坂本(2007)は教師の成長を「適
応的熟達」の過程として説明可能だと報告している。教師の成長を「適応的熟達」と説明したのは
Hammerness(2005)で，彼女は，
「適応的熟達の核心は，効率的達成と状況から求められる変化のバラ
ンスをとることにある(p. 360)(筆者訳)」と述べている。坂本は Hammerness の論をもとに，適応的
熟達の経過をたどる教師は効率的な指導の型をつくる一方，環境の変化に応じて自分の指導法を変
えていくことで，より良い指導を作り上げていくと述べている。ただ坂本の研究は，成長の目標に
ついては触れていない。 Andrews (1978)は，教師の成長を，教師と生徒の両者の自律性を高めてい
く相互交流の創造だと定義している。同様に，小林(2008)は，自律した学習者を育成する指導がで
きるということは，教師が自律しているということと同義であるとしている。これらは教師の成長
を学習者との関係に焦点をあてた定義であり，こうした関係性の重視は教師の成長の目標の一つと
してあげられる「自己研修型教師」にも関わる。横溝(2009, p. 76)が述べているように，
「自己研
修型教師」の特性は学習者の学びに応じた教材や活動を工夫する自律性とされるからだ。
「気づき」に論をもどすと，池田(2007)は，教師の成長を学習者との関係や変化への気づきを通
した生涯にわたる成長過程と定義した。Freeman(1989)のモデルも，成長の動因として気づきに焦点
をあてている点で，池田の定義を支持しているものと考えられる。以上のことから，本研究では，
「教師の成長」を多くの気づきを通して自律的で自己研修型教師へと向かう適応的熟達の過程と捉
えた。
ここで，教師の自律性と学習者の自律性についても言葉の検討が必要だろう。横溝(2009)は自律
した教師となるには，
「自己研修型」教師であると同時に「省察的実践家」であることが必要だと述
べている。青木(2005)によれば，教師の自律性というのは，学習者の自律を促進することに努め，
それへの敬意をもつことだと言う。こうした論議を踏まえ本研究では，
「教師の自律」を学習者の自
律性を促進しながら，
生徒の課題や関心に合わせて自主的に指導過程をつくりあげることと捉える。
学習者の自律については，その用途が広すぎて，統一した見解を見つけにくい。したがって，本稿
では，学習者の自律を日本の中学校の生徒に限定した範囲で使用する。佐々木(2011)の定義を借り
ると，それは自分の目標を決め計画をたて実行し，教師の適切な指導の下で自己評価する過程と捉
えることができる。
これまで，いわゆる「達人教師」に関する研究はなされているものの，英語教師の成長のプロセ
スの研究は，多いとはいえない。そこで，本研究は，英語教師の適応的熟達の要因としての気づき
の変容を探求することを目的とする。具体的な研究目的は，２名の現職英語教師がどのように自分
の問題に気づいていくのかを理解することである。さらに，教師の適応的熟達における気づきの役
割を探ることである。
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研究方法
１．分析の枠組
この研究の基本的な目的は，二人の英語教師が自分たちの問題にどのように気づいていくのかを
調べることである。
さらには，
その気づきが教師の成長にどのような役割を果たすのかを探求する。
実際には，日本人英語教師２名に，それぞれ５回ずつ，どんな課題に気づいてきたかをインタビュ
ーし録音した。インタビューの主軸は，二人の各段階における体験や方針決定に置かれた。インタ
ビューと同時に，これまでの教師体験に関する質問紙の筆記回答を得た。加えて，それぞれの２－
３回ずつの授業をビデオ録画した。この録画は授業振返りインタビューの際に使用され，その様子
は，自身の授業の気づきを知るために録音され書き起こされた。また，優れた他者のモデル授業の
ビデオ映像を使って，二人の気づきや感想も録音された。加えて，それぞれ３名の生徒に授業後に
インタビューし，その録音と書き起こしも参考資料とした。
２．参加者
ゆうこ

けい

二人の日本人英語教師，裕子と佳（ともに仮名）が研究に参加した。二人の勤務校が調査者の家
から近く，二人の年齢が同年代であるという便宜上の理由からの選択である。また，インタビュー
対象である生徒各３名は，無作為に抽出した。参加者のプロフィールは，次の通りである。
(1) 裕子
公立中学校での英語科担当教師歴８年。大学での専攻は英語教育だったが，大学時代は，中学校
の英語教師になることにそれほど意欲的ではなかった。新任の中学校で６年勤務した後，現在の勤
務校に異動して２年目。中学１年生と３年生の英語科授業を担当している。
(2) 佳
大学で比較文化を専攻し卒業後，首都圏にある私立中高一貫校で８年間勤務後，一旦退職し，カナ
ダでのワーキングホリディを経験した。帰国後，出身地茨城県に戻り，2016 年春，公立中学校での
勤務を始めた。中学１年生，２年生，３年生の英語科授業を担当している。
表1
年＼名前
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

裕子と佳のこれまでの職業経験

裕子 (29 才)

公立中学校で英語教師として勤務を始める
↓
↓
↓
↓
↓
異動により現勤務校へ
↓
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佳(32 才)
中高一貫校の中等部で英語教師として勤務を始める
↓
↓
↓
↓
同校の高等部で英語を教える
↓
↓
カナダのワーキングホリディに参加
公立教員採用試験準備(非常勤講師期間)
公立中学校で勤務を始める
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３． 研究方法
観察，インタビュー，質問紙の三種類のデータ収集が使われた。異なった種類のデータ分析によ
って，
より参加者の理解を深めるとともにトライアンギュレーションにより研究の信頼性を高めた。
観察された授業はビデオ記録され，インタビューの内容は書き起こしされた。
(1) インタビュー
それぞれの教師とそれぞれ５回ずつのインタビューを行った。第１回目は，観察した授業直後の
感想や意見について，半構造的インタビューを実施した。２回目は，これまでの教師として体験の
振り返りと，ビデオを参考に自身の授業内容について振り返った。３回目は，他の教師のモデル授
業のビデオを見ての気づきを中心としたインタビューである。以上２回目，３回目のインタビュー
は，比較的時間の余裕をとりやすい夏休みに行った。２学期 10 月の授業撮影の後，１学期と同様に
半構造的インタビューを実施し，最終的に本調査に関わる意見や感想について尋ねた。
生徒のインタビューは，英語の授業と担当教師への感想や意見を問うためにあらかじめ準備し
た質問内容を尋ねた。対象の３人ずつの生徒たちは，無作為に選択した。
(2) 質問紙
二人の教師には，自分たちの指導への信念や課題への気づきに関する質問内容に対して，２回目
のインタビューまでに記入してもらった。
４．調査の経過
インタビュー，授業観察および録画，モデル授業の準備は，以下のように実施した。
モデル授業ビデオの準備は，調査者の元同僚を含めた６人の経験ある英語教師に協力を得た。そ
れぞれの勤務校の許可を得て，50 分授業ビデオ 10 本以上を記録し，その上で，今回の目的に合致
する参考授業ビデオを準備した。
裕子と佳の授業観察とインタビューについては，以下に図示した。
表 ２.

本研究の授業観察およびインタビュースケジュール
データ収集

6月

授業観察・録画 ，授業直後インタビュー（振返り，感想） ，生徒インタビュー

7月
8月

インタビュー （プロフィール，信念，課題など）
インタビュー （授業振返り，モデル授業についての気づき）

10 月（初旬） 授業観察・録画 ，授業直後インタビュー（振返り，感想） ，生徒インタビュー
10 月（中旬） インタビュー （授業振返り，感想）

５．調査結果の分析
高木(2016, p. 118-125)の手法を元に，下記のような質的分析が使われた。
1） 第一次ラベル付け
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まず，インタビューと授業の振り返りを書き起こし，質問紙の回答をデータ化し，焦点
化するテーマを見つけるために，仮のラベルをつけた。
2) カテゴリー分けと第一次ラベルの修正
仮のラベル付けを上位カテゴリーに入れて繰り返されるテーマを見つけて再度検討した
上で，一次ラベルの修正を行った。
3) コードの焦点化
上記のカテゴリーの関係性や順序を見極めてカテゴリーの上位概念を見出し，焦点化コ
ードを決めた。
最終的に，これらの結果をデータに基づいて分析し，研究対象の表現や状況をより詳しく伝える
ために語りを付け加えた説明を用いた。
結果
１．裕子の気づきと教師としての成長
(1) 苦難
裕子の教師生活のスタートは，決して順調なものだったとは言えない。その出だしから多くの困
難が待ち受けていた。在籍生徒数 450 名程度の都市中心部から離れた中規模校で，保護者からの進
学や修学への期待が高いとは言えない学校だった。何より新任教師に不信の目を向ける生徒たちに
苦労した。
生徒たちから嫌われているように感じて，
学校に行きたくないことさえしばしばあった。
英語の授業を工夫しようという熱意はあったが，指導に一貫性がなく，授業の到達目標も明確では
なかった。コミュニケーション活動ができるようにワークシートを準備してはいったが，生徒の実
態に必ずしもふさわしいものではなかった。
(2) 最初に見つけた授業の流れ
裕子は，次第に生徒たちの特徴を知るようになった。この生徒たちは，裕子に限らず，新任教師
には必ず不信の目を向けるのだと分かって少し救われたように感じた。新任教師に対する拒否的な
態度は毎年のことだったのだ。裕子が赴任して２年目の春に経験豊かな英語教師が異動してきたの
だが，
生徒たちの態度にショックを受け，
なんとか生徒を授業に集中させようと方策を探していた。
他の教師もこれに呼応し，校内の英語科教師が共通して使える教材を工夫するようになった。まず
ビンゴから授業を始めるというのが，生徒の実態に合っているようだった。裕子は他の英語教師の
良い実践や助言を受け入れる柔軟さがあった。他の教師から学ぶだけでなく，さらに自作ワークシ
ートを同僚に提供するなどの貢献もした。先輩教師とのティームティーチングを経験する中で，彼
女は次第に一定の授業の流れを見つけていった。それは，まずビンゴで始まりパターンプラクティ
スに移ってドリルで終わるというパターンだった。初任校を異動するまでの間，裕子はこの流れを
続けた。実は，内心この流れに対する根本的な問題点に気づいてはいたのだが，その時点で他の有
効なスタイルを見出せないでいたのだ。
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(3) 生徒の自己表現の必要性の気づき
裕子が気づいていた根本的な問題点とは，自分の授業が生徒たち自身のことを語る機会をつくっ
ていないことだった。生徒が英語で話し合うというチャンスもほとんどなかった。その頃の彼女の
授業の流れは生徒の自己表現を促進するものではなく，振り返れば，大学時代に指導された方向や
授業公開で参観する授業とは異なるものだったのだ。
I（インタビュアー）:ダメだと思ったのは,大学で学んだ影響？
Y（裕子）:大学の影響と,研究授業をやられている先生の授業をいくつか見に行く中で ,自分がやってる
授業の何割がドリル型なんだろうとか,何割が決められたことをしゃべらせてんだろう,リピート，た
だのリピートになってるだろうってのを,ずっとこう,やだなやだなって思ってたんですね。
I:どうして？
Y:ダメだなって思ったんです。いろんな先生の授業を見て,何が違うんだろう？明らかに違うなっていう
ので,例えば,「この子たちが同じ高校行ったら通用しないよな」って,「中学校で何やってた？」「ず
っとリピートしてた」,なんて言われたくないな,とか,「『何でしゃべれないの？』とか,言われちゃう
のは,生徒のせいじゃない。」って,見に行った時の先生も言ってたし,確かにそうだよなって思ったし。
(8 月 25 日インタビュー)

(4) 生徒の自己表現に焦点を当てた新しい授業の流れ
次の段階への変化は，裕子が現在の勤務校に異動したことが大きな契機となった。異動先の中学
は初任校と大きく違って地方都市の中心部にあり，進学への期待が極めて高い学校であった。生徒
と保護者の両方からの期待も要求も高く，これまでのスタイルを変える必要があった。だが，彼女
はこの差異に比較的すぐに慣れて，異動先の生徒たちに合った流れを見つけた。まず，裕子は生徒
たちが自分自身のことを話題にした方が英語を使いやすいことに気づいた。この気づきは，彼女の
授業を文型の口頭練習で始めて，
次に自分自身のことをお互いに話させるという流れに変えさせた。
つまり，裕子は新しい授業の流れを見つけた。文型導入からその文型を使った口頭練習，さらに自
己表現に充分時間をとった後，本時の内容をまとめるというものだ。くわえて，生徒一人ひとりに
合わせて授業プランを工夫した。例えば，生徒に書いて自己表現をさせる時は，苦手な生徒に配慮
して書く英文の数は生徒が自分で選べるようにした。さらに授業のプランをたてる時に，ある一人
の（ほとんどの場合，英語が苦手な）生徒を思い浮かべ，その生徒が取り組みやすそうな活動かど
うかを考える基準にした。
(5) 教師として生徒を知ることの喜び
次第に裕子は生徒の個性や特徴に気づき，英語の授業でそれを活用しようとするようになった。
言い換えれば，生徒の特徴を授業でうまく活用することで，英語学習に対する生徒の意欲を高めよ
うとした。例えば，ふだん他の生徒と話したがらないが，自分の好きな話題になると積極的に自分
のことを表現するというような生徒にも心をくだいた。彼女のクラスのタク（仮名）は，たとえ日
本語でも文章は全く書かない生徒だった。だが好きなことについてはよく話した。現在完了を教え
た授業で，裕子はタクのその特徴を生かした。彼のお気に入りはガンダムだが，母から受験勉強に
集中しないからという理由で，ガンダムを見ることを禁止されていた。タクは現在完了の継続用法
の英文を書くとき，
「僕は，７才からずっとガンダムを見続けています。
」と書くことが，現在完了
の継続用法にあてはまるかどうかと，裕子に質問した。彼女はこの質問を，教室全体に投げかけ，
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タク自身の具体的なエピソードとともに継続用法の具体的なイメージを全員に考えさせた。授業の
終わりに，タクは他の生徒の前で，Show & Tell スピーチをし，自ら綿密に描いたガンダムのイラ
ストを見せ，級友からの喝采を浴びながらスピーチを終えた。
裕子は質問紙への回答で，生徒が自作英作文に取り組む際に，既習の書きやすい英文を使うので
はなく，自分自身が本当に表現したいことをなんとか英語で表現しようと工夫する様子を見るのは
教師としての喜びだと書いている。以下の生徒の言葉から，裕子が生徒を理解し励まそうとする姿
勢が，生徒たちの学習意欲を高めている様子がうかがわれる。
S1:英語は好き。苦手なんですけど，それを克服するために，がんばれるって言うか。
S2:英語の授業は好きで，今日も楽しかった。（裕子）先生は，いつも毎時間楽しくて飽きないゲーム
を色々つかってくれて，力がつく感じがする。夏休み，一か月のブランクがあっただけで，すごく難
しく感じるけど，がんばっていこうと思う。（10 月 12 日の生徒へのインタビュー）

(6) 生徒の立場にたって考えることの気づき
裕子は７月に記入した質問紙の回答に，中学１年生の授業を改善することを課題の一つとして挙
げている。小学校の外国語活動を体験してきた今年の１年生は，英語学習への期待のレベルがこれ
までより高いことを感じていたからだ。一部の生徒が，英語の授業内容を「やったことあるな」
，
または「新鮮さがないな」と感じていると気づいていた。この気づきにより，他の教師による１年
生のモデル授業のビデオを見たとき，裕子は細部にわたってその授業の素晴らしさや意義を捉える
ことができた。つまり，指導過程の要となるポイントや指導の意図を裕子は容易に把握できた。
自由度を作るのが上手だなって思ったのが,yes になる question をつくるってところです。公文式なんかでもやってますよね,
〇＋〇が９になる,みたいな,なんかストーンって落ちたきがしました。
後は,特に１年生は小学校でやってきてるんだから,Ｄｏ you で軽く会話して,Can you で軽く対話して,Are you にもって
って,そっから,Yes, I am. Ｎo, I’m not. へもってってそこから,I’m, I’m not って逆からもってっても,全然違和感な
いんだなって,ちょっとすっきりしました。やっちゃいけない決まりなんてないですもんね。だから,希望がもててきました。
なんか,こう,とらわれないでこれから自分がやれるなあ。
これからの１年生は,いろんなところから引っ張ってってそこに行くって,いろんな方法ができるんだなって思いました。am
をやってから am not をやらなきゃいけない授業じゃなくていい。もう小学校でやってるんですもんね。 (８月２５日)

裕子は，そのモデル授業がどんな風に生徒の知的好奇心を高めていたのか，自分がどこに刺激を
受けたかについて熱意を込めて語った。彼女は授業の成否の鍵が，生徒が英語で話したくなる必要
感だと結論づけた。
必要性かなって。うまく行かないなって思う授業って,「なんでこれやんなきゃいけないの？」みたいなところがあった。自
分が生徒だったらそう思うなっていう,のは,そりゃ,注意も散漫になるよな,とか,別にしゃべりたいと思わないよなっていうの
が,活動が停滞する原因の一つ,なのかな,と思うんですけど。今日は,別に,みたいな。そうですよね,私が生徒だったら,別にーっ
て思う。結構。(１０月１２日)

裕子が生徒を語る雄弁さは，注目に値する。彼女は，ある生徒の英作文が他の生徒のやる気を高
めるような学びの響き合いに重点を置いていて，例えばこう語っている。
「今日，３年生の授業で，
一人の生徒が，
『僕にとって，人生について考えるのは大切なことだ』って書いたんです。それを，
私がとりあげて，みんなの前で読んだら，
『おれも，もっと書きたい。別なの書きたい。
』て言いだ
して。こんな風に，お互いに刺激し合うことが生徒たちにやる気を出させるんだなって思います。
」
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さらに，タクのエピソードからは，一人ひとりの生徒に対する関心と配慮の深さと同時に，生徒
の立場を重視し，かつ生徒同士の響き合いを重視する裕子の姿勢を見て取ることができる。生徒の
視点に気づき，その必要感に応えようとする熱意が彼女の成長を促していると思われる。
(7) 同僚との省察的な対話
裕子は，ミチ（仮名）という力のある先輩教師から，どんなアイデアが有効だったか，またうま
くいかなかったか，というような指導実践に関わる話をよく聞いた。ミチとのこうした対話は，裕
子を元気づけ，自分の授業への意識を高めることになった。
その先生,（教科指導への思いが）熱いので,普段の会話も「これ,私,失敗したの」とか,「どうやっ
た？」「どうやる？」って聞いてくれたり,普段の職員室の中でも,「このページ,どうします？」「こ
うやったら,うまくいったよ。」「うまくいかなかったよ。」みたいな ,研修チックな話をよくしてた
ので。なんか,（授業研究）やらないとなっていう（気にさせられます）。(８月７日)

こうして，裕子は同僚からの刺激を受けながら授業プランを考えたりどうすれば生徒が授業に積
極的になれるかを工夫したりすることを，次第に楽しめるようになっていった。例えば，どんな導
入文を使うと生徒がその授業に引き込まれるかと，
想像するのが面白くなっていった。
そのために，
裕子は生徒の好きな教科，例えば体育でどんなダンスをしているかとか美術で肖像画を描いている
とかの情報を集めた。生徒が楽しく興味を惹かれるように，英語の授業でそうした情報を生かして
導入文に使うようになっていった。
(8) これからの課題の自覚と向上への熱意
裕子は，参観した公開授業等の良い点を掴んで，自分の授業に応用した。とは言え，自分の授業
にいつも満足できる訳ではなかった。参観した授業で気づく内容が深まるにつれ，自分の授業を振
り返ると自己評価も厳しくなった。10 月の調査で２回目の授業振返りを行った際，生徒の活動意欲
の高まりが自分の目標だったにも関わらず，ビデオを見て生徒たちがそれほど意欲的ではない様子
に着目した。そして，いくつかの問題点を見つけていた。例えば，彼女が一人の生徒の支援をして
いた時，他の何名かは活動していなかったりつまずいたりしていたのだ。さらに，何より生徒の英
語使用の活動量を増やすことを目指していたのに，意外にも生徒の活動時間はかなり短かった。
うまくいかなった点は，思ったよりも，間の時間があるなあっていうのが気づいて。活動と活動の間とか，一人一人が何もや
ってないで待ってたり，ただただ見てたりっていう時間があった。なんか，説明するにも，もっと全員巻き込めないかなって
いう。
授業の中で（生徒を）見れてるようで見れてない，部分，例えば，全然できない S 君に付きっきりになってる間に，他の子
で，もっと，っていうか，つまずいている人もいるし，案外ぼーっとしてる人もいるし。だから，活動量・活動量っていつも
思いながらやってるけど，プリントを書いて出してくれるものよりも，その活動量は実は見た目より小さかったかもしれな
い，かなっとか。うーん。そういう気づきになりました。(１０月１２日)

ほとんどの生徒が授業に引き込まれていて，教師とのインタラクションに集中している授業への
憧れを，彼女は，モデル授業のビデオの中に見出していた。
１人が間違えて Do you ～ って言っちゃって、でも、周りの子が「違うよ、Are you だよ」みたいなみんなの空気感。全員
が当然のように「Are you 」
「 Are you」
「Are you」って（教えて）
、その子も「あー Are you ～ 」って、ここがすごいで
すよね。すごいなーってここができるようになりたい。すごいなあって思いました。(8 月 25 日)

裕子は，教師としてもっと成長する必要があり，成長したい，と語っていた。この調査に参加し
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たことで，その意欲が強まったとも述べた。ここで注目したいのは，生徒を理解したいという熱意，
生徒の立場にたって授業を考えるという視点が，彼女に到達すべき更なるゴールを見出させたこと
だ。
２．佳の気づきと教師としての成長
(1) 教師としてのスタート
佳は，首都圏の中高一貫制私立学校で教師としてのスタートをきった。そこで勤務した８年間，
彼女は中学と高校の両方で教える機会を得た。主に英文和訳と文法説明が中心の授業だったが，自
分で反省し振り返る機会はほとんどなかった。最初の５年間，彼女は中等部を担当し，後の３年間
は高等部へ移った。中等部で求められた目標は，学習習慣を身に付けさせることだけだった。高等
部では，次の進路（大学，短大など）への受験合格が求められたゴールだった。佳は教科書を英文
和訳と文法説明で教えながら，
「この指導でよいのか」という漠然とした改善の必要性を感じるにと
どまっていた。
その後，彼女は一旦職を辞した。８年間勤めた職を離れてカナダでのワーキングホリディに参加
したのには，いくつかの理由があった。彼女が教師を志望するようになったのは小学生のときに尊
敬する先生に出会ったことに起因するが，
大学で比較文化を専攻して英語の教員資格を得たことで，
専門性を高める必要を感じていた。つまり，佳の中に英語教育を深く学んだ自信がないという欠如
感があった。加えて，まとまった期間の海外留学体験への彼女の願望を実現できるワーキングホリ
ディに参加する場合，応募できる最終の年齢だったのだ。この選択は挑戦だったが意義もあった。
カナダで一人で暮らすことで，人と英語で意志疎通することの実際の必要性を体験したし，発音や
聞き取りなどの向上を実感し，第二言語としての英語の指導法を学ぶ機会も得た。帰国後，彼女は
公立中学校の教師として出身地の茨城に戻ることにした。
(2) 異なる環境
カナダから帰国し，以前の勤務校で一年間非常勤講師勤務の後で公立学校教員採用試験に合格し
た佳は，経験のある新採教師となった。何年もの経験があるとは言え，彼女は途方にくれていた。
中学１年生を教えたのは 10 年近く前のことだったし，生徒たちの学習の理解度や目的の違いが私
立の学校と比較して多様だったからだ。佳は，質問紙の回答にこう書いている。
「公立中学は，私立
校から見ると，一人ひとりの生徒の学習の理解の差が比べ物にならないほど大きい。
」そうした状況
で，生徒の到達目標や日々の学習に何を求めているのかを想定することが，彼女にはとても難しく
感じられた。
(3) 葛藤
佳は，この 10 年程で英語の指導計画や指導方法が大きく変化しているのを感じた。例えば，高
校入学試験の英語の問題を調べても，その求めるレベルの聞き取りや読み取りの力を養うには旧来
の講義形式の授業では生徒の力を伸ばせないだろうと感じた。
「自分のスタイルを変えなくては」と
思っても，講義形式の授業は，彼女にしみついてしまっていた。
中学生に教え始めたのは 10 年ぐらい前，その時には講義的な授業がメイン。この 10 年ぐらいで英語指導について，アク
ティブラーニングだとか，もっと話したり聞かせたりしなけりゃいけないってなってて,あー，そうだなって。でも，自分に
しみついた講義形式の授業があるので，うまく，そのできないところがあって，もやもやしている。(７月 29 日)

- 182 -

平野・斎藤：どのような気づきが，教師を成長させるのか

佳は，生徒たちにもっと英語を使わせるように自分の説明を減らそうと努めた。だが，生徒を引
き込むためのアイデアが不足していた。生徒たちからの反応は，肯定的な評価とそうは言えないと
いう評価の両方が聞かれた。
S1:英語の授業，まあ好き。分からないところとかもよく教えてくれて，塾に行かなくてもよく分かる
ようにしてくれるので，先生の教え方がとてもよいのかなと思う。
S2:正直言って，英語は好きではない。暗記する教科は好きではない。自分が関わる，参加する授業が好き，書きっぱな
しで終わる授業は好きでない。(７月１日)

(4) 何が必要なのかの気づき
佳は新任としての様々な業務に追われて，同僚と授業について十分に話す時間がとれなかった。
だが幸いにも，もう一人の英語担当の同僚とティームティーチングをする授業がいくつかあった。
すると，同僚が一人ひとりずいぶんと違う教え方をするということに驚いた。出張研修の機会もあ
り，彼女は徐々に他の教師の指導法から学ぶようになっていった。
10 月に実施したインタビューで，佳は公立中学校へ赴任してきた当初，自分が実行できていな
かった重要なポイントがあったと反省するようになった。何よりも，授業の初期段階で，生徒たち
に理解させるべききまりをしっかり提示しなかったことを悔やんだ。達成感のある授業を作ったり
一定の秩序を後から定着させたりすることを難しくさせたのは，そこに起因すると思ったからだ。
赴任当初，しばらくぶりに担当した中学１年生に対して気遅れをしてしまったのだ。ルール作りの
必要感に気づいたとき，佳は生徒に自分たち自身の秩序の必要性を気づかせるために，生徒が適切
に反応できるのを待つようにした。また佳は，他教師によるモデル授業ビデオを見たとき，生徒の
授業への集中の不足を気にしていたので，生徒が意欲的になる要素を授業ビデオの中に発見した。
そこで，多くの生徒が学習に意欲的に参加できるように対話活動を多く取り入れるように努めた
が，どういう活動が英語を使う必要性があるものか迷っていた。
K（佳）:会話活動を取り入れるってなった時に，ただゲームとか，楽しいじゃなくて，やってるようでやってないような
ものもあったりするので，意味のある，楽しくて，かつ生徒が主体で参加するものっていうのを意識して探してるつも
りなんですが。
I:意味のあるとは？
K:必要だから，必要だから書くとか，ただのパターンプラクティスにならないように，今必要だから，それを話さなきゃ
いけないってものを用意したいなとは常に思ってるんですけど。
（10 月 23 日）

佳は振り返って見直した授業がうまくいってないと感じたときにも柔和な態度を崩さなかった
が，前任校の私立中高一貫校とは基本的なシステムの異なる公立中学での勤務に内心では多少の混
乱を感じていたようだった。しかし，10 月頃にはこの混乱を克服して，新しい授業形態を模索して
いた。彼女はその頃，同僚の先生が勧めてくれたビンゴを授業で使い始めていた。この教材は，彼
女にとって，現在の生徒たちに合う教材の工夫を示唆することになった。
帯活動ビンゴ活動が定着してきて，よかった。向こうから，ビンゴやるんですよね，みたいなことをよく聞かれる。流れ
がスムーズに進行できる。ビンゴでまず座って書く。その後段々授業内容に入っていけるという点で，あの生徒たちには
合ってるのかなあと思います。（10 月 23 日）
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考察
１．気づきは，どんな働きをしたか
本研究の結果では，気づきが知識，態度，そして技能の必要性を引き出すという，Freeman(1989)
の理論を支持する結果が得られた。とりわけ，裕子の「生徒の自己表現の必要」への気づきが彼女
の指導スタイルを変えるきっかけになったことは，気づきの重要性が窺われる。裕子は，それ以前
の自分の授業では生徒の自己表現が欠けていることに気づいていた。彼女は大学で英語教育を専攻
していたので，効果的な英語指導のための知識や技能を学んでいた。習ってはいたが，それらの本
当の意義には気づいていなかった。彼女がその必要性に気づいたとき，気づきが知識や技能や態度
を引き出し，指導を変えた。Freeman は，
「Gattegno(1976, p. 4)が述べているように，
『気づきは，
すでに知っていることへと立ち戻り，より詳しく，注意深く，より効果的に他の知識と関連付けな
がら，その知識を使っていくことを必要とする。(1989, p. 33)(筆者訳) 』と書いている。裕子は，
すでに自分が学んでいたことを実際の場で活用する必要性に気づいた。彼女のいわば眠っていた知
識は気づきによって引き出され目覚めた。このように問題点の気づきは，他の知識・技能・態度を
結び付けたり統合したりする要となると考えられる。
この結果からは，さらに，教師が自分の指導法を改善する必要を感じたとき，その気づきが KASA
モデルの他の要素，すなわち，知識・態度や技能を引き出すことが裏付けられた。例えば，裕子は，
自分の中学１年生の授業に改善の必要を感じていたからこそ，モデル授業ビデオを見たとき，指導
過程の鍵となる細かなポイントが理解できた。同様に，佳は，生徒の授業への集中の不足を気にし
ていたので，生徒が意欲的になる要素をこのビデオの中に発見した。同じモデル授業ビデオを見て
も，裕子と佳の気づきは異なっていた。だが，共通しているのは，二人とも自分が改善を求めてい
るポイントに注目するという点だ。なんとかしたいという問題点に気づいていればこそ，その解決
策となる知識や技能や態度に注目できるのだ。
２．適応的熟達理論への裏付け
先行研究の章で述べたように，坂本(2007)は教師の成長を適応的熟達の過程として説明した。彼
は，教師の成長の特性を，効果的なサイクルの形成と多様な必要性に対応する変革との連続的な過
程として捉えた。さらに，規則的熟達の典型として算盤の例をとって，適応的熟達との違いを述べ
ている。前者が体験と訓練によって発達を遂げ一定のレベルで成長を終えるのに対して，後者は作
り上げた一定の効果的サイクルを環境の変化に対応して新たなサイクルを作り上げると言った螺旋
的な成長を続ける。この調査で見てきた裕子の成長の軌跡は，以上の坂本の理論を裏付けると言え
る。佳についても，裕子ほどに顕著とは言えなくても，新たなサイクルを模索している様子が見て
取れる。以下に，二人の熟達的成長を示す軌跡をたどってみよう。
(1) 裕子の軌跡
裕子は，教師としての早い段階で，同僚らと共に当時の生徒たちの実態に即した最初のサイクル
を作り上げた。だが彼女は，その授業サイクルが生徒自身の表現や実際的なやりとりを欠いている
ことに気づき，次のスタイルへと導かれた。裕子が次の学校に異動したとき，彼女は自分の授業を
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変えるチャンスを見出した。まず，新しい学校では生徒指導的な問題が少なく，より多くの時間を
教材研究に費やせたこと。さらに，異動先の学校では校内研修を推進する雰囲気があり研究授業を
公開する機会があったことや，指導実践に関わる同僚との対話も授業改善に役立った。また，裕子
は生徒の立場に立ったものの見方ができたので，研究授業等を参観した際，その視点から授業の要
点を掴んだ。この見方が，彼女にさらに自分の授業を向上させる意欲を高めた。以上の考察および
裕子の成長を示す図から，教師の職業的成長が一定のサイクルをつくり，問題を見出し，さらに次
のパターンを作り上げるという適応的熟達の経過をたどることを示唆している。
裕子の気づきと教師としての成長の軌跡を，以下の図に表現した。

気づき

向上への熱意

生徒の立場に立つ
視点

授業の新しい流れ
新しい環境
同僚との省察的対話

気づき
生徒の自己表現の

最初の授業の流れ

必要性

同僚との協力・同僚への貢献

苦難

図 ２. 裕子の気づき（左矢印）
，成長過程（中央）
，環境要因（右矢印）
(2) 佳の軌跡
佳は小学校の頃から教師になりたいという夢はあったが，
英語教育を深く学んだ自信はなかった。
私立中高一貫校の中等部では学習習慣を身に付けさせること，高等部では大学・短大などへの受験
合格をゴールとして講義式の授業をしながら，英語教師としての不足を感じていたと言う。だから
こそ，職を辞して海外生活に挑戦し，その体験に自分でも成果を感じていた。しかし，条件の異な
る公立中学校で初任者として勤め始めると，とまどいも大きかった。前任の私立学校で求められて
いた指導は，新しい環境では有効ではなかった。自分に何が欠けていたのか，必要としているのは
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何なのかに気づいた佳が，講義式の授業からの脱皮に苦労しつつ，同僚からの刺激を受けながら新
しい授業の流れを見出そうとしている成長の様子を以下の図に示した。

何が必要なの
かの気づき
授業の流れの萌芽
同僚や研修から
の刺激

異なる環境で

最初の教職

カナダでの体験

体験

図 ３. 佳の気づき（左）
，成長過程（中央）
，刺激を受けた要因（右）
本稿３ページでは，教師の自律を，自己研修的，省察的であると同時に，生徒の自律性を高める
ものと定義した。この調査からは，自律的成長に関する次の２つの仮説（生徒の立場に立つ視点と
同僚との省察的な対話）を提示することができるだろう。
３．生徒の立場に立つ視点
裕子は，初任校で見出した授業サイクルが生徒の自己表現を欠いていることに気づいた。この気
づきが，やがて彼女の授業を変えていく大きな要因となった。生徒の表現に注意を払っていくうち
に，彼女は生徒の感覚に近づいていった。彼女は，授業をする教師であると同時に，授業を受ける
生徒の視点も感じるようになっていった。生徒の立場に立った見方ができることが，生徒の学習意
欲につながることは，裕子の「教師として生徒を知ることの喜び」の節のタクに関わるエピソード
（７－８ページ）や，生徒たちのインタビューの言葉に表れている。彼女は，授業プランを立てる
時にも，具体的な生徒の反応を予測するようになっていった。客観的省察的に授業を見るために，
生徒の立場からの視点を得ることが教師の自律的な成長につながると考えられる。
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４．同僚との省察的な対話
裕子と佳の体験を比較すると，もっとも大きな相違は，これまでの勤務校における同僚との関係
だ。裕子が初任校や現勤務校で得た同僚との豊富な対話に比べると，佳はほとんどそうした交流の
機会がなかった。その条件が，佳の授業づくりに与えた影響は小さいとは言えない。だが，佳は現
勤務校で，
まだほんの短期間であるにせよ，
授業について語り合うことから得るものを感じていた。
佳は，
「夏休みに，校外での出張研修がありました。他の学校の英語の先生方と情報交換したのがす
ごく印象的でした。もっと他の教え方があるなあ，とか，他の先生も私と似たような問題を抱えて
いるんだ，とか。おかげで，ほっとしたりたくさん学んだりできました。
」と述べている。
裕子は，ベテランでありながら自分の失敗を隠さず，対等に接してくれた先輩ミチへの敬意を深
くしていた。佳の感想や裕子とミチとの関わりから，授業についての自由な感想や意見のやり取り
などの協力的関係が教師の成長を促す重要な役割を持つと考えられる。
結論
本研究は，教師の気づきがその成長にどんな役割を果たすのか，また教師の自律的な成長を促進
するのにどんな要因があるかについて調べることを目的とした。本研究では調査者が被調査者（教
師）と上下関係がないことから，教師の実感を引き出し，とらわれない条件での教師の成長につい
て調べることができたように思われる。
主要な発見は，次の四点である。第一に，何が問題であるかに気づくことが，その解決への力を
生み出し，教師の成長へと導くこと。第二に，同僚との授業の実感を交わし合える対話が，教師の
成長を促進するということ。第三に，英語教師が生徒の立場からの視点に気づけば気づくほど，自
分の授業を効果的に省察でき，
生徒の意欲を高める自律的な教師に近づく可能性があるということ。
第四に，本研究は，英語教師の成長が，まず効率的パターンを生み出しさらに状況に合わせてやり
方を変革していくという適応的熟達の理論を支持する結果を得たこと。
加えて，本研究の限界についても，触れておきたい。研究対象が２人と少ないこと，さらに研究
期間が半年と，本研究のテーマとするような質的研究として短期間すぎることである。
研究を通して，調査者は本調査に協力してくれた教師たちが，日々の授業改善に対してひたむき
に努力する姿に感銘を受けた。あるときはその授業準備の周到さに，別の場合には生徒の集中度の
高さに感動した。
結びとして，本研究結果は英語教師の成長が問題の気づきによって促進されることを明らかにす
るとともに，自律的な成長の道を歩んでゆく上で，それを促進するいくつかの要因を見出すことが
できたと考えている。今後，英語教師の自律的な成長を促進する要因について，多くの参加者と長
期にわたる調査により，さらに研究が深まることを期待する。
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特別の支援を必要とする子どもの教育に関する政策動向
―― 日本語指導を中心に ――
荒 川

智＊

(2017 年 10 月 25 日受理)

Trends of Education for Children with Special Needs
Satoshi ARAKAWA

キーワード：特別なニーズ、日本語指導、外国人児童生徒

特別支援教育はその対象を障害のある子どもに限定しているが、近年、障害以外の理由により特別なニーズをもつ子ども
への支援も、重要な教育的課題となってきている。本稿では、主として日本語指導を必要とする子どもの指導に関する近年
の文部科学省の政策動向と、学校や自治体における施策の状況を概観し、国の政策が自治体の施策や学校現場において
十分に反映されておらず、早急な条件整備の必要があることを論じた。

はじめに
1994 年にスペインのサラマンカで開催された特別ニーズ教育に関する世界会議（ユネスコ、スペイン政
府共催）で、「特別ニーズ教育における原則、政策、実践に関するサラマンカ声明ならびに行動大綱」（サ
ラマンカ宣言）が採択された。特別ニーズ教育とは、特別な教育的ニーズをもつ子どもに対する教育であ
り、その対象は障害のある子どもに限定されず、「英才児、ストリート・チルドレンや労働している子
どもたち、人里離れた地域の子どもたちや遊牧民の子どもたち、他の恵まれていないもしくは辺境
で生活している子どもたちも含まれる」
。
この宣言は、国際的に、それまでの障害のある子に対する特殊教育（special education）を転換
させる契機となり、日本でも世紀の変わり目と共に、
「特別支援教育への転換」に向けた議論が本格
化する。そして 2007 年度から特別支援教育の制度が発足したのであるが、その対象は発達障害の
子どもにも拡大されてはいるが、障害児以外の特別なニーズをもつ子どもには拡大されていない。
一方、国の「教育振興基本計画」では、基本施策６で「特別なニーズに対応した教育の推進」が
――――――――
*茨城大学教育学部

- 189 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

挙げられ、例えば2013年度からの第2期計画では、障害のある子どもや成人の教育の推進ととも
に、
「海外で学ぶ子どもたちの教育環境の充実を図るとともに、国内の帰国・外国人児童生徒等に
ついて、日本語指導や適応指導の充実等を含めた公立学校における受け入れ体制の整備を推進す
る」(p.43)とされている。
特別支援教育は、その英語表記が“special support education” から“special needs education”へと変
更されたにもかかわらず、依然として障害児のみを対象としているが、特別なニーズの範囲を帰
国・外国人児童生徒に拡大していることは重要である。さらに、2017 年改訂の小学校学習指導要
領では、総則において「特別な配慮を必要とする児童への指導」として「(1) 障害のある児童など
への指導」の次に「(2) 海外から帰国した児童などの学校生活への適応や，日本語の習得に困難
のある児童に対する日本語指導」
「(3) 不登校児童への配慮」について記述されている。
また、教員養成改革に伴って策定された「教職課程コアカリキュラム案」では、新たに設定され
る「特別の支援を必要とする幼児、児童、生徒に対する理解」について、発達障害等の理解に加
え、
「母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒に関 する実態把
握の方法や組織的な対応の必要性を理解している」という目標が掲げられている。
このように、障害以外の特別なニーズに対する対応が、教育政策に明確に位置づけられつつあ
る。本稿では、日本語指導を中心に、こうした政策動向を検討する。

１．日本語指導を必要とする子ども
文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査の結果（平成 28 年
度）について」
（以下「受け入れ状況調査」
）によると、統計上、日本の学校に在籍する外国人児童
生徒は約 7 万 2 千にとされ、このうち日本語指導が必要な子どもは、34,335 人で再び増加傾向に
ある（図 1）
。また日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数も 9,612 人いて、こちらの増加傾向
はさらに大きい。
日本語指導が必要な外国籍の子どもの母国語は、ポルトガル語、中国語、フィリピノ語、スペイ
ン語の順に並んでいる。こうした子どもが在籍している学校は 7,020 校で、そのうち 1 人だけの
在籍が、2,851 人なのに対し、5 人以上在籍が 1,729 校となっている。また、こうした子どもが在
籍する 825 市町村の在籍人数別市町村数をみると、5 人未満が 387 市町村なのに対し、30 人以上
が 194 市町村となっている（p.7-8）
。
都道府県別では、第 1 位の愛知県がダントツで 7,277 人、第 2 位が神奈川県の 1,947 人、それ
に東京都、静岡県、大阪府が続いている。最も少ないのは高知県の 12 人、次いで岩手県の 13 人
である（p.15）
。
このように、日本語指導が必要な子は、一人だけで学校や地域で生活する場合や、かなりの集団
で生活する場合など様々である。
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図 1 日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数（文部科学省「受け入れ状況調査」p.5）

２．日本語指導に関する施策
（１）手引き等の発行
文科省初等中等教育局の国際教育課は、
「外国人児童生徒教育にかかわる様々な人々が、それぞ
れの立場で具体的にどのような視点を持ち、どのような取組を行うことが必要かを示す」ために、
2011年3月に『外国人児童生徒受け入れの手引き』を発行し、各学校の管理職、日本語指導担当
者、担任教員の役割や、都道府県、市町村の役割について解説している。
例えば学校管理者の役割として、
：１．暖かい面接を工夫する。２．担任を支え、保護者との信
頼関係を築く、３．日本語指導の環境を整え、習得や適応の状況を把握する。４．児童生徒の成長
を担任と見守る。５．全教職員で取り組む体制をつくる。６．地域連携をコーディネートする。
：
を挙げている。
日本語指導の基本的な考え方としては、
「児童生徒を多角的に把握する」
「学校内外の生活場面す
べてが学びの場」
「学ぶことの意味や楽しさを味合わせてスパイラルに」
「在籍学級の学習、日々の
生活に関連付けて」などの視点が述べられている。また日本語指導のプログラムとして、
「サバイ
バル日本語」
「日本語基礎」
「技能別日本語」
「日本語と教科の統合学習」
「教科の補習」の５つのプ
ログラムが紹介されている。
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その他外国人児童生徒のための『就学ガイドブック』が7カ国語で作成され（2014年改訂）
、
「JSLカリキュラム」
（第二言語としての日本語カリキュラム）やDLA（外国人児童生徒のための
JSL対話型アセスメント）なども開発されている。
（２）検討会議の設置と学校教育法施行規則の改正
文科省は他方で 2012 年 4 月に、
「日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方に関
する検討会議」を発足させ、2013 年 5 月 31 日に「日本語指導が必要な児童生徒の指導の在り方
について」
（審議のまとめ）を公表し、小・中学校の「
「特別の教育課程」による日本語指導」につ
いての提言がなされた。
指導の内容として、
「児童生徒が学校教育において各教科その他の教育活動に、日本語で参加で
きることを目的とする指導」であるとされ、小・中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校
小・中学部の児童生徒が対象とされた（この時点ではまだ義務教育学校は制度化されていない）
。
指導者は、主たる指導者としての教員免許を有する日本語指導担当教員と、子どもの母語が分かる
支援者などの日本語指導補助者が位置づけられ、授業時数は年間 10 単位時間から 280 単位時間ま
でを標準とした。また指導形態は在籍校での「取り出し指導」か、他校における指導とされ、指導
計画の作成と学習評価が義務づけられるとしていた。
この提言を受けて、2014 年 1 月に学校教育法施行規則の一部改正がなされ、以下の条文が追加
された。
：
第五十六条の二

小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、

使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が
別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定にかかわらず、特
別の教育課程によることができる。 ：
この改正は、審議のまとめにほぼ沿ったものであり、障害のある子どもに対する通級による指導
に準じた内容（施行規則第 140 条）となっている。公立学校における日本語指導が正規の教育内容
として制度化されたのである。
（３）担当者研究
さらに文科省国際教育課は、都道府県・市町村等日本語教育担当者研修を実施している。2016 年
7 月に行われた際に配布された資料「外国人児童生徒等教育の現状と課題」によれば、2016 年度予
算によって、日本語指導を行う教員 8,767 人の加配措置がされ、
「帰国・外国人児童生徒等教育推進
支援事業」として 231 百万円が組まれている。
事業の内容は、
「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細やかな支援事業」と「定
住外国人の子供の就学促進事業」から成り、前者は都道府県・政令都市・中核市 61 地域、後者は都
道府県・市町村等 14 地域が指定され、補助率 3 分の 1 の補助金が交付されている。
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以上のように日本語指導に関わる様々な施策が実施されるようになったが、自治体の施策や学校
での実態はどうであろうか。

３．日本語指導の実態
文科省の「受け入れ状況調査」によると、次のような状況が報告されている。
在籍者のいる 825 市町村のうち、小・中学校への担当教員の配置は 91 市町村にとどまっており、
多くは支援人の派遣にとどまっている。何らかの研修を行っているのは 316 市町村で約 3 分の 1 に
過ぎない。何らかの受け入れ体制を整えているのは 301 市町村である。情報提供の仕方は市町村に
よってまちまちであり、文科省の手引きなどがあまり活用されていないことが窺われる（p.22）
。
在籍者のいる 7,020 校における日本語指導の内容を見ると、日本語指導の必要性の判断について
は、
「DLA や類似の日本語能力測定方法により判定している」のは 1,751 校に過ぎず、多くは日常の
様子から判断しており、こちらも文科省作成のアセスメントはあまり活用されていない。指導内容
は、上記の「日本語基礎」と「サバイバル日本語」が多い（p.13）
。
一方で、
「日本語指導が必要な児童生徒であるが、学校において日本語指導等特別の指導を受けら
れていない場合の理由」については、2,491 校が「日本語指導を行う指導者（担当教員、日本語指導
支援員等）がいないため（不足も含む）
」
、1,434 校が「日本語指導の方法がわからなかったり、教材
等がなかったりするため」
、1,447 校が「指導のための教室や時間の確保が困難であるため」と回答
しており、
実に 4 分の 3 以上の学校が、
条件整備がなされていないことによる未実施となっている。
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図2日本語指導が必要な児童生徒に対する施策の実施状況
（文科省
「受け入れ状況調査」
p.22）
また、制度化されたにもかかわらず、
「
「特別の教育課程」による指導を実施していない場合の理
由」については、
（表 1）のように示されている。従来からなされていた日本語指導以上に、いわゆ
る日本語指導のための通級指導が実際には実施困難であることがわかる。
ただし、2017 年度から、障害のある児童生徒の通級指導と同様に、日本語指導についても教員加
配の基礎定数化がなされた。その効果が明らかになるのはまだ先になると思われるが、障害児の場
合が対象児 13 人に教員一人という基準に対し、日本語指導は 18 人である。特別支援教育と日本語
指導では事情が異なるため一概には言えないが、この基準の妥当性も含めてさらに検討が必要であ
る。

おわりに
日本語指導の必要性が認識され、様々な施策が実施されるようになったとはいえ、その実態は極
めて不十分であるといわざるを得ない。通級指導の実施に関して「個別の指導計画の策定や学習評
価が困難なため」という回答が 1,823 校から帰ってきているが、個別の指導計画を作成する蓄積の
ある特別支援教育の教員に比べて、そのような経験のない日本語指導担当者に対し、はじめから同
様のことを義務づけるのは、やや無理があるようにも思われる。もう少し実施をスムーズにするた
めには、ハードルについても下げるべきとところは下げることも必要であろう。
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表 1 日本語指導が必要な児童生徒に対する日本語指導の内容（抜粋）

（文科省「受け入れ状況調査」p.13）
外国人の子どもへの民間支援活動をしているナカムラ（2015）は、
「学校は学校システムとして完
結しており、家庭の足りない力を補う地域の支援組織とは距離を置いている」(p.41)と指摘している。
学校や行政は、こうした民間からの指摘やそこで培われた経験を丁寧に活かしていくことも求めら
れよう。
今回は日本語指導のみを取り上げたが、今後の大きな課題として、貧困や LGBT などの性的マイ
ノリティへの支援についても本格的に検討される必要がある。これについては別の機会に検討した
い。

引用文献
文部科学省．2017.「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査の結果（平成 28
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．
文部科学省国際教育課．2011．
『外国人児童生徒受け入れの手引き』
．
文部科学省国際教育課．2016．
「外国人児童生徒等教育の現状と課題」
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「外国につながりを持つ子どもの就学保障と学習参加」
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究』第 43 巻第 1 号，pp.40-45．
日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方に関する検討会議．2013．
「日本語指導が
必要な児童生徒の指導の在り方について」
（審議のまとめ）
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身体活動に制限のある子どもに対する教科学習の方法
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キーワード：肢体不自由，教科学習，学習困難，運動制限

本論文では，肢体不自由児などの身体活動に制限のある子どもの教科学習の困難をふまえて，どのように授業を展
開すれば授業内容が理解でき，学習活動に参加することができるのかについて検討することを目的とした。その方法と
して，本研究では特別支援学校に通う筋ジストロｆフィーの児童に対する教科指導の事例をもとに，病弱児や肢体不自由児
といった身体活動に制限のある子どもの学習指導の方法を検討した。その結果，知的直観や身体感覚を高めながら教
科内容を学習することが重要であることが明らかになった。これは，身体活動に制限のある子どもたちが幼児期に不
足しがちな体験を補い，教科学習の内容を深く理解することができる授業づくりが重要であるということを意味する
ものである。本稿では，こうした指導を展開するためには，教科内容の深い理解と，その内容を「文化的実践（ある
いはアクティブ・ラーニング）
」として展開することが必要であり，特別支援学校の教師はこうした視点からの「専門
性」を養っていくことが不可欠であると考えた。

はじめに
これまで，特別支援学校の在籍児が多様化しているとさまざまなところで指摘されてきたが，そ
うした状況のなかで特別支援学校に在籍する児童生徒の教科指導の方法についても多くの研究が進
められてきた。特に，近年では，インクルーシブ教育の推進とも関連して，特別支援学校等で蓄積
してきた教科指導のノウハウを通常の学校における肢体不自由児や病弱児に応用することも検討さ
れはじめている。
たとえば，安藤らは，
「肢体不自由児の認知特性と学習の困難に対する気づきと理解を促進する支
援を行うことが求められる」と指摘している（安藤ほか，2007，71）
。同様に，渡邉も「視機能評
――――――――
*茨城大学教育学部

**茨城県立北茨城特別支援学校
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価」に関する研究や，
「運動と認知発達の関係」等について概観した上で，
「肢体不自由のある子ど
もたちが示す認知面の困難は，適切な対応を必要とする支援ニーズのある領域のひとつである」と
指摘している（渡邉，2009，75）
。
具体的には，肢体不自由児の特徴として，国語の分野では「内容を読み取ることが難しい」
「形は
似ているが全く違う字を書いてしまうことがある」
「行をとばして音読してしまうことがよくある」
などが調査から明らかにされている。また，算数の分野では，
「作図が苦手である」
「表やグラフを
使った問題では時間がかかってしまったり，解けなかったりする」といった点が指摘されている（安
藤ほか，2009，189）
。こうした中で，
「見えにくさ」などの認知面の困難を支援するために，視覚
障害者用のアセスメントや教材教具が適用できるといった研究報告も出されている（田丸ほか，
2009）
。また，岡本らは肢体不自由児の「視知覚認知機能がもたらす困難」に注目すると，
「多感覚
の活用」や「基準を作る」
「言葉での表現」といった視覚特別支援学校で実践されている指導方法は
肢体不自由児にも応用できると指摘している（岡本ほか，2014）
。
一方，病弱教育においても，心身症などの子どものなかに，発達障害を併せ有する子どもがいる
ことが指摘されており，病気への配慮のみならず，学習指導上の配慮や工夫が必要であることが明
らかにされてきた（武田，2012）
。たとえば先天性心疾患を伴うことが多い 22q11.2 欠失症候群の
子どもは，心臓病に加えて，視知覚認知の困難や，ADHD などの発達障害を併せ有していることが
多いと指摘されており（松岡ほか，2010；宮寺，2016）
，教科指導上，特別な配慮が必要な子ども
は病弱教育においても多く在籍している。
以上のような学習困難を伴う病弱児に対して，特別支援学校の学習指導要領の解説では，
「病気に
よる種々の制限があることから体験が不足しがちである」ので，
「理科の実験や観察，社会科の観察
や調査及び家庭科の実習などの体験的な活動を伴う内容」については実際に体験できるように工夫
することが大切であると指摘されてきた（文部科学省，2009，239-240）
。また，教材・教具につい
ては，支援機器等を活用して作業や操作を行いやすくしたり，情報通信ネットワークの活用を含め
て「視聴覚機器や視聴覚教材を効果的に使用する」ことが必要であると考えられてきた（文部科学
省，2009，240）
。そして，授業づくりにおいては，
「限られた時間内で効果的に指導する」ために，
個々の児童の実態に合った学習プリントを用意することや，学習空白を補完する指導例が多く示さ
れてきた（筑波，2015，73-74）
。ICT の利用という点からみると，テレビ会議システムを利用して，
他校の子どもと交流しながら学べるようになった授業例なども紹介されている（木暮，2015）
。
こうした中で，掘田らは，知的障害・発達障害・病弱・肢体不自由者に対する算数科の指導方法
に関する事例及び文献を検討し，幼児期からの発達の連続性をふまえた教育課程および指導の重要
性を指摘している。特に，
「幼児期からの認知・運動・社会性の種々の発達のアンバランスさが広範
囲に認められる」障害児に対して，学習を支える算数的活動とはどのようなものであるのかについ
て検討することが課題であると指摘している（堀田ほか，2014，130）
。これは，教科学習には，幼
児期からの経験が認識の発達に大きく影響することを示唆しており，そうした発達にアンバランス
のある子どもに対しては，学習活動を工夫する必要があるということを指摘したものである。
それでは，病弱児や肢体不自由児などの身体活動に制限のある子ども 1）の教科学習の困難に対し
て，幼少期からの体験不足を補うべく，どのような学習活動を学校で用意することが必要なのであ
ろうか。すなわち，実験等の活動が授業のなかにあれば幼児期からの体験不足が補えるのか，実際
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に体験できない学習課題については ICT 等を駆使して視覚的・動的に提示すれば授業内容は理解で
きるようになるのだろうか。本稿では，こうした点を意識して，身体活動に制限のある子どもに対
する教科指導の方法論について検討したいと考える。

研究の視点および研究の方法
まず，身体活動に制限のある子どもの困難を発達的にとらえるために，幼児期の経験と学力形成
との関係から概観していきたい。近年，国内外において幼児教育の重要性が指摘されているが，そ
こでは「幼児期に認知力や社会性や情動の各方面の能力を幅広く身につけることは，その後の学習
をより効率的にし，それによって学習することがより簡単になり，継続しやすくなる」と指摘され
ている（ジェームズ・J・ヘックマン，2015，34）
。このなかでも，幼児教育の分野では，非認知能
力（社会性や情動の発達）の重要性に注目が集まっているが，こうした能力は幼児期の遊びのなかで自
発的に「挑戦」したり，
「試行」したりすることが重要であると考えられている（お茶の水女子大学，
2016，107）
。
この点については，これまでの幼児教育の研究においても，幼児期の遊びは，
「認知」と「情緒」
を結びつけ，
「想像力」や「共同性」が育つ基礎であると考えられてきた（Singer, D.G. and Singer,
J.L., 1990=1997, 47）
。とりわけ，遊びは想像力を発達させると考えられており，幼児期の空想やフ
ァンタジーは，
「
『虚構』の世界をつくり，その世界でも機能し始めたことを物語る活動である」と
指摘している。そして，この虚構の世界における想像こそが「現実の空間時間といった物理的制限
を超えて，大きく飛躍できる可能性をもつ」ものとなり，高度の精神発達へと結びつくと指摘して
いる（高橋，1993，9-10）2）。
こうした幼児期の遊びを通した相互作用や共同的な活動の重要性は，その後の学校教育の実践・
研究にも引き継がれている。たとえば，松下はエンゲストロームの活動システムモデル 3）を参考に
して，アクティブ・ラーニング時代の学習を次のようにとらえている。
「主体は，道具を介して対象に働きかけ，結果へと変換するが，それはまた，主体が，共同体の他
のメンバーと仕事・役割を分業・分担し，ルールを共有しながら，共同体に参加していくことであ
る。
」
（松下，2015，6）
これは，子どもの学習にとって重要なことは，能動的に取り組んでいるかどうかという単なる「意
欲」ではなく，能動的に学習するなかで，どのくらい学習対象（教材や学習課題）と向き合い，他
者と交流したかといった経験の蓄積こそが「学び」であるという意味である。溝上は，こうした学
びを「意義ある学習経験」という用語を用いて論じているが，溝上が指摘する「学習経験」とは，
「単に学習内容をより理解するということにとどまらず，学習内容について感じたり，考えたり，
これまで持っていた知識と結び付けたり，応用したり，個人的・社会的意味を追求したりするよう
なものまで含めて」考えることが必要であると指摘している（溝上，2014，19）
。
学習をこのようにとらえると，幼少期から活動にさまざまな制限があり，体験が不足しがちであ
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った病弱児や肢体不自由児に対する教科学習の内容や方法も検討の余地があると考える。
すなわち，
病弱児や肢体不自由児は体調が変化しやすい子どもも多く，十分な学習時間が確保できない場合も
多いので，補習等で学習を補うという対応は不可欠であるが，そうした子どもが教科内容をよりイ
メージできるような学習活動（アクティブ・ラーニング）を授業の中で積極的に展開していくこと
が必要なのではないだろうか。
以上の点を実践的に検討するために，本稿では筋ジストロフィーの子どもの算数指導の実践例を
取り上げ，身体活動に制限のある子どもに対する教科指導の方法について考察することにした。な
お、本事例の掲載にあたっては保護者から了承を得ている。

身体活動に制限のある子どもに対する算数指導の事例
（1）対象児（B 児）の実態と実践研究の視点
Ｂ児は 11 歳，福山型筋ジストロフィーの診断を受けている小学部 5 年生の男児である。肢体不
自由特別支援学校のⅡ課程（知的障害児の教育課程）で学校生活を送っており，発音が不明瞭では
あるが自分の気持ちを伝えることができる。また，好きなものが多くアーティストのライブに行く
等，余暇活動も充実している。学習は苦手意識があり，あまり積極的ではないが，好きなキャラク
ターの教材を取り入れることで取り組むことができる。国語では主に平仮名の読みの学習をしてお
り，繰り返し学習することで 10 個程度の単語を読むことができる。しかし，算数では小学１年生
の頃から数の学習に取り組んでいるが，十分に数概念が身に付いていないのが実態である 4）。そこ
で，対象児の実態に応じた指導・支援方法を探り，対象児が数の概念を身に付けるための算数指導
の方法について検討することとした。
（2）授業実践の経緯
〈20XX 年 4 月 Ｂ児との算数の学習開始〉
まず，昨年度や一昨年度にＢ児の算数を指導していた教員から様子の聞き取りを行った。個別課
題では，具体物を 1～3 つ提示し，
「いくつ？」と尋ねて答える学習をしていたとのことであった。
実際に同じように具体物を提示してＢ児に尋ねてみたところ，教師の顔を不安そうに見ながら「2？
違う？１？」と何回か聞いてきた。この様子から，この課題はＢ児にとって難しく，算数の苦手意
識を強めてしまっているのではないかと思った。
そこで，まずは「1」は「いち」と読み，
「1」とはものが１つあるということだという学習から始
めた。
「1」を「いち」と読むことはすぐにできたため，具体物を 1 つ提示し，
「いくつ？」と尋ねて
Ｂ児に「いち」と答えてもらう課題を，具体物を変えて繰り返し行った。また，１対１対応の学習
も行い，
「1」とは「いち」と読み，
「ものが１つあること」だということを理解できるようにした。
次に，
「2」も同じように行ってみたところ，
「2」を「に」と読むことはできず，
「に」と言うときも
あれば「さん」と言うこともあったため，まずは数字の読み方から学習を始めることとした。教材
は，Ｂ児が好きな数字の歌を使い，1 は煙突，2 はアヒル，3 は赤ちゃんの耳というように，数字を
絵と対応させて覚えることができるように学習を進めた。歌を歌うことは好きであるため，Ｂ児の
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歌に合わせて数字の書いてあるカードを提示した。
〈20XX 年 5・7 月 数字の読み方理解，概念へ〉
以上のような数字の歌で覚える方法で，2～3 ヶ月の間に「1，2，3」の数字の読み方はできるよ
うになった。また，
「1」の学習も繰り返し行ってきたため，
「1」は「ものが 1 つ」と数概念を理解
することができようになった。ただし，2 と 3 の学習に関しては，なかなか「2」は「ものが 2 つあ
る状態」ということを理解することが難しい様子であった。
学校の算数の授業では，小集団で学習する時間があり，この時期，すごろくゲームに取り組み始
めた。やり方としては，子どもたちが両手で抱えるくらいの大きなサイコロを振り，出た数字を読
み，子どもたちが「1，2，3・・」と数える分だけ教師がコマを動かすというように，楽しく学習を
行った。
〈20XX 年 8 月上旬 実践方法の検討〉
夏休みにＢ児の算数のつまずきをふまえて，どのようにすれば数概念は身に付くのかについて検
討した。そのなかで，Ｂ児の算数の困難は，発達検査等のアセスメントではとらえられないものも
多くあるのではないかと考えた。たとえば，Ｂ児は一人っ子であり，また筋ジストロフィーもある
ため幼少期から同年代の子どもと小集団で遊ぶ機会は少なかった。そのため，おままごとで 3 人の
友達にお皿を１枚ずつ配ったり，かくれんぼで 10 まで数を数えること等，多くの子どもたちが幼
児期にしている経験をＢ児はしてこなかったことが数概念の理解に影響しているのではないと考え，
数を体で感じることのできる活動を授業で多く取り入れることにした。
〈20XX 年 9 月～12 月 数を体で感じるために「すごろくをしよう」
〉
１学期も，小集団の算数の授業ではすごろくや魚釣りをして数を数える学習を行っていたが，上
記のようにすごろくは教師と一緒に数唱するだけで，
コマを進める動作は教師が行っていた。
また，
魚釣りでも腕の操作や握る力からＢ児一人で魚を釣る（磁石とクリップを付ける）ことは難しく，教師
が手伝っていたため，あまり釣ったという感覚をもてずにいた。そこで 9 月からのすごろくは，床
にマットを敷き，全員がマットに座って活動に取り組んだ。サイコロはクッション素材の片手で投
げられるものを使い，コマも手で握りやすく軽いものを用意し，自分で動かすことができるよう工
夫した。
「3」の目が出たときには「1，2，3」と数えながらコマを動かし，マスからずれてしまうこ
とはあったが，コマをマットに 3 回置くときに手に感じる感覚や音を受けて，少しずつ数える声と
動かす手とのタイミングが合うようになってきた。
さらに，個別課題の時間にはものが 2 つや 3 つある状態を提示して，
「全部でいくつ？」と聞く
課題に取り組んだ。
「1，2，3」と数えて，１～３までは正しく答えることがこの頃になるとだいぶ
できるようになってきた。
〈20XX 年 12 月～2 月 2 と 3 の学習〉
「すごろくをしよう」の学習と並行して，個別課題の時間には 2 と 3 の学習を行った。教師は「2
つちょうだい」と言うだけでなく，同時に「2」の数字カードも見えるように提示した。さらに，3
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マスに仕切られた木箱に具体物を入れるようにして，いくつ入れたのかを分かりやすくした。Ｂ児
はすごろくでコマを進めるような動きで，数を「1，2・・」と口に出して数えながらマスに１つず
つ具体物を入れることができるようになり，さらに，数を数え終わったら「終わり」と言うように
したことで，
「1，終わり」
，
「1，2，終わり」
，
「1，2，3，終わり」と言うこともできるようになっ
た。この学習を繰り返し行ったことで，3 マスに仕切られた箱であれば，1～3 まで間違えずに具体
物を操作することができるようになった。
（3）実践と成果に関する考察
肢体不自由児は，
車いすを自分でこぐことができれば好きなところに行くことはできる。
しかし，
物を持って重みを感じたり，物を遠くに投げてみるなど，算数・数学の基礎となるような幼児期の
体験的な活動（遊び）は不足していることが多い。特に上記の事例の児童は，幼少期から車いすで生
活し，好きなところに行ったことはあるものの，筋ジストロフィーのために物を好きなように思い
っきり操作する等の経験が明らかに少なかった。これらから，小学校の学習でいきなり「1」は「い
ち」と読んで「ものが１つある状態」であるという学習をし始めたために，Ｂ児の算数指導は先に
進めなかったのではないかと考える。
この実践から示唆されることは，次の点である。すなわち，認識発達の遅れを考慮して，適切な
学習課題を用意して授業を進めることが重要であるという点は疑う余地もないが，身体活動に制限
のある子どもの教科指導については，幼児期に多くの子どもが経験している遊びを算数的活動とし
て学習することも重要であるということである。

考察
上記の授業実践に関して，Ｂ児が比較的短期間で成果が得られた背景を考察すると，歌を歌って
数字を覚えたり，すごろくのコマを進めながら数を理解するといった「文化的実践」のなかで，小
学生がワクワクしながら，他者とワイワイと学習を展開したことが大きいのではないかと考えた。
ここでいう「文化的実践」とは，他者との交流を通して学習内容を拡張し，深めていくことをめ
ざす学習をいう（佐伯，1995，201-202；石黒，2010，118；神谷，2010，96-97）
。この学習理論
では，個人知や学校知を超えた学習へと広げていくために，教室を「社会的コミュニケーション空
間」とすることが必要であると指摘しているが（山住，1998，90）
，これは，授業を「集団や組織
やコミュニティ自身による協働的な活動の発達・成長のシステムとサイクル」となるように動的に
展開することが重要であると考えられている（山住，2004，78）5）。算数・数学との関連でいえば，
算数・数学は「人間の活動性を対象化した上で，その活動性の本質を反省し，様々な表記によって
体系化・形式化したもの」であるが（山口，2011，29）
，こうした「体系」を理解するためには，文
化的実践（すなわち，人間の活動性を教材化した実践）のなかで学ぶことで，知的直観や身体感覚を高め，
教科の内容（算数でいえば，数概念の獲得や法則の理解）を本質的に理解できるようになるのではないだ
ろうか 6）。
もちろん，病弱児や肢体不自由児といった身体活動に制限のある子どもは，時間的にも空間的に
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も学習において大きな制約があるので，豊かなアクティブ・ラーニングを展開することは難しいで
あろう。こうした制約のある児童生徒に対して，教室のなかでどのような授業を展開すれば，知的
直観や身体感覚を高めながら教科内容を学習することができるのだろうか。すなわち，身体活動に
制限のある子どもたちが幼児期に不足しがちな体験を補い，教科学習の内容を深く理解することが
できる授業づくりには，こうした教科内容の深い理解と，その内容を「文化的実践（あるいはアク
ティブ・ラーニング）
」として展開する教師の「専門性」が不可欠であると考える 7）。

注
1）病弱教育の近年の傾向としては，
「心身症などの行動障害」に分類される子どもが増加傾向にあ
ることが報告されているが，
「筋ジスなどの神経系疾患」や「二分脊椎など先天性疾患」の子ども
も依然として 10％前後の割合で在籍している（日下，2015，16）
。この点をふまえると，病弱児
や肢体不自由児の教育をそれぞれ別のものとして検討するのではなく，身体活動に制限のある子
どもの教科学習の困難として取り上げ，その指導方法について検討することが有効であると考え
た。
2）1990 年代以降，ヴィゴツキーの活動理論が注目されたこともあり，2000 年以降もヴィゴツキー
の理論を参考にして遊びが想像力の発達にとって重要であるという指摘は続いている（鹿嶋，
2011，94 など）
。
3）エンゲストロームは，単に活動していれば人は新しいことを学習できると考えるのではなく，
「変化と発展の源として中心的な役割を果たす」ものは，「矛盾」＝「歴史的に蓄積されてきた
構造上の緊張状態」であると指摘している。そして，こうした「矛盾」を乗り超えるために重要
なものが「交渉」（コミュニケーション）と「協働」であると考えられている。ただし，エンゲ
ストロームのいう「交渉」や「協働」とは，「事前にしっかりとした規則や中心的な権威なしに
成立する」ものであり，「ネットワーク」ではなく，「はるかにつかみどころのない，即興的な
現象」＝「ノットワーキング」（結び目）であると考えられている（Engestom, Y., 2008=2013,
330）。
4）本児の実態は以下の通りである。太田ステージは StageⅢ－1。歌やダンス，戦隊ものやお笑い
番組等好きなものがたくさんある。リズム感も良く，歌や楽器の演奏が得意。電動車いすに乗っ
ており，スティック状のコントローラーを操作して運転しており，ショッピングモール等の人の
多い場所でも操作することができる。20XX 年の 11 月より電動車いすにミラーが付き，後方向に
注意して運転する練習もしている。自分の所属する集団への意識や「今年の担任教師は○○先生
である」という意識が強く，担任が出張で不在であると不安定になりやすい。初めてのこと，ダ
イナミックな遊び，マスクや保健室等の体調不良をイメージするものへの恐怖心が強い。慣れた
教師が言葉かけしたり手本を見せて大丈夫ということを示したりすると，怖がりながらも何とか
参加できるときもある。
5）エンゲストロームは，学校で学習したことが学校の外部にまで拡張していく学習を拡張的学習と
呼ぶ。なお，拡張的学習を展開するためには協同的に学習することが重要であると考えられてい
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る（Engestrom, Y., 1987=1999, 2-4：山住，2004）
。
6）知的直観や身体感覚が精神や認識を広げていくというとらえ方は，メルロ・ポンティの考え方を
ベースにしている（中山ほか訳，1999，143）
。
7）学習困難のある子どもを含めた通常の学校における教科指導の方法と教師の専門性については，
新井（2016）に詳述した。

引用文献
・新井英靖．2016．
『アクション・リサーチでつくるインクルーシブ授業－みんなで，楽しく，学ぶ
ために－』
（ミネルヴァ書房）
．
・安藤隆男・丹野傑史・佐々木佳菜子・城戸宏則・田丸秋穂・山田綾乃．2009．
「通常学級に在籍す
る脳性まひ児の教科学習の困難さに対する教師の気づき」
『障害科学研究』第 33 巻，187-198．
・安藤隆男・渡邉憲幸・松本美穂子・任龍在・小山信博・丹野傑史．2007．
「肢体不自由養護学校に
おける地域支援の現状と課題」
『障害科学研究』第 31 号，65-73．
・石黒広昭．2010．
「実践としての文化―文化に対する社会歴史的アプローチ」
『文化と実践 心の
本質的社会性を問う』
， 107-158，
（新曜社）
・岡本義治・佐藤孝二・田丸秋穂・宮崎善郎．2014．
「視覚認知機能に難しさのある肢体不自由児の
算数・数学科の指導：視覚特別支援学校から整理した指導方針の検証Ⅰ」
『筑波大学特別支援教育
研究：実践と研究』第 8 巻，30-40．
・お茶の水女子大学．2016．
「幼児期の非認知的な能力の発達をとらえる研究－感性・表現の視点
から－」
『平成 27 年度文部科学省委託研究「幼児教育の質の向上に係る推進体制等の構築モデル
調査研究」
（いわゆる「非認知的な能力」を育むための効果的な指導方法に関する調査研究）
．
・鹿嶋桃子．2011．
「子どもの遊びと発達」
．茂呂雄二・田島允士・城間祥子編著『社会と文化の心
理学 ヴィゴツキーに学ぶ』
，93-105，
（世界思想社）
・神谷栄司．2010．
『未完のヴィゴツキー理論―蘇る心理学のスピノザ―』
（三学出版）
．
・日下奈緒美．2015．
「平成 25 年度全国病類調査にみる病弱教育の現状と課題」
『国立特別支援教
育総合研究所研究紀要』第 42 巻，13-25．
・木暮康弘．2015．
「テレビ会議を通して交流しながら深化させた取組－小学部のすべての児童が
同一テーマで絵画を制作する学習活動」
『病弱教育における各教科等の指導 合理的配慮の観点
から各教科等の指導と配慮を考える』
，81-85，
（ジアース教育新社）
．
・小松克己・大野一夫・鬼頭明成・石井建夫．2012．
『資料で学ぶ日本史 120 時間』
（地歴社）
．
・佐伯胖．1995．
『
「学ぶ」ということの意味』
（岩波書店）
．
・ジェームズ・J・ヘックマン／古草秀子訳．2015．
『幼児教育の経済学』
（東洋経済）
．
・高橋たまき．1993．
『子どものふり遊びの世界 現実世界と想像世界の発達』
（ブレーン出版）
．
・武田鉄郎．2012．
「病弱教育の現状と今日的課題」
『障害者問題研究』第 40 巻第 2 号，107-115．
・田丸秋穂・城戸宏則・雷坂浩之・丹所忍・星祐子．2009．
「視覚障害用セスメント・教材教具等の
肢体不自由児童・生徒への適用に関する研究（3）
：見えにくさを持つ肢体不自由児の注視に伴う
- 204 -

新井・三浦：身体活動に制限のある子どもに対する教科学習の方法

特徴的な『目の動き』の検討」
『筑波大学特別支援教育研究：実践と研究』第 4 巻，2-7．
・筑波法美．2015．
「学習の進度や理解度，学習空白の状況等が異なる学習集団への指導の工夫」
『病弱教育における各教科等の指導 合理的配慮の観点から各教科等の指導と配慮を考える』
，
73-80，
（ジアース教育新社）
．
・中山元ほか訳．1999．
『メルロ＝ポンティ・コレクション』
（ちくま学芸文庫）
．
・堀田千絵・多鹿秀継・堀田伊久子・八田武志．2014．
「幼児期からの発達を踏まえた知的障害，発
達障害，病弱，肢体不自由者に対する算数科の教育課程の創成と効果的な指導方法についての事
例及び文献的検討」
『人間環境学研究』第 12 巻第 2 号，125-134．
・松下佳代．2015．
『ディープ・アクティブラーニング』
（勁草書房）
．
・松岡瑠美子・砂原眞理子・古谷道子編．2010．
『22q11.2 欠失症候群ガイドブック』
（中山書店）
．
・溝上慎一．2014．
『アクティブ・ラーニングと教授学習パラダイムの転換』
（東信堂）
．
・宮寺千恵．2016．
「22q11.2 欠失症候群児・者の算数能力障害について」
『特殊教育学研究』第 54
巻第 1 号，23-34．
・文部科学省．2009．
『特別支援学校学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）
』
．
・山住勝広．1998．
『教科学習の社会文化的構成』
（勁草書房）
．
・山住勝広．2004．
『活動理論と教育実践の想像 拡張的学習へ』
（関西大学出版部）
．
・山口武志．2011．
「今日の算数科の目標」
．
『新しい学びを拓く算数科 授業の理論と実践』
（ミネ
ルヴァ書房）
．
・渡邉章．2009．
「肢体不自由のある子どもの認知面の困難と支援方法に関する研究動向について」
『植草学園大学研究紀要』第 1 巻，69-76．
・ Engestrom, Y. 1987. Learning by Expanding ; an activitiy-theoretical approach to

developmental research. Orienta-Konsultit Oy.（邦訳：山住勝広ほか訳．1999．
『拡張による学
習 活動理論からのアプローチ』
（新曜社）
．
）
・Singer, D.G. and Singer, J.L. 1990. The House of Make-Believe. Harverd University Press.（高
橋たまき・無藤隆・戸田須恵子・新谷和代訳．1997．
『遊びがひらく想像力-創造的人間への道筋』
（新曜社）
．
）
・Engestom, Y. 2008. From Teams to Knots. Activity-theoretical studies of collaboration and

learning at work. Cambridge University Press.（邦訳：山住勝広・山住勝利・蓮見二郎．2013．
『ノットワークする活動理論 チームから結び目へ』
（新曜社）
．
）

- 205 -

茨城大学教育実践研究 36(2017), 207－217

肢体不自由特別支援学校における音楽の活用に関する考察
―― 重度・重複障害児を担当する教師に対するインタビュー調査から ――
高 橋 結＊ ・ 新 井 英 靖＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Using Music in Special Schools for Children with Profound and Multiple Disabilities
Yui TAKAHASHI and Hideyasu ARAI

キーワード：肢体不自由特別支援学校，重度重複障害, 音楽, インタビュー調査

重度重複障害児への音楽の活用に関しては，自傷行動を有する重度重複児へ音楽を活用し，行動の変化を検討した研究
(中山・小林,2000)や，特別支援学校(知的障害・病弱・肢体不自由)で音楽療法を応用した実践に関する研究(丹波・大
谷,1997)などの研究があるが，さまざまな場面で活用されている音楽について，教師がどのようなねらいをもって，どのように
用いているかについては，これまであまり分析・検討されてこなかった。そこで本研究では，肢体不自由特別支援学校で重
度重複クラスを担当する教師に対してインタビュー調査を行い，肢体不自由特別支援学校における音楽の意義や活用方法
の特徴を明らかにすることを目的とした。事前に作成した質問事項にそって，できる限り調査対象者に思いや考えを自由に
語っていただき，1 名につき 15～20 分程度の半構造化面接を行った。録音したデータを文字起こしし，研究の目的に沿っ
たねらい・意図を抽出し，概念化した結果，重度・重複障害児に対し学校で音楽・音楽活動を活用するねらいは，①生活リズ
ムを生み出し，活動への意識づけとすることや，②コミュニケーション・ツールとして活用すること，③情緒の安定を図り，学
習活動の「楽しみ」として活用していることが明らかになった。

はじめに
人間にとって音楽とは生活の一部であり，生活を豊かにするものである。これは，肢体不自由児
にとっても同様であり，実際に特別支援学校の教育活動を見わたすと，音楽の授業以外にも音楽を
多く使用している。特に重度重複障害児のクラスでは，朝の会や帰りの会など音楽の授業以外にも
音楽が活用されていることは周知のことであろう。
これまで，特別支援教育における音楽の活用に関する研究では，自傷行動を有する重度重複の子
――――――――
*茨城県立水戸特別支援学校

**茨城大学教育学部
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どもに対して音楽を活用して，行動の変化を検討した研究など，障害を改善するためのツールとし
て音楽が活用されているという報告がある（中山・小林，2000）
。また，実践的な面でも，音楽療法
の考え方を応用して音楽の指導を展開しようとする研究などがあるが（丹波・大谷,1997；関原，
2008 など）
，肢体不自由特別支援学校で，さまざまな場面で活用されている音楽について，教師が
どのように音楽を用いているのか，そして，そのねらいは何かという点は，これまで詳細に分析・
検討されてこなかった。
そこで，本研究では肢体不自由特別支援学校で行われている音楽活動に関して，肢体不自由特別
支援学校で重度重複クラスを担当する教師に対してインタビュー調査を行い，肢体不自由特別支援
学校における音楽の意義や活用方法の特徴を明らかにすることを目的とした。

研究の方法
1．データ収集の方法
上記の目的を明らかにするために，質的研究(半構造化面接法)の手法を用いた。具体的には，肢体
不自由特別支援学校で重度重複障害児を担当する教師に対してインタビュー調査を依頼した。研究
協力の承諾を得られた 5 名の教師に対して，①日常的に用いている音楽活動の内容と，②音楽活動
をどのようなねらいで用いているのかについて聞き取りをした。
2）インタビュー実施日および場所
インタビュー調査は 2016 年 7 月 28 日，8 月 4 日に実施し，実施場所は A 特別支援学校の教室
とした。インタビューを行う際，事前に本研究について説明した上で，了解を得て会話をボイスレ
コーダーに録音し，1 名につき 20 分から 30 分程度のインタビューを実施した。
3）録音データの分析方法
記録したデータを分析する際には，質的研究の手法にのっとり，録音した内容を全て文字起こし
した。そのうえで，音楽活動の特徴や，教師の考えている音楽の教育的な意義やねらいについて各
教師に共通点があると考える内容を抽出し，研究の目的に沿って概念化していった。

生活リズムを生み出すための音楽
1）生活の区切りを生み出す音楽
はじめに，
教師が一日の様々な場面において活用している音楽の意図やねらいをまとめたところ，
以下のような結果が得られた（表 1）
。
たとえば朝の会で歌を歌っていることについて，各教師は共通のねらいを語った。すなわち，A
教師は一日の始まりには，
「横のなめらかな旋律よりは縦のリズムがあるような歌とかの方が，元気
が出る（表 1 波線①）
」と述べているように，曲の流れを意識しながら音楽を選択し，児童に一日の
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始まりを意識づけるために活用していると述べていた。同様に，B 教師も「おうちに帰るんだなと
か学校が終わりなんだなっていう場面の切り替え（表 1 波線②）
」に音楽を活用していると述べて
いるように，生活するなかで「場面の切り替え」として音楽を活用していることが語られた。
C 教師は「朝の会で使う歌はこれっていうふうに決めて，毎日繰り返すことで，あっ，この歌が
なったら朝の会が始まるんだ～とか，あっ，この歌だったら，あっ，お返事をするんだな～ってい
うような」と述べているように（表 1 波線③）
，
「朝の会である」ということを意識づけるために音
楽を活用していると述べていた。同様に，朝の歌は「これから学校が始まるよ（D 教師：表 1 波線
④）
」とか，
「朝の会が始まるっていうことをわかってもらうために（E 教師：表 1 波線⑤」という
ような「合図的なこと」として音楽を活用していると述べた。
以上のように，インタビューをしたすべての教師が，何かの活動が始まるときに音楽を活用して
いた。これは，生活の変化を感じられるように音楽を活用しているということを意味していると考
える。
表 1 生活の区切りを生み出す音楽
A 教師

一日の始まり，①横のなめらかな旋律よりは縦のリズムがあるような歌とかの方が元気
が出るし，一日の始まりをわくわくと迎えるためには，こういうちょっとはやめの曲の方
がいい。

B 教師

朝の会と同じように，この歌を歌ったら，②おうちに帰るんだなとか学校が終わりなんだ
なっていう場面の切り替えのためにと思っています。

C 教師

多分 1 年生の時から使っているって去年の先生は言っていたと思うんですけど，やっぱ
りその重度のお子さんっていうのは，なかなかその 1 回やって，すぐに身につくっていう
のは，すごく まあ 難しい子たちなのかなっていうのが自分の中にあるので，③朝の会
で使う歌はこれっていう風に決めて，毎日繰り返すことで，あっ，この歌がなったら朝の
会が始まるんだ～とか，あっ，この歌だったら，あっ，お返事をするんだな～っていうよ
うな。そういう，なんか，意識づけのねらいで，はい，使っています。

D 教師

朝のうたはやっぱりこう どちらかというと，④これから学校が始まるよっという，合図
的なことで，はい，朝の歌を歌うようにしているのかなっていうところですね。

E 教師

やっぱり⑤朝の会が始まるっていうことを分かってもらうためにかなって思います。朝
の会なんだよって。

2）活動への意識づけの役割を果たす音楽
生活のリズムを生み出すための音楽というと，始業時のチャイムのような活用となるが，インタ
ビューをした教師からはそうした時間を知らせることばかりでなく，学習活動へと切り替えるため
に音楽を活用していたことが語られた (表 2)。具体的には，A 教師は「始まりを意識するためにこ
の曲が鳴ったら音楽が始まるよっていう意図をもって，こう教師とかもってきてくれたので，なん
ていうんですか切り替えるタイミング（表 2 波線①）
」と述べているように，学習活動の始まりを知
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らせる役割があると認識していた。これは，
「この曲の間に音楽に集中できるようにというか，一緒
に歌ったりとかリズムに乗ったりすると，まあなんとなくだと思うんですけど，こう音楽の授業に
向けて切り替わっていくのかなっていうふうに思います（表 2 波線②）
」という発言でも確認でき
る。
表 2 活動への意識づけの音楽
A 教師

世界中の子どもたちが音楽を始めるときにいつもかかったりする音楽で，①始まりを意識
するためにこの曲が鳴ったら音楽が始まるよっていう意図をもって，こう先生とかもって
きてくれたので，なんていうんですか切り替えるタイミングというか今まで音楽 5 時間目
にあるので，給食終わって，休み時間終わって，音楽に切り替えようねっていうときに，
②まあこの曲の間に音楽に集中できるようにというか，一緒に歌ったりとかリズムに乗っ
たりすると，まあなんとなくだと思うんですけど，こう音楽の授業に向けて切り替わって
いくのかなっていう風に思います。
（中略）
音楽の授業では，やっぱりこう参加してほしいというか，子どもたちも参加できるこう曲
とか，あまりに速すぎる曲でもだめだし，こうクラシックとか偏りすぎてても，ちょっと
興味とは離れたところだったりするので，子どもの興味とか関心に合わせて子どもも参加
できる音楽っていうのを結構選んだりしていて。
（中略）
楽しい活動，ちょっとわくわくする活動のときにはちょっと速い音楽，ゆっくり過ごそう
ねっていうときにはゆったりとした音楽をかけたりとか個人的に思っています。

B 教師

③普通に挨拶をするよりは，何をしているのか分かりやすいからなのかなと思っています。
（中略）
朝の会とか帰りの会とかだと特に，あと自立活動もそれもあるんですけど，歌というもの
を通して，場面の切り替えとか活動を見通すために使われていることが多いのかな，音楽
以外の音楽は。

C 教師

④どちらかというと，何かのその活動があって，何かをねらいとする活動があって，それ
に合わせてプラス α で，こう音楽をくっつけていくというような，使い方をしてるかなと
思います。
（中略）
ゆったりした曲がかかったら，気持ちもあと身体の緊張とかもリラックスしていけたらい
いなとも思うし，逆にその⑤体育とかそういう授業で使う音楽とかだったら，やっぱり子
どもがアクティブに動けたらいいなと思うから，ちょっとアップテンポの盛り上がるよう
な音楽とかを使いたいなと思うので，

D 教師

みる・きくだと，お話しとかを音楽で流したりっていう。⑥これもやっぱり楽しい雰囲気
の中で，何かをやっているっていうことを，意識させるっていったところで使っているか
な。
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また，B 教師は，
「普通に挨拶をするよりは，何をしているのか分かりやすいからなのかなと思っ
ています（表 2 波線③）
」とあるように，今，行っている学習活動をより意識づけられるようにする
ために音楽を活用していると述べた。C 教師は，
「どちらかというと，何かの活動があって，何かを
ねらいとする活動があって，それに合わせてプラス α で，こう音楽をくっつけていくというような
…使い方をしてるかなと思います（表 2 波線④）
」と発言しているように，活動に合わせて音楽を使
っていた。加えて，
「体育とかそういう授業…で使う音楽とかだったら，やっぱり子どもがアクティ
ブに動けたらいいなと思うから，ちょっとアップテンポの盛り上がるような音楽とかを使いたいな
と思うので（表 2 波線⑤）
」と述べているように，音楽を通して活動を促進していくこともねらって
いた。同様に，D 教師も，
「これもやっぱり楽しい雰囲気の中で，何かをやっているっていうことを
意識させるっていったところで使っているかな（表 2 波線⑥）
」と述べているように，音楽を授業の
活動を楽しい雰囲気にさせるために活用していた。
以上のように，肢体不自由特別支援学校の教師は，単にチャイムのような「時間の区切り」を意
味するのではなく，むしろ学習内容を伝えるために音楽を活用していることが示唆された。
表 2 コミュニケーションとしての音楽
B 教師

自分がこれがしたいことを伝えるためにどうしたら，例えばその子は今自分では CD かけ
られないので，やってもらわないとできない。で，①やってもらいたい気持ちをどう伝え
るか，コミュニケーション能力を高めるための道具に CD を使っているというパターンが
ありますが。

C 教師

例えばなんかそのプルプルしてるな，緊張してるなってなんか興奮してるなっていったと
きに，落ち着いて誰々君って言っても，やっぱりあんまり響かないっていうか，子どもた
ちも，ああ何言われてるんだろうって思うところがあるのかなって思うけど，でもそこで
静かな音楽を流して，ちょっと落ち着いた環境に整えてあげたら，だんだんこう気持ちが
クールダウンしていったりすることもできるので，うーん なんかほんとに，②ある意味，
そのコミュニケーションの一つとしても使えるかな，働きかける側としては。今こういう
ことをやってほしいな，こういう気持ちになってほしいなっていうときに音楽は使える。

D 教師

なんかこう，④コミュニケーションが上手く図れるような手段に使えていったらいいのか
なっていうところでしょうかね。朝の歌なので，③おはようとかっていうあいさつのこと
ばみたいなのを入れていけたら。

コミュニケーションのツールとして音楽を活用する
（1）コミュニケーションとしての音楽
一般的に学校では，これから始まる学習活動の内容を子どもたちに伝えるときには，言葉（音声
言語）を用いることが多いであろう。しかし，重度・重複障害児は障害が重いために言語指示では
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理解できないことが多いので，音楽を活用していた。これは，音楽がコミュニケーションの役割を
担うということを意味していることでもあり，インタビューでは，コミュニケーション・ツールと
して音楽を活用しているという意見も多く述べられた（表 3）
。
具体的には，B 教師は「自分がこれがしたい」ということを子どもが伝えるために音楽を用いて
いると述べていた。たとえば，
「やってもらいたい気持ちをどう伝えるか」というコミュニケーショ
ンのツールとして活用していると指摘した（表 3 波線①）
。同様に，C 教師は「ある意味，…コミュ
ニケーションの一つとしても使えるかな，働きかける側としては。今こういうことをやってほしいな，
こういう気持ちになってほしいなっていうときに音楽は使える（表 3 波線②）
」と述べた。

さらに，D 教師は，
「コミュニケーションが上手く図れるような手段に使えていったらいいのかな
（表 3 波線③）
」と述べたうえで，
「おはようとかっていうあいさつのことばみたいなのを入れてい
けたら（表 3 波線④）
」という発言にみられるように，より積極的に意思表示ができるように音楽を
活用しようと考えていた。
表 3 学習内容を伝えるための音楽の活用
A 教師

音楽の授業以外ではほんとに自由なので，子どものまあ好きなものとか，①例えばその子
が気持ちが落ち着かない時には，好きな音楽かけるとか，あとは，楽しいっていう雰囲気
だけど，なんかあと一歩足りないというか，ここ無音にしとくのがもったいないなといか，
感覚的な感じなんですけど，今から楽しいことやるよっていう前にちょっとわくわくする
ものかけたりとか，あとは競争している時には，なんかそれこそ何とかレンジャーみたい
な音楽かけたり，ほんとにこう縛りがないので，さすがに音楽の授業で何とかレンジャー
やるのはどうかなっていう風にちょっと思うので，指導要領とか基にある教科書とかいろ
いろ考慮すると，ちょっとどうかなってあるので，音楽の授業以外の時には，ピタゴラス
イッチ好きな子もいるのでかけたりとか，なんかその子どもたちの雰囲気とかこれから展
開していきたいことに向けて，使い分けたりしていると思います。
（中略）
②周りを見て，例えば魚釣りだったら，ちょっと魚に関するおさかな天国とか流したり，
そうですね その，③T1 の先生がやる活動に合わせて，雰囲気をつくれるような音楽とい
うか視覚的にものを捉えることだけが，ことが難しい子がいるので，それは聴覚とか周り
の明るさとかそういうのも考えながら，雰囲気とかムードをつくっていければと思って。
夏とかは結構楽しい雰囲気なので，そういうときにはなんか似たようなリズムとか雰囲気
のものをもってきたりしてましたね。

B 教師

④場面をこの歌だと，次にこういうことがあるとかっていうのをわかりやすくするために
歌というのを使っているのだと思います。

D 教師

歌を歌える子どもたちには，歌詞をこうしっかり覚えさせて，歌い方とかも教えながらや
っていくんですけど，⑤重度重複の子どもたちは，歌を歌える子どもと，そうではない子
どもがいるので，えー，歌を歌える子どもの声を聴かせつつ，雰囲気のをつくるっていう
ようなところとか，やっぱり繰り返し聴いてることで，歌えないけど，聴いて入ってきて，
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聴いてことのある曲だっていう耳，なじみのある曲にしていこうかな～っていう風にねら
っているところですね。

（2）音楽を通して学習内容を伝える
さらに，コミュニケーションという視点から音楽をとらえた場合，学習内容を音楽で伝えること
もできる。インタビューでは，音楽にはこうした役割があるという発言もあった。
たとえば，A 教師は，
「今から楽しいことやるよっていう前にちょっとわくわくするものかけたり
とか，あとは競争している時には，なんかそれこそ何とかレンジャーみたいな音楽かけたり…」と
述べているように，次に展開される学習活動の内容（雰囲気）を音楽で伝えようとしていた。特に，
「その子が気持ちが落ち着かない時には，好きな音楽かけるとか，あとは，楽しいっていう雰囲気
だけど，なんかあと一歩足りないというか，ここ無音にしとくのがもったいないなといか，感覚的
な感じなんですけど」と述べているように，A 教師は授業の活動に合わせて児童たちが活動に入れ
るように音楽を活用していた（表 3 波線①）
。
具体的には，A 教師は，
「周りを見て，例えば魚釣りだったら，ちょっと魚に関するおさかな天国
とか流したり（表 3 波線②）
」
，
「T1 の教師がやる活動に合わせて，雰囲気をつくれるような音楽と
いうか視覚的にものを捉えることだけが，ことが難しい子がいるので，それは聴覚とか周りの明る
さとかそういうのも考えながら，雰囲気とかムードをつくっていければと思って（表 3 波線③）
」と
いうように，学習内容の理解を促進するために音楽を利用していた。
また，B 教師は，
「場面をこの歌だと，次にこういうことがあるとかっていうのをわかりやすくす
るために歌というのを使っているのだと思います（表 3 波線④）
」と述べていた。さらに，D 教師
は，重度重複障害の子どもたちは「歌を歌える子どもと，そうではない子どもがいるので，歌を歌
える子どもの声を聴かせつつ，雰囲気をつくる（表 3 波線⑤）
」と述べているように，音楽を授業の
雰囲気づくりに活用していた。以上のように，学習内容を伝え，授業の雰囲気を作り出すために音
楽を用いていることが明らかになった。
（3）季節の意識づけのための音楽
さらに，インタビューでは，子どもたちに季節を感じてもらえるように音楽を活用しているとい
う意見が出された。たとえば，D 教師や E 教師は「季節の歌」を意図的に活用していることが述べ
られた(表 4)。
この点について，A 教師は「流れてくる音楽とかもゆったりであって，音のつよさとかもそんな
強い感じじゃな」いものを使って，
「季節を意識するには適している」と述べており（表 4 波線①）
，
曲の流れや音の強さを意識しながら音楽を活用していた。また，C 教師は「季節感を大事に，音楽
とリンクさせていくようなねらいがある」と述べている（表 4 波線②）
。
具体的には「その雰囲気を感じて，あ～海行ったことないけど，こういう音がするんだな～，あっ，
これ学校で，昔聴いたことあるな～って思ってくれて，それで，ああなんかちょっとなじみがあって，な
んか楽しかった気がする」と述べているように（表 4 波線③）
，
「季節を意識する」ということをねら

って音楽を活用していた。そして，こうした音楽の活用は，重度・重複障害児が日常生活で経験が
制限されていることや，将来の生活をふまえて意図的に行われていることであることが示唆された
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（表 4 波線④および⑤参照）
。

表 4 季節を感じるための音楽
A 教師

春の小川が歌唱と鑑賞を兼ねてたんだと思うんですけど，このときに鈴の付いた長いロ
ープを使ってて，で自分の思う，こう，なんていうんですかね，リズムとかをそのロープ
をゆらすことで，激しくゆらすのか，ゆっくりこうリズムに合わせてゆらすのか･･･，テ
ンポも速すぎず，その，①流れてくる音楽とかもゆったりであって，音のつよさとかもそ
んな強い感じじゃなく，なんか春とか季節を意識するには適していたかなと思います。

C 教師

②季節感を大事に，音楽とリンクさせていくようなねらいがあるのかなって思います。
（中略）
③その雰囲気を感じて，あ～海行ったことないけど，こういう音がするんだな～，あっ，
これ学校で，昔聴いたことあるな～って思ってくれて，それで，ああなんかちょっとなじ
みがあって，なんか楽しかった気がする，なんかそういう感じで，うん，子どもたちがな
んか思ってくれるだけでも，私はほんとに重度の子はいいのかなって思ってます。
（中略）
あえてこうねらいに絡ませるとしたら，やっぱりそのああいう子たちって，やっぱ外で活
動する経験っていうのが，④健常者のお子さんに比べて，圧倒的に少ないと思うんです
ね。なので，やっぱりその，海であったりとか，あんまり行ったことがないけども，まあ
少しでもその雰囲気を感じて，あ～海行ったことないけど，こういう音がするんだな～，
とかそのぐらいでも思ってくれるのは難しいかもしれないんですけど，まあ感じ取るこ
とができたらいいのかなというような感じですね
（中略）
やっぱりその季節と曲をからめて，そうですね，もしこのこの子たちが卒業した後とか
に，その まあ どこかの施設に利用して行ったときとか，やっぱりその音楽が流れてい
ることって多いんじゃないのかなって思うんですね。だからそこで，たとえばあめふりく
まのことか，夏だったらみなみのしまのハメハメハ大王とかが流れて，⑤あっ，これ学校
で，昔聴いたことあるな～って思ってくれて，それで，ああなんかちょっとなじみがあっ
て，なんか楽しかった気がする，なんかそういう感じで，うん，子どもたちがなんか思っ
てくれるだけでも，私はほんとに重度の子はいいのかなって思ってます。

D 教師

あとは，教科書にあるお歌，あとは季節の歌みたいなところで入れているかな？

E 教師

単元っていうのがあるんです。例えば春の小川は明らかに春の わかりやすいと思うん
ですけど，季節の歌ってことで使用していました。

情緒の安定と「遊び」をもたらすための音楽の活用
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教師は音楽をコミュニケーションや教材として用いる一方で，音楽を情緒的安定のために活用し
ているということも多く語られた。たとえば，C 教師は「気持ちの面で，情緒的な面で，働きかける
ことができるのが音楽なのかな（表 5 波線①）
」と述べているように，音楽は情緒に働きかけられる

表 5 情緒的安定のための音楽
C 教師

やっぱりその一番はなんかその①気持ちの面で，情緒的な面で，働きかけることができる
のが音楽なのかなっていうふうに思うし，ほんとに字の通り，音を楽しむっていうところ
で，ほんとになんだろ，嫌いになってほしくないな，②やっぱり音楽って楽しいんだよと
か，音楽って聴いてて心地よいよねとか，そういうふうになるものなのかなっていうふう
に思います。情緒的なところで伸ばせる可能性をもっているのが音楽。
（中略）
ゆったりした曲がかかったら，気持ちもあと③身体の緊張とかもリラックスしていけたら
いいなとも思う。

E 教師

ごほうびとか癒しとか，なんかほんとに癒される気持ちになるような なんていうか存在
みたいなそういう，なんかいろいろありますよね，きっと。音楽の授業以外の音楽って，
多分すごくいろいろあると思うんですけど。
（中略）
私も肢体不自由児の関わり年数が少ないので，なんとも言えないんですけど，好きな子に
とっては，肢体不自由児っていうよりかは，音楽ってなんか基本どんな人にとっては，な
んていうか共通の余暇，やっぱ楽しい。･･･音を楽しむのが音楽なのかなって。肢体不自由
児だからって，④肢体不自由児に限定するのはちょっと難しいですね。肢体不自由児でも
幅はありますよね。…嫌いな人もいますからね，なんかね。好きな人は好きでいいと思う
んですけど，⑤心地よい存在であってほしいですよね。･･･楽器とかもあるしね，歌だけじ
ゃなくてね。歌嫌いな人もいるからね。音とかもね。音とか苦手な人はキーってなっちゃ
うしね～。でも決して嫌いなわけではないと思うんですけど，親しんでいってほしいなと
思います。

表 6 肢体不自由児にとっての音楽
A 教師

私はあんまり子どもたちと楽しいとか悲しいとか感情レベルに関しては私たちも子どもた
ちも差がないと私は思っているので，①肢体不自由児にとってというか，多分私たちと同
じだと思います。好きな音楽は各々違うと思いますし，そのその時の自分の気持ちとか感
情によって聴きたい音楽も違うだろうし，ただちょっと不自由があるから，聴きたいけど
聞けないっていう時はすごくあると思うんですけど，音楽をする，聴くことでリラックス
も私たちと同じようにできると思うし，わくわくの気持ちももてると思うので，なんか②
生活を豊かにするツールの一つかなっていう感じにはします。

B 教師

別に私は肢体不自由児にとっての音楽とか，例えば健常児にとって，知的障害児にとって
とか特に違いはないと思います，私は。ただその音楽を，そうだね。③音楽っていうもの
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は誰にとっても平等というか同じであって，ただその例えば楽器に興味があるけれども，
楽器を演奏するときに必要になってくる支援が知的とか肢体不自由ではそれぞれ別なんだ
ろうなって，その程度の認識です。

ものであることを指摘した。それは，
「やっぱり音楽って楽しいんだよとか，音楽って聴いてて心地
よいよねとか，そういうふうになる，ものなのかなっていうふうに思います」と述べているように
（表 5 波線②）
，C 教師は音楽のそもそもの意義を強調した。そのため，音楽を効果的に活用するこ
とによって「身体の緊張」をほぐし，リラックスへとつながるものであると捉えていた（表 5 波線
③）
。
この点については，E 教師も「肢体不自由児に限定するのはちょっと難しいですね（表 5 波線④）
」
と明確に述べている。すなわち，音楽が好きな人もいれば，嫌いな人もいるけれど，
「心地よい存在
であってほしいですよね（表 5 波線⑤）
」と述べているように，音楽との関わりを持ち続けてほしい
という思いをもっていた。
このように，肢体不自由特別支援学校の「音楽」には，
「肢体不自由児に特有の用い方」があると
いうわけではなかった。そうではなく，むしろ肢体不自由児にとっての音楽とは，
「多分私たちと同
じ」であり（表 6 波線①）
，人間として共通した「生活を豊かにするツールの一つ」であると A 教
師は語った（表 6 波線②）
。B 教師も同様に，
「音楽っていうものは誰にとっても平等（表 6 波線③）
」
と発言しているように，支援の方法以外は基本的に同じであると考えられた。
以上のように，音楽は，肢体不自由特別支援学校の教師は音楽のもつ情緒的側面にも目を向けて
いて，私たちと共通した「楽しみ」の一つして位置づけて音楽を活用していることが明らかになっ
た。

まとめと考察
本研究は，肢体不自由特別支援学校で用いられている音楽活動について，どのような意義やねら
いがあるのかについて教師のインタビュー調査から明らかにした。その結果，①「生活リズムを生
み出す」ために音楽を活用し，活動に意識を向けられるようにするために音楽を活用しているとい
うことが明らかになった。これは，②コミュニケーション・ツールとして音楽を活用しているとい
うことでもあり，学習内容を伝えたり，季節を意識づけ，自然を感じるといった教材としても活用
されていた。一方で，③情緒的安定を図り，生活全般の「楽しみ」につながってほしいという思い
ともって音楽は活用されていることも明らかになった。これは，肢体不自由児教育に特有の考え方
ではなく，人間として「音楽」を活用する普遍的な意義であると考えられる。
このように，教師は「肢体不自由児だからこうした音楽の活用方法がある」と述べているのでは
なく，音楽が人間の生活にとって不可欠なものであり，人間の情緒の安定や楽しい雰囲気づくりに
大きく貢献するものだからであると考えていたことが明らかになった。すなわち，音楽は重度重複
障害児にとって，生活全般を支えるものであるばかりでなく，時には言語的に（コミュニケーショ
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ン・ツールとして）
，時には情緒的に（気持ちの安定として）活用していた。これは，肢体不自由児
教育において音楽が単なるバックミュージックとして用いられているのではなく，広く一般的な子
どもと同様に，生活を安定させるため，あるいは，学習活動を促進するために音楽は多様に活用さ
れているということを示唆していると考える。
引用文献
・中山昌也・小林重雄．2000．
「重度・重複障害幼児の自発的行動に及ぼす音楽の影響」
『特殊教育
学研究』第 37 巻第 5 号，69-77．
・関原彩子．2008．
「重度重複障害児の音楽療法的視点を取り入れた音楽科の指導 : 原初的コミュ
ニケーションとしての音楽に注目した『振り返りの対象』としてのカリキュラム作りについて」
『学校音楽教育研究』第 12 号, 86-87．
・丹波美由紀・大谷正人．1997．「養護学校における音楽教育の現状と音楽療法応用の可能性」『三
重大学教育学部研究紀要（教育科学）』第 48 巻，199-216．
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水頭症事例における漢字書字習得に関する実践研究

豊 田 崇 仁＊ ・細 川 美 由 紀＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Practical Study of Learning How to Write Kanji Characters for a Child with Hydrocephalus
Takahito TOYODA and Miyuki HOSOKAWA

キーワード：水頭症 心理アセスメント 認知処理過程 漢字書字

本研究では，水頭症をともなう児童の認知特性を把握した上で漢字書字の支援を行い，その効果について検討することを
目的とした。支援に先立ち,アセスメントとして BGT，DTVP，WISC-Ⅳ，DN-CAS を実施した結果，対象児の言語理解や表現，
ならびに方略使用能力が高い一方で，視空間における注意能力や目と手の協応動作の困難が推測された。これらの対象児
における認知特性を考慮し，漢字の書字支援として「漢字パズル課題」，「漢字の間違い探し課題」，「熟語の漢字探し課題」
の 3 課題を実施した。その結果，支援期間全体で40文字の漢字書字が可能となった。「漢字パズル課題」では，対象児の視
空間認知の弱さを補うために，漢字の構成要素に注目できるようにした。また「漢字の間違い探し課題」では，注視機能の弱
さを補うために，細部に注目できるような配慮を行った。このような認知処理の弱さを補う課題設定に加え，対象児の強い認
知特性である言語表現や方略使用を活用し，漢字を言語化し覚えていくことで，漢字書字が可能になったと推測された。

Ⅰ はじめに
水頭症（hydrocephalus）とは，脳脊髄液が循環障害を起こし，頭蓋（主に脳室）内に異常に貯留
し髄液腔が拡大をきたしている状態を指す(茂木, 2010) 。栗原（2007）によると，水頭症にともな
う高次脳機能障害では，視覚的な判断や構成，抽象的・概念的・統合的な思考，算数が苦手で，多
動・注意集中困難，社会的認知能力の低下がみられやすい一方で，言語能力や聴覚的記憶力は比較
的良好であることが報告されている。また，大庭ら（2015）では，大脳性視覚障害（Cerebral Visual
Impairment:CVI）の原因の 1 つとして水頭症が挙げられている。このように，水頭症事例において
は視覚認知における困難が生じる可能性があることが報告されている。その一方で水頭症に限らず，
――――――――
*茨城県立水戸飯富特別支援学校

**茨城大学教育学部
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特別な教育的ニーズのある子どもの中には視覚認知をはじめとする様々な認知処理過程に困難をと
もなう者が一定数存在し，これらの子どもたちの認知特性を踏まえた学習支援に関しても実践報告
がなされてきている。
例えば木口・勝二（2004）は，注意欠陥/多動性障害児に対して, 心理アセスメントの結果をふま
えた漢字書字の支援を実施している。アセスメントの結果，対象児は抽象的記号を視写し記憶する
ことが困難である一方，聴覚性短期記憶が比較的良好であることが明らかとなった。このような対
象児の認知特性をふまえ，漢字構成要素に分割したカードを用いて，それぞれ漢字の意味を図示化
してイメージしゃすいような教材の工夫や，筆順による支援を実施した結果，学習場面において多
くの漢字の書字が可能となったことが報告されている。
また文部科学省（2012）においても，インクルーシブ教育システムでは，個別の教育的ニーズの
ある幼児児童生徒に対して自立と社会参加を見据えて，その時点で教育的ニーズに最も的確に応え
る指導を提供できる，多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であると述べている。このような
教育的ニーズを必要としている児童生徒に対して的確な支援を提供するためにも，個の認知特性を
把握することは重要であると考える。
そこで本研究では，心理アセスメントの実施を通じて，水頭症をともなう児童の認知特性を把握
した上で漢字書字の支援を行い，その効果について検討することを目的とする。

Ⅱ 対象児の概要
１．対象児
小学校の通常学級に在籍する 4 年生女児を本研究の対象とした。なお，本研究の実施ならびに研究
成果の発表に関しては保護者の承諾が得られている。
（１） 生育歴
対象児の母親が妊娠 34 週の時に，エコー検査で頭囲に水胞が見つかる。対象児の出生時体重は
3100g，頭囲は 34cm であった。出産後に検査を行い，「先天性くも膜のう胞」と診断される。その後，6 ヶ月
目の検診にて，頭囲が 47cm と大きくなったことで入院し，水頭症と診断された。4 歳まで 1～3 ヶ月ごとに
小児内科，脳外科の定期検査のために通院する。この経過で体幹バランスをとることが難しいと言われた。
言葉は比較的早く話せるようになり，語彙が増えるのも早かったのに対して，運動面の発達は遅れる傾向
にあり，手先が不器用であったことが母親から報告されている。
小学校入学前に，医療機関において発達障害と診断された。加えて発作が頻繁に生じるようになって
きたこともあり，脳波検査を受けた結果，てんかんの発作が認められ，投薬が始まった。この頃は，ちょっ
とのことでも癇癪を起すことが多く，ずっとしゃべり続けるという行動が見られた。小学校入学以降は，癇癪
を起すことも少なくなり，発作もほぼ無くなりつつある一方で，手先の不器用さはなかなか解消されない状
況である。

- 220 -

豊田・細川：水頭症事例における漢字書字習得に関する実践研究

（２） 現在の学習の様子
第1著者と行う家庭学習の際は，どの教科においても集中力は10～15分ほどしか持続せず，すぐにお
しゃべりを始めることが多かった。一度おしゃべりを始めると，再度学習を促しても切り替えることが難しい
ことが多く見られた。また学習時の姿勢が悪く，筆圧が強くなることも多い。それが影響しているのか，手
が疲れた様子で手を振る動作が頻繁に見られた。また長時間学習を行うと「目が疲れた」「物が２重に見
えることもある」と話すこともあった。他にも習い事として，ピアノ教室に通っているが，楽譜を読むことはあ
まりせずに，聴覚から音符の音やリズムを覚えて弾くほうが得意であると話していた。
漢字学習の際は，文字の大きさがバラバラになり，マス目からはみ出すことがあった。また音読の際，文
章を読み続けていると一行飛ばして読んでしまうこともあった。さらに筆算の学習の際，桁数が多くなると
数字を書く位置や数字をおろしてくる位置などの誤りが多く見られた。またコンパスや定規を用いての学
習の際，それらの道具を上手く使うことができずに，円や線を正確に描くことが難しい様子も見られた。
母親からの聞き取りにおいては，何度も同じ問題を間違えたり，間違いを注意するとパニックとなり，泣き
出したりすることがある。学校での学習の様子においては，ノートの書き取り，視写の場面で他の生徒より
遅れてしまう。特に理科の学習での絵（虫の絵など）や図を書き写す際に困難を示すことが多くあるとのこ
とであった。また文章を書き写す際には，単語で切り取り覚えることが苦手で，１文字１文字黒板を見ること
が多いと話していた。
２．心理アセスメント
（１） アセスメント内容および結果
支援に先立ち，対象児にはベンダーゲシュタルトテスト（BGT），フロスティッグ視知覚検査（DTVP），
DN-CAS，WISC-Ⅳを実施した。BGT と WISC-IV は医療機関において実施され，DTVP と DN-CAS は第
1 著者が実施した。
① BGT(8 歳 7 か月時実施)
BGT は，発達水準が５～６歳水準であり，年齢不相応の結果を示した。全体への目配せが不十分であ
り，注視機能や追視機能につまずきが想定された。
② DTVP(9 歳 5 か月時実施)
DTVP における知覚指数（PQ）の相当値は 80 であった。また各下位検査の評価点は「視覚と運動の協
応」7 点，「図形と素地」6 点，「形の恒常性」7 点，「空間における位置」10 点，「空間関係」10 点であった。
特に「視覚と運動の協応」と「図形と素地」において，筆圧が強く，運筆がぎこちない様子が観察された。
③ WISC-IV（8 歳 8 か月時実施：表 1）
WISC-IV の結果は，全検査 IQ91，言語理解指標 105，知覚推理指標 85，ワーキングメモリー指標 85，
処理速度指標 94 であり，知覚推理指標，ワーキングメモリー指標得点に比べ，言語理解指標得点が有意
に高かった。また「積木模様」の下位検査において，全体を部分に分解することに苦手さが見られた。
④ DN-CAS(9 歳 6 か月時実施：表 2)
DN-CAS の結果は，全検査標準得点 100，プランニング 115，同時処理 98，注意 93，継次処理 94 であ
り，プランニング得点が他の PASS 標準得点に比べ，有意に高かった。また，「注意」の下位検査である
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表１ WISC-Ⅳの結果
信頼区間(90%)
下限

上限

パーセンタ
イル順位

91

86

97

27

平均の下～平均

言語理解指標

105

97

112

64

平均～平均の上

知覚推理指標

85

79

94

16

低い～平均の下

ワーキングメモリー指標

85

80

93

16

平均の下～平均

処理速度指標

94

87

103

34

平均の下～平均

指標

合成得点

全検査IQ

記述分類

表２ DN-CASの結果
尺度

標準得点

信頼区間(90%)
下限

上限

パーセンタ
イル順位

記述分類

全検査

100

96

106

53

平均

プランニング

115

106

121

84

平均～優れている

同時処理

98

93

107

50

平均

注意

93

86

102

32

平均の下～平均

継次処理

94

87

102

34

平均の下～平均

「数字探し」の課題において，注意を向けるべき要素が増えてくると誤数が多くなる様子が認められた。検
査全般を通して，全体に注意を払うことが苦手な様子が観察された。
（２） 総合所見
アセスメントの結果，対象児において強いと思われる認知能力と弱いと思われる認知能力が推測された。
まず強いと思われる認知能力としては，生育歴からの情報や，WISC-Ⅳの言語理解指標得点が有意に高
いことから，言語理解や表現の能力が高いことが推測された。さらに DN-CAS のプランニング得点が有意
に高く，プランニングの下位検査において，自分の使用した方略を言葉で適切に説明可能なことから，方
略使用の能力の強さも伺われた。
一方弱いと思われる認知能力としては，WISC-Ⅳの知覚推理指標得点が相対的に低く，また BGT，
DTVP において，見るべき情報が複雑になると全体への目配せが不十分であることや，DN-CAS の「数字
探し」の下位検査において，注意を向けるべき要素が増えてくると誤数が多くなることから，視覚的推理能
力や注視機能・追視機能の弱さが挙げられた。その他にも WISC-Ⅳの「積木模様」の下位検査で全体を
部分に分解することが苦手であることや，漢字学習の際，ノートの視写の際に文字の大きさがバラバラに
なり，マス目からはみ出すことがみられることなどから，空間認知能力の弱さも推測された。さらに筆圧が
強く，運筆がぎこちない様子が普段の漢字学習や DTVP 実施の際に認められたことから，目と手の協応
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の弱さも伺われた。

Ⅲ 支援計画
１．支援漢字の選定
支援する漢字を選定するために，まず小学校 1年生から小学校 3年生までで学習する漢字の読みの確
認を行った。対象となった漢字は全 409 字であったが，1 字につき音読み・訓読みなどで２通り以上の読
み方をする場合についても確認を行ったため，合計886問の読みのテストを実施した。その結果，読みが
可能であった 400 漢字における書字のプレテストを行った。なお，1 字につき音読み・訓読みなどで２通り
以上の読み方をする場合の漢字についても確認を行ったため，書字のプレテストは合計 701 問について
実施した。
その結果，音読み・訓読みいずれも書くことができなかった漢字が 25 字，音読み・訓読みいずれかで
書くことができなかった漢字が 15 字，合計 40 漢字において誤答が認められた。本研究ではこれらの 40
漢字について書字の支援を行うこととした。
２．支援期間および支援の流れ
支援は第 1 著者が 20XX 年 10 月～12 月の期間内で原則として週 2 回，期間全体で 20 回実施した。支
援は対象児の自宅にて行われ，1 回あたりの支援時間は約 20 分であった。実施順序としては，まず音読
み・訓読みの書字でいずれも誤答であった 25 漢字について，第 1 回～第 10回の支援において「漢字パ
ズル」ならびに「漢字の間違い探し」課題を実施した。それらの支援が終了後，第 11 回～第 20 回の支援
では，音読み・訓読みいずれかで誤答であった 15 漢字について「熟語の漢字探し」課題を実施した。
いずれの課題についても，その日の学習の最後には学習した漢字のテスト（確認テスト）を行った。ま
た，学習成果の維持を確認するため，各課題で学習した漢字について１週間後に再度同じテスト（維持テ
スト）を実施した。確認テストまたは維持テストで誤答だった漢字は，誤答だった漢字だけを集めて後日課
題を再度実施した。さらにその日の学習が全て終了した後，振り返りシートを用いてその日の学習の振り
返りを行った。振り返りシートには，対象児本人がその日に学習した漢字のテスト結果と，学習に対するコ
メントを文章にて記述した。
３．支援内容
（１） 漢字パズル（図 1）
漢字パズルは，プレテストにおいて全く書くことができなかった 13 漢字（打，代，礼，対，取，所，拾，洋，
酒，幸，員，宮，追）を対象として実施した。パズルによって偏やつくりなど漢字の構造の手がかりを与え
ることで，対象児の視空間認知や目と手の協応動作の困難を補うことをねらいとした。さらに本児の得意
な認知処理として方略の使用が推測されたため，漢字パズルの実施と共に対象児自身で漢字の構造を
分割し，漢字の覚え方を言語化することとした。
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（２） 漢字の間違い探し（図 2）
漢字の間違い探しは，プレテストにおいて要素の付加や欠落の誤りが認められた 12漢字（矢，南，谷，
役，板，持，部，様，由，緑，州，鼻）を対象として実施した。線の数など，漢字の細部に注目するような 3
つの選択肢を設定することで，注視機能の弱さを補うことをねらいとした。さらに方略の言語化が得意であ
るという対象児の認知特性を活かし，注目すべき点につい
て言語化することも併せて実施した。
（３） 熟語の漢字探し（図 3）
熟語の漢字探しは，プレテストにおいて音読み・訓読み
いずれかで誤答が認められた 15漢字（元，寺，放，送，黄，
飲，古，近，化，乗，下，指，返，転，表）を対象として実施し
た。同音意義の漢字や，意味が似ている漢字の選択肢を 4
つ設定することで，正しい熟語の漢字を書くことをねらいと
した。対象児自身で漢字の意味を予測した後で，辞書を使
い熟語の意味の確認を行った。さらに方略の言語化が得意
であるという対象児の認知特性を活かし，どのようにその漢
字を覚えるかについて言語化を行った。

Ⅳ 結果
１．各課題における 1 回目の確認テストおよび維持テストの
結果
各課題における支援効果を検討するため，それぞれの課題
における 1 回目の確認テストと維持テストにおける正答率を図
4 に示す。その結果，漢字パズル課題の確認テストは正答率
100％（正答数13），維持テストは正答率85％（正答数11）であ
った。漢字の間違い探し課題の確認テストは正答率 83％（正
答数 10），維持テストは正答率58％（正答数７）であった。熟語
の漢字探し課題の確認テストは正答率 87％（正答数 13）に対
し，維持テストは正答率 40％（正答数 6）であった。
２．各課題の正答数と誤答漢字，およびその言語化の状況
（１） 漢字パズル
図 5 に漢字パズル課題の確認テストおよび維持テストの正
答数を示す。確認テストにおいては,全ての漢字において 1回
目のテストで正答となった。一方，維持テストにおいては 13 漢
字のうち 2 漢字が 1 回目のテストで誤答となり，2 回目のテスト
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で正答となった。
維持テストにおいて誤答であった漢字とそ
の誤りの内容，および課題実施時の言語化
の内容を表 3 に示す。維持テストで誤答とな
った漢字は,「捨」および「幸」であった。
（２） 漢字の間違い探し
図 6に漢字の間違い探し課題の確認テスト
および維持テストの正答数を示す。確認テス
トにおいては,全 12 漢字のうち 2 漢字が 1 回
目のテストで誤答となり，2 回目のテストで正答

図４ 1 回目の確認テスト及び維持テストの正答率

となった。一方，維持テストにおいては 12 漢字
のうち５漢字が 1回目のテストで誤答となり，2回
目のテストで正答となった。
確認テストおよび維持テストにいて誤答であ
った漢字とその誤りの内容，および課題実施時
の言語化の内容を表 4 に示す。確認テストで誤
答となった漢字は「谷」および「緑」であり，維持
テストで誤答となった漢字は,「南」「谷」「板」「緑」
「州」であった。

（３） 熟語の漢字探し課題

図５ 漢字パズル課題における確認テストおよび
維持テストの正答数

図 7 に熟語の漢字探し課題の確認テストおよ
び維持テストの正答数を示す。確認テストで
は,15漢字のうち2漢字が1回目のテストで誤答
となり，2 回目のテストで正答となった。一方，維

表３ 漢字パズル課題の維持テストで誤答であっ
た漢字の内容および対象児の言語化

持テストにおいては 15 漢字のうち 9 漢字が 1
回目のテストで誤答となり，2 回目の維持テスト
を実施した。その結果 9 漢字のうち，5漢字が２

漢字

回目の維持テストでも誤答となり，それらの 5 漢

誤答

課題実施中における対象児の
言語化
「手偏」に「合わせる」（１回目）

字は 3 回目の維持テストで正答となった。
拾

確認テストおよび維持テストにいて誤答であ
った漢字とその誤りの内容，および課題実施時

「手偏」を書いて「合わせる」，
「手を合わせて拾う」って覚えれ
ばいいのか（２回目）
「土」書いて，下に「羊」から１本
引く（１回目）

の言語化の内容を表5に示す。1回目の確認テ
ストで誤答となった漢字は,「黄」および「化」の 2

幸

漢字であった。一方，1 回目の維持テストで誤
答となった漢字は「放」「寺」「黄」「乗」「飲」「古」
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「化」「表」「転」であり，さらに 2 回目の維持テストにおいても誤答となった漢字は「放」「寺」「飲」「化」「表」
であった。
（４） 振り返り
表6に各回の振り返りにおける記述内容を示す。確認テストに加え，維持テストでも誤答であった「緑」に
ついて，漢字の間違い探し課題ならびに維持テストを実施した回（第 5・7・8回）においては，振り返りの際
もどのようにして覚えれば良いのかについての記述が見られた。また，1 回目の熟語の漢字探し課題が
行われた第 10 回～第 13 回では，対象児は漢字の字形について言語化を行っていたが，2 回目の課題
実施（第 15 回）からは，漢字の意味について言語化するように教示を行ったため,「意味を覚える」ことに
関する記述が見られるようになった。加えて，3
回目の熟語の漢字探し課題が行われた第 18・
19 回の振り返りにおいては，学習漢字に関する
日常生活におけるエピソードの記述が見られ
た。

Ⅴ 考察
本研究では，対象児の認知特性を踏まえ，
漢字書字の誤り傾向に応じた 3 つの課題を用

図６ 漢字の間違い探し課題における確認テスト
および維持テストの正答数

いて支援を実施した。以下，各課題中の言語反

表４ 漢字の間違い探し課題の確認テスト・維持テストで誤答であった漢字の内容および対象児の言語化
誤答
漢字

課題実施中における対象児の言語化
確認テスト

維持テスト
「八」書いたら，下に「合わせる」から１本引く（１回目）

谷
あぁ～上の「八」は分かってるから「合わせる」引く「１」（２回目）
「木偏」に「ヨ」書いて「水」みたいなやつ（訂正前）あっ！「糸偏ね，糸偏」（訂正後，
１回目）

緑

「糸」書いて，横にかたかなの「ヨ」の下に「水」みたいなやつを書く（２回目）
大体は書けるから，「羊」から１本引く（１回目）
南

(正答）
「羊」から１本取る，横線（２回目）
「木」に「反」，反省の「反」ね（１回目）

板

(正答）
「木偏」に反対の「反」（２回目）
えっとね，点，はらい，点，止める，点，止める（１回目）

州

(正答）

記入無し
「川」に左から点を３つ「ちょんちょんちょん」（２回目）
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応および課題実施後のテスト結果を踏まえ，今
回の支援における成果と課題について述べて
いくこととする。
支援期間全体を通して，漢字パズルにおけ
る 1 回目の確認テスト・維持テストは，いずれも
高い正答率を示していた。その理由として，漢
字をあらかじめ構成要素に分解した漢字パズ
ルの実施によって，対象児の空間認知の弱さを
補うことが可能となったことが考えられる。また，
漢字パズルに加えて漢字の覚え方について言
語化を行ったことも，対象児の言語表現や方略

図７ 熟語の漢字探し課題における確認テストお
よび維持テストの正答数

使用の強さを活用することができたために，高
い正答率につながったのではないかと考える。

一方漢字の間違い探し課題は，漢字パズル課題に比べ，1 回目の維持テストにおいて正答率が低下し
た。その理由として，漢字全体の構造に注目する漢字パズル課題とは異なり，漢字の間違い探し課題は
漢字の細部の誤りに注目を促す課題であったことが挙げられる。そのため，この課題はアセスメントの際
に注視機能の弱さが指摘されていた対象児にとって，負荷の高い課題であったことも推測される。しかし，
「緑」のように，1 回目の確認テスト及び維持テストで誤答した漢字について，振り返りの際になぜ誤答に
なったのかを報告していたことを経て，2回目のテストで正答となる漢字も認められた。このことから細部に
注目することが困難な対象児であっても，なぜ誤答となったのかについて，対象児の得意な認知特性で
ある言語表現能力を活用し，自分自身で注目すべき点を意識化できたことによって，結果的に正答につ
ながったのではないのかと考えられる。
さらに熟語の漢字探し課題における 1 回目の維持テストの正答率は，他の 2 課題に比べて低下してい
た。その主な理由として，1 回目の課題における言語化では，先に実施した 2 つの課題と同様に，覚える
べき漢字の字形を言語化する方略を使用したことが挙げられる。先に実施した漢字パズル課題および漢
字の間違い探し課題は，漢字の正しい字形を想起することがねらいであったのに対し，この課題では，熟
語で用いられる正しい漢字を選択することがねらいであった。例えば対象児が「放送」を「方送」と回答す
る誤りがあったが，漢字そのものを間違えている訳ではないため，対象児自身が間違いに気づいていな
い様子がみられた。そこで，2 回目の課題からは，熟語の意味を言語化するように教示した。その結果，1
回目の課題実施の際には漢字の字形を言語化していたものが，2 回目の課題実施の際には熟語の意味
に注目するような言語化が見られるようになった。その結果，2 回目以降の確認テストでは誤答数が減少
したことから，漢字書字習得において熟語の意味を言語化する方略がうまく機能していたことが推測され
る。それでもこの課題では，2 回目の維持テストでも誤答となり，3 回目の課題を実施する漢字が存在した。
しかし，課題を 3 回実施した上で正答した漢字の言語化では，その内容に変化が認められた。それは単
純に熟語の意味を言語化するだけではなく，日常生活で経験した事柄に即した言語化が行われていた
ことである。例えば，「飲食」の漢字を学習した際は，「病院に行ったときに『飲食×』って書いてあって食
べる事，飲む事が禁止なんだって思った」という発言が見られた。このように熟語の意味を辞書的に捉え
るだけでなく，日常生活に即した形で熟語の意味を把握することにより，漢字の意味と字形をより深い処
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表５ 熟語の漢字探し課題の確認テスト・維持テストで誤答であった漢字の内容および対象児の言語化
誤答
漢字
(熟語)

維持テスト

課題実施中における対象児の言語化

確認テスト
1回目

2回目
「縦横２本」書いて，この間やった自由の「由」の下に「点々」（１回目）

黄
(黄金）

―

「縦縦横横」，「由」って書いて「点々」。黄金って黄金虫でしょ？虫の本読
んでたら載ってて黄金虫は「黄色く金でキラキラしてた」だから黄金は「黄色
と金」を書く（２回目）
「人偏」書いて，かたかなの「ヒ」(1回目）
かたかなの「イ」と「ヒ」。変化は変わるって意味でしょ。（「変化の化っていう
漢字を使っている単語とか文字わかる？（著者）」）えっと，他に読み方あ
る？（「『ば』って読むかな(著者）」）あっ，お化け屋敷の字。たぬきだっけ？
きつねだっけ？いろんな物に化けるやつ。「変わるとか化けるとか」ってこと
でいいの？（２回目）

化
(変化）

「人偏」に「ヒ」。かたかなのね。この間，お化けの字って覚えてたよね？自
分で「変わるとかきつねが化ける」とか言ってたよね？（３回目）
方向の「方」に「にょろ，横線，縦にばってん」（１回目）
放
(放送）

方角の「方」書いて，「ノ，一，ばってん」。放送の「放」って「放す」って読む
よね？だからえっと「言葉とか音楽をみんなにパァッとする」みたいな感じ。
（２回目）

(正答）

これは「方」でしょ。「方」の隣に「ノ，一，ばってん」。放送委員会の「放」。
言葉とかを「放す」って字。聞く話すの話すじゃないやつ。（３回目）
「土」の下に「寸」でいいかな（１回目）
寺
(寺院)

「土」書いて「寸」を書く。鐘が鳴るのは「お寺」だから「じいん」の「じ」の漢
字はお寺の「寺」（２回目）

(正答）

あっ寺ね。「土」と「寸」。鐘を鳴らす場所は「お寺」ってこの間も言ったような
気がする。（３回目）

乗
(乗車）

―

(正答）

かたかなの「ノ」書いて「真ん中だけ長く横３本」書いて，「真ん中だけ長く縦
３本」書いて最後に「はらい，はらい」（１回目）
「はらい」「横，長い横，横」「縦，長い縦，縦」「はらい，はらい」。車に乗るっ
てことだよね？バスとか電車で乗車券っていうよね？（２回目）
食べるの「食」から最後の１本取って，「欠」だっけ？欠席の「欠」を横に書く
（１回目）

飲
(飲食）

「食べる」引く１本に欠席の「欠」。飲食は「飲んだり食べたり」ってこと。（２
回目）

(正答）

食べるの「食」みたいなやつ書いて，隣に「欠（空書しながら」。病院行った
ら「飲食×」って書いてあって「食べたり飲んだりダメ」ってことでしょ。（３回
目）
古
(中古)

「十」の下に「口」（１回目）

―

(正答）

漢字の「十」書いて「口」。中古車の中古の字だから「古い」ってことでしょ？
古本屋さんとかと一緒の意味だと思う（２回目）
「３本横線に縦線１本」，下に衣服の「衣」あるよね？それみたいなやつを書
くかな（１回目）

表
(表面)

うんと「縦横横横」に「衣（空書しながら）」っていう字。表ってことでしょ？図
工で先生が紙のサラサラの方，表面（おもてめん）を使いましょうって黒板に
書いてた（２回目）

(正答）

「縦横横横」書いて下に「衣」みたいなやつ。「衣」ってエビフライとか作る時
に出てくるよね？テレビで見たの。氷の表面とか表面を見てくださいとか言
うよね？表裏の「表」って意味。（３回目）
転
(転校)

(正答）

記入無し

―

「車」書いて，隣にかたかなの「二」と「ム」(1回目・2回目）
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表６ 振り返りにおける記述内容
実施回

記述内容

1

初めてだったからきんちょうしたけど，楽しかった。「礼」っていう漢字をテストのとき，少しまよった。

2

この間の時よりきんちょうしなかった。「谷」の漢字を間ちがったのが残念だった。線を入れるのか入れないのかをわ
すれてしまいました。

3

テストが２つあるのをわすれてて，びっくりした。今日の５この漢字は覚えやすい感じだった気がする。

4

「幸せ」と様子の「様」を覚えるのが難しかったです。今日のテストも「谷」の漢字を間ちがえてしまいました。

5

「緑」っていう漢字の左側が「糸」なのか「木」なのかをわすれた。テストでたくさん間ちがえてっしまったのが残念で
す。

6

今日はテストだけだったから，かんたんだった。

7

「谷」と「南」の漢字は，始まる前に練習した。覚え方もきちんと言えた。「緑」はテストが終わった後に左側が「糸」
だったなと思った。

8

「緑」の横は「糸」っていうのを，きちんと覚えれるようにがんばった。テストも全部できてうれしかった。

9

始まる前に５回くらい練習して，テストで声をだしながら書いたので少しつかれた。全部できてよかった。

10

やっと「緑」の漢字を間ちがえずに書けてよかったです。３回くらい連続で「○（丸）」だけだったから，うれしかった。

11

悪まの「悪」の字をわすれてしまった。間ちがって「王」と書いてしまいました。

12

「化」の字をかんちがいして「行人偏」を書いてしまった。ほかの漢字はできたのでよかった。

13

今日やった漢字はできた。前やった漢字のテストが全然できなかった。「漢字が間ちがっているんじゃないんだよ」と
言われた。

14

テストでたくさん間ちがえてしまいました。始まる前に練習しとけばよかったです。

15

今日は漢字の意味を覚えるようにがんばった。２つ覚えるのは大変だけどがんばる。

16

今日も意味を覚えるのをがんばった。テストも全部できてよかった。

17

今日やった漢字のテストは意味を覚えてないやつだったから，意味を覚えればできるかなと思います。いんしょくの
漢字の意味を病院の食事だと思った。

18

前にやった漢字のほうのテストのひょうをフィギュアスケートを見てたので氷と書いていしまった。

19

２つのテストが全部○でよかった。「飲食」も当たってよかった。「飲食ダメ」って書いてある場所を見つけて，なんか
思い出した。

20

今日はきちんと「表面」って書けてうれしかった。

理水準で一致させることができるようになったのではないかと考える。
以上，3 つの課題実施を通して，対象児の弱い認知能力を補いながら，強い認知能力を発揮し課題に
取り組み，支援期間全体で 40 文字の漢字書字が可能となった。具体的には対象児における視空間認知
の弱さを補うために，漢字パズル課題において，漢字を構成要素に分けることに注目できるようにした。ま
た注視機能の弱さを補うために，漢字の間違い探し課題では，細部に注目できるように配慮を行った。こ
のような認知処理の弱さを補う課題設定に加え，対象児の強い認知特性である言語表現や方略使用を活
用し，漢字を言語化し覚えていくことで，漢字書字が可能となったのではないかと推測される。
一方今回の支援では，対象児が支援者から提示された方略を使用し，課題を遂行していくことは可能
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であったが，どのような方略を使用することが適切なのかといった方略の選択について支援を行うまでに
至らなかった。よって対象児の支援に関する今後の課題としては，漢字を正しく書くために，その誤りの
パターンを把握した上で，どのような方略を使用することが適切なのかを自らで導き出していくような支援
が必要であると考える。
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特別支援学校に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
稲 葉
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Practical Research of Group Work to Facilitate Interpersonal Skills in a Special Support Education School
Ai INABA, Miyuki HOSOKAWA and Haruhiko SHOBO

キーワード：知的障害，特別支援学校，人間関係形成，グループワーク

本研究では，知的障害児を主たる対象とした特別支援学校高等部において，人間関係形成を目的としたグループワーク
の実践を行い，生徒の実態に関する事前調査，ならびに生徒と教員を対象とした事後のインタビュー結果をふまえ，特別支
援学校で活用できるグループワークの内容について検討することを目的とした。グループワークは 1 回につき 100 分，全 3
回で合計 27 件のエクササイズを実施した。生徒の実態を把握するための事前調査では，生徒の知的障害の程度に加え，コ
ミュニケーション能力や対人関係の課題について担任教員に質問紙の記入を依頼した。事後のインタビュー調査では，グ
ループワークに参加した生徒ならびに教員に対し，グループワークの感想やエクササイズの内容等に関する質問項目を設
定した半構造化面接を個別に実施した。その結果，特別支援学校で活用できるグループワークのエクササイズとして，分か
りやすくて単純であり，身体を動かしながら友達と関わることができるものが有効であることが明らかになった。加えてグルー
プワークを実施する際には，事前に活動の見通しやねらいを生徒に明示しておくことや，生徒の苦手な言葉や音，環境など
を把握しておくこと，ルールの説明の際のモデリングが重要であることが示唆された。

はじめに
今日では，地域社会のつながりの希薄化や少子化などを背景に，日常生活における子どもの対人
関係能力形成の機会が減少している。こうした状況を少しでも打破するために学校現場ではグルー
プワークを応用した取り組みが活発化している(丹治，2011)。通常学級においては，集団での行動
場面で他者との友人関係の形成・維持がしにくいといった困難を示す発達障害児の姿が多くみられ
るようになっていることから，発達障害児を対象とした集団による SST (Social Skill Training;
――――――――
*茨城県立つくば特別支援学校

**茨城大学教育学部
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野澤・吉岡，2010)や SGE (Structured Group Encounter;佐々木ら，2014)の実践が行われている。
しかし，特別支援学校(知的障害)においては， 石津・井澤(2011)や下田ら(2016)をはじめとした
SST の実践がいくつか報告されているものの，人間関係形成を目的とした，生徒同士のグループワ
ークに関する実践例は見当たらない。そこで細川ら(2016)は，特別支援学校(知的障害)におけるグ
ループワーク実践の現状と課題についてインタビューとアンケートを用いて検討を行った。その結
果，児童・生徒一人一人の実態が異なることでグループワークの内容を合わせることが難しいこと
などが実践上の課題として明らかとなった。そのため，特別支援学校でグループワークを実践する
際には，生徒のコミュニケーション能力や特性を十分に把握し，エクササイズの内容や提示方法を
工夫していくことが必要だと考えた。
そこで本研究では，事前に調査した生徒の実態や，グループワーク実践後に生徒や教員に感想を
聞き取ることを通じて，特別支援学校(知的障害)で活用できるグループワークの内容について検討
することを目的とする。

方法
１ 事前調査
知的障害児を主たる対象とする県立 A 特別支援学校の高等部に所属し，事前に保護者より承諾を得ら
れた 1 年生男子 6 名，女子 2 名の計 8 名(生徒 A～H)を対象とした。事前調査の質問紙は，①知的障害
の程度，②出身校種，③コミュニケーション意欲（「1．高い」「2．少し高い」「3．どちらともいえない」「4．あ
まり高くない」「5．低い」の 5 段階評価），④コミュニケーションスキル測定尺度「iksy」(正保・葉山，2014)，
⑤対人関係の課題(自由記述)の全５項目より構成されていた。なお，質問紙の記入は，対象生徒の担任
に依頼し，グループワークの実施に先行して行われた。また iksy については，対象者ごとに各下位項目
の平均点を算出した。
２ グループワークの実施
グループワークは第 3 著者が主担当(MT)となり，第 1 著者が TT の 1 人として参加する形で自立活動
の時間に行われた。１回の活動時間は 50 分１コマの２時間分(合計 100 分)であり，計 3 日間にわたり全 3
回実施された。グループワークにおいて実施したエクササイズは合計27件であった。表１に実施したエク
ササイズの概要を示す。また，各回の冒頭には，はじめの挨拶として生徒にひと言ずつ今の気持ちなど
を述べてもらい，各回の最後には活動についてのシェアリングを行った。
これらのエクササイズを全 3 回（計 6時間分）の授業の中でそれぞれテーマ性を持たせながら実施した。
具体的には，第１回目の１時間目は「アイコンタクトを取る」，2 時間目は「声を出す」，第 2回目の 1時間目
は「体を動かす」，2 時間目は「表現をする」，第 3 回目の 1 時間目は「協力する，信頼する」，2 時間目は
「みんなでパフォーマンスをする」ことをそれぞれテーマとして行い，第 1回目から第 3回目にかけてレベ
ルを上げていく構成にした。
本実践のエクササイズを選択した理由として，活動の基本である「アイコンタクト」が含まれる活動である
こと，「自分から外に向かって送り出す，表現すること」が中心となるような活動であることが挙げられる。他
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表１－１ エクササイズの概要（第1回）
エクササイズ

内容

1時間目：主としてアイコンタクトを取ること
①

風船ゲーム（声な
全員で円形になり，風船を落とさないようにつないでいく。
し）

② 手合わせ

２人１組で向かい合わせになり，拍手と互いの掌を合わせることを交互に繰り返す。その際、互いの掌を合
わせる回数を１回から５回まで増やし，その後は１回ずつ回数を減らしていく。

③ 人間知恵の輪

円形になり，全員が右手を挙げ隣にいる人ではない人と手をつなぐ。その後，他の人と左手をつなぐ。全員
が手をつないだ状態から一つの円に戻れるように試行錯誤をしていく。

④ ボールゲーム

全員で円になり，透明のボールがあると仮定する。目線が合った人に対して「青いボール」と言って投げ
る。目線が合ってボールを投げられたと思った人はキャッチをして，別な人にそのボールを投げていく。

⑤ ゾンビゲーム

全員で円になり，一人ゾンビ役を決める。ゾンビ役になった人は円の中心に立ち誰か一人のもとへ歩いて
いく。標的になった人は目線で他の人に助けを求める。助けを求められたと思った人は，標的になっている
人の名前を呼び助ける。

⑥

トランプ・ステイタ
ス

1人１枚配られたトランプを頭上にかざす。このとき、自分のトランプの数字は見ない。歩きながら他の人の
数字を見て、数字の大きさに応じた挨拶をする。１～13のうちトランプの数字が大きくなるほど偉い立場の
設定とする。互いの挨拶の様子から自分のトランプの数字を推測する。

2時間目：主として声を出すこと
⑦

風船ゲーム（声あ ①の風船ゲームと手順は同じだが，風船に触る人は野菜の名前を言いながら他の人にパスをする。さら
り）
に、動物、お店の名前などに変えていく。

⑧ 聖徳太子ゲーム

４人１組になり，1人が回答者となる。残りの３人は，カードを回答者に見せないように３人でカードに書か
れた３文字の動物の名前を１文字に対して１人が担当し，３人同時に発声する。回答者が，カードに書か
れた動物の名前を当てることができたら回答者を順番に変えていく。

⑨ 声合わせ

提示された質問に対して自分の答えを心の中で決め，グループ全員でそれぞれの答えを同時に発する。
グループ内で出てきた答えが1つにまとまるまで繰り返す。その際，答えは話し合ってはいけない。先にま
とまったグループの勝ちとなる。

者からのシグナルを「受け取る」ことはあまり行わず，「声を出す」，「表現をする」，「身体を動かす」ことを
多く取り入れた。しかし，第 3 回目では，例えば，「凍りお手玉」のように，お手玉を落とした人を見つけて
助けに行くといったことや，「私は木です」のように，前の人が何かパフォーマンスをしたことを見て受け取
って，自分が何をするかを考えることといった，「受け取ることと自分が何か発信すること」の両方が含まれ
るエクササイズを実施した。
特別支援学校(知的障害)でエクササイズを実施するにあたって特別配慮した点としては，単純なことで
なおかつ動きがはっきりしている活動，あまり認知的な要素が入らない活動を行ったことである。ルール
の説明が長くなってしまうものや， 構成的グループ・エンカウンター（SGE）のように自分と向き合うような
課題は最初からエクササイズに含めないこととした。その理由として，特別支援学校の生徒にとって，自
分と向き合う課題を行うよりも，コミュニケーションや対人スキルに特化したエクササイズを行った方が良い
と判断したためである。また，言葉に頼りつつもイメージを重要視するエクササイズは，特別支援学校(知
的障害)では難しいと判断し，今回の実践では取り入れなかった。
３ インタビュー調査
全 3 回のグループワークの実践後，グループワークの授業に TT として参加した A 特別支援学校の教
員 5 名(T1～T5)，および事前調査の対象となった生徒 8 名の計 14 名を対象とし，インタビュー調査を実
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表１－２ エクササイズの概要（第２回）
エクササイズ

内容

1時間目：主として体を動かすこと
① 手足８回

②

ジャンピング、
ハッ！

右手首・左手首・右足首・左足首をそれぞれ順番に８回ずつ回していき，７回，６回…１回ずつと回数を減ら
していく。
大きな一つの円になり，まず1人が別の誰かの方へ歩いていく。その1人の前に立ったら２人で向かい合わ
せになり，息を合わせてジャンプをしながらハイタッチをする。その後はハイタッチをされた人が別の人に同
じ動きをしていく。

ロバ：１つの円になり，中心に1人が立つ。中心の人は誰か1人と顔を合わせて指を指しながら「ロバ」と言
う。「ロバ」と言われた人はロバのように両手をロバの耳のように頭の上に乗せる。中心の人は，たまに「ロ
ロバ・エレファント・
③
ボ」などの違う言葉を言い，引っかかった人が交代をしていく。エレファント：1つの円になって立つ。一人が
トースター
オニになって中に入り、オニは「エレファント！」と言いながら、一人を指す。指された人がエレファント（象）
の鼻になり、両隣りは耳になる。周りの状況を見て、すぐにそれに応じた行動をとる。

④ 木とリス

３人１組になり，木の役２人とリスの役１人を最初に決める。木の役の２人は向かい合わせで立ち，両手を
伸ばして２人で家の屋根の形をつくる。その中にリス役が入り，しゃがむ。オニが「オオカミがきたぞ！」と
言ったら，リス役の人たちが今いる場所とは異なる木の下に移動する。「木こりがきたぞ！」と言ったら，木
の役が移動をする。「嵐がきたぞ！」と言ったら３人全員が別な場所で新たに木とリス役をつくる。

⑤ 拍手回し

大きな１つの円になり，左隣の人に拍手を回す。その後，拍手をもらった人は左隣の人に順番に拍手を回
していく。

⑥

空いた椅子取り
ゲーム

人数よりイスを１個余らせておき，オニが空いたイスに座ろうとすると，誰かがそこに座ることで邪魔をする。
その際、新しい椅子が空くのでその椅子には誰かが座る必要があり自分が何をすればいいのか，瞬時に
判断して反応する。

2時間目：主として表現すること
⑦

ジェスチャーゲー
ム

４～５人１組のグループになり，おもちゃや家電製品をジェスチャーで表現する。予めアイテムが書かれた
カードをイスに置いておき，カードをめくり，それをジェスチャーで表現する。当たったら次の人と交代してい
く。

⑧ みんなでポーズ！

1人が回答者となり，他の人たちで同時に1つのお題に対するジェスチャーをし，回答者は全員のジェス
チャーを見ながら当てていく。

⑨ ピンポン玉リレー

5人で紙袋を持って１列になり，端から端までピンポン玉を紙袋に入れながらリレーしていく。ただし，ピンポ
ン玉はリレーをするフリだけすることもできる。その後「本当は誰が持っているか」を５人以外の全員で当て
ていく。

施した。インタビューは，グループワークの感想，エクササイズの内容等に関する質問項目を設定した半
構造化面接により個別に実施した。

結果
１ 事前調査(表 2)
（１） 知的障害の程度
対象者の知的障害の程度は，軽度（IQ50 以上）の生徒が３名，中程度（IQ35～49）の生徒が 2 名，不明
の生徒が 3 名であった。これらの算出根拠となった資料は，5 名とも療育手帳であった。
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表１－３ エクササイズの概要（第３回）
エクササイズ

内容

1時間目：主として協力・信頼すること

①

２人１組になり，向かい合わせに立って互いの肩を両手で持ちストレッチを行う。その後，向かい合わせに
向かい合わせ、背 なって手をつないだまま座り，息を合わせて同時に立つ。次に，背中合わせで体操座りをし，両腕を組んだ
中合わせで立つ まま２人で息を合わせて同時に立つ。それができたら，腕を組まずに，手を床に付けないようお互いの背中
の力を使って同時に立つ。

② 凍りお手玉

全員で頭にお手玉を１つ乗せて自由に教室を歩く。床に落としたらその場で立ち止まる。落としたお手玉を
他の人が頭の上に乗せてくれると，また歩くことができる。助ける人も頭の上のお手玉を落とさないように
拾ってあげることが必要。

③ お助けオニ

1人がオニになり，オニごっこのように他の人たちで逃げる。オニにタッチされない方法は，誰かと向かい合
わせで両肩を組むことであるが，同じ人とは５秒間しか肩を組めないので，どんどん他の人たちと肩を組
み，オニから逃げていく。

④ 握手当て

ペアになり，AとBを決める。グループAとグループBは，横一列になり，向き合って並びペアの人と握手をし
て互いの手の感触を覚える。グループAはアイマスクをし，手を前に出す。グループBは，グループAのメン
バーの手をランダムに握っていく。グループAは握られた感触から，自分のパートナーを当てる。

⑤ トラストフォール

３人１組となり，１人が２人に対して背中を向けて倒れ,他の２人がこれを受け止める。

⑥ チョコレート・パフェ

２人１組になり，「チョコレート」「パフェ」などの合言葉を決める。その後，全員で目をつむり，前で腕を組み
自由に歩いてく。腕がぶつかった人と合言葉を言い，パートナーを探していく。

2時間目：主としてパフォーマンスをすること
⑦

拍手回しを行ったあとに，拍手の代わりに，自由なアクションを隣の人に回していく。最初の人が考えた，
拍手回し・アクショ
例えば「よっ！」という言葉と手の動作を合わせたアクションをだんだんと大きくしていき，最後の人に回っ
ン回し
てきたときには，声と動作が最大になるようにする。

⑧ スペース彫刻

２人１組になり，最初に1人が好きなポーズをとる。それに対して，空いているなと思われるスペースに入
り，もう1人もポーズをとる。これを順番に繰り返していき，様々なポーズをつくっていく。

⑨ 私は木です

数人のグループを作る。グループの中の最初の1人が「私は木です」と言い，木のポーズをとる。それ以外
のメンバーは，「私は葉っぱです」「私は土です」など「木」からイメージする何らかのものになり，加わる。全
員が入ったら，木の役をした人が，登場したものから1つを残す。例えば，「葉っぱを残します」と言われた
ら，葉っぱ役はその場に残り，それ以外のメンバーは，葉っぱからイメージをして，さっきとは違うイメージの
登場物として加わり，新しい１つのシーンを創造していく。

（２） 出身校種
一般の中学校出身者が 5 名，特別支援学校中学部出身者が 3 名であった。
（３） コミュニケーション意欲
対象者のコミュニケーション意欲を 5 段階項目で生徒の担任教員に質問したところ，「2.少し高い」という
評価の生徒は５名，「3.どちらともいえない」という評価の生徒は３名であった。
（４） 対人関係の課題
生徒 A の対人関係の課題は，「やや一方的で相手の立場に立って考えることが苦手」，生徒 B は「引っ
込み思案で自分から積極的に友達と話をしようとすることが少ない」，生徒 C は「相手の容姿に関すること
を直接言ってしまう（相手が喜ぶことではない），先輩にも上から目線で話をしてしまう」，生徒 D は「質問
に対する返答は，～ですけど？と文末につけてしまう，質問に対して，は！？やあ！？と言ってしまう，
ほおづえをついて相手の話を聞いてしまう」，生徒 E は「自分から話しかけることが苦手（親しい友達以
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表２ 事前調査の結果
知的障害の
コミュニケー
出身校種
程度
ション意欲 いう

ID

性別

Ａ

男

中程度

Ｂ

女

不明

通常学校

Ｃ

女

軽度

通常学校 少し高い

iksy尺度
する きく

よむ

対人関係の課題

特別支援 どちらともい
学校
えない

2.2

2.4

2.4

1.4

やや一方的で相手の立場に立って考
えることが苦手。

どちらともい
えない

2.0

3.0

3.2

3.6

引っ込み思案で自分から積極的に友
達に話をしようとすることが少ない。

3.2

2.4

3.2

1.8

相手の容姿に関することを直接言って
しまう（相手が喜ぶことではない）。先
輩にも上から目線で話をしてしまう。

Ｄ

男

不明

特別支援
少し高い
学校

3.8

3.4

3.2

1.8

質問に対する返答は「～ですけど？」
と文末につけてしまう。質問に
「は！？」や「あ！？」と言ってしまう。
ほおづえをついて相手の話しを聞いて
しまう。

Ｅ

男

軽度

通常学校 少し高い

4.0

4.0

4.6

3.0

自分から話しかけることが苦手（親しい
友達以外）。

Ｆ

男

中程度

通常学校 少し高い

3.8

3.4

3.2

3.8

じょう舌で，大人との簡単な会話が可
能である。

Ｇ

男

不明

特別支援 どちらともい
学校
えない

2.8

3.2

2.0

3.0

自分の興味のあることを一方的に話
す。

3.6

人と目線を合わせること，相手に聞こ
えるような声で話すことが難しい。（関
係ができてくれば少しずつできるように
なる），自分から話しかけることが難し
い。

Ｈ

男

軽度

通常学校 少し高い

2.4

2.2

4.0

外）」，生徒Fは「じょう舌で，大人との簡単な会話が可能である」，生徒G は「自分の興味のあることを一方
的に話す」，生徒 H は「人と目線を合わせること，相手に聞こえるような声で話すことが難しい（関係ができ
てくれば少しずつできるようになる），自分から話しかけることが難しい」であった。
（５） コミュニケーションスキル測定尺度 iksy
生徒８名の下位項目の平均得点は，「いう」スキルが 3.02 点，「きく」スキルが 3.22 点，「する」スキルが 3
点，「よむ」スキルが 2.75 点であった。また，得点範囲は「いう」スキルの上位得点が４点，下位得点が２点，
「きく」スキルの上位得点が 4.6点，下位得点が２点，「する」スキルの上位得点が４点，下位得点が 2.2点，
「よむ」スキルの上位得点が 3.8 点，下位得点が 1.4 点であった。
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２ インタビュー調査
（１） 担任教員（T1～T3：表 3）
① グループワーク全体の感想
全体の感想として，「楽しかった」，「生徒たちは楽しんでやっていた」という感想が多かった。生徒の実
態に対してのエクササイズ内容に関しては，「基本的には合っていた」，「生徒たちはルールの理解がで
きていたと思う」という感想が挙がった一方で，「生徒 F にとっては少し幼稚に感じてしまっていた」（T3），
他の生徒の中で 1 人「実態的に少し難しかったり，恥ずかしかったりでその場にはいるのだけれども参加
できず」（T3）といった，活動に参加ができなかった生徒のことが挙げられていた。生徒がルールの理解
ができていたと感じた理由としては，「MT が１回モデリングをしてくれたから」（T2）といった意見が挙げら
れた。また，「小学部向けでやるとすると，身体を動かしてやるような分かりやすい風船ゲーム，人間知恵
の輪」（T2）や，「あんまり準備物がいらない拍手回し」（T1）のような，「続けていけるものもあった」といった，
今後特別支援学校で行っていけると感じたエクササイズがあったことも挙げられていた。
② 生徒の様子で気がついたこと
生徒全体の様子としては，「普段あまり関わらない子たち同士は，ゲームになっても肩とかを触ったりす
ることはしづらいんだろなと思った」（T2）「この人とはちょっととか」（T2）といった生徒同士のかかわりに関
する感想が挙げられていた。加えて，「お助けオニは，すごく臨機応変さとか状況判断とかが問われる内
容なので難しいなと思った」（T3）「お助けオニで逃げたりとか積極的にできるのは３分の１くらいだった」
（T3）など，具体的なエクササイズに関する感想も挙げられていた。また，個々の生徒の様子については，
「今回やった子たちの中には自閉症の子も多いが，負けて怒る人がいなかった」（T2），「生徒 H が，普段
は引っ込み思案だけど参加していた」（T1），「誰彼構わずゲームの中でこうなったら負けだよ勝ちだよと
かを忠実に守るのは生徒 D だと思った」（T2）といったことが挙げられていた。
表３ インタビュー結果(担任教員）
対象

全体の感想

生徒の様子で気がつ 実際に行いたいエク
いたこと
ササイズの内容

１回目と３回目での生 生徒の普段の様子と
徒の変化
異なった面

T1

・生徒Fが参加できな
・すごく楽しかった
かったことが気になっ ・あまり準備物がいら ・１回目は嫌々だった
・生徒Hが，声をしっか
・続けていけるものも た
ないエクササイズ
が３回目はきちんと参
りと出せていた
あるなと思った
・生徒Hが積極的に参 ・拍手回し
加できていた
加できていた

T2

・普段かかわりのない
生徒同士は関わるの
が難しい
・特別支援学校で使
・生徒Dが誰に対して
えそうなエクササイズ
も平等にエクササイズ
があるなと思った
で関わっていた
・負けて怒る生徒がい
なかった

T3

・大体の生徒たちは
楽しんでできていた
・活動に参加できな
かった生徒がいて残
念だった

・小学部では身体を動
かすエクササイズ
・風船ゲーム，人間知
恵の輪

・生徒Hが３回目では
・大きな変化はなかっ
声が良く出ていて笑
たが臨機応変さが少
顔もあった
し身に付いていたと感
・生徒Bが３回目の方
じた
が積極的だった

・引っ込み思案の生
・拍手回し，アクション
・お助けオニが難しそ
・積極的に声が出るよ 徒が積極的に初対面
回し
うに感じた
うになった生徒がいた の教員に話かけてい
・トラストウォーク
た
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③ 実際に行いたいエクササイズの内容
実際に行いたいエクササイズの内容として，体を動かすものでかつ，分かりやすい「風船ゲーム」や
「人間知恵の輪」，あまり準備物のいらない「拍手回し」や「アクション回し」が挙げられていた。「拍手回し」
からの「アクション回し」は，「分かりやすくてしかも自分の番になったらアレンジを加えて展開できるという
おもしろさがあった」（T3）ということが述べられていた。また，「トラストウォーク」も「おもしろくていいなと思
った」（T3）という感想も挙げられていた。
④ 1 回目と 3 回目での生徒の変化
生徒全体として，「１回目は嫌々だったが３回目になると見通しも持てたし心理的な抵抗もなくなってい
た」（T1），「生徒 H がだんだんと声が出ていた」（T3）「大きな変化は特になかったが，臨機応変さが少し
身に付いた，この人を助けなきゃとか」（T2）といったが挙げられていた。また，「今回のグループワークを
通しての変化かどうかは分からないが，一般の中学校出身の生徒たちについては，自分から積極的にや
ってくれることが多くなった」（T2）ことも挙がっていた。
⑤ 生徒の普段の様子と異なった面
生徒の普段の様子と異なった面に関しては，「生徒 H が，１回目はいつも通りだなと思ったが２回目は
欠席で，３回目は声も出ていたし笑顔も見られてよかった」（T2）ことや，「生徒 B が，この活動をしている
期間に現場実習があったが自分から積極的にやっていた。そのこともあってか１回目よりも３回目の方が
積極的に友達を助けにいったり，やりたい人で手を挙げられていた」（T2）ことが具体的に挙がっていた。
また，「生徒 H が，声をしっかりと出せていた」（T1）「もっと引っ込み思案であんまり初対面で話すのが苦
手なのかなと思っていた生徒が，T4(第 3 著者)や T6(教頭)に積極的に声をかけていて，ああこういう子だ
ったんだなと思った」（T3）ことが挙がっていた。
（２） 教頭および高等部主事（T4・T5：表 4）
① グループワーク全体の感想
グループワーク全体の感想としては，「普段子どもたちと接する機会が少ないので，正直，たくさん接
するころができて嬉しかった」（T4），「学校でもエンカウンターとかやってみようとはしているが，子どもた
ちのノリが全然違った」「研修を積んでいないと難しいと感じた」「MT と私たちのやり方のどこが違うのだろ
うと思った」（T5）といった感想が挙がった。
② 難しいと感じたエクササイズ
難しいと感じたエクササイズについては「基本的にはなかった」（T4）「動きだけのゲームは割と子ども
たちは理解していた」（T5）といった感想が挙げられた一方で，「家電ジェスチャーとか言葉が入ってくると
難しい」（T5）ことも述べられていた。また，「子どもによってはちょっと恥ずかしかったり，照れが生じてしま
っていた」（T4）ことが挙げられていたが，中学生の時に嫌なことがあると学校を休んだり不登校だった子
がそのような傾向があったことが述べられていた。
③ 実際に行いたいエクササイズ内容
実際に行いたいエクササイズとして「握手当て」や「凍りお手玉」 が挙げられた。その理由として，「握
手当て」は，「自分じゃない人と関わって，誰だろうとかそういう直接的な関わりや相手を意識する」（T5）と
いうように，日常的にはないようなことを行ってみたいことが述べられていた。また，T4 からは，今回は知
的能力水準が１番高いグループで行ったためエクササイズを問題なく取り組めていたが，知的障害が重
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表４ インタビュー結果(教頭および高等部主事）
対象

全体の感想

難しいと感じたエクサ 実際に行いたいエク
サイズ
ササイズ内容

T4

・生徒とたくさん接す
ることができて嬉し
かった

・基本的にはなかった
・生徒によっては恥ず
かしさや照れが生じて
いた

T5

・学校側でSGEやSST
をやろうとした時とは
生徒の意欲が異なっ
ていて楽しそうだった
・研修を積んでいない
と難しいと感じた

・家電ジェスチャーな
どの言葉が入ってくる
もの
・握手当て
・動きだけのものは動
きで生徒も理解してい
た

特別支援学校でグ
生徒の普段の様子と
ループワークを行う際
異なった面
の課題点

・凍りお手玉
・生徒Bが，積極的に
・言葉ではなく行動が
・知的能力水準が低
他の人を助けたりして
多く，模倣でできるも
い子のルールの理解
いた
の

・生徒Bが普段よりも
活発的だった
・学習に対して意欲が
低めの生徒Cがとても
積極的に参加してい
た

・生徒によってはNG
ワードがあること
・実態差が大きいと活
動内容が合わない生
徒も出てきてしまうこ
と

い生徒にとってはルールの理解が難しいため，頭にお手玉を乗せるなどの，模倣ができれば参加するこ
とができるエクササイズとして，「凍りお手玉」が挙げられていた。
④ 生徒の普段の様子と異なった面
生徒の普段の様子と異なった面については，生徒 B に関して，「言葉が少なく，積極的に自分からお
話するという印象はあまりなかったが，誰かを助けにいったり結構機敏に動いてたことにびっくりした」（T4）
ことや，「普段よりは動きが多くて活発的だった」（T5）ことが挙がっていた。生徒 B は学年の中でも関われ
る友達が少ないが，エクササイズの中では関われる状況が作られていたため，一緒に活動できたのでは
ないか，と述べられていた。また，生徒 C についても，「すごく積極的に参加していた」（T5）ことが挙げら
れた。
⑤ 特別支援学校でグループワークを行う際の課題点
特別支援学校でグループワークを行う際の課題点については，「（実態に）開きのある集団なので，あ
る子にはピンポイントにはまっていた良い活動でしたが，生徒 F には幼稚すぎてしまった」（T5）などの，
活動を一緒に行うグループの中での実態差に対する活動内容の課題が挙げられた。また，「ゾンビ」や
「オニ」のように，生徒によってはその言葉をきっかけに参加が難しくなるような「NG ワード」があり，なかに
は「NG ワード」でパニックを起こしてしまう生徒もいるかもしれないことも挙げられていた。知的特別支援
学校においては，「知的が軽いお子さんは大丈夫だとは思うが，重いお子さんだとルールの理解が難し
いと思う」（T4）ことが挙げられ，ルールの理解が難しい場合には，今回の生徒たちが体験したような，ル
ールが分かるからこそ感じる，グループワークの中での「恥ずかしさ」などが体験できないのではないかと
いうことが述べられた。
（３） 生徒(表 5)
① グループワーク全体の感想
8 名の生徒中，6 名からは「楽しかった」，「内容がいっぱいあって濃密だった」といった肯定的な感想
が得られた。その一方で，「幼稚園児向きだった」（生徒 F）や「協力し合うゲームが苦手だった」（生徒 H）
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表５ インタビュー結果(生徒）
対象

全体の感想

楽しかったエクサ 難しかったエクサ ルールはすぐに
サイズ
サイズ
分かったか

自分自身に変
友達と話すことは
わったところは
好きになったか
あったか

空いた椅子取り
ゲーム，ジェス
チャーゲーム

分かった

特になし（前から
特になし
好き）

A

楽しかった

なし

B

１回目は緊張した
手足８回，拍手回
が，少し慣れて楽
背中合わせ
し，木とリス
しくなった

友達を見て分
かった

好きになった

不安な気持ちか
ら楽しい気持ちに
なった

C

楽しかった，身体 聖徳太子ゲー
人間知恵の輪，
を動かすゲーム ム，木とリス，凍
握手当て
が楽しかった
りお手玉

分かった

好きになった

特になし

D

楽しかった

分かった

好きになったとは 変化はあったが
思うがはっきりと 具体的には分か
は分からない
らない

E

ゾンビゲーム，風
ゲームのルール 船ゲーム，木とリ
が分かりやす
ス，ジェスチャー 私は木です
かった
ゲーム，お助けオ
ニ

分かった

友達との関わり
あまり変わらない がさらによくなっ
た気がする

F

内容が幼稚園児
特になし
向けだった

特になし，簡単

分かった

あまり変わらな
簡単だったためイ
い，話すことは好
ライラしてしまった
きではない

G

トランプステイタ
内容がいっぱい
ス，ジェスチャー
あって濃密だった
ゲーム

私は木です，ス
ペース彫刻

分かったが，ス 好きになった，友
ペース彫刻は分 達との会話が増 特になし
からなかった
えた

H

協力し合うゲーム
があって苦手だっ お助けオニ
た

特になし

分かった

ゾンビゲーム，
ジェスチャーゲー 特になし
ム，私は木です

少しだけ好きに
なった

１回目よりも２回
目の方が緊張し
なかった

といった肯定的ではない感想も挙げられていた。
② 楽しかったエクササイズ
楽しかったエクササイズとして，第 1 回目のエクササイズの中からは，「風船ゲーム」，「聖徳太子ゲー
ム」， 「ゾンビゲーム」，「トランプステイタス」が挙げられていた。第 2回目のエクササイズの中からは，「空
いた椅子取りゲーム」，「ジェスチャーゲーム」，「手足 8 回」，「拍手回し」，「木とリス」が挙げられていた。
第 3 回目からは，「凍りお手玉」，「私は木です」，「お助けオニ」が挙げられていた。特に，「ジェスチャー
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ゲーム」は 4 名，「木とリス」は 3 名から「楽しかった」という感想が挙げられていた。それぞれのエクササイ
ズの楽しかった理由としては，「先生に褒められて楽しくなって，リズムもあって楽しかった」（「手足 8 回」；
生徒 B），「1 個だけ椅子が空いているところに座るのが楽しかった」（「空いた椅子取りゲーム」；生徒 A），
「誰かに助けを求めるのが楽しかった」（「ゾンビゲーム」；生徒 D），「家にも家電があるからおもしろかった」
（「家電ジェスチャー」；生徒 E），「2人で肩を組むからおもしろかった」（「お助けオニ」；生徒 E）といった感
想が述べられた。
③ 難しかったエクササイズ
生徒にとって難しいと感じたエクササイズでは，生徒 8 名中，4 名からは，「背中合わせで立つ」「人間
知恵の輪」「握手当て」「私は木です」「スペース彫刻」が挙げられた。その理由として，「ほどくのが難しか
った」（「人間知恵の輪」；生徒 C），「次に何をやればいいのか考えるのが難しかった」（「私は木です」；生
徒 E），「手は使わずに足だけを動かすのが難しかった」（「背中合わせで立つ」；生徒 B），「最後まで空い
ているスペースの意味が分からなかった」（「スペース彫刻」；生徒 G）といった感想が述べられた。一方で，
8名中4名からは，難しかったエクササイズは「特になかった」，「ルールとかゲーム自体が簡単すぎた，も
っと身体を動かすなら本気で動かしたい」（生徒 F）という感想が挙げられた。
④ ルールはすぐに分かったか
MT のルールの説明を聞いてすぐに分かったかという質問に対しては，生徒８名全員から「分かった」
という感想が挙げられた。しかし，「ほとんどルールは分かったけれど，スペース彫刻がよく分からなかっ
た」（生徒 G）といった感想も挙げられた。
⑤ 友達と話すことは好きになったか
8 名中 3 名からは，「好きになった」（生徒 B・C），「好きになった，友達との会話が増えた」（生徒 G）と
いった感想が挙げられた。また，2 名からは，「少し好きになった」（生徒 H），「好きになったとは思うけど
はっきり分からない」（生徒 D）といった感想が述べられた。一方で，3名からは「あまり変わらない」，「話す
ことが好きではない」（生徒 F）といった感想が挙げられた。
⑥ 自分自身に変わったところはあるか
8 名中 3 名からは，「特になし」といった感想が挙げられた。4 名からは「不安な気持ちから楽しい気持
ちになった」（生徒 B），「変化はあったけど具体的にはよく分からない」（生徒 D），「友達との関わりがさら
によくなった気がする」（生徒 E），「１回目よりも２回目の方が緊張しなかった」（生徒 H）といった肯定的な
感想が挙げられた一方で，「簡単だったから前よりイライラしてしまった」（生徒 F）といった肯定的ではな
い感想も挙げられた。

考察
１ グループワーク実践の効果
本研究におけるグループワーク実践の効果として，主に以下の 2 点が挙げられた。まず 1 点目は，生
徒の変化に関することである。インタビュー調査の結果から，全体的な変化としては，回数を重ねるごとに
生徒が楽しみながら参加する様子がみられるようになった。このことは同じメンバーの中で複数回グルー
プワークを実施したことや，全ての回を通してはじめの挨拶から全体のシェアリングまでの流れを統一し
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たことが影響していると思われる。個々の生徒の変化としては，特に生徒 B と生徒 H が普段とは異なる様
子を示していた。この２名の生徒は，事前調査において，普段は自分から話しかけることや行動すること
が苦手であることが課題として挙げられていた生徒であった。しかし生徒 B は，教員へのインタビュー調
査において，「生徒 B が普段よりも活発的だった」という感想が５名中３名から挙げられていた。一方生徒
H については，担任教員のインタビューからは「生徒 H が，普段は引っ込み思案だけど参加していた」
(T1)といった感想が挙げられていた。その理由として，特に友達を助ける場面や協力する場面を設けた
エクササイズによって，自分から他者へ関わりやすい状況ができていたことが考えられる。加えて，事前
調査の iksy における結果では，２名の生徒どちらも，他の下位尺度得点に比べ「いう(言う)」の得点が相対
的に低かったが，今回のエクササイズの内容では言葉よりも動作を介して関わる活動が多かったため，参
加がしやすかったことも推測される。以上の結果から，普段の学校生活において友達と関わることが苦手
な生徒でも，グループワークというある程度決められた枠組みにおいて，動作を介して行う活動が多く設
定されることで楽しく活動が行えることが示唆された。
2 点目として，ルールの理解に関する事項が挙げられる。グループワークを実施する際の課題につい
て，細川ら（2016）は，ルールを理解することや，複雑な動きを伴う活動における児童生徒の能力面での
難しさを指摘していた。そこで，生徒の知的障害の程度およびコミュニケーション能力の結果およびイン
タビュー調査の結果をふまえ，今回のグループワークにおける生徒のルールの理解が可能であったかど
うかについて考察する。
まず，生徒へのインタビューにおいて，MT のルールの説明を聞いてすぐに分かったかという質問に対
して，生徒 8 名全員から「分かった」という回答が挙げられた。また教員のインタビューからも，エクササイ
ズ内容に関して，生徒の実態に対し「基本的には合っていた」(T1)といった回答や，「生徒たちはルール
の理解ができていたと思う」(T2)といった回答が得られた。このことから，今回対象となった生徒について，
「ルールの理解」に関しては問題がなかったと考えられる。その理由として，1 つ目は，今回参加した生徒
8名の知的障害の程度が中程度～軽度であったことが挙げられる。すなわち，今回実施したエクササイズ
は知的障害が中程度より軽度の生徒であれば実施可能であることが示唆された。2 つ目の理由は，実施
したエクササイズの内容が単純な動きでルールの説明に時間をかける必要のない活動であったことであ
る。さらに 3つ目の理由として，教員のインタビューから「MT が１回モデリングをしてくれたから」(T2)といっ
た回答も挙がったように，ルールの説明を行う際に，言葉だけではなく，必ずモデリングを行ったこともル
ールの理解につながったと考えられる。
２ グループワーク実践の課題点
今回の実践を踏まえ，グループワークの課題として，以下の 4 点が挙げられる。
1点目は，活動に参加ができない生徒への配慮についてである。3回のグループワークを通して，生徒
の肯定的な変化があった一方で，活動に最後まで参加することができなかった生徒も存在した。例えば
生徒 F は，2回目の活動から参加することができず，生徒へのインタビューにおいても，「幼稚園児向きだ
った」「ルールとかゲーム自体が簡単すぎた，もっと身体を動かすなら本気で動かしたい」ということを述
べていた。2回目のエクササイズは，身体を動かすことが中心だったが，運動することがメインの活動では
なかったため，身体を動かすことが得意な生徒 F にとっては，合わなかったことが考えられる。このように，
途中で，参加したくないといった気持ちになってしまう生徒がいた場合，國分（2007）では，まずは「参加し
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たくない」という言い分を受け止め，どういうとき生徒の不参加を認めるのかを全体の合意として得ておくこ
とが大切であることを述べている。また，その際には，どうして参加したくないのか，理由をきちんと聞き取
る必要がある（國分，2007）。今回参加をしたくない気持ちが表れていた生徒 F に関しても，無理やり参加
を求めることはしなかった。このように，生徒の気持ちを受け止めた上で，グループワークを行うねらいを
はっきりさせることが必要だと考えられる。
また，本研究の対象生徒ではなかったが，第１回目で行った「ゾンビゲーム」で「ゾンビ」や「オニ」という
言葉から怖いイメージを連想してしまい，その後のグループワークに参加することができなかった生徒が
いた。また教員へのインタビューからも，特別支援学校の生徒のなかには，いわゆる「NG ワード」でパニ
ックを起こしてしまう生徒もいるかもしれないといったことも挙げられていた。このことから，グループワーク
の実施に先立って，生徒の特性や苦手な言葉等を事前に把握しておく必要性が考えられる。音に敏感な
生徒やそうでない生徒，自閉的傾向がある生徒やそうでない生徒など様々な個性に配慮することが必要
だと考えられる。
2 点目は，生徒間における限定した関わりについてである。グループワーク全体を通して，生徒同士で
グループを作る際に，仲の良いメンバーで固まる様子や， 「ボールゲーム」や「ゾンビゲーム」において
は，仲の良い友達にしか目線を合わせることができない様子が観察された。また担任教員のインタビュー
からも，「普段あまり関わらない子たち同士は，ゲームになっても肩とかを触ったりすることはしづらいんだ
ろうなと思った」「この人とはちょっととか」（T2）といった感想が挙げられた。これらの結果から，普段，自分
から話しかけるのが苦手な生徒などは，エクササイズの中においても仲の良い友達だけしか関われない
限定したものになってしまう可能性があることが考えられる。そこで，自然と近くの人とグループになる状
況の設定や，協力し合うエクササイズを入れることで他の友達とも自然に関われるような配慮が必要であ
ることが示唆された。
3 点目は，生徒に活動の見通しを持たせるような配慮についてである。インタビューにおいて教員の「１
回目は嫌々だったが３回目になると見通しも持てたし心理的な抵抗もなくなっていた」（T1）という回答や，
生徒の「不安な気持ちから楽しい気持ちになった」（生徒 B）といった感想から，グループワークが始まる
前の段階で，これから何を行うのかが分からず，生徒たちは不安な気持ちが大きかったことが考えられる。
このことから特別支援学校（知的障害）においてグループワークを実施する際には，活動の見通しが持て
ず参加することが難しい生徒が出てきてしまう可能性が示唆された。そのため，グループワークを行う前
に，楽しんで良い活動であることや活動のおおまかな流れを生徒に知らせていくことで，初回から見通し
を持ち，安心して活動を行える環境を整えることが必要であると考えられる。
4 点目は，エクササイズの選定および構成についてである。インタビューの結果より，今回対象となった
生徒は「ルールの理解」は可能であったことが明らかとなった一方で，生徒のインタビューからは「ほとん
どルールは分かったけれど，スペース彫刻がよく分からなかった」（生徒 G）といった感想も述べられた。こ
れは，今回実施したエクササイズにおいてルールの理解は可能であったが，「スペース彫刻」のように空
いているところを探してポーズをするといった曖昧な状況や，「私は木です」のように，具体的なポーズの
見本がないことに対して難しさがあったことが示唆された。発達障害のある当事者を対象としたインプロ・
ワークショップを行った葉山ら（2016）の報告では，スモールステップでエクササイズの難易度をいくつか
の段階に分ける必要性を述べている。一方，今回の活動においても，第１回目～第３回目の計６時間で
それぞれのテーマ性を持たせて，少しずつレベルアップしていくという授業者の意図が組み入れられて
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いた。すなわち， 「スペース彫刻」や「私は木です」は，それに先立つ 5 時間分において，「アイコンタクト」
「声を出す」「身体を動かす」「表現する」「協力・信頼する」ことを行った上で総合的な「パフォーマンス」と
してこれらの活動を行うように計画されていた。そのため，生徒にとってこれらの活動は難しいと捉えられ
ていたものの，活動そのものに対する抵抗はなかったように思われた。
３ まとめと今後の課題
本研究では，事前に調査した生徒の実態をふまえ，生徒や教員にグループワークの感想を聞き取るこ
とを通じて，特別支援学校(知的障害)で活用できるグループワークの内容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(知的障害)で活用できるグループワークの内容として，分かりやすくて単純
であり，身体を動かしながら友達と関わることができるエクササイズが有効であることが明らかになった。
加えてグループワークを実施する際には，事前に活動の見通しやねらいを生徒に明示しておくことや，
生徒の苦手な言葉や音，環境などを把握しておくこと，ルールの説明の際のモデリングが重要であること
が示唆された。
本研究では，参加した生徒 8 名の知的障害の程度は中程度から軽度であり，A 特別支援学校高等部の
中で最も知的能力が高いグループであった。そのため，今回よりも知的能力水準が低い児童生徒を対象
とした実践や，集団内での実態差が大きい実践ではまた別の面での課題が出てくることも予想される。そ
こで今後は，知的能力水準が中程度以下の児童生徒や実態差が大きい集団の中でのグループワークの
検討が必要であると考えられる。
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「養護概説」と「健康相談活動の理論及び方法」のシラバス調査
―― 関連科目における養護教諭の複数配置に関する教育実態――
斉藤ふくみ＊ ・ 鈴木薫＊＊・ 山崎隆恵＊＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

The Syllabus Survey on “Yogo-Gaisetsu”“Theory and Methods of Health Consultation Activities”:
Status of Related Subjects Related to Multiple Placement Education of Yogo teachers
Fukumi SAITO, Kaoru SUZUKI and Takae YAMAZAKI

キーワード：複数配置に関する教育，シラバス，養成機関

本研究は，養護教諭の複数配置に関する養護教諭養成機関における教育内容及び授業構築を目指して，その基礎作業
として全国の養護教諭養成機関の「養護概説」と「健康相談活動の理論及び方法」のシラバス調査を行い，複数配置に関す
る教育の実態を把握することを目的とする。調査対象は全国の養護教諭養成機関のうち日本養護教諭養成大学協議会に参
加している 118 校である。118 校のうち，internet でシラバスを閲覧できたのは 108 校（91.5％）であった。internet で公開され
ている「養護に関する科目」のうち養護教諭教育の基礎科目に位置づく必修科目である「養護概説」関連開講科目及び「健
康相談活動の理論及び方法」関連開講科目のシラバスを調査した。108 対象機関のうち，シラバスに複数配置が記載されて
いるのは，1 大学の「養護概説」関連開講科目 1 科目のみであった。複数配置については扱っている養護教諭養成機関は
少なく、学校現場の複数配置の進捗を受けて，早期に授業内容の創出と授業構築を図る必要性が示唆された。

はじめに
我が国の養護教諭複数配置は，1964 年頃より大阪など一部の地域で始まり１），現在は「第 7 次公
立義務教育諸学校教職員配置改善計画」及び「第 6 次公立高等学校学級編成及び教職員配置改善計
画」による基準に基づき，小学校は児童数 851 人以上，中学校・高等学校は生徒数 801 人以上，特
別支援学校は児童生徒数 61 人以上に複数の養護教諭が配置されて 10 数年が経過した。平成 9 年
（1997 年）保健体育審議会答申２）において「養護教諭の複数配置について一層の促進を図ることが
必要である。
」と提言され，平成 20 年（2008 年）中央教育審議会答申３）においても「養護教諭の
――――――――
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**就実大学
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＊＊＊
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複数配置の促進などを図ることが必要である。
」と提言されている。さらに，平成 27 年（2015 年）
同答申４）では
「今後，
国において，
複数配置の基準の引き下げについても検討していくべきである。
」
と提言され，複数配置の促進が一層期待される。
大野らの報告５）によると，現職養護教諭の 8 割近くが複数配置を望んでおり，また後藤の報告６）
によると，生徒の 9 割以上が複数配置は「良いことである」と答えていることが示されている。養
護教諭については，従来の単数配置を念頭に置いた捉え方から脱却し，複数配置に対応した養護教
諭の職務のあり方など，養成段階のうちから複数配置について考える機会を設ける７）ことが必要で
あり，養成教育の変革・改善・充実を図ることが緊喫の課題といえるだろう。
本研究は，養護教諭の複数配置に関する養護教諭養成機関における教育内容及び授業構築を目指
して，その基礎作業として全国の養護教諭養成機関の「養護概説」と「健康相談活動の理論及び方
法」のシラバス調査を行い，複数配置に関する教育の実態を把握することを目的とする。

方法
調査対象は全国の養護教諭養成機関のうち日本養護教諭養成大学協議会に参加している 118 校
８）

である。internet で公開されている「養護に関する科目」のうち養護教諭教育の基礎科目に位置

づく必修科目である「養護概説」関連開講科目及び「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目
のシラバスを調査した。シラバスより，科目名，担当教員，開講時期，単位数，授業内容，使用教
科書について，可能な範囲内で読み取り，データ化し，エクセルにて集計し解析した。なお，internet
で公開されているシラバスでは，教育課程表を確認することは困難であるため，
「養護概説」関連開
講科目については，科目名に「養護」の表記があり，かつ授業内容を確認したうえで関連開講科目
としてカウントした。同様に「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目についても，
「健康相談
活動」
（ヘルスカウンセリングを含む）の表記があり，かつ授業内容を確認したうえで関連開講科目
としてカウントした。
調査期間は 2015 年 7 月 1 日～31 日である。

結果
１．対象機関の概況
118 校のうち，internet でシラバスを閲覧できたのは 108 校（91.5％）であった。対象機関の特性は，教育
系24 機関（22.2％），看護系57 機関（52.8％），学際系（健康科学，心理，生活，保健，家政，福祉，体育，
栄養）27 機関（25.0％）であった。看護系が半数を占め，教育系は 2 割であった。学際系は，27 機関のう
ち健康科学 6 機関，心理 5 機関，生活 4 機関，保健・家政・福祉が各 3 機関等となっており，健康科学と
心理が合わせて 11 機関（全体の約 1 割）であった。
２．関連開講科目について
「養護概説」関連開講科目は，「養護概説」「養護概論」等 162 科目であり（表１），「健康相談活動の理論
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及び方法」関連開講科目は，「健康相談活動」「健康相談活動論」等 87 科目であった（表２）。「養護概説」
関連開講科目における平均開講科目数は，教育系が最も多く 2.5 科目，次いで学際系が 1.6 科目，看護
系が 1.1 科目と最も少なかった。教育系では，3 大学において「養護概説」関連開講科目として 5 科目が
開講されていた。一方「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目における平均開講科目数は，教育
系が最も多く 1.2 科目，次いで学際系が 0.96 科目，看護系は 0.56 科目であった。

表１ 「養護概説」関連開講科目
系
大学数
開講科目数 平均開講科目数
教育系
24
58
2.5
看護系
57
62
1.1
学際系
27
42
1.6
108
162
1.5
表２ 「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目
系
大学数
開講科目数 平均開講科目数
教育系
24
29
1.2
看護系
57
32
0.56
学際系
27
26
0.96
108
87
0.81
３．開講科目の教育内容の傾向について
教育方法は，大学設置基準第 25 条に「授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより
又はこれらの併用により行うものとする。」と定められているが，シラバスからは教育方法の読み取りが困
難であることから，科目名及び授業内容から教育内容の傾向を捉えた。「養護概説」については，「概説・
概論」「活動・実践」「演習・実習」の三区分で教育内容の傾向を把握した。「養護概説」関連開講科目の教
育内容の傾向をみると（図１），教育系は「概説・概論」が 50.0％，「活動・実践」が 25.9％，「演習・実習」が
20.7％と基礎理論に加えて発展理論，さらに実践力育成につながる演習・実習を開講していることが捉え
られた。看護系は 9 割が基礎理論で占められており，学際系は基礎理論が 6 割強，発展理論が 1 割とな
っていた。その他には健康診断各論や職務など限局された内容が扱われていた。一方「健康相談活動
の理論及び方法」については，「理論」と「演習」の二区分で教育内容の傾向を把握した。「健康相談活動
の理論及び方法」関連開講科目の教育内容の傾向をみると（図２），教育系において演習が 6.7％開講さ
れている一方，看護系と学際系では演習は開講されていなかった。
４．使用教科書について
広辞苑によると，教科書は講義の概略を記した印刷物である。授業者がその授業科目で教授する内容
を把握する資料となり得，授業者の拠り所を探る資料となり得ると考え探索した。使用教科書は，「養護概
説」関連開講科目において 38 文献であった（表３）。「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目にお
いて 26 文献であった（表４）。「養護概説」関連開講科目の使用教科書の上位を対象機関別にみたものは
表５である。教育系・看護系・学際系ともに使用している文献は「四訂養護概説」「学校保健実務必携」「新
養護学概論」があげられる。その他看護系では「国民衛生の動向」が教科書として 2 位を占めた。一方「健
康相談活動の理論及び方法」関連開講科目の使用教科書の上位を対象機関別にみると（表６），対象機
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「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目の教育内容の傾向

関は「健康相談活動の理論と実際」「養護教諭の行う健康相談活動」を共通に使用していた。
５．シラバスにける複数配置の取り扱い
108 対象機関のうち，シラバスの授業内容に複数配置の文言を確認できたのは，1 大学の「養護概説」
関連開講科目のみであった。複数配置は例えば答申等に記載はあり，授業の中で触れられていると考え
られるけれども，あくまで推測となるため，ここでは複数配置の文言が授業内容に明示されているものを
カウントした。
６．教科書等における複数配置の記述について
表５及び表６に挙げられた教科書において，複数配置に関わる記述についてみたところ，表６の「健康
相談活動の理論及び方法」関連開講科目の教科書には記述は見あたらなかった。表５の「養護概説」関
連開講科目の教科書の上位文献では，Ａ，B2 文献において複数配置について記載されていた。Ａ文献
は，養護教諭の配置基準に加えて，養護教諭が保健学習を担当するにあたって「養護教諭複数配置校
の場合は，一方が授業をしている間，もう一方は保健室で仕事をするようにする。」と具体的に保健室体
制の工夫について記述されていた。Ｂ文献は，最も複数配置について詳細に取り扱っており，1）養護教
諭の配置状況，2）保健室を取り巻く環境，3）利点，4）協働関係を築くための要件，5）複数配置を機能さ
せるために，の 5 項目にわたって記述されていた（表 7 参照）。
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表３ 「養護概説」で使用している教科書一覧
養護概説・教科書
新版・養護教諭執務の手引き第9版
四訂養護概説
学校アレルギーガイドライン
学校保健実務必携
保健室経営マニュアル
新・養護学概論
杉浦守邦 養護概説
新養護概説
養護教諭の健康相談ハンドブック
養護教諭の活動の実際 静岡
養護教諭、看護師、保健師のための学校看護
国民衛生の動向
日本学校保健会「児童生徒の健康診断マニュアル」
学校保健の課題とその対応
学校小六法2012年度版
保健室経営 ぎょうせい
これだけは知っておきたい養護教諭の実践に活かす教育法規
養護教諭のための診断学 内科編
養護教諭のための診断学 外科編
養護実習ハンドブック
学校における養護活動の展開 ふくろう出版
養護教諭のためのフィジカルアセスメント
養護教諭の役割と教育実践
初心者のためのフィジカル・アセスメント
公衆衛生看護活動Ⅱ
性の健康教育と養護教諭の役割 考古堂書店
教育としての学校保健
東京アカデミー「教員採用試験養護教諭」
児童生徒の健康診断マニュアル
学校保健ハンドブック ぎょうせい
養護教諭が担う教育とは何か
教育としての健康診断
学校環境衛生管理マニュアル
教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応
学びの航路
養護実習の手引き
感染症
保健室で役立つステップアップフィジカルアセスメント

考察
出版社
東山書房
ぎょうせい
文部科学省
第一法規
ぎょうせい
東山書房
東山書房
少年写真新聞社
東山書房
東山書房
東山書房
厚生労働統計協会
日本学校保健会
日本学校保健会
協同出版
ぎょうせい
行政
東山書房
東山書房
東山書房
ふくろう出版
日本小児医事出版社
学事出版
東山書房
医学書院
考古堂書店
大修館書店
東京アカデミー
日本学校保健会
ぎょうせい
農文協
大修館書店
文部科学省
文部科学省
記載なし
記載なし
記載なし
東山書房

表４ 「健康相談活動の理論及び方法」で使用している教科書一覧
健康相談活動・教科書
出版社
健康相談活動の理論と実際
ぎょうせい
カウンセリングの技法
誠心書房
養護教諭が行う健康相談活動
東山書房
養護教諭の健康相談ハンドブック
東山書房
新養護概説
少年写真新聞社
カウンセリングの理論
誠心書房
四訂養護概説
ぎょうせい
特別支援教育に生かす病弱児の生理・病理・心理
ミネルバ書房
生徒指導提要
文部科学省
情緒発達の看護の基本
ＡＮＣメディカ出版
養護教諭の相談的対応
学事出版
心をみつめる養護教諭たち
ミネルバ書房
保健室と養護教諭
国土社
養護教諭が行う健康相談
ふくろう出版
健康相談活動
記載なし
健康相談活動
記載なし
教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応
文部科学省
教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手引
文部科学省
学校アレルギーガイドライン
文部科学省
養護教諭の活動の実際
東山書房
事例から学ぶ児童生徒への指導と援助
ナカニシヤ出版
学校保健実務必携
第一法規
子どもたちを児童虐待から守るために
文部科学省
学校における子どもの心のケア
文部科学省
教師が知っておきたい子どもの自殺予防
文部科学省
新版・養護教諭執務の手引き第9版
東山書房
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１．シラバスから把握され
る複数配置に関する教育
の現状と課題
現職養護教諭の 8 割近
くが望んでおり，答申にお
いても促進を提言されて
いる複数配置について，
対象養成機関のうちシラ
バスに複数配置の文言が
記載されているのは，1 大
学の「養護概説」関連開講
科目1 科目のみであった。
各対象機関は授業の中で
複数配置について触れて
いることは推測されるが，
シラバス上に明記している
機関はわずかであった。
教科書における複数配置
に関わる記述をみると，1

文献において詳細に取り上げられ
ている他は養護教諭の各実践に沿
って複数配置における養護教諭の
仕事の分担や進め方，保健室経営
との関連，評価等について理論化
が進んでいるとはいえない状況が
捉えられた。
「養護概説」における使用教科書
と授業内容について調査した天野ら
の報告９）においても，複数配置に関
する内容の取扱いはみられなかっ
た。「健康相談活動の理論及び方法」
における使用教科書と授
業内容については竹田らの報
告 10）と今野らの報告 11）がみられる。
いずれも複数配置に関する内容の
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表５ 対象機関が使用している「養護概説」関連開講科目の教科書一覧（上位書物）
教育系(n=24)
看護系(n=57)
学際系(n=27)
教科書
教科書
教科書
四訂養護概説(12)
学校保健実務必携(17)
学校保健実務必携(11)
学校保健実務必携(12)
国民衛生の動向(13)
新養護概説(11)
新版養護教諭執務の手引き(9) 新・養護学概論(10)
四訂養護概説(6)
新・養護学概論(5)
新養護概説(10)
新・養護学概論(4)
新版養護教諭執務の手引き(6)
四訂養護概説(6)
表６ 対象機関が使用している「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目の教科書一覧（上位書物）
教育系(n=24)
看護系(n=57)
学際系(n=27)
教科書
教科書
教科書
健康相談活動の理論と実際(7)
養護教諭が行う健康相談活動(12)
養護教諭が行う健康相談活動(11)
養護教諭の行う健康相談活動(3)
健康相談活動の理論及び実際(4)
健康相談活動の理論と実際(4)
養護教諭の健康相談ハンドブック(3)
表７ 上位文献（表５・表６）に記述されている複数配置の関連箇所
文献

記述
養護教諭の配置について義務教育学校標準法及び高校標準法について記述。

Ａ

保健学習・・・養護教諭複数配置校の場合は、一方が授業している間、もう一方は保健室で仕事をするようにする。
養護教諭の複数配置と養護活動

Ｂ

利点

１）養護教諭の配置状況

４）複数の養護教諭が協働関係を築くための要件

２）子どもと保健室を取りまく環境

３）複数配置の

５）養護教諭の複数配置を機能させるために （4 頁に

わたり記述）

取扱いはみられなかった。これらのことから，養成段階において，学生は複数配置での養護活動の理論
及び実際を学ぶ機会はほとんどないと捉えられる。
対象機関が使用している教科書・参考書の上位文献をみると，「養護概説」関連開講科目では，各系の
対象機関が依拠する理論背景はほぼ一致している傾向が捉えられた。「養護概説」が新設された後約 20
年を迎え，理論化構築の道程が示唆された。「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目においても、
「養護概説」関連開講科目同様に各系の対象機関が依拠する理論背景はほぼ一致している傾向が捉え
られた。その一方で，「養護概説」関連開講科目においては「教員採用試験」，「健康相談活動の理論及
び方法」関連開講科目においては「特別支援教育」や「アレルギー」に特化した教科書の使用が散見され
た。養護教諭の専門性に関わる理論的根幹の教育をどこに基軸を置いて行うのか，基礎理論に準拠して
いないと推測される養成機関がみられた。養護教諭の資質能力と専門性は，免許状取得と同時に担保さ
れるべきであることから，基礎理論の教育は保障されなくてはならない。そのうえで複数配置に関する教
育は，養護教諭教育の基礎理論に組み込まれることによって，卒後単数配置であれ複数配置であれ，と
まどいなく勤務することが可能になると考える。
２．複数配置に関する教育内容
養護教諭養成教育は，看護を主体として次いで様々な学問体系を背景とした学際系が占め，教育系の
養成は少なく，教育職員である養護教諭養成について今後どのように充実させていくかについて課題と
して捉えられた。
養成機関として大勢を占める看護系では，「養護概説」関連開講科目は 1 科目しか開講されていないと
いう実態が把握された。「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目においては，学際系と看護系は
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1 科目に満たないことから，学際系と看護系ともに教育職員免許法で定められている 2 単位を確保するた
めに，「健康相談活動の理論及び方法」に相当する名称の科目以外の科目を読み替えにより単位の充当
を行っている状況が推測された。このことは，後藤ら

12）

の養護教諭一種免許状取得の課程認定を受けて

いる 4 年制大学の「健康相談活動の理論及び方法」の開講状況について，読み替えが行われているとい
う報告から 10 年を経過した現在においても同様の状況であることを示している。本研究では，読み替え
科目の授業内容等について把握，分析するに至らなかった。読み替え科目が，学校において主に保健
室で行われる子どもの心身の訴えに養護教諭が専門的に対応する健康相談活動を扱う授業内容である
かどうか，今後調査，分析されることが望ましい。
「養護概説」関連開講科目の教育内容の傾向では，教育系は概説・概論を扱う基礎理論に加えて活動・
実践を扱う発展理論，さらに実践力育成につながる演習・実習を開講していることが捉えられ，看護系及
び学際系の基礎理論主体の教育内容との間に力点の置き所の違いが浮き彫りとなった。近年実践力の
ある養護教諭の育成が求められているなか，養成教育における演習・実習科目の開発・充実が課題とし
て捉えられる。「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目の教育内容の傾向では，教育系のみ演習
が取り入れられていた。「健康相談活動の理論及び方法」は科目そのものに方法という演習領域を含むも
のである。理論と演習を充足させるための方法を扱う演習・実習領域の授業開発を進めていくことが求め
られる。
複数配置に関する教育においては，理論だけでなく，複数の養護教諭が協働して専門性を発揮してい
くことにより，複雑・多様化した子どもの健康課題解決に向けて単数配置の 2 倍・3 倍の力を発揮できるよ
うにどのように教育していくべきであろうか。複数の養護教諭が連携・協働して養護実践を担っていく具体
的なイメージ作りのためには，演習・実習形態の授業の取り組みは必須であろう。本研究結果からは，「養
護概説」関連開講科目の使用教科書では複数配置に関する教育が記述されているものが確認できたが，
「健康相談活動の理論及び方法」関連開講科目の使用教科書には記述がみられなかった。子どもたちの
心身の健康課題に直接的に対応する健康相談活動にこそ，複数の養護教諭がどのように協力体制を築
いて臨んでいくか教育されることが望まれる。
３．養護教諭養成機関における複数配置に関する授業構築に向けて
本研究で得られた結果より，複数配置に関する教育内容の整理と授業構築のモデル化の検討が今後
の課題としてあげられる。複数配置校における養護活動や来室者への対応に関する実践の参観調査

13）

や実際に複数配置で勤務している 2 人の養護教諭による保健室経営の実践報告 14）は，ともに一日のタイ
ムスケジュールの詳細な記録や業務分担の対応表が示され，学生が複数配置の活動をイメージできる可
視化された教材としての意義が大きい。これらの先行研究を活用しながら，授業の試行による授業研究を
行い，授業モデルを構築していきたい。

結論
108 対象機関のうち，シラバスに複数配置が記載されているのは，1 大学の「養護概説」関連開講科目
1 科目のみであった。複数配置については取り扱っている養護教諭養成機関は少なく、学校現場の複数
配置の進捗を受けて，早期に授業内容の創出と授業構築を図る必要性が示唆された。
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保健室での健康相談ツール紹介
―― コラージュ体験からの気づき ――
木 嶋 葉 子＊ ・ 斉 藤 ふ く み＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Introduction of The Health Consultation Tool in The Health Room
Awareness from Collage Experience
Ｙouko KIJIMA and Fukumi SAITOU

キーワード：養護教諭，健康相談ツール，コラージュ

本研究は，養護教諭養成課程の学生に対し，保健室での相談活動ツールとして活用しているコラージュ作成を体験しても
らうことで，自己や他者へどのような気づきがもたらされるか，どのような感想を持つか検証する。また，授業前と授業後で，
気分にどのような変容がみられたか，質問紙で確認をする。さらに，作成されたコラージュの内容分析と形式分析をすること
で，青年期の女性の特徴を示すことを目的とする。
36 作品を分析した結果，コラージュ作品から，青年期の女子学生特有の表現方法が見られた。共に作業し，互いの作品
を鑑賞することで，自己や他者への気づきや共感性をもたらす結果が見られた。さらにコラージュ制作は，健康相談ツール
として，自己や他者の理解・認知，気分の高揚的変容にも効果的であることが分かった。

Ⅰ はじめに
近年の社会の変化に伴い，子どもたちの健康問題は多様化し，保健室を訪れる児童生徒は，心身
ともに様々な問題を抱えている。養護教諭が保健室で行う健康相談は，救急処置の中で情緒面に配
慮して行う相談的対応や，対象に応じて継続的に支援する健康相談などがある１）。平成 9 年保健体
育審議会答申２）では，学校におけるカウンセリング等の機能の充実により，求められる養護教諭
の資質として，専門性を生かしたカウンセリングの能力をあげている。子どもが保健室を訪れたと
き養護教諭は，健康観察として身体症状に関しては，体温・脈拍・血圧などの測定や触診・視診な
どによって症状に対する判断を行う。加えて，心身医学の面から養護教諭は可能な範囲の心身医学
テストを用いる事によって子どもをより理解することができ，子どもとよりよい関係づくりのきっ
か
――――――――
*稲敷市立あずま東小学校

**茨城大学教育学部
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けともなる３）。また，児童生徒のアセスメントをする際，じっくり話しを聞くカウンセリングだ
けでは，児童生徒の抱えている問題が見えないこともある。特に小学校低学年や，発達障害傾向の
児童などは，自分の置かれている状況を説明したり，自分の気持ちをきちんと言葉にしたりするこ
とが苦手な場合がある。
そこで非言語アセスメントとして，心理テストや遊戯療法を活用することで，心因性の来室児童
生徒への問題解決を図る手立てとしている。その一つとしてコラージュがある。コラージュとは，
もともと”coller”というフランス語から由来する言葉で，
「のりで貼る」という意味がある４）。
「切り抜き」という既成のイメージをそのまま用いて自己表現ができるため，絵を描くことが苦手
な場合でも，比較的抵抗なく取り組む事ができる５）。さらにコラージュ制作は，自分で気付かな
い，あるいは気づいている不安や問題を画面という環境に映しだし，作品を創造する喜びや表現で
きた事への満足感，さらには達成感も得られ，子どもたちにとっては自信につながり，また自己を
見つめることで自己を受容し心が安定していくと思われる６）。このように，保健室で行う健康相談
ツールとして，児童生徒の援助場面で活用できるであろう「コラージュ」を，養護教諭を目指し学
んでいる学生に体験してもらうことにした。
そこで本研究では，作成したコラージュから，学生のコラージュ作品の特徴を明らかにし，実際
に自己や他者へどのような気づきをもたらすか，考察してみることとした。

Ⅱ 対象および方法
１．調査対象
対象は，I 大学教育学部養護教諭養成課程１年次の学生 36 名である。実施日は，2016 年 12 月
20 日である。
「養護学概論」の授業で健康相談のツールとして，バウムテスト，スクイグル，ぬ
りえ，自己表現ワークシート７）などを紹介し，今回はコラージュを実際に体験してもらった。
２．準備物
白色四つ切り画用紙，質問紙，若干の広告や雑誌を用意した。はさみ，のり，雑誌，広告等は各
自用意するよう事前に伝えておいた。
３．コラージュ制作
コラージュ制作は，配布から回収まで 90 分間で実施した。実施方法は，マガジン・ピクチャ
ー・コラージュ法で行った。切り抜き用の雑誌はファッション誌，カタログ，フリーペーパー，新
聞折り込み広告などである。
４．分析方法
コラージュは，杉浦８），青木ら９）を参考とし，形式分析と内容分析を行った。さらに気分変容
については，質問紙による自由記述から，カテゴリー抽出をした。
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Ⅲ 倫理的配慮
授業の始めに本研究の目的とプライバシーの保護、成績には関係しないこと等について口頭で説
明した。質問紙を提出した時点で，研究協力の承諾を得たものとした。提出された質問紙は，プラ
イバシーに十分配慮するとともに，研究のみに使用し，使用後は破棄した。

Ⅳ 授業について
１．到達目標
本授業では，養護教諭に関する学習を行っている学生に対し，健康相談を行う際のツールを紹介
し，その一つのコラージュを体験することにより，気分にもたらされる自身の変化に気づくことで
ある。お互いの作品をシェアリングしながら，友人に対して気づきを与えたり，互いの気づきをや
りとりしたりすることにより，児童生徒を多面的に見ることの必要性にも気付くことを主な目的と
している。
本授業の到達目標は，以下の点である。
１）作業をしながら話をすることにより，リラックスして思いを吐き出せることを知る。
２）養護教諭は，児童生徒の心身の健康問題に対し，多面的に解釈する必要があることを知る。
３）養護教諭として，コラージュが健康相談ツールの一つとして，活用できることを理解する。
２．授業構成
授業構成は，図１のとおりである。質問紙を使い，事前事後の感情の変化，感想を自由記述によ
り調査した。感情の変化については，表情のイラ
ストを用い，
「１，元気そうな顔」
，
「２，にっこ
りしている顔」
，
「３，平常の顔」
，
「４，涙ぐんだ
顔」
，
「５，怒ったような顔」の５つのイラストか
ら，今の気持ちと当てはまるところに印を付け，
どんな感情であるか記述してもらった。授業の
活動としては，マガジン・ピクチャー・コラージ
ュ法を活用し，普段から親しくしている仲間同
士のグループを作り，作業をしながらお互いの
作品にコメントをしても良いとした。その際内
面の表出であることから，否定的なコメントは
控えることを注意事項として加えた。
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Ⅴ 結果
１ 学生の感情の変化
1) 授業開始時の感情について
授業を前に，質問紙へ今の感情を表現してもらった。表情に〇をつけた学生は 35 人で，開始時の
感情は「３，平常の顔」を選んだ学生が多く，17 名だった。自由記述を見ると，
「普通」
，
「ワクワク
している」
，
「楽しみ」などの記載があった。
「４，涙ぐんだ顔」を選んだ学生は 9 名で，
「モヤモヤ
している」
，
「元気がない」など，どれもネガティブな感情の記載であった。
「２，にっこりしている
顔」を選び「楽しみ」という感情を記載している学生が 3 名だった。
２）授業後の感情について
授業後の感情について，コラージュ作成後に再度ワークシートに記入をしてもらった。開始前後
で変化なしだった学生は，3 名だった。
「２，にっこりしている顔」から「１，元気そうな顔」に変
化した学生は 7 名，
「３，平常の顔」から「２，にっこりしている顔」に変化した学生は 7 名，
「４，
涙ぐんだ顔」から「３，平常の顔」に変化した学生は 4 名だった。
「３，平常の顔」から「１，元気
そうな顔」に変化した学生は 9 名，
「４，涙ぐんだ顔」から「２，にっこりしている顔」に変化した
学生は 12 名，34.3％だった。
「４，涙ぐんだ顔」から「１，元気な顔」へ変化した学生は 1 名，2.9％
であった。感情が 1 つ上昇した学生は，18 名であり，全体の 51.4％，2 つ上昇した学生は 12 名で
あり，34.3％，3 つ上昇した学生は，1 名であり，2.9％だった。88.6％の学生が，授業前より授業
後の感情が高揚していた。
逆に感情が消沈した学生は 1 名おり，
「３，平常の顔」から「４，涙ぐんだ顔」へと変化していた。
２ コラージュ作品の形式
1) 切片数
切片数の最小値は 11 枚，最大値は 58 枚，全体の平均値は，24.1 枚であった。杉浦（1994）の研
究では，成人女性切片数の平均値は 17.6 枚となっており，比較すると上回った結果となっている。
2) 重ね貼り
全体の 66.6％に重ね貼りがみられた。重ね貼り数を見ると，最小数は 1 枚，最大数は 15 枚，切
片数の半数を重ね貼りしている作品もあった。特徴的な作品として，女性の全身の形に男性の顔だ
けを重ね貼りした作品があった。
3) 余白
余白が全くない作品はなかった。余白が多いと感じられる作品は 27 点あった。余白が少ないと感
じられる作品は１点であり，感想でも「とてもにぎやかな作品ができあがった」と書かれていた。
4) はみだし・横転貼り
台紙からのはみ出しはまったくみられなかった。横転貼りが見られた作品は 8 点あった。
5) 台紙方向
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台紙を縦に使うか横に使うかは，自由に選択してよいと伝えた。縦に使った作品は 3 点あった。
6) 切り抜き方
切り抜き方については，
「物の形」で切り抜いている作品が多くみられる。次いで「四角」であっ
た。
「手でちぎる」や，
「創作」もあった。小さく切り抜いてちりばめるように貼り付けた物や，ハ
ートの形に切り抜きしている作品もあった。
7) 貼り方などの表現特徴
「文字」の入っている作品は 13 作品みられた。
「色彩」としては，全体的に明るい，暖かい印象
を受ける作品が多くみられた。特に実施の時期が影響しているためか，クリスマスカラーが多くみ
られた。またピンクや赤などの明るいポップな色彩，緑，水色などの爽やかな色彩も多く見られた。
３ コラージュ作品の内容
1) 「人間・動物」
「女性」
「男性」
「子ども」
「家族」
「動物」に分類され，
「人間・動物」は 34 作品に見られた。
「女
性」の切り抜きは 28 作品にあった。
「男性」の切り抜きは 6 作品に見られた。1 作品に 21 枚の切り
抜きを貼っている作品もあった。
「子ども」の切り抜きは 4 作品に見られた。
「家族」の切り抜きは
1 作品だった。
「動物」の切り抜きは 11 作品に見られた。
2) 「自然風景」
「風景」
「花火」
「花」
「植物」
「貝」に分類され，
「自然風景」は 13 作品であった。
「花」
「植物」
「風景」が多く，かわいらしい印象にとれる切り抜きが見られた。
3)「乗り物」
「車」
「汽車」
「気球」に分類され，
「乗り物」は 2 作品であった。
4)「服・装飾品」
「服」
「靴・スリッパ」
「バック」
「小物」
「化粧品」
「ネイル」
「時計」
「下着」に分類され「服・装
飾」は 20 作品であった。
「服」は 12 作品に見られ，1 作品に 11 枚の切り抜きが貼られた作品もあ
った。
「靴・スリッパ」は 10 作品に見られ，1 作品に 10 枚の切り抜きが貼られている作品もあった。
「バック」は 5 作品にみられた。
「小物」は 3 作品，
「化粧品」
「ネイル」は 2 作品で，
「ネイル」は
1 作品に 11 枚の切り抜きが貼られた作品もあった。
「時計」
「下着」は 1 作品だった。
5)「食べ物」
「ご飯・麺」
「肉」
「魚介」
「野菜」
「果物」
「スイーツ」
「その他」に分類され，23 作品であった。
「ご飯・麺」は 14 作品に見られ，15 枚の切り抜きが貼られている作品もあった。
「肉」は 7 作品に
見られ 18 枚の切り抜きを 1 作品に貼っているものも見られた。
「スイーツ」を 1 作品に 19 枚貼っ
ている作品もあった。
6)「建物・室内装飾」
「室内装飾」
「建物」
「家具」
「トイレ」
「お風呂」
「玩具」
「日用品」
「食器・鍋」に分類され，
「建
物・室内装飾」は 18 作品であった。
７）その他
「クーポン」を貼り付けている作品は 1 点，
「書き込み」が 1 点あった。

- 259 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

４ 授業への感想
質問紙に書かれた自由記述を質的に分析した。カテゴリーを【 】
，サブカテゴリーを＜ ＞，コ
ードを（ ）として，以下にカテゴリーの概要を示す。
１）
「コラージュを行ってみて，どう感じたか。
」との質問に対して，自由記述を質的に分析した結
果より，90 コード，14 サブカテゴリーが抽出された。そこからさらに，
【作品について】
【自己を見
つめること】
【他者を見つめること】の 3 つのカテゴリーが抽出された。これらをコラージュ体験に
よる理解とした。
①【作品について】は，＜作品のテーマ＞＜仕上がり＞＜作業＞＜切り抜き＞＜レイアウト＞の 5
つのサブカテゴリーからなる。コラージュを作成する段階での内容であることから，
【作品につい
て】とした。
②【自己を見つめること】は，＜感情表現＞＜認知＞＜発見＞＜表現＞の 4 つのサブカテゴリーか
らなる。自己の内面への気づき，表出などから，
【自己を見つめること】とした。
③【他者を見つめること】は，＜感情＞＜気づき＞＜コミュニケーション＞＜発見＞の 4 つのサブ
カテゴリーからなる。他者との関わりについてであることから，
【他者を見つめること】とした。
２) 「授業の感想」について，自由記述を質的に分析した結果より，73 コード，9 サブカテゴリー
が抽出された。そこからさらに，
【コラージュの効果】
【自己理解】
【他者理解】の 3 つのカテゴリー
が抽出された。これらをコラージュ作成による理解とした。
①【コラージュの効果】は，＜感情の表出＞＜作業の効果＞＜相談ツールとしての活用＞の 3 つの
サブカテゴリーからなる。活動をしたことによる効果について含まれているため，
【コラージュの
効果】とした。
②【自己理解】は，＜新たな気づき＞＜再確認＞＜自分への気づき＞の 3 つのサブカテゴリーから
なる。自分自身への気づきが含まれたため，
【自己理解】とした。
③【他者理解】は，＜新たな気づき＞＜関わりの気づき＞＜共感的理解＞の 3 つのサブカテゴリー
からなる。他者との関わりからの気づきが含まれたため，
【他者理解】とした。

Ⅵ 考察
１ 学生の感情の変化について
(1) 授業開始時の感情
感情の変化についてとして，88.6％の学生が授業前より，授業後の気分が高揚していた。多くの
学生は，コラージュ作成に対し興味を示して「わくわく」
「楽しみ」な感情を表現したり，
「もやも
やしてる」
「悶々としてる」気分を表現したりする学生いた。授業後は「変わらない」学生もいたが
多くの学生は，
「スッキリした」
「楽しかった」と表現していた。これらのことは，作業をすること
で多くの学生の気持ちが上昇していることが分かる。唯一気持ちが下降していた学生 1 名は，作業
後，
「うまくできなくて少し悲しくなっている気持ち。自分の作品を他者がどう見るのか気になって
しまった。
」と記述していた。
これらのことから，コラージュ作成は多くの場合，肯定的に気分の変容が見られ，リラックスし
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て思いを吐き出すツールとして効果的であることが分かる。
２ コラージュ作品の形式
１）杉浦（1994）の研究を参考にすると，切片数は若干多めの平均値となった。
「時間です。
」と指
示した際，
「もう少し時間が欲しい。
」との返事が多かったため，作業時間を 10 分程度延長した影響
かと思われる。開始時，取りかかりに少々時間がかかっていたように見えたため，延長したことに
より，大半の学生は，切片数が増えた結果となったのだろう。
２）重ね貼りについて特徴的な作品は，女性の体に男性的な顔を重ねて貼っていた（図２）
。
「人生
で迷っている自分がそのまま作品になった感じ。
」とコメントしている。

図３ 横転貼りが見られる作品

図２ 女性の体に男性的な顔を重ね貼りした作品

３）余白が全くない作品はなかった。しかし「空白が多いように感じた。
」
「空白が目立つ散らばっ
た感じで終わってしまった。
」
「角や端の方に寄ってしまう。
」
「すきまがさみしい。
」など，作成して，
「物足りなさ」を感じていた。
「もっと全体を埋めたかったけれど，できなかった。
」と出来上がっ
た物を見て，落ち込んでいた学生もあった。エネルギーがたくさんある青年期の学生には，紙一杯
に詰め込みたい思いがあるのだろう。
４）
「横転することで作品全体が，茶目っ気たっぷりになる感じがする。
」と青木ら 10）も述べている。
質問紙にも，
「意外と適当に貼っていってもいい感じに見える。
」
（図３）とコメントしていた。

図４ 台紙を縦に使った作品

図５ 特徴のある切り抜きの作品

５）台紙の方向は，ほとんどが横向きで，縦に使用した作品について，杉浦（1994）は「メッセー
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ジ性の強いポスターは縦を用いられる。現実から距離をおきたいという欲求の表現と見ることもで
きる 11）。
」と指摘している。
「結婚願望と食欲のかたまりを表す作品になったようにみえます。
」と記
述のあるこの作品（図４）は，ウエディングドレスを着た女性と後ろ姿の男性，食べ物の切り抜き
と，右下にある赤い建物がとても印象的である。未来の理想像を表した作品のようだ。
６）切り抜き方について，学生の作品は特徴的である。四角くざっくり切っている物よりも，
「物の
形」や「ハートの形」
（図５）に切り抜きしている作品が多くあった。小さな丸を沢山切り抜いて，
重ねて貼っている作品もあった。女子学生の手先の器用さが感じられる。
７）貼り方などの表現特徴として，
「文字」にメッセージ性が感じられる物と，そうでないものがあ
った。
「君が好き。
」
「結果重視！！本気痩身」
（図６）などは，自分へのメッセージと感じられる。
食べたい本音と痩せたい本音が交互する気持ちの中で，文字で表現する手段の一つでもあろう。
色彩の色相としては，暖かい色彩，明るい色合いが多く見られた。クリスマスカラー（図７）や，
成人式の振り袖の色合いからも明るい印象を受ける。使用される色彩色の種類も多く見られ，女子
学生の特徴的な様子が見られる。

図６ 人・文字の切り抜きを使用した作品

図７ 暖色系の色彩の作品

３ コラージュ作品の内容について
１）
「人間・動物」では，等身大の女性の切り抜きが
多く見られた。自分の理想とする姿や，ありたい姿を
切り抜いて，貼られているようだ。
「人をたくさんみ
つけることができました」
（図８）と理想像が膨らん
でいる様子がみられる。また，男性の顔をたくさん貼
っていたものは「欲のままに切って貼ってスッキリし
た」とコメントしている。あこがれの男性タレントと
距離を近くしたい思いもあるのだろう。 （図６）

図８ 人の切り抜きを使用した作品

２）
「自然風景」では，大きく紙面を占めている物よ
り，小物的に切り抜きを使用している作品が多く見られた。その中で比較的大きな切り抜きは，
（図
９）である。
「行うまでは体が疲れていたり，少しだるかったけれど，
（中略）～元気になれた。
」と
感想を書いている。自然に癒しを求めている気持ちの表れだろうか。小さな花を散りばめ子どもの
切り抜きを貼っている作品（図 10）は，とてもかわいらしい印象に見える。
「ユング派では花は女
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性性を表すことがある。
」12）ことから，母性愛的な印象にも見える。

図 10 自然（植物）の切り抜きを使用した作品

図９ 自然の切り抜きを使用した作品

３）
「乗り物」については，杉浦（1994）の研究で，小・中学生の女子は男子と比較すると車の出現
率が低い結果が出ている。学生の作品からも，車の出現は 1 作品のみであり，他は汽車，気球それ
ぞれ 1 作品であった。
「乗り物は自己のエネルギーの流れと解釈する。
」13）とあり，高齢者に出現率
が高い結果が出ていたが，女子学生の出現率は低い傾向にあった。
４）
「服・装飾品」としての結果は杉浦（1994）の研究ではみられず，
「物体」として分類されてい
たが，特徴的であったため分析の項目としてあげた。
「衣服の反応はまれであり，重要であるとされ
ている。また，それは，人の注目を集めようとする仕草の表れのことである。
」
「ユング派では衣服
はその人のペルソナの一つであるとされている。
」14）とあった。寒色系のイメージに見えるきちん
と畳まれた服や，規則的に並んだ服を沢山貼り付けた作品（図 11）である。服で装いたい思いの表
れだろうか。
「普段自分の心の中をあまり表出する方ではないので，すっきりした。
」と記述してい
る。また，対照的に女性の切り抜きと共に，赤系の服や下着を貼り付けた作品（図 12）があった。
「自分には足りないものを，雑誌の中から選んでみつけることができたような気がします。
」と記述
があった。自分の理想を紙面一杯に埋め尽くした感じである。

図 12 衣服の切り抜きを使用した作品

図 11 衣服の切り抜きを使用した作品

５）
「食べ物」は女性に多く出現すると杉浦（1994）の研究でも結果が出ていた。全体的に暖色系に
まとまっている作品が多い中で，1 作品に 18 枚の肉の切り抜きが貼られているこの作品は，
「肉」
の赤がとても強烈な印象に残った（図 13）
。右下の女性の切り抜きが自己だろうか。さらに，スイ
ーツを紙面一杯に貼っている作品（図 14）もある。ソフトクリームやタルト，ケーキなどのデザー
トが並んでいる。こちらからは，ふんわりまったりとした柔らかい食感，甘い香り，優しい気持ち
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の印象が受けとれる。
「食べ物の出現は口唇期の問題」
「性的なものとの関連を無視することはでき
ない。
」
「生命力，心的エネルギーを補給するものとして欠かせないものであり，根源的なものであ
るといえよう」15）と述べている。

図 14 食べ物の切り抜きを使用した作品

図 13 食べ物の切り抜きを使用した作品

６）
「建物・室内装飾」の切り抜きで特徴的な作品（図 15）である。女性の姿を中心に，ネイル，
食べ物と共に，室内の切り抜き，家の切り抜きを周りに貼り付けている。右上には小さく家族の切
り抜きも貼られている。未来の家族像と家庭だろうか。
「”楽しい生活”というテーマで家の写真や
料理の写真を使った。
」と作品について述べている。杉浦（1994）の研究でも，
「自分の部屋はイコ
ール自分であり，自分の城（領域）を守るなどの意識が高まる時期と考えられる。高校生では男子，
女子を問わず自分の好みのインテリアを楽しみながら貼っている印象が見うけられた。
」16）とある。
建造物が自分の意見や現実的な目的を達成しようとする進取の気性を反映する

17)

という見方もあ

るらしい。この作品からは，理想の「自分の城」を作品に表現した感じを受ける。さらに，作品（図
16）では，
「トイレに行きたい，長野に帰りたいという気持ちは反映できたと思う。
」とコメントし
ていた。右中ほどからソファーに落ち，右下から中央へジャンプをしているように貼られたウサギ
がある。また，中央部に長野県の切り抜きがある。ウサギは自分であり，ジャンプして長野に帰り
たい思いを表現したのだろう。また，規則的に貼られたクーポン，中央下部にトイレが貼ってある。
落ち着かない不安定な気分を規則的に貼り付ける作業をすることで，安定を求めたのだろうか。

図 15 建物・室内装飾の切り抜きを使用した作品

図 16 室内装飾の切り抜きを使用した作品

４ 授業への感想
１）
「コラージュ体験による理解」について
① コラージュ作成時に感じたことの記述を「コラージュ体験による理解」とした。コラージュの
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【作品について】では，
（楽しい生活）や（色合い）など＜作品のテーマ＞を振り返ったり，＜仕
上がり＞について（印象）を受け止めたり（気づき）があったりした。また，＜作業＞や＜切り
抜き＞がとても（楽しかった）と記述され，作成上の切る，貼る，選ぶ，どの作業もとても楽し
い活動だったと記述されていた。
② 【自己を見つめること】として，＜感情表現＞の言葉があり，
（楽しかった）
（すっきり）
（嬉し
い）など肯定的な感情や，
（寂しい）
（滅入る）など否定的な感情が表出されていた。
（自分の足り
ないところを貼った）
（角や端に寄ってしまった）と＜自己認知＞がされたり，
（普段と違う自分）
に気づいたりするなど＜自己発見＞したことも分かった。さらに，
（今の感情）を表現しているこ
と，
（おなかが空いた）思いを表現した作品になっていることに気づいていた。
③ 【他者を見つめること】は，＜コミュニケーション＞が（楽しい）
（よかった）と（会話のつな
がり）や（会話がはずむ）他者との間での楽しさを感じていた。また，作品から（友達らしさ）
の（個性）を感じ，＜面白い＞と思い，自分の作品と比べて＜気づき＞があったようだ。
２）
「コラージュ作成による理解」について
① 【コラージュの効果】として，コラージュは＜感情の表出＞をするためのツールとして効果的
であるとのコメントが多く見られた。特に，
（楽しかった）の感想が多くあった。また心の一部を
見ることができるなど（発見）している。さらに，＜作業の効果＞として，
（気分転換）ができ，
（緊張緩和）され，心理状態が（表現）されるなどがあげられた。また，会話を膨らませる手段
として（すてき）や，ふれあいに（生かす）など（今後の活用）に（効果的）であり，＜相談ツ
ールとして活用＞する（手段）として有効であることを感じていたようだった。
② 【自己への理解】として，自己への＜新たな気づき＞が見られた。コラージュの作業が（不安）
であったり，
（人柄が出る）と感じたり，よい体験だと（よかった）感想をもっていた。また，作
業をしながら（懐かしい気持ち）や，
（内面と向き合う作業）は，自分の好きを確立する（よいツ
ール）であると感じていた。
（今の自分）が表れる，
（心が軽くなった）と＜自分への気づき＞が
あったことを感じ，今後（自他への気づき）を持てるようになりたいとの記述もあった。
③ 【他者への理解】として，
（驚いた）
（面白い）
（個性が出る）など，他者に対しての＜新たな気
づき＞があったことが分かる。＜関わりの気づき＞として，
（作品の分析）ができるようになりた
いと思っていたり，友人と一緒に作成したことを（楽しい）と感じていたり，他者との関わりも
効果的であることが伺える。特に他者への理解で多くあったのは，＜共感的理解＞として他者の
作品から内面を垣間見ることを（嬉しかった）と感じていたり，共に作業を行ったことを（面白
い）と感じていたりしたことも分かった。相手の（好きな物）が分かると会話がはずむなど，カ
ウンセリングのヒントになる内容についてのコメントも見られた。
コラージュの形式や内容について述べると，特に青年期の女性に多く見られる傾向として，切
片数の平均は 24.1 枚，はみ出しはみられず，台紙は横に使用する者が多く，切り抜きは四角より
物の形や，丸，ハートなど多様な形に切り抜かれていた。主な色彩は赤・ピンクなどであり，暖
色系が多く，色彩数も多く，明るく暖かい感じがある。人間として成人の女性出現，食べ物，室
内装飾や衣服，装飾品など嗜好品が多く選択されている。余白が少ない作品が多いことも特徴的
であろう。
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Ⅶ まとめ
本研究において，養護教諭養成課程の学生におけるコラージュ作成の体験から，その感想や思い
を知ることができた。各自，自分の気に入った雑誌等から切り抜きをし，作成したことで，個人の
興味，嗜好がはっきり見られる結果となった。コラージュの形式や内容についても，青年期の女性
の特徴的な傾向も知ることができた。
『思春期青年期ほど数年の間に，多種・多次元の成長課題に立ち向かわなければならず，その課
題を自分自身で処理・解決をしなければならない時期は他にないだろう。その成長していく過程
を，
「選んで切る」という破壊のプロセスと「レイアウトして貼る」という再構築のプロセスを繰
り返しながら，作品を制作することで表現している。この表現方法は，思春期青年期にとって大き
な意味のある作業だと考える。
』と，青木ら 18）も述べている。多くの学生が「楽しかった」とコメ
ントしていたのは，グループで作業を行ったことで，互いの思いを話し合い，聞き合いながらリラ
ックスする体験ができたからであり，効果的であったのだろう。
作品を互いに鑑賞しながら，他者への新たな気づきがあったり，関わる事での気づきや共感的な
理解があったりと，他者を多面的に理解することの効用にも気づくことができていた。
健康相談ツールとして，効果的であることに気づいた学生も多くあった。
「自己像は制作者と同
じ属性であるが，動物や小物，食べ物である場合もある。
」19）ことから，作品の中で自己や他者を
表現しているか，各自振り返ることができれば，さらに深く作品を読み取ることができたであろ
う。
筆者も作品からのメッセージの読み取りより，作業をしながら会話を進めるためのツールとして
使用していることが多かったため，分析については読み取りが浅いと思われる。
「相手を知るため
には，間接的なものから察する必要もある。
」との学生の感想にも気づかされた。援助者として，
自己を知り他者を理解し受け入れられるように今後も研鑽を積みたい。

注
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放課後児童支援員における子どもの育成支援に関する研究
武 藤 七 海＊ ・ 青 栁 直 子＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Child Care Support in Afterschool Clubs
Nanami MUTO and Naoko AOYAGI

キーワード：放課後児童支援員，放課後児童クラブ，育成支援，連携，健康・安全管理

放課後児童クラブは，共働き・ひとり親の小学生の生活を保障し，親の働く権利と家族の生活を守ることを目的として開設
された．しかし，放課後児童クラブでは多くの課題があることも指摘されており，待機児童数の増加や，「生活の場」にふさわ
しい施設・設備の整備の遅れ，放課後児童支援員の労働条件の改善，施策の地域差などの問題や，放課後児童支援員の
約 2 割が小学校との連携に困難を抱えていることなどが指摘されている．これらの課題から，放課後児童クラブと学校が十
分な連携を図り，子ども理解に努めていくことが今後益々重要になると考えられる．そこで，本研究では，放課後児童支援員
を対象とした質問紙調査を行い，放課後児童クラブでの子どもたちの健康・安全管理の実態及び学校や家庭との連携方法
について検討を行った．結果として，学校教職員との会話の機会は半数以下であり，保護者との会話の機会は比較的持つ
ことができている様子がみられた．特に学校教職員との連携においてさらなる情報交換を強く求めていることが明らかとなっ
た．これらのことから，危機管理体制を整えるための講習や研修の機会を十分に設けることや，学校教職員と情報交換を確
実に行うための連絡ツールを確立することで，さらなる子ども理解や健全な育成支援につながると考えられた．

はじめに
放課後児童クラブは，共働き・ひとり親の小学生の生活を保障し，親の働く権利と家族の生活を
守ることを目的として開設された．これは「放課後児童健全育成事業」と称され，厚生労働省は
「保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し，授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童
館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて，その健全な育成を図るものである」と定めてい
る 1)．
近年，核家族化や女性労働者の増加に伴い，放課後児童クラブへの要望は大きくなっている 2)．
2016 年 5 月 1 日の時点では，全国の放課後児童クラブ数は 23,619 か所，登録児童数は 1,093,085
――――――――
*静岡県掛川市立西中学校

**茨城大学教育学部
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人であり，開設地域数，児童定員数ともに毎年急速に増加している 3)．また，放課後児童クラブに
おいては法や制度の改善が盛んに行われており，2015 年 4 月には，厚生労働省から「放課後児童
クラブ運営指針」が通知されたことで，支援内容である子どもの健全な育成と遊び及び生活の支援
を「育成支援」と定義し，児童期の発達の特徴や配慮点，社会的責任など，生活環境や運営内容の
水準がさらに明確化された 4)．これらの新たな制度の制定や改正により，放課後児童クラブは現
在，新しい局面を迎えているといえる 5)．
「おかえりなさい」と子どもを迎える家庭の役割も果たす放課後児童クラブでは，異学年の児童
が集まり，遊びや生活を共にすることで，学びや人間的成長としての役割も大きく，また子どもた
ちの居場所にもなっている 6)．放課後児童クラブで勤務する放課後児童支援員は，2015 年 5 月 1
日の時点では全国に 113,315 人おり，子どもたちに安心できる生活の場を提供し，一人一人の心
身の状態を把握しながら健全な育成を図る役割を担っている 3)．
しかし，現段階における放課後児童クラブでは，多くの課題があることも指摘されている．全国
学童保育連絡協議会によると，待機児童数の増加や，
「生活の場」にふさわしい施設・設備の整備
の遅れ，放課後児童支援員の労働条件の改善，市町村ごとの施策の地域差などが課題として挙げら
れている 7)．また，佐藤らの報告では，放課後児童支援員の約 2 割が小学校との連携に困難を抱え
ていることが指摘されている 8)．これらの課題から，放課後児童クラブと学校が十分な連携を図
り，子ども理解に努めていくことが今後益々重要になると考えられる．
そこで，本研究では，放課後児童クラブでの子どもたちの健康・安全管理の実態及び学校や家庭
との連携方法について検討を行い，放課後児童支援員と学校における今後の有効な連携体制につい
て考察することを目的とした．

研究方法
1．調査内容
茨城県Ｍ市教育委員会放課後児童係に依頼し，2016 年 11 月中旬から 12 月上旬にかけて，公立
の放課後児童クラブ 33 施設において質問紙調査を実施した．調査対象は，M 市放課後児童クラブ
に勤務している 402 名の放課後児童支援員とした．M 市教育委員会放課後児童係の協力を得て，
調査票の配布及び回収を行った．
調査項目は，放課後児童支援員の勤務年数，保有する資格，日常的な学校との関わりや保護者と
の関わり，放課後児童クラブに所属する児童の生活の様子，児童の健康・安全とその管理方法，放
課後児童クラブでの対応と指導内容についてであった．
データの集計・分析については，Microsoft Office Excel 2013 と統計ソフト SPSS ver.20 を用い
て行った．学校教職員・保護者との情報交換の有無，情報交換の満足度，勤務年数による比較につ
いては，クロス集計および χ2 検定を用いて検討を行った．有意水準は 5%とした．
2．倫理面への配慮
本調査は無記名で行い，依頼した際に回答は強制ではないことや途中で止めることができるこ
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と，得られた結果は研究目的以外には使用せず，回答した個人が特定されることはないことを書面
にて説明した．調査票の提出をもって本調査への同意を得たものと判断した．

結果
1．対象者の基本的特性
調査票の回収数は 281（男性 8 名，女性 270 名，性別未記入 3 名）
，回収率は 69.9％であった．
女性が 96.1％を占めており，年齢は 50 代が 153 名（54.4%）
，60 代が 70 名（24.9％）の順に多か
った．勤務年数の範囲は 1 年目から 28 年目であり，最も多かった年数は「1 年目から 5 年目」が
120 名（42.7%）であった．一ヶ月における勤務日数の範囲は 1 日から 25 日であり，平均勤務日数
は 12.5 日であった．放課後児童支援員の資格を所持している者は 46 名（16.4%）であった．
2．学校との関わりについて
学校との情報交換の程度について，
「頻繁にある」
「ややある」
「あまりない」
「まったくない」の
4 件法で回答を得た．
「頻繁にある」は 24 名（8.5%）
，
「ややある」は 102 名（36.3%）
，
「あまりな
い」は 117 名（41.6%）であり，日常的な情報交換を行っている者は半数以下であることが分かっ
た．このうち，会話をしたことのある学校教職員について，複数回答可として回答を得たところ，
最も多かったのは「担任」217 名（89.3%）であり，次いで「教頭」187 名（77.0%）
，
「教務主任」
114 名（46.9%）であった．
勤務中に放課後児童支援員が学校教職員に対して話した内容について，表 1 に示した．最も多か
った内容は「放課後児童クラブでの様子」158 名（65.0％）であり，次いで「気になる児童の様子」
「健康状態に関すること」であった．一方，勤務中に学校教職員から放課後児童支援員に対して話
した内容について最も多かった内容は「健康状態に関すること」127 名（52.3％）であり，次いで
「気になる児童の様子」
「学校での様子」であった．

- 271 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

表 1 放課後児童支援員と学校教職員による会話の内容
内容

放課後児童支援員が

学校教職員が

話した内容

話した内容

クラブ/学校で

人

158

102

の様子

(%)

65.0

42.0

気になる児童

人

145

117

の様子

(%)

59.7

48.1

健康状態に関

人

119

127

すること

(%)

49.0

52.3

学習に

人

104

70

関すること

(%)

42.8

28.8

学校の

人

96

74

日程

(%)

39.5

30.5

家庭(保護者)の

人

53

41

こと

(%)

21.8

16.9

クラブの

人

43

26

日程

(%)

17.7

10.7

クラブの

人

41

23

設備

(%)

16.9

9.5

特別な支援を

人

58

38

要する

(%)

23.9

15.6

その他の

人

9

15

内容

(%)

3.7

6.2

児童のこと

n=243（複数回答可）

3．学校との情報提供に関する満足度
「学校からの情報は十分であると思うか」の問いに，
「非常にそう思う」
「どちらかといえばそう
思う」
「どちらかといえばそう思わない」
「全くそう思わない」の 4 件法で回答を得た．
「どちらかと
いえばそう思わない」が 124 名（44.1%）
，
「全くそう思わない」が 17 名（6.0%）であり，5 割の放
課後児童指導員が学校からの情報提供に満足していないと回答した．
「学校からもっと情報を提供
してほしいと思うか」の問いについては，
「非常にそう思う」が 67 名（23.8%）
，
「どちらかといえ
ばそう思う」が 162 名（57.7%）であり，8 割の放課後児童指導員が情報をもっと提供してほしい
と回答した．
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学校教職員との情報交換の程度と学校からの情報提供についての必要性とには有意な関連はみら
れず，学校教職員との情報交換の程度によらず，
「学校からもっと情報を提供してほしいと思うか」
の問いに 8 割以上の者が「そう思う」と回答した．
4．保護者との関わりについて
保護者と情報交換をする機会の有無については，
「ある」は 235 名（83.6%）であった．保護者と
の会話の内容で最も多かったものは「児童の体調」で 213 名（90.6％）であった（表 2）
．
保護者から相談を受けた経験の有無については，
「ある」は 171 名（60.9%）であった．相談内容
は，
「放課後児童クラブでのこと」が 153 名（89.5%）で最も多く，次いで「児童の心身の健康状態
のこと」70 名（40.9%）であった．保護者との情報交換と保護者から相談を受けた経験には，有意
な関連がみられた（χ2=34.022，df=1，p<0.01）ことから，保護者と情報交換をする機会がある者の
方が，保護者から相談を受ける経験も多いことが明らかとなった．

表 2 保護者との情報交換の内容
人

(%)

児童の体調

213

90.6

児童同士のトラブル

199

84.7

放課後児童クラブの出欠

169

71.9

児童を預かる上で留意すること

90

38.3

家庭での児童の様子

79

33.6

保護者の仕事のこと

22

9.4

家庭環境

10

4.3

8

3.4

内容

その他

n=235（複数回答可）

5．保護者との情報交換に関する満足度
保護者と情報交換を行う機会がある者（235 名）に対して，
「保護者との情報交換は十分行われて
いると思うか」の問いに，
「非常にそう思う」
「どちらかといえばそう思う」
「どちらかといえばそう
思わない」
「全くそう思わない」の 4 件法で回答を得た．その結果，
「どちらかといえばそう思わな
い」78 名（33.2%）
，
「全くそう思わない」1 名（1.0%）であり，約 3 割の放課後児童指導員が保護
者との情報提供に満足していないと回答した．
6．放課後児童クラブに所属する児童の生活の様子
放課後児童クラブでの児童の生活の様子について，
「非常にそう思う」
「どちらかといえばそう思
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う」
「どちらかといえばそう思わない」
「全くそう思わない」の 4 件法で回答を得た（表 3）
．
「非常
にそう思う」
「どちらかといえばそう思う」の割合が最も多かった内容は，
「運動が好きである」
253 名（90.0%）
，
「子どもの友人関係は良好である」225 名（80.0%）であった．
一方，
「どちらかといえばそう思わない」
「全くそう思わない」の割合が最も多かったのは「放課
後児童クラブでの学習の時間は集中して取り組んでいる」136 名（48.4%）
，次いで「放課後児童
クラブのルールを正しく守ることができる」115 名（40.9%）であった．

表 3 放課後児童クラブに所属する児童の生活の様子

非常に
そう思う

どちらか
といえば
そう思う

どちらかと
いえばそう
思わない

全くそう
思わない

無回答

家庭での睡眠時間は

人

14

161

90

5

11

十分にとれている

(%)

5.0

57.3

32.0

1.8

3.9

毎朝，しっかりと朝食を

人

29

158

76

2

16

食べてきている

(%)

10.3

56.2

27.0

0.7

5.7

運動が好きである

人

95

158

24

3

1

(%)

33.8

56.2

8.5

1.1

0.4

クラブでの学習の時間は

人

21

121

116

20

3

集中して取り組んでいる

(%)

7.5

43.1

41.3

7.1

1.1

クラブのルールを正しく

人

13

150

98

17

3

守ることができる

(%)

4.6

53.4

34.9

6.0

1.1

子どもたちの友人関係は

人

15

210

52

3

1

良好である

(%)

5.3

74.7

18.5

1.1

0.4
n=281

7．児童の健康・安全管理
児童の外科的症状で対応したことのあるもの及びその中で対応に困ったことのある症状につい
て，複数回答可として回答を得た．対応したことのある症状で最も多かったものは「すり傷」268
名（95.4%）
，次いで「虫刺され」250 名（89.0%）
，
「鼻血」233 名（82.9%）であった．対応した
ことのある症状のうち，対応に困ったと回答した割合が最も多かったものは「骨折」20 名
（43.5%）
，次いで「目の痛み」35 名（27.6%）
，
「とげ」18 名（12.9%）であった．
児童の内科的症状で対応したことのあるもの及びその中で対応に困ったことのある症状につい
て，複数回答可として回答を得た．対応したことのある症状で最も多かったものは「発熱」243 名
（86.5%）
，次いで「頭痛」214 名（76.2%）
，
「腹痛」209 名（74.4%）であった．対応したことの
ある症状のうち，対応に困ったと回答した割合が最も多かったものは「おう吐」49 名（34.0%）
，
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次いで「下痢」21 名（23.6%）であった．
8．児童への対応と指導内容
児童から相談を受けた経験については，
「ある」が 210 名（74.7%）であり，相談内容として最
も多かったものは「友人関係」183 名（87.1%）
，次いで「放課後児童クラブのこと」106 名
（50.5%）であった．児童への対応で困った経験については「ある」が 258 名（91.8%）であり，
その内容について最も多かったものは「児童同士のトラブル」206 名（79.8%）
，次いで「放課後
児童支援員の指示を聞かない」190 名（73.6%）であった．
児童に対して叱った経験については，
「ある」が 269 名（95.7%）であり，その内容について最
も多かったものは「友人への暴言」229 名（85.1%）
，次いで「友人への暴力」217 名（80.7%）で
あった．障がいを持つ児童を預かった経験については，
「ある」が 177 名（63.0%）であり，障が
いの種類について最も多かったものは「発達障がい」163 名（92.1%）であった．
放課後児童支援員が児童に対して特に心掛けて指導している内容について最も多かったものは，
「活動中の安全」が 254 名（90.4％）であり，次いで「物を大切にすること」208 名（74.0％）
，
「基本的生活習慣」188 名（66.9％）であった（表 4）
．

表 4 児童に対して特に心掛けて指導している内容
人

(%)

活動中の安全

254

90.4

物を大切にすること

208

74.0

基本的生活習慣

188

66.9

衛生面

163

58.0

ルールの徹底

161

57.3

協調性

143

50.9

心身の健康

137

48.8

礼儀正しさ

114

40.6

情緒の安定

101

35.9

自主性

72

25.6

その他

3

1.1

n=281（複数回答可）

9．勤務年数と学校教職員との情報交換及び満足度との関連
勤務年数を 5 年以下と 6 年以上に分けクロス集計及び χ2 検定を行った（表 5）
．勤務年数と学校
教職員との情報交換との有意な関連がみられたことから（χ2=39.513，df=1，p<0.01）
，勤務年数
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を重ねるほど学校教職員との関わりも多いことが明らかとなった．一方，勤務年数と学校からの情
報の満足度とには有意な関連がみられ（χ2=12.139，df=1，p<0.01）
，情報の満足度は勤務年数が
短い者の方が高かった．

表 5 勤務年数と学校教職員との情報交換及び満足度との関連
勤務年数

学校教職員との

よくある

情報交換
（n=271）

あまりない

学校からの情報は

そう思う

十分だと思うか
（n=264）

そう思わない

1~5 年

6~28 年

合計

χ2（df）

p値

人数

28

96

124

39.513（1）

<0.01

(%)

23.9

62.3

45.8

人数

89

58

147

(%)

76.1

37.7

54.2

人数

67

58

125

12.139（1）

<0.01

%

59.8

38.2

47.3

人数

45

94

139

%

40.2

61.8

52.7

考察
1．学校との関わりについて
本研究では，日常的に学校教職員との会話の機会があるのは半数以下であることが明らかとなっ
た．また，学校からの情報提供に半数が満足していないと回答したことや，8 割以上の者がもっと
情報を提供してほしいと回答したことから，学校と放課後児童クラブの連携をさらに密に行ってい
くことが求められていることが示唆された．また，学校教職員との情報交換の程度と学校からの情
報提供についての必要性とには有意な関連はみられなかったことから，学校教職員との情報交換の
程度に関わらず，学校からもっと情報を提供してほしいと感じている放課後児童支援員が多いこと
が明らかとなった．
『放課後児童クラブ運営指針』4)の中で，学校との連携の重要性が指摘されているが，本研究の
結果や放課後児童支援員の約 2 割が小学校との連携に困難を抱えているとの佐藤らの報告 8)をふま
えると，連携については未だ大きな課題の一つであると考えられた．
2．保護者との関わりについて
保護者との情報交換では約 8 割の放課後児童支援員が保護者と情報交換を行う機会があると回
答したが，
「保護者との情報交換は十分行われていると思うか」については約 3 割が「どちらかと
いうとそう思わない」と回答したことをふまえると，情報交換の機会を増やし，さらに連携を持ち
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たいと考える放課後児童支援員が一定数いることが推測された．しかし，学校からの情報の満足度
と比べ，保護者との方が「どちらかというとそう思う」の割合が高かったことより，学校教職員と
よりも保護者との方が積極的に十分な情報交換をしていると推測された．これは，保護者とは児童
の送迎の際に直接会う機会があり，話がしやすいことが背景にあるのではないかと考えられた．
また，保護者から相談を受けた経験がある者は過半数を占めたことや，保護者との情報交換と保
護者から相談を受けた経験とに有意な関連がみられたことから，送迎の際などに放課後児童クラブ
での児童の様子をその日のうちに伝えることができ，放課後児童支援員は保護者にとって相談しや
すい立場にあるということが推測された．
以上の結果をふまえると，放課後児童支援員は保護者からの情報を多く得ていることが明らかと
なった．放課後児童支援員との連携を深めることは，学校教職員において子どもの家庭環境につい
てのさらなる理解につながると考えられた．保護者は放課後の子どもの様子を見守る放課後児童支
援員と子どものことについて話したり助言を受けたりすることで，子育ての負担や不安を減らして
いく効果もあると推察された．
3．放課後児童クラブに所属する児童の生活の様子について
放課後児童クラブで生活する児童の生活の様子について「運動が好きである」
「子どもたちの友
人関係は良好である」ととらえる者が多くみられた．石川らの報告 9)では，放課後児童クラブで多
くの遊びを経験した児童は，それほど多くの種類の遊びを経験していない児童よりも立ち幅跳びで
より良い成績がみられることが示されている．本研究においても，多くの子どもたちが運動遊びを
積極的に行っている様子が推測された．
一方，
「放課後児童クラブでの学習の時間は集中して取り組んでいる」
「放課後児童クラブのルー
ルを正しく守ることができる」ととらえる者は少なかった．この結果からも，子どもたちは放課後
も仲間と共に元気に遊んでいることが推測されたが，一方で，学習に集中できない児童や放課後児
童クラブの規則を守ることができない児童がいることが考えられた．
4．児童の健康・安全とその管理について
児童の外傷で対応に困ったことのある症状については「骨折」
「目の痛み」の順で多く，対応した
ことのない症状の項目においても割合が多いものであった．本結果をふまえると，日常的によくあ
る外傷は対応に困らないが，重篤な外傷やあまり対応したことのない症状では対応に困っている様
子が伺えた．このことから，学校と併設されている放課後児童クラブでは，特に緊急時の対応や連
絡先などについて学校側との情報共有を徹底し，迅速な対応ができるようにする必要があると考え
られた．
児童の身体症状で対応に困ったことのある内容は「おう吐」
「下痢」であり，汚物などの他児童や
放課後児童支援員への感染の危険が高い症状の後処理に困っている様子がみられた．
「おう吐」は放
課後児童支援員の半数が対応したことがあることや，自由記述で「施設内にトイレがないため下痢
に限らず間に合わない児童がいる」
と回答していた者もみられたことから，
研修などの機会を設け，
対処法について共通理解を図ることが効果的であると考えられた．
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5．児童への対応と指導内容について
児童から相談を受けた内容については「友人関係」
，児童への対応で困った経験の内容については
「友人同士のトラブル」が最も多く，児童に対して叱った内容では「友人への暴言」
「友人への暴力」
が多く挙げられていた．また，児童の生活の様子では「子どもたちの友人関係は良好である」との
回答が多かったことより，決められた空間で長い時間を共にする中で，子どもたちは友人関係で悩
んだり喧嘩したりしながらも，交友関係を築きながら仲間と心身ともに成長していることが推察さ
れた．この背景としては，放課後児童クラブでは異学年交流が盛んであり，学校生活よりも自由な
時間が長いことから，友人間で兄弟のような感覚も持ち合わせているために，友人への暴力や暴言
がありながらもすぐに和解して良好な関係を築いているのではないかと考えられた．
障がいを持つ児童については，6 割以上が預かった経験があった．2015 年 5 月 1 日の時点で
は，障がい児の登録児童数は 30,352 人と前年度より増加しており，放課後児童クラブごとにみた
受け入れ人数の推移でも，5 人以上が 1,560 カ所と前年度から増加しているという現状 3)をふまえ
ると，特に通常学校に在籍する発達障がいの児童の受入れが今後さらに増加することが推察され
る．これらのことから，放課後児童支援員と担任や保護者との情報交換のみならず，特別支援員と
の情報共有の場も重要となり，放課後児童支援員が障がいについて正しい知識と適切な支援方法を
修得することがより必要となってくるであろう．
放課後児童支援員が児童に対し特に心掛けて指導していることについては「活動中の安全」
「物を
大切にすること」
「基本的生活習慣」の順であり，どの項目も比較的高い割合であったことから，放
課後児童支援員は様々な視点から健全な育成支援を心掛けていると推察された．これらは小杉らの
報告 5)と同様であり，放課後児童支援員は子どもを預かっているという責任の元，安全を第一に考
えた上で，子どもたちの健康と安全を守っていることが推察された．
6．学校教職員との情報交換及び満足度との関連
勤務年数と学校教職員との情報交換で有意な関連がみられたことと，勤務年数と学校からの情報
の満足度との有意な関連がみられたことから，勤務年数が短い放課後児童支援員は，学校教職員と
の連携の機会は少ないが，学校からの情報には満足していることが示唆された．また，勤務期間が
長い放課後児童支援員は，学校との連携の機会は豊富にあるが，情報交換の満足度は低いという傾
向がみられた．本結果より，勤務年数を重ね，学校教職員との情報の機会が増えるほどさらに細か
い情報の提供を求めていることが推察された．

まとめ
本研究では，放課後児童支援員と学校教職員との日常的な情報交換については半数以下であるこ
と，保護者との会話の機会は比較的みられることが明らかとなった．放課後児童支援員は学校教職
員との連携をさらに密に行っていくことを求めており，情報交換の場の設定が課題であることが示
唆された．対応することの少ない症状や感染の危険及び後処理が必要な症状の対応に困っている様
子がみられたことから，今後研修等の機会を十分に設け，対処法について共通理解を図ることが課
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題であると推測された．本研究により，放課後児童支援員は安全を守ることを基本とし，マナーな
ど子どもたちの人間的成長につながる指導になるよう心掛けて育成支援を行っていることが明らか
となった．
これらの結果から，危機管理体制を整えるための講習や研修の機会を十分に設けることや，学校
教職員と情報交換を確実に行うための連絡ツールを確立することでさらなる子ども理解及び健全な
育成支援につながると考えられた．
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小学校との接続・連携を強化する幼稚園のカリキュラムマネジメント
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(2017 年 10 月 25 日受理)
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キーワード：幼小接続・連携，カリキュラムマネジメント，幼小接続期プログラム

2017 年 3 月に幼稚園教育要領が改訂され、小学校以降の学校教育へと円滑に繋がっていくために、学校種間の発達
や学びの接続性・連続性を考慮して幼稚園の在り方を規定していこうとしたことが特色である。本稿は、幼稚園教育
要領改訂前に行われた幼小接続・連携のプログラムや実践を考察することで、今後の幼小接続・連携を充実するため
のカリキュラムマネジメントを考察するが目的である。
幼小接続・連携のプログラム例として埼玉県草加市の「幼小接続期プログラム」を、実践例として千葉県Ｎ市立Ｏ
幼稚園の幼保小交流を取りあげ、カリキュラムマネジメントの課題を抽出した。
埼玉県草加市が打ち出した「幼小接続期プログラム」は幼児期終了前をアプローチカリキュラム、小学校入学から
1 学年 1 学期終了をスタートカリキュラムの時期として位置づける先導的な注目すべき取り組みがなされていた。し
かし千葉県Ｎ市立Ｏ幼稚園の幼保小交流では小学校での具体的な活動までを見通して実践する必要があることが判明
した。幼小接続・連携の質的充実に資するため、今後は幼小それぞれの全体計画をオープンにして合同研究会を行う
など意思の疎通を図ったカリキュラムマネジメントが望まれる。

はじめに
2017 年 3 月に幼稚園教育要領が改訂されたが、今次の改訂では幼稚園教育の在り方の骨格が見直
された。幼児期における教育施設の中心は幼稚園であるが、同時に保育所や幼保連携型認定こども
園があり、子どもたちはどの施設に通っても幼児期の教育を受けることができる仕組みを作ったこ
とと同時に、幼児教育がその後の小学校以降の学校教育へと繋がっていくため学校種間の発達や学
――――――――
*茨城大学教育学部

**和洋女子大学人文学群
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びの連続性を考慮してその在り方を規定していこうとしたことが特色である（1）。
今までの幼児教育では遊びや生活の中で子どもたちは種々の力を培っていたが、それをさらに学
校種間の連続性に着目して、幼稚園においては第一点として豊かな体験を通じて感じる・気づく・
わかるようになる「知識及び技能の基礎」、第二点として知識及び技能の基礎を土台として、考え、
試し、工夫し、表現するようになる「思考力、判断力、表現力等の基礎」、第三点として心情、意
欲、態度が育つなかでよりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」という三つの柱
が示された。これらの柱は小学校以降の学校教育においても継承されており、小学校と中学校の学
習指導要領総則では、「知識及び技能が習得されるにすること」、「思考力、判断力、表現力等を
育成すること」、「学びに向かう力、人間性等を涵養すること」となっている。また幼稚園教育要
領、小中学校学習指導要領改訂におけるポイントとして、今までの教育実践の蓄積に基づく授業改
善の活性化が挙げられ、若手教員へそれらを継承させつつ授業改善を行っていくことが肝要とされ
た。さらに、教育実践の蓄積を活用したカリキュラムマネジメントをする必要性が併せて強調され
た。
本稿は、幼小接続・連携のプログラム例として埼玉県草加市の幼小接続期プログラムを、実践例
として千葉県Ｎ市立の幼稚園を取りあげ、幼小接続・連携のためのカリキュラムマネジメントの在
り方等を考察することを目的とする。
なお、本稿は「はじめに」「幼小接続・連携の重要性とカリキュラムマネジメント」「結語」を
佐藤が、「幼稚園における幼小連携指導計画の策定」「幼小連携の実践とその評価」を菱田が担当
した。

幼小接続・連携の重要性とカリキュラムマネジメント
１．幼小接続・連携の重要性の認識
幼稚園と小学校の「接続」とは、幼児教育と小学校教育とを円滑につなぐという意味で用いられ、
「連携」という場合は幼稚園と小学校双方のカリキュラムをつなぐことが最終的な目標である（2）と
する考え方がある。そのほか、「交流」や「連携」が保育・教育制度間での人との関わりを指して
いるのに対して「接続」は教育内容および教育制度の設計や変更といったシステムのあり方を指す
（3）

という考えもある。いずれにせよ、各学校種の独自性を保持しつつ、子どもたちの発達や教育の

連続性を担保することと考えてよい。
小学校・中学校の学習指導要領が示された 1 年後の 1948 年に、幼児の発達、生活指導や生活改善
を解説したうえ保育内容を示した「保育要領」が文部省より出された。幼稚園就学率が８パーセン
ト前後（4）であった当時において、一部の経済的余裕のある階層の子どもを念頭に置いた教養的な内
容であった（5）。なお、保育所については 1965 年に最初の「保育所保育指針」が通知され、認定こ
ども園については 2014 年に「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が初めて告示されている。
そして幼稚園と小学校との接続に関しては 1998 年の「幼稚園教育要領」で示されて以降、「保育所
保育指針」と「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」でも明記されて現在に至る。
幼稚園と小学校との間における「連続性」が文言として初めて現れたのは 1971 年の中央教育審議
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会第一次答申「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政策について」であると
され（6）、幼年期における集団施設教育のいろいろな可能性のひとつとして学校間の接続の改善が取
り上げられた。1997 年の中央教育審議会答申「時代の変化に対応した今後の幼稚園教育の在り方に
ついて－最終報告－」においては、幼児教育と小学校教育との連続性と一貫性を念頭に置いて構成
されるべきであることが提唱され、幼稚園は小学校以降の「基盤」として幼稚園から小学校への「接
続」を円滑にすることとともに、小学校からも幼稚園との接続について円滑にさせる努力を求めた。
1992 年度より小学校で実施された新学習指導要領において導入された生活科などを中心に小学校
低学年での合科的指導の推進を図り、幼稚園で行われている主体的な遊びを主軸とした総合的な指
導から小学校への一貫した教育を期待した。「幼児の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」は、2010 年に目標・教育課程・教育活動の観点から幼小接続の体系を考
察した「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」をまとめた。
幼小接続のカリキュラム開発は国立大学附属学校や研究指定学校・園が行っているのみならず、
自治体や私立学校・園でも実践されており、自治体での取り組みでは子どもたちの学力や生活習慣
等の課題をそれぞれの地域の実情を反映したカリキュラムを実現しようとしている。スタートカリ
キュラムやアプローチカリキュラムの実践においては、教育への理解と環境整備が不可欠であり、
そのためスタートカリキュラムでは子ども理解・活動の充実・環境整備を行うことが（7）、アプロー
チカリキュラムでは 5 歳児保育の環境構成を充実させることで幼小間の円滑な移行が可能となる（8）
とした。ただ、幼児期と児童期とでは幼小接続期の意義や位置づけが異なるので、幼小接続の実態
と課題を多角的に把握した研究の進捗が望まれ、両者の違いと共通性を明らかにして、家庭・地域・
他施設等を考慮するとともに教員・保育者養成課程段階から意識を高めていくことが必要であると
指摘された（9）。
２．幼稚園のカリキュラムマネジメント
2017 年 3 月に公示された幼稚園教育要領では、各学校段階に共通の改善の方向性や幼小接続の推
進等を踏まえて以下の諸点の改善や充実を図ろうとしている（10）。
その１。幼稚園教育において育みたい資質・能力（「知識及び技能の基礎」・「思考力、判断力、
表現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」）を明確化した。
その２。五歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
として明確化するとともに、小学校と共有することにより幼小接続を推進すること。
その３。幼児一人一人の良さや可能性を把握するなど幼児理解に基づいた評価を実施していくこ
と。
その４。障害のある幼児や海外から帰国した幼児等の幼稚園生活への適応など特別な配慮を必要
とする幼児への指導を充実すること。
今次の幼稚園教育要領、小中学習指導要領改訂に伴い各学校段階で強調されたのがカリキュラム
マネジメントである。今まで幼稚園教育要領は小中高校の学習指導要領とは別物という認識があっ
たため小学校以降の学習指導要領とは随分異なる構成となっていたが、今次の改訂では学校種間の
つながりを重視しており、その中で幼稚園においてもカリキュラムマネジメントに取り組むことが
明示された。幼稚園教育を全体としてどのように進めていくかを考える際に基本となるのが教育課
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程であり日々の指導計画であるが、それらに加えてどういう内容の活動をするのか、子どもの力と
して何を育てるか、子どもの姿を予想してどのような援助を考えていくかなどを包含したしたもの
をカリキュラムと呼称するが、今まで行ってきたカリキュラム運用をさらに園長のリーダシップの
下で幼稚園組織として意識的、自覚的に教育課程をより適切なものに改めていくことが求められて
いるのである（11）。
幼稚園では、教科書を主たる教材を使用せず環境を通して行う教育を基本としていること、家庭
との緊密度が他校種と比して高いこと、預かり保育等の教育課程外の活動が多くの幼稚園で実施さ
れていることに鑑み、カリキュラムマネジメントは極めて重要なものである。特に、以下の３点を
踏まえてカリキュラムマネジメントを捉えることが必要との指摘がある（12）。
第一点。各領域のねらいを相互に関連させ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」や小学校
の学びを念頭に置きつつ、幼児の調和の取れた発達を目指し、幼稚園の教育目標を踏まえた総合的
な視点で当該目標達成のために必要とされる具体的なねらいや内容を組織すること。
第二点。教育内容の質の向上に資するため、幼児の姿や就学後の状況、家庭や地域の現状等に基
づき教育課程を編成・実施し、評価して改善を図る一連の PDCA サイクルを確立すること。
第三点。教育内容と教育活動に必要な人的・物的資源等を、家庭や地域からの資源も含めて活用
しながら効率的に組み合わせること。

幼稚園における幼小連携指導計画の策定
１．幼稚園における指導計画の特質
幼稚園の幼小連携指導計画の策定を考える前提として、幼稚園における指導計画の基本的性格を
確認する。幼児期の教育は、
「幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本とす
る」とされている（13）。これは、小学校以降の学校教育において教科書のような主要な教材を使用す
るのとは異なり、幼稚園教育が物的・空間的・人的環境などの潜在的な園全体の環境を構成して行
うことを意味している。つまり、幼稚園教育は、幼児が幼稚園に存在する様々な環境に自ら意欲を
もって関わることでつくり出される活動の積み重ねによって、その目標を達成するのである。そこ
で幼稚園教諭は、幼児の主体的な活動が確保されるように調和のとれた組織的、発展的な指導計画
を作成し、幼児の姿や活動に即した柔軟な指導を行わなければならない（14）。ここに幼稚園における
指導計画の特質と必要性があるといえよう。
指導計画は、幼児の発達に即して、幼児一人ひとりが幼児期にふさわしい生活を展開し、必要な
体験を得られるように、
「具体的に作成する」ことと幼稚園教育要領に示されている（15）。これまで
にも指導計画は、長期的な見通しをもった年間指導計画や期間指導計画、月間指導計画などの長期
の指導計画と、これらとの関連を保ちながら具体的な幼児の生活に即した週案や日案などの短期の
指導計画が立案されてきた（16）。また、短期の指導計画には教育実習や園内研修などで計画する部分
指導計画（時案）もあり、これらは幼児一人ひとりの発達や生活リズム、クラスの実情を踏まえ（17）、
より具体的に立案される。
さらに新幼稚園教育要領では、各幼稚園における教育課程を中心としながらも、教育課程以外の
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活動や学校保健計画、学校安全計画などを関連させた全体的な計画を作成することが求められてい
る（18）。この全体的な計画を実現するために、指導計画を具体的にどのように立案し、環境を構成し
ていくのかを考え、実施・評価・改善していくカリキュラム・マネジメントの確立が求められてい
るのである（19）。幼稚園におけるカリキュラム・マネジメントの重要性は、①環境を通して行う教育
を基本としていること、②小学校以降の学校に比べて家庭との関係が緊密であること、③預かり保
育や子育て支援などの教育課程以外の活動が多くの幼稚園で実施されていることが理由としてあげ
られる（20）。
２．幼小接続期プログラムの試み －埼玉県草加市の事例を中心として－
近年の幼小連携・接続の状況を概観する。文部科学省の「平成 26 年度幼児教育実態調査」によると、
「小学校の児童と交流を行った幼稚園」は全体の 76.9％（公立 96.3％、私立 65.7％）、「小学校の教員と
の教員同士の交流を行った幼稚園」は全体の 72.1％（公立 90.9％、私立 61.2％）であった（21）。また、「平
成26 年度の教育課程編成にあたり、小学校と情報交換をするなどの連携をした幼稚園」は全体の 54.8％
（公立 69.9％、私立 46.3％）であった（22）。
園児と小学校児童との交流や幼小の教員同士の交流は、どちらも公立幼稚園で 90％に上り、全体でも
70％を超える。しかし、教育課程編成にあたって小学校との連携を図った幼稚園は全体の約 55％で、私
立幼稚園に至っては半数にも満たない。また、同調査の「市町村ごとの幼小接続の状況」において、「年
数回の授業、行事、研究会などの交流があるが、接続を見通した教育課程の編成・実施は行われていな
い」と回答した幼稚園が 59.6％であり（23）、「情報交換」に留まらず「接続を見通した教育課程の編成・実施」
となると約半数の園で行われていないことが分かる。授業や行事、研究会などにおける幼児児童、教師
同士の人的交流は 70％を超えるが、教育課程編成レベルでの接続は幼稚園全体の半数を下回り、カリ
キュラム・マネジメントの観点からみると課題があるといえよう。
このような状況の中で、「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（平成22 年）」を受
け（24）、全国の自治体においては、幼小接続のためのカリキュラムを策定する取り組みも進んできている
（25）

。その先導的な取り組みの一つである埼玉県草加市の事例をみてみたい。草加市は、埼玉県南東部

に位置する人口約 25 万人で東京に隣接する都市である（26）。同市は、2014 年度に実施した調査から「小
1 プロブレム」といわれる状況がみられると答えた教員が 21.0％に上ったとしている（27）。同年、「草加市幼
保小接続期モデルプログラム」を作成し、市内の幼稚園・保育所・小学校でモデル実施を行い、2015 年
「草加市幼保小接続期プログラム」を策定したのである（28）。
「草加市幼保小接続期プログラム」は、幼児期の教育から小学校教育への円滑な接続を図り、幼児期の
学びを小学校の学びにつなげるためのものである。そこで、「『自ら学び、心豊かに、たくましく生きる』草
加っ子」を「目指す 15 歳の姿」として掲げ、「自ら学び」3 項目・「心豊かに」9 項目、「たくましく」7 項目と「目
指す 15 歳の姿」の 3 つの柱の具体例を示したのである（29）。この 15 歳の姿に対応する形で「就学までに
身に付けたい力」として、「（自ら学び）自ら学ぶ力」・「（心豊かに）人とかかわる力」・「（たくましく）生活する
力」を掲げ、それぞれ 2 項目と具体例を明記したのである（30）。これらが、新幼稚園教育要領に示された
「幼稚園教育において育みたい資質・能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に相当するの
である。
また同プログラムは、接続期を 5 歳児 10 月から小学校 1 年生の 1 学期終了（7 月）までとし、幼児期終
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了前（10～3 月）をアプローチカリキュラム、小学校入学～1 年生の 1 学期終了（4～7 月）をスタートカリキ
ュラムの時期と位置づけ、各々のカリキュラム作成のポイントや事例などを示している（31）。さらに、アプロ
ーチカリキュラムについて、①小学校のカリキュラムの先取りをするのではなく、就学前の幼児期にふさ
わしいものにすること、②小学校という新しい環境に適応したり、環境の変化を乗り越えたりしていく基礎と
なる力が培われる経験を全児童にさせること、の重要性を述べている（32）。次にアプローチカリキュラムの
実際をみてみる。
資料１は、上記のアプローチカリキュラムの重要性を具体化するもので、幼児期の教育において小学校
の学びの基盤となる経験を明記したのである。
資料 2 は、幼児が資料 1 に挙げた経験をするためのアプローチカリキュラムの指導計画例である。「幼
児の姿」・「ねらい」・「経験させたい内容」・「環境の構成と援助」といった基本事項と共に、留意事項として
「1 日の時間の工夫」・「活動の工夫」・「人間関係についての配慮」・「家庭との連携」・「きまりへの適応と安
全への配慮」・「小学校生活に向けての配慮」を記載している。資料１・2 共に、同カリキュラムの時期を 3
か月ずつの前後半に分割して示しているため、期間指導計画の一種といえよう。
資料３は、学校間の段差を乗り越え「幼児期の教育と小学校教育のつながりのイメージ」を図式化した新
しいタイプの指導計画である。幼児期の 10～12 月に実施される「たくさんできたよ」という活動は、「秋の
自然を積極的に生活に取り入れ、生活を豊かにする」ねらいを達成するため、幼児が「植物の世話を通し
て成長や変化に気付き、生命の大切さに気付く」といった内容を実践していくものである。その際、「就学
までに身に付けたい力」のうち、「人とかかわる力」ではクラス全体で作る野菜を決めるといった話し合い
を通して「言葉で伝える力を身に付ける」、「生活する力」では野菜の世話をするために「生活を通してきま
りや約束したことを守る」、「自ら学ぶ力」では収穫したダイコンの数や長さに興味をもつことで「数や長さ
を比べる」ことを経験するのである。そして、「言葉で伝える力を身に付ける」ことが小学校の特別活動「か
かりをきめよう」へ、「生活を通してきまりや約束したことを守る」は道徳「自分のためにがんばろう（資料名
「はたらけせっせ」）へ、「数や長さを比べる」は算数の「あわせていくつ」及び「どちらがながい」へ繋がる
といった学びの連続性を示している。幼児教育で身に付けた力が、小学校で必ず役に立つであろうとい
った希望的観測ではなく、「就学前までに身に付ける力」を具体的な活動によって明確化し、小学校教育
の各教科のみならず他の領域の活動にどのように接続するのかを示した指導計画となっている。この指
導計画作成においては、幼稚園と小学校の教員が幼稚園修了時の園児の姿を共有化できるかが最も重
要なポイントとなろう。

幼小連携の実践とその評価
幼小連携の実践と評価の実際について、実習生 Y（Ｗ大学 3 年生・女子）の「幼稚園実習Ⅱ実習録」
を基に考察をしたい。W 大学の幼稚園教諭一種免許状養成課程では、幼稚園における実習がⅠ（2 年次
前期 2 週間）とⅡ（3 年次春休み 2 週間）に分割設定されている。「幼稚園実習Ⅱ」では、年長（5 歳児）ク
ラスが卒園を控えた 2 月に実施するため、実習中に幼小連携に関わる体験の機会が比較的多いのであ
る。
実習生 Y の実習先は、千葉県 N 市立 O 幼稚園で、実習期間が２０１７年 2 月 6 日～17 日であった。O
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幼稚園は、2 年保育で 4 歳児りんご組 31 名、5 歳児ほし組 29 名の幼児を 7 名の教員が保育している。
資料４が O 幼稚園の２０１７年 2 月の月間指導計画であり、14 日（火）に「幼保小交流」が組まれている。
当日は、O 幼稚園と近隣の保育所の 5 歳児が共に小学校と交流する幼保小連携のプログラムである。資
料５は、5 歳児ほし組の週案 2 月第 2～3 週である。この週案のねらいの 1 つが「就学に向けて、小学校
に関心をもったり、正しい生活習慣を意識したりする」であり、ねらいに基づき「幼保小交流」と共に「就学
に向けて」という内容が設定されている。資料６は、2 月の第 3 週週日案であり、14 日のねらいに「小学生
の生活に興味や期待をもつ」「教えてくれた一年生に感謝の気持ちをもち、親しみをもってかかわる」が
設定され、9 時20 分からの「幼保小交流」には「小学校につて教えてもらう」「椅子に座って文字を書く」「ラ
ンドセルや筆入れを見せてもらう」「学校を案内してもらう」といった活動を予定している。
資料７は、受け入れ小学校が作成した「平成 28 年度一緒に遊ぼう③」と題したプリントであり、当日の時
程と場所が記されている。資料６と７の活動内容を比較すると、幼稚園作成の資料６には「椅子に座って文
字を書く」活動が設定されているが、小学校作成の資料 7 には入っておらず、代わりに「むかしあそびを
する」活動が予定されている。幼稚園側は、資料５の「就学に向けて」の内容にもあるように、4 月からの学
習活動の一端を経験させたく、小学校側は児童幼児にグループ活動で昔遊びを楽しむ経験をさせたい
思惑が看取できる。O 幼稚園も、幼稚園修了時の幼児の姿を念頭に精力的にカリキュラム・マネジメントを
実施しているが、小学校における具体的な活動までを見通して行っているとは言い難く、幼小接続を見通
した教育課程の編成の難しさが浮き彫りとなった。行政や研究者も参加して草加市が作成した資料 3 のよ
うな接続をイメージした指導案を立案するため（33）、幼小各々の全体的な計画をオープンにして、意見交
換より一歩踏み込んだ合同研究会開催を含んだカリキュラム・マネジメントが必要なのではないだろうか。
また、評価にあっては小学校での終わりの会と幼稚園に戻ってきてからも、小学校へ行ったことの感想
を幼児に求めている。このように幼小連携では、幼小双方の教員から同じような質問をすることが多く、他
の幼児との比較や一定基準への達成度を捉えることになりがちであるが、O 幼稚園の教諭は幼児の感想
に対し「言えたことを褒め、頑張りをみとめる」指導をしていたことが、実習生 Y の実習録から推察できる。
幼児一人ひとりのよさや可能性などを把握し、教員の指導や活動の改善に生かしていくことが幼稚園教
育の評価には大切なことである。
資料１ 幼児期の教育において小学校の学びの基盤となる経験
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出典 『草加市幼保小接続期プログラム』18～19 頁。
資料 2 アプローチカリキュラムの指導計画例

出典 『草加市幼保小接続期プログラム』20～21 頁。
資料３ 幼児期の教育と小学校教育のつながりのイメージ

出典 『草加市幼保小接続期プログラム』22～23 頁。
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資料４ O 幼稚園平成 29 年 2 月 月間指導計画
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資料５ O 幼稚園 ５歳児ほし組 週案 2 月第 2～3 週
先

・縄跳びやフラフープ、鉄棒、こま回しなど

ね ・就学に向けて、小学校に関心をもったり、正

週

に繰り返し取り組む姿が見られた。友達の

ら

しい生活習慣を意識したりする。

の

取り組む姿を見て、同じ技に挑戦しようとし

い

（以下略）

姿

たり、友達と協力したりしてめあてに向かっ
て取り組む幼児もいた。（以下略）

内

〈幼保小交流〉

容

・小学生と少人数のグループになり、小学校に関心がもてるような活動を設定する。
・招待状をもらったり、事前に内容を伝えたりし、交流に期待が持てるようにしていく。
〈就学に向けて〉
・基本的生活習慣を見直し、一つ一つ丁寧にできているか投げかけて意識できるようにする。
・椅子に座って話を聞く機会を意図的に設け、正しい姿勢を保つことや、最後までしっかり話を聞
くことができるよう、意識を高めていく。
（以下略）

※「O 幼稚園 ５歳児ほし組 週案 2 月第 2～3 週」から幼小連携に関する事項を抜粋し菱田が作成した。

資料６ O 幼稚園 2 月第 3 週 週日案
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資料７ 平成 28 年度一緒に遊ぼう③
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結語
2017 年 3 月の幼稚園教育要領・小中学校の学習指導要領が改訂され、2018 年度より幼稚園、2020
年度から小学校、2010 年度から中学校と新学習指導要領が実施される。強調されているポイントと
して学校種間の連携・接続の強化とカリキュラムマネジメントを挙げることができる。幼稚園と小
学校との間における「連続性」が文言として現れた 1970 年代以降、幼小連携の教育実践や研究の蓄
積がなされ、例えば生活科の創設やスタートカリキュラムといった幼小間の円滑な接続を行う様々
な実践がなされている。しかし、幼小接続・連携の実態は授業、行事や研究会等における幼児児童
や教員間での人的交流が主体であり、教育課程編成レベルでの接続・連携は幼稚園全体の半数未満
という現状でありカリキュラムマネジメントの観点からすると課題があると言わざるを得ない。
そのような中で、埼玉県草加市が 2015 年に策定した「草加市幼保小接続期プログラム」は、就学
までに身に付けたい力を掲げ接続期を 5 歳 10 月から小学校 1 年の 1 学期終了（7 月）までとし、幼
児期終了前（10 月～3 月）をアプローチカリキュラム、小学校入学から 1 学年 1 学期終了（4 月～7
月）をスタートカリキュラムの時期として位置づけるという先導的で注目すべき取り組みであり新
幼稚園教育要領に示された「幼稚園教育において育みたい資質・能力」及び「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」に相当する目的を設定したプログラムであると評価されてよい。
実践例として千葉県Ｎ市立Ｏ幼稚園の 2017 年 2 月における「幼保小交流」がある。Ｏ幼稚園園児
と近隣の保育所の 5 歳児とともに小学校と交流するプログラムで、そのねらいの一つに「就学に向
けて、小学校に関心をもったり、正しい生活習慣を意識したりする」を掲げ、就学に向けて「小学
校の生活に興味や期待をもつ」、「教えてくれた一年生に感謝の気持ちをもち親しみをもってかか
わる」を設定し、小学生に小学校を案内して貰うことや椅子に座って文字を書くなど、幼稚園から
小学校への円滑な移行を担保できるように配慮されている。しかし、Ｏ幼稚園は精力的に自園のカ
リキュラムマネジメントを行っているが小学校での具体的な活動までを見通して実践できていると
は言い難く、幼小接続・連携の質的充実に資するため、今後は幼小それぞれの全体計画をオープン
にして合同研究会を行うなど意思の疎通を図ったカリキュラムマネジメントが望まれる。
ただ幼稚園と小学校との接続・連携を充実したものとするには、地域性、校風や学校が持つ人的
物的資源の制約などに着目し、それらを考慮した有効なカリキュラムマネジメントの在り方を考察
していくことを今後の課題としたい。

注
（１） 文部科学省教育課程課・幼児教育課『初等教育資料』952 号、2017 年、40-42 頁。
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育研究センター紀要』４号、2007 年、45-52 頁。
（３） 秋田喜代美「幼稚園、保育所と小学校との円滑な接続の意義」文部科学省初教育課程課・
幼児教育課『初等教育資料』856 号、2010 年、6-11 頁。
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画像処理技術を利用したシュミレーションによる色覚異常の疑似
体験と色覚に異常がある子どもの理解への応用
佐 々 木 忠 之＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Color Vision Defect Simulation using Image Processing Technology and Application to
the Understanding of a Color Vision Defect Child
Tadayuki SASAKI

キーワード：色覚異常，画像処理，視線計測，疑似体験

色覚異常のシュミレーションができるフリーの画像処理ソフト Vischeck を利用し、2 型 2 色覚と 1 色覚に合わせた画像加工
を施し、被験者に色覚異常の疑似体験をさせた。このときの被験者の視線を観察し、画像の改変によって見方がどのように
変わるかを調べた。その結果、改変した画像では注視点が変わってくること、コントラストが低下してぼやけたように見えるこ
と等が分かった。
これらの結果をもとに教育的配慮を加えた疑似体験を行うことで色覚に異常がある子どもの理解へつなげる可能性につい
て考察した。

はじめに
文部科学省は、2003 年（平成 15 年）4 月より小学校の健康診断（以降、学校検診と記す）から色
覚検査を必須項目から除外した。このため、これ以降小学校では色覚検査がほとんど実施されなく
なり、色覚に異常があっても本人や保護者が気付く機会が非常に低くなった。1)
色覚検査が学校検診から除外された主な理由としては、以下のようなものがあげられていた。1),2)
（１）色覚に異常があってもほとんどが支障なく学校生活を送ることができていること。
（２）色覚異常は遺伝に基づくもので、保護されるべき重要な個人情報でありながらプライバシー
に配慮されない検査形態で行われていたこと。
――――――――
*茨城大学教育学部
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一方で、色覚検査がなくなったことで本人や周りの人が色覚異常に気付かずに成長することも多
く、以下のようなトラブルが報告されている。3),4),5)
（１）絵を描く際に感じたままの色で書いたところ、訳も分からず教員からしかられたり、友達か
らからかわれたりした。
（２）色覚の異常を知らないまま卒業を迎え、就職にあたって初めて色覚による就業規制に直面し
た。
さらに、色覚検査が学校で実施されなくなったことから児童の現状把握が困難になり、教員の色
覚異常についての意識や知識も低下していると報告されている。2)
色覚障害の人の割合は、日本人男性の場合、大体、20 人に 1 人、北欧の男性ではさらに多く 10
人に 1 人の割合で存在する。女性においても、日本では 500 人に 1 人、欧米では 200 人に 1 人くら
いの割合で存在する。世界全体で見ると約 2 億人ほどで、血液型が AB 型である男性がの数に匹敵す
る。6)
このように色覚の異常は稀な症状ではなく、多くの教員が色覚障害のある児童に関わっているこ
とが報告されている。
このため、
教員にとっても色覚障害について理解を深めることは重要であり、
簡単に体験することがでれば適切な支援を行う上での参考になると考えられる。
画像処理を利用した色覚異常のシュミレーションソフトは有用性が確立され、表示や印刷物等の
見やすさを確認するためのバリアフリーデザインのツールとして使用されている。一方で、色覚異
常があるとどのように物を見るか、絵を描くときの色使いの理解など教育的配慮を目的とした体験
は少ないように思われる。7)
本報告では、色覚異常のシュミレーションができるフリーの画像処理ソフト Vischeck を利用し、
2 型 2 色覚と 1 色覚に合わせた画像加工を施し、被験者に色覚異常の疑似体験をさせた。このとき
の被験者の視線を観察し、画像の改変によって見方がどのように変わるかを調べた。さらに、画像
処理を教育的配慮を目的とした体験に利用する可能性について考察した。

先天色覚異常の分類
表１に示すように、眼の網膜にある 3 種類の錐体のうち、１種類以上の機能が損なわれた状態を「色覚
異常」と呼んでいる。2007 年に日本眼科学会は、患者団体からの要望により色覚関連用語を改訂し、「色
盲」の名称を削除した。8)
また、近年「赤錐体・緑錐体・青錐体の表現は、錐体が色を感じているという誤解の元となる」という理由
で、錐体の名称を、赤錐体を long wave sensitive cone 長波長感受性錐体（L－錐体）、緑錐体を middle
wave sensitive cone 中波長感受性錐体（M－錐体）、青錐体を short wave sensitive cone 短波長感受性錐
体（S－錐体）と改められた。本報告でもこれらの改訂した用語を使用することとしたが、一般には十分に
周知されていないと思われる。このため、表１に色覚異常の分類を示し、新旧の用語を併記した。8)
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表１ 先天色覚異常の分類と新旧名称の対照 8)
L 錐体

M 錐体

S 錐体

名称

（赤錐体）

（緑錐体）

（青錐体）

（括弧内は旧名称）

○

○

○

×

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

○

×

○

○

○

×

○

○

○

×

△

○

○

○

△

○

○

○

△

正常色覚
杆体 1 色覚
（杆体１色型色覚）
1 色覚
錐体 1 色覚

（全色盲）

（錐体１色型色覚）

1 型２色覚
（第１色盲）
2 型２色覚

2 色覚

（第２色盲）

（２色型色盲）

３型２色覚
（第３色盲）
1 型 3 色覚
（第１色弱）
２型 3 色覚

異常３色覚

（第２色弱）

（異常３色型色覚、色弱）

３型 3 色覚
（第３色弱）

※ ○・・・正常、△・・・正常ではない（分光感度がずれている）、×・・・働いていない

実 験
アイマークレコーダの測定範囲にモニタ画面全体が入るように、被験者には液晶モニタ（ソニー㈱，
BRAVIA，KDL-32F1）から 1.3m の距離で画面の中央と眼が同じ高さになるように調節した位置に着席さ
せた。
被験者には液晶モニタにより１つの画像を提示し、このときの視線の動きを。アイマークレコーダ（㈱ナ
ックイメージテクノロジー，EMR-8）により測定した。また、実験後、被験者に自由記述形式で画像を見た
印象を記録させた。被験者は、色覚に異常のない大学生、男子1 名、女子17 名の合計18 名（20～22 歳）
である。
提示した画像は図１のような風景画像 9）とこの画像を画像処理ソフト Vischeck (Ver. 1.013）)を使用して２
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型２色覚と1色覚に相当するシュミレーションをした画像（図２、図３）の 3種類であり、一人の被験者にはこ
れらのうちのいずれか１枚のみを提示した。したがって、１種類の画像について６人ずつの被験者を割り
当てている。

図１ 元の風景画像

図２ ２型２色覚に相当するシュミレーションをした画像
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図３ １色覚に相当するシュミレーションをした画像

結果と考察
被験者が画像提示後最初に見た注視点から 10 点目までの注視点を検出し、各画像に●でマークした。
図４から図６は提示画像が図１から図３の場合について、各６名の被験者の注視点を 10 点ずつ重ねたも
のである。なお、注視点には視線が 0.2 秒以上留まっていた位置とした。

図４ 元の画像による注視点
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図５ ２型２色覚に相当するシュミレーションをした画像による注視点

図６ １色覚に相当するシュミレーションをした画像による注視点
また、風景画像を図７のように①から⑦の７つのエリアに分け、それぞれのエリアについて、画像加工な
し（元画像）、２型２色覚のシュミレーション画像、１色覚のシュミレーション画像の場合の注視回数（６人の
被験者の注視点の合計）を調べた。図８から図 14 はエリア毎に各シュミレーション画像の注視回数をグラ
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フにしたものである。

図７ エリア①から⑦の画像中の位置

図８ エリア①の注視回数
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図９ エリア②の注視回数

図 10 エリア③の注視回数

図 11 エリア④の注視回数
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図 12 エリア⑤の注視回数

図 13 エリア⑥の注視回数

図 14 エリア⑦の注視回数
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視線計測に基づいた注視回数の分析によれば、注視回数が 18 回と元の画像で最も目を引いていたエ
リア①の赤い看板は、2 型 2 色覚処理では 10 回、1 色覚処理では 4 回と大きく減少している。一方、明る
いけれども情報量の少ないエリア②の街灯は、元画像や 2 型 2 色覚処理の画像では注視回数が 2 回と
少ないが、1 色覚処理では 6 回と比較的多くなっている。こうした結果から、色覚の異常によって、注目す
る（目を引く）ポイントが変わってくることが想像される。
さらに、被験者の感想から、2 型 2 色覚処理の画像で「全体的に青色と黄色が多く感じる」や「全体的に
ぼやけた印象を持った」との報告が見られ、色覚の異常によってコントラストが低下して見えていることが
想像される。絵画等では色調が強調されて描かれることが多いため、色覚異常の子どもが描く場合には
色間違いの他に色調がより強調されて描かれることにつながるのではないかと考えられる。
本報告では色覚のバリアフリー面ではなく「見え方の理解の可能性」に主眼をおいており、この観点か
ら結果をまとめると以下のようになる。
１）注視点が変わる
通常色覚ではコントラストや彩度が高い赤色に視線が集まるが、2 型 2 色覚では赤色の優位性は低くなる。
また、1 色覚ではコントラストの高いところに視線がより集まる傾向がある。
２）彩度の強調
色覚に異常がある場合、絵画等では色相の変化が注目されがちであるが、彩度やコントラストが強調さ
れることも多いと考えられる。
色覚異常の体験を行う際には、バリアフリー面での観点の他に上の２つの観点を取り入れた体験を行う
ことにより、色覚に異常がある子どもの理解にもつなげられる可能性がでてくると思われる。

まとめ
色覚異常のシュミレーションについては特殊なメガネを使用する方法もあるが、高価であり教育現場で
は簡単に導入ができない。画像処理を利用したシュミレーションは画像を取り込んで加工する手間がか
かるものの安価であり、多くの人数で画像を共有して体験できる利点がある。色覚異常のシュミレーション
に使用できる画像処理ソフトは、本報告で使用した Vischeck の他にも複数あり、フリーで提供されている
ものもある。さらに Windows、MacOS、iOS 等多くのプラットホームで利用できる。10）
iPad 等の情報端末を利用することは、色覚に異常を持つ子どもの絵画等を通常色覚だけでなく色覚異
常シュミレーションによる視点でもその場で簡単に確認できるため、教育面で高い効果を上げられること
が期待される。これらにより、色覚に異常がある子どもが不利になる状況を多少とも改善できることを期待
したい。
おわりに卒業研究時に本報告で使用した視線データの計測していただいた卒業生の喜渡智恵さんに
深謝いたします。
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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 （2） ――
林延哉＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

Graphical-Analytical Investigation of Kamishibai Storycard Pictures: An Experimental Application of “Shotby-shot Analysis” (2)
Nobuya HAYASHI

キーワード：紙芝居，ショット分析，教育紙芝居, 高齢者向け紙芝居

林（2016）で筆者は紙芝居の分析に於いて一枚の絵毎の分析に中心が置かれ、ショットのサイズやその連続、それと物語
の進行との関連などに関する分析が脇に置かれがちなことを指摘し、そこに焦点を当てた分析の試みとしての画像分析を
行ったが、取り上げた作品が 2 作品に過ぎず、また発行年代も古いものであった。そこで本論文では、先の論文では取り上
げなかった近年の作品として『おひるねですよ』『どこへいくのかな』『金色夜叉』の 3 作品を対象にその分析を行った。分析
に当たっては絵 1 枚を 1 ショットと捉えシーン、シークエンスとの関連に着目してショット分析を行う方法を取った。結果として
『おひるねですよ』は 1 枚 1 シーンを基本として起承転結に標準的な枚数を割り当て手堅い作りとなっているが構図に類似
したものが多く演者の演技力が問われる作品であること、『どこへいくのかな？』は 3 枚の絵を 1 つのショットを構成するのに
使うという手法で「転」への盛り上がりを生み出していること、『金色夜叉』では 1 つのシーンに 5 枚の絵を費やし、登場人物
の大きさや視点の移動によって登場人物の激しい動きを観客に予想させる手法が用いられていること等が明らかになった。

目的
現在、紙芝居は、幼児の保育・教育場面のみならず、特別支援学校での教育教材、高齢者ケア、
防災教育や平和教育、留学生との交流等様々な場面に利用されている。
林（2016）において筆者は、紙芝居の画像分析を、特に紙芝居のシネマトグラフィ的側面 1)（長
谷川・榎津 2010）に着目し、ドキュメンタリー映画等の映像作品に於けるショットサイズに関する
遠藤（2013）のデクパージュモデルを援用しつつ行った。
――――――――
*茨城大学教育学部
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紙芝居の利用の際には市販の紙芝居が用いられる場合も多いが、自作の紙芝居が用いられること
も多い。昨今の傾向として、教育・療育・ケアの場面だけでなく、地域の特徴や特産の広報、土地
の民話・伝承の紙芝居化、あるいは地元の戦争体験者の体験の紙芝居化、被災体験の紙芝居化等、
各々の場所・地域に特徴付けられた素材の紙芝居化も盛んになってきている。
こうした自作紙芝居は、題材の選び方、プロットの作り方、場面割り、絵作り、台本等、内容や
利用方法に即して自由に作ることが出来るという長所がある。市販の紙芝居の多くは、印刷上の都
合等から 12 枚、或いは 16 枚等の枚数の制限があり、それを前提に場面割りやプロットの構成も行
われている。かつての街頭紙芝居は、1 巻当たりの枚数は 10 枚程度という目安があったが、ひとつ
の物語が何巻で完結するのかは物語の人気次第であり、結果としてひとつの物語が何枚の絵で描か
れるのかは、完結してみないと分からないというのが実情であった。そのため、現在の市販の紙芝
居（や、当時街頭紙芝居との対比で「教育紙芝居」と呼ばれた印刷紙芝居）とは異なる絵作りが行
えていた。
堀尾（2015）は、プロットの構成として、
「紙芝居は演劇や映画のように長い時間、たくさんの人
物を登場させて構成していくものではなく、たかだか 12 場面（10 分）から 16 場面程度です。性格
も事件も明確に認識させるために、一にシンプル（簡明）二にも三にもシンプル、シンプルという
のが劇の場合でもいわれていますが、紙芝居はなおさらです」と述べて、単刀直入に物語の中に入
っていく筋の構成が必要だと述べている。
が、一方で「紙芝居は演劇や映画と同じで、行動とせりふで進めるので内面描写は苦手」であり、
「紙芝居は、作者のいわんとする目的（主張）へ向かって、登場人物と事件を通じて劇的に進行し、
十分納得できる解決に至るシナリオと、ドラマチックな絵の描き方（ロング、バスト、アップなど
の構図、整理と省略と遠目の効く手法）による絵と協同し、実演という演出力によって相乗されて
効果をあげる一形式」とも言っている。
枚数の制限から、筋立てはシンプルに、かつ無駄なく物語に切り込んでいくようなものが求めら
れるが、その絵による表現には「ドラマチックな絵の描き方」が必要だと言うことである（ドラマ
チックな絵の描き方の説明に用いられている「ロング」
「バスト」
「アップ」等の言葉は、映画のシ
ョットの構図を指す際の言葉を意識して用いたものであろう）
。手作り紙芝居の場合は、枚数の制限
は緩和されるため、筋立ても工夫する余地が生まれてくるし、勿論「ドラマチックな絵の描き方」
もより一層工夫が可能になってくる。
林（2016）では、こうした状況を背景としながら、紙芝居の分析においてしばしば一枚の絵毎の
分析に中心が置かれ、ショットのサイズやその連続、それと物語の進行との関連等に関する分析が
脇に置かれがちなことを指摘し、そうした点に焦点を当てた分析の試みとして上述した画像分析を
行った。
しかし先の論文では、取り上げた作品は『黄金バット 怪タンク出現 No. 16』
（鈴木一郎作・加
太こうじ絵）と『蜘蛛の糸』
（芥川龍之介原作・鈴木景山構成・羽室邦彦絵）の 2 作品のみであった。
『蜘蛛の糸』は 1984 年に発行された復刻版を用いたが元々は 1942 年の作品であり、加太こうじの
『黄金バット』も 1940 年代後半から 50 年代にかけての紙芝居ブームの時期の作品である。
古典的な教育紙芝居と街頭紙芝居から 1 作品ずつを取り上げたものであるが、分析方法の妥当性
を検討するには、取り上げた作品が少な過ぎるということは否めず、分析数の追加やタイプの異な
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る作品の分析が今後の課題として挙げられた。
本論文は、先の論文に引き続き、紙芝居のシネマトグラフィ的側面に着目し、デクパージュモデ
ルを援用しつつ、前回とは異なるタイプの紙芝居の画像分析を試み、分析手法の妥当性の検討を継
続して行うものである。

方法
今回は、3 作品を取り上げることとした。内田麟太郎（脚本）
・市居みか（絵） の『おひるねです
よ』
、堀尾青史（作）
・久保雅勇（画）の『どこへいくのかな？』
、尾崎紅葉（原作）
・サワジロウ（脚
本・絵）の『金色夜叉』の 3 作品である。
『おひるねですよ』は 2016 年の発行、
『どこへいくのか
な？』はオリジナルは 1971 年の発行（分析には 2015 年に発行された復刻版を使用）
、
『金色夜叉』
は 2012 年の発行である。
詳細は各作品の分析の節で述べるが、
『おひるねですよ』は近年発行された作品であり、2017 年
に第 55 回五山賞奨励賞を受賞しており、最近の幼児向け紙芝居の一例として取り上げた。
『どこへ
いくのかな？』は 1971 年発行の比較的古い作品であるが、教育紙芝居分野の理論的指導者であり作
家でもあった堀尾青史の作品であり、同じ絵を使って二巡演ずるという独自の構成をもった作品で
あることで取り上げることにした。
『金色夜叉』は前 2 作と異なり、高齢者を対象として制作されて
おり、芝居や映画でよく知られた物語を取り上げ、絵も街頭紙芝居風に仕上げられている。高齢者
ケアへの紙芝居の利用という新しい傾向を前提にした作品であり、近年の紙芝居の方向性を示す作
品のひとつとして取り上げた。
分析にあたっては林（2016）で用いた、遠藤（2013）のショット分析表を参考とした分析表を作
品毎に作成し、内容を検討した。1 つの絵を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るという映像作品の考え方を援用しつつ、絵
の連続によって物語が進行するという特性に重点を置いた作品内容の検討を行った。
ショット分析表は、各ショット毎に、
「絵」
「裏書」
「裏書から算出した提示時間」
「ショットに関
して：ショット内容・登場人物数・ショットサイズ・デクパージュ（ショット配列）
・構図・アング
ル・ポジション・カメラワーク・レンズワーク・色彩・文字・音声」
「シーン」
「シークエンス」
「物
語構成」
「備考」等を記せるようにした 2 次元の表であるが、本論文では各作品毎にシークエンス・
シーン・カメラワーク・ショット配列・ショットサイズのみを記した要約表を掲載した。
デクパージュは、
ショットサイズを記号の多寡という視点から整理し直したもので
（遠藤 2013）
、
記号の数は多いが記号間を関連付けて説明するための情報が不足していて大枠でしか意味が読み取
れない状態になっている設定配列、個々の記号が判別できる程度の数に収まっていて、互いの関係
性がはっきりと理解できるよう描かれている連関配列、記号の数が抑えられ空間の一点を強調した
り特定の人物の心理的な状態を描き出す場合に用いられることの多い限定配列、の 3 つに分けて考
えるものである。人数、人間の身体部位、風景等から用語的にも混用して用いられる従来のショッ
トサイズに関する表現を再定義するものである。今回の分析に際しては、このデクパージュと従来
のショットサイズの両方の観点を共に用いている。

- 309 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

分析
作品 1 『おひるねですよ』

『おひるねですよ』は、2016 年に発行された紙芝居で、脚本内田麟太郎、絵一居みか、出版は童
心社、全 12 枚の作品である 2)。
ストーリーは、ある昼下がり、三つ子がお昼寝をする、そばで一緒におかあさんもお昼寝を始め
る、イヌもネコもお昼寝を始める、時計も眠ってしまう、イヌの寝言で目がさめるが、また皆ねむ
ってしまう、
というある昼下がりのお昼寝の情景を描いたものである。
特徴は、
「ぐー ぐー ぐー」
「ひゃ ひゃ ひゃ」
「しの しの しー」
「ごは ごは ごー」のようないびきを表す擬音語が台
詞の中心を占め、その音を渦巻きや波線と言った線を使って表現しているところにある。
この作品は、2017 年に第 55 回五山賞の奨励賞を受賞したが、受賞理由は、次のように述べられ
ている（片岡 2017）
。
ママと 3 人の子どもたちとペットの犬と猫がそろってお昼寝。日中の眠気を誘うけだるさ
を明るい黄色を基調としたパステル調の色彩で表現し、デフォルメしたユーモラスなキャ
ラクターの造形と、それぞれのいびきをキャラクターごとにさまざまに形象化したところ
がこれまでにないユニークさを持つと高い評価を得た。奨励賞にとどまったのは、楽しい
いびきのオノマトペの合唱に見ている側も眠気を引き込まれそうになったころ、ペットの
犬の寝言で全員があわてて目を覚ます場面の寝言に「朝だ！」という人語が使われた点に、
いびきのオノマトペで高まった新しい表現への期待感を逸らされた思いを審査委員が感
じたことによる。このコンビがもたらした子どもの身近な生活に取材したテーマ展開と楽
しい絵画表現は、ともすればルーテイーン化しがちな紙芝居表現に新しい試みを持ち込ん
だと言える。
即ち、受賞の要因は「子どもの身近な生活に取材したテーマ展開と楽しい絵画表現」の独自性が
評価されたことであり、その内容は具体的には、
・日中の眠気を誘う気だるさの表現（明るい黄色を基調としたパステル調の色彩）
・キャラクターの造形（デフォルメされユーモラスに造形されている）
・いびきの形象化（キャラクターごとのいびきを形象化している）
の諸点である。
一方、大賞を逃し奨励賞となった要因としては、作品の特徴であるオノマトペ中心の進行を徹底
できなかった点が指摘されている。いずれも美的役割を担うミザンセヌ的コードの在り方に関する
ものであり、シネマトグラフィ的コードに関するものではない。では、この作品のシネマトグラフ
ィ的な側面はどのようになっているであろうか。
物語は三つ子のお昼寝の間の出来事である。物語全編を通して場所の移動はなく時間も連続して
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いる。全体は 4 つのシークエンスに分けて考えられる。
第 1 のシークエンスは「三つ子がお母さんに寝かされる」シークエンスで、絵では 1 枚目から 3
枚目までがこれに該当する。
第 2 のシークエンスは「三つ子以外も皆寝る」シークエンスで、絵では 4 枚目から 8 枚目がこれ
に該当する。
第 3 のシークエンスは「犬の寝言に、皆が起こされる」シークエンスで、絵では 9 枚目から 11 枚
目までがこれに該当する。
第 4 のシークエンスは「再び、皆が寝る」シークエンスで、絵では 12 枚目がこれに該当する。
この 4 つのシークエンスは、物語の構成としては、第 1 シークエンスが「起」
、第 2 シークエンスが
「承」
、第 3 シークエンスが「転」
、第 4 シークエンスが「結」に該当する。第 1 シークエンスで、
三人の子どもがお昼寝の時間になってお母さんに寝かされる。第 2 シークエンスでは、三人の子ど
ものお昼寝につられてお母さんも居眠りを始めてしまい、その他に犬も猫も、時計も昼寝を初めて
しまう。第 3 シークエンスでは、突然犬が「あさだー！」と叫んで、他の者たちは驚いて跳ね起き
る。が、それは犬の寝言だった。第 4 シークエンスでは、それが犬の寝言だったことが分かって、
皆が再びお昼寝を始めて物語が終わる。
ちなみに堀尾（2015）は、12 枚物の紙芝居の場面割を、世阿弥の「序破急」を援用しながら「は
じまり」
「できごと」
「終わり」に分けている。その上で、
「はじまり」を「序の一段」
、
「できごと」
を「破の一段」
「破の二段」
「破の三段」
、
「終わり」を「急の一段」に分け、
「序の一段」に 1 枚、
「破
の一段」に 3 枚（2 枚目〜4 枚目）
、
「破の二段」に 4 枚（5 枚目〜8 枚目）
、
「破の三段」に 3 枚（9 枚
目〜11 枚目）
、
「急の一段」に 1 枚（12 枚目）を割り当てる場面構成を例示している。
これに即して本作品を見ていくと、
「序の一段」は表紙となり、三つ子がお昼寝をするようにお母
さんに言われる場面、
「破の一段」は三つ子が寝付き、その横でお母さんも居眠りを始める場面、
「破
の二段」
は、
三つ子とお母さんが寝ていると犬も猫も時計も一緒に居眠りを始める場面、
「破の三段」
は、犬の寝言で皆が起こされる場面、
「急の一段」は、再び皆がお昼の眠りに落ちていく場面、とい
うことになり、堀尾の提案する場面割に合致した構成になっている。
所謂「起承転結」の構成から考えても、堀尾の「序破急」の構成から考えても、12 枚物の紙芝居
として、標準的、或いは典型的な場面構成に成っていると考えて良いであろう。
第 1 シークエンスは 3 枚の絵から構成されているが、これは 2 つのシーンから構成されていると
考えられる。第 1 シーンは「三つ子がお母さんに寝かされる」シーンであり、1 枚目と 2 枚目の絵
で構成されている。第 2 シーンは「寝付いた三つ子」のシーンで 3 枚目の絵がこれに該当する。
第 2 シークエンスは 5 枚の絵から構成されるが、これは 4 つのシーンから構成されていると考え
られる。最初のシーン（第 3 シーン）は「お母さんも寝てしまう」シーンで 4 枚目と 5 枚目の絵か
ら構成されている。
その後は 1 シーン 1 枚の絵で構成されているが、
第 4 シーンは
「犬と猫も眠る」
、
第 5 シーンは「時計も眠る」
、第 6 シーンは「皆眠っている」シーンである。
第 3 シークエンスは 3 枚の絵から構成されているが、これも 1 枚 1 シーンで、
「犬が寝言を言う」
シーン、
「犬の寝言で皆が目を覚ます」シーン、
「犬が寝ていることを皆が確認する」シーンから構
成されている。
第 4 シークエンスは絵 1 枚で構成されていて、その内容は「皆が眠っている」シーンである。
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12 枚のそれぞれの絵は、ひとつのショットとして考えられる。これに遠藤（2013）のデクパージ
ュモデルを当て嵌めると、1 枚目は設定配列、2 枚目から 8 枚目は連関配列、9 枚目は限定配列、10
枚目から 12 枚目は連関配列と考えられる。
設定配列は、大枠でしか意味を読み取れない状態のショットであり、状況を一括りにする方法を
見出してそのように理解するしか無い場面、登場人物の社会的背景や、出来事が起きる場所を設定
するようなショットである。1 枚目の絵は本作品の表紙で、タイトルとともに主要登場人物である
三つ子、犬、猫を描き、三つ子がおもちゃで遊んでいる様子も提示している。これは登場人物や出
来事の起きる場面の説明をしているショットと言うことになる。また、ここで「げんきな三つごで
す」という地の文が語りだされ、お母さんの「おひるねですよー」という台詞が語られることで、
三人の子どもが昼間、お家で遊んでいる場面、ということが観客に伝えられる。
この後は、競争で布団に入る三つ子（2 枚目）
、布団に入って寝ている三つ子と寝かせつけたお母さ
ん（3 枚目）
、居眠りを始めるお母さん（4 枚目）
、いびきを書いている三つ子とお母さん（5 枚目）
、
眠っている犬と猫（6 枚目）
、眠っている時計（7 枚目）
、いろいろないびきをかきながら眠っている
三つ子とお母さんと犬と猫と時計（8 枚目）という、
「誰が具体的にどのような作業をしているのか」
を示す典型的な連関配列になっている。観客にとって何が起きているのかが最もよく分かるショッ
トである。
9 枚目は犬の顔のクローズアップになっている。喉の奥まで見える大きな口を空けているが、よ
く見ると目は瞑ったままで、実はこの犬が寝ていることを伏線として示している。このシーンの台
詞は、犬の「あさだー！」であり、それまでの物語を一気に転換させる犬の叫びという一点を強調
するショットになっている。これは、犬が叫んだと言うことを描いた限定配列である（既述の通り、
瞑った目という眠りを表す伏線的な表現も含まれている）
。
10 枚目は犬の叫び声に驚く他の登場人物、11 枚目は犬の様子を覗いて確かめている登場人物、12
枚目は再び昼寝を続けている登場人物という登場人物の作業を示す連関配列になっている。
したがって、1 枚目で状況設定を行い、その後は時系列にそって起きた出来事を分かりやすく順
番に描き、物語の転換点で、そのきっかけとなった行為を口を大きく開けた犬の正面からのクロー
ズアップという特徴的な画面で強調し、その後は再び出来事を分かりやすく描いて終結するという
構成になっているのがこの作品であるということになる。
紙芝居の場合、基本的には 1 枚の絵が 1 ショットと考えられる。枚数の制限から、1 枚の絵が 1
ショットであり且つ 1 シーン、長い物語になるとそれが 1 シークエンスともなる。が、先にこの作
品では、1 枚目と 2 枚目（第 1 シーン）
、4 枚目と 5 枚目（第 3 シーン）は、それぞれ 2 枚の絵で 1
シーンを構成しているとした。これについてより詳細に検討をする。
1 枚目は先にも書いたように主たる登場人物である三つ子が遊んでいる光景を、情報から見下ろ
すような（俯瞰）描き方で描いている。ここでお母さんの「おひるねですよー」
、子どもたちの「は
ーい！」という応酬があり、
「あやこが、いちばん！」
「ゆうたが、いちばん！」
「かおりが、いちば
ん！」という三人の布団に入る競争が始まる。2 枚目には三人の子どもがフルショットで並んで描
かれているのだが、1 枚目を絵を「途中まで抜いて止める」という抜き方を使って、この三人の姿
を、それぞれのセリフと伴に一人ずつ順番に見せていく。
これは 1 枚目の、三人が遊んでいる光景を俯瞰的に捉えた構図から、それぞれの子どもにズーム
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インした、或いは「寄った」ショットとなっている。三人それぞれに寄っているのだが、紙の枚数
的には 1 枚だけを使用して、途中まで抜いて止める抜き方によってショットの切り替えを生み出し
ている。つまりこの 2 枚で 4 ショットを作り出し、三人の登場人物を強く印象づけている。
ただし、このような物語冒頭のシーン構成にも関わらず、この後、
「あやこ」
「ゆうた」
「かおり」
というそれぞれに名前を持つ三人の登場人物が、
個々の人物として活躍する場面はない。
この後は、
お母さんや猫と共に「みんな」と呼ばれるだけである。
4 枚目は子どもを寝かしつけている内に自分も眠くなってしまったお母さんが居眠りを始めた様
子を描いたショットになっている。お母さん一人を描くワンショットであり、布団に隠れた腰から
上あたりを画面中央に据えて描いている。
5 枚目は、そのお母さんを子どもたち 3 人が寝ている布団の、向かって左側隣に置いて 4 人が寝
ている様子を描いている。これは、4 枚目のお母さんに寄ったショットからズームアウトしてそれ
が寝ている子どもたちの横であるという位置関係を示すショットへと連続的に変化したものと捉え
られ、4 枚目の「眠い」というお母さんの情況描写———地の文でも「おかあさん、つかれていたんで
すね。
」とお母さんの心情を語っている———から、いびきをかきながら子どもたちの隣で寝ているお
母さんという客観的な状況描写へと描画内容が変化したと言える。デクパージュとしてはいずれも
連関配列としたが、4 枚目をお母さんの心情を描く限定配列、そこから状況を説明する連関配列へ
とズームアウトするカメラワークと考える事も出来る。
11 枚目の絵も特徴のある構図が用いられている。画面全体が二分割されて、左側に寝ている犬の
全身、右側にその様子を見ている三つ子、お母さん、猫、時計が描かれている。全編を通して登場
人物が横から描かれるのはこの絵のみである。この絵では寝ている犬を他の登場人物が覗き込んで
いる、
という様子になっているが、
犬の寝ている横に登場人物が位置してその様子を観察している、
というわけではない。特に位置関係は示されず、画面が二分割されて犬の様子と、他の登場人物の
様子が左右に割り振られて描かれている。他の全ての絵が上からの俯瞰になっているのに対して、
この絵のとりわけ右側画面は側面からのアイレベルのショットとなっていて、犬以外の登場人物が
「起き上がっている」様子をより一層際立たせている。
「叫ぶ犬」→「慌てふためく登場人物たち」
→「寝ている犬／起きて犬を覗き込む他の登場人物」という、
「転」に相応しい変化に飛んだ連続を
示すシーンになっている。
ここまで述べてきたことをまとめたのが表 1 である。
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

表 1『おひるねですよ』のシークエンス・シーン・ショット
絵

1

2

3

シークエンス 三つ子、お母さんに寝かされる
シーン

三つ子、お母さんに寝かされる

カメラワーク ズームイン
ショット配列 設定

4

5

6

7

8

三つ子以外も皆寝る
寝付いた三つ子

お母さん、寝てしまう

9

10

連関

連関

12
再び、寝る

時計も眠る

皆、眠っている

犬、寝言を言う

犬の寝言で、皆、 犬が寝ていること 皆、また寝る。
目を覚ます
を、皆が確認する

連関

連関

連関

限定

連関

ズームアウト
連関

11

犬の寝言に、皆起こされる
犬と猫も眠る

二分割
連関

連関

連関

9 枚目から 11 枚目にかけては、確かに変化に飛んだショットの連続になっているが、しかし、こ
の作品の全体を通してみると、類似したショットサイズ、構図が連続して、単調な印象は否めない
のも事実である。
1 枚目・2 枚目・3 枚目・5 枚目・10 枚目・12 枚目はいずれも三つ子、あるいはそれにお母さんが
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加わったグループショットであり、画面の横半分から下を布団が占める構図（3・5・10・12 枚目）
か、それとほぼ同様の人物の大きさの絵になっている。1 枚目の三つ子はそれぞれ異なる向きで全
身が描かれているが、その他の絵はいずれも三つ子、お母さんは横並びに並んでいる。カメラアン
グルも正面からの俯瞰になっている。
4 枚目はお母さんひとりの絵になっているが画面下半分が布団であるのは、上の絵と同様である。
8 枚目・11 枚目に描かれている三つ子やお母さんの顔の大きさも上に挙げた各絵とそれほど変わら
ない。つまり、同じ固定した位置から見た登場人物の様子が描かれている絵が連続している。
五山賞奨励賞の受賞の際に評価されたオノマトペの形象化は、波線や渦巻きと言った描線で画面
を埋め尽くすようにして表現されている。登場人物が寝始めてからの場面では、どの絵にもいびき
を表す線が描かれている。様々ないびきが、寝ている空間を満たしている状況を視覚化しようと試
みたものである。これは確かに音声の具象化としてユニークな試みであるのかもしれないが、絵と
してはその描線が何を表しているのかは勿論分からない。台詞として用意されている「ぐー ぐー
ぐー」や「ひゃ ひゃ ひゃ」
、
「すや すや すー」が語られることによって、その描線がいびき
を表現していることが理解される。
いびきはこの作品の台詞の中心であり、3 枚目・4 枚目・5 枚目・6 枚目・8 枚目・11 枚目ではい
びきの擬音が台詞の中心となって含まれている。
ショットサイズ・構図的に類似した絵の連続であること、擬音表現が多用されているということ
というこの作品の特徴からは、この作品の面白さの重点が、演技者の演技、あるいは演技者と観客
との日常的な関係に依拠するところが大である可能性を窺わせる。
擬音表現の面白さ、あるいは、例えば日頃良く知っている保育所・幼稚園等の先生が面白い音の
発声を交えて紙芝居を実演してくれることの面白さ、そうした面白さがこの作品の眼目と言える。
いびきの描線による表現も、いびきの声の演技があることで、画面を楽しげに、あるいは騒がしげ
に見せる効果を引き出すものであり、単なる視覚的記号としてはそこからいびきを想起することは
難しいし、絵に書き込まれた模様以上の存在にはならない。
最後に画面の色彩の使い方であるが、
全般を通して黄色が基調である。
表紙の背景も黄色であり、
黄色の背景以外であっても、オレンジや緑といった黄色を含んだ背景が用いられている絵を含める
と、全体を通して印象に残る基調の色は黄色になる。
ただし、背景の色使いによってキャラクターの覚醒水準を表現しており、覚醒状態を表すオレン
ジ、まどろみ・睡眠の状態を表す黄色から緑、比較的深い眠りを表す青、と言った色の使い分けが
なされている。物語が進むにあわせて背景色は、オレンジから緑、黄色、グレーや青と、少しずつ
睡眠レベルが深くなっていく。そして 9 枚目では黄色（睡眠）に縁取られた犬がオレンジ色（覚醒）
の背景色の真ん中で大きく口をあけて寝言を叫ぶ。起きているかのように寝言を言っている犬を表
している。7 枚目・8 枚目の青系統の背景から、突如オレンジの背景色に変化するわけだが、10 枚
目では緑と黄色の上下分割、11 枚目は青と緑の左右の分割（寝ている犬の背景は青、その犬を覗き
込んでいる他の登場人物たちの背景は緑）
、そして 12 枚目では再び黄色と、登場人物の状態の変化
に併せて背景色を規則的に変化させている。
赤から黄色、青まで色相環を辿る変化を見せているが、全体としては黄色を基調とした同系色の
連続の印象が強く残り、全体を通してみると単調な印象も受ける。

- 314 -

10

（うさちゃん）「あいたたっ。」

（うさちゃん）「いつも ここへ くると つまづ

た。

いたいよー。

うさちゃん いしに つまづいてころんじゃいまし

いて ころんじゃう。

林：紙芝居の画像分析に関する研究:
いたくて いたくて なみだが でそう。
あしたから ショット分析の応用（2）
きをつけなくちゃ。

11

（ぬきながら）
ところが、どうでしょう。

それより いしを かたづけたほうが いいね。」
（ぬきながら）

うさちゃん にっこり。

うさちゃん にこにこしました。

（うさちゃん）「あっ！」

にこにこ

ほーら きこえる きこえる、みんなの よんでる

にこにこ
こえが。
全体として、1 枚 1 シーンを基本として、時系列にそった起承転結をオーソドックスに割り振っ
うさちゃん ちっとも いたがらないしなかない。
（みんな）「うさちゃーん、うさちゃーん、がんば
なぜかしら。

れー。」

なぜでしょう。
うさちゃん げんきよく かけだしました。
て構成し、転の部分の盛り上がり、全体の流れとしての色彩計画も手堅く行われているが、構図的
それはね、とても いい ことが ほらすぐそこに
（ぬく）
あるんだ。

（ぬく）
に類似したものが多く全体としては変化に乏しい演出になっており、また擬音を中心とした台詞か
12
（みんな）「うさちゃーん。」
（みんな）「うさちゃーん、はやく おくれちゃう
らも、演者の演技力、演出に依拠する部分の多い作品となっていると言える。
（みんな）「はやく おいで、まってたよー。」
よ。」
（みんな）「うさちゃん あそぼうよ。」

（うさちゃん）「うわぁ おくれそうに なっちゃ

ようちえんへ きたんだものね。

みんな しんぽいして くれて ありがとう。あし

たくさん おともだちが まって いる○○ほいく／ った。
うさちゃん うれしくて うれしくて たまらな

い。
作品 2 『どこへいくのかな？』
○○ほいく／ようちえん
ね。

みんなも だいすきだよ

たから はやく おきて いちばんに くるよ。」

うさちゃん だいすきな ○○ほいく／ようちえん
へ げんきよくつきました。よかったこと。
（おわり）

『どこへいくのかな？』は、作・堀尾青史、絵・久保雅勇による全 12 枚の作品である。1971 年
表2

に童心社より出版され、第
10
回の高橋五山賞作家賞を受賞している。今回の分析には、2015
年に
1
2
3
4
5
6
7
8
9
絵

10

11

配列（数値）

子どもの文化研究所によって発売されたはがき大の復刻版を使用した。
配列
限定配列
限定配列
連関配列
連関配列
連関配列
連関配列
連関配列
登場人物数

1

1

1

0

1

0

連関配列

限定配列

1

連関配列

1

限定配列

1

うさちゃん、起きる
かけるうさちゃん
パン屋さん
かけるうさちゃん
ジュース屋さん
かけてくるうさちゃん
ころぶうさちゃん
ストーリーは、目覚めたうさちゃんが飛び起きて、パン屋さんやジュース屋さんの前を通って保

1

シーン

カメラワーク

クローズアップ

シークエンス

うさちゃん、起きる

クローズアップ（や フルフィギュア

クローズアップ（パ クローズアップ

クローズアップ（ジ ロング

フルフィギュア

バストショット

フルフィギュア

育園（或いは幼稚園、裏書では実演する保育園・幼稚園の実際の名前を入れるようになっている）
や引く）
ン）
ュース）
保育園に向かう、うさちゃん

うさちゃん、ころぶ

まで一目散にかけていく、そうして着いた保育園で歓迎される、というシンプルなものである。
構図

表 2 は、本作品のシークエンス・シーン・ショットの表である。

起承転結
序破急

表 2『どこへいくのかな』のシークエンス・シーン・ショット
絵

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

シークエンス

うさちゃん、起きる

保育園に向かう、うさちゃん

シーン

うさちゃん、起きる

かけるうさち

カメラワーク

クローズアップ クローズアップ フルフィギュア クローズアップ クローズアップ クローズアップ ロング
（やや引く）
（パン）
（ジュース）

フルフィギュア バストショッ
ト

フルフィギュア バストショッ
ト

ミドル（俯
瞰）

ショット配列

限定

連関

連関

連関

限定

ゃん

連関

パン屋さん

連関

かけるうさち
ゃん

連関

ジュース屋さん かけてくるうさちゃん

連関

連関

うさちゃん、ころぶ

うさちゃん、

ころぶうさち

うさちゃん、

ゃん

限定

かけるうさち
ゃん

限定

保育園に着く
迎えられる

プロットの構成は、
『おひるねですよ』と同様に起承転結の構造で把握することが出来る。
最初のシークエンスは 1 枚目と 2 枚目が該当する。主人公のうさちゃんの紹介を兼ねて、うさち
ゃんが飛び起きて出かけるまでを描いている。
特徴的な表現として、まず 1 枚目は、うさぎの耳（横になっている）へのクローズアップになっ
ている。台詞は「なんでしょう？ あてたら えらい」と意図的に全貌を見せていないことを明示
する。絵と問いかけで観客を一気に紙芝居の中へ引き込もうとする演出である。続く 2 枚目は明る
い表情のうさちゃんの顔へのクローズアップになっている。
「とびおきました」という台詞でそれま
でうさちゃんが寝ていたことを伝えるが、横になっている耳の絵の 1 枚目をピンと耳を立たせた 2
枚目につないで、
うさちゃんが起きる動作を省略しつつ、
その様子を想起させる繋ぎになっている。
物語の構成としては「起」に該当する。
続くシークエンスは物語の構成として「承」に該当するもので、3 枚目から 9 枚目がこれにあた
る。この第 2 シークエンスは、5 つのシーンによって構成されている。
3 枚目は駆けて行くうさちゃんをフルサイズで描いている。紙芝居の進行方向の規則に従って、
うさちゃんは向かって左方向に駆けて行っている。
4 枚目はパンの並んだ棚の一部へのクローズアップになっている。台詞は「うさちゃん パン か
いに きたんだ」とうさちゃんの目的の仮説を提示しつつ、
「あれあれ パン かいにきたんじゃな
かった」とその仮説を否定し、次のシーンへと繋いでいる。台詞には「うさちゃん」が登場するが、
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絵にはうさちゃんは登場しない。パン屋の陳列棚の一部分を描くだけで、絵と台詞の役割をはっき
りと分担させつつ、両者が相まって、パン屋を通りかかるうさちゃん、を描き出している。
5 枚目は再び駆けているうさちゃんを描いているが、絵はうさちゃんの下半身の左側面へのクロ
ーズアップになっている。台詞には「うさちゃんは とても はやい」とその速さを強調している
が、そのために絵としては脚を強調したとも考えられる。と同時に、3 枚目との構図に変化を付け
る意図もあったと考えられる。
6 枚目は、4 枚目と同じ構図でパンの代わりにジュースを並べて見せている。台詞も「ジュースを
かいにきたんだ」と受けつつ「おやおや。どうでしょう。うさちゃんは、ジュースなんかしらんか
おで おみせの まえを かけて いきます」と、4 枚目と同様、うさちゃんの目的がジュースで
もないことを示して、
「ではうさちゃんはどこに行くのだろう？」という期待を持たせている。
7 枚目から 9 枚目で構成されているシーンは、この紙芝居の最も特徴的なショットの連続になっ
ている。この 3 枚はいずれも正面に向かって駆けてくるうさちゃんを描いているが、7 枚目は画面
中央奥に小さく描かれているうさちゃんが、8 枚目ではフルフィギュアのサイズで中央に描かれ、9
枚目ではバストショットで画面いっぱいにうさちゃんの胸から顔にかけてが描かれている。楽しげ
な表情もはっきりしている。
この 3 枚は、謂わば正面に据えられたカメラに向かってうさちゃんが駆けてくるという動きを 3
枚に描き分けたものであり、3 枚の絵でひとつのシーン、あるいはショットそのものを構成してい
ると言える。どんどんとこちらに迫ってくるうさちゃんの姿を動的に描出している、いわゆる「映
画的」とされる表現のひとつである。
台詞は「えっさ えっさ、ぴょんとこ ぴょんとこ」が 3 枚とも繰り返されている。当該部分の
演出ノートでも「小さな声で（遠くからだんだん近づいてくるので、⑧⑨場面でこのくりかえしの
声がだんだん大きくなるところと、リズミカルな楽しさが演出の生命です）
」と、絵の表現を音声で
もサポートするよう指示されている。
12 枚という枚数制限の中で 3 枚をこのひとつの動きを描くのに費やすというのはある意味では
大胆な選択であるが、
「転」にあたる 10 枚目への導入としては効果的である。
第 3 のシークエンスは、転ぶうさちゃんの場面になる。9 枚目で楽しげな表情が画面一杯にクロ
ーズアップされたうさちゃんだが、10 枚目では突如石に躓いて転んでいる。
うさちゃんの右側面のフルショットになっていて、仰向けに転がっている。3 枚目、5 枚目と右か
ら左に向かって走っているのだが、もしもそのまま石に躓けば、頭を画面向かって左側に置いた状
態でうつ伏せに倒れるのが普通であろう。石に踏み上げて仰向けに転んでしまったとすれば、頭も
向かって画面右側に置いて仰向けに転ぶのではないかと思われる。向かって右から左に走っていた
うさぎが石に躓いて実際に描かれているように転ぶためには、まず石に躓いて前のめりになり、次
いで顔面が地面に激突するのを避けて体を捻り、柔道の受け身よろしく背中で地面に転ぶことにな
るが、それにしては添えられた流線にひねりが入っていないため、そのような動作で転んだとは思
われない。ここで体の左ではなく右側から描いている意図ははっきりしないが、少なくとも 9 枚目
までの楽しげに走り続けているうさちゃんの行動が突如中断されたことを印象づけている。
11 枚目は下半身のみの 5 枚目とは対象的に、笑顔で走っているうさちゃんの横からのバストショ
ットであるが、この際のうさちゃんはふたたび右から左へ走っている。ここでも、ショットのつな

- 316 -

林：紙芝居の画像分析に関する研究: ショット分析の応用（2）

ぎとしては観客に若干の混乱を与えるものになっている。考えられることは、10 枚目がうさちゃん
の左からのショットになっているとあまりにも右から左への流れが強くなり過ぎるために、この転
んだ部分（起承転結の「転」にあたる部分）で、強い流れの停止を行うために、あえてこの構図を
取ったということであろう。
11 枚目のうさちゃんは、10 枚目で転んでいるにも関わらず、表情は楽しげでめげていない。その
理由は 12 枚目の「結」にあたる絵で判明する。
12 枚目は幼稚園の入り口にたどり着いたうさちゃんと、それを出迎える保育園／幼稚園児 5 人が
描かれた俯瞰ショットになっている。門を画面の中心に据えて、フェンスを左下から右上の対角線
に置き、右下からうさちゃんが駆け入り、左上から中央の門に向けて、園児 5 人が駆け寄っていく。
視点はうさちゃんの後ろの上部に据えられていて、フェンスの左側の園の奥行きを感じさせる構図
になっている。
「突然躓いて転んでしまう」ということは、この紙芝居の観客として想定されている年齢の子ど
もたちには、自分のこととしてその突発性や痛みを共感し易い出来事であろう。それをパン屋、ジ
ュース、と過ぎて、正面へズームアップしてきて「あっ！」と抜いた瞬間に転んでしまうという意
外な展開で提示するところ、3 枚を使ったズームアップでクライマックスに向けての盛り上げの効
果が工夫された作品になっている。
この作品の大きな特徴は、一枚の絵に対して 2 つの裏書きが用意されていることである。もちろ
ん裏書きが二種類用意されることは、必ずしも珍しいことではない。2 カ国語以上に対応したもの
や、低年齢の観客を対象とした場合と比較的大きな年齢の子どもたちを観客とした場合で言葉を変
えるようにふたつの裏書きが用意される場合もある。
しかし本作品の裏書きは、そのような同一の内容を観客に合わせて表現を変えるというものでは
なく、同一の観客に実演した際に、一度目の実演用と二度目以降の実演用とで別々の裏書きが用意
されている。すなわちひとつの紙芝居のセットに対して内容を異にした二種類の脚本が用意されて
いる。
作品に添えられた「作品のねらいと展開」
（武蔵野日赤保育園長青木みきによる）には「新しい試
みとしている点は、この作品を普通でも二回繰り返して演じるのです」とあり、連続して二度演じ
ることを想定して作られたことが分かる。一度目は淡々と演じ、二回目は「画面の中と子どもたち
が結びつくような、子どもたちが思い切って参加できるような進め方をしてゆきます」とあるが、
物語を知っているが故に子どもたちから出て来る先読みや掛け声などを意識的に取り入れる工夫が、
この一度目と二度目以降の脚本を用意することで為されている。
通園という日常的な題材、転ぶというアクシデントをクライマックスに据えたシンプルな起承転
結の構成、背景を省略して主人公のうさちゃんや、パン、ジュースなどをわかりやすく提示する構
図、加えて「一度見て知っている」という鑑賞経験そのものを実演場面に意図的に取り込む脚本等、
保育場面での利用を明確に想定した作品作りが本作品の特徴である。
作品 3 『金色夜叉』

ここで取り上げる『金色夜叉』は、尾崎紅葉（原作）
・サワジロウ（脚本・絵）で、2012 年に雲母
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一枚目は表紙で「金色夜叉」という文字と、熱海の海岸で、松の木の下に立つ貫一と縋る宮の姿
朧になっていく。

むなしく

8〜
12

貫一：左向き

カメ

かんいち

のかげはさらにとお

のシルエットが書かれているが、ここでの裏書は「貫一・お宮と聞けば、皆様よくご存知、熱海の
（波の音）ザザー ザザー
のき おぼろになっ
海岸の名場面を思い浮かべることでしょう。昔から大衆に長く愛されてきた、尾崎紅葉の代表作『金
色夜叉』
。許婚である貫一とお宮が、ここで破局を迎えてしまう場面が、物語最大の見せ場になって
います」とあり、この言葉通り、この紙芝居は、
『金色夜叉』全編を物語るものではなく、熱海の海
表2

岸での貫一とお宮の場面を描くことが目的となっている。
1

2

3

4

5

6

7

8

表 3 は『金色夜叉』のシークエンス・シーン・ショットをまとめたものであるが、表紙を除くと

配列

登場人物数

シーン
シークエンスとしては
2 場面のみと見る事が出来る。宮と銀行家の子息富山唯継との出会いと、宮
カメラワーク

シークエンス
と貫一との別れの
2 つのシークエンスになる。
構図

起承転結

序破急
表
3『金色夜叉』のシークエンス・シーン・ショット

1
シークエンス

表紙

2

3

4

5

カルタ会の夜

6

7

8

9

10

11

12

熱海海岸での別れ

シーン

カルタ会会場

カルタ会の帰り道

鴫沢家居間

ショットサイズ

フルフィギュ バストショ
ア

ット

ニーショッ

バストショ

フルフィギュ 二人を盗み
ア

見る貫一

フルフィギュ バストショ
ア

ット

ウエストシ

フルフィギュ フルフィギュ
ア

ア

ショット配列

連関

限定

連関

限定

連関

連関

連関

限定

連関

連関

連関

（人物視点での）

ト

ット

熱海梅林

夜の熱海海岸
ョット

カルタ会のシークエンスは、カルタ会会場のシーンとカルタ会からの帰りの路上のシーンからな
っている。それぞれのシーンに 2 枚ずつの絵を割り当てている。
2 枚目はカルタ会会場でカルタを手にする鴫沢宮の全身を中心に据えた構図で、ヒロイン宮の紹
介ショットになっている。
3 枚目は後に宮の夫になる銀行家の子息富山唯継の胸から上の大写しになっている。金縁眼鏡に
高そうな葉巻たばこ、指には巨大なダイヤモンドの指輪が輝いている。縦ストライプの背広も上等
そうで、資産家であることを強調している。宮はカルタ会会場で一際目立つ存在であること、唯継
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はカルタ会に配偶者候補を探しに来ていることが語られる。
4 枚目はカルタ会会場から連れ立って帰る間貫一と宮の姿がほぼ全身で絵の中央に描かれている。
互いに顔を相手に向けあって仲睦まじげな様子に描かれている。貫一は唯継の悪口を口にし、宮も
それに同意する。貫一は宮が首に巻いているショールに自分も入れてくれといい、宮は口では嫌が
りながらもひとつショールをふたりで巻く。5 枚目はひとつのショールに包まる宮と貫一のアップ
である。貫一は幸せそうに目を瞑っているが、宮の目は何事か企む様子で、台詞は宮の独白で、自
らの美貌で玉の輿に乗るのも悪くないと企んでいる。
この 4 枚はショットとしては連関配列と限定配列を交互に繰り替えす形になっているが、まず全
身を収める構図、そして表情のアップを繰り返すことで画面に変化を付けるとともに、状況説明と
唯継と宮というそこで思惑を抱いている二人を印象づけている。貫一は主人公であるが、このシー
クエンスでの印象は薄い。自分の嫌いなものは宮も嫌いに違いないと疑うことのない物知らずな青
年と言った体である。
第 2 のシークエンスは、貫一が宮に裏切られ、二人が決別する場面になる。
全体は、3 つのシーンから出来ていて、最初のシーンは、親を失った貫一が引き取られて育てら
れている鴫沢家———即ち宮の家———の居間である。ここで貫一は、宮の父から、宮が唯継と結婚する
ことを聞かされる。絵 1 枚でこのシーンは描かれていて、居間で正座して差し向かう貫一と宮の父
の全身を収める構図で描かれている。
次のシーンは、熱海の梅林で仲睦まじげに寄り添って歩く宮と唯継の姿を貫一が目撃する場面に
なる。縁談の話を聞かされ、宮が湯治に行っているという熱海にすぐさま向かった貫一は、そこで
梅林を散策する宮と唯継の姿を目の当たりにする。そうして宮の変心を知る。この場面もまた 1 枚
の絵で描かれているが、抜きを二段階にすることで、まず画面向かって右側に胸から上のアップで
梅の花を愛でる宮と唯継の楽しげな表情を見せる。次いで、絵を抜ききると、画面向かって左側に、
膝から上の全身を収める形で描かれた、二人の様子を見ている貫一の姿が現れる。右手を手前、左
手を奥に据えた遠近感のある構図である。
6 枚目、7 枚目はいずれも登場人物の具体的な行為を描く連関配列のショットになっているが、6
枚目の二人の全身を納めた構図、7 枚目前半の二人の表情を捉えたアップ、次いで現れる膝上の全
身が描かれた貫一の姿と、引きと寄りを交互に見せる構図の連続は、2 枚目から 4 枚目までと同様
に一貫している。
ここまでで 7 枚（表紙を除くと 6 枚）の絵を使っているが、1 シーン 1、2 枚というテンポの早い
絵の使い方から打って変わって、
ここからの残り 5 枚は、
夜の熱海の海岸のシーンに全て使われる。
8 枚目は、海岸を歩く貫一と宮の姿の全身を捉えている。ふたりは紙芝居の定石とは異なって、
向かって左から右に向かって歩いている。画面向かって右上に月が描かれている。
9 枚目は、貫一の横顔のアップになっている。月を見上げた貫一が涙ながらに「来年の今月今夜
……再来年の今月今夜……」
「来年の今月今夜になったならば、僕の涙で必ず月は曇らしてみせる」
という名台詞を口にする場面である。この時、貫一は画面向かって左を向いており、月は画面の左
上に描かれている。
10 枚目は、やや引いて宮と、宮に翻意を迫る貫一の姿を腰から上で画面中央に捉えている。画面
に向かって宮の左に貫一は立ち、顔は再び右方向を向いている。宮は貫一から顔をそむけて正面を
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向いている。月は画面右上に描かれている。
11 枚目は、翻意が叶わぬと知った貫一が宮を足蹴にして「宮さん、いや、富山夫人」と言い捨て
る名場面で、画面向かって右に立つ貫一が宮を蹴り飛ばし、宮は画面左側に倒れ込んでいる。画面
一杯に二人の全身を捉えて、月は画面の左上に描かれている。
12 枚目は、砂上に倒れながら貫一を呼び止める宮の姿と、その声を無視して立ち去っていく貫一
の姿が描かれている。宮は画面に背中を向けて中央中ほどに大きめに、貫一は画面左奥方向に歩き
去る後ろ姿で描かれている。画面右下から左上に収斂していく遠近の構図で、月は画面左上に描か
れ、その下には月影を移した海が広く描かれている。
海岸を歩く二人のフルショットから一気に月を見上げる貫一のアップへ、そこからやや引いて宮
に迫る貫一、更に引いて宮を足蹴にする貫一と蹴り飛ばされる宮、さらに引いて去っていく貫一と
取り残された宮、という一枚一枚変化するショットサイズに加え、全場面に登場する貫一の顔の向
きが 8 枚目・10 枚目では向かって右方向、9 枚目・11 枚目では左方向を向いていて、画面の連続に
一層の変化を与えている。
月は海の上にかかっているので、絵はいずれも陸側から砂浜に立つ二人を見る位置から描かれて
いるが、8 枚目で右上、9 枚目で左上、10 枚目で右上、11 枚目で左上と、1 枚毎に月の位置が変わ
っている。これを映画での撮影と考えるならば、カメラの位置が被写体を中心に据えて左右に目ま
ぐるしく移動していることになる。
これは観客に、
宮と貫一がどのような位置取りをしているのか、
二人を捉えるカメラの視線がどのように移動しているのか、混乱を与えかねない描写であるが、映
画と異なり静止画の連続である紙芝居の場合は、この視点の移動とショットサイズの変化が、絵と
絵の間の描かれていない部分での登場人物の動きを観客に想像させることで、登場人物により一層
の動きの印象を与える効果となっているとも考えられる。
また、貫一の顔の向きとの関係で見ると、8 枚目から 11 枚目にかけて、月は必ず貫一が顔を向け
た方向に有り、宮を置き去りにして去っていく 12 枚目では、貫一の側方から斜め後ろの方向に月が
描かれている。謂わば月に背を向けて去っていく図になっている。貫一は、月を恨みの雲で曇らせ
ると宣言している訳だが、とすれば言い換えれば、月は失われた貫一の希望の象徴であり、その月
が左右に振られつつ、貫一と宮の別れを見つめている。その月を背に貫一は去っていく。翻弄され
た貫一の希望の姿を月に託して描いているとも読み取れる。
幼児を対象とした先の 2 作品と異なり、対象を高齢者とし、
「大衆演劇紙芝居」を名乗る本作品の
絵は、墨による太い輪郭線を持った街頭紙芝居風の絵になっている。人物のスタイルもデフォルメ
のないリアルなバランスで衣類も造作の細部や陰影による皺の表現など細かく書き込まれている。
引いた連関配列の絵では背景も細かく書き込む一方で、人物によった限定配列の絵では、登場人物
の思惑を反映しつつ、人物の表情へと視線を集めるべく背景を赤や紫の一色で塗って、余計な記号
を置かぬようにしている。
全体として前後の連続における絵の変化のダイナミックさを意識した絵作りとなっている。とり
わけ熱海海岸の別れの場面に 12 枚中の 5 枚を費やして登場人物の動きを描く部分は、所謂「映画
的」と言える表現であろう。
しかし、一方で、市販の紙芝居であるという限界も免れていない。市販の紙芝居には枚数の制限
があり、この作品も 12 枚の絵にどのように『金色夜叉』を落とし込むかという課題を課されてい
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る。それをこの作品では、
『金色夜叉』全体を語るのではなく、敢えて最も有名な場面だけを再現す
るということに徹することでクリアしようとしている。名場面のシーンだけの幕見であり、あるい
は、高齢者ケアの場面では、芝居好きが見せ場の場面を自分で真似して演じてみせるような「素人
芝居」のような利用も想定した作りであろう。
（人気さえ続けば）枚数に制限のなかった街頭紙芝居であれば、海岸での貫一・宮の別れの場面
だけに 10 枚を使って 1 巻とすることも出来たであろうし、日毎よそよそしくなる宮に感じる不安
や熱海に向かう際の焦燥といった貫一の心情、あるいはこの紙芝居では殆ど描かれることのない富
山唯継という人物を描くのに枚数を使うことも出来たであろう。そもそも貫一・宮別れの場面は『金
色夜叉』前編の見せ場であって、物語は未完とは言え、この後も長く続く。しかし大人向け紙芝居
の現実的な実演場面を考えればそのニーズが多いとは言えず、こうした成人向けの長編物語を市販
の紙芝居にすることの難しさが示されているし、手作り紙芝居の在り方のひとつの可能性も示唆さ
れているのかもしれない。

まとめと今後の課題
本論文では、先の林（2016）に引き続き、絵の連続に拠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、前回とは異なるタイプの紙芝居を対象に行なった。1 枚の絵をひとつ
のショットとして捉え、ショットがシーンを構成し、シーンがシークエンスを構成し、シークエン
スが物語を構成するという映像作品の考え方を基本に据え、ショットとショットの繋がり、ショッ
トとシーンとの関係をシネマトグラフィ的な側面に着目しつつ行った。
その結果、いずれの作品においても連続する絵という紙芝居の特性を活かした絵作りが行われて
いることが明らかになった。
『どこへいくのかな』では複数枚でひとつのショットを構成する手法
や、
『金色夜叉』では 5 枚の絵をひとつのシーンに費やすなど、12 枚という絵の制限の中での大胆
な構成は両作品の大きな特徴である。
林（2016）での課題として、主たる人物がどの程度の大きさで映っているかという規準の適用に
ついては今回も検討し得なかった。人物の大きさが絵の連続にダイナミックな印象を与えたり、あ
るいは単調な印象を与えることは窺われたが、その計量的・客観的な規準としての利用については
今後の課題である。
そもそも一連の本研究の目的のひとつは紙芝居———とりわけ手作り紙芝居———の制作において、一
枚一枚の絵の内容と同時に、絵の連続を考慮して、その構図、内容を創作していく必要あるという
視点の元に、そのための絵の捉え方を検討することであった。今後、本研究で取り上げているこう
した観点が紙芝居の実作に活かし得るものなのか否かの検討も行っていきたい。

取り上げた作品
作品 1: 内田麟太郎（脚本）
・市居みか（絵）. 2016. 『おひるねですよ』
（童心社）.
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作品 2: 堀尾青史（作）
・久保雅勇（画）. 1971. 『どこへいくのかな？』
（童心社）. （但し分析
には、一般財団法人文民教育協会子どもの文化研究所が 2015 年に復刻したはがき版を使用）
作品 3: 尾崎紅葉（原作）
・サワジロウ（脚本・絵）. 2012. 『金色夜叉』
（雲母書房）.

注
1) 実用的役割を担うコードであり、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
にする役目を担い、見え方や感じ方などの抽象的な規準で弁別される美的役割を担うコードではな
いもの。
2) 通常紙芝居は、1 枚 1 場面として、例えば 12 枚の絵から構成されている場合には、「12 場面」という言
い方をする。しかし、本論文では、基本的には、1 枚の絵を 1 ショットとして捉え、1 つ以上のショットがシ
ーンを構成し、1 つ以上のシーンがシークエンスを構成すると考える。物語の全体は、1 つ以上のシーク
エンスから構成される。この場合のシーンやシークエンスを「場面」という言葉で表す場合がある。そこで、
本論文では、紙芝居の 1 枚の絵は「場面」ではなく「枚」で数え、混同を防ぐようにした。
3) 『金色夜叉』については『日本大百科全書』『世界大百科事典』（いずれも、小学館）、Wikipedia「金色夜
叉」の項を参考にした（Wikipedia については 2017 年 9 月 12 日時点である）。
4) このシーンは、前編・中編・後編・続・続々・新続と続く長編の前編最終章の第八章の最後の部分であ
り、『金色夜叉』全体からすれば、起承転結の起の部分が終わったあたりに該当している。
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知的障害児の運動技能習得に関する研究
―― 特別支援学校中学部におけるサッカー授業実践から ――
松 坂

晃＊

(2017 年 10 月 25 日受理)

Motor Skill Acquisition by Students with Intellectual Disability: A Study Based on Soccer Practice in Physical
Education Classes at a Special-Needs Junior High School
Akira MATSUZAKA

キーワード：運動技能，知的障害，保健体育，サッカー，特別支援教育

運動技能の習得と運動参加の間には双方向性の関係がある。知的障害者の運動参加を図るには指導者や支援の充実な
どとともに運動技能を学ぶことも重要と考える。特別支援学校では中学部や高等部になると生徒の運動技能が停滞する傾向
がみられ，運動技能学習可能性を検討しておく必要がある。
本研究では中学部生徒男子 17 名（13.9±0.8 歳），女子 12 名（14.2±0.8 歳）を対象とし，サッカーを内容とした 11 回の体育
授業の前後でサッカーの個人技能を比較した。6 課題についてビデオ撮影を行い 20 の評価項目の達成状況を検討した。
その結果，20 項目を 20 点満点の技能得点としたとき，授業前の 8.5±3.5 点から授業後の 10.0±4.1 点へ向上しその差は有
意だった（p=0.016）。また，正面から向かってくるボールに対してもタイミングよくキックし勢いよくボールが飛ぶようになる，ド
リブルする際にいつでもコントロールできる範囲にボールを置いておく，走りながらパスする際に蹴りやすい位置へ移動す
るなどの改善傾向がみられ，学習によってサッカーの個人技能を習得する可能性が示唆された。また，その一方で，サッカ
ーで求められる運動技能の習得は容易でないことから，障害者にアダプトしたゲームの工夫も必要であろうと考察した。

はじめに
運動技能の習得と運動参加の間には双方向性の関係があり，運動技能の高い者は運動に参加する
傾向があり，また，運動に参加することによって運動技能を高めていくことができる。さらに，体
力や運動技能の自己評価がこの関係性を修飾すると考えられており，運動技能の自己評価が下がる
と運動に参加することが一層難しくなる（Stoddenn et al., 2008）
。知的障害のある者の運動参加につ
――――――――
*茨城大学全学教育機構
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いては社会環境要因の影響が大きいので簡単ではないけれども，インクルーシブ教育の推進や障害
者スポーツの進展とともに運動参加の機運は高まっている。
知的障害者の運動参加を図るには運動施設やプログラム，指導者，支援の充実，スポーツルール
の工夫等とともに，障害者が運動の楽しさや運動技能を学ぶことも重要と考える。一般に，知的障
害児の基礎的運動技能（走る，跳ぶ，投げる，捕る，蹴るなど）は典型的な発育発達を示す子ども
に比べて小学部段階で遅れがみられるが（Westendorp et al., 2011; Rintala P. and Loovis E.M., 2013），そう
した運動技能の状況が中学部や高等部になってもあまり改善がみられない。例えば，特別支援学校
の小学部から高等部の児童生徒のボール操作技能やマット運動などの技能をビデオ撮影し観察評価
法によって検討したところ，
学年進行にともなう技能の向上がみられない傾向にあった
（松坂，
2014）
。
また，
バスケットボールの技能について特別支援学校の児童生徒と小学校児童を比較した研究では，
パス，キャッチ，ドリブル，ランニングパス，ランニングキャッチ，ランニングドリブルのいずれ
の課題でも特別支援学校の児童生徒は小学校児童より遅れており，中学部や高等部の生徒でも技能
の低い状態が続いていた（松坂と鏑木，2017）
。こうした横断的研究にくわえて，縦断的研究でも中
学部や高等部で運動技能の向上がみられない可能性がある。すなわち，同一個人を追跡した研究で
は，小学部 2 年生～4 年生の児童（8.9±0.8 歳）は 3 年後に器械運動系やボール運動系の運動技能が
向上していたけれども，小学部 5 年生～中学部 2 年生の児童生徒（12.7±1.3 歳）では 3 年後でもあ
まり変化がみられなかった（松坂，印刷中）
。さらに，特別支援学校の教員を対象とした質問紙調査
では，児童生徒の運動技能が体育の授業等をとおして向上したと実感することは少なくないけれど
も，その経験は小学部で多く中学部や高等部では多くない傾向にあった（松坂，印刷中）
。
こうしたことから知的障害児は中学部や高等部段階で運動技能を習得することは難しいのか，そ
れには学習機会の少ないことが影響しているのか，運動技能習得に適時性があるのか，指導方法に
新たな工夫が求められているのかなどを検討することが必要と考え，ここでは特別支援学校中学部
の生徒を対象として，サッカーの個人技能を取り上げて，運動技能学習可能性を検討することとし
た。
子どもの運動技能改善に関する介入研究は多くなく，比較的新しい研究領域といわれている。中
でも中学生以上を対象とした研究はきわめて少ない（Morgan et al., 2013）
。宮﨑と尾縣（2009）は高
校生を対象として走能力や投能力の向上をめざした動作改善のための体育授業を行い，これらの運
動技能が向上することを示し，高校生でも運動技能改善をめざした授業研究に取り組むべきである
と報告している。一方，特別支援学校の児童生徒を対象とした研究については，運動技能学習に関
する研究そのものがきわめて少ない。
平成 29 年 4 月に改訂された特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（文部科学省，2017a）に
よると，中学部の保健体育の内容は体つくり運動，器械運動，水泳運動，球技，武道，ダンス，保
健から構成されている。今回の改訂では中学部がこれまでの 1 段階から 2 段階となり，その中で球
技については 1 段階において「球技の楽しさや喜びに触れ，その行い方が分かり，基本的な動きや
技能を身に付け，簡易化されたゲームを行うこと」
，2 段階では「球技の楽しさや喜びを味わい，そ
の行い方を理解し，基本的な技能を身に付け，簡易化されたゲームを行うこと」とされた。ここで
求められる基本的な技能は，幼児期に自然に獲得される走跳などの基礎的運動技能とは異なり，ボ
ール操作など学習によって獲得されるものである。球技にはゴール型，ネット型，ベースボール型
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があるけれども（文部科学省，2017b）
，本研究ではゴール型の中からサッカーを取り上げた。サッ
カーはそのほかの球技に比べてルールを理解しやすく，大会が行われることも多い。特別支援学校
の中学部でも男子 62.5%，女子 61.4%の生徒が取り組んでおり，これはバレーボール（3.2%，2.5%）
やバスケットボール（12.6%，19.6%）
，卓球（0.0%，0.0%）
，野球・ソフトボール（0.0%，0.0%）
などに比べて明らかに高い割合である（松坂ほか，2013）
。しかし，ボール操作が難しく，ボールを
持たないときの動きの習得など指導法に工夫が求められる教材でもある。
本研究では，特別支援学校中学部の生徒を対象としてサッカーの授業をとおしたサッカーの個人
技能の改善について検討することを目的とした。

研究方法
対象は I 県内特別支援学校中学部の生徒で学校および保護者から了解の得られた男子 17 名，女子
12 名とした。男子の年齢は 13.9±0.8 歳（平均値±標準偏差）
，身長 156.5±11.1cm，体重 53.0±16.7kg，
BMI 21.4±5.1 だった。女子では年齢 14.2±0.8 歳，身長 145.9±7.7cm，体重 45.4±7.2kg，BMI 21.2±2.4
だった。IQ は 25 以上 50 未満の者が 12 名と最も多く，25 未満の者が 4 名，50 以上の者が 4 名，不
明 8 名だった。交付されている療育手帳は最重度 5 名，重度 12 名，中度 4 名，軽度 8 名だった。
サッカーの授業は当該校の保健体育の年間指導計画にもとづき 12 月中旬から 2 月上旬にかけて
11 回行われた。原則として週 2 回，1 回の授業は 50 分（このほかに，毎朝，ランニングの時間があ
る）
，生徒の特性によって 2 グループに分けて実施された。上位群（A グループ）は 8 名（男子 7
名，女子 1 名）
，下位群（B グループ）は 21 名（男子 10 名，女子 11 名）であり，本研究への参加
協力の得られなかった生徒も含めて授業が展開された。代表的な授業内容を表 1 に示した。指導は
当該校の教員がティームティーチングで行い，サッカーを専門とする教員も含まれている。
表 1 特別支援学校中学部保健体育サッカー授業の内容
Aグループ
本時の内容の説明（3分）
準備運動
5分間走
ウォーミングアップ（5～10分）
短距離ダッシュ
ラダーなど
パス・ドリブル・シュート練習（10分）
3人でパスをしながら動き，シュートにつなぐ。
ミニゲーム（10分×2）
4チームに分かれてフットサル形式
片づけ，振り返り（3分）

Bグループ
本時の内容の説明（3分）
準備運動
5分間走
パス・ドリブル・シュート練習（15分）
友達とペアになってパス練習
目印までドリブル
止まっているボールをシュート
ドリブルしてシュート
ゲーム（15分）
たくさんのボールを使い，相手のゴールに
蹴り入れる。相手コートに侵入可。
片付け（4分）
振り返り（3分）

初回授業の前および最終回授業終了後に表 2 に示す運動課題（6 課題）についてビデオ撮影し，
作成された評価項目（合計 20 項目）のそれぞれができるかできないかを判定した。評価項目の中で
できていると判定された項目の合計数をサッカーの技能得点とした。

- 325 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

なお，本研究は茨城大学教育学部研究倫理委員会の承認を得て行われた。
表 2 サッカーの個人技能評価課題と評価項目
課題課題

評価項目

A. 静止しているボールを
蹴る

B. 正面から向かってくる
ボールを蹴る
C. ボールを追いかけて蹴
る
D. 向かい合ってパスする

E. ひとりでドリブルをす
る
F. 走りながらパス

A-1 走ってボールに接近する
A-2 軸足を接地する際に踏込んでいる
A-3 ボールの近くに軸足を置いている
A-4 ボールが勢いよく前に飛ぶ
B-1 ボールを止めないでダイレクトで蹴る
B-2 ボールが勢いよく前に飛ぶ
B-3 軸足付近でキックしている
C-1 自力で直ちに試技を始めることができる
C-2 走ってボールに接近する
C-3 ボールが勢いよく前に飛ぶ
D-1 蹴りやすい位置へ素早く移動する
D-2 踏込む前にステップを踏んでいる
D-3 キックされたボールの方向が分散しない
E-1 移動しながら連続してボールにふれることができる
E-2 ボールをいつでもコントロール可能な範囲に置くことができる
E-3 左右の足を使うことができる
F-1 蹴りやすい位置へ移動する
F-2 左右の足を使うことができる
F-3 相手にボールがとどく
F-4 相手の移動先を予測することができる

結果と考察
表 3 にサッカーの授業前と授業後の技能得点を示した。6 課題 20 項目で最高点は 20 点になる。
ここではAグループとBグループを合わせて平均値を求めた。
授業前が8.5±3.5点，
授業後が10.0±4.1
点でその差は有意だった（df=28, r=0.645, p=0.016）
。グループ別では，A グループが授業前 11.3±1.9
点，授業後 13.1±2.5 点，B グループが授業前 7.4±3.4 点，授業後 8.8±4.0 点で，いずれも授業前後の
差は有意でなかった。
表 3 授業前と授業後のサッカー技能得点の平均値と標準偏差
Before
総点
下位項目
静止しているボールを蹴る (4)
正面から向かってくるボールを蹴る (3)
ボールを追いかけて蹴る (3)
向かい合ってパスする (3)
ひとりでドリブルをする (3)
走りながらパスする (4)
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After

Mean
8.5

SD
3.5

Mean
10.0

SD
4.1

2.1
1.8
2.2
0.6
1.2
0.6

1.2
1.1
1.0
0.7
0.7
1.0

2.3
2.2
2.1
0.9
1.8
0.7

1.2
1.0
0.8
1.0
0.9
1.2

松坂：知的障害児の運動技能習得について

表 4 に 6 課題 20 項目のそれぞれについて達成できた者の割合(%)を示した。全体でみると，向か
い合ってパスする際にキックされたボールの方向が左右に分散しないことや，ひとりでドリブルす
る際や走りながら相手にパスをする際に左右の足を使うことはきわめて難しいと思われる。また，
走りながらパスするときに相手の移動先を予測してパスを出すことも難しい課題と考えられる。A
グループと B グループの差は結果としてボールが勢いよく前に飛ぶところにあり，軸足や蹴り足，
上体の構え，上肢や腰の使い方などに差があるものと思われる。ただし，軸足をボールの横ではな
く一足長くらい手前におく生徒が多く，これは足の甲や内側面ではなく足先でボールを蹴る（トウ
キック）ことが多いことと関連しているように思われる。授業前と授業後を比較してみると，A グ
ループでは軸足を接地する際の踏み込みが明瞭になった点や，対人パスの際に蹴る前にステップを
踏んでリズムをとるようになったこと，走りながらパスをする際に左右の足を使おうとしているこ
と，結果としてパスがつながるようになってきたこと等があげられる。B グループでは正面から向
かってくるボールに対しても勢いよくキックできるようになってきたこと，ひとりでドリブルする
際にボールを大きく蹴るのではなくいつでもコントロールできる範囲にボールをおきながらドリブ
ルしようとしていること，走りながらパスする際に蹴りやすい位置へ移動すること等の変化がみら
れた。
表 4 各評価項目について達成できた生徒の割合(%) －授業前と授業後の比較－
Aグループ (n=8)
評価項目
課題
A. 静止しているボール
A-1
を蹴る
A-2
A-3
A-4
B. 正面から向かってく
B-1
るボールを蹴る
B-2
B-3
C. ボールを追いかけて
C-1
蹴る
C-2
C-3
D. 向かい合ってパスする
D-1
D-2
D-3
E. ひとりでドリブルを
E-1
する
E-2
E-3
F. 走りながらパス
F-1
F-2
F-3
F-4

Bグループ (n=21)

全員 (n=29)

Before

After

Before

After

Before

After

87.5
37.5
50.0
75.0
100.0
62.5
87.5
100.0
100.0
75.0
62.5
25.0
12.5
100.0
50.0
1.0
37.5
0.0
37.5
25.0

100.0
87.5
50.0
75.0
100.0
75.0
87.5
100.0
100.0
37.5
62.5
50.0
12.5
100.0
75.0
50.0
25.0
37.5
62.5
25.0

52.4
33.3
76.2
38.1
76.2
28.6
42.9
85.7
66.7
42.9
33.3
4.8
0.0
85.7
19.0
9.5
9.5
4.8
23.8
4.8

66.7
23.8
76.2
33.3
85.7
47.6
66.7
90.5
66.7
47.6
42.9
14.3
14.3
90.5
61.9
9.5
23.8
0.0
9.5
9.5

62.1
34.5
69.0
48.3
82.8
37.9
55.2
89.7
75.9
51.7
41.4
10.3
3.4
89.7
27.6
6.9
17.2
3.4
27.6
10.3

75.9
41.4
69.0
44.8
89.7
55.2
72.4
93.1
75.9
44.8
48.3
24.1
13.8
93.1
65.5
20.7
24.1
10.3
24.1
13.8

これらの結果については対象数が多くなく，また，分析方法についても改善しなければならない
点もあり，さらに検討を重ねる必要があろう。それぞれの評価項目についてはできる・できないで
判定したが，どの程度できるようになったかという量的評価は行っていない。また，評価の再現性
を高める工夫も必要だろう。さらに，学習量そのものが十分だったのかについても検討しなければ
ならない。Logan ほか（2011）は子どもを対象とした運動技能習得に関する介入研究をレビューし，
介入群では技能の向上がみられるとし，その介入期間は 6 週間から 15 週間，総時間にして 480 分か
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ら 1,440 分であり，介入期間と効果量の間には有意な相関関係はみられなかったと報告している。
本研究では 6 週間，550 分の時間があてられ，Logan ほか（2011）の報告にみられる介入期間の範
囲内にあるけれども，実質的に運動技能習得そのものにあてられた時間数はこれよりも少なく，よ
り多くの時間をかければさらに明瞭な運動技能の改善が得られるのかどうか，
今後の課題といえる。
また，本研究では対照群を設定しておらず，学習効果と発育発達の影響を分けることができない。
男女差や自閉症をはじめとした障害特性の差，ティームティーチングの方法による差など，課題は
多い。しかし，サッカーの技能を習得している徴候がみられ，指導法の一層の工夫により技能を獲
得していくことが可能ではないかと思われた。
最後に，本研究ではサッカーの個人技能を取り上げたが，ゴール型球技ではゲームパフォーマン
スの向上も重要なねらいといえる。学校体育におけるサッカーの指導内容も個人技能重視からゲー
ムパフォーマンス重視へと変遷しており（佐藤と近藤，2015）
，サッカーの授業に「課題ゲーム」を
取り入れて集団技能を高めることも検討されている（松本と後藤，2007；田中ほか 2016）
。一方，
サッカーで求められる個人技能の習得はたいへん難しい。特別支援学校の体育授業やサッカー大会
においては技能の高い者と低い者の差が大きく，集団としての戦術よりも個人技で勝敗の決まるこ
とも多い。技能の劣る者はゲームに参加することができず「球技の楽しさや喜びに触れる」ことは
少ないのではないかと思われる。サッカーというスポーツ文化を大切にすると同時に，障害者にア
ダプトしたゲームを工夫し球技の楽しさに触れることも大切であろう。横井ほか（2013）は中学校
体育でのサッカーの教材づくりとして，ボールの「跳ねない」クッションボールによるスライドボ
ールサッカーの有効性を検討している。特別支援学校の体育授業においても，単元で取り上げる運
動内容のねらいを明確にし，それに合わせて学習方法を工夫していくことも必要で，求められる運
動課題と学習可能性の双方向からの検討が今後の課題と思われる。
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外国人児童生徒及び保護者への教育支援に関する研究
―― ２つの事例への実践をもとに――
藤井 とし子＊ ・ 三輪 壽二＊＊
(2017 年 10 月 25 日受理)

A Practical Study of Educational Support for Foreign Students and Parents
Toshiko FUJII and Syuji MIWA

キーワード：外国人児童生徒，教育支援，異文化，学習支援，保護者への教育相談的支援

外国人児童生徒への教育支援について，児童生徒への学習支援及び保護者への教育相談的支援の 2 つの側面から，ど
のような支援が必要であるかを考察した。方法は，それぞれの支援に関して，筆者たちが担当した事例検討である。2 つの
事例をもとに実践研究を行い，今後の課題をまとめた。第一に，児童生徒に対する日本語指導を含んだ学習支援に関する
指導方法の工夫，それを支える学校内体制の在り方等について実践及び考察を行った。他方，外国人児童生徒への支援
は，学級での仲間形成等の学級経営的観点が必要であることを重視して実践研究を行った。第二に，外国人児童生徒の場
合，生徒指導上の問題等も教育支援の重要な側面であり，保護者への教育相談的支援が必要であるという視点から保護者
事例の実践研究を通して今後の課題を考察した。その結果，外国人児童生徒への教育支援について，本人と保護者両方に
対する支援，及び外国人として培ってきた文化・価値観と日本のそれとの相互的尊重の観点に立つことの必要性を指摘した。

問題と目的
近年，日本の学校教育を取り巻く状況は目まぐるしく変化しており，多様化する児童生徒の状況や問題
に取り組むことが求められている。その中に，外国人児童生徒への教育支援という課題がある。この課題は，
国際交流の観点からも論じられてきたが，「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策
について（報告）の概要」において，多文化共生・異文化理解に基づく教育の必要性を一つの軸として位置
づけられている。
そして，文科省は，平成 31 年度から教員養成のための教職科目に「特別の支援を必要とする幼児，児
童及び生徒に対する理解」の開講を義務づけたが，その授業の中で外国人児童生徒に対する教育支援の
取
――――――――
*茨城大学教育学研究科 **茨城大学教育学研究科
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り扱いを必須としたことは，良し悪しは別にしても，「特別の支援を要する」という文脈で，インクルーシブ教
育の一環として，外国人児童生徒に対する教育支援の位置づけが模索されていると考えられるかもしれな
い。
外国人児童生徒の教育支援が問題化したのは，1990 年 6 月の「出入国管理及び難民認定法」改正以降
である。当初は，南米出身の日系人のニューカマーが多かったが，さらにグローバル化が進行する中で，
日本語を使えない外国人あるいは外国籍の児童生徒，保護者が外国人である場合などの教育活動が求め
られるようになった。文科省は，「外国籍の児童生徒に加え，日本国籍であるが，両親のいずれかが外国籍
である等の外国につながる児童生徒」を「外国人児童生徒等」と定義して，その教育支援の在り方について
議論を続けている。
外国人児童生徒の数については，文科省の報告によると，2014 年には公立の小・中・高校等に在籍する
外国人児童生徒数は 73,289 人，これらのうち日本語指導が必要な児童生徒数は 29,198 人で、これに日本
語指導が必要な日本国籍を有する児童生徒 7,897 人を合わせると 37,095 人となり，これらの日本語指導が
必要な児童生徒数はこの 10 年で 1.6 倍になっている。
このため，文科省では，「初等中等教育における外国人児童生徒教育の充実のための検討会」を設置し，
前述したように，2008 年 6 月に「外国人児童生徒教育の充実方策について」（報告）を取りまとめている。ま
た，2015 年 11 月に「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援に関する有識者会議」を立ち上げ
ている。こうした流れの中で，その基本的な考え方は，“多様化する児童生徒に応じたきめ細かな指導，日
本語指導，適応指導，学力保障等の総合的な指導の必要性”，“外国人児童生徒等のライフコースの視点
に立った体系的・継続的な支援，ロールモデルの提示”といった総合的な教育支援に向かおうとしている
が，やはり，学習支援にその中心があることは否めない。
日本で暮らすことを考えれば，日本語の習得はある意味で当然であるが，「日本語指導」に焦点化され
た教育支援については，太田（2000）からも早くから疑義が提出されていた。現在では，「日本語指導」の意
味づけが変化してきているが，この本質には学習支援を中心にする姿勢があることは確かである。そして，
この「学習支援」や「日本語指導」の本質的問題は，日本社会への適応を求めることでよいのか，という問い
なのである。外国人の側から見れば，異文化への強制的な適応か，自分が暮らしてきた文化と新しい文化
との折り合いか，という問題であろう。
この問題と関連して，外国人児童生徒に生徒指導上の問題が起きやすくなるだろう。保護者が外国人で
ある場合，文化や価値観の相違に戸惑い，それが子供たちの生活にも影響するという課題が浮上するから
である。
それゆえ，本研究では，児童生徒への学習支援，学級経営の在り方，生徒指導上の問題とそれに付随
する保護者への教育相談的支援を含んだ全般的な教育支援の方向性を，事例をもとに考察する。外国
人児童生徒の多寡によって都道府県・自治体の対応の温度差はあるが，学習支援（日本語指導）は一定
の対策が講じられてきた。しかし，各学校内の体制づくり，及び地域による援助体制の観点からは十分な
対応がなされているとは言い難い。さらに，学級経営や生徒指導上の諸問題，保護者への教育相談的支
援等は対策的には明らかに未着手で研究や報告がほとんどない状態である。本研究ではこれらについ
ての実践報告（第 2 章藤井，第 3 章三輪）を行いながら，今後の外国人児童生徒とその保護者に対する
教育支援の在り方について考察する。
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１． 個と集団の中での指導で言葉や文化の壁を乗り越える
本章では，中国から転校してきた児童 A の事例検討を通して，外国人児童生徒への関わりの実践
の経過をまとめ，児童生徒に対する関わりについて，何が問題となったか，問題解決のための実践
に関する報告を行い，反省点を踏まえて今後何が必要かについて考察する。なお，個人情報保護の
観点から本人が特定されるような情報については論旨に差し支えない範囲で事実とは異なる記述に
変更していることをご了承願いたい。
（１） A（小 5 男子）のプロフィール
A は，両親の再婚を機に来日し，P 小学校 5 年生として転入した。中国人の母親と日本人の父親
（継父）との 3 人家族である。A はがっしりした体格で，運動はそれほど得意ではない。転入して
きた当時は，日本語を話したり書いたりはできないとの事前情報であった。両親に会ってみると，
母親はほんの少し日本語が分かり，たどたどしいが会話はできる。父親は中国語が少し分かるとの
ことだった。
（２） 担任としての 3 つの不安
当時，担任である筆者が感じた不安は 3 つある。コミュニケーション，学習指導，そして文化に
ついてである。
①どのようにコミュニケーションをとるか
コミュニケーションについては，日本語の読み書きができない子供といかに意思疎通を図るかと
いうことである。筆者は中国語に触れた経験がほとんどなく，どう話しかけたらよいかさえ分から
ず，真っ暗な中にぽつんと立たされたような気持ちだった。また，コミュニケーションの問題は，
子ども同士の関係づくりにも影響する。A が孤立したり，いじめられたりすることがないように，
常に学級の様子に気を配っていかなければならないと考えていた。
②どのように学習に参加できるようにするか
学習指導については，図や写真，実験などの認知を補う情報が多用される算数や理科よりも，日
本語の文章を読むことや読み取ったことを表現することが不可欠である国語において，指導や支援
の方法が問題になる。また，教科の特性による指導の難しさだけではなく，学習活動についてどの
ように説明し，困ったときにどのように関わればよいかという難しさもある。何よりも，中国で 5
年生を終えて来日しているものの，それまでに何をどの程度まで学習してきて，それがどの程度身
に付いているのかもよく分からない。A の実態を何とか見取って，その実態に即した対応を考えて
いかなければならないと考えた。
③どのように文化のギャップを乗り越えるか
文化については，大人であっても住む場所や職場が変わるとその場所特有の風習やローカルルー
ルといわれる見えないきまりに戸惑い，無理に合わせようとすればストレスの原因にもなる。中国
から日本に来たとなれば，生活スタイルも学校での過ごし方も異なるはずである。それゆえ，みん
なこうしているのだから同じにしなさいといったことは，決して求めることはしないようにしよう
と心に決めた。どんなことも慣れるには時間や経験が必要だと考えたからである。
（３）個と集団の関わりを生かす
- 333 -

茨城大学教育実践研究 36(2017)

外国人児童を受け入れる学級担任として，以上のように悩んだ末，まずは，当たって砕けろの精
神で，A を知ることに努めた。次いで，学校内の人的資源（担任以外の教員や学級の子供たち）を
生かしながら関わっていくことを考えた。A に集中的に迫っていく場面と，学級集団の中で支援し
ていく場面を織り交ぜていくことにした。
①A を知るための試み
A を理解し必要とする支援を考えるために，まずは A に担任として個別に向き合ってみることに
した。
「学校はどうか」
「困っていることはないか」など色々話しかけてみたが，A は首を傾げるば
かりだ。顔の表情にやや緊張が見て取れる。そこで，気持ちや場所など，伝えたいことや聞きたい
ことを文字にしてみた。漢字で紙に書くと，A はその文字から想像し，筆者の意図を理解できるよ
うだった。
「あぁ，あぁ」と首を縦に振っている。A も自分の言いたいことを漢字で書いてくれた。
日本と同じ表記の漢字もあるが，少し簡略化したような表記もあり，筆者が初めて目にするものも
あった。しかし，コミュニケーションをとるのに筆談という方法がとれること，書き言葉（漢字）
で補えることが分かり，ほっとした。
時間をかけてやりとりを重ねると，日本語の音声表現でも伝わるものがあることが分かった。そ
れは，
「ケロロ軍曹」
，
「ポケットモンスター」など日本のアニメに関する言葉である。登場するキャ
ラクターの名前や主題歌などは声に出して言うことができた。日本の漫画やテレビでそれらを見た
経験があり，気に入っているようだった。A の表情の硬さがいくらか和らいだ感じがした。
このように，理解可能な表現にしたり，興味をもっている話題を探したりすることで，やりとり
が増えていった。さらに，A は，家に帰ればたどたどしいが日本語を話せる母親と日本人の父親が
いるため，日本語を使って日常会話ができるようになるまでにそれほど時間はかからなかった。そ
れに伴って，学級内，学年内の子供たちとのやりとりも徐々にスムーズになり，友達になって一緒
に活動する様子が見られるようになっていった。
②集団での学びと個別の取り出し指導
日常生活で日本語を話せるようになっても，学習面での言葉の躓きは当然起こり得ると考えた。
言葉の躓きが学習の遅れにつながらないように，その部分をフォローしながら学習内容の定着も目
指していく方法として，集団での学びと個別の取り出し指導を位置付けることにした。
たとえば，算数は，同学年の子供とともに学ぶことを基本とした。学年の子供を習熟度別にし，
少人数での授業を単元の指導計画の中に位置づけた。多くの考えで練り上げる必要がある時間は習
熟度で分けずに全体で行ったが，実測などの活動をもとに考えたり，練習問題をしたりする時間は
少人数で行った。
少人数での学習は，
分からないときに気兼ねなく教師に質問ができるよさがある。
教師にとっても，A が活動できているかどうかを容易に確認でき，躓いている姿があればそっと脇
に行ってゆっくりとした話し言葉とノートへの書き言葉で支援することができた。また，人数が少
ないことで和やかな雰囲気が生まれ，子供同士のやりとりも多くなった。そのため，周りの子供か
ら A への理解が進み，A も徐々に自分を開き，自分の考えを発言することが増えていった。問題場
面の状況や問いの意味を理解できれば，A は生き生きと学習に取り組むこことができた。また，で
きないことや分からないことが恥ずかしいことではなく，それを一緒に考える楽しさを味わうこと
ができる学習集団に少しずつなっていった。
しかし，集団として見るだけでは，A 個別の学習状況を細かく見取ることができず，その時々の
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状況に素早く対応して直接的，あるいは間接的に手を打つことの難しさを痛感した。
一方で，国語の時間は取り出し指導を行った。ここでいう取り出し指導とは，別教室にて A 個人
に合わせた指導を行うことを指す。日常的に使う言葉は徐々に理解できてきても，日本語を覚える
ことと日本語で考えることを並行して習得していくのは難しいのではないかと考えたからである。
また，集団の中にずっといることで A がこれまで日常的に用いていた中国語を使うことに戸惑い，
ストレスを抱えたり，寂しい気持ちになったりするのではないだろうかと心配であった。そこで，
在籍学級の国語の時間に，言語学級に通級できるようにした。言語学級では，たとえば，指を１本
ずつ立てながら，
「1，2，3，…」を A が中国語で言い，言語学級の先生が日本語で言うといった具
合に学習していた。ものや現象の言い方を日本語で教えるだけでなく，これまで慣れ親しんできた
中国語と日本語をものや現象を介してつなげていくようにしていた。そのようなやりとりを重ねて
いると，
「カラオケ」のように中国語と日本語で同じ言い方のものもあることが分かり，A は語彙を
増やす学習に楽しんで取り組んだ。取り出し指導は言葉の強化に大変有効であった。
③戸惑いを見守る
転入して間もなく運動会が予定されており，それに向けての準備や練習が続いていた時期，もじ
もじして着替えがなかなか進まなかった。体の大きい A にとって，体操着への着替えに抵抗があっ
たようである。ここでいくら「恥ずかしくないよ」と言ったところで，本人の不安はなくならない
と考え，特に急かすこともせず，そのまましばらく見守った。周りの男子たちがどのように着替え
をしているのか見て，まねをしながら徐々に慣れてきた。これで着替えはクリアである。
因みに，A は運動会への参加も初めての経験であった。これまで大規模校にいたため，代表の子
供のみが出場していたそうだ。しかし，全員が運動会に出場することを知ると，A も保護者も非常
に喜んだ。練習中は，入退場や参加種目の演技方法などの指示が分からないことも多々あったよう
だが，周りの子供をよく見てそれに倣って行動していた。A の真面目で柔軟な人柄が，環境への適
応をスムーズにしたのではないかと考える。
さらに，一緒に 5 年生を担当していた教員が，次年度の A の担任となった。中国から来たばかり
の A を筆者とともに見てきた教員だからこそ，A の得意なこと，そうでないことを理解し，温かく
卒業までを見守ってくれた。転入して１年後の運動会の頃には，日本語の読み書きもほとんど不自
由なくできるようになり，すっかり日本の生活に慣れ，縦割り班のリーダーとしても活躍する姿を
見ることができた。
（４）考察と今後の課題
本事例は，外国人児童生徒を自学級に受け入れるに当たって筆者が不安に感じたことについて，
学校内の人的環境を生かしながら取り組んできたものである。これらの手立てが，筆者の不安の解
消と A の困り感にマッチしていたかどうか振り返り，違ったアプローチの可能性について考える。
①実践の考察と課題
今回は書き言葉（筆談）という方法と，同級生の集団とともに学ぶことでみんなの会話を聞き，
教科の内容を通して理解を深めていった。さらに，取り出し指導でこれまで慣れ親しんだ中国語と
新たに学ぶ日本語を関連づけながら言葉の強化を図った。言語学級の教員や少人数指導を可能とす
る加配の先生の存在など人的資源があるならば，非常に有効な方法であったと考えるが，どの時点
で，
個別の取り出し指導をやめて学級での授業のみに戻すかは慎重に見極める必要がある。
長期間，
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個別指導を続けることによって，日本語の読み書きには慣れるかもしれないが，文章の中身を読み
取ることや考えたことを文章として表現することなど国語として身に付けなければならない力が十
分に身に付かなくなるのではという危惧があるからである。
個別の取り出し指導だけでなく，同級生の集団の中で過ごす時間を大切にしてきたことは，これ
までの生活経験で身に付いた習慣や文化の違いに自分自身で気付き，
その違いを受け入れ，
そして，
乗り越える方法を考えることにつながった。
「このようにしなさい」と指導した方が親切かもしれな
いが，無理矢理に早く馴染ませる必要はないと考えた。時間はかかっても，これまで自分がしてき
たようにするのか，それとも周りを真似てみるのか，自己選択することが大切だからである。一人
ひとり違うこと，それが当たり前であることを学級の子どもたちも受け入れられたことが功を奏し
たと考えられる。
言語学級への通級による学習内容とそのときの様子は担当教員から記録用紙を毎回受け取り把握
するようにした。しかし，当時は個別の指導計画の作成を行っておらず，目標や見通しをもって計
画的に進めることはできていなかった。さらに，次年度への引き継ぎにおいて身に付けたこととこ
れから身に付けて欲しいことを具体的に示すことはできなかった。受け入れた外国人児童生徒の実
態にもよるが，本人及び保護者にいつまでにどうなりたいのかといった願いを聞いた上で，複数年
計画で考えておく必要がある。さらに，小学校教員として，外国人児童生徒が小学校卒業後どのよ
うな進路をたどったのかについて知っておくとその後の参考になると考える。
そもそも，外国の現地校からの転入ということで書類も少なく，事前の情報はかなり不足してい
た。そのため，A を理解するために，保護者と本人に働きかけるしかなかった。学校から家庭への
連絡は，父親の積極的な関わりによって助けられた部分が大きかった。母親が少し日本語を話せた
こともあり，家庭生活において日常的に日本語でやりとりをする環境にあったことは，A の日本語
習得に非常に役だったと言える。日常生活における言語環境の大切さを痛感した。
②異なるアプローチの可能性
外国人児童生徒を受け入れるに当たって，言語の問題，コミュニケーションの問題は大きな問題
である。当該児童生徒にとっても，担任にとっても不安なことである。最近は，生涯学習が充実し
ているので，地域で開催される語学に関する市民講座等を利用して，担任が児童生徒の使い慣れた
言語を学び，初期のコミュニケーションを成立させるといったことも考えられる。しかし，たとえ
日本語が分からなくてもコミュニケーションをとれるようにするための方法を工夫するのは教師の
努めである。
このことについて，アメリカの CAST によりまとめられた UDL（Universal Design for
Learning）という原則で考えてみる。日本語を読み書きできない A に問題があるのではなく，A が
分かる表現でコミュニケーションを提供できないことに問題があると見るのである。A が分かる表
現を提供するためには，現在なら ICT を活用し，翻訳ソフトを用いることができそうである。常に
教室にタブレットを置いておくことができれば，
A と教師，
A と学級児童のやりとりが可能となる。
たとえば，日本語の音声言語から中国語の文字言語へ変換され，それに応えるために中国語の音声
言語から日本の文字言語へ変換されるといったものが考えられる。しかし，この方法だと，タブレ
ットに向かって話をしているのであり，顔と顔をつきあわせて話をしているという感覚が薄い。ま
た，日本語を話さなくても生活できるため，日本語習得の必要感が生まれない。来日した初期はこ
- 336 -

藤井・三輪：外国人児童生徒及び保護者への教育支援に関する研究

の方法も有効であるが，時間や習得の経過によって手立てを変えていかなければならないだろう。
また，
今回の実践のように言語学級，
その他の教員の協力をどの学校でも得られるとは限らない。
校内にそのような支援を頼める存在がなければ，校外に求めていくしかない。中央教育審議会答申
「チームとしての学校のあり方と今後の改善方策について」
（2015 年 12 月 21 日）の中では，
「帰
国・外国人児童生徒等の増加や母語の多様化，学校への在籍における散在化，集住化が進展してい
ることを踏まえ，国内の学校生活への円滑な適応や日本語指導などについて，個々の児童生徒の状
況に応じたきめ細かな指導を行うための体制整備を推進していくことも必要とされている。
」とさ
れている。
では，外国人児童生徒に対して個に応じた指導を行うためのチーム体制を構築するには，どのよ
うなスタッフが考えられるだろうか。たとえば，通訳を仕事としている人や地域に住んでいる日本
語と中国語の両方が分かる人，中国語を履修した大学生などが考えられる。こうした人材を探す難
しさもあるが，サポートしてもらう時間と内容の調整，保護者の承諾，費用面など多くの課題があ
るだろう。そこで学級担任としてできることは，支援の必要な外国人児童生徒の情報をできるだけ
多く把握し，協力を得られるスタッフと共有し，誰に何をどこまでお願いするのかを明確にするこ
とである。そして，個別の教育支援計画や個別の指導計画等を活用し，当該児童生徒や保護者の願
いを受け止め，目標設定をした上で計画的に連携・協働をしていくことが大切である。チームとし
て支援していくからといって，担任教師の責任が軽くなるとか人任せでよいとかいうことはない。
言葉や生活，学習など色々な面でサポートは受けるとしても，当該児童生徒の困り感を見逃さず，
そして成長を見取り，その見取りをスタッフに伝えていく大きな役割を担っていると考えている。

２． 保護者に対する教育相談の立場から
外国人児童生徒への教育支援については，従来，児童生徒本人の学力保障が喫緊の課題となってき
たし，そのための教育方法に関する対策が暗中模索の中で講じられてきたと言えよう。しかし，事例
A からもわかるように，外国人児童生徒の場合，課題は学力だけではなく，児童生徒がこれまでの生
活の中で、あるいは家族の中でどのような価値観や考え方を伝えられてきたか，という文化・価値観
の問題が根強く潜んでいる。
この文化・価値観の問題は，実は児童生徒のみでなく，外国人である保護者に顕在化することも多
い。外国人児童生徒の保護者の少なくとも一方は外国人の可能性が高く，その保護者は他国の文化の
中で長年暮らしてきたので，児童生徒よりも日本に馴染みづらい場合がある。学校（教育）に対する
基本的な価値観や考え方が日本とは異なることも多い。文化・価値観の問題を抱える保護者の元で生
活する児童生徒は，学力のみならず学校生活全般に影響を受けるわけである。つまり，児童生徒の学
力保障以前の課題とも言える「異文化の価値観や暮らしに対する適応」の問題が存在する。そして，
価値観が異なるため，結果として，児童生徒の「問題行動」に対して，
「日本の教師から見える生徒
指導上の問題」と「保護者から見える子供の教育上の問題」は異なって意味づけされることがしばし
ばである。
本研究では，事例 X の教育相談について報告し，検討を加える。なお，個人情報保護の観点から論
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旨に支障がない程度に，事例についての情報を一部変更等してある。
X はフィリピン人の保護者（母親）である。X は，日本人の男性と結婚したが，日本での暮らしは
2 年ほどで，筆者のところに相談に訪れた当時，日本語によるコミュニケーションは達者とは言えな
いが，日常生活に多少難を抱える程度であった。子供は中学 2 年生，小学校 6 年生でいずれも女子で
ある。X は中学 2 年の長女の「問題行動」に関して担任教師から勧められて，筆者が相談業務を行っ
ている相談室を訪れた。
（１）生徒指導上の問題を抱えた母親事例 X の概要
【事例 X】 主婦（パート）年齢は当時 40 歳前半，フィリピン人
①経過及び家族構成：日本人の夫（50 歳前半）
，X，長女（中 2）
，次女（小 6）の 4 人暮らし。子
供たちは，二人とも前夫（フィリピン人）との間の子供である。X は，時々フィリピンを訪れていた
現在の夫と現地で親しくなり，現在の夫に誘われて日本に出稼ぎに来た。半年後に結婚し，それを機
に， 2 人の子供を日本に呼んだ。半年ほどの日本での生活を経て，長女は中学校入学，次女は小学校
5 年生として転入した。子供たちは継父としばしば会っていたため，母親の再婚に抵抗はなかったよ
うだが，日本での暮らしにはなかなか馴染めず，
「生徒指導上の問題」が生じていた。長女と次女は，
日本語は X より達者らしいが，日本の子供たちとの感情や気持ちの交流となると十分に伝えきれな
い・理解しづらいところがあるらしいとのことであった。X 自身もそれは同様であったようだ。
②長女の生徒指導上の問題：完全不登校（中１の 10 月から）
，深夜徘徊，喫煙，表沙汰になってい
ないがガムなどのお菓子類の万引き（頻回ではない）
，多額ではないが家庭からのお金の持ち出し。
それらのうち，学校が把握していたのは不登校と深夜徘徊であった。
➂次女の生徒指導上の問題：不登校（小 5 の 5 月から）
（２）相談内容及び経過
「困っていることは何ですか？」という筆者の問いかけに，X は「○○（長女の名前）がお金を
家から持っていくのをやめてほしい。それから私が帰宅する前にいなくなるのが困る」
。その理由
は，
「●●（次女の名前）が家にいるから，○○が家にいなくなると私が仕事で遅くなったときに困
るし、お金がなくなるのはもっと困る。
」ということであった。つまり，X が働いて遅くなった時に
次女の世話をするのに長女が必要だ、ということである。夫（子供たちの継父）について尋ねると，
夫は何の仕事をしているのかよくわからず，生活費が不安定だから X も働いているとのことであっ
た。だから，家のお金を持ち出して勝手に使われるのは経済的に困るということであった。この話
を X は何度も繰り返し，主張した。
繰り返される話の中で，長女の万引きの話が出てきた。X は長女がガムと煙草を持っていること
に気づいて，それを家から持ち出した金で買ったと推測して長女を責めた。長女は，ガムは万引き
し，煙草は一緒に深夜徘徊していた知人（学校の友人ではない）からもらった，と返答したらしい。
しかし，X は万引きと喫煙についてはあまり気にしている様子はなかった。
筆者が「万引きはよくないね。
」と言うと，
「それは別によい。母国でもよくあった。でも，家の
お金をガムなんかに使うのはよくない。みんなが食べるためのお金だ。
」と即答した。喫煙について
もほぼ同じ見解である。これらが全てのフィリピン人の規範意識でないことは明らかである。しか
し，日本では考えにくいやり取りである。実際，X によると，フィリピン時代の生活では万引き程
度のことは日常的に行われていたようだし，
煙草を吸う未成年はごろごろしていると言う。
これは，
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外国人だから，というよりも「生活水準の問題（＝貧困）
」である。こうした生活課題を抱えながら
日本に移住してくる人々はこれまでにもいくらでもいただろうし，
今後も増えるだろう。
そのとき，
私的所有の観念を前提にして保護者や児童生徒本人に対処するわけにはいかない場合が生じるとい
うことでもある。
数回の面接を重ねたが，いつまで経っても不登校の話は出てこない。そこで筆者が話の流れを作
って「子供たちが学校に通わないことはどう思っているの？」と尋ねると，
「学校は行かなくてもよ
い」と一言で片づけた。理由を問うと，
「家族が大事。○○は●●を世話しなくてはいけない。●●
は学校に行っていないので，私が仕事で遅くなるときに○○は一緒にいなくてはいけない」ときっ
ぱり言う。つまり，
“家族の事情が最優先，特に年少の者の安全が重要である。だから，年長の者は
家族を守るために学校に行かなくてもよいし，深夜に家を出ることは認められない。お金を持ち出
すことは絶対に許されない”ということである。すなわち，X の基本的な価値観は「家族が大切」
である。その考え方自体は間違いではない。ここには，文化によって形成された価値観が根強く潜
んでいる。
それが国家の価値観であるか，
X が暮らしてきた地域の価値観であるかはわからないが，
ある国のある地域に育った者の揺るぎない価値観である。それを本研究では「文化の問題」と記述
してきたのである。日本では「生徒指導上の問題」となる事柄について，X との間に価値観の相違
が見られ，不登校を話題にすることはあまり意味がないことに気づかされた。
追記するならば，不登校を問題にしないことは，特定の国の基本的な考え方ではなく，
「生活水準
の問題（＝貧困）
」が根本にあると考えるほうが妥当である。本研究では紙幅の関係で論じないが，
フィリピン以外の外国人児童生徒の保護者に学校に関するこうした考え方があることは他の事例で
も筆者は経験している。
（３）X に対する教育相談の実際
外国人児童生徒の保護者は，長年，自国文化とそこでの生活の中で生きてきて，その中で身につ
けてきた価値観や考え方を児童生徒よりも変えることは難しい。しかし，保護者の考え方を部分的
にでも変えてもらわなければ，児童生徒に対する教育支援が進まないし，今後日本で生きていくか
もしれない児童生徒の社会化にも影響を及ぼすことは明らかである。これを前提として，教育相談
を進めなければならない。
X への対応についての筆者の実践方針は，大まかに言えば，
「X の価値観を尊重」しながら，
「論
理的・構造的な説明と説得」を行い，
「方針を協力して見出し実行すること」であった。手順は以下
のようであった。
まず，日本の教育を子供たちに受けさせたいかを確認した。これについては X も可能ならばそう
したいと言う。
次に，日本で「生徒指導上の問題」となる「事実あるいは行動」について X に説明した。ただし，
価値（善悪）としてではなく現象として列挙した。長女の「問題行動」に即して言えば，不登校・
喫煙・万引き・深夜徘徊・家からのお金の持ち出し，という事実・行動である。これらの取り上げ
項目は，日本における生徒指導上の問題（＝日本の教育的価値観）の観点から選ばれたものである。
各々の取り上げ項目がなぜ問題になるかについて簡単に説明を行った。たとえば，喫煙は身体の健
康に影響がある，といった説明である。
三番目に，X が重視している価値，X が解決したい問題群，日本の教育的価値観に即した取り上
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げ項目の 3 つの課題を主題として論理的・構造的に検討し，X に受け入れやすい解決方法を提示し
た。X であれば，X が重視している価値は「家族が大切」であり，解決したい問題群は長女の「深
夜徘徊」と「家からの金の持ち出し」である。これらに「日本の教育的価値観に即した取り上げ項
目」を加えて，X の願い，子供の利益，日本の教育的価値観が最大限に実現できるように，論理的・
構造的に解決策を検討した。
筆者が提示した解決策は「長女と次女の両者、あるいは次女が学校に行くこと」である。なぜな
ら，長女も次女も学校に行けば，長女が次女の世話をする時間は下校後のみとなる。学校に行くこ
とでそれなりに疲れが出るし，勉強がわかり，友人ができ，宿題等があれば，深夜徘徊する体力も
時間も奪われる可能性がある。そして深夜徘徊の仲間と距離をとることができ，万引きやお金の持
ち出しも改善されよう。登校して給食を食べることで栄養面の保障を安価に担保できるし（給食費
の拠出が可能であることを X に確認した）
，やはりお金の持ち出しや万引きをする背景の一つをな
くすことになる。ついでに，喫煙も学校にいる間は教師の目があるので難しくなる。そうなれば，
子供たちは規則正しい生活の中で教育を受けることで「家族が大事」という価値観が守られる。X
も安心して働くことができる。もちろん，現実はそう簡単にはいかないが，学校に外国人児童生徒
の学習支援，彼（女）らを含めた学級づくりを構成していく準備があれば，一定程度の成果は見込
めるだろう。筆者としては，提案のうち，
「次女の登校」を優先事項と考えていた。理由は，長女の
「お金の持ち出し」
は確かに家計への影響がないわけではないが，
決して多額なものではなかった。
つまり，X の「家族が大切」という価値観はそれなりに長女にも伝承されており，それゆえ，長女
の不登校は妹の世話を言い訳にしている可能性があったからである。
しかし，X は，早期に長女の「深夜徘徊」と「お金の持ち出し」を解決したいと考えていたため，
両者の登校を希望した。
そこで，X の希望を優先し，二人が登校できるような関わりについて X と考え，X が働きかけた。
しかし，両者一緒に働きかける難しさがあったこと，とりわけ妹の不登校を理由にした長女の反発
が強かったために，二人一緒の登校はうまくいかなかった。
筆者は，X に次女の登校から始めることを再び提案した。次女の方が X からの登校圧力がかけや
すく，小学校が少人数学級であったため，担任の関わりが期待できるという利点があり，教育支援
が行き届きやすい状況にあった。さらに，次女が登校すれば，長女の言い分は通らなくなるし，学
校と家を比較すれば学校の方が安全だから，X も長女を説得する根拠が生じることを説明した。X
はこの提案を了承し，次女の登校に焦点を絞って対応することになり，学校の協力も得られて次女
の登校は軌道に乗っていった。
長女の場合，学校の受け入れ状況が整わない面もあり，次女よりも紆余曲折をたどっていたが，
次女の登校が安定するにつれ，
X の強い押し出しによって長女も部分登校をするようになっていた。
（４）外国人児童生徒の保護者対応に関する覚え書
外国人児童生徒の保護者への教育相談対応の要点として３点述べておく。
まず，異文化の間で行われる教育相談対応の原則について。ほぼ同じ文化に属する者の間で行わ
れる教育相談（カウンセリング）の場合，一般的には感情や認知を変えるためのカウンセリングが
重視される。問題認識や規範意識が共有されている場合は，それらの方法の採用は問題ないであろ
う。しかし，外国人児童生徒の保護者となると，価値意識が異なるため，感情を理解しても解決の
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方向性が両者で共有されない可能性が生じてくるし，認知の変化を求めるにしても基本的には“こ
ちら側の価値観”を押し付ける方向性になりやすく，外国人児童生徒の保護者は適応を強いられる
状態になる。感情の変化のための傾聴や，認知を日本流に変化させるための関わりだけではうまく
いかない。むしろ，問題を解くための具体策を論理的・構造的に考えたほうがよい。もちろん，広
義にこれを認知の変化と呼ぶことは可能であろうが，異文化間の教育相談の場合，どちらか一方の
文化的価値が優先されるとなれば，認知の変化というよりも根底的価値の強要という印象が強くな
る。したがって，異文化を扱う教育相談は，各々の文化の価値観を認め合い尊重することを基本原
則とすべきであろう。
二点目は，問題を解くための手順である。その一つの在り方が前述したものである。敷衍すると
以下の 5 つの手順になる。
①日本での教育や暮らしを望むことの確認を行う。
②クライエントが悩んでいる問題群を確認し，その背景にある根底的な価値観を洞察する。
③日本の文化的・教育的価値からの問題項目を列挙する。前述の列挙項目（不登校とか深夜徘徊
とか）がこれに当たる。ただし，価値や善悪を除いて事実・行動として列挙し，なぜそれらが問題
となるかについて説明を行う。
④「クライエントの文化的価値」
，
「クライエントが悩んでいる問題群」
，
「日本の文化的・教育的
価値からの問題群」を照合して，
「クライエントの文化的価値」のまなざしから，解決策を論理的・
構造的に考察する。
⑤解決策をクライエントに提示して，話し合い協力しながら，できることから実行していく。
しかし，③における，事実・行動としての問題項目は，それらが日本におけるものである以上，
すでに価値が潜んでいるのであり，そこからまったく自由になることはできない。それゆえ，どれ
だけ保護者の価値観を尊重したとしても限界があることは確かであろう。
三点目。二点目とも関係するが，外国人児童生徒の保護者は学校においても保護者同士・地域の
中でも孤立することが多く，相談相手が少ない。経済的にも豊かでないことが多く，そのため保護
者が多忙であったりする。そうした状況では，保護者自身が地域の人々と関わり，地域の考え方を
吸収する機会に恵まれないことになる。それゆえ，外国人児童生徒の教育支援に関しては，児童生
徒の学校内の受け入れ体制の整備だけでは不十分である。保護者を学校や地域の中で受け入れなが
ら，地域の考え方や日本の教育的な価値観と保護者のそれを擦り合わせていくのかについて，一層
の方策・施策を展開していく必要がある。

３ 総合考察と今後の課題
外国人児童生徒 A と保護者 X の事例の実践報告をしてきたが，本報告からもわかるように，こ
の問題の本質は，
「文化的価値の擦り合わせ」に行き着く。その視点から，学習支援や生徒指導，
さらには保護者支援も考えていかなければならない。
最後に総合的な考察を行い，今後の課題について整理しておく。
①校内指導体制の充実：外国人児童生徒に対する学習支援体制として，加配教員の配置，言語学
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級等の校内人的協力体制の強化が必要であり，それらの体制の充実による取り出し指導等が指導体
制として必要である。また，個別の指導計画作成は必須であり，個別の教育支援計画の作成も今後
の課題となろう。とりわけ，個別の教育支援計画については，多くの実践成果を踏まえた研究が求
められるところである。
②学習支援の方法：児童生徒への関わり方として，筆談，本人の興味や関心事を大切にして関わ
ることの大切さが実践的に確認された。また，ICT の積極的活用は今後重視されるべきであろう。
現在，文科省から各都道府県に外国人児童生徒用の教材が送られており，茨城県においても，帰
国・外国人児童生徒ハンドブックが県教委のホームページからダウンロードできるようになってい
る。教材作成においては「かすたねっと」の一層の活動の拡充が必要となろう。また，学習支援に
おいて JSL の有効性が提起されている。このことは文化・価値観の問題とも関連しており，外国人
児童生徒のこれまでの暮らしや価値観を重視しながら，日本でのそれらを身につけていくという両
方の文化・価値観を尊重することにつながるものとして評価できるだろう。この分野での一層の研
究と実践報告が期待されるところである。
③家庭の協力：日本語の習得については，家族の中に日本人の保護者がいる場合，家庭の日本語
学習への協力を要請は必須である。また，後述するが，家族が地域とつながることができれば，子
供にとって日本語環境が豊かになることは間違いない。それゆえ，家庭の協力の程度は，地域と家
族の関係がどのようなものであるかによっても大きく左右されてくる。この意味で，家庭の協力
は，地域社会の受け入れ，家庭が地域社会に自分たちをどれだけ開くことができるかによっても異
なった状況となることが予想される。
④学級経営方法及び保護者対応の充実：①から③に見られるように，これまでの対策は改善され
てきたとはいえ，
「日本語指導」
，外国人児童生徒個々人への「学習支援」が重視されてきた経緯が
ある。しかし，本研究でも指摘したように，
。外国人児童生徒を含む学級経営に関わる手法，保護
者の価値観が児童生徒の学校生活に及ぼす影響等については研究や報告が十分にはなされていな
い。これらについては，本質的に，
「文化的価値」の問題として捉え，その視点から研究がなさ
れ，対策が講じられていく必要がある。
⑤学級経営の展望：本研究でも指摘したように，言語問題に関する考え方としては UDL 原則を参
考にすることが必要であろう。たとえば，学級の中で外国人児童生徒が自分の育った国の言葉や考
え方を日本の児童生徒に伝えるような授業やの試みや，そういう機会を意図的に設ける試み，PTA
集会等での外国人児童生徒の保護者たちが自国について紹介する機会を持つ取り組み等があるとよ
いだろう。また，地域の中で外国人を受け入れるための場や機会を持つことなどが必要となるであ
ろう。
⑥教育相談の充実：生徒指導や保護者対応については，日本の教育的価値観と児童生徒や保護者
の価値観の相互尊重を前提としつつ，保護者の文化的価値観のまなざしから教育相談の在り方を考
えていく必要があることを指摘した。保護者に対する教育相談的な支援についての研究がほとんど
存在しないため，本研究において 3 つの原則と 5 つの手順を提起したが，
（５）で述べたように，
保護者自身の安心や安定のためにも，地域での受け入れ態勢の強化は必須である。外国人居住の国
内分布は偏在化の傾向が見られるにせよ，それらの地域での受け入れの取り組みは他の地域でも有
益な情報となろう。それゆえ，国にも地方自治体が協力して，地域援助の仕組みづくりを施策とし
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て展開していく必要があろう。そして，今後，異文化間の相談の理論や方法についてさらなる研究
が積み重ねられる必要がある。
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知的障害児に対するドラマ活動の実践
――コミュニケーション能力と社会性の向上を目指して ――
鳩山裕子* ・ 猪狩大樹** ・ 廣木 聡***・ 正保春彦*

****
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Drama Lessons for Improvement of Communication Abilities and Social Skills
in Students with Intellectual Disabilities
Yuko HATOYAMA, Daiki IGARI, Satoshi HIROKI and Haruhiko SHOBO

キーワード：知的障害 特別支援学校 中学部 ドラマ活動 衣装 着ぐるみ

英米で実践されているドラマ教育の有効性が，近年日本でも注目されている。知的障害のある児童生徒に対するコ
ミュニケーション能力や社会性の向上を図る支援においてもドラマ教育は有効であると考えられているが，日本の学
校教育においては体系的な取り組みはほとんどない。本稿では，知的障害のある中学部生徒が，衣装や着ぐるみを着
てドラマ活動をすることで，コミュニケーション能力や社会性が向上したことを報告する。本実践では，スモールス
テップで場面に応じたコミュニケーション能力や社会性が向上するような工夫をした。工夫の 1 点目は，衣装や着ぐ
るみを着ることにより，生徒が，登場人物として身体的かつ心情的に，ドラマの想像世界に入っていけるようにした
ことである。2 点目は，既存のミュージックビデオを参考にして，親しみのある本校キャラクターが登場するドラマ
のストーリーを生徒と創案したことである。3 点目は，ドラマ活動の各シーンをタブレット端末で撮影して，自分の
ふるまいがそのシーンに適していたかどうかを映像で振り返れるようにしたことである。それらの結果，ドラマ活動
での社会的経験がより実際的なものになり，
生徒のコミュニケーション能力や社会性が向上した。
今後の課題として，
教育課程上の位置付けと実践時間の確保についての検討，実践の指導計画と生徒の目標設定・評価の内容方法につい
ての検討の 2 点があげられた。

はじめに
近年，日本でも，英米を中心に実践が行われているドラマ活動の特別支援教育分野での有効性が
――――――――
*茨城大学教育学部附属特別支援学校

**茨城県立日立工業高等学校

***茨城県教育庁学校教育部特別支援教育課 ****茨城大学大学院教育学研究科
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注目されている。本稿で論じるドラマ活動とは，小林ら 1)の次の定義によるものである。ドラマ活
動とは「子どもたちが台本を覚えて舞台で上演し，観客に見せる活動ではない。 ～中略～ 子ど
もがドラマをすること自体に何らかの学びの機会があることを見いだした，過程中心の活動を行う
教育」である。英米の研究や実践の成果が示す通り，このドラマ活動は子どもたちの学習手段とし
て大変有効である。ドラマ活動の中で，子どもたちが将来社会で直面する様々な場面を経験するこ
とができる。また必ずグループで活動するので他者と協働する機会を子どもたちは何度も得ること
ができる。その中で，子どもたちは社会生活に役立つ様々なことを発見したり，理解したりできる。
体験的な学習が重視される特別支援教育においては，ドラマ活動の教育的効果がより期待される。
人間関係を育むグループワークを専門とする正保 2)は，
「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。 ～中略～ 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。
」と指摘している。知的障害のある子どもたちの教育においても，人と
かかわる力がより重視されている現状がある。
知的障害者のコミュニケーション能力や社会性の向上を図る支援においても，ドラマ教育は大変
有効であると考えられており日本でも注目されつつある。特別支援学校の卒業生で構成されている
若竹ミュージカル 3)によれば，ドラマ活動が，卒業後の学びの場として，人間形成に大きな役割を
果たし，社会人としての円滑な生活を送る一助となっている。
しかし，日本の学校教育において，知的障害のある子どもたちに対するドラマ活動の体系的な取
り組みはほとんどない。本稿で，知的障害のある中学部生徒を対象とする衣装や着ぐるみを活用し
たドラマ活動の実践とその成果を報告する。

ドラマ活動の実践と成果
１ 生徒について
茨城大学教育学部附属特別支援学校の平成 28 年度中学部第 2 学年の生徒 6 名（男子 3 名，女子 3
名）を対象に実践を行った。小学部から在籍する生徒が 3 名，中学部から入学した生徒が 3 名であ
る。自閉症あるいは自閉的傾向のある生徒が 4 名である。全体の指示を聞いて活動できる生徒や，
教師とのかかわりを通して活動する生徒など実態は様々である。素直で優しい性格の生徒が多く，
教師や友達と遊んだり，ダンスをしたり，歌を歌ったりすることを好む。その一方，指示待ちの傾
向があり，教師に意見を伝えたり，自分から活動を始めたりすることが少ない。友達や後輩を気遣
い，優しく対応をする生徒もいるが，話している相手の気持ちや意図を推察するのが苦手な生徒も
いる。学級で，行事の企画を話し合う場面などでは，教師の支援がないと話し合いがまとまらない
ことが多かった。
宿泊学習のスタンツなどで，学級の活動としてダンスや歌を披露したことはあるが，ドラマ活動
の経験はない。
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２ 実践
（１）教育課程上の位置付け
朝の会（特別活動）で，約 4 週間毎日 15 分間時間を取り，実践を行った。特別活動の目標 4)
は，
「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。
」
である。
前述のとおり，
ドラマ活動は，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
的な態度を育むのに適した活動であろう。
（２）実践内容
既存のミュージックビデオを参考にして，生徒が主役となる動画を作成することを念頭に置
いて実践を行った。ミュージックビデオは，登場人物（乙姫，浦島太郎，桃太郎，金太郎，鬼，
かぐや姫）や，細切れで続く短い各シーンが，よく知られた昔話を模しているので，生徒は楽
しくそのドラマの世界に入っていけると考えた。
実践の終わりには，6 名の生徒がそれぞれ主役を務めるシーンを撮影した。ミュージックビ
デオの曲を BGM にして編集を行い，6 つのシーンをつなげて「みんながみんな やどかり」とい
う 1 本の動画にまとめ，保護者会で発表した。その際，生徒が頑張ったところ，工夫したとこ
ろも併せて発表した。
①実践第 1 週
生徒が曲や演技に親しみがもてるように，朝の歌として，大型テレビでミュージックビ
デオを視聴した。
②実践第 2 週
ミュージックビデオ内の配役を決めて演技をした。ドラマ活動や演じることのイメージ
がもてるように，ビデオ内のいくつかのシーンを演じた。
配役は，登場人物（乙姫，浦島太郎，桃太郎，金太郎，鬼，かぐや姫）の各シーンの写
真を提示して生徒の希望を聞いた。発語が難しい生徒に対しては，写真を提示し選択する
ことでどの役を演じたいかの意思を確認した。結果として，希望が重なることなく配役が
決まった。
演技内容が分かりやすい 3 シーン（桃太郎と浦島太郎の腕相撲のシーン，乙姫がガラス
の靴を履くシーン，大きなカブを全員で抜くシーン）を選び，ドラマ活動を行った。その
結果，他者になりきって言動をするというドラマ活動の本質について，イメージをもつこ
とができた。なお，各シーンの撮影は，まず，該当シーンの登場人物と配役を写真で確認
したうえで，ミュージックビデオを視聴した。その後，数度の練習を経てタブレット端末
で撮影をした。
撮影後すぐに大型テレビで自分たちの演技を視聴し，
振る舞いを振り返り，
良かった点，改善点などを確認した。
③実践第 3 週・第 4 週
生徒と一緒に本校オリジナルキャラクター「とんがりやどかりちゃん（以下やどかり）
」
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の出番を考えながら，
「みんながみんな やどかり」の 6 シーン（各生徒が主役を 1 回ずつ）
のストーリーを検討し，練習，撮影した。1 シーンのストーリー検討，練習，撮影を 2 日程
度で行い，それを 6 サイクル行った。
ストーリーを考える際には，できるだけ生徒同士で意見を出し合って，話し合いをまと
めることができるように，話し合う前に，該当する登場人物の写真を提示したり，ミュー
ジックビデオの参考になりそうな場面を視聴したりした。なお，各シーンに生徒の希望や
得意なことを盛り込むように配慮した。
撮影に際しては，その都度，衣装や着ぐるみを着た（図１～図 6 参照）
。主役を演じるシ
ーンでは，生徒はその衣装を着た。それ以外のシーンでは，やどかりの T シャツを着て演
技をした。衣装を替えることで，演じる役の切り替えがスムーズになり，生徒が混乱する様
子は見られなかった。

図１ 乙姫（やどかり）

図 2 浦島太郎

図 3 桃太郎

図４ 金太郎

図5 鬼

図 6 かぐや姫
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図 7 は，桃太郎，浦島太郎，金太郎が登場する「みんながみんな やどかり」のオープニングのシ
ーンである。降雪の中，新雪が積もったグラウンドに足跡を付けながら歩いた。生徒は衣装を着る
ことで役になりきり，寒さを気にすることなく演じることができた。学級で，年度末に 1 年を振り
返って 1 番の思い出を発表する活動を行ったが，このシーンの撮影を取り上げた生徒がいた。
図 8 は，生徒が創案したシーンである。かぐや姫が光っている竹を切ると，自分たちの仲間であ
る小さなやどかりが生まれ，みんなで喜ぶシーンである。生徒は，やどかりの T シャツを着て小さ
な仲間を迎えるシーンを演じることで，一体感をもつことができた。

図 7 オープニングのシーン

図 8 かぐや姫が竹を切るシーン

図 9 は，ダンスをしたいという生徒の希望をもとに構成したシーンである，乙姫を中心に BGM に
合わせて踊った。乙姫役の生徒は，普段は友達の前に出ることが少ない生徒であるが，得意なダン
スを友達の前に立って積極的に踊ることができた。
図 10 は，太鼓をたたくことが好きな生徒の希望を取り入れてシーンを構成した。生徒がよく知っ
ている曲を流し，それに合わせて太鼓をたたいた。その周りを，やどかりが雨乞いをしながら回っ
ている。鬼役の生徒は，普段から太鼓を叩くゲームを楽しんでいることもあり，見通しをもって撮
影に臨むことができた。自分の太鼓と友達の演技が調和したことで，自己有用感が高まった。

図 9 乙姫とやどかりがダンスをするシーン
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図 11 は，大きなやどかりを，桃太郎を中心
にみんなで引き抜いたシーンである。本校オリ
ジナルキャラクター「とんがりやどかりちゃ
ん」の着ぐるみが登場したことで，生徒たちは
想像世界に引き込まれ，シーンを伸び伸びと演
じることができた。やどかりが抜けた瞬間，生
徒の気持ちは確かに動き，心から喜んでいた。
図 11 大きなやどかりを引き抜いたシーン
３ 成果
（１）生徒の感想
Ａ子
私は金太郎役とやどかり役をやりました。私のおすすめのシーンは雨ごいのぎしきをする
シーンです。いしょうを着たら金太郎になりきれました。
Ｂ子
わたしは，かぐやひめのやくをえんじました。たのしかったことは，たけをきるところがた
のしかったです。いしょうをきたらおひめさまのきぶんになりました。
衣装を着ることで，生徒は役になりきり，ドラマの世界に登場人物として入っていけたこと
が感想からも分かる。また，活動に主体的に取り組んだこと，実体験として経験したことや感
じたことを他者に伝えようとする意図も明確である。ドラマ活動が，社会的経験の積み重ねと
なった。
（２）保護者の感想
「生き生きとした子どもたちの演技に感動しました。
」
「役になりきっていたのが驚きでした。
」
「家で，〇〇を演じたんだよってよく話をしていました。
」
「家のお手伝いをよくするようになりました。
」等
生徒の成長に対して好意的な驚きと感動の感想をいただいた。
（３）成果と課題
衣装や着ぐるみを着ることで，生徒は役になりきり，ドラマの世界に登場人物として入って
いけた。その演技をタブレット端末で撮影し大型テレビに映したことで，その都度シーンに適
した振る舞いができていたかどうかを振り返った。それらの経験により，場に応じた振る舞い
を意識して行動することができるようになってきた。生徒は，日常生活においてもその場の状
況を把握しようとする気持ちが芽生えてきており，以前よりもできる仕事を自分から行ったり，
友達を気遣ったりすることができるようになってきた。また，既存のミュージックビデオを参
考にしながら，各シーンのストーリーを生徒同士で話し合って考えたことで，主体的に活動に
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取り組むことができただけでなく，自分の意見を伝えたり他者の意見を聞いたりしながら学級
の総意をまとめる経験を多く積むことができた。学級で行事の企画を話し合う場面などでも，
生徒同士が考えを伝え合い，協力し合う姿が多く見られるようになってきた。
実践を終えて課題が 2 点あげられた。1 点目は，教育課程上の位置付けと実践時間の確保に
ついてである。今回は朝の会（特別活動）の中で，毎日決まった時間で 15 分，約 4 週間時間を
とったが，いつも時間が確保できるとは限らない。また，ドラマ活動は，自立活動の「人間関
係の形成」や「コミュニケーション」にも関連する活動 5)であり，教育課程上どの教科・領域
に位置付けるかは，学級や生徒の実態，目標によって検討する必要がある。日本の学校教育に
おいては，ドラマ活動の有効性や重要性の理解がまだ十分とは言えず，特別支援学校における
先行事例もほとんどないため，実践してみたいと思ったときに，どの教育課程に位置付けてど
のように時間を確保したらよいかは慎重な検討を要する。2 点目は，実践の指導計画と生徒の
目標設定・評価の内容方法をより適切なものにしていくことである。今回は試行的な取り組み
だったため，毎回の実践の前日に，携わる担当者がその回の目標や内容を共通理解して進めて
きたが，今後継続してドラマ活動を行う場合，詳細な指導計画と合わせて，活動における生徒
の目標設定と評価は重要かつ必要な事項となる。ドラマ活動を発展させるためにも，指導計画
に沿った生徒の目標設定と評価の内容方法をより明確化し，活動内容とともに次の担当者へ引
き継いでいくことは重要なことだと考える。

まとめ
前述の通り，今回の実践で，知的障害のある生徒のコミュニケーション能力や社会性の向上を図
る支援として，衣装や着ぐるみを活用したドラマ活動の有効性を実証できた。
実践では，スモールステップで場面に応じたコミュニケーション能力や社会性の向上を図る工夫
をした。工夫の 1 点目は，衣装や着ぐるみを活用して，生徒が，登場人物として身体的かつ心情的
に，想像世界に入っていけるようにしたことである。知的障害のある生徒がドラマで役を演じるた
めには，単に配役したり状況を説明したりするだけでは十分ではなく，衣装や着ぐるみを着ること
が重要で，それによって役になりきることができた。脇役となる生徒も，衣装を着たり本校オリジ
ナルキャラクターの着ぐるみが登場したりすることで想像世界に入っていくことが容易になり，主
役と脇役の切り替えも，衣装や着ぐるみを変えることでスムーズにできた。2 点目は，既存のミュ
ージックビデオを活用し，そのストーリーを参考にしながら，親しみのある本校オリジナルキャラ
クターが登場するシーンを生徒と一緒に創案したことである。3 点目は，ドラマ活動をその都度タ
ブレット端末で撮影して大型テレビに映し，自分のふるまいがそのシーンに適していたかどうかを
確認できるようにしたことである。それらの結果，ドラマ活動での社会的な経験がより実際的なも
のになり，生徒のコミュニケーション能力や社会性が向上した。
今回のドラマ活動は，1 つのテーマに沿って楽しい活動をしながら他者との人間関係を深めてい
くという点で，人間関係を育むグループワークの側面ももっていた。その文脈においても，生徒の
コミュニケーション能力や社会性の向上をとらえることができる。
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今後の課題として，教育課程上の位置付けと実践時間の確保についての検討，実践の指導計画と
生徒の目標設定・評価の内容方法についての検討の 2 点があげられた。

注
1) 小林由利子・中島裕昭・高山昇・吉田真理子・山本直樹・高尾隆・仙石桂子 『ドラマ教育入門
創造的なグループ活動を通して「生きる力」を育む教育方法』 (2010), p.3-5.
2) 正保春彦「心を育てるグループワーク」
『茨城大学教育実践研究 35』 (2016), p.475-488.
3) 東京学芸大学附属特別支援学校 若竹会『若竹ミュージカル』,
http://wakatake.la.coocan.jp/Toppage.html
4) 文部科学省 『中学校学習指導要領解説』 (2008), p.105-108.
5) 文部科学省 『特別支援学校小学部・中学部学習指導要領』 (2009), p.19
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